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キラヤ（Quillaja saponaria Molina）サポニン水溶液の
泡物性に対する多価アルコールおよび無機電解質の影響
堀 内 照 夫 1，烏 家 圭 悟 *, 2，中 原 達 雄 2
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Abstract
Effect of chemical structure of polyols and lyotropic series of inorganic salts on foam properties for saponins from Quillaja saponaria Molina（QSM）in aqueous solution was studied. Inorganic/organic balance（IOB）
, calculated by the organic
conceptual diagram, was used as an index value for various polyols. The foam height of QSM in aqueous solution showed a
maximum at the IOB value＝2.5, while the foam height was decreased before and after IOB value＝2.5. On the other hand,
the foam height of SDS in aqueous solution was increased in the region of the IOB value＝1.6–2.4, as the IOB value increases, and the foam height was kept constant above the IOB value＝2.4. Lyotropic series were used on the characteristics of the
inorganic salts. The foam height for QSM in aqueous solution was constant without being affected by lyotropic series of inorganic salts. On the other hand, the foam height of SDS in aqueous solution was reduced as the lyotropic series of inorganic
salts becomes smaller. Furthermore, the foam stability of QSM and SDS in aqueous solution was discussed in terms of the
reduction of surface tension in the presence of these additives.
Key words: Saponins from Quillaja saponaria Molina（QSM）, Inorganic/organic balance（IOB）, polyol, inorganic salt,
surface tension.

緒

1.

いる。サポニンは植物界に分布し，主な原料は Yucca

言

schidigera（メ キ シ コ 産） お よ び Quillaja saponaria（チ

近年，持続可能な資源，環境保全の視点から，バイオ

リ産）である。その化学構造の特徴はトリテルペノイド

サーファクタント，ならびに天然界面活性剤が注目され

あるいはステロイドをアグリコンする配糖体の総称であ

ている。バイオサーファクタントは生物（特に微生物）

る6）。サポニンの水溶液は優れた起泡性を示す。また，

が産生する界面活性機能を有する物質をバイオサーファ

肝障害発生抑制，脂質酸化抑制作用，抗コレステロール

クタントと呼び，親水基の化学構造に応じ，糖脂質系，

作用などの生理作用が知られている7）ことから，サポニ

アシルペプチド系，リン脂質系，脂肪酸系および高分子

ンはシャンプーをはじめ，歯磨剤，液体洗浄剤トイレタ

系に分類される

。しかし，微生物によって産生され

リー製品，食品関連製品に添加剤として使用されている

るバイオサーファクタントは一般にその含有量が微量

ものの，その界面化学的性質に関する報告はほとんどな

で，しかもその分離精製が困難なものが多い。界面化学

い。

1）, 2）

的または工業的な観点から物性または性能を評価された

本報告では，キラヤ（Quillaja saponaria Molina）サポ

例は，スピクリスポ−ル酸のナトリウム塩 ，エマルサ

ニンの泡物性に対する，1）ポリオールの化学構造，な

ン4）, 5）などの数例の研究にとどまる。

らびに 2）離液順列の異なる無機電解質の影響について

3）

一方，天然界面活性剤として，サポニンが注目されて

述べる。
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