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１．はじめに

食品として用いられる農産物中には、種々のポ

リフェノールが含まれている。これらは、野菜の

色素として存在し、また食品の渋みや苦みの原因

や褐変の原因物質となるため、以前は不要物視さ

れていた。しかし最近ポリフェノールが持つ機能

性の研究がすすみ、抗酸化性、抗変異原性、血漿

コレステロール低下作用など多くの生理機能のあ

ることがわかり、保健成分として評価されている。

今回は数種類の野菜や飲み物中のポリフェノール

が、水浸漬や加熱などの簡単な調理操作により抽

出され、条件によりその量が変化することがわ

かったので報告する。

２．実験方法１）

２．１ 実験材料

没食子酸溶液（１０�／１００�）
フォーリン－チオカルト試薬

１０％ 炭酸ナトリウム水溶液

ごぼう ４０�、なす １０�、あずき ５�、赤
ワイン １�、緑茶（玉露、煎茶）各２�

２．２ 実験器具

２００�ビーカー３個、１００�ビーカー１個、マイ
クロピペット、分光光度計、１０�試験管 ３０本、

パスツールピペット、ストップウオッチ、１００�
メスシリンダー、秤、包丁、試験管立て、ガスバー

ナー、金網、三脚、茶パック

２．３ 実験操作方法

２．３．１ 標準曲線の作成

１０�試験管に没食子酸溶液（１０�／１００�）と
水（以下すべて脱イオン水）を下の表に従って入

れて１�とし、フォーリン－チオカルト試薬１�
を加えて混合後、３分間放置する。これに１０％炭

酸ナトリウム水溶液１�を加えて混合し、１５分間
（正式には６０分間）放置した後、７００�における
吸光度を測定する。

２．３．２ ごぼうのポリフェノール（３�の輪切り
と薄切りの２種類）抽出

ごぼう２０�を３�の輪切りに、別の２０�を斜め
薄切りにする。それぞれのごぼうを１００�の水の
入った２００�ビーカー中に入れ、この時を０分と
してストップウォッチで計測する。０、５、１０、

１５分ごとに、ビーカーを軽くゆすってから、マイ

クロピペットで浸出液１�ずつ取り出して１０�試
験管に入れる。ただし、０分の試料はごぼうを入

れる前に取り出しておく（これをこの実験のコン

トロールとする）。

２．３．３ なすのポリフェノール抽出

なす１０�を４つに切る。２００�ビーカー中の水
１００�を沸騰させてから、中になすを入れてゆで
る。この時を０分としてストップウオッチで計測
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する。５、１０分ごとに、マイクロピペットでゆで

水を１�ずつ取り出して１０�の試験管に入れる。
加熱中はアルミホイルでビーカーにふたをする。

２．３．４ あずきのポリフェノール抽出

あずき５�を１００�の水の入った２００�ビーカー
に入れ、加熱する。沸騰後１、５、１０分ごとにマ

イクロピペットでゆで水を１�ずつ取り出す。そ
れぞれのゆで水を１倍、１０倍、１０倍に希釈する。

希釈後１�を１０�試験管に入れる。加熱中アルミ
ホイルでビーカーにふたをする。

２．３．５ 緑茶のポリフェノール（玉露と煎茶の２

種類）抽出

８５�の水の入った１００�ビーカーを２つ加熱し
て８０�にして火から下ろす。そこに１つには玉露
茶２�を、もう１つには煎茶２�を入れて、３０秒、
１分、２分間おきに、液を軽く撹拌して、メスピ

ペットで１�ずつ取り出す。それぞれの溶液を水
で１０倍、１０倍、５０倍に希釈する。３本の１０�試験
管に、希釈した茶を１�ずつ入れる。

２．３．６ 赤ワインのポリフェノール

１０�試験管に、１００倍に希釈した赤ワイン１�
を入れる。

２．３．７

以上の１�ずつの試料溶液の入った１０�試験管
にフォーリン・チオカルト試薬１�を加えて混合
後、３分間放置する。これに１０％炭酸ナトリウム

水溶液１�を加えて混合し、１５分間放置した後お
よび６０分後の２回、７００�における吸光度を分光
光度計で測定する。

２．３．８

没食子酸の標準曲線から、それぞれの試料溶液

１�中のポリフェノール（没食子酸相当量）を計
算する（A�）。試料１００�から溶出したポリフェ
ノール量（B�）を計算する。

B（�／１００�）＝A×（抽出液量�／１�）×
（１００�／試料採取量�）×希釈率
B（�／赤ワイン１００�）＝A×（１００�／１�）
×希釈率

３．結 果

各食品中のポリフェノール量は次の図の通りで

ある。（図１、２、３、４、）

また全体のポリフェノール量は 表１）の通り

である。

図１）ごぼう中のポリフェノール量の経時変化

図２）なす中のポリフェノール量の経時変化
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表１）ポリフェノールの定量

食品（試料） 時間 希釈率 １５分吸光度 ６０分吸光度 A�※１ B�※２

コントロール ０分 ×１ ０．０００ ０．０００ １５分 ６０分 １５分 ６０分

ごぼう�※３

５分 ×１ ０．３３５ ０．４００ ０．０１２ ０．０１３ ６．０ ６．４
１０分 ×１ ０．４５４ ０．５４５ ０．０１６ ０．０１７ ８．０ ８．６
１５分 ×１ ０．５３９ ０．６４８ ０．０１９ ０．０２０ ９．５ １０．２

ごぼう�※４

５分 ×１ ０．６０１ ０．７３６ ０．０２１ ０．０２３ １０．７ １１．５
１０分 ×１ ０．７５９ ０．９３５ ０．０２７ ０．０２９ １３．５ １４．４
１５分 ×１ ０．８６７ １．０５５ ０．０３１ ０．０３３ １５．４ １６．３

なす※５ ５分 ×１ ０．８５８ １．０３８ ０．０３０ ０．０３２ ３０．０ ３２．２
１０分 ×１ １．３５５ １．６４２ ０．０４７ ０．０５１ ４７．２ ５０．７

あずき※６

１分 ×１ ０．８３４ ０．９７７ ０．０２９ ０．０３０ ５８．４ ６０．６
５分 ×１０ ０．５７７ ０．６７６ ０．０２０ ０．０２１ ４０２．０ ４２２．０
１０分 ×１０ １．０６７ １．２３９ ０．０３７ ０．０３８ ７４６．０ ７６４．０

緑茶葉※７

３０秒 ×１０ ０．９１６ １．０７７ ０．０３２ ０．０３３ １３６４．３ １４１９．５
１分 ×１０ １．０７５ １．２６１ ０．０３８ ０．０３９ １６０６．５ １６５３．３
２分 ×５０ ０．７７７ ０．９０７ ０．０２８ ０．０２８ ５８４３．８ ６０１３．８

緑茶葉※８

３０秒 ×１０ １．０７３ １．２５２ ０．０３８ ０．０３９ １６１０．７ １６５３．３
１分 ×１０ ２．１１６ ２．４７６ ０．０７４ ０．０７６ ３１５３．５ ３２２１．５
２分 ×５０ ０．９６１ １．１１４ ０．０３４ ０．０３５ ７２０３．８ ７３３１．３

赤ワイン ×１００ ０．５５０ ０．６４７ ０．０２０ ０．０２０ １９５．０ ２０２．０
※１ A� 没食子酸の標準曲線から、それぞれの試料溶液１�中のポリフェノール量（没食子酸相当量）を計算する。
※２ B� 試料１００�から溶出したポリフェノール量を計算する。
※３ ３�の輪切り（水浸）
※４ ３�の薄切り（水浸）
※５ ゆでる
※６ 沸騰後の煮熟
※７※８ 入れる

図３）あずき中のポリフェノール量の経時変化

図４）緑茶中のポリフェノール量の経時変化

調理操作によるポリフェノール量の変化
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４．考 察

４．１ 各食品中のポリフェノール量の調理操作に

よる経時的変化について

赤ワイン（希釈のみ）を除く試料は、すべて抽

出開始後１０分以内にポリフェノール量は増加して

いる。特に、緑茶は３０秒から２分という短時間に

急激に抽出量が増加している。

野菜のうち、ごぼうは切り方により抽出量に変

化が見られた。なす、あずきはほぼ時間に比例し

て抽出量が増加している。試料中のポリフェノー

ル量を比較すると、緑茶が一番多く、中でも煎茶

の方が玉露茶よりも多かった。次いであずき、赤

ワイン、なす、ごぼうの順に抽出量が多かった。

反応時間が１５分と６０分で、その抽出量にどの位

の差があるか比較すると、吸光度ではかなりの差

がみられるが、標準曲線によりポリフェノール量

に換算するとそれ程大きい差ではなくなる。つま

り６０分間反応させなくても、１５分間で結果は十分

出ることが分かった。

４．２ 最適な調理時間を考える

単に、ポリフェノール量を多く抽出したいので

あれば、大体１０分以内でかなりの量が抽出される

ことになる。しかし調理をするということはその

物をより美味しく、また体にとって栄養になる状

態にするなどを目的としている。したがってポリ

フェノールを抽出することだけが調理の目的では

ないので、調理時間、及びその方法はその材料別

に検討する必要があり簡単には決められない。ま

た、ポリフェノールが食物の味や体の生理機能に

とってどのような働きをするのかが問題である。

４．３ ポリフェノールの起源及び生理作用について

ポリフェノールは、元来、「植物性タンニン類：

Vegetable Tannins」と呼ばれ、皮革工業に必須の

素材であった。現在では、高級皮革品を除いて、

大量生産される皮革製品の製造は、ほとんどの場

合、合成薬品による皮なめしが一般的である。こ

のように皮革産業として広まった「ポリフェノー

ル＝タンニン」の概念は、食品機能の研究の発展

とともに大きな飛躍を遂げることとなった。２）植

物性の化学物質には野菜や穀物、果物などの色素

や渋み、香り、辛み、灰汁（あく）などの成分が

あり、多くは高い抗酸化力を持っている。２）この

中の１成分がポリフェノール類であり、アントシ

アニンやカテキン、リグナンなど多くの成分を含

んでいる。ポリフェノールの分類と食品中の主な

成分は表２）のようになる。３）

表２）からわかるように、植物性食品中には様々

なポリフェノールが存在しており、その生理作用

表２）ポリフェノールの分類と食品中の主な成分３）

名 称 代表的色素と主な食品

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル

モノマーポリ
フェノール

フラボノイド
（広義）

フラボノイド
（狭義）

ケルセチン（玉ねぎ外皮）
アビイン（セロリ、パセリ）
ダイゼイン、ゲニスチン（大豆）
トリシン（小麦）
カテキン（茶）

アントシアニン

ナスニン（なす）
シソニン（しそ）
シアニン（赤かぶ、いちじく）
クリサンテミン（黒豆、あずき）
テルフィニン、デルフィン（ぶどう）

フェノールカルボン酸 クロロゲン酸（ごぼう、りんご、コーヒー豆）

フェノールアミン セロトニン（とまと、アボガド、バナナ）

オリゴマー、ポ
リマーポリフェ
ノール

タンニン
プロアントシアニジン（赤ワイン）
テアフラビン、テアルビジン（紅茶）

その他 アントシアニンポリマー（赤ワイン）

健康を考えた調理科学実験 編著 今井悦子、安原安代 他 アイケイコーポレーション P９１ （２００６）

矢 島 ヱイ子・三 枝 由香莉

－６０－



もさまざまである。全体に共通して挙げられる一

般的な生理作用は抗酸化作用、抗炎症作用などで

ある。この他にも各種疾病（心疾患、がん、糖尿

病、アレルギー等）に対する抑制や予防作用など

の有効性も期待されているが確定ではないようで

ある。４）問題は、食品中のポリフェノールには多

くの種類のものが混在していることのほかに、そ

れらが体内に取り入れられるときの吸収率や代謝

変換による修飾などについても、個々のものにつ

いて調べる必要があるということである。そこで

今回は、ポリフェノール全般についての生体利用

性（bioavailability）と生体内代謝物の生理活性に

関して、既に研究されていることについてまとめ

てみた。

４．３．１ ポリフェノールの吸収率について５）

� 生体への吸収率は、分子量の大きいもの（例

えば、プロアントシアニジンなど）は小さいも

のに比べて低い。

� 脂溶性の色素カロチノイドなどは、摂取時に

脂質やアルコールと共に食すれば吸収率が良く

なる。

� 疎水性のポリフェノールは、小腸吸収上皮細

胞に達すると単純拡散で容易に細胞内に取り込

まれる。

� 水溶性配糖体（例えば、フラボノイドなど）

は腸内細菌によって糖部分が加水分解され、疎

水性の高いアグリコンへと変換した後、大腸で

細胞膜を通過して吸収される。

� 腸内細菌による代謝が吸収率に重要な役割を

果たしている。

４．３．２ ポリフェノールの生理活性について５）

� 抗酸化力については、最近では生体内代謝（ラ

ジカル補足能や遷移金属キレート能など）に

よって失われることが多いことが分かってきた

のであまり期待されていない。

� 解毒酵素誘導等の生理活性に関する研究は盛

んになりつつある。

� 抗ガン作用については、クルクミンではその

代謝物であるテトラヒドロクルクミンの方が強

い活性を持つこと。

� 動脈硬化予防に関する研究は多い。

� その他ポリフェノール関係について多くの研

究対象とされている体の組織としては肝臓（酸

化ストレス傷害、肝がん）、骨組織（骨粗鬆症）、

生殖器（ホルモン依存性がん）、脳（アルツハ

イマー）などがあげられている。

４．３．３ 消化器官における生理作用について５）

� 消化管はポリフェノールが生理作用を示す主

要な標的臓器である。

� 動物モデルでは、ポリフェノールが大腸がん

や炎症性腸疾患などに効能がある報告が数多く

ある。

� 一方で、ヒトにおけるポリフェノール（茶や

野菜など）の摂取には胃がんなどの発症を抑え

る効果はみられないとの報告がある。

� ポリフェノールにはコレステロールやグル

コースの吸収抑制のような小腸における栄養素

の消化吸収調節機能への関心が高まっている。

５．ま と め

� ポリフェノールの生理活性を得るためにはあ

る程度の量（濃度）が必要であること。

� 一方、ポリフェノールはあまり高濃度で存在

すると、変異原性や発がん性を示すこともある

こと。５）

� 必要な摂取量と解毒される量及び害を引き起

こす可能性のある量などの関係はこれから更に

検討が進められなければならない点であること。

� 以上問題点はいくつか挙げられたが、これら

の研究には生物を使用するなど経済的にも問題

が出てくるので簡単ではないこと。
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