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総 説

カロテノイド含有野菜のヒト健康への寄与
およびその利用に関する研究
（平成 25 年度日本食品科学工学会賞）
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Carotenoids are known to be superior quenchers of singlet oxygen. Thus, carotenoids, which are present in
various vegetables, are widely thought to exert many health benefits and anti-aging effects. This study investigated
the health effects of carotenoid and carotenoid-rich vegetable intake at each stage of life. Among carotenoids, the use
of lycopene can be cost-prohibitive. Thus, attempts were made to extract lycopene from tomato skin using SC-CO2
(supercritical-carbon dioxide). Further, the carotenoid content, a potential antioxidant source, of 70 vegetables in
Japan was determined by reversed-phase HPLC. These results were applied to the development of carrot juice and
space food. Additionally, a new assay method to quantify the singlet oxygen absorption capacity (SOAC) of
antioxidants, including carotenoids, and vegetable extracts was proposed.
（Accepted Mar. 20, 2015）
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日本人の平均寿命は，男性は世界第 5 位で 79.64 歳，女

不規則な生活などの環境の悪化によって，さらに体内で過

性は世界第 1 位で 86.39 歳である（平成 25 年度）．ただ，自

剰な活性酸素ができる．活性酸素は酸素の中でも他の分子

分で自分のことができる健康寿命は男性は 70.42 歳，女性

への攻撃力が強いことから，過剰な産生は老化を進め，が

は 73.62 歳であり，計算上誰かにお世話になる年数は男性

んや動脈硬化に由来する心疾患や脳血管疾患などの生活習

．人生の最期を考えると
で約 9 年，女性で約 13 年となる1）

慣病やメタボの発生など，各種の疾患にもつながる．トマ

社会，地域，家族，そして個人においても不安が募る．超

ト，ニンジン，赤ピーマンは緑黄色野菜の代表であり，そ

高齢社会では，
「健康寿命の延伸」は重要なテーマといえる．

れぞれ特徴のあるカロテノイドを含有していることから，

「健康寿命の延伸」するためには，日々新たな体が作られ

緑黄色野菜には前述の栄養素や栄養成分だけでなく，野菜

ていることを理解しなければならない．言い換えれば，

の色であるカロテノイドが健康に寄与することが考えられ

日々の適度な運動や休養そして食生活の大切さが挙げられ

た．

る．特に，食生活において野菜にはビタミン，無機質の栄

そこで，緑黄色野菜を代表するカロテノイド含有野菜と

養素や食物繊維などの栄養成分が含まれることから，野菜

そのカロテノイドを対象に，ライフステージにおける健康

摂取の重要性は皆の知るところである．

への寄与について，明らかにすることに取り組んだ．その

さらに，野菜に新しい価値が発見された．1980 年代に緑

中で，カロテノイドの抽出，特にリコペンの抽出を検討し

黄色野菜の摂取ががんのリスクを低下させるという報告で

た．これらの結果をもとに，キャロットジュースや宇宙食

ある ．また，1989 年に DiMascio らが野菜の色の成分であ

などの商品開発に取り組んだ．また，緑黄色野菜に含有さ

るカロテノイドによって，活性酸素の一種である一重項酸

れているカロテノイドの分析を試みた．特に，抗酸化評価

．活性酸素は，呼吸によって
素を消去し得ることを示した3）

において，カロテノイドの簡易的な測定法がなかったため，

体内に取り込まれた一部の酸素から作り出される．喫煙や

その確立をおこなった．それらの内容をまとめる．

2）
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は翌日からマウスの飲料水を市販のニンジンジュースに切
り替え，水道水を摂取させた対照群および免疫処置を行わ

健康寿命の延伸を考えるにあたり，人間の体は日々新た

なかった無処置群と比較した．また，2 回目の免疫から 1

に作られることを前述した．そこで，食生活が身体に与え

週間後に採血を行い，血中の DNP 特異的抗体量を測定す

る寄与についてライフステージ別に研究に取り組んだ．ラ

るとともに，脾細胞を摘出し，そのサイトカイン産生量を

イフステージ別にみると，胎児期（妊娠期），幼児期，学童

評価することで，Th1/Th2 バランスについて考察した．

期は健康な身体を作る時期であり，青年期，壮年期は健康

塩化ピクリル塗布 1 時間後の，各群のマウスの耳厚測定

な身体を維持・向上させる時期である．そして，老年期で

結果を図 1 に示した．1 回目の感作の 2 週間前からニンジ

は健康な身体の低下を防ぐ時期である．どの時期において

ンジュースを飲用していたマウスにおいては，耳肥厚の増

も十分な栄養を摂取しなければならない．そのためには，

大が対象群と比較して有意に抑制され，無処置群とほぼ同

野菜摂取が重要であることは理解されているが，カロテノ

等であった．また，1 回目の感作翌日からニンジンジュー

イド含有野菜およびそのカロテノイドの摂取について，幼

スを飲用した場合においても，ほぼ同様の結果を得た．こ

年期，壮年期，そして老年期を代表してここでは述べる．

のことから，ニンジンジュースの継続的な摂取はⅠ型アレ
ルギーの発症に対して抑制的に作用することが示唆され

（1）幼年期
幼年期の重要な健康課題はアレルギーであるが，近年，
免疫系に対しても，カロテノイドが良い影響を及ぼすこと
が様々な研究で明らかにされてきている．その一つは，カ

た．また，効果を得るための飲用開始時期は，感作成立の
前後いずれでもよいと考えられた．
図 2 に DNP 特異的抗体および総 IgE の力価を示した．

ロテノイドの抗酸化作用によるものである．免疫を担当す

抗原感作により，総 IgE 量はニンジンジュース群，対照群

る細胞の一つである好中球は，体内に侵入した細菌を殺す

ともに増加したが，特異的 IgE 量は，ニンジンジュースを

ために，活性酸素の一種を生産して利用しているが，この

飲用したマウスの方が対照群よりも少なかった．また，特

活性酸素が好中球自身や隣接する細胞を傷つけることがあ
る．これを，カロテノイドが抑制することが判っている4）
．
さらに，β-カロテンなどのカロテノイドが，免疫に関係す
る細胞である白血球やリンパ球，T 細胞の機能を高めたり
増殖を促進したりすることも知られている5）
．
そこで，後述するが，開発したキャロットジュースを国
立医薬品食品研究所穐山先生に持ち込み，動物試験による
キャロットジュースの抗アレルギー作用について検討し
た．Ⅰ型アレルギーの評価系には，雌性 BALB/c マウス
の腹腔内に DNP 化卵白アルブミンを IgE 抗体の産生を惹
起するとされている水酸化アルミニウムとともに投与して
感作させ，その 7 日後に DNP 基と免疫的に交差反応性を
有する塩化ピクリルを耳に塗布し，炎症による耳の肥厚を

図 1

測定する手法を用いた．そして，初回免疫の 2 週間前また

Bars represent mean values±S.D. of 5 mice

図 2

塩化ピクリン塗布 1 時間後の耳の肥厚

二次免疫一週間後の DNP 特異的 IgE（a），IgG（b），総 IgE 量（c）
Bars represent mean values±S.D. of 5 mice

（ 3 ）

稲熊：平成 25 年度学会賞総説
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異的 IgG 量は両者で差はなかった．飲用により抑制が認

がんの発生原因として，酒やタバコ，ストレス，紫外線

められた特異的な IgE の産生は Th2 型サイトカインによ

の影響もあるが，これらのストレスにより体内に取り込ま

り増加することが知られている．また，摘出した脾臓から

れた酸素の一部が活性酸素となり，がんの発生に関与して

得られた細胞を抗原で再刺激して 3 日間培養し，培養上清

いると考えられる．活性酸素は，遺伝子である DNA を損

のサイトカイン量を EIA により測定したところ，ニンジ

傷させ，正常な細胞をがん細胞へと変化させてしまう．細

ンジュースの飲用により，Th1 型サイトカインである

胞のがん化の促進を，リコペンや β-カロテン，カプサンチ

IFN-γ や IL-12 は対照よりも有意に高値を示し，Th2 型の

ンといったカロテノイドが抑制することを明らかにした．

IL-4 は有意に低値であった（図 3）．以上の結果から，ニン

たとえば，発がん物質に対して，1 000 倍リコペンが存在す

ジンジュースの飲用は，免疫感作により Th2 側にシフト

ると 100 % 発がんを抑制することを明らかにした10）
．

した Th1/Th2 バランスを Th1 側に調節することにより，

そこで，カロテノイド，およびカロテノイドを含む緑黄

Ⅰ型アレルギーの発症を抑制すると考える ．また，その後

色野菜の摂取による大腸がんの発がん抑制作用について，

の研究により，その有効成分が βーカロテンであることを

動物試験により検討すべく，発がん剤（N-メチルニトロソ

．
明らかにした7）

尿素）を与えたラットにリコペン（濃度 17 ppm），または

6）

トマトジュース（リコペン濃度 17 ppm）を自由摂取させた．

（2）壮年期

その結果，表 1 に示したように，リコペン摂取群では発が

壮年期ではがんや動脈硬化による生活習慣病の予防やメ

んを抑制する傾向を示したものの，統計的な有意差は得ら

タボ対策が大切である．
まず，がんについて述べる．年々がんの罹患者数全体は

れなかったのに対して，トマトジュース摂取群では大腸が

増加し，近い将来には，二人に一人はがんで亡くなるとい

んの発生が有意に減少した11）．この結果は，カロテノイド

われている．しかし，がんの中でも，胃がんは最近 20 年間
で減少しているのに対して，肺がんや大腸がんが急激に増

表 1

加している ．がんは遺伝するといわれるが，発症の主原因
8）

が遺伝性のがんは非常に少なく，全体の 5 % 程度に過ぎな
い．実は，食事が一番大きな原因である9）
．日本では，食生
活が北米化の傾向を示すにいたってから，北米諸国に多い
大腸がん，肺がん，乳がん，前立腺がんなどが確実に増え

実験群

匹数

がん発生数

ラット当りのがん個数

コントロール
リコペン
トマトジュース

24 匹
24 匹
24 匹

13 匹（54 %）
8 匹（33 %）
*
5 匹（21 %）

0.6 個
0.4 個
0.3 個*

*
コントロール郡に対して p<0.05 で有意差有り
秋田大，カゴメの共同研究

てきている．

表 2

NMU 誘導大腸発がんに対するトマトジュースの抑制効果

トマトジュース摂取前後のヒト血漿および LDL-コレステロール中のカロテノイド，α-トコフェノール含量
ルテイン

クリプトキサンチン

リコペン

β-カロテン

α-トコフェロール

血漿

摂取前
摂取後

0.17

0.16

0.05

0.02

15.4

0.55

0.15

0.60

0.46

44.6

LDL-コレステロール

摂取前
摂取後

0.20
0.29

0.26
0.14

0.11
0.73

0.15
0.87

28.1
35.6

単位：血漿（µmol/l），LDL-コレステロール（nmol/mg タンパク）

図 3

抗原再刺激による脾細胞からのサイトカイン産生量
Bars represent mean values±S.D. of 5 mice
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カロテノイドの LDL-コレステロール酸化抑制作用
（トマトジュース飲用試験）

たれた．
図 4

トマトの過酸化脂質生成抑制作用（動物での試験）

ヒトの試験では，男性を被験者として食生活を調整し，
LDL-コレステロール中のカロテノイドが少ない状態と多

であるリコペンが有効成分であるが，トマトで摂取する方

い状態をつくりだした後，血液を採取し，同じ条件で酸化

がより効果が高いことを示している．

させ過酸化脂質の生成量を調査した．その結果，カロテノ

次に，昭和 30 年代の日本人の死因には脳血管疾患であ

イドの多い LDL-コレステロールの方が，過酸化脂質の生

り，動物性食品（蛋白質，脂質）の摂取不足と塩分の摂り

成量が少なく，酸化に対して抵抗性があることが認められ

過ぎにより，血管が細く血管壁がもろくなることが原因で

13）
た（図 5）
．女性についても同様の結果を得ている．これ

あった．現在でも，脳血管疾患は日本人の死因の第 3 位で

らは，トマトに含まれるリコペンなどのカロテノイドによ

あり，その原因は食生活の変化による動脈硬化といわれて

．ヨーロッパでの疫学
る抗酸化作用によると考えられる14）

いる．循環器系疾患のもう一つの代表的な病気である虚血

調査では，血中カロテノイド濃度が高いほど，急性心筋梗

性心疾患も，心臓の筋肉に血液を供給している血管が硬く

塞にかかりにくい，という結果が得られている15）
．

なる（動脈硬化状態）ことに起因している．つまり，現在

（3）老年期

の日本人の，循環器系疾患の多くには，動脈硬化が関与し

老化とは，「生物が成熟後から死にいたるまでの期間に，

ていると考えられる．動脈硬化が起こる直接的原因とし

時間に依存して進行するあらゆる現象」を意味している．

て，血液中の LDL-コレステロールの酸化，HDL-コレステ

具体的には，肌の艶が落ちてきたり，しわが多くなったり，

ロールの比率の低下，血中コレステロール濃度の増加（高

頭髪が白くなったり薄くなったりする外見の老化や，白内

脂血症）や血栓の生成などがあるが，特に血液中の LDL-

障，骨がもろくなる骨粗鬆症，記憶力が悪くなったり物忘

コレステロールの酸化は大きな要因といわれている．

れが多くなる学習・記憶能の減退などが挙げられる．これ

トマトジュースの飲用試験において，吸収されたリコペ

らの現象は，年をとるに従って，多かれ少なかれ，誰にで

ンや β-カロテンは，主に LDL-コレステロールに分布する

も現れるものであり，平均寿命が延びた現在では不可避な

12）
（表 2）
ことから，LDL-コレステロールの酸化防止にはカ

ものといえる．しかし，避けることはできなくても，これ

ロテノイドが有効であることが推測される．そこで，脂質

らの現象の発現を遅らせたり，程度を軽くすることは可能

過多の飼料を与えて動物実験を行なったところ，同じ脂質

であると考えられる．人間の体は，酸素を燃やすことによ

過多の食餌でも，トマトが入っている餌で飼育した実験動

りエネルギーを得ていることから，あらゆる部位で，加齢

物の血中過酸化脂質濃度は，トマトが入っていない餌で育

に伴い，活性酸素の酸化作用による障害が起こる．動脈硬

てた群と比較して低く抑えられた（図 4）．また，この実験

化も，加齢に伴って，活性酸素によりどんな人の血管でも

で用いた動物の血管を調べた結果，トマトが入っていない

進行し，その程度の強弱により脳卒中や心筋梗塞などを発

食餌で飼育した群の血管には，動脈硬化症の症状が見られ

症する人もいる．動脈硬化は，活性酸素による血管の老化

たのに対して，トマト入りの餌を摂取した群では正常に保

現象である，とも言える．また，血管と同様のことが，皮

（ 5 ）

稲熊：平成 25 年度学会賞総説
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赤ピーマンの老化遅延作用

膚や脳の老化についてもいえる．体内での，活性酸素によ

試験を行なったところ，学習・記憶能は赤ピーマンと同じ

る酸化作用が老化の原因であるならば，生活習慣病と同様

く，良い状態で維持される結果が得られた16）
．

に，抗酸化物質であるカロテノイドで，発症を抑制，遅延
させることができる．
老化遅延作用に対するカロテノイドの作用を，動物試験

2． リコペンの抽出
研究を開始するにも，
リコペンは高価であった．そこで，

で赤ピーマンやトマトを用いて検証した ．この実験には，

トマトジュース製造時に発生する搾汁残渣の利用を検討し

普通のマウス（正常マウス）と，それよりも早期に老化現

た．残渣である果皮には多くのリコペンが含まれている．

象が現れるマウス（老化促進マウス）を用いた．マウスの

抽出に関しては，当時名古屋大学の小林猛先生の指導の下，

老化の程度は，マウスの外見や行動などの変化を点数化し

香辛料の抽出技術の研究を進めていた．黒コショウからの

た老化度評点と，学習・記憶能の試験により評価した．餌

辛味成分の液化二酸化炭素による抽出17）やトウガラシから

の中に 20 % の赤ピーマン乾燥粉末を加えた飼料を用いて，

の辛味成分の液化二酸化炭素による抽出である18）
．それら

16）

3ヶ月間の摂取試験を行なったところ，通常の餌で飼った

の結果をベースに，
超臨界二酸化炭素による抽出を行った．

老化促進マウスは，正常マウスと比較して老化が進行した

通常，果皮を乾燥させるが，それによりリコペンが減少す

のに対し，赤ピーマン摂取の老化促進マウスでは，老化の

る．超臨界二酸化炭素法にて，エントレーナーとしてエタ

進行がほぼ正常なレベルに抑制された（図 6）．老化度評点

ノールを用いることで乾燥なしで残渣である果皮から直接

が高くなる（老化が進む）と，毛が抜け，皮膚の状態も悪

にリコペンを抽出する技術を開発した19）．

くなる．赤ピーマンを摂取していたマウスでは，そのよう
な状態が抑制されたことから，肌の老化にも効果があると

3． 野菜に含まれるカロテノイド含量の測定

考えた．学習・記憶能は，マウスが暗い場所を好む性質を

食品に含まれるカロテノイドを摂取することが健康への

利用して測定した ．明るい部屋と暗い部屋が，小さな扉

寄与につながることが明らかになってきたことから，これ

でつながった装置を用意し，マウスを明るい部屋に入れる

らの食品の個々のカロテノイド含量が必要となった．野菜

と，居心地の良い暗い部屋に移動する．この時，暗い部屋

の場合，Mangles は，120 種類の食品のカロテノイド含量

に入った時点でマウスに不快な電気ショックを与える．す

を示したデータベースを表した20）
．USDA-NCC カロテノ

ると，学習・記憶能が衰えていないマウスはそれを覚えて

．しかし，
イドデータベースも，非常に貴重な結果である21）

いて，次の日に明るい部屋に入れられても，暗い部屋に移

品種，気候，および生育条件の異なる特性のため，日本で

動しようとしない．すなわち，明るい部屋に留まった時間

栽培されている野菜のカロテノイド含量が当てはまるとは

16）

を，学習・記憶能の指標とした．初日は，どのマウスも学

限らない．同様なことが，果物についても報告されてい

習していないので，直ちに暗室側に移動した．2 日目以降

る22）
，そこで，日本で一般的に消費されている野菜中のカロ

に，学習・記憶能の差が現れ，普通食で育った老化促進マ

テノイド含量を測定することにした．逆相 HPLC を用い

ウスは，正常マウスよりも早く明るい部屋に移動してし

て，日本の野菜 70 種類中のカロテノイドの定量分析を行

まったのに対して，赤ピーマン食を食べていたマウスでは，

なった．α-カロテンは，70 種類の野菜の 55 種類で検出さ

正常マウスと遜色ない学習・記憶能を示した．これらのこ

れた．β-カロテン，70 種類すべて；リコペン，4 つのタイ

とから，赤ピーマンの摂取は，老化全般にわたって抑制効

プのトマトと金時ニンジン；カプサンチン，2 つのタイプ

果が期待できることがわかった．また，トマトでも同様の

の赤ピーマンのみ；ルテイン，70 種類中の 68 種類；ゼアキ
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キャロット搾汁工程の比較（従来方式と FS 方式）
従来方式

FS 方式

原料

原料

ブランチング

剥皮

剥皮
破砕・磨砕

破砕
搾汁（フレッシュスクィーザー）

加熱
搾汁（デカンター）

殺菌
製品

殺菌
製品

サンチン，70 種類中の 30 種類；β-クリプトキサンチン，

図 7

70 種類中の 12 種類の野菜で検出された．全ての葉菜類は

ブランチングによるキャロット汁への影響

β-カロテンとルテインを比較的高い割合で含有していた．

表 4

トマトにはリコペンが，赤ピーマンにはカプサンチンが特

搾汁方式による品質比較

異的に含まれていた．根においては，オレンジ色のニンジ
ンには α-カロテンと β-カロテンが高含有され，金時ニン
ジンには高い割合のリコペンが検出された．その他の部
位，結球，豆，さや，花序，若芽などには，カロテノイド
はそれほど多くは含まれなかった23）
．
4． カロテノイド含有野菜を用いた食品開発
カロテノイド含有野菜を用いた食品は，素材として野菜

Brix（%）

従来方式

FS 方式

8.1

8.2

カ
ロ
テ
ン
（mg%）

α-カロテン

1.1

1.5

β-カロテン

2.3

3.6

総カロテン

3.4

5.1

色

L

32.0

32.5

調

a/b

0.78

0.93

素材缶詰，例えばピューレやペースト，調味料としてトマ
トケチャップやソースなど，昔から多く存在する．ここで

ある．この方法は，ブランチング工程がないため，連続的

は，野菜の色の健康への寄与を考慮した食品を 2 つ上げる．

にニンジン原料を処理することができる．また，全工程に
おいて余り熱を加えないため，従来よりも果汁中の β-カ

（1）キャロットジュース
1989 年の野菜調査の結果，子供が嫌いだが，食べさせた

ロテン含量が高くなる．また，搾汁方法として，遠心分離

い野菜の第 1 位がニンジンであった ．言い換えれば，親

ではなく，本来の搾汁を基本にしたフレッシュ・スクィー

が子供に食べさせたい野菜がニンジンであった．そこで，

ザー（FS）を用いる．さらに，従来よりも β-カロテン含量

子供でも飲めるニンジンジュースの開発を試み，1992 年に

が高く，ニンジン特有のおいしさを取り出すことが可能と

商品化することができた．

なった．

24）

従来の製造方法を表 3 に示す．ニンジンを洗浄後，ブラ

従来の方式と FS 方式のニンジン汁の品質を比較すると

ンチングを行う．理由は，酵素が働くと，色や味が悪くな

表 4 に示したように差が明らかであった．また，ニンジン

るためである．また，この工程があるため連続工程が組め

汁を製造する場合，ニンジンパルプが発生した．従来のパ

なかった．ブランチング後，剥皮を行い，グレーダーやミ

ルプは，細かく磨摩されピューレ状態であり，加熱臭が強

ルによる破砕，磨砕を行う．さらに加熱を行い，遠心分離

く，食素材として利用することは困難であった．しかし，

機（デカンター）やフィルタープレスを用いて搾汁するこ

FS 方式では，固形が残っているため，惣菜などに利用でき

とにより，殺菌され，Brix42°まで濃縮される．濃縮は，

る．また，加熱工程が少ないため，加熱臭はほとんどなく

多重効用の真空加熱方式が一般的であり，殺菌条件を考慮

なった．それにより，さらに利用可能性が広がった25）26）
．

して濃縮後は −20℃で冷凍保管する．
この方式で問題になるのは，加熱工程が多いことである．

（2）宇宙食の開発
宇宙食は，これまでアメリカやロシアを中心とした国々

そのために，加熱臭があるとともに，果汁の β-カロテン含

で開発されており，日本独自の宇宙食はまだない．2008 年

量が低くなる．特に，果汁の β-カロテン含量は，ブランチ

に若田宇宙飛行士が国際宇宙ステーションに長期滞在する

ングによって大きく影響を受ける（図 7）．また，遠心分離

にあたり，日本人のための食事として「宇宙日本食」を提

による搾汁のためパルプ成分に含まれるニンジン特有のお

供するプロジェクトが 2001 年に始まった．当初より参画

いしさを十分に取り出すことができない．

し，様々な経緯を経て，2007 年 6 月 27 日に第 1 回宇宙日

そこで考えたのがフレッシュ・スクィーズ（FS）方式で

本食として野菜飲料ゼリーのトマトタイプとニンジンタイ

（ 7 ）

稲熊：平成 25 年度学会賞総説

図 8
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生体内での活性酸素の生成

プ，調味料としてトマトケチャップと野菜ソースで 4 品が
認証された．宇宙でも野菜摂取が重要であり，認証された
4 品についてまとめる

・調味料
トマトケチャップは，トマトをタマネギや糖類，酢など
で味付けした，トマトのおいしさが生きている調味料であ

宇宙での生活においては，放射線による活性酸素の影響，
無重力による便秘やカルシウムなどの吸収低下による問題
が挙げられている．これら諸問題は，宇宙ステーションで

る．赤は食欲をそそる色であるので，食欲の増進に寄与す
ることは間違いないと考えている．
また，ソースも野菜を起源とする調味料である．今回は，

の生活に影響するだけではなく，今後，宇宙飛行士の健康

最も粘度が高いとんかつタイプを使用している．様々な野

にとっても大きく関わってくると考えられる．

菜と果実を使い，香辛料の味で食欲をそそることであろう．

野菜には，
「体の調子を整える」とされるビタミンやミネ
ラルの供給源としての価値である．実際にビタミン A，C，

5． カロテノイドの抗酸化評価

鉄は，日本人にとって供給源として第一位であり，カルシ

活性酸素の種類には，代表的なものとしてラジカル系の

ウムも牛乳・乳製品に続いて第二位である．さらに，食物

スーパーオキシド，ヒドロキシラジカル，水との反応でヒ

繊維の供給源としても，野菜は第一位である．これらの栄

ドロキシラジカルなどになる過酸化水素，そして一重項酸

養機能に加え，野菜の色の一つであるカロテノイドが含ま

素の 4 種類が存在する（図 8）30）

れている．

リ コ ペ ン を は じ め と す る カ ロ テ ノ イ ド に お い て，

例えば，トマトに含まれるリコペンには，宇宙での健康

Monaghan ら31）1932 年にカロテンやビタミン A にリノー

の維持にも寄与すると考えられる報告がなされてきてい

ル酸の酸化を抑制することを明らかにした．しかし，試験

る．マウスの腹部に放射線を照射すると小腸に障害が観察

管内ではラジカル補足ではビタミン E より弱いことから，

されるが，照射前にリコペンを摂取させることによりその

一重項酸素消去作用と考察された．そして，Di Mascio

障害を低減すること27）
，また骨粗しょう症モデルマウスに

ら3）によって一重項酸素の消去が決定づけられた．

リコペンを摂取させることにより，骨密度の低下を抑制す

食品に関して，報告されている抗酸化作用の簡易的な測

ることが明らかにされている ．宇宙での生活をより良く

定方法の例を表 5 に示す．フリーラジカルであるペルオキ

28）

するために，野菜の寄与が期待される ．
29）

・野菜飲料ゼリー

シ ラ ジ カ ル の 消 去 活 性 で 測 定 す る 方 法 と し て ORAC
（Oxygen Radical Absorption Capacity）法が開発され32）
，米

宇宙空間では無重力であるため，地上と同様の形態では

国では既に多くの食品についてその値がホームページで開

使用できない．そこで，適切な粘度を与えたゼリー飲料を

示された．また，一部の食品にはその値が記載され，販売

スパウト容器で提供した．野菜のベースとしては，トマト

された．しかし最近，理由は不明であるが，ホームページ

とニンジンの 2 タイプとした．トマトタイプには，リコペ

では閲覧できなくなっている．他には，TRAP 法，DPPH

ンを多く含む赤系のトマトを活用し，赤ピーマンを加えた．

法，そして SOD 活性を測定する方法などが報告されてい

ニンジンタイプは，ニンジンを中心として多くの野菜をブ

る．これらは，分光光度計や蛍光光度計など，比較的簡単

レンドしている．いずれも，フルーツで飲みやすい味に仕

な装置で測定可能である．

上げている．

一方，一重項酸素消去における測定は競争反応が用いら
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れる．一重項酸素の発生方法として，光照射，過酸化水素

酸化物質の一重項酸素消去速度を得られると考えた．ただ

と次亜塩素酸の反応，そしてエンドペルオキシド（EP）が

し，カロテノイドは脂溶性が高く，エタノールには完全に

ある．増感剤のローズベンガルなどの色素に光照射する方

溶解しないものも存在する．そのため，カロテノイドの溶

法は，比較的簡単に一重項酸素を発生させることができる

解性の高い溶媒を検討し，エタノール，クロロフォルム，

が，光照射による抗酸化物質や共存する他の成分の劣化が

重 水 の 混 合 溶 媒 を 用 い る こ と と し た．こ の 溶 媒 は，Di

起こるため良い方法とは言えない．また，過酸化水素と次

Mascio ら3） がゲルマニウム検出器で分析した溶媒と同じ

亜塩素酸との反応を利用する方法も同様であるが，酸化力

ものであり，カロテノイドの溶解性が高いだけなく，ゲル

が強く他の反応を起こしてしまう可能性がある．一方，

マニウム検出器の結果と比較できる利点がある．

EP を用いる方法は，選択的に一重項酸素を発生させるこ

また，カロテノイドが DPBF の分解を測定する 413 nm

とができる．しかし，この試薬は市販されておらず，EP

で吸収を持つ可能性があることから，各カロテノイドのモ

の簡便な合成方法を東北大学薬学部大島吉輝先生と共同で

ル吸光係数と 413 nm における吸収を確認した（表 6）．そ

研究を進め，現在では一般試薬として市販されるまでに

の結果，カロテノイドは 413 nm で吸収があり，ベースラ

なっている ．そこで，EP を用いた一重項酸素消去活性の

インの補正が必要であることがわかった．その他，溶媒中

測定を検討した．

での試薬の安定性を検討した．最終的には溶媒にはエタ

33）

指示薬としてジフェニルベンゾフラン（DPBF）を用い

ノール，クロロフォルム，重水の混合溶媒（50：50：1, v/v/v）

て，エタノール溶液中で EP を 35℃に加熱することで一重

とし，一重項酸素発生剤として EP を，一重項酸素消去の

項酸素を発生させ，吸光度 413 nm でポリフェノールの抗

指示薬には DPBF を用いることにした．具体的な測定方

酸化測定を検討していた34）
．そこで，抗酸化物質の一重項

法を図 9 に示す．検出器は通常の UV-Vis の分光光度計を

酸素消去を DPBF の分解速度を用いて把握することで抗

用いるが，それに 6 連移動式セルフォルダを取り付けた．
このセルフォルダは 6 つのセルの分光度を継時的に分析す
る こ と が で き る．こ の 方 法 を SOAC（Singlet Oxgen

表 5

食品の抗酸化能の分析方法の一例
方法

Absorption Capacity）法を名づけた35）
．

活性酸素種

ORAC
ペルオキシラジカル
（Oxygen Radical Absorbance Capacity）
（ROO •）
TRAP
（Total Radical-Trapping Antioxidant
Parameter）
DPPH
（1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl）
SOD
（Superoxide Dismutase）

DPPH ラジカル
（DPPH •）
スーパーオキシド
（O2•-）
一重項酸素
（1O2）

?

表 6

ペルオキシラジカル
（ROO •）

一成分にて SOAC 法を用いて抗酸化能を評価した結果
を表 4 にまとめた．カロテノイドの kQ（サンプル：各カロ
テノイド）値は，リコペン>アスタキサンチン>β-カロテ
ン>カプサンチン>ゼアキサンチン>α-カロテン>ルテ
イン>β-クリプトキサンチンの順に減少した36）
．なお，こ
の結果は Di Mascio らの報告3）した α-トコフェロールや各
カロテノイドの反応速度定数と測定方法の違いから多少の
ずれはあるものの，カロテノイドの活性の順位などはほぼ
同じであり，本測定方法の妥当性がうかがえる．
さらに表 7 の右端に α-トコフェロールの kQ を 1 とした
ときの相対的な一重項酸素消去能を示した．それぞれのカ

EtOH/CHCl3/D2O（50：50：1）溶媒中でのカロテノイド，分析に使用する試薬の紫外・
可視光の最大吸収（λmax）とモル吸光係数（ε）
成分

Lycopene
Astaxanthin
β-Carotene
Capsanthin
Zeaxanthin
α-Carotene
Lutein
β-Cryptoxanthin
α-Tocopherol
Endoperoxide（EP）
EP-precursor
DPBF

λmax/nm（ε/M−1cm−1）
479（160000），511（140000），452（110000），298（40500）,
486（124000）,
459（133000），485（117000），277（21500）,
481（106000），292（18700）,
459（129000），485（114000），278（21900）,
453（138000），481（123000），270（24000）,
452（126000），480（113000），269（26000）,
459（95100），485（82400），262（22700）,
237（1930），293（2980）
236（1630）
290（7670），281（6350），239（9130）
413（20900），315（7950），264（25600）,

413（40900）
413（35600）
413（56800）
413（32900）
413（55200）
413（64700）
413（61100）
413（43500）

413（20900）

（ 9 ）

稲熊：平成 25 年度学会賞総説

図 9
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カロテノイドの一重項酸素消去活性の測定

ロテノイドには α-トコフェロールの 50 から 100 倍くらい

物質を吸収して体内へ取りこんでくるかを研究しなければ

の一重項酸素消去活性を有しており，リコペンは α-トコ

ならない．

フェロールの 100 倍以上の活性を持つことを確認した．

ライフステージで考えると青年期までは自然と体内で抗

次に，二成分系での評価を行った結果様々な成分が存在

酸化作用を持つ酵素や物質が作られるようである．しか

する場合においても，それらの成分は相加的・相乗的もし

し，高齢化した場合に多くの抗酸化物質を体内で作り出す

くは相殺的な影響を示すことはなく，その kQ は理論上含

研究はいまだはっきりしていない．一方，体外から抗酸化

まれている成分の kQ の和で算出できる．

物質を吸収してとりこんでくる方法として，カロテノイド

実際のサンプルとしてカロテノイドを多く含む野菜であ

含有野菜で代表されるような野菜の摂取が重要である．し

る赤ピーマン，ニンジン，トマトを用いた結果，ニンジン

かし，野菜の摂取は厚生労働省が目標としている量には達

はほぼ理論値と実測値は一致したが，トマトや赤ピーマン

していない．さらに，野菜をサラダで摂取してもほとんど

は実測値の方が高い値を示した．このことは，ニンジンに

カロテノイドは体内に吸収されない40）
．体外から抗酸化物

含まれる主なカロテノイドは α-カロテン，β-カロテンで

質を吸収しとりこんでくるには量と質の確保が重要であ

あり，その kQ はすでに得られており，理論値に加算する

る．

ことでニンジンは一致する．トマトは kQ が得られていな

体内で抗酸化物質を作り出す研究についてはこれからの

いフィトエン，フィトフルエンなどの他のカロテノイドが

研究として，今すぐに取り組まなければならない研究とし

存在すること，また赤ピーマンにも未知のカロテノイドや

て，野菜の摂取量の向上のための研究と抗酸化物質，例え

他の成分が含まれていることにより，理論値と実測値が一

ばカロテノイドの吸収を考慮した野菜加工や調理の研究で

致しないと考えた．このことは，食品の一重項酸素消去活

ある．今まさにその研究に取り組んでいる．

性を分析する場合，カロテノイド含量を分析して，その値
から kQ を算出すると誤差が生じることになり，実際はサ

本研究は筆者が在籍したカゴメ株式会社において遂行し

ンプルの測定が必要であることを示唆している．また，

たものである．終始ご指導とご助言を戴きました東京大学

キュウリ，カボチャなどの野菜やミカン，メロンなどの果

名誉教授故中村道徳先生，お茶の水女子大学名誉教授故福

物，パーム油などの油脂を含む，30 種に上回る食品に関し

場博康先生，京都大学名誉教授故土井悦四郎進先生並びに

ても SOAC 法の定量が可能であった
6． ま

と

．

37）∼39）

め

抗酸化作用の研究は，
老化遅延や疾病予防などに関係し，
健康寿命の延伸に繋がる重要なテーマである．ただ，健康
寿命の延伸を図るためには，抗酸化物質を体内に必要量保
持していく必要がある．抗酸化物質を確保するには，体内
で抗酸化物質をどう作っていくか，または体外から抗酸化

徳島大学大学院名誉教授寺尾純二先生，愛媛大学名誉教授
向井和男先生に衷心より感謝致します．また研究を共に推
進して戴いたカゴメ株式会社研究開発本部のスタッフに深
く感謝致します．

272

日本食品科学工学会誌
表 7

サンプル

α-トコフェロール
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α-トコフェロール，カロテノイドの一重項酸素消去定数（kQSample）と
α-トコフェロールとの相対値（kQSample/kQα-Toc）
kQSample
（M−1s−1）

a
kQSample（Av.）
（M−1s−1）

kQSample/M−1s−1
Di Mascio et al.b
c
（Beutner et al.）

kQSample（Av.）/
kQα-Toc（Av.）

1.24×108
1.33×108

1.31×108

8.5×107

1.00

1.38×1010

9.4×109
（8.8×109）

105

1.18×1010

7.3×109
（9.0×109）

90.1

1.08×1010

4.2×109
（8.4×109）

82.4

1.06×1010

−

80.9

1.05×1010

3.0×109

80.2

9.76×109

5.7×109

74.5

9.24×109

2.4×109

70.5

7.31×109

1.8×109

55.8

8

1.36×10

1.43×1010
1.31×1010
1.41×1010

リコペン

1.16×1010
アスタキサンチン

1.23×1010
1.14×1010
1.10×1010

β-カロテン

1.04×1010
1.11×1010

カプサンチン

1.16×1010
1.07×1010

9.36×1010

1.04×1010
ゼアキサンチン

1.02×109
1.11×1010
1.08×1010
8.82×109
9.66×109

α-カロテン

9.16×109
9.14×109

ルテイン

9.43×10
β-クリプトキサンチン

9

7.04×109
7.25×109
7.63×109

Experimental errors in the rate constants (kQSample (av)) were estimated to be <5%. b Di Mascio, P. et al., Arch.
Biochem. Biophys., 1989; Di Mascio, P. et al., Methods Enzymol., 1992. c Beutner, S. et al., J. Sci. Food Agric., 2001.
a
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