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緒　　　　　言

　福岡県糸島地域は，対馬暖流の影響により，夏・冬
ともに気温が和らぐ温暖な気象条件から，野菜，果樹，
花卉などの園芸作物の栽培に適しており，年間を通じ
て多種多様な農産物の生産が営まれている．
　野菜や果物の抗酸化活性に関しては，坂井（2008）
やWu et al.（2004）が報告している．しかし，これら
の報告は可食部を対象としており，通常食されていな
い部位や，部位毎の活性については報告例が見当たら
ない．資源の有効利用の観点からも，可食部だけでな
く通常食されていない部位についても利用価値を見出
すべきである．さらに，近年の健康志向の高まり，天
然素材を用いた商品へのニーズの高まりから，糸島産
農産物の機能性に対する科学的エビデンスの付与を行
うことで，六次産業化にも貢献できると思われる．
　酸素は生物が生きていく上で必須であるが，体内に
取り込まれたものの一部は活性酸素へと変化する．こ
の活性酸素は高い反応性を有するため細胞機能の損傷
や，より高い反応性を有するフリーラジカル種が発生

し，老化や動脈硬化など様々な慢性疾患の原因になる
とされている（坂井，2008）．食品中にも様々な抗酸
化因子があり，それらの成分の抗酸化力を評価するこ
とは，生活習慣病の予防が必要とされている現代にお
いて注目すべきものである．さらに，農産物における
廃棄部位（非可食部位）にも豊富な生理活性化合物が
含まれていると考えられ，これらの廃棄部位の中から
高い抗酸化能を有する素材を見出すことにより，健康
食品やサプリメントとしての抗老化食品の開発が可能
となるであろう．また，抗酸化活性は，皮膚の美白や
抗老化にも関連することから，化粧品素材としての活
用も期待される．
　抗酸化活性には，ポリフェノール，テルペノイド，
ビタミン等多くの物質が関与している．そこで本研究
では，糸島産農産物を収集し，可能な限り部位毎に分
割 し， 抽 出 物 の 抗 酸 化 活 性 を，ORAC法（Oxygen 
Radical Absorbance Capacity），DPPHラジカル消去活
性，鉄イオン還元反応，総フェノール含量で評価した．
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材  料  と  方  法

１．サンプルの抽出
　福岡県糸島市で栽培されたイチゴ（品種：あまお
う），柑橘類（甘夏），モモ，トマト，アスパラガス，
ブロッコリー，キュウリ，ナス，ネギを用いた．
　あまおうは，葉，茎，花，根，茎根，蔓，蔓葉，実（成
熟：赤実および未熟：青実），ヘタ（成熟：赤ヘタおよ
び未熟：青ヘタ）に分割した．甘夏は，葉，枝，花，
柱頭，実（外果皮，内果皮，果肉および種），ヘタに
分割した．モモは，果皮，果肉，種に分割した．ブロッ
コリーは上部と下部（茎）に分割した．ネギは上部（緑
部），下部（白部），根に分割した．トマト，アスパラ
ガス，キュウリ，ナスは分割せず，そのまま用いた．
　各サンプルは分割後，凍結乾燥して粉砕した．続い

て，水（W）または99.5%のエタノール（E）を用い，
室温で48時間振盪抽出した．抽出溶媒としては，ヘキ
サンとジクロロメタンの混合液やアセトン，水，酢酸
の混合液が用いられることもある．しかしながら，抽
出物の利用方法として化粧品やサプリメントを選択す
る上で，実際に用いられる溶媒の種類は限られること
から，本研究では，安全性の高い溶媒を用いることを
検討し，水とエタノールを抽出溶媒とした．水抽出物
は，抽出液を遠心分離（3,000rpm，15分間）し，上澄
みを凍結乾燥して得た．エタノール抽出物は，抽出液を
アスピレーターで吸引濾過（No.2　濾紙， ADVANTEC）
し，ロータリーエバポレーターで濃縮乾固して得た．
得られた抽出物は，分析まで冷暗所にて保存した．各
サンプルの水分含量および抽出率は表1に示した．

表1　サンプルの含水率、乾燥物に対する水抽出率およびエタノール抽出率（%）
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２．抗酸化活性
（1） ORAC（Oxygen Radical Absorbance Capacity：

活性酸素吸収能力）測定
　各抽出物の抗酸化活性は，ORAC法で測定した（Prior 
et al 2003；Ou et al. 2001）．ORAC法は，AAPH（2,2’
-azobis（2-methylpropionamidine）dihydrochloride）
の熱分解で発生するペルオキシラジカルと蛍光物質
fluoresceinとの反応による蛍光強度の低下を指標とし
た測定方法であり，食品等の抗酸化活性評価に広く用
いられている．
　各抽出物は，リン酸バッファ（75mM, pH 7.4）に
溶解し，96ウェルプレートに添加した．AAPHとflu-
oresceinを添加後，FlexStation3（Molecular Devices, 
Tokyo）により，30秒間隔で90分間蛍光強度を測定し
た．
　抗酸化活性値は，4点濃度（6.25, 12.5, 25, 50µM）
のTroloxで作成した検量線を用い，抽出物1mgあたり
のTrolox当量（mg TE/mg）および，抽出効率より換
算した素材乾燥重量1 gあたりのTrolox当量（mg TE/
g）として算出した．
　測定は，各サンプル4回実施し，平均値±標準偏差
を算出した．

（2）DPPHラジカル消去活性
　DPPHラジカル消去活性の測定については，Brand-
Williams et al.（1995），Dudonne et al.（2009）の方法
で実施した．DPPHラジカル消去活性は，安定な有機
ラ ジ カ ル で あ るDPPHラ ジ カ ル（2,2-diphenyl-2-
picrylhydrazyl hydrate; Sigma-Aldrich, Steinheim, 
Germany）と抗酸化物質との反応による吸光度（515 
nm）の低下を測定する方法であり，食品分野では汎用
されている．
　96ウェルプレートを用い，抽出物の50%メタノール
溶液30µLに0.2mMのDPPHメタノール溶液150µL
を加え，遮光して20分間静置した（A）．同時に，抽
出物の50%メタノール溶液30µLにメタノール150µL
を加えたウェルを作成した（B）．その後，マイクロプ
レートリーダー（Elx800, BioTek Instruments, Inc., 
USA）で吸光度（515nm）を測定した．各抽出サンプ
ルの吸光度は，（A）−（B）で算出した．なお，測定は
3回実施し平均値と標準偏差を算出した．検量線は，4
点濃度（0, 310, 620, 1240µM）のTroloxで作成し，
抽出物1mgあたりのTrolox当量（mg TE/mg）を算出
した．
　測定は，各サンプル4回実施し，平均値±標準偏差

を算出した．

（3）鉄イオン還元反応
　 鉄 イ オ ン 還 元 反 応 は，Oyaizu（1986） お よ び
Ferreira et al.（2007）の方法に準じて測定した．三価
鉄イオンから二価鉄イオンへの還元反応により，フェ
リシアニド錯体が作られ紺青色を示す．水抽出物は
MilliQ水に，EtOH抽出物はEtOHに溶解させ測定に
用いた．サンプル溶液100µLに1%（w/v）フェリシア
ン化カリウム100µLとリン酸バッファ（0.2M, pH 
6.6）100µLを加え，50℃で20分間加熱した．氷上で
冷却後，10%（v/v）トリクロロ酢酸溶液100µLを加
え 混 合 し た． そ の 後， 混 合 溶 液100µL，MilliQ水
100µL，0.1%塩化鉄溶液20µLを96ウェルプレートに
添加し，室温暗所で10分間静置した．測定においては，
マイクロプレートリーダー（FlexStation3, Molecular 
Devices, LIC, Sunnyvale, CA, USA）で700 nmの吸光
度を測定した．還元能は，4点濃度（25，50，250，
500µM）のTroloxで作成した検量線を用い，抽出物
1mgあたりのTrolox当量（mg TE/mg）として算出し
た．
　測定は，各サンプル3回実施し，平均値±標準偏差
を算出した．

（4）総フェノール含量
　抽出物の総フェノール含量はフォリン・チオカルト
法で測定した（Singleton et al. 1965）．各抽出物をエ
タノールに溶解し，50µLを10%フォリン-チオカルト
試薬（Merck, Darmstadt, Germany）100µLに加えた．
室温で3分間静置後，10% Na2CO3 水溶液を400µL加
えた．室温暗所で90分間静置後，遠心分離（6000 
rpm, 2分間）し上清を96ウェルプレートに移し，マイ
ク ロ プ レ ー ト リ ー ダ ー（FlexStation3, Molecular 
Devices, LIC, Sunnyvale, CA, USA）で765nmの吸光
度を測定した．総フェノール含量は，没食子酸（Wako, 
Osaka, Japan） で200，100，50，25，12.5µg/mLの
検量線を作成し，没食子酸当量（mg GAE/mg）として
算出した．
　測定は，各サンプル3回実施し，平均値±標準偏差
を算出した．

　各評価系間におけるデータの相関については，
Microsoft Excel for Mac 2011を用いてピアソンの積
率相関係数を算出して評価した．
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結  果  と  考  察
　
　図1に，抽出物1mgあたりの相対ORAC値を，高い
順に示した．あまおうの茎根（EtOH抽出物）および
根（EtOH抽出物）が約15mgTE/mgと極めて強い抗
酸化活性値を示した．また，1mgTE/mg以上のサンプ
ル（主にあまおうと甘夏）は，抗酸化活性物質である
トロロックスよりも強い活性を示すことが示唆され
た．これらの極めて強い活性を示したサンプルは，あ
まおうや甘夏の葉や茎や蔓といった，非可食部位が占
めており通常食されている部位（果肉）は比較的低い
値を示した．また，トマト・ナス・キュウリなどの野
菜類は，本研究で調査したサンプル中では比較的低い
値を示した．
　素材の重量あたりの相対ORAC値に関して，Xianli 

et al.（2004）が報告しており，抗酸化活性は概して，
香辛料＞ナッツ類＞果物＞野菜類の順であるとしてい
る．本研究では，香辛料・ナッツ類は検討していない
が，果物（あまおう・甘夏・モモ）と野菜類（ブロッ
コリー・ネギ・トマト・アスパラガス・キュウリ・ナ
ス）とを比較すると概ねこの通りであった．
　図2に，本研究で用いたサンプルのDPPHラジカル
消去能の測定結果を示した．DPPH法は，安定な有機
ラジカルであるDPPH・と抗酸化物質との反応による
DPPH・の吸光度（515nm）の低下を測定し，ラジカ
ル消去能を評価する．本研究で供試したサンプルでは，
あまおうの抽出物が最も高い値を示し，上位14サンプ
ルがあまおうの部位抽出物であった．このうち，花の
EtOH抽出物や茎根のEtOH抽出物は，Zhu et al.（2015）
の報告でも同様に高い抗酸化活性を示した．

図1　 抽出物1mgあたりの相対ORAC値（平均±SD, 
n=4）

図2　 抽出物1mgあたりのDPPH値（平均±SD, n=4）



33糸島産農産物の機能性評価

図3　 抽出物1 mgあたりの鉄イオン還元能（平均±
SD, n=4）

図4　 抽出物1 mgあたりの総フェノール含量（平均±
SD, n=3）

　図3に，3価鉄イオン還元能の結果を示した．3価鉄
イオン還元能は，サンプル中の電子供与抗酸化物質に
よって，鉄イオンが還元され，青緑色の錯体を形成す
ることを利用し，吸光度（700nm）を測定して評価する．
鉄イオン還元能においても，DPPHの結果と同様，抗
酸化能の上位をあまおうの抽出物が占めた．以上のよ
うに，あまおうの花や蔓葉などの非食部位は，どの評
価系においても極めて強い抗酸化活性を示した．
　総フェノール含量については，フォリン・チオカル
ト法による結果を図4に示した．総フェノール含量は，
一般に，抗酸化活性値との相関が高く，抗酸化活性の
指標のひとつとなっている．本研究で得られた総フェ
ノール含量の測定結果を図4に示した．あまおうの蔓
葉（水抽出物）が最も高い値を示し，約500µg GAE/
mgであった．

　 表2に， 各 評 価 系 間 の 相 関 を 示 し た．ORACと
DPPHとの決定計数（R2）は，0.543とやや低い値であっ
た．また，ORACと総フェノールとの決定計数は，0.658
となり相関がみられた．総フェノール含量と鉄イオン
還元能，DPPHとの相関関係は高い値を示した（総フェ
ノール含量×鉄イオン還元能：0.919，総フェノール
含 量 ×DPPH：0.810， 鉄 イ オ ン 還 元 能 ×DPPH：
0.865）．
　フォリン・チオカルト法は，ポリフェノールの還元
能を利用して，モリブデン酸錯体の還元による着色を
比 色 定 量 す る 方 法 で あ る（ 横 塚 ら，2001； 加 藤，
2007；Banerjee and Bonde, 2011）．鉄イオン還元能に
おいても同様に，還元能を利用して比色定量する．鉄
イオン還元能の測定においては，抗酸化物質が三価鉄
イオンに一電子を供与（還元）することにより，二価
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鉄イオンに還元することを利用して抗酸化活性を評価
する．DPPHでは，DPPHの窒素ラジカルに水素原子
が付与され，ラジカルが消去されることを利用して抗
酸化活性を評価する．これらの評価系とは異なり，
ORAC法では，ラジカル開始剤であるAAPHが活性酸
素（ROO・）を発生させる．このROO・が蛍光物質
であるfluoreceinを分解する．本プロセスを追跡し，
そこへの影響を調べることによって抗酸化活性の指標
としている．
　以上のように，これら評価系における抗酸化力の評
価は，様々な抗酸化物質の総量で示すため，それぞれ
の評価系に対する化合物の貢献度が異なる可能性も考
えられる．また，抗酸化物質の組成が測定結果に大き
く影響するため，測定方法によっては，相関が低くな
る．今後は活性成分の解明が必要であろう．
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要　　　　　約
　
　福岡県糸島市周辺で栽培されている農産物の抗酸化
活性を評価した．本研究では，未利用資源の有効活用
を視野に入れ，通常食されている部位の他，果皮や植
物体残渣（葉，枝，根等）についても調査した．各農
産物の凍結乾燥物から水抽出物およびエタノール抽出
物 を 調 製 し， 各 抽 出 物 のORAC（Oxygen Radical 
Absorbance Capacity）値，DPPHラジカル消去活性値，
鉄イオン還元能，総フェノール含量を測定した．その
結果，果肉などの可食部位と比較して果皮や種といっ
た非食部位の抗酸化活性が非常に高い値を示した．
　本研究の結果から，糸島の天然素材（農産物），特に，
あまおうの茎根，根，花など，現在廃棄されている未

利用部位の抗酸化活性に着目した新規利用法の創出が
期待される．
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　DPPH，還元能，糸島，ORAC，総フェノール含量
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Summary

　Itoshima city has a temperate climate that is suitable for growing vegetables, fruits, and flowers due 
to the influence of the Tsushima Current. As a result, various agricultural products are grown in the 
region throughout the year. 
　In this study, we investigated the antioxidant activity of agricultural products grown around Itoshima 
city. The activity not only of the edible part but also of by-products such as peal, leaf, branch, and root 
were evaluated. Water extracts and ethanol extracts were prepared from the freeze-dried materials of 
each agricultural product, and their oxygen radical absorbance capacity (ORAC), DPPH radical scav-
enging activity, ferromagnetic ion reducing power ability, and total phenolic contents were measured.
　Results showed that extract prepared from the by-products of the Amaou strawberry, including the 
stron, flower, and root showed extremely high activity among all samples. In the other fruits and vegeta-
bles tested, the extract prepared from by-products also showed higher activity than those of edible 
parts. These findings suggest possible new uses for the by-products of natural materials grown in the 
Itoshima region based on their potential bioactivities, and indicate the potential for development of a lo-
cal industry based on healthy food and cosmetics.

Key words: DPPH, Itoshima, ORAC, Reducing power, Total phenolic content
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