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農研機構が開発した黒大豆品種および国

産黒大豆中のフィトケミカルの定量

大亘はわが国の食品の材料として極めてポピュラーな農産物である。近年 生理機能性成分アントシアニ

ンを含む大豆品種として黒大豆に注目が集まっており 全国の地域食品産業活性化の材料の 1つとして期

待されている。これまで，黒大豆品種は「丹波黒Jに代表されるように，本州，北海道地域で主に開発，生

産がなされてきたが，このほど九州地域に適した品種「クロダマルJ，rくろさやかjが育成され，新品種と

して普及が進んでいる。本解説では，発酵食品材料としても期待される黒大豆の新品種育成とアン卜シアニ

ンを中心としたフィトケミカル定量方法の開発について農研機構での研究開発動向を分かりやすく解説して

いただいた。

はじめに

黒大豆 (Glycinemax (1.) Merr.)は正月のおせち

料理の煮豆に加工されることが多いが，近年では黒大

豆の納豆，煎り豆， きなこおよび黒豆茶に代表される

ように，煮る以外の方法で調理加工された黒大豆の製

品も庖頭に並ぶようになっている。一般に市場流通し

ている黒大豆の多くは，丹波地域の在来黒大豆である

丹波黒，京都府で育成した「新丹波黒」および北海道

の光黒系 (1いわいくろJ1晩生光黒J1中生光黒」な

ど)が大半を占めている。丹波黒は兵庫県，岡山県で

の生産が多いが，九州地域でも在来の黒大豆とともに

栽培されてきた。しかしながら，九州地域の大豆栽培

では「フクユタカ」など豆腐原料用の黄大豆品種が主

で， 2003年産における作付面積の 95%以上を占めて

おり，黒大豆の作付面積は 1%にも満たないことが報

告されている。そして，収穫された黒大豆の大部分は，

正月用の煮豆として自家消費されてきたと推測されて

いる。

近年，地産地消の動きの中で地場産の大豆を利用し

た製品開発に期待が寄せられ，九州地域においても地

場産の黒大豆が求められていた。また，特色ある地場

産の黒大豆を「道の駅jなどの農産物販売所で取り扱

沖智之

いたいという要望も高まっていた。しかしながら，こ

れまでは九州地域では，農家が古くから保有している

在来黒大豆品種あるいは西南日本に多い丹波黒が栽培

されてきたが，在来黒大豆品種は個々の農家が品種の

維持管理をしているため種子の消滅や種子混入による

特性の変化などの危険が高く，丹波黒ではその名称や

流通量の多さなどから地場産のアピールやブランド化

が難しいという問題があった。このような背景から，

九州地域に適した黒大豆新品種の開発が待望されてい

た。

他方，黒大豆は「中薬大辞典」などいくつかの書物

に漢方薬として記載されており，その種皮は「黒豆

衣」と呼ばれ生薬として利用されてきた。黒大豆の子

葉部と匹軸中の成分は，黄大豆と大きな相違がないこ

とから，黒大豆の種皮に局在する固有の成分が効能の

鍵を握っていると考えられていた。黒大豆の種皮には

黒色色素本体であるアントシアニンが含まれているこ

とは古くから知られていたが，近年になりプロアント

シアニジンも含まれていることが判明しこれら成分

が健康の維持と増進にかかわる様々な機能性を発現す

ることが科学的に解明されるにつれ，黒大豆は機能性

食品素材としても注目を浴びるようになっている。し

かしなカfら，アントシアニンやプロアントシアニジン
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可E

をはじめとする「通常の身体機能維持には必要とされ

ないが，健康によい影響を与えるかもしれない植物由

来の化合物jを意味するフィトケミカル(植物栄養

素)の分析法については，標準化された分析法がほと

んど存在しないのが現状である。また，黒大豆中のこ

れら成分の存在量についての情報も限定的であり，標

準化された分析法がないことから，散在している分析

値の相互比較も困難な状況であった。

本稿では農研機構・九州沖縄農業研究センターが開

発した黒大豆品種と黒大互に特徴的なフイトケミカル

であるアントシアニンとプロアントシアニジンの分析

法について，九州沖縄農業研究センターによる最近の

成果を中心に紹介するとともに，それら分析法を国産

黒大豆に適用することで，フィトケミカルの変動や相

関について実態を明らかにし百粒重との関係につい

て検討した拙稿について解説する。

1. 農研機構が開発した黒大豆品種「クロダマ

JレJ1，2，j) 

黒大豆「クロダマル」は暖地向けに初めて開発され

た品種であり. 2004年に「だいず農林 128号」とし

て農林登録された。「クロダマル」は暖地での栽培に

適した大粒で良質な黒大豆を目標として，早生大粒の

黄大豆品種「坂上 2号」を母親に，晩生大粒の黒大豆

品種「新丹波黒」を父親に人工交配して得られた品種

である。子実の大きさは，市場流通の多い丹波黒系統

よりやや小さいが極大粒に区分され，子実の光沢が丹

波黒や新丹波黒よりやや強い。また，煮互に加工した

場合は外観品質が良好で製品歩留まりも高い。煎り豆

に加工した場合は，味覚センサーでの分析により一般

的な黒大豆と比較して. r甘味Jが強く. r苦味/薬」

が弱いという特徴が明らかとなっている。

一方で.rクロダマル」を栄養成分の点から評価す

ると，一般栄養成分であるたんぱく質，脂質及び食物

繊維を「日本食品標準成分表 2010Jに記載されてい

る「だいずJと同程度含んでいる。また，大豆に特徴

的な他の栄養成分であるピタミン Blo B2やトコフエ

ロール(ビタミン E)の含量も「クロダマル」は「だ

いず」とほぼ同等である。さらに栄養成分ではないが，

適切な摂取により骨粗慈症の予防が期待できるイソフ

ラボンについても. rクロダマjレJはこれまで報告さ

れている大豆と同様に含んでいる。そのため. rクロ
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ダマル」は一般的な黄大豆と比較して，遜色ない栄養

特性を有していると考えられる。

「クロダマル」は暖地で育成された初の品種で種苗

登録も行われていることから，品種特性も明確であり，

消失の危険もないことが最大の特徴であるが，収量性

や成熟期，草姿など農業特性において改善する余地が

あり，農研機構では引き続き黒大豆のさらなる優良品

種の育成を進めている。

2.農研機構が開発した黒大豆品種「くろさやかJii) 

黒大豆「くろさやかjは2012年に品種登録出願公

表された，大豆子実の青臭みに関与する酵素(リポキ

シゲナーゼ)を全欠失させた黒大豆初の品種である。

「くろさやか」はリポ欠黒大豆系統「九交 870Jを母

親に，白花のリポ欠黄大豆系統「九交 849Jを父親に

人工交配して得られた品種である。「クロダマル」で

は「フクユタカ」などの一般の黄大豆と比較すると収

量が少なく，成熟期が 11月中旬以降になるという欠

点があったが. rくろさやか」の収量は「クロダマ

ルjより約 3割多く. rフクユタカjとの比較でも上

回る。また，成熟期は「クロダマル」に比べて 1~ 2 

逓間早いため，早霜の被害を軽減でき，作柄の安定が

期待できる。さらに， リポ欠大豆では異品種(リポキ

シゲナーゼを有する普通大豆)の混入が問題となるが，

「くろさやか」は花の色が白，匹軸(地表近くの茎)

の色が緑であるため，花の色が紫，脹軸の色が紫であ

る「フクユタカJrクロダマル」などの主要品種と容

易に識別できる点も特徴である。

子実の大きさは，豆菓子などの用途では極大粒より

も小さい粒が適している場合もあることに着目したた

め，極大粒の「クロダマルjより小さい大粒に区分さ

れ，種皮には強い光沢がある。「くろさやか」は従来

の黒大豆の枠を超えた用途にも利用できる品種として

開発したリポ欠大豆であるため，今後は煮豆や豆菓子

など既存の黒大豆製品以外にも，大豆粉等を利用した

ケーキ，パン，麺類など多様な食品に活用されること

を期待している。

3.黒大豆中の総アントシアニン分析法 3)

アントシアニンはフラボノイドに属するポリフェノ

ールの一種であり，シダ植物以上の植物体である穀

物・野菜・果実・花などに存在する色素成分の一種で
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ある。アントシアニンは一般にアグリコンであるアン

トシアニジンに糖や有機酸が結合した化学構造であり，

天然に 400種類以上存在している。アントシアニジン

の種類により色調が異なるが，酸性条件下において赤，

青，紫の色を呈することを特徴としている。アントシ

アニンの多彩な色彩は布の染料の他，天然の着色料と

しても利用されており，食品添加物として認可されて

いるものも存在する。アントシアニンの分析は，対象

成分が多様な化学構造で植物体に存在することから，

高速液体クロマトグラフイーで分離して，定量する方

法が一般的である。一方で，易操作性であることから

分離を行わず分光光度計で吸光度を測定し，アントシ

アニンをアグリコンやモノグルコシドの相当で総量と

して定量する場合もある。

黒大豆中のアントシアニンについては，標準化され

た分析法が存在しなかったことから，筆者の研究グル

ープでは既存のアントシアニン分析法について比較検

討を行った。黒大豆ではアントシアニンがモノグルコ

シドで存在し，その大部分がシアニジンふグルコシ

ドであることから，操作性を考慮して，総量として定

量する分析法の中から標準化する分析法の選定を行っ

た。代表的な塩酸メタノール溶液中での還流を用いた

分析法は，還流中に黒大豆中のプロアントシアニジン

からもアントシアニジンが生成してアントシアニン含

量を過剰に見積もることが明らかとなったため，本法

<抽出操作>

40%メタノール/0.5%トリフルオロ酢酸
(1回目 :9mL、2回目と3回目 8mL)

超音波洗浄器(40土5kHz)に入れ、 37
0
Cで

5分間の抽出

37
0
Cで10分間の抽出

遠心分離(1870 x 9、250
C、15分間)

は黒大豆には不適であると判断するに至った。一方で，

フルーツジュースや飲料など液体試料を対象とした

pH differential法 (AOAC2005.02) では上記の問題

がないことから，標準化する分析法の候補に選定した。

原法では対象試料が液体であったため，国体試料であ

る黒大豆に適用できるように試料からアントシアニン

を抽出する操作を最適化し. pH differential法にも一

部改良を加えた後，標準作業手順書を作成した。本法

はアントシアニンの pH1.0とpH4.5における色調の

変化を利用して分光光度計で，シアニジンふグルコ

シド当量 (Cy3GE) として定量する方法であり，概

略は第 1図に示したとおりである。なお，一般的な化

学実験の経験者であれば，汎用的な実験装置と分光光

度計を保有する実験室で実施可能であると想定してい

る。なお. pH differential法で測定した黒大豆中の総

アントシアニン量を高速液体クロマトグラフを用いた

分析法での測定値と比較したところ. 20検体の黒大

豆(含有量:0.5 ~ 1.5 mg-Cy3GE/ g) において，相

関係数が 0.957であり高い正の相関が認められた。そ

のため，黒大豆のアントシアニン含量を総量で分析す

る場合. pH differential法は簡便で有効な方法である

と判断できる 4)。

分析法を標準化するためには，分析法の妥当性を確

認する，すなわち「その分析法の標準作業手順書に基

づき誰がどこで分析しても，結果が一定の範囲内に収

<定量操作>

|試料抽出液|

pH 1.0緩衝液で希釈 pH 4.5緩衝液で希釈

セルロースアセテートフィルター(02μm)で漉過

520 nmと700nmの吸光度を測定

<総アントシアニン量の算出式>

C 
Ax  449.2 x DF x 25 

26900 x W 

C試料の総アントシアニン量(mg-シアニジンー3ーグJレコシド当量Ig)

A :(A 520nm-A 7oonm)pH 1.0 -(A 520nm -A 7凹 nm)pH4.5 
449.2 :シアニジンー3-グルコシドの分子量(g/mol)

DF試料希釈倍率、25試料抽出液量(mL)

3回の抽出で得た上清を合わせた後、 40%メタノール 26900シアニジンー3-グルコシドのモル吸光係数(Lxmol・'xcm") 
/0.5%トリフルオロ酢酸で25mLlこ定容 W:試料重量(g)

第 1図 pH di佐rential法にもとづく黒大豆中の総アントシアニン分析法
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まることを実証する」必要がある。そこで，提案した

分析法について，均一性が確認された 5種の試料を複

数の研究機関に試料名と含有量を知らせずに配付して，

各機関が標準作業手順書に従って分析を行う室間共同

試験を実施した。そして，各機関の分析値を統計的に

解析し分析精度(室聞での分析値のばらつき)の評

価指標である HorRat(Horwitz ratioからの造語で

Horwitz式の修正式でA算出される予測室開再現相対標

準偏差に対する室問再現相対標準偏差の比)を算出し

た。国際的に十分な妥当性確認の方法として知られて

いる AOACインターナショナルの室間共同試験のガ

イドラインでは， 0.5 < HorRat三五1.5であると満足の

いく分析精度が得られたと評価される。実施した室間

共同試験では， HorRatは0.25~ 1.24であり， 4種の

試料については HorRatは許容範囲内であり，残りの

一つの試料では室間再現性精度が予測値より高いこと

が判明した。以上のようにして，提案した黒大豆中の

総アントシアニン分析法の妥当性を確認することがで

きた。なお，詳しくは拙稿 3)を参照されたい。また，

使用する実験器具や操作手順などが詳細に記載されて

いる標準作業手順書は問合せに応じて配付可能である。

4. 黒大豆中のプ口アン卜シアニジン分析法 5)

プロアントシアニジンは主にカテキンやエピカテキ

<抽出操作>

70%アセトン/0.5%酢酸
(1回目 9mL、2回目と3回目 8mL)

超音波洗浄器(40::!::5kHz)に入れ、 370Cで
5分間の抽出

370
Cで10分間の抽出

遠心分離(1870 x 9、250
C、15分間)

3回の抽出で得た上清を合わせた後、 70%アセトン
/0.5%酢酸で25mLに定容

ン(フラパンふオール)を基本単位としそれらが

互いに炭素 炭素結合を介して縮合した化学構造で，

2量体からポリマーまで多様な重合度で存在するポリ

フェノールの一手重である。プロアントシアニジンはシ

ダ植物から裸子・被子植物まで広く分布しており，食

用植物では呆実類，種実類，豆類，穀類，香辛料など

に存在し，プロアントシアニジンを多く含む作物はベ

リ一類，種実類及び豆類に属している。

プロアントシアニジンも多様な化学構造で存在する

ことに加えて，入手可能な標準物質が少ないため，そ

の定量には比色法が用いられ，総量で測定することが

一般的である。総プロアントシアニジン分析法につい

ては，広く用いられているフォーリンーチオカルト法，

パニリン硫酸法，酸性ブタノールを用いた方法， 4ジ

メチルアミノシンナムアルデヒド (DMAC)法の中

から特異性が高く，黒大豆において共存するアントシ

アニンが測定値に影響を与えない DMAC法を黒大豆

の分析に適用した。黒大豆を試料として多検体分析で

きるように 96穴プレートを用いた DMAC法の最適

化を行った後，標準作業手順書を作成した。本法はア

ルデヒドである DMACが強酸性下でプロアントシア

ニジンの末端のフラパンー3-オール単位と特異的に反

応し，生成した化合物が呈色することを利用してプレ

ートリーダーで， (+)ーカテキン当量 (CE) として

<定量操作>

アッセイ溶液Aで6倍希釈
(6倍希釈以降はアッセイ溶液Bで‘希釈)

DMAC溶液

(+)・力テキンで検量線を作成(X軸目濃度、Y軸.最大吸光度)

<総プロアントシアニジン量の算出式>

c=_jAsamole - Ain加 国01)x DF x 25 
SSld X W 

C 試料の総プロアントシアニジン量(mg-(+)ーカテキン当量Ig)

AsamPle 測定試料溶液の最大吸光度

Ajn給問pt.検量線Y軸切片の吸光度

Ssω 検量線の傾き

DF試料希釈倍率、 25:試料抽出液量(mL)

W:試料重量(g)

第2図 DMAC法にもとづく黒大豆中の総プロアントシアニジン分析法
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定量する方法であり，概略は第 2図に示したとおりで

ある。なお，本法も 96穴プレートで吸光度が経時的

に測定できる装置が必要ではあるが，一般的な化学実

験の経験者であれば，汎用的な実験装置を保有する実

験室で実施可能で、あると想定している。

総プロアントシアニジンの分析法については，単一

試験室での再現精度を確認しており，黒大豆を含む 8

種の豆類を材料として. 1日2回の測定を 3日間繰り

返し行って室内再現精度を求めたところ，中間再現性

相対標準偏差は 0.9~ 4.7 %の範囲であった。 AOAC

インターナショナルのホームページ上での資料による

と，分析精度の評価指標である HorRat(単一試験室

での繰り返し測定のため. Horwitz式の修正式で算出

される予測室間再現相対標準偏差に対する中間再現性

相対標準偏差の比で算出)が 0.3< HorRat三五1.6で

あると満足のいく分析精度が得られたと評価される。

今回実施した試験では. HorRatは0.17~ 0.87の範囲

であり，うずら豆を除いた 7種の材料については許容

範囲内であった。うずら豆の HorRatが 0.3より小さ

かったが，測定試料のプレートへの分注はランダムに

なるように配置していることから，試験の独立性に問

題はないと考えられ，マトリックスに依存した結果で

あると推察している。なお 詳しくは拙稿 5)を参照さ

アントシアニン

紅od
化学構造

HO~OH 

れたい。

以上，第 3図にまとめたように，黒大豆に特徴的な

フイトケミカルであるアントシアニンとプロアントシ

アニジンの分析法について，それら分析法の妥当性を

室間共同試験と単一試験室で確認することができた。

5.国産黒大豆のアントシアニンとプロアントシ

アニジンの含量 6)

2010年度から 2012年度に収穫された黒大豆 116検

体に上述した分析法を適用し，総アントシアニンと総

プロアントシアニジンを定量することで，これら成分

の変動や相関について実態を明らかにすることを試み

た。黒大豆の多くは庖頭や圏内インターネットサイト

で入手したが，国産で産地が記載されている黒大豆を

分析試料にした。収集した黒大豆は 2010年度産が 28

検体. 2011年度産が 34検体. 2012年度産が 54検体

であり，品種・銘柄と検体数は「クロダマル」が 32

検体. I丹波黒」が 30検体. I光黒jが 20検体. I祝

黒」が5検体. I黒千石」が5検体. I雁喰い豆jが 2

検体. Iくろさやか」が2検体. I黒平豆」が2検体，

不明が 18検体であった(第 l表)。

収集した黒大豆中の総アントシアニン量の最小値と

最大値はそれぞれ 0.25mg-Cy3GE/ gと1.40mg-

ブロアントシアニニジン

t oss 

黒大豆の主要アントシアニン(シアニ:::;ン'-3- n=1の場合lま3蓑体{プロシアニジンC1)
グルコシド)の化学構造を図示 黒大亘でiま2蜜体~30霊体程度まで存主E

分析法 pHdi偽 rential法
4-ジメチルアミノシンナム

アルデヒド(DMAC)法

分析法 l iPv H1.0と4.5における試科溶液の吸光度 ブロアントシアごジンとDMACとの反応主主

の概要 (S20nm、700nm)から総量(シアニジン3憾 成物の吸光度(640nm)から総叢(カテキ

グルコシド幾差)として澱定 ン当量〉として測定

参考
|室開共同試験により妥当性を確認 単一試験愛で妥当性を確認

(分析化学.60， 819-824 (2011)) (食科エ.60， 301-309 (2013)) 

第 3図 黒大豆中のアントシアニンとプロアントシアニジンとそれらの分析法の概要
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第 1表 収集した黒大豆の品種・銘柄，産地および検体数

品種・銘柄検体数 産地
クロダマル 32 福岡県 (3) 佐賀県 (1) 大分県 (18) 熊本県 (10) 

丹波黒 30 滋賀県 (5) 兵庫県 (18) 岡山県 (5) 熊本県 (2) 

光黒 20 北海道 (20) 

祝黒 5 北海道 (5) 

黒千石 5 北海道 (5) 

雁喰い豆 2 岩手県 (2) 

くろさやか 2 熊本県 (2) 

黒平豆 2 岩手県 (1) 宮城県 (1) 

不明 18 北海道 (14) 岡山県 (1) 佐賀県 (2) 熊本県 (1) 

産地(都道府県)名の右括弧内の数字は収集した検体数を表す。

Cy3GE/gであり，最大値と最小値で 5.6倍の差異が

確認された，また，全試料の平均値は 0.90mg-

Cy3GE/gであった。品種・銘柄別の分布は第 4図に

示したとおりであり，平均値は「クロダマルJi丹波

黒Ji光黒Ji祝黒Ji黒千石Ji雁喰い豆Jiくろさや

か」ならびに「黒平豆Jで，それぞれ1.17，0.76， 

0.79， 0.89， 0.79， 0.84， 0.86， 0.86 mg-Cy3GE/gであ

った。 5検体以上が収集できた 5品種・銘柄について，

平均値を Scheffe法により検定した結果，有意水準 5

%で「クロダマル」が「丹波黒Ji光黒」および「黒

千石」との聞で有意差を示した(第4図)。

一方，黒大豆中の総プロアントシアニジン量の最小

P< 0.019 

P< 0.001 
1.6 

3 E T4 

Z 中|中 。
。
事

Ep日剛、0.8 

。
ぶ 0.6
入

ゑ0.4

0.2 

。。

値と最大値はそれぞれ 0.23mg-CE/ gと1.52mg-CE/ g 

であり，最大値と最小値で 6.6倍の差異が確認された，

また，全ての黒大豆での平均値は 0.93mg-CE/ gであ

った。品種・銘柄別の分布は第5図に示したとおりで

あり，平均値は「クロダマルJi丹波黒Ji光黒Ji祝

黒Ji黒千石Ji雁喰い豆Jiくろさやか」ならびに

「黒平豆」で，それぞれ1.07，0.76， 0.88， 1.06， 1.20， 

0.99， 1.20， 0.82 mg-CE/gであった。 5検体以上が収

集できた 5品種・銘柄について，平均値を Scheffe法

により検定した結果，有意水準 5%で「丹波黒」が

「クロダマル」および「黒千石」との間で有意差を示

した(第 5図)。

。
。。
× 8 8 × 

。

ウロダマル丹波黒 光黒 祝黒 黒干石雁喰い豆くろさやか黒平豆 不明

第4図 国産黒大豆の総アントシアニン量

箱ひげ図において，箱の下端はデータの第 1四分位数，上端は第 3四分位数を表し，箱の

中の線は中央値を示す.ひげの両端は，それぞれ最小値と最大値を表す。×印は平均値を

示す。 5検体以上が収集できた品種・銘柄での平均値の多重比較検定は Scheffe法で行った。
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第5図 国産黒大豆の総プロアントシアニジン量

箱ひげ図において，箱の下端はデータの第 1四分位数，上端は第 3四分位数を表し，箱の

中の線は中央値を示す.ひげの両端は，それぞれ最小値と最大値を表す。×印は平均値を

示す。 5検体以上が収集できた品種・銘柄での平均値の多重比較検定は Scheffe法で行った。

不明

により限定されているため，産地による比較について，

十分な解析が行えなかったことから，品種・銘柄によ

る両成分量の差異は品種・銘柄の特性のみに起因する

とは断定できなかった。しかしながら，産地による差

異について，限定的な結果ではあるが， ['丹波黒」を

熊本県に位置する九州沖縄農業研究センターで栽培し

た場合， 2011年度産と 2012年度産の総アントシアニ

ン量と総プロアントシアニジン量の平均値が，それぞ、

れ0.99mg-Cy3GE/ gと0.91mg-CE/ gである一方，そ

の他地域で栽培された同程度の百粒重を示した 5検体

の「丹波黒J(百粒重:58.0 ~ 65.1 g) の値が，それ

ぞれ 0.87:t 0.05 mg-Cy3GE/ g (平均値±標準偏差)

と0.88土 0.16mg-CE/gであった。そのため，統計に

よる有意差は検定できなかったが，黒大豆中の総アン

トシアニン量についてのみ 暖地で栽培すると多くな

る可能性が示唆された。

6. 黒大豆の百粒重と機能性成分量との関係 6)

大豆の大きさは，粒径と百粒重が比例関係にあるこ

とから，百粒の重さ(百粒重)で比較することが一般

的であり，大豆の百粒重と粗蛋白質，粗脂肪ならびに

ショ糖のような大豆の品質に関わる成分量のみならず

フィトケミカルであるイソフラボン量との聞の相関関

係を調査した報告がある。そこで¥黒大豆の百粒重と

また，収集した全ての黒大豆中の総アントシアニン

量の変動係数は 26.3%で総プロアントシアニジン量

(変動係数:26.8 %)とほぼ同程度であることが判明

した。さらに， 5検体以上が収集できた品種・銘柄に

おける変動は，総アントシアニン量で 9.9~ 29.2 %の

範囲であり，品種・銘柄聞で 2.9倍の差があった。一

方，総プロアントシアニジン量では 11.3~ 31.3 %の

範囲であり， 2.7倍の差があった。同ーの品種・銘柄

で比較すると総アントシアニン量と総プロアントシア

ニジン量の変動係数は，ほほ同程度であった。これま

でに大豆中の微量栄養・機能性成分含量については，

北海道から九州までの囲内各地域の主要品種を含む

31検体の大豆中のイソフラボン，チアミン，リボ、フ

ラビン， トコフエロールの定量を行っており，変動係

数がそれぞれ40.7%， 13.0 %， 10.3 %， 40.5 %である

ことを報告している 7)。この報告とは試料が異なるた

め直接の比較は困難であるが，黒大豆中のアントシア

ニンとプロアントシアニジンの変動はイソフラボンや

トコフエロールより小さいと推察された。

本研究で収集した黒大豆の総アントシアニン量と総

プロアントシアニジン量には，品種・銘柄問で有意な

差が確認された。これまでに大豆イソフラボンの含量

は品種のみならず産地により影響を受けることが指摘

されている 7)。本研究では黒大豆の産地が品種・銘柄
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第 6図 黒大豆の百粒重と総アントシアニン量(A)もしくは総プロアントシアニジン量(B)との散布図。:IクロダマルJ.ム:I丹波黒J.口・「光黒J.()・その他。

その他には「祝黒JI黒千石JI雁喰い豆JIくろさやかJI黒平豆」および品種・銘柄が不明な黒大豆が

含まれる。

総アントシアニン量もしくは総プロアントシアニジン

量との相関関係について検討を加えた。黒大豆百粒重

と総アントシアニン量もしくは総プロアントシアニジ

ン量との散布図は，それぞれ第 6図 (A) と第 6図

(B) に示したとおりであり，相関関係は百粒重がコ

ルモゴロフ・スミルノフ検定で正規分布していないと

判断されたため，スピアマンの順位相関係数で検討し

た。百粒重と総アントシアニン量の相関は，全ての黒

大豆では η=一0.128(有意確率p= 0.18)であり，

無相関であった。 20検体以上が収集できた「クロダ

マルJI丹波黒」ならびに「光黒」では，それぞれ η

= -0.378 (P = 0.03)，一0.717(P < 0.01)， 0.327 (P 

= 0.16)であり. I丹波黒jの百粒重と総アントシア

ニン量との聞に強い負の相関が認められた。一方，百

粒重と総プロアントシアニジン量の相関は，全ての黒

大豆ではた=一 0.332(P < 0.01)であり，弱い負の

相闘が認められた。「クロダマルJI丹波黒」ならびに

「光黒」では，それぞれへ=ー 0.218(P = 0.23). -

0.481 (P < 0.01). 0.313 (P = 0.18) であり. I丹波

黒」の百粒重と総プロアントシアニジン量との聞にか

なりの負の相関が認められた。

以上の結果， I丹波黒」では百粒重が重くなると単

位重量あたりの両成分量が少なくなることが示唆され

たが. Iクロダマル」と「光黒」では百粒重と両成分

第 109巻 第 4号

量とは無相関であったことから，多様な黒大豆が混在

する新品種開発における選抜のような場面では，黒大

豆の百粒重によりアントシアニンやプロアントシアニ

ジンの多少は判断できないと考えられた。

7. 黒大豆の総アントシアニンと総プロアントシ

アニジンとの関係 6)

黒大豆 116検体の総アントシアニン量と総プロアン

トシアニジン量とのピアソンの積率相関係数は r=

0.739 (P < 0.01)であり，強い正の相関が認められ

た(第 7図)。そのため，国産の主要な黒大豆では総

アントシアニン量が多いと総プロアントシアニジン量

も多いことが判明した。また，植物体の生合成経路で

はアントシアニンとプロアントシアニジンの前駆体は

共通の化合物(ロイコアントシアニジン)であるため，

この結果から国産黒大豆ではロイコアントシアニジン

からの生合成経路においてアントシアニンとプロアン

トシアニジンのいずれか一方の成分の生合成に大きく

偏った品種・銘柄が存在しないことも示された。

おわりに

地域農業を活性化する手段として，農商工連携や 6

次産業化に注目が集まっている。これらを成功させる

要因の一つに新品種の活用がある。農研機構・九州沖
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栄養・機能性成分情報提供マニュアル」山)では，食品

の表示に記載する際の留意点として「含有量を分析す

る方法が公正で、あること」を挙げている。そして「公

正である」ためには，その分析法が標準化されている

ことが必須である。しかしながら，標準化された分析

法が存在しでも，どの程度の数の試料を分析すれば表

示できるのかなど明記されたガイドラインが整備され

ていないこともあり，生鮮食品にフイトケミカルの含

有量を表示することに販売者が消極的になっている場

合もある。健康の維持と増進のため，食品からフィト

ケミカルを摂取することへの期待が高まる中，筆者の

研究グループでは表示に向けたガイドラインの策定に

必要である基礎的な知見，すなわち品種，栽培地，栽

培条件，収穫年次のような様々な要因でフイトケミカ

ルの含有量がどの程度変化するかについて，黒大豆を

モデルケースとして，明らかにする研究に着手してい

る。さらに，黒大豆が一般にそのまま食されないこと

から，煎り加工におけるフイトケミカルの推移につい

ても研究を展開している 8)。

なお，本稿は拙稿[日本食品科学工学会誌， 2013， 

60， 595-600) ]をもとに執筆したものである。

〈農研機構・九州沖縄農業研究センター〉

第7図

縄農業研究センターでは暖地(九州)向けに開発され

た黒大豆「クロダマル」を用いて，九州に新しい黒大

豆のブランド産地を形成し， 2013年現在その作付面

積は 104haにまで拡大している。また，黒大豆は古

くから日本で珍重されていたが，近年になり健康機能

性に関する科学的エピデンスの蓄積に伴い，大豆+フ

ィトケミカルが摂取できる機能性食品素材として脚光

を浴びており，海外でも Superfoodとして認知されて

いる。筆者の研究グループでは，新品種の普及を成功

させるのに必要な種々ある条件の一つ，新品種の成分

特性を明らかにして，科学的に裏付けられた情報が提

供できる準備を整えるため，黒大豆中のフイトケミカ

ルであるアントシアニンとプロアントシアニジンに着

目し，分析法の標準化を試み，国産黒大豆の実態を調

査してきた。その調査により，農研機構が開発した

「クロダマル」カ宝アントシアニンとプロアントシアニ

ジンの含量が高い品種であることが明示されたが，同

時に黒大豆中のフィトケミカル量が変動係数で約 10

%以上変動することやその変動が品種・銘柄により

異なることも判明した。

農林水産省はフィトケミカルの含有量を生鮮食品へ

表示できることをホームページ上で紹介しており，生

産者や食品製造企業も注目している。また，野菜等健

康食生活協議会が発行している「野菜産地と量販庖の

41ι2sti--aidsaa' 
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