
  
  健康機能性評価による県産ブランド化高付加価値加工食品

開発支援(6)

  誌名 研究報告
ISSN 13465236
著者名 松岡,博美

久保,和子
浅井,貴子
池内,隆夫
牛田,均

発行元 香川県産業技術センター
巻/号 15号
掲載ページ p. 83-84
発行年月 2015年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



健康機能性評価による県産ブランド化

高付加価値加工食品開発支援(第6報)
-県産金時にんじんの健康機能性評価ー

松岡博美，久保和子，浅井貴子，池内隆夫*，牛田均*

香川県産金時にんじんのカロテノイドおよび糖分析を行ったところ，金時にんじんにはリコピン， sー
カロテンおよびスクロースが多く含まれていた.また，皮の有無およびゆでた時の成分変化を検討したと

ころ，皮の有無による成分のへの影響はほとんどみられなかったが，ゆでた場合にはカロテノイドは増加

し，糖含量はわずかに減少することが明らかとなった.

1 緒言

香川県は金時にんじん生産量の全国シェア 70%を占

める全国一の産地である.金時にんじんは西洋にんじ

んよりも肉質が柔らかく，甘味が強くてにんじん臭さ

が少ないのが特徴であるといわれており，正月料理に

は欠かせない食材となっている1)

金時にんじんの赤色はトマトやスイカの色素と閉じ

リコピンである. リコピンは西洋にんじんに多く含ま

れているpーカロテンに比べて抗酸化作用が強いとい

われているため，生活習慣病を予防する働きが期待さ
れている 2)

そこで本研究では，金時にんじんの機能成分である

カロテノイドに注目し，調理時の成分変化について検

討を行ったので報告する.

2 実験材料と方法

2. 1 分析試料

金時にんじんは香川県農業試験場で栽培し， 2015年

1月に収穫したものを試験に供試した.また，品種によ

る違いを検討するため，県内のスーパーで入手した西

洋にんじんも供試した.

にんじんの皮の有無による成分の変化および調理方

法による成分の変化を検討するため，各にんじんにつ

いて，収穫直後に皮っきのまま凍結乾燥した「皮っき

生J，ピーラーを用いて薄く皮をむいて凍結乾燥した

「皮むき生J，むいた皮を凍結乾燥した「皮J，および加

熱処理後の試料としてそれぞれをゆでた「皮っきゅでJ，

「皮むきゅで」試料を作成し凍結乾燥したものを測定

に用いた.結果は全て新鮮重あたりで示した.

2. 2 力ロテノイド量の測定と評価

リコピン， αーカロテンおよび戸ーカロテン量は，松原

らの方法3)に基づいて HPLCで測定した.

2. 3 精の測定と評価

凍結乾燥試料を生鮮重量3gになるように精秤し，

ミリ Q水を加えた.熱水を 10ml加え，超音波抽出後，

25 mlに定容し 0.45仰の Celluloseacetateフィル

ターでろ過したものを即LCに供した.

* 香川県農業誤験場

高速液体クロマトグラフ分析条件

本体:LC-10A (島津製作所)

カラム:ShodexKS801 (8 mm i. d. X 300剛)

移動相:ミリ Q水

流速:0.8 ml/min 

カラム温度:60 oc 
試料注入量 :10μl

検出器:RI 

3 結果と考察

3. 1 カロテノイド量

供試したにんじんの品種別および調理時のカロテノ

イド量の変化について検討を行った.図 1にリコピン

量を，図2にα カロテン量を，図3にpーカロテン量

を示した.
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図1 調理時のリコピン含量の変化
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図2 調理時のαーカロテン含量の変化
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糖組成ともにほとんど変わらなかった.一方で，ゆで

た場合にはいずれの成分も生の場合と比較して糖含量

は減少していたが，糖組成はほぼ変わらなかった.糖

成分は水溶性で、あるため，ゆで汁中に多少流出したも

のと考えらhた.
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リコピンについては金時にんじんのみ， α カ恒テン

は西洋にんじんのみ， sーカロテンは金時にんじんおよ

び西洋にんじんの両方で検出された.日ーカロテンにつ

いては，金時にんじんと比較して西洋にんじんのほう

が 4~5 倍多く含まれていた.にんじんは品種の違いや

収穫時期により成分変動がみられるとの報告があるこ

とから4)，今後他の時期での比較も検討したい.

また，皮の有無でこれらの成分を比較したところ，

皮っきおよび皮むきで大差はなく，皮のみの値と同程

度で、あったため，ピーラーで薄くむく程度ではほとん

ど変わらないことが明らかとなった.

一方で，ゆでた場合にはいずれの成分も生の場合と

比較して値が増加していた.これらのカロテノイドは

水に不溶で、あり，ゆで汁中に流出することがないと考

えられる.また，カロテノイドは加熱調理したり油と

一緒に摂取したりすることで体に吸収されやすくなる

といわれている 5) したがって，にんじんを食べるとき

は，皮はむいてもむかなくても，ゆでるなどの加熱調

理を行ったほうがよいことが示唆された.

調理時の戸ーカロテン含量の変化図3

4 結言

香川県産金時にんじんのカロテノイドおよひ糖分析を

行ったところ，金時にんじんにはリコピン， s カロテ

ンおよびスクロースが多く含まれていた.また，皮の

、有無およびゆでた時の成分変化を検討したところ，皮

の有無による成分への影響はほとんどみられなかった

が，ゆでた場合にはカロテノイドは増加し，糖含量は

わずかに減少することが明らかとなった.
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3. 2 糖含量および糖組成

供試したにんじんの品種別および調理時の糖含量の

変化について，検討を行った.野菜や果物の主な糖で

あるスクロース，フノレクトースおよびグルコースにつ

いて分析を行い， 図4に糖含量を，これら 3つの糖の

糖組成を図5に示した.

糖含量では金時にんじんが西洋にんじんに比べてわ

ずかに多かった.また，どちらのにんじんもスクロー

ス>グツレコース>フルクトースの順で多く含まれてい

たが，金時にんじんではスクロースが全体の 6割以上

を占めグノレコースおよびフルクトースがそれぞれ 2割

程度であったのに対し 西洋にん'じんではスクロース

が全体の 4割程度で，グルコースおよびフルクトース

がそれぞれ3割程度で、あった.

一般にフルクトースはスクロースの1. 2~1. 7 倍甘

，いといわれおり，甘味特性としてスクロースは甘味が

口の中に残るのに対し，フルクトースは切れ味のよい

甘味を有するとされている 6) 金時にんじんは甘味が

強いのが特徴といわれ?ているが，これは糖組成の違い

が影響している可能性が示唆された.

皮の有無でこれらの成分を比較したところ，糖含量，
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