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The effect of the intake of apple vinegar containing yuzu juice on psychological stress was 

investigated in healthy young women. The subjects used in this study were 16 healthy female 

university students (22土 1years old) , who ingested 100叫 ofthe apple vinegar drink twice a day 

(before breakfast and before supper) for 3 weeks. Next, the changes in the mental stress indices of 

the group that consumed the drink were compared to those of the control group. In the test, the 

subjects ingested 100叫 ofthe test beverage. 30 minutes after the ingestion, they were subjected to a 

stressor, which was a simple mental task. After this, they were given a 60-min rest. Blood flow and 

heart rate variability measurements, electroencephalography, and a visual analog scale (VAS) were 

used to determine the mental stress indices. The blood flow, parasympathetic nerve activity index, and 

alpha/beta ratio in the group that consumed the drink were significantly higher than those in the 

control group. There was a correlation between blood flow and alpha waves. From these results, the 

apple vinegar drink was shown to have a psychological stress-reducing effect. 

(Received Mar. 30, 2017 ; Accepted Oct. 2, 2017) 
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リンゴ酢，精神的ストレス，血液流動性，心拍変動，脳波

酢は世界最古の調味料である。酢の機能性を科学的に

調査した研究は多く，これまでに抗菌作用，抗感染症作

用，抗酸化作用，血糖調節作用，脂質代謝調節作用，体

重低減作用，抗がん作用などが報告されている !)~5)。酢

の主成分は酢酸であるが，その他にクエン酸， リンゴ酸

* 1 〒814-0198 福岡県福岡市城南区別府5-7-1

などの有機酸やアミノ酸，ポリフェノールなどが含まれ

るい。原料の種類により成分組成は大きく異なるもの

の，これらの成分が酢の機能性成分として評価されてい

る。

一方，ストレス社会と呼ばれる現代社会においてスト
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レスを緩和する方法を見出すことは喫緊の課題である。

一般にストレスは，身体的ストレスと精神的ストレスに

分けられる。このうち，けがや病気などの肉体的あるい

は，暑さ，寒さなどの物理的要因によって引き起こされ

る身体的ストレスは原因が明らかであることから対策し

やすいが，目に見えない精神的ストレスは対応が難しい。

精神的ストレスは，心理面，行動面，身体面にさまざま

な影響を及ぽし，また，過度のストレスはうつ病や不安

障害などの精神疾患，消化性潰瘍など重篤な疾患の引き

金となる。精神疾患は，がん，脳卒中，急性心筋梗塞，

糖尿病とともに医療計画に記載されている 5疾病の 1つ

である。 2014年のがんの患者数は約160万人，脳卒中が

約104万人，急性心筋梗塞（心疾患（約172万人）のうち

の 1つ），糖尿病が約316万人であり，精神疾患の患者数

（約390万人）が最も多いのが現状である 8)。また，労働

者健康状態調査 (2012年）では，仕事や職業生活でスト

レスを感じている労働者の割合が 6割を超えている匹

ストレスという概念を医学・生物学の領域で初めて用

いたのはCannonとSelyeである 10),11)。当初，外からの刺

激をストレッサー，それに対する生体の非特異的反応を

ストレスと呼んでいたが，現在では両者ともストレスと

呼び，厳密に区別していないことが多い12)。そのため，

本研究においても外部刺激をストレス，外部刺激に対す

る生体反応をストレス応答（ストレス刺激を受けた後の

平常状態への回復をストレス緩和）と定義して用いる。

ストレスは日常生活の上で生じることから，ストレス

を緩和するための方法も日常生活で容易に取り入れるこ

とができるものが望ましい。本研究では対象試料として，

昨今急速に市場を広めている嗜好飲料である酢酸を含有

する果実酢飲料に着目した。酢酸の機能性の 1つに血液

流動性を改善することが報告されている2),13)。一般に，

ストレスがかかると末梢の血液流動性は低下する。そこ

で酢酸を摂取することで血液流動性が改善しストレスが

抑制されるのではないかと考えた。近年の酢の機能性に

ついての研究は，糖代謝や内臓脂肪減少を対象としたも

のがほとんどであり，精神的ストレスに対する報告は見

当たらない。そこで，酢のもつ新たな機能性を探索する

ことを目的として，糖類や果汁を添加した日常レベルで

摂取可能な果実酢飲料を作成し試験を実施した。

実験方法

1. 試験飲料

試験飲料としてリンゴ酢（味ミッカン，リンゴ酢）を

主体とし，ユズ果汁（山口食品工業（梱，供与品）を10%

(w/w)およびハチミツ（熊手蜂蜜（楓供与品）を30%

(w/w)混合した果実酢飲料を用いた。本品を蒸留水で

5倍希釈したものを試験飲料とした。試料の提供量は100

叫提供温度は10℃とした。また，対照として蒸留水を

用いた。

2. 試験飲料の分析方法

(1)一般成分分析 試験飲料のエネルギー量，タン

パク質含量，脂質含量，炭水化物含量，ナトリウム量を

求めた。タンパク質含量，脂質含量およびナトリウム量

はH本食品標準成分表2015年版（七訂）の一般成分分析

方法に準じて行った叫炭水化物含量は差引き法により，

エネルギー量は，タンパク質含量および炭水化物含量に

それぞれ4kcal/gを乗じて算出した。

(2)有機酸含量分析 有機酸含量の分析はイオンク

ロマトグラフ法を用いた。すなわち，試験飲料の原液を

超純水で150倍希釈し，マイクロフィルター（孔径0.45

μm, セルロースアセテート， Advantec製）で濾過した

ものを分析に供した。分析はイオンクロマトDX-500

（日本ダイオネクス社製）を用い，分析カラム， IonPac

AS19 (¢4 mm x 250mm) ; ガードカラム， IonPacAG19 

(¢mm x 50mm) ; サプレッサ， ASRS-ULTRAII (リサイ

クルモード， 232mA); 溶離液流速 1.0叫/min;検出

器，電気伝導度検出器；カラム温度， 35℃の条件で実施

した。分離は超純水およびO.lM水酸化ナトリウム水溶

液を用い， O.lM水酸化ナトリウム水溶液濃度初期値 9%

(v/v)から30分後に50%までのリニアグラジェント， 30

分から35分までは50%で維持する条件で行った。試料溶

液中の酢酸， リンゴ酸，クエン酸の同定は標準溶液の保

持時間との照合で行い，定量は標準溶液 (20mg/R,) と

のピーク面積の比較により行った。

(3)滴定酸度分析 滴定酸度は，フェノールフタレ

インを指示薬とし， O.lM水酸化ナトリウム水溶液で滴

定し酢酸換算で求めた。

3. 精神的ストレス負荷試験方法

(1)被験者 被験者は，中村学園大学倫理審査委員

会の承認（倫理-11-009) およびヘルシンキ宣言に則りイ

ンフォームドコンセントを得た，健康な本学女子学生16

名（平均年齢22土 1歳，身長157.2士3.1cm, 体重50.1土

3. 3kg) を対象とした。

(2)試験スケジュール 試験のスケジュールは，試

験飲料を朝晩100叫ずつ (200mR/日） 3週間毎日摂取し，

最初に摂取した日から 3週間後 (22日§)にストレス負

荷試験を実施した。さらにウォッシュアウト期間を設け

3週間後に蒸留水を用いたストレス負荷試験を行った。

なお被験者のうち半分の人数を逆の順序で試験飲料を摂

取させるクロスオーバー試験で評価を行った。測定は，

午前 9時および午後 1時の 1B 2回とし，被験者が女性

であるため月経期間を考慮してスケジュールを設定した。

(3)プロトコール ストレス負荷試験のプロトコー

ルをFig.1に示す。試験当日は，ストレス負荷開始 2時

間前までに食事を済ませ，安静15分後，試験飲料（果実

酢飲料または蒸留水）を摂取し，さらに30分間安静にし

た後，精神的ストレス負荷として新ストループ検査II

（鞠トーヨーフィジカル）を 4分間，続いて内田クレペ

リン検査（株日本・精神技術研究所）を15分間実施する
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Fig. 1 The experimental protocol 

単純作業を負荷した。負荷後， 60分間安静状態を保った。

ストレス指標の測定は，安静15分後（測定 1)' 試料摂

取30分後（測定 2)' 精神的ストレス負荷直後（測定 3)'

ストレス負荷30分後（測定 4)およびストレス負前60分

後（測定 5)の 5回とした。なお，試験は被験者に対す

る聴覚および室内温度等の影響を避けるため静かな実験

室（室温25.5士0.1℃，相対湿度48.6士2%) にて行っ

た。

4. 精神的ストレス負荷試験の測定項目

(1)客観的ストレス指標 客観的ストレスの評価指

標として，血液流動性，心拍変動および脳波の測定を実

施した。血液流動性はレーザー血流計ポケットLDF

（（梱JMS) を用いて耳染の血流量を測定した。心拍変動

は， Memcalc/BonalyLight ((梱GMS) を用いて， 0.04

~0.15Hzの低周波数 (LF:Low Frequency)および0.15

~0.4Hzの高周波数 (HF:High Frequency) を計測し

解析した。 HFは副交感神経の活動指標， LFとHFの比

(LF/HF比）は交感神経の活動指標として用いた。脳波

はBrainPro FM-929 ((掬フューテックエレクトロニク

ス）を用い，前額にセンサーバンドを装着し測定した。

測定部位は，国際電極配置法 (10/20法）に基づく前頭

極 (Fp1) であり，耳采の不関電極による単極誘導法

を用いた。 8~13Hzの脳波をa波， 13~30HzをB波とし

て計測した。また，得られた計測値からa波とB波の比

(al(]比）を算出し，ストレス緩和の指標として用いた。

なお値は，各測定時（測定 2~ 5)の値から安静時（測

定 1) の値を引いた値（変化値）で示した。

(2)主観的ストレス指標 主観的ストレスの指標と

して， Visualanalogue scale (VAS) を用いた。 VAS

とは， 100mm幅の横線上に， Fig.Iに示した各評価地点で

の被験者自身の心理状態にあった位置に X印を付け，左

端からの距離を計測して評価するものである。本試験で

は，リラックス，疲れ，気分の 3項目を評価した。各項

目の定義は次に示すとおりである。リラックス (0mm: 

全くリラックスしていない， 100mm:とてもリラックス

している），疲れ (0mm: 全く疲れていない， 100mm:と

ても疲れている），気分 (0mm: とても気分が悪い， 100

mm: とても気分が良い）。値は，各評価時（測定 2~

5) の値から安静時（測定 1) の値を引いた値（変化

値）で示した。

(3)作業効率指標 精神的ストレス負荷に用いた内

田クレペリン検査の全体の計算量（達成数）および誤答

数を求め，達成数から誤答数を差し引き正解数を算出し

た。また，誤答数を正解数で除して誤答率を算出した。

本研究では達成数と誤答率を作業効率の指標とした。

5. 統計解析

測定結果は変化値の平均値士標準誤差で表し，果実酢

飲料を 3週間連続摂取した後の群（酢飲料摂取群）と対

照群の結果を比較した。統計解析は， IBMSPSS 

statistics ver. 22. 0を用い，対照群との差はt検定，各群

内の経時的な値の比較は一元配置分散分析法で実施した。

解析後，差があった項Hに対しTukey法を用いて検定し，

p<O. 05で有意差ありとした。

実験 結果

1. 果実酢飲料の栄養成分組成および有機酸含量

試験飲料の栄養成分組成および有機酸含量をTable1 

に示した。試料溶液100叫あたり，エネルギー33.2kcal, 

タンパク質80mg, 炭水化物8.2g, ナトリウム3.2mg, 酢

酸213mg, クエン酸111mg, リンゴ酸12mgであり，滴定酸

度は0.48%であった。

2. 客観的ストレス指標の変化

血流量は，酢飲料摂取群において試験飲料摂取後から

上昇し試験終了時まで安静時と比較して高い値を維持し

た。一方，対照群はストレス負荷により一且上昇したも

のの時間経過とともに緩やかに減少した。また，ストレ

ス負荷60分後（測定 5) で，酢飲料摂取群が対照群と比

較して平均値で 4叫/minと有意に (p<O.05)高い値を

示した (Fig.2)。

Table 1 Composition of the test sample (per 100叫）

Components Amount 

Energy (kcal) 33.2 

Protein (mg) 80 

Lipid (mg) 

゜Carbohydrate (g) 8.2 

Sodium (mg) 3.2 

Acetic acid (mg) 213 

Citric acid (mg) 111 

Malic acid (mg) 12 

Acidity (%) 0.48 
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Fig.2 Changes in blood flow before and 30 minutes 

after the intake of the drink, and just after, 30 

minutes after, and 60 minutes after the exposure to 

the stressor 

These values indicate the shift from the initial value (before 

intake), and are expressed as the mean土 SE(n=16). 

0 : Control (distilled water) , ● ： Test (apple vinegar) 

* Significant with respect to the value (s) in the control group 

(p<0.05). 

心拍変動は，交感神経活動の指標であるLF/HF比と，

副交感神経活動の指標であるHF値を測定した。それぞ

れ値が高いほど， LF/HF比はストレスを感じている状

態， HF値はストレス緩和状態であると評価した。 LF/HF

比で酢飲料摂取群が対照群と比較して有意差は認められ

なかったものの，試験全体を通して 2msec'程度低い値

を示した (Fig.3-A)。一方， HF値においては， LF/HF

比とは逆に酢飲料摂取群が対照群より高い値を示してい

た。また，酢飲料摂取群内において，試験飲料摂取後か

らストレス負荷直後までの間にはあまり変化がみられな

かったが，ストレス負荷60分後（測定 5) において，試

験開始時，試験飲料摂取30分後およびストレス負荷直後

と比較して有意に高い値を示し，副交感神経活動の上昇

が示差された (Fig.3-B)。すなわち，果実酢飲料はスト

レス負荷によるストレスを抑制する機能より，負荷され

たストレスを緩和させる機能を有する可能性を推測した。

脳波の結果をFig.4に示した。 a//3比は，値が高いほ

どストレス緩和と評価した。酢飲料摂取群は正の値を示

しており，ストレス負荷30分後に対照群と比較して有意

に高い値であった。対照群が安静時と比較してa//3比が

低下する傾向が認められたのに対し，酢飲料摂取群では

安静時よりわずかに裔い値を示した。このことは酢飲料

摂取により a波が強く現れるためであると推察された。

3. 主観的ストレス指標

主観的ストレス指標の結果をTable2に示した。疲れ

の項Hは疲れているほど高い値を示す。両群間に有意な

差は認められなかったが，いずれの群においても安静時

と比較してストレス負荷直後に有意に高い値を示したこ

とから，本試験に用いた新ストループ検査IIおよび内田

クレペリン検査が精神的ストレスを与えていることが認
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Fig.3 Changes in the LF/HF ratio (A) and HF (B) 

levels before, and 30 minutes after the intake of the 

drink, and just after, 30 minutes after, and 60 minutes 

after the exposure to the stressor 

These values indicate the shift from the initial value (before 

intake), and are expressed as the mean土 SE(n=l6). 

0: Control (distilled water), ● ： Test (apple vinegar) 
* Significant with respect to the value for 60 min after the 

exposure to the stressor in the control group (p < 0.05). 

められた。リラックスおよび気分の項目においては，高

い値ほどそれぞれリラックスしている状態および気分が

良い状態を表している。ストレス負荷直後に試料摂取30

分後と比較してリラックスは13.3mm, 気分は9.5mm低下

し，その後時間経過とともに回復する挙動が観察された

が，試験飲料の違いによる統計学的な差は認められなか

った。

4. 作業効率の変化

内田クレペリン検査の達成数および誤答率の結果を

Fig.5に示した。達成数は，酢飲料摂取群が15分の作業

時間当たり 912.52, 対照群が880.96で，酢飲料摂取群で

高かった。一方，誤答率は酢飲料摂取群が3.60%, 対照

群が3.84%と，わずかに酢飲料摂取群で低い値を示した。

酢飲料摂取群は達成数が多く，誤答率が低かったことか

ら，酢飲料摂取は作業効率向上に寄与する可能性がある

ことが示唆された。
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Fig.4 Changes in the al/3 wave ratio values before and 
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These values indicate the shift from the initial value (before 

intake), and are expressed as the mean土 SE(n=16). 
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* Significant with respect to the value (s) in the control 

group (p<0.05). 
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本研究では，血液流動性の変化，自律神経活動の変化，

脳波の変化および主観的指標の変化を用いて，果実酢飲

料摂取による精神的ストレス緩和効果の検証を行った。

Mitrouらによる研究で耐糖能異常患者がワインビネ

ガーを摂取すると血流が改善すること叫 Chudaらによ

るクエン酸，リンゴ酸による血液流動性が上昇すること

が報告されている 15)。本試験で用いた果実酢飲料におい

てもMitrouらおよびChudaらの報告と同様血液流動性を

改善することが明らかとなった。本試験では，対照群に

おいても摂取後に血液流動性の上昇傾向が観察された。

これは水分摂取により循環血液量の上昇による影響が考

えられるが，本試験と同様の条件での報告が見当たらな

いため，さらにデータを蓄積して考察する必要性がある c

a波はリラックスした状態時に出現し， B波は内的に

不安定であり，外的刺激に注意している時に出現量が増

加することが報告されている 16).17)。血流量を精神的スト

(B) 5.0 

（
苓
）

3
1
a
I
J
o
J
J
a

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

考 察

Control Test Control Test 

Fig.5 Changes in the total achievement (A) and error rate (B) of the Uchida-Kraeperin test 

Each value is expressed as the mean土 SE(n=16). 

Table 2 Changes in the VAS scores 

Ingested Sample Before 
intake 

30 min 
after intake 

Just after 
stressor 

30 min 
after stressor 

60 min 
after stressor 

Relaxed 
(mm) 

Control 
(distilled water) 

Test 
(apple vinegar) 

0

0

 

3.73士4.04

2.38土 2.65

-15.73土4.19

-10.94士4.02

-1.80土4.98

0.63士3.13

1.13士4.92

-1.44土4.11

Fatigue 
(mm) 

Control 
(distilled water) 

Test 
(apple vinegar) 

0

0

 

9.06土5.29

4.44士3.29

23.19土5.19*

26.56士5.90*

16.75土6.52

10.69士4.75

15.38士7.65

16.50土4.68

Feeling 
(mm) 

Control 
(distilled water) 

Test 
(apple vinegar) 

0

0

 

-2.38土3.44

-0.63士3.53

-9.56土4.73

-8.88士2.90

-3.81士4.07

-0.56土2.79

-1.19士3.61

-3.50土4.51

Change level土 SE(n=l6) 
*Significant vs. before intake 
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Table 3 Correlation coefficients for each of the measurements 

Blood 

flow 
LF/HF HF awave 

Blood flow 

LF/HF 

HF 

ー 0.046 

1 

0.182 

-0.241 * 

1 

awave 

/3wave 

al/3 

Relaxed 

Fatigue 

Feeling 

*p<0.05, **p<0.01 

0.224 * 

0.152 

0.145 

1 

VAS 
/3wave al(:] 

Relaxed Fatigue Feeling 

-0.149 0.283* -0.083 -0.044 0.076 

0.095 0.112 -0.139 〇.097 0.022 

0.002 0.123 0.134 0.031 0.128 

0.224 * 0.834 * * -0.056 -0.036 0.150 

1 -0.316** 0.220* -0.051 0.257* 

1 -0.186 -0.005 0.027 

1 -0.531 ** 0.391 * * 

1 -0.536* * 

1 

レスの指標として報告した論文は見当たらないが，本試

験での血流量とその他のストレス指標との相関を求める

と， a波およびa//3比とそれぞれ， r= 0. 224, r = 0. 283 
の弱い正の相関が認められた (Table3)。このため血

流量の測定単独でストレスを評価することは難しいもの

の，脳波の測定と組み合わせることで，ストレス指標と

して用いることができると考えられた。

心拍変動のLF/HF比， HF値は非侵襲的に測定できる

自律神経系の有用な活動指標として研究に用いられてい

る叫心拍変動解析をストレス評価指標として用いた研

究の 1つとして，,-アミノ酪酸 (GABA)摂取について

の報告がある。 GABAはストレス緩和機能をもつ成分と

してよく知られているが，ストレス試験においてGABA

摂取により，自律神経活動の増加，特に，副交感神経活

動指標の尤進が報告されている叫果実酢飲料を用いた

本試験では副交感神経活動指標において有意な副交感神

経活動指標の充進が認められ，ストレスが緩和されたと

考えられた (Fig.3)。

脳波に関してAbdouらはa波の出現量が多い時にリラ

ックスしている状態にあると報告している20)。本研究に

おいても果実酢飲料摂取時にa波が増加する傾向が認め

られ，果実酢の摂取はストレス緩和効果をもたらすと推

測された。 Paivaらの報告では，前頭部におけるa波は

計算などの作業記憶を行う際に増加すると報告してい

る21)。本研究ではストレス負荷後以降に，果実酢飲料摂

取群では安静時と比較してa//3比が増加したのに対し，

対照群では低下する傾向を示した (Fig.4)。このことか

ら果実酢の摂取は作業効率に変化を及ぽしたと考えられ

た。

一般的なリンゴ酢はクエン酸をほとんど含まないが，

本果実酢飲料はクエン酸を試験飲料100叫中に111mg含有

していた。これは原料中のユズ果汁によるものと考えら

れた鸞 Matsumotoらの研究では女性の被験者にユズ精

池の香気を嗅がせ，月経周期ごとの自律神経活動の変化

および精神状態を評価する試験において用いられている

Profile of Mood States (POMS) を調査し，ユズ香気

による副交感神経活動の充進や不安や疲労などネガティ

ブな感情スコアの減少を報告している22)。そのため本試

験のストレス緩和効果は酢の効果に合わせユズ香気の相

乗効果もあると考えられた。

一方，ハチミツの主成分はグルコースとフルクトース

である。グルコースは脳代謝の主要なエネルギー源であ

るため，摂取することで認知機能や記憶力が向上すると

報告されている叫また， Shimboらの研究ではグルコ

ース，フルクトースの摂取により，内田クレペリン検査

の達成数の増加やa波の上昇が確認されている 24)。本試

験においてもグルコース，フルクトースが同様のストレ

ス緩和効果および作業効率の向上に寄与した可能性があ

ると考えられた。また，その他の栄養成分としてタンパ

ク質およびナトリウムを含有していたがいずれも微量で

あった。タンパク質を構成するアミノ酸の中で， GABA

およびテアニンと精神的ストレス緩和の関連が報告され

ている 19),25)。本試験の原料のうち，リンゴ酢にはタンパ

ク質が含まれないことから，試験飲料のタンパク質はユ

ズ果汁あるいはハチミツに由来すると考えられた。ユズ

果汁にはGABAやテアニンに変換されるグルタミン酸が

含まれている 26)。そのため，本試験の結果に影響を及ぽ

した可能性は否定できないが含量が少ないため影響は小

さいと考えられた。本試験で用いた試験飲料は混合品で

あったため，今後は個別の成分に着目してより詳細なデ

ータを蓄積する必要があると考えられた。

以上の結果より，果実酢飲料の摂取により血流量，副

交感神経活動指標， al(]比の有意な上昇，また主観的評

価の改善，作業効率の上昇がみられたことから，果実酢

を3週間連続摂取することで血液の流動性が上昇し，ス

トレス緩和効果をもつと推察された。

要約

果実酢飲料が精神的ストレスに与える影響を調査し，

また酢の摂取による血流量の改善が若年女性でも起こる

のか確認を行った。その結果，客観的ストレス指標とし

て用いた血液流動性，心拍変動解析および脳波の測定に
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おいてストレス緩和状態が観察された。また主観的スト

レス指標として測定したVASにおいて，果実酢の摂取

により気分の改善が現れやすいことが示された。さらに，

ストレス負荷に用いた計算作業において作業効率の向上

が示唆された。一方，若年女性においても果実酢の継続

摂取で血液流動性に変化があることが示唆された。

脳波と血流量の結果に弱い相関が認められたことから

血液流動性もストレスの評価指標の 1つに加えることが

可能と思われた。
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