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平田赤ネギのポ 1)フェノールと食品素材開発

哲血 石塚健 長俊広 五十嵐

Chemical structure and Processing utilization of Polyphenols in HIRATkRed Welsh onion 

Tetuya SUGA W ARA Ken ISHIZU五A Toshihiro CHYO Kiharu IGARASHI・

1 *者自

諮問市特産の在来作物である平田赤ネギは，

食味に優れ，特徴的な色合いを有し，東北経済

業局より地域ブランドとして認定されてい

る。現在，赤ネギのi当者f量は約 22tであり，栽

培面積は年々増加傾向にある。また，赤ネギは

出碕量と間程度の大量の規格外産物が発生して

いるが，生食j士i指される以外に，加工用途がな

いため，ほとんど利用されていない。

そこで，赤ネギの高付加価値化や生食出荷

されない赤ネギの有効活用を自的とし，赤ネ

ギに含まれる特徴的な赤色素であるアント

シアニンやフラボノイドといったポリフェ

ノーノレ成分の化学構造を解析するとともに，

生理活性の構造相関を明らかにした。さら

に，赤ネギの廃棄部位を活用し，ポリブエ

ノール含有量の高い食品系二材を開発したの

で報告する。

2 実験方法

2.1 分析試料(平田赤ネギ)

分析に用いた赤ネギは，平成 20年 11丹に

酒田市平田地鼠赤ネギ生産組合の臨場にて収穫

されたものを分析に用いた。また，収穫した赤

ネギは，るoOCにて凍結し，必要量を解凍して

各分析に馬いた。

2.2 赤ネギのアントシアニン分析

赤ネギに 5%酢酸 (v/v) を加え，ホモジナイ

ズ後，ろ過(メンブレンフィルター， 0.45}lm) 

し， HPLC分析の試料とした。 HPLC装置は

日本分光(株)製 GULLIVERseries高圧グラ

ディエントシステムを用いた。分析 HPLC用

のカラムは Migtysil RP-18(4.6xmm i.d.x250 

mm， 関東化学)を用い，カラム温疫 400Cに

て分析を行った。溶出溶媒にj容媒A(5%酢酸-5%

アセトニトザノレ， v/v) と溶媒 B (5%酢綬糊50%

アセトニトリル， v/v)を用いた。 カラムを 5%

溶媒 Bで、平衡化後，分析は 70分で溶媒 Bの濃

度が 30%とする註線濃度勾配で行った。成分

の検出には PDA検出器(担D915， 日本分光)

を用い，検出波長は 510nmとした。標準試料

として用いたシアニジン-3-0グノレコシドはフ

ナコシ(株)から購入して使用した。

2.3 赤ネギアントシアニンの単離・轄製お

よび構造解析

赤ネギ (lkg)に 5%酔酸 21を添加後，ホモ

ジナイザーにて処理した。次いでら%酢酸 81を

追加し，按枠後，室11昆にて 24時間静寵し，ア

ントシアニン成分の捨出を行った。この抽出液

を吸引ろ過後 (5A版) ， 500mlのイオン交換

樹脂 DIAIONHP-20(三菱化学製)に供し， 21 

の蒸留水で、洗浄した。続いて1.51の 5%酢駿

-80%エタノーノレ溶液でアントシアニン成分を

溶出し，これを 20mlIこ減正濃縮した。さらに

Sephadex L百-20(ブアノレマシア2現)カラム (25

mmi.dx900mm) を用い，エタノールにて王手控;

化後，分離・精製を行った。展開溶媒にはエタ

ノーノレを用い，流速は 4ml/minとした。各ア

ントシアニン画分を減圧乾屈し， HPLC溶媒 B

J夜 10mlに読ま解後， さらに分取 HPLCにて精

製した。分取 HPLCIこは COS斑OSIL5C18ーはS-

II (10mm i.d.x250mm)カラムを使用し，流

速 3.0ml/minで溶出した。その他は分析 HPLC

と間様の条件で、行った。

得られたアントシアニンは，分析 HPLCに

て純度の検定を行い，単一成分になるまで結製
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を行った(ピーク削積比 98%以上)溶媒除去

後，少設の 0.05%塩酸ーメタノーノレに溶解し，

過剰のジエチルエーテノレを加えて沈殿者生成さ

せた。沈殿物をシリカゲルデシケータ中で 24

時間j威圧下で乾;操し，アントシアニンの塩畿地

とした。

単離した赤ネギアントシアニンについて，エ

レクトロスプレーイオン化二重収束磁場型質量

分析計(マイクロマス社製， ZabspecQ)にて分

析した。アントシアニンの測定は，lEイオンの

みを検出する陽イオンモードで、行った(分子イ

オンピーク mlz[M])。配:機体の検出はノズル

電圧 3kVにて分析を行い，アグリコンの検出

時には 7kVにて分析を行った。

さらに，挙離した主要なアントシアニンに関

しては lH-， l:lC_， COSY-， DEPT-， HMBC-

N班R スベクトル(日本電子製， JNM-EX 

400FT封 MRスベクトノレメーター)により構造

解析を行った。

2.4 赤ネギのフラボノイド分析

赤ネギ(外皮，葉，日J食部中心部，可食部

外部)約 5gに 80%(v/v)エタノール 100m1

を加え，ホモジナイザーにて処理した。さらに

室温(約 20OC) にて 24時間静置し，フラボ

ノイド成分の抽出を行った。これを，ろ紙(5A

販)およびメンブレン(0.45μm)にて順次ろ過し，

註PLC分軒の試料とした。 HPLC装置および

カラムはアントシアニンの分析に用いたものと

同様のものを使用した O 溶けj溶媒には溶媒

C(0.05%リン酸-5%アセトニトリル， v/v)，溶

媒 D(0.05%リン酸司50%アセトニトリル)を用

い，カラムを 10%溶媒 D で平衡化後， D の濃

度が 60分で 40%，90分で 80%となる直線濃

度勾配で、行った。 流速は1.0 m1/minとし，検

出は 360nmで、行った。また，標準試料として

用いたケルセチン， ケノレセチン合側Oグノレコシ

ドはフナコシより購入し，ケノレセチンー3，4に。
グルコシド，ケルセチンイー0グルコシドは山

形大学農学部食品栄養学研究室より分譲してい

ただいた(成分間定後は，赤ネギより単離・精

製して以下の実験に使用した)。

2.5 赤ネギポ 1)フェノールのDPPH(1， l-D 

ipheni 1-2-Pycrylhydrazyl)ラジカル消去

活性

赤ネギ(葉，外皮を除いた可食部)および赤

ネギタト皮 (300g) に 80%エタノール 11を加

え，ホモジナイザーにて粉砕した。次いで 80

%エタノール 21を追加し， 1Jli今後室湿にて 24

時間静置いボリフェノール成分を抽出した。

この抽出液を吸引ろ過 (5A版)し，エタノー

ノレ除去後 o威圧濃縮) ， 500m1のイオン交換

樹脂 DIAIONHP-20(三菱化学製)カラムに供

し， さらに 2.51の蒸留水にて樹脂の洗浄を行

った。続いて1.51の 80%エタノールにて，ポ

リフェノール成分を溶出し，エタノール除去後

凍結乾燥した。これを赤ネギポリフェノーノレ画

分としラジカル消去活性の評価に用いた。

DPPHラジカノレ消去活性の測定は，試験

にポリフェノール試料(適最をエタノールにj容

解) 0.4m1と1.6m1の 100mM Tris-HC1緩律;

液 (pH7.4)を加え， エタノールに溶解した

2.0m1の 0.5mMDPPH 溶液を混合， f党f'1~ し，

室混で 20分陪反応させた。反応後 517nmの

吸光度を鴻定した。ポリブェノーノレ試料の代わ

りにエタノーノレを用いて同様に測定したときの

517nmの吸光度をコントロールとした。また，

各種濃度の Tro1ox溶液を用いた場合の吸光

度を測定し，ラジカル消去活性値は Tro1ox相

当量 (mmo1Tro1ox祁当最Igポリフェノール)

として示した。

ラジカノレ消去活性の比較のため，赤ネギの

要なフラボノイドであるケルセチン，ケルセチ

ン-3-0グノレコシド， ケノレセチン-4'-0グルコシ

ド， ケノレセチンー3， ダーOグルコシ l~' を間接に

分析した。

2.6 赤ネギ外皮を用いたポ 1)フェノール素

材開発

赤ネギタト皮(出荷時に廃棄されたもの)を流

水中で洗浄し， 96
0

Cにて 2%(v/v)酢般に浸

積処理を行った。処理時間は 90秒， 270秒と

し，処理後流水中で洗浄した。

また，赤ネギの に対して 2% (v/w) とな

るように酢酸を添加し， 121
0

Cにてら分間

トクレーブ処理し，開様に流水中にて洗浄し

た。これらを乾燥後 (60oC送風乾燥， 10持間

処理) ，フードプロセッサーにて粉砕し，赤ネ

ギ外皮食品素材とした。赤ネギタト皮食品素材の

一般細菌数を測定するとともに，各フラボノイ

ド成分を分析した。
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3 実験結果および考察

3.1 赤ネギのアントシアニン分析

赤ネギに含まれるアントシアニン成分の

HPLCクロマトグラムを密1に示す。これより，

4つの主要なアントシアニンのピークが検出

された(ピーク Nol'"'-' 4)。これらピークの成

分を単離・精製処理後，エレクトロスプレーイ

オン化質量分析計(以下 ESI-MS) にて

澱定し，各アントシアニンに対する解析を行っ

た。 ESI公岱分析によって検出された，各成分

の分子イオンピーク (mlz)を表1に示す。 ESI-MS

分析により，配糖体由来の分子イオンピーク

([M]+)とアグリコン由来のフラグメントイオン

を検出することが可能で、あった。ピーク NO.l

は， ESI公!lSにて m/z449([M]十Hこ分子イオンピ

ーク， m/z287にシアニジンによるフラグメン

トイオンが検出され， さらに， HPLC分析に

よる保持持関が標準試薬と一致したことから，

シアニジン-3-0グソレコシドと問定された。

また， ピーク NO.2は， ESI-MSにて

m/z535([M]+) ，こ分子イオンピークを，mlz287 

にシアニジンによるフラグメントイオンが検出

され，mlz449にシアニジンーグルコシドのフラ

グメントイオンが検出された。よって， ピーク

NO.2はシアニジンとグルコース，マロン酸

(m/z86) の存在が示唆された。

さらに 13CNMR(100l¥在 Hz，

CF3COOD心D30Dヱト9，T拡S，uppm)スベク

トルでは， シアニジンとグノレコース由来のスベ

クトル髄がシアニジン-3-0グルコシドのスベ

クトル値とよく一致し， HMBCスベクトルで

は，シアニジンの 3位のカーボンシグナルと

グルコース 1位のプロトンシグナルとの院に

クロスワンクシグPナノレが確認され， グルコース

6位のプロトンシグナノレとマロン駿 1位のカー

ボ、ンシグナルとの開にクロスリンクシグ、ナノレが

確認されたことから， ピーク NO.2はシアニジ

ン合制。 (6"・0マロニノレ) -グノレコシドと向定さ

れた。

また， ピーク No.3，ピーク No.4は呂田-MS

の分析結果より，それぞれデノレフイニジンおよ

びシアニジンに糖， もしくは有機駿等が結合し

o 10 20 30 40 50 60 70 

保持時[iil(分)

①:シアニγン3-D-ク，IVコシトゼ②:シ了ニシマン(6"ーマロニル)-3-(}IJ" Ivコシi、A

③:デ 1レブイニシツ配給体 ④.シアニγン況糖体

醤 1赤ネキγントシ7ニンの HPLC灼マi、夕、、7ム

(510nm) 

① 

④ 

。 20 40 60 80 

保持時間(分)

100 

①:ケ吋チン 3，4'-()グルコシト h ②:怜セチン 3-(}7"1レコントや

③:ケ吋チン 4'-(}ゲIvコシド @:1ivtチン

留2赤ネキ"77ポノイドの HPLCクロマトグラム

(360nm) 

た矯造であることが推定された。

3.2 赤ネギのフラボノイド分析

赤ネギに含まれるフラボノイド成分の

HPLCクロマトグラムを諮2'こ示す。これより，

4つの主要なブラボノイドのピークが検出さ

れた(ピーク Nol'"'-' 4)0 これら成分について，

HPLC分析による保持時間が標準試薬と

したことから，それぞれ，ケルセチンー3，4ヘ。

グノレコシド(ピーク No.l) ， ケノレセチン令"。

グノレコシド(ピーク No.2)， ケノレセチンザ"。

グルコシド(ピーク No.3) ，ケルセチン(ピ

ーク No.4)と開定された。

また，赤ネギ各部位のフラボノイド含有量を

表2'こ示す。赤ネギは葉および石]食部中心部批

のフラボノイド含有量は低く，廃棄部位である

外皮や可食部外側のフラボノイド含有量が非常

に高いことを明らかにすることができた。また，

p
h
d
 

門

i



菅原石塚長五十嵐・平田赤ネギのポリフェノールと食話素材開発

表 1 赤ネギアントシアニンの主要成分

HPLC 
ピーク No.

① 

@ 

③ 

④ 

分子イオンピーク (7y" ~:Jン由来77ゲメント)

m/z[M+] 

449(287) 

535(287) 

697(303) 

577(287) 

シコレ，/' 

)
悶
グ

物
日
明
。

ムロ泊一円一
U

化
付
一
ンJ

ン一一ア、ン

シアニジンー3-0 (6"-0マロニノレ)蜘グルコシド

デルブイニジン配:総体(未聞定)

シアニジン配糖体(未開定)

表 2 赤ネギ各部位のフラボ、ノイド含有量

赤ネギ各部位 ケルセチン ケルセチンサグルコシド

外皮 177土 9.52 234土 73.1

石I食部(外部 8.12:t 1.86 139土 4.45

1玉J食部(中心部位) 0.48土1.86 N.D 

葉音[1 0.51土 0.05 1.60土 0.50

平均値±標準縞差(1試料につき 3回分析)

N.D (not detected) 

(mg/100g新鮮重量)

ケルセチンー3，4にグソレコシド

63.0 ごと 15.7 

108土 7.97

0.39土 0.36

1.44 こと 0.58 

可食部外側ではケノレセチンー4に0グノレコシドお

よびケルセチン-3，4にOグソレコシドの

い値を示し，外皮で、はケノレセチンイ師。グノレ

コシドおよびケノレセチン含有量が高い{症を示し

た。

3.3 赤ネギポリフェノールのDPPH(1， 1-D 
ipheni 1-2-Pycrylhydrazyl)ラジカル消去

活f生
赤ネギおよび赤ネギ外皮より誠裂したポリ

フェノール， さらに赤ネギポリフェノールの

要な構成成 分 で あ る ブ ラ ボ ノ イドの

DPPHラジカノレ消去活性を図3に示す。赤ネ

ギ可食部より調製したポリフェノーノレ画分の

ラジカノレ誤去活性は低く，赤ネギタト皮より調

製したポリブェノーノレ画分は強いラジカル諮

去活性を示した。赤ネギの構成フラボノイ F

の中ではケノレセチンのラジカノレ消去活性が最

も強く， 次いでケノレセチン-3・0グルコシ F，

ケノレセチン ω 4'-0グルコシド， ケノレセチン司3，

4'-0グルコシドの)1慎であったO ここでフラボ

ノイドのラジカル出去活性は，一般的にジフェ

ニルプロパノイド(C6氾3・C6)骨格における B環

の構造(水酸基の数)に強く依存することが知

られておりj) B環の水駿基が一つグノレコシル

化されたケルセチン-4にOグノレコシドのラジカ

ノレ消去活性はケノレセチンと比較し，顕著に低値

を示した。また， ジフェニルプロパノイド

(C6-C3-C6)骨格における C環， 3位の水酸基が

グノレコシノレ化されたケノレセチン幽3・0グノレコシ

ドにおいても，ケノレセチンと比較し，ラジカル

外皮ポリ7ヱ/哨

掛川山日

ケJVtfン3r井コシド

ケJVtfン34'グんコシγ

ケかtチン4'riVコシド

ケJVtfン

o 2 4 6 8 10 12 

DPPHラジカノレ消去活性 (Troloxmol / g sample) 

図3 赤材ず調製ホ-~ 7ェノールおよび各77ホソイド成

分の DPPH'jγJJJV消去活性

平均値土 ( 1試料につき 3回分析)

90秒処理

レトルト処浬

270秒処淫

然処理(コントロール)

o 0.5 1 1.5 2 2.5 

ブラポノイト官有遼(g/lOOg)

国4 赤ネキ守タト皮食品素材の7'ji](ノイド

平均値念標準偏差(1試料につき 3回分析う
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?i号去活性が低い値を示すものの， c環 3位の水

酸基のラジカル消去活性に対する寄与度は B

環の水援基と比較し低いものと推察された。

3.4 赤ネギ外皮を用いたポリフエノール素材

開発

出荷時に大量に廃棄される赤ネギ外皮を用

い，酢酸・加熱処理によりフラボノイド配糖

体の加水分解を行った。各処理条件により調

製した赤ネギ外皮食品素材のフラボノイド含

有量を顕4[こポす。 2%酢般にて加熱処理を行

った試験区では，処理持関に依存して，ケル

セチン-3，4'-0-グルコシドの含存;量が減少し，

ケルセチンの増加が認められた。さらに，酢酸

を添加し，オートクレーブ、処理を行った試験区

では，ケルセチン-3，4'・0グルコシドおよびケ

ルセチンー4'-0-グルコシドが顕著に減少し，ケ

ノレセチン含有量の著しい増加が認められた。ま

た，赤ネギ外皮の一般細菌数は非常に多く

8.6X10
6 {悶/gであったが，酢酸'加熱処理によ

り，一般細菌数は顕著に減少し， 2%酢酸，

270秒処理およびオートクレーブ処理区では

般細菌は検出されなかった。

ここで，赤ネギに含まれるフラボノイ rのな

かで，マウスに四域化炭素を投与して誘導した

肝機能障害において，ケノレセチンは有意にその

抑制効果を示すものの，ケノレセチンー4に0グノレ

コシドやケノレセチン-3，4に0グルコシドではそ

の効果が減衰することが報告されているヘま

た，ストレプトゾトシンを投与して誘導した糖

尿病モデルマウスにおいて，ケノレセチンが病態

の改善効果を示すことが報告されているヘ酢

酸づJQ熱処理により調製した赤ネギ外皮食品

材は，ケノレセチン含有量;が非常に高く，健康食

品素材として有効で、ある可能性が示唆された。

4 結 a

1)赤ネギに含まれる主要なアントシアニン

として， シアニジン-3-0-グノレコシ]-':'， シアニ

ジン合制。(6"輔 Oマロニノレ)嶋グノレコシドを開

定した。

2)赤ネギに含まれるフラボノイ r4種を同定

し，赤ネギタト皮に多量にフラボノイドが含まれ

れることを明らかにした。また，赤ネギタト皮よ

り調製したポリフェノーノレ画分は強いラジカル

治去活性を示し，その構成成分の中でケノレセチ

ンが最も強いラジカノレ消去活性を示した。

3)赤ネギタト皮を活用し，酢酸ー加熱処理により

ケノレセチン配糖体を加水分解し， ケルセチン

を多量に含有する食品素材を開発することが

可能で、あった。
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