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4品種の国産イグサの1，1・diphenyl-2・picrylhydrazylラジカル消去能と

総フェノール含量

安田 イ中・山本貴大*・佐伯真菜美**・小野政輝*・井越敬司*・椛田聖孝**

Determination of 1，1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging capacity and total phenolic content in four 

different igusαcultivars in Japan 

Shin Y ASUDA， Takahiro Y AMAMOTO， Manami SAIKI， Masat巳ruONO， 

Keiji IGOSHI and Kiyotaka KABATA 

(Received 12 October 2012; accepted 22 November 2012) 

19問。 (Juncus々がISUSL. var. dec伊iensBuchen) has been historically used as an her加 1medicine for nephritis and dermal 

disorders， while scientific mechanisms underlying its health beneficial effect still remain to b巴 clarified.We embarked on 

ex創niningthe functional role of igusa，巳speciallyin the field of antioxidation. The current study was designed to investigate 

whether four different igusa cultivars harvested in Jun巴orJuly 2011 may possess antioxidant capacity using 1，1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) radical as an oxidation model. Among four igωαsamples harvested in June， 'lsonami' showed the 

highest and 1.66-times higher scavenging activity than the lowest ‘Hinomidori'. In two cases，‘Hinomidori' and ‘Hinoharuka' 

cultivars harvested in July demonstrated higher antioxidant capacity than the cultivars harvested in June. The determination of 

total phenolic content revealed that ‘lsonami' harvested in June showed the highest and 1.91司 timeshigher amount than the 

lowest ‘Hinomidori'. In two cases，‘Okayama No.3' and‘Hinomidori' cultivars harvested in July demonstrated higher phenolic 

content than the cultivars harvested in June. Based on the statistical correlation test， a positive correlation between their DPPH 

radical scavenging capacity and phenolic content determined was found to be significant. Collectively， the phenolic 

compounds of igusa may in part play a role on their antioxidant effects but vary with their strains and/or harv巴stedtime. 

緒言

イグサ(蘭草，Juncus effusus L. var. decipiens Buchen) 

はイグサ科 (Juncaceae) に分類される植物で，わが国

を含むアジア圏ではイグサの茎部位が畳表やゴザの原料

として利用される.現在， 日本におけるイグサの生産量

は約11，000トン (2010年時データ)であり，熊本県が全

国生産量の90%以上を占める(1). しかしながら，住

宅の洋風化や景気低迷による畳表の囲内需要の減少や中

国産畳表の輸入の影響を受け， 1995年には約58，000トン
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あった生産量も約 5分の l以下にまで減少し作付面積と

もに減少傾向にある 近年では中国で栽培されたイグサ

品種の産地偽装問題も無視できない現状から (2，3)， 

熊本県では八代地方を中心に県産畳表のブランド化を図

るためにも， rひのみどり J(4)， r夕凪(ゅうなぎ)J

(5)， rひのはるかJ(6) をはじめとした優良品種の作

出と栽培，生産拡大と統一産地表示「くまもと畳表jに

取り組んで、いる(1)

イグサは畳としての使用だけでなく，古来より薬草と

して使用されてきた(7) 例えば，イグサ地上部は漢

方薬では灯心草(とうしんそう)と呼ばれ，利尿薬や消

炎薬などの薬効が知られ，煎じて飲むほか，切り傷，出

血，打撲に塗布することで症状緩和をもたらすとされる
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(8) . しかしながら，民間伝承薬としてのイグサの利用

や作用機序にはまだまだ未解明な部分も多く残る.さら

にイグサの抗酸化作用 (9-11)や抗菌作用 (7，9) 

に関する研究報告が散見されるものの，イグサ品種の違

いや収穫時期の違いによる機能性の研究はほとんど見受

けられない 近年，地域限定ながら熊本県八代地方にお

いて無化学肥料無農薬で栽培されたイグサを添加した食

品(そうめん，アイスクリーム，キャンディなど)が市

場に出回るようになり (12)，地域の特色ある健康食品

素材にイグサを活用するべく，その利用価値を明らかに

するための研究に期待が高まっている.

われわれの身体のなかで生じる活性酸素は，生体防御

において単球などの食細胞が病原微生物の侵入に抵抗す

る際に重要な役割を担い (13，14)， ミトコンドリア電

子伝達系においても呼吸反応の過程で生成しうる (15).

しかしながら，活性酸素そのもののレベルが上昇し過剰

な酸化ストレスが生じる際には 様々な炎症などの疾病

状態を惹起しうることが報告されている (13，14). 体

内で生じる活性酸素種には過酸化水素 (H202) や一重項

酸素 C02) に加えて，反応性の高いスーパーオキシド

アニオン (02-)ラジカルやヒドロキシル (OH) ラジカ

ルなどのフリーラジカルが存在しこれらの生成と除去

のバランスが破綻すると 炎症性疾患の重篤化，動脈硬

化症，ガン，神経性疾患および糖尿病などの様々な疾病

の発症リスクが高まることが報告されている(16，17). 

一方で，日常的に食する食品中には活性酸素の生成を抑

制し消去しうるポリフェノール類などの抗酸化性物質が

含まれていることが広く知られる (18，19). 酸化バラ

ンスの破粧が原因とされる疾病の多くは我々の生活習慣

に深く関連づけられていることから，近年では日々の食

事よりこれら活性酸素種を制御できる食材や成分を検索

し疾病予防を目的に積極的に取り入れようとする研究

が盛んに行われている (18-20).

本研究では， 2011年に熊本県八代地域で生産された主

要4品種のイグサ (1いそなみj，1ひのみどり j，1ひの

はるかj，1岡山 3号j)の健康食品素材としての利用価

値を見出すべく，茎葉部が成長段階にある 6月および畳

表として利用する際の 7月の 2期に分けて収穫したもの

より抽出物を調製し，活性酸素種のモデルとなるラジカ

ル種に対して消去作用を発揮しうるか調べることとした

さらに，これらのイグサ中に含まれる総フェノール含量

をそれぞれ調べ，ラジカル消去活性を指標とした抗酸化

能との聞における相関関係について検証することとした目

材料および方法

原材料および試薬類

主要4品種のイグサ (1いそなみj，1ひのみどり j，

「ひのはるかj，および i岡山 3号j) は，熊本県八代地

域において2011年に栽培されたもので，それぞれ茎葉部

が成長段階にある 6月下旬頃(早刈り)に収穫されたも

のと、畳表として利用する際の 7月中旬頃(普通刈り)

に収穫されたものの2種類が熊本県農業研究センターい

業研究所(熊本県八代市)より提供されたメタノール，

lJ-dipheny!-2-picry!hydrazy! (DPPH)， フェノール試液，

クロロゲン酸，エタノール，酢酸，酢酸ナトリウム，炭

酸ナトリウムはナカライテスク(京都)より購入した.

トロロックスはシグマアルドリッチ(米国)より入手

した.

イグサ抽出物の調製

各々のイグサ抽出物の調製は下記の通り行った即ち，

刈り取られた生鮮イグサを恒温乾燥器 (DK88型，ヤマ

ト科学，東京)により 60
0

Cで72時間乾燥させ，これを

ウイレー粉砕器 (SK1型， Retsch GmbH， ドイツ)で

1mmメッシュを通過するまで微粉砕加工したものをイ

グサ粉末試料としたこのイグサ乾燥粉末 5gに50m!

の80%メタノールを加え，ホモジナイザー(エースホモ

ジナイザー AM-12型， 日本精機製作所，東京)を用い

て10，000rpmで30秒間破砕しこれを 2回繰り返した.

不溶性の沈殿物を取り除くために遠心分離 (4，500rpm，

4
0

C， 20分)を行い，上清を回収した.残誼には新たに

50m!の80%メタノールを加え，上述の如く，破砕，遠

心して上清を回収した 得られた抽出物は100m!のメス

フラスコ内で混和してフィルアップしその後100m!の

褐色瓶に入れて使用時まで4
0

Cで保存した

DPPHラジカル消去活性の測定

DPPHラジカル消去活性測定は，既報 (21) に基づい

て測定した 即ち，試料溶液10μ 1， 70%のエタノール

溶液90μ!，O.lMの酢酸緩衝液 (pH5.5)100μlを混合

させ，これら200μlを標準反応溶液としたこれに， 0.5 

mMのDPPH溶液50μlを添加し室温で30分間反応さ

せた.その後，この溶液250μlのうち200μlをとり，マ

イクロプレートリーダー (SH-1000Lab型吸光グレー

テイングマイクロプレートリーダーコロナ電気，茨

城)を用いて517nmにおける吸光度を測定した.なお，

試料に色または濁りを有する場合は，試料溶液から

DPPH溶液を除いたものについて同様の操作を行い，そ
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れぞれの試料ブランク値を求めた DPPHラジカル消去

活性(%)は次式により算出した

Scave 口gi凶ngacω山ttv引It匂y(%)=[口l一l(As 叫 " 一AB引帥"帥r

AB 刷帥k)f ]x 10ω O 

As臼a岬2

AんAB1剖"帥巾"k フブ守ランクの吸光度

AControl:試料を含まないコントロールの吸光度

総フェノール含量の測定

イグサ抽出物中の総フェノール含量測定は Folin-

Ciocalteu法 (22) により行った.すなわち，試料溶液

25μlにフェノール試液125μlを加えて混合したこれ

に10%炭酸ナトリウム水溶液を125μl加えて 10分間室

温で混合させ，さらに 5分間静置したこの溶液275μl

のうち200μlをとり，マイクロプレートリーダーを用い

て600nmにおける吸光度を測定したイグサ抽出物

1 mlあたりの総フェノール含量は，クロロゲン酸相当

量 (Chlorogenicacid equivalent amount; CAEq) として算

出した 80%メタノールを含む本試料溶液では，上述の

常法で行うと極端に白濁してしまうケースがあり，試料

溶液25μlのうち半量を水に置き換えて実施することで

これを解消した

統計解析

実験結果は 4つの異なるデータより得た平均値±標準

偏差で表記した 統計処理には， Excel (マイクロソフ

ト(株))の関数および解析ツール，アドインソフト

Statcel (オーエムエス出版)を使用した.収穫時期の異

なる 2群聞における有意差の検証には Studentのt検定

を用いて Pく0.05，Pく0.01もしくは Pく0.001で判断し相

関性の解析にはスピアマンの順位相関係数 rsを求め優

位点ならびに p値を基準に検定を行った.

結果および考察

イグサは伝統的に日本の畳表の原料に使用される植物

であるが，歴史的には腎炎や皮膚炎などの疾患に対する

薬草としても用いられてきた(1， 8， 12). 体内にお

ける酸化バランスの破綻はこれら疾病の発症リスクを高

めることが知られており (16，17)，特定の食材摂取に

よるこれら疾病予防効果を期待した研究が行われている

(18-20) 近年健康食品素材として注目されつつあるイ

グサの健康維持および増進に有益な情報を提供するべく，

本研究では 6月と 7月に収穫された 4種類の異なるイグ

サ品種が DPPHラジカルに対して消去能を有するか調

べることとした. さらに総フェノール含量を測定し，ラ

ジカル消去能を指標とした抗酸化能との聞における関連

性について検証することとした.

イグサ抽出物の DPPHラジカル消去能

はじめに2011年6月と 7月の 2期に分けて収穫された

それぞれのイグサ乾燥粉末 5gより 2固に分けて50ml

の80%メタノールで順次抽出を行い，総量100mlの可溶

性画分を得た.これらを用いて異なる品種のイグサ抽出

物が DPPHラジカルに対して消去能を有しているか検

証を行った.ここでいう 6月収穫とはまだ茎葉部が成長

期にある 6月下旬頃の段階で収穫するものを指し， 7月

収穫とは畳表に使用することを目的に収穫時期が7月中

旬頃に設定されたイグサである.その結果，試験に供し

た4品種のイグサ抽出物のなかで， 6月収穫の「いそな

み」は75.4%と高いラジカル消去活性を示し，同時期収

穫で最低値45.5%を示した「ひのみどりJの1.66倍高い

値が得られた (Fig.1). 収穫期 7月において「いそな

lCコ

N.S. *紳

苦-立gぢ手迂h 75 0 5 

5QU3 E2 お

。
lsonami HiflOhaη止α OkφlamaNo.3 H間四'udori

Fig. 1. DPPH Radical scavenging activity of four different igusa 
cultivars harvested in June or July 2011. 19usa samples harvested in 
June 2011 (gray column) or July 2011 (black column) were used 
in this experiment. Data represent mean 士 S.D.derived from four 
independent determinations. A parallel experiment confirmed that the 
ECso value of trolox， as a positive control， was 8.03μg/ml. * p < 0.05 or 
**キPく 0.001was considered statistically different using student t -test 
Nぷ meansno significance 

みjは6月と同程度の75.3%の高い活性を示し，同時期

で最小値60%が認められた「岡山 3号」よりも1.26倍高

い値が得られた 次に，それぞれのイグサが DPPHラ

ジカル消去能に及ぼす収穫時期の影響について調べた.

その結果， rいそなみ」および「岡山 3号」では有意な

差異が認められなかったものの， rひのはるか」および

「ひのみどり jの2品種では， 6月収穫よりも 7月収穫

のもので高い抗酸化活性を示しそれぞれ統計学的に有

意な差が認められた.これらのことより， 4品種のイグ

サ間では抗酸化活性に最大で1.66倍の違いがあること，

品種によっては 6月で収穫するよりも 7月で収穫するも

ののほうが高い抗酸化能を有していることが判明した.

これまでに，岡山県産イグサの酢酸エチル抽出画分，ア
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セトン抽出画分，エタノール抽出画分に油脂リノール酸

酸化を指標とした抗脂質過酸化作用および抗菌作用が報

告されている(9). 複数の農産物で抗酸化性を比較し

た研究では， とくにイグ、サが活性酸素に対する高い抗酸

化作用を示し(10)，最近では台湾産の湿地性の薬草類

のなかでイグサが DPPHラジカル消去作用や2，2'

-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline) -6-sulfonic acid (ABTS) 

カチオンラジカル消去作用を指標とした抗酸化作用を示

すことが報告されている (11) 我々の結果もまた，試

験対象がイグサという点においてはこれらの報告を支持

するものであった.

イグサ抽出物の総フェノール含量

これらのイグサ抽出物を用いて総フェノール含量を測

定した.その結果，試験に供した 4品種のイグサ抽出物

のなかで6月に収穫された「いそなみ」がクロロゲン酸

相当量として最大値366μg/mlの総フェノール含量を示

し同時期収穫で最低値192μg/mlを示した「ひのみど

り」の1.91倍高い値が得られた (Fig.2)目収穫期 7月に

5∞ 
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Fig. 2. Determination of total phenolic content in fonr different igusa 

cnltivars harvested in June or July 2011. Igusa samples harvested 

in June 2011 (gray column) or July 2011 (black column) were 

used in this experiment. Data represent mean :t S.D. derived from 

four independent determinations. CAEq; Chlorogenic acid equivalent 

amount. The equation of calibration cnrve ranging企om0， 62.5 to 1，0∞ 
μg!ml was y = 1.3583x十 0.0153，R

2 
= 0.9983. **Pく 0.01or料 常 P<

0.001 was considered statistically different using student t -test. N.S 

means no significance 

おいては「いそなみJは最大値を与えずに「ひのみど

り」が最大244μg/mlの値を示し最低値204μg/mlを示

した「ひのはるか」よりも1.20倍高い値が得られた.次

に，それぞれのイグサが有する総フェノール含量に及ぼ

す収穫時期の影響を調べたその結果， IいそなみJの

みが6月収穫時に 7月収穫よりも高いフェノール含量を

示し有意差が認められた対照的に， I岡山 3号Jと

「ひのみどり」では 6月収穫よりも 7月収穫のもので有

意に高い値が得られた. 4品種のなかで， Iひのはる

か」のみが有意差を示さなかったこれらのことより，

4品種のイグサ聞では総フェノール含量に最大で1.91倍

の違いがあること，品種によっては6月に収穫するより

も7月に収穫したもののほうが総フェノール含量を多く

有するもの，逆に 6月収穫で高いもの，または差異が認

められないものがあることなどが判明した.農産物にお

いては同一条件で栽培しでも品種・系統聞でポリフェ

ノール含量などに差異が認められており，ヤーコンを例

に挙げると年度の違いによって個体あたりの収穫量やポ

リフェノール含量がいくらか変動しうること，ポリフェ

ノール含量が高い品種では次年度においても正の相聞を

もって同様に他の品種よりも高いことが報告されている

(23) .また，生育過程において植物体の部位別にポリ

フェノール含量は変動するため (24)，本研究で使用し

た4品種のイグサ中に存在するポリフェノール含量もま

た生育とともに植物体内で変動し生育環境が同一で

あっても品種の違いにより異なる性状を示す可能性が考

えられた.

イグサ抽出物の DPPHラジカル消去能と総フェノール

含量との相関性

イグサの有する DPPHラジカル消去能のメカニズム

についての知見を得るべく 2期に分けて収穫された4

品種のイグサの DPPHラジカル消去能とイグサ中に含

まれる総フェノール含量との聞における相関関係につい

て調べることとした両実験より得られた測定値を座標

軸に基づいて相関図を作成した結果，スピアマンの順位

相関係数 rs=0.929とともに有意な正の相関性 (p=

0.0140) が認められた (Fig.3). イグサ中に含まれるポ
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Fig. 3. Relationship of four different igusa cultivars to the DPPH radical 

scavenging activity and phenolic contents determined. Igl目。 samples

harvested in June 2011 (gray circle) and July 2011 (black circle) 

were used in this experiment. Data represent mean values derived from 

four experiments of individual igusa samples. Pく 0.05was considered 

statistically significant using Spearman rank correlation test. CAEq; 

Chlorogenic acid equivalent amount. 

リフェノールには，フェナントレン誘導体およびルテオ

リン誘導体をはじめ，特徴的なフェノール性化合物 (25

27)が幾っか報告されており，イグサ特有の芳香性成

分もまた見出されている (28). しかしながら，どの品
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種にどのような成分が特徴的に含有されているかは未だ

明らかにはなっておらず，更なる研究が必要である ま

た本研究で用いた 4品種のイグサの過去の畳表として

の栽培特性調査では，いずれも本研究における収穫期6

月に相当する収穫時期の早刈りが収穫期 7月に相当する

普通刈りよりも 1m乾茎重量および硬度ともに低値を

示している(6). そこでは，早刈りの「ひのはるかJ

がとくに弾力性に富むのに対し普通刈りの「いそなみJ
が最も高い硬度特性が認められるほか，品種間では耐摩

耗強度における畳表としての加工特性は同等と認められ

ている.従って，イグサを地域の特色ある健康食品素材

として有効活用するにあたっては，より詳細な生理機能

性や有効成分に関する調査を明らかにしていくとともに，

粉砕加工などの面で食用に適した物性を示す品種や収穫

時期の検討なども食品加工の観点から考慮する必要があ

ると思われる

イグサの健康維持および増進に有益な情報を提供する

ため、本研究でわれわれは初めて収穫時期を異とする 4

種類の国産イグサ品種が DPPHラジカル消去能を指標

とした抗酸化能を有することを明らかにした程度の違

いはあるもののこれらのイグサは DPPHラジカルに対

して消去能を示し，品種によっては収穫時期の違いによ

り活性に差異が生じる可能性を見出した. また，イグサ

の総フェノール含量もまた品種間で異なる値が認められ，

収穫時期の違いによって増加，減少，あるいは差異が認

められない場合があることが判明した 得られた抗酸化

活性と総フェノール含量との聞には有意な正の相闘が認

められたことより，イグサ中に含まれるポリフェノール

類はその抗酸化能に寄与しうるものと考えられるものの，

品種や収穫時期によって異なることが示唆された. しか

しながら，無化学肥料無農薬で栽培されたイグサを地域

の特色ある健康食品素材として普及するにあたっては，

より多くの品種の違いや収穫時期の詳細な違いを明らか

にすることが重要で、あり これらイグサ中に含まれる成

分が潜在的に有しうる酸化バランス調節機構の解明にあ

たっては，有効成分の同定や含量の測定，メカニズムを

異とする抗酸化能の複合的な評価など，今後更なる検証

が必要である.

要約

イグサ (Juncω が々/susL. var. decipiens Buchen) は歴史

的に腎炎や皮膚炎などの疾患に対する薬草として用いら

れてきたものの，その健康増進作用における科学的なメ

カニズムは未だ明らかにされていない.われわれは酸化

防止の観点よりイグサの機能性について調査を開始する

こととし本研究では2011年6月と 7月に収穫された 4

種類の異なるイグサ品種が酸化モデルである

1，I-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ラジカルに対して

抗酸化作用を有するか調べることとした試験に供した

4品種のイグサ抽出物のなかで， 6月収穫の「いそな

み」が最大のラジカル消去活性を示し，最低値であった

同時期収穫の「ひのみどり」の1.66倍高い値が得られた.

「ひのみどり」および「ひのはるかJの2品種は， 6月

収穫よりも 7月収穫のもので高い抗酸化活性を示した.

総フェノール含量を測定した結果， 6月収穫の「いそな

みJが最大の総フェノール含量を示し，最低値を示した

同時期収穫の「ひのみどりJの1.91倍高い値が得られた

「岡山 3号Jと「ひのみどりJの2品種は， 6月収穫よ

りも 7月収穫のもので高いフェノール含量を示した.こ

のとき，イグサの DPPHラジカル消去能と総フェノー

ル含量との聞には有意な正の相関性が認められた以上

より，イグサのフェノール性化合物類はその抗酸化能に

寄与するものと思われるものの，品種や収穫時期によっ

て異なることが示唆された.
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