
緒　　　　　言

　近年，消費者の健康志向，自然志向が高まるにつれて，
サツマイモの良さが再認識されてきた。サツマイモは中
央アメリカを原産地とし，紀元前から栽培されていたこ
とがわかっている。コロンブスがヨーロッパに伝え，日
本では江戸時代に栽培が始まった。やせた土地でも育つ
ため，飢饉の際に多くの人々を救った。世界食料機構が
発表した統計資料によると，２００８年の全世界における生
産量は１億６０５万トンであり，主食となるイモ類ではジャ
ガイモ（同３億２，５５６万トン），キャッサバ（同２億
３，２４６万トン）に次ぐ。生産地域は中国に極端に集中して
おり，その大部分は酒類等への加工用である。日本の生
産量は１０１．１万トンである。
　主成分はデンプンだが，各種ビタミンやミネラル類も
豊富に含まれている。また，セルロース，ペクチンと
いった食物繊維が非常に多く含まれているのが特徴であ
る。しかし，カロリーは米や小麦の三分の一程度と低い。
ビタミンの中でも，ビタミン Cは食品成分表記載のさつ
まいも（塊根・生）の成分値は ２９ mg/１００ gであり，ビ
タミン Cの豊富な食材のひとつである１）。また，サツマ
イモのビタミン Cはデンプンの糊化現象のため，ゆで汁
へのビタミン Cの損失は少ないといわれる。
　ビタミン Cは抗酸化ビタミンとしてビタミン Aや E
とともに注目を集めている。ビタミン Cは，ビタミン類
の中では最も大量に必要とされるもので，成人・小児の
場合，推定平均必要量が ８５ m g/ 日で，推奨量は １００ 
mg/ 日とされる２）。また，他のビタミンと異なり多量に摂

取すると抗ガン作用，抗ストレス作用，感染症の予防，
コラーゲンの合成，免疫機能の維持・亢進，ホルモンの
活性化，鉄吸収の促進など様々な生理機能のあることが
発見されてきた。アスコルビン酸を生体内で合成できな
いのは，ヒト，サル，モルモット，ゾウ，熱帯産の鳥類
の一部などである。
　ビタミン Cは，化学的にはアスコルビン酸の L体のみ
をさす。酸化型であるデオキシアスコルビン酸は，生体
内でデヒドロアスコルビン酸レダクターゼにより還元さ
れて L- アスコルビン酸に還元・再生され，L- アスコルビ
ン酸とデヒドロアスコルビン酸は同等に扱える。そのた
め，「L- アスコルビン酸とデヒドロアスコルビン酸のビタ
ミン C効力は人体内では同等である」とされ，「四訂食
品成分表」からは，還元型と酸化型を合わせた総量（総
ビタミン C）をビタミン C量として示している。
　ビタミン Cは，空気に触れると酸化しやすく，加熱に
よっても失われる壊れやすいビタミンであるといわれて
いた。しかし，野菜は生で食するよりも加熱調理して食
することが多い。また，ビタミン Cは水溶性であるため
にゆで加熱調理中に流出するのであって，熱に弱くはな
いという説もある。
　本研究は，ビタミン Cが実際に熱によってどの程度失
われるのか検討することを目的として，サツマイモを加
熱調理した後の抗酸化能，L- アスコルビン酸量および総
アスコルビン酸量（L- アスコルビン酸＋デヒドロアスコル
ビン酸）を生のそれらと比較検討した。
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材料および方法

１．　材料
　市販のサツマイモ（銘柄不詳，貯蔵のもの，同一販売
店で入手）を実験材料とした。

２．　試薬類
　L- アスコルビン酸と総アスコルビン酸の測定には，J. 
Kインターナショナル　F- キット　L- アスコルビン酸
（キットに含まれるおもな試薬は ３-(４,５-dimethylyhiazoly-
２)-２,５-diphenylterazolium bromide（以下 MTTと略），ア
スコルビン酸オキシダーゼ，５-methylphenazinium 
methyl sulfate（以下 PMSと略））」を使用した。
　その他試薬はジチオスレイトール（以下DTTと略）な
ど一般市販品を使用した。

３．実験器具
　JASCO製　V-５２０　分光光度計
　TOMY SEIO社製　Timely-SP　遠心機
　日本精器　ホモジナイザー

４．　サンプル調整
　１）　サツマイモ（５．０ g～ ５．１ g）を空気および沸騰水
に触れないようにラップに包み，沸騰した湯の中で
２０分加熱した。生のサツマイモと加熱したサツマイ
モそれぞれに １８ mLの１００％エタノールを加え，ホ
モジナイザーで破砕した。破砕したサンプルをろ紙
で濾過し，ろ紙上のサンプルを８０％エタノールで洗
い，ろ液を ５０ ml容メスフラスコに移し，全 ５０ ml
に調整した。この溶液を抗酸化能の測定試料とした。

　２）　サツマイモ（５．０ g ～ ５．１ g）を空気および沸騰水
に触れないようにラップに包み，沸騰した湯の中で
２０分加熱した。２５ mlの１．５％メタリン酸を加え，ホ
モジナイザーで破砕した。破砕したサンプルを遠心
し，上澄を L- アスコルビン酸および総アスコルビン
酸の測定試料とした。

５．　抗酸化能の測定
　安定な有機ラジカルである DPPH・を試料と反応させ，
DPPH・の減少量を試料の抗酸化能とした。抗酸化能は，
DPPH・の吸収波長 ５２０ nmの吸光度の減少を既知濃度の
Troloxによる吸光度の減少に対する相対値として算出し
た。

６．　L- アスコルビン酸濃度の測定
　試料に MTTと PMSとを加え，３７°Cで１５分反応させ，
試料中の L- アスコルビン酸を酸化，その結果生じる
MTT-フォルマザンの増加分を，５７８ nmの吸収波長で吸
光度を測定した①。対照は，試料にアスコルビン酸オキ
シダーゼを加え，３７°Cで６分反応させ，試料中のL- アス
コルビン酸を酸化させた後，PMSを加え，３７°Cで１５分
反応させ，５７８ nmの吸収波長で吸光度を測定した②。①
から②を差し引いたものを L- アスコルビン酸の濃度とし
た。サツマイモ １００ g当たりの量で表した。

７．　総アスコルビン酸濃度（L- アスコルビン酸＋デヒ
ドロアスコルビン酸）の測定

　試料中のデヒドロアスコルビン酸をDTTでL- アスコル
ビン酸に還元した後，前記の L- アスコルビン酸濃度の測
定法で測定した。

８．　統計処理は t- 検定で行い，p ＜０．０５を有意差ありと
した。

結　　　　　果

１．　サツマイモの加熱による抗酸化能の変化
　生のサツマイモの抗酸化能と沸騰水で２０分間加熱した
後のサツマイモの抗酸化能とを図１に示した。
　加熱後のサツマイモに含まれる抗酸化物質は，Trolox 
に換算すると ０．０８５±０．０３３ mMであった。生のサツマ
イモに含まれる抗酸化物質は，Trolox に換算すると 
０．０９７±０．０２３ mMで，加熱によりサツマイモに含まれる
抗酸化物質は，８７．４％に減少した（p ＝０．０４，n ＝６）。
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図１　サツマイモを沸騰水で２０分間加熱した後の抗酸化能
加熱後のさつまいもに含まれる抗酸化物質は，Trolox に換算すると ０．０８５±
０．０３３ mMであった。生のサツマイモに含まれる抗酸化物質は Trolox に換算す
ると０．０９７±０．０２３ mM で，加熱によりサツマイモに含まれる抗酸化物質は，
８７．４％に減少した（p ＝０．０４，n ＝６）。



２．　サツマイモの加熱による L- アスコルビン酸含量の
変化

　生のサツマイモの L- アスコルビン酸量と，沸騰水で２０
分間加熱した後のサツマイモの L- アスコルビン酸量とそ
れを図２に示した。
　生のサツマイモの L- アスコルビン酸量は １３．４±２．４ 
mg/１００ g（n ＝３）であった。沸騰水で２０分加熱したサツ
マイモのそれは １４．０±２．８ mg/１００ g（n ＝３）であった。
有意差は認められなかった。

３．　さつまいもの加熱による総アスコルビン酸含量の
変化

　生のサツマイモと，沸騰水で２０分間加熱したサツマイ
モとに含まれる総アスコルビン酸量（L- アスコルビン酸＋
デヒドロアスコルビン酸）を図３に示した。
　生のサツマイモの総アスコルビン酸量は，１８．６±
６．８６２ mg/１００ gであった。サツマイモを沸騰水で加熱す
ると １２．５±６．３７０ mg/１００ gとなり，加熱により総アス
コルビン酸量が６７．２％（危険率 p ＝０．０４）に減少した。

考　　　　　察

　近年，私たちの体内における呼吸などの生体反応や，
紫外線，タバコ，排気ガスなどの環境汚染物質，薬物な
どの外的要因などにより生じた活性酸素が，細胞内の遺
伝子の DNAや細胞膜に損傷を与え，それが種々の疾病

をはじめ発ガン，さらには老化にもつながることが明ら
かになってきている。種々の食品の中に含まれている抗
酸化物質は，この活性酸素の働きを抑える物質として知
られている。さつまいもにはこれら抗酸化物質として，
L- アスコルビン酸，フラボノイド（ポリフェノール），ク
ロロゲン酸等が含まれている。これらの成分は一般に熱
には強いことが報告されている。たとえば，タマネギに
含まれるフラボノイドの一種である黄色の色素「ケルセ
チン」は，タマネギを４０分間炒めてもほとんど減少しな
いと報告されている３）。ただし，フラボノイドの多くは糖
と結合して水に溶けやすい形で存在するため，野菜を煮
ると煮汁中に溶け出しやすい４，５）。代表的なフェノール酸
化合物であるクロロゲン酸類の場合も同様のことが言え
る。シュンギクを沸騰水中で５分間茹でた場合，クロロ
ゲン酸類の残存率は４４～６２％で，損失分は煮汁中に検出
されたという報告がある６）。本実験では，加熱は沸騰水に
触れさせていないため，以下加熱による影響を考察する。
　本実験で，サツマイモに含まれる抗酸化物質は，加熱
によって８７．４％に減少した。しかし，サツマイモの L- ア
スコルビン酸は熱によってほとんど減少しなかった。L-
 アスコルビン酸以外の抗酸化物質が熱により減少したも
のと考えられる。
　サツマイモの総アスコルビン酸量は １８．６ mg/１００ gそ
のうち L- アスコルビン酸量は，１３．４ mg/１００ g，した
がって，L- アスコルビン酸量は総アスコルビン酸量の約
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図３　サツマイモを沸騰水で２０分間加熱した後のサツマイモに含まれる総アス
コルビン酸量（L- アスコルビン酸＋デヒドロアスコルビン酸）

サツマイモ １００ g当たり生 １８．６±６．８６２ mg，加熱 １２．５±６．３７０ mgで，加熱に
より６７．２％（危険率 p ＝０．０４）に減少した。

図２　サツマイモを沸騰水で２０分間加熱した後のさつまいもに含まれる L- アス
コルビン酸量

サツマイモの L- アスコルビン酸含量は １００ g当たり，生のサツマイモ １３．４±２．４ 
mg，加熱したサツマイモ １４．０±２．８ mgであった。



７０％であり，残りの約３０％がデヒドロアスコルビン酸で
ある。加熱によりサツマイモの総アスコルビン酸量は
６７．２％に減少した。L- アスコルビン酸は熱に安定である
ことから，加熱によるサツマイモの総アスコルビン酸の
減少は，主にデヒドロアスコルビン酸が熱分解したもの
と考えられる。
　ビタミン Cは，化学的には L- アスコルビン酸をさす。
水溶性で強い還元能力を有し，スーパーオキシド（O２－），
ヒドロキシラジカル（・OH），過酸化水素（H２O２）など
の活性酸素種を消去する。この時，L- アスコルビン酸は
デヒドロアスコルビン酸に酸化される。しかし，ビタミ
ン Cがデヒドロアスコルビン酸に酸化されてもグルタチ
オンを水素供与体としてデヒドロアスコルビン酸レダク
ターゼにより還元されて L- アスコルビン酸に還元・再生
される。したがって，生体では L- アスコルビン酸とデヒ
ドロアスコルビン酸は同等に扱える。これから考えると，
食物としての生体における抗酸化効果は，総アスコルビ
ン酸量で検討したほうがより重要であると考えられる。
本研究から，加熱によるサツマイモのいわゆるビタミン
C活性は，加熱調理により減少するといえる。

要　　　　　約

　ビタミン Cが実際に熱によってどの程度失われるのか

確かめることを目的として，さつまいもを加熱した後の
抗酸化能，L- アスコルビン酸量および総アスコルビン酸量
を生のそれと比較した。加熱によりさつまいもに含まれ
る抗酸化物質は，８７．４％に減少した。
　サツマイモの L- アスコルビン酸量はほとんど変化が見
られなかった。サツマイモの総アスコルビン酸量は加熱
により６７．２％に減少した。これらの結果から，加熱によ
りデヒドロアスコルビン酸が損失することが示唆された。
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Summary

Content of antioxidant, L-ascorbic acid and total ascorbic acid (dehydroascorbic acid and L-ascorbic acid) in sweet 
potato by boiled cooking were compared with the raw sweet potato. On heating by boiling water, contents of antioxi-
dant in sweet potato were decreased to 87.4%. On heating by boiling water, content of L-ascorbic acid was almost the 
same (104%) as those of the raw potato. On heating by boiling water, contents of total ascorbic acid (dehydroascorbic 
acid and L-ascorbic acid) in sweet potato were decreased to 67.2%. Accordingly, dehydroascorbic acid was decom-
posed by boiling temperature.




