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広島風お好み焼きの調理過程におけるキャベツの可溶性成分 
およびビタミンC量の変動

馬渕　良太＊1・吉田　充史＊2・三宝　雅子＊2・杉山　寿美＊1

緒言
　総務省統計局「平成18年事業所・企業統計調査」によると，お好み焼き店舗数は，大阪府，兵庫県，
広島県の順に多く，人口あたりでは広島県が全国でもっとも多い（約1,550人に 1 店舗）。また，「関
西風お好み焼き」と「広島風お好み焼き」は，いずれのお好み焼きにおいてもキャベツが主材料であ
るが，関西風お好み焼きではキャベツが生地と予め混合されて加熱される一方，広島風お好み焼きで
はキャベツが生地の上におかれた後に返され，生地の下で「蒸し焼き」にされる。
　アブラナ科植物であるキャベツを栄養的な面から見ると，ビタミンC（以下，VCと略す），ビタミ
ンK，カロテンが豊富に含まれ 1 ），特にVCやカロテンの季節的変動は小さいことがこれまでに示さ
れている2,3）。機能性面では，キャベツから発見された遊離アミノ酸であるビタミンUには，抗潰瘍作
用や胃粘膜保護作用が報告されている4,5）。さらに疫学的な研究において，キャベツ摂取のがん予防
効果が示唆され 6 ），アブラナ科野菜に含まれているイソチオシアネート類の影響であると考えられて
いる 7 ）。このように，栄養面，機能性面に優れた野菜であるキャベツは，年間を通して市場に出回る
野菜でもあり，積極的に摂取すべき食品の一つであるといえる。他方，キャベツなど野菜は，切断，
浸漬，加熱などの調理操作により，その成分は変化あるいは変動する。特に，水溶性ビタミンである
VCは，切断，浸漬，加熱などの調理過程や加熱後の保存過程で減少することが報告されている8-10）。
また，キャベツの食味は，「甘さ」，「かたさ」，「苦み」などが重要な評価因子とされており，「甘さ」
に強く影響する糖量については，品種，栽培条件，季節的変動が大きいことが報告されている11）。し
かしながら，お好み焼きの調理過程におけるキャベツのVC量や糖量の変動を検討した報告は認めら
れない。
　本研究では，お好み焼きの調理過程におけるキャベツの食品（栄養）成分への影響を検討する目的
で，広島風お好み焼きの調理過程におけるキャベツのBrix値，VC量の変動を検討した。

方法
1 ．キャベツは，しぶき（愛知県産），おきな（熊本県産），彩光（福岡県産）を使用した。

2 ．お好み焼きの調理方法
　お好み焼きは，オタフクソース㈱から販売されている「広島お好み焼こだわりセット」，「お好み焼

（関西）こだわりセット」に示された材料，手順で以下のように調製した。
広島風お好み焼き：水60	ccと「お好み焼きミックス粉」40	gを混合した（生地100	g）。油をひいたホッ
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トプレート（160-180	oC）に，生地30	gを20	cmの大きさに伸ばし，かつお削りぶし0.5	g，千切りキャ
ベツ150	g，天かす7.5	g，いか天10	g，小口切り青ネギ 5 g，もやし30	gの順に重ねてのせ，その上に
豚バラ肉40	g（ 3 枚）を縦に並べ，ホットプレートの温度を200	oC以上にした。その上から少量の生
地（ 5 -10	g）をまんべんなくかけてつなぎとし，ひっくり返した。豚肉がきつね色に焼けたらホッ
トプレートの温度を160-180	 oCにし，キャベツがしっとりしてくるまで蒸した（ 7 分）。その間に，
ほぐした中華麺 1 玉をホットプレート上で温め，焼きそばソース20	gをかけて絡めながら炒めた。そ
の後，炒めた麺の上にお好み焼きをのせて押さえた。卵 1 個をホットプレート上に割り，お好み焼き
大に広げた上にお好み焼きをのせ，ひっくり返した。
関西風お好み焼き：水80	ccと「やまいもパウダー」1.25	g，「お好み焼きミックス粉」50	gを混合し，
粗みじん切りキャベツ150	g，天かす10	g，小口切り青ネギ 5 g，卵 1 個を加え，スプーンで軽く混ぜ
合わせた。混ぜた具は，ホットプレート（約200	oC）で約 2 cmの厚みで丸く広げた。 3 分程度焼いた後，
上に豚バラ肉40	g（ 3 枚）を広げてのせ，ひっくり返した。蓋をして，約240	oCで 5 分間蒸し焼き
にした。焼いている面がキツネ色になったら，ひっくり返し，蓋をせず，さらに約 2 分間焼いた。
　なお，広島風お好み焼きについては麺を用いていないもの（おきなを使用），また，おさえのタイ
ミングが上述と異なるもの（豚肉が一番下になった時に押さえたもの，麺にのせる直前に押さえたも
の（彩光を使用））も調製した。

3 ．Brix値（可溶性固形分）の測定
　Brix値は，キャベツをすりつぶして，ポータブル糖度計（BX- 1 ，京都電子工業株式会社）を用い
て測定した。蒸し加熱のキャベツは，しぶき（愛知県産），おきな（熊本県産），彩光（福岡県産）を
使用した。これらを 6 分割し（約170	g），200	oCの鉄板で蓋をした状態で 3 分間の蒸し加熱を行った。
お好み焼きのキャベツの測定は，しぶき（愛知県産）を用いた。

4 ．総VC測定
　2,4-ジニトロフェニルヒドラジン（DNP）法により総VC量を測定した12）。キャベツ 5 gに10	％メタ
リン酸20	mlを加え，ホモジナイズした。蒸留水を20	ml加え，しばらく静置させた後，1,710	gで10分間，
4 	oCで遠心し，上清を分析試料とした。分析試料 1 mlに0.2	％インドフェノール溶液を100	µl添加し，
完全に酸化させた。 2 ％チオ尿素－ 5 ％メタリン酸溶液を 1 ml加えた。試験区には， 2 ％ DNP溶液
0.5	mlを加えた。試験区および空試験区共に100	oCで15分間反応させた後，氷冷し，85	％硫酸2.5	ml
を氷冷下で徐々に加えた。その後，空試験区にもDNP溶液0.5	mlを加えた。室温で約30分放置させた後，
96穴マイクロプレートに反応液を200	µlずつ加え，マイクロプレートリーダ（SpectraMax	340PC384,	
モレキュラーデバイスジャパン㈱）540	nmで吸光度を測定した。標準品アスコルビン酸も併せて測
定し，下記の計算式により，100	gあたりの総VC量を求めた。

総VC=A×（Ett-Eto/Est-Eso）×（40/1）×（100/試料量g）×（ 1 /1000）
A：AsA標準溶液 1 ml中のAsA量（µg）
Ett-Eto：検液の試験区の吸光度－空試験区の吸光度
Est-Eso：標準溶液の試験区の吸光度－空試験区の吸光度
40/ 1 ：試料を摩砕して40	mlとし 1 mlを測定に用いた
1 /1000：mgへの換算
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5 ．統計解析
　実験結果は，平均値±標準偏差で示した。 2 群間の比較には，両側 t 検定を行い，3 群間の比較には，
一元配置分散分析を用いて検討し，多重比較には，ボンフェローニの方法を用いた。なお，統計解析
には，Microsoft	Excel	2010を用い，統計的有意水準を 5 ％未満とした。

結果
1 ．Brix値（可溶性固形分）
　キャベツの蒸し調理前後のBrix値をFig. 1 に示した。しぶき（愛知県産），おきな（熊本県産），彩光（福
岡県産）の平均値である。「蒸し」調理前は6.7±2.2	％，「蒸し」調理後は7.0±1.9	％であった。統計学
的な有意差は認められなかったが（n=3），蒸し調理前に比べ，蒸し調理後のほうが高値を示した。また，
お好み焼きの調理前後では，調理前（n=3）は8.5±0.8	％，調理後（n=1）は10.7	％であった。

2 ．総VC量
　キャベツの総VC量は，しぶき（愛知県産）で36.1±2.0	mg，おきな（熊本県産）で31.7±3.3	mg，彩光（福
岡県産）で31.0±1.7	mgであり，平均すると32.9±2.8	mgであった。なお，本報告には示さなかったが，
年間を通じてキャベツの総VC量に著しい差は認められなかった（季節，品種）。
　Fig. 2 に，広島風お好み焼きと関西風お好み焼きのキャベツの結果を示した。調理前のキャベツ（愛
知県産：しぶき）の総VC量は，36.1±2.0	mg（n=3）であり，広島風お好み焼きのキャベツは，31.4±3.5	
mg（n=3），関西風お好み焼きのキャベツは，28.3±2.3	mg（n=3）であり，キャベツに含まれる総VCは，
広島風お好み焼きでは87. 0 ％，関西風お好み焼きでは78.4	％が残存していた。関西風お好み焼きでは，
総VCの有意な減少が認められ（P<0.05），広島風お好み焼きの方が総VCの減少は少なかった。
　広島風お好み焼きのキャベツについて，麺の有無の影響をFig. 3 に示した（熊本県産：おきな）。
調理前の総VC量は31.7±3.3	mg，「麺あり」は28.0±3.2	mg，「麺なし」は20.0±3.9	mgであった（総VC
の残存率は，88.3	％，63.1	％）。「麺あり」はFig. 2 の広島風お好み焼きと同条件であり，キャベツの
品種が異なっても，総VCの変化はほぼ同様であった。「麺あり」と「麺なし」を比較するとP>0.05で
あるが，「麺なし」のほうが「麺あり」に比べ，総VC量は低値を示した。また，調理前後で比較する
と，「麺あり」は，調理による有意な減少は認められないが，「麺なし」では，調理による有意な減少

Fig. 1 　キャベツのBrix値

3



馬渕　良太ほか　　　広島風お好み焼きの調理過程におけるキャベツの可溶性成分およびビタミン C 量の変動

が認められた（P<0.05）。
　さらに，Fig. 4 に，押さえるタイミングの異なる広島風お好み焼きのキャベツの総VC量を示した（福
岡県産：彩光）。調理前の総VC量は，31.0±1.7	mg，豚肉が一番下になった時に押さえたものは22.4±2.7	
mg，麺にのせる直前に押さえたものは17.4±2.7	mgであった（総VCの残存率は，72.3	％，56.1	％）。
調理前後の比較では，いずれの条件でも有意に減少し（P<0.05,	P<0.01），また，有意差は認められ
ないものの，麺にのせる直前に押さえたものの方が，豚肉が一番下になった時に押さえたものよりも，
低値を示した。豚肉が一番下になった時にはキャベツが十分に蒸されておらず，麺にのせる直前には，
キャベツが十分に蒸されていることから，蒸されたキャベツを押さえるとVCの減少が著しいことが
推察された。
　なお，通常，広島風お好み焼きは，麺と合わせた後に押さえるため，Fig. 4 のいずれの条件も押さえ
るタイミングが通常より早く，麺と合わせた後に押さえた場合の残存率87.0	％（Fig. 2 ），88.3	％（Fig. 3 ）
よりも低値を示した。

Fig. 2 　広島風お好み焼きおよび関西風お好み焼きのキャベツ中総VC量（n=3）

Fig. 3 　「麺あり」および「麺なし」広島風お好み焼きのキャベツ中総VC量（n=3）
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考察
　本研究では，お好み焼きのキャベツのBrix値，総VC量を測定し，お好み焼きの調理過程における
変動を検討した。
　Brix値は可溶性固形分（%）を示す値であり，キャベツの甘さは可溶性固形分と高い相関性を示すこ
とが報告されている11）。本研究の結果，「蒸し」前後での有意な変化は認められなかったが増加傾向
を示し，また，広島風お好み焼きの調理後に増加傾向にあることが推察された。Brix値は，水分の減
少により上昇するため，広島風お好み焼きの調理前後でのBrix値の増加は，水分の減少と可溶性成分
の残存によると考えられた。
　キャベツ中の総VC量は，広島風お好み焼きと関西風お好み焼きのいずれの調理方法でも減少する
ことが示された。広島風お好み焼きと関西風お好み焼きを比較すると関西風お好み焼きの方が総VC
量の減少が大きかった。総VC量の減少理由としては，調理による流出，加熱による減少などが考え
られる8,9）。広島風お好み焼きと関西風お好み焼きは，キャベツの切り方，「蒸し」時間，鉄板との接
触割合等が異なるため，総VC量の減少にこれらが影響している可能性が考えられ，今後詳細に検討
する必要があると考えている。
　また，広島風お好み焼きは，麺を使用し，麺の上に蒸したキャベツをのせてから押さえる調理法で
ある。麺を使用しない場合（Fig. 3 ），麺にのせる前に押さえた場合（Fig. 4 ）のいずれも，麺を使用
し，麺の上に蒸したキャベツをのせて押さえる場合よりも総VC量の減少が著しかった。広島風お好
み焼きは，この「押さえる」調理作業により，VCが流出している可能性が考えられ，また，「麺なし」
の状態で押さえると鉄板の熱がキャベツに伝わりやすく加熱によるVCの減少を引き起こしているの
かもしれない。すなわち，「麺」と合わせてから押さえる調理法は，VCの減少を抑えている有効な調
理方法である可能性が推察された。
　以上，本研究では，お好み焼き調理による成分量への影響について，Brix値（可溶性固形分），総
VC量を把握し，広島風お好み焼きの調理方法が，キャベツのVCの減少を抑制していることが示唆さ
れた。キャベツは，広島風お好み焼きの嗜好特性や栄養特性を評価づける重要な因子である。今後，

Fig. 4 　押さえるタイミングが異なる広島風お好み焼きのキャベツ中総VC量（n=3）
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広島風お好み焼きおよびキャベツの官能検査による嗜好特性評価，ビタミンKやビタミンU，機能性
成分として注目度が高いイソチオシアネートなどの栄養特性に関わる他の因子分析を行い，詳細に評
価したいと考えている。

要約
　キャベツはお好み焼きの主材料であり，その甘さは嗜好特性を，ビタミンC（VC）などのビタミ
ン類は栄養特性を決定する。本研究では，お好み焼きの調理過程におけるキャベツの食品（栄養）成
分への影響を検討する目的で，広島風お好み焼きの調理過程におけるキャベツのBrix値，総VC量の
変動を検討した。その結果，広島風お好み焼きでは，キャベツのBrix値は増加傾向にあり甘味が増し
ている可能性があること，麺の上に蒸したキャベツをのせた後に上から押さえる調理方法はVCの残
存率が高いことを明らかにした。これらのことから，広島風お好み焼きの調理方法は，キャベツの嗜
好特性や栄養特性を活かす調理方法であると考えられた。
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Abstract

Variability in the soluble components and vitamin C levels of 
cabbage used in making Hiroshima-style okonomiyaki

Ryota MABUCHI＊1,  Atsushi YOSHIDA＊2,  Masako SANBOU＊2,  Sumi SUGIYAMA＊1

Cabbage is a main ingredient in okonomiyaki (Japanese pancake), and while its sweetness determines 
the preference characteristics, the levels of vitamin C (VC) and other vitamins determine the nutritional 
qualities. The purpose of this study was to examine the effects of the cabbage used in making okonomiyaki 
on food (nutrient) composition. Variability in degrees Brix (°Bx) and the VC level of cabbage used in making 
Hiroshima-style okonomiyaki was examined. In Hiroshima-style okonomiyaki, the °Bx of cabbage is elevated 
and sweetness shows an increasing trend. In addition, the method of placing steamed cabbage on top of noodles 
and then applying pressure allows for a high rate of residual VC. These results indicate that the Hiroshima-style 
method of making okonomiyaki utilizes the preference characteristics and nutritional qualities of cabbage.　

＊1　Prefectural University of Hiroshima
＊2　Otafuku Sauce Co., Ltd.
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