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じゃがいもの産地・品種および加熱法によるビタミン C 含量の比較

Comparison of vitamin C content by producing area and varieties of potato and heating method
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はじめに

　じゃがいもはビタミン C（以下，VC）を多く含み

（35mg/100g 日本食品標準成分表2015（七訂）），一度

に食される量が多いことから VC の供給源として注目

されている．また品種改良によって種類も多く，全国

各地で地域に合った品種が生産されており，その特徴

を生かして使い分ける家庭も多い．そこでじゃがい

もの産地や品種によって VC 含量に違いがあるのか疑

問に思い，産地の異なる5種類のじゃがいもについて

VC 含量を調べた．またじゃがいもは生で食されるこ

とがほとんどなく，加熱調理を行う必要がある．熱に

不安定である VC は加熱方法によって損失率が変化す

ることが知られている1），2）．特に家庭でよく行われる

ゆで加熱より電子レンジ加熱の方が VC の損失が少な

いという報告もある3）．そこで，ゆでた場合と専用の

調理器具を使用し電子レンジで加熱した場合での VC
含量の変化について調べた．

材料および方法

1　材　料

　市販されている産地の異なるじゃがいも5種類（北

海道産：品種不明，群馬県産：品種不明，千葉県産：

トヨシロ，長野県産：メークイン，熊本県産：ホッカ

イコガネ）を使用した．

2　方　法

2.1　調理条件

　群馬県産のじゃがいもを使用した．じゃがいもは

1/4に裁断し，中心部を中心に各10g になるようカット

した後，生，電子レンジ加熱，ゆで加熱にそれぞれ使

用した．

　電子レンジは，シャープ社製 RE-S230-H（出力

500W）を用い，エビス社製のポリプロピレン素材で

加水不要の電子レンジ用蒸し器に入れ2分30秒加熱し

た．

　ゆで加熱は，直径20cm の鉄鍋に十分な水を入れ，

沸騰後じゃがいもを電子レンジ加熱と同様に2分30秒
加熱した．

2.2　試料溶液の調製

　生および加熱処理したじゃがいも10g を乳鉢で石

英砂とともに磨砕した後，5％メタリン酸40mL と純

水50mL を加えて溶解させ30分放置後濾過したものを

試料溶液とした．VC 標準溶液は，アスコルビン酸

（Wako, 特級）100mg を5％メタリン酸に溶解し100mL
に調整したものを使用時に25倍に希釈（4mg/100mL）
して用いた．

2.3　インドフェノール法4）

① VC 標準液の濃度測定

　VC 標準液5mL を三角フラスコにとり，6％ヨウ化

カリウム0.5mL および1％でんぷん溶液を数滴加え，

混和後，ビュレットにより0.001N ヨウ素酸カリウム

を滴下する．明らかに青色を呈する点の一滴前を終点

とし，以下の式により VC 濃度を計算する．

VC 濃度（mg/100g）＝ a ×0.088※×100／5
a：0.001N ヨウ素酸カリウムの滴定量（mL）
※：0.001N ヨウ素酸カリウム1mL に相当するアスコ

ルビン酸の mg 数

②試料溶液のビタミン C 濃度測定

　色素溶液（2,6- ジクロロフェノールインドフェノー

ル50mg を1- ブタノールに溶解し，ろ過後100mL とす

る．使用時に純水で20倍希釈する）5mL を三角フラ

スコにとり，これにビュレットよりビタミン C 標準

液を滴下し，色素溶液の紅点の消失する点を終点とし

て滴定する．次に別のビュレットに試料溶液を入れ，
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色素溶液5mL を三角フラスコにとり，ビタミン C 標

準液と同様に滴下し，紅点の消失する点を終点として

滴定する．以下の式により，試料溶液の還元型 VC 濃

度を計算する．

還元型 VC 濃度（mg/100g）＝ c × m ／ n × v ／ w
c ：VC 標準液の濃度（mg/100g）
m：VC 標準液の滴定量（mL）
n ：試料溶液の滴定量（mL）
v ：試料溶液の総量（g）
w：試料採取量（g）

2.4　ヒドラジン法5）

　2.2により調製したじゃがいも試料溶液をⓐ総 VC
空試験用，ⓑ総 VC 定量用，ⓒ酸化型 VC 空試験用，

ⓓ酸化型 VC 定量用試験管に，VC 標準溶液をⓔ標

準溶液空試験用，ⓕ標準溶液定量用試験管にそれぞ

れ1mL 採取する．次にⓒとⓓに5％メタリン酸溶液

（W/V），ⓐ，ⓑ，ⓔ，ⓕに0.03％ DCP 溶液（2,6- ジ
クロロフェニルインドフェノールナトリウム30mg を

100mL の温水に溶かしろ過したもの）をそれぞれ

0.5mL 加え，さらにすべての試験管に2％チオ尿素－

メタリン酸溶液（チオ尿素4g を5％メタリン酸溶液

200mL に溶解したもの）を1mL，さらに定量用試験管

ⓑ，ⓓ，ⓕに2％ DNP 溶液（2,4- ジニトロフェニルヒ

ドラジン2g を9M 硫酸100mL に溶解したもの）0.5mL
を加えてよく混和後，試験管に蓋をして，ウォーター

バス中で37℃，3時間，加熱反応を行う．反応終了後，

氷水中で十分に冷却し，さらに冷却状態で85％硫酸を

すべての試験管に加えよく混和し，さらに空試験用試

験管ⓐ，ⓒ，ⓔに2％ DNP 溶液を加えて，よく混和

する．室温で30分間放置後，分光光度計（島津製作所

製：UV-1200）で波長520nm の吸光度を測定した．ⓐ

～ⓕの測定値をそれぞれ E0，E，Eb0，Eb，ES0，ES とし，

VC の mg 数を示す F 値（F ＝2／ ES － ES0）を算出し，

①総 VC（mg/100g）＝ a ／ S × F（E － E0），②酸化

型 VC（mg/100g）＝ a ／ S × F（Eb － Eb0），還元型

VC（mg/100g）＝①－②（a：試料の希釈量（mL），S：
試料採取量（g））で計算した．

結　果

　インドフェノール法で測定した産地の異なるじゃが

いもの還元型 VC 含量の比較を図1に示した．インド

フェノール法は，還元型 VC を測定する簡易的な方法

であり，今回の結果では群馬県産，長野県産，熊本県

産，千葉県産の順に高くなった．北海道産については

還元型 VC を求めることができなかった．

　ヒドラジン法で測定した産地の異なるじゃがいも

の VC 含量の比較を図2に示した．ヒドラジン法は，

総 VC と酸化型 VC を測定し，差し引き法により還元

型 VC を求める方法で，総 VC については群馬県産，

長野県産，北海道産，千葉県産，熊本県産の順に高く

なった．酸化型 VC は北海道産が最も高く，総 VC と

同じ値を示した．還元型 VC はインドフェノール法と

ほぼ同様の結果となった．北海道産については総 VC
と酸化型 VC の値が同じであったため還元型 VC は0
とした．

　ヒドラジン法で測定した加熱調理によるじゃがいも

の VC 含量の比較を図3に示した．電子レンジ加熱，

ゆで加熱，対照群として生について調べた結果，還元

型 VC，酸化型 VC，総 VC とも生と電子レンジ加熱

には大きな差は認められなかった．ゆで加熱について

は生に比べ，すべての VC 値が有意に低かった．

図1　インドフェノール法による産地の異なるじゃがいもの還元型ビタミン

C 含量の比較　エラーバー ：標準誤差

図2　ヒドラジン法による産地の異なるじゃがいものビタミン C 含量の比

較　エラーバー ：標準誤差
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考　察

　産地による VC 含量の比較では，じゃがいもの VC
含量は産地間の差は大きく，成分的特徴がみられるも

のを選定することが可能だと考えられ，品種差も認め

られた．総 VC の少なかった千葉県産（トヨシロ）と

熊本県産（ホッカイコガネ）はともにトヨシロ由来系

統の品種でこれらは加工を主にした品種である6）．古

館ら7）の実験によるとツニカ由来系統の品種の VC 含

量が他の品種よりも有意に高かったことが示されてい

る．インドフェノール法では測定ができなかった北海

道産は，ヒドラジン法で測定したところ，総 VC の大

半が酸化型 VC であることがわかった．一般的に食品

中の VC は還元型の割合が高いとされているが，じゃ

がいもについては本実験の結果からは一概にそうとも

いえないことがわかった．じゃがいもの VC 含量に影

響を及ぼす要因として栽培された土壌や気候などが考

えられる．過去に同一品種での栽培法による成分比較

を行った例がないため，今後実際に同一品種で土壌成

分を変える，栽培時期をずらすなどの実験を行い，検

討する必要があると考える．

　加熱調理による VC 含量の比較では，じゃがいもの

ゆで加熱は，長島3）や岸田ら8）と同様に生に比べてす

べての VC について減少が認められ，本実験では他の

報告に比べ加熱時間が2分30秒と短時間にもかかわら

ず，特に酸化型 VC が損失していた（40.3％減少）．

一方，電子レンジ加熱では，すべての VC において有

意な減少は見られなかった．ゆで加熱による VC 損失

理由として，VC が水溶性であるため湯中へ溶出し，

かつ熱に不安定であるため加熱により分解・損失して

しまったと考えられる．電子レンジ加熱では使用した

電子レンジ用蒸し器は水を必要とせず，じゃがいもに

含まれる水分のみを利用し加熱するため，VC の溶出

が抑えられたことが原因であると考えられる．また食

品の急速な内部温度の上昇により短時間に VC 酸化酵

素が失活され，その結果 VC の酸化分解が起こらない

ことが考えられる2）．本実験では，ゆで加熱より電子

レンジ加熱の方が損失の少ないという結果であった

が，長島3）は総 VC の残存率はゆで加熱（91％）より

も電子レンジ加熱（80％）が低いと報告している．こ

の違いについては，電子レンジの性能差や加熱時間，

加熱容器の違い（長島はラップを使用）などが結果に

影響しているものと思われた．

　今回は2つの加熱法でしか比較を行わなかったが，

スチームオーブンや圧力鍋，シリコン製レンジ用蒸し

器など調理器具が多様化し，それらを使用しての報告

例は少ないので，今後検討したい．
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図3　ヒドラジン法による加熱調理後のじゃがいものビタミン C 含量の比

較　エラーバー ：標準誤差


