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目　　　　　的

本調査は白老町がアイヌ民族により伝承されてきた保健

文化遺産を現代の健康増進施策に生かすことを目的として

行われた｡その成果は白老町が保健事業の一環として栄養

士による食生活改善指導に生かし､町民の健康づくりおよ

び成人病､老年性疾患の予防に役立てるものである｡前

報1)では､アイヌ民族が食用に周いていた野生植物の果実

や山菜を栄養学的に評価するため､それらに含まれるビタ

ミンA､ CおよびEについて報告した｡この第2報では､

ビタミンB1およびB2含量について報告する｡

食品中のビタミンB1の定量は､ビタミンB1ピロリン酸

エステルをタカジアスターゼで加水分解後､プロムシアン

またはフェリシアン化カリウムで酸化して生成するチオク

ローム体を分光蛍光光度計で測定するのが一般的であり､

感度も高い2)｡しかし､植物体中には酸化反応を強く妨害

する成分が含有されることが多く､イオン交換カラムを用

いた煩雑な前処理を必要としている｡さらに､試料によっ

ては､盲蛍光物質を多く含有するものもあり､分離操作が

より煩雑なものとなっている3,4)従って､今回の調査の

ように､過去に分析例が報告されていない植物試料につい

て前述した公定法などをそのまま準用することは困難が予

想された｡

そこで､本報では未知試料中のビタミンB1について､

標準添加法により煩雑なカラム処理を不要とし､高理論段

数の逆相系HPLCカラムを用いることで盲蛍光物質の影

響を除去した簡易且つ高感度な定量法を新たに検討してア

イヌ民族の食用野生植物中のビタミンB1分析に適用した｡

また､ビタミンB2についても､盲蛍光物質などの妨害

が考えられたので､衛生試験法注解2)中のHPLC法を準用

し､リボフラビン､フラビンモノヌクレオチド(FMN)､

フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)をそれぞれ分別

定量してビタミンB2含量を求めた｡

方　　　　　法

1. 試料採取

1994年8月8日から1995年8月2日迄､白老町ポロト湖

畔､白老町近郊を中心に､さらには北大遺跡保存庭園(礼

幌市)､北海道立衛生研究所薬草園(札幌市)などから採

集した柄物を部位別に分け､合計84試料をビタミンB1お

よびB2定量周試料とした｡なお､キハダ果実､ナギナタ

コウジュ地上部をはじめとする乾燥品9試料中5試料は

(財)アイヌ民族博物館の納庫に保存されていたものを実

験に供した｡

2.ビタミン定量法

試料は採取後､ -30℃に保存した｡採取後4カ月以内に

解凍して直ちに分析した｡分析法は以下に示すとおりである｡

(1)ビタミンB1の定量

生試料はその約5gを粕秤し､ 0.1N塩酸35mlでホモジナ

イズした｡ 30分間､沸騰水中で加温抽出し､冷後､ 4M酢

酸ナトリウムを約5ml 加え､ pHを4.5-5.0としたのち2

%タカジアスターゼ(ビタミンB1分析用タカヂアスター

ゼB､三共製)溶液5mlおよび適量の水を加えて､全量を

50mlとした｡37℃の水浴中に一晩放置し､ビタミンB1の

エステル体を加水分解した｡  3, 000rpmで10分間遠心分離後､

ろ過し､そのろ液10mlに1.5%フェリシアン化カリウム含



有15%水酸化ナトリウム溶液4mlを加え､良く混和したの

ち､生成したチオクローム体をイソプクノール20mlで抽出

した｡イソブタノール層は無水硫酸ナトリウム10-15gで

脱水し､ろ液をロータリーエバボレータ-で濃縮乾固した｡

残渣をメタノール1mlに溶解し､その10-20μlをHPLC

に2回ずつ注入し､以下に示した条件でビタミンB1のチ

オクローム体を分析した｡乾燥試料については､その約

2.5gを精秤し､ 0.1N塩酸37.5ml でホモジナイズしたのち同

様に操作した｡

また､別に加水分解後のろ液10mlを取り､ビタミンB1

の標準品1.0μgを添加し､同様に操作して標準品添加回収

試験を各試料について行った｡標準品添加回収試験により

妨害成分の影響の有無を調べると共に､ビタミンB1含量

を標準添加法により求めた｡標準品には塩酸チアミン(特

級､和光純薬製)を用いた｡他の試薬はすべて日本工業規

格特級を用いた｡本法における検出限界は塩酸チアミンと

して0.001mg/100gであった｡

HPLCの条件

装置:日立し6000型高速液体クロマトグラフ

検山器:F-1050型蛍光検出器

カラム:TSKゲルODS-80TM　4.6φ×250mm

ステンレスカラム

移動相:3mM  1-オクタンスルホン酸ナトリウム含有

10mMリン酸緩衝液(pH4.5) /メタノール=65:35

流速およびカラム温度:1.0ml/分､ 37 ℃

測定波長:励起波長375nm 　蛍光波長450nm

注入量:10～20μl

(2)ビタミンB2の定量

衛生試験法注解2)の2.飲食物試験法(2)ビタミンB2の項

2)HPLC法に準じて定量した｡すなわち､試料3～10gを精

秤し､ 9倍量もしくは19倍量の精製水を加えてホモジナイ

ズしたのち､70～80℃の温浴中で10～15分間加温した｡こ

の抽出液を遠心分離(3,000rpm､ 10分間)した後､上清を

0.45μmのフィルターでろ過して分析用試験溶液を得た｡

試験溶液10～20μlをHPLCに2回ずつ注入し､リボフラ

ビン､ FMN､ FADをそれぞれ分別定量した｡リボフラビ

ン標準品は岩城製薬製の日本薬局方品を､ FMN標準品は

ナカライテスク社製フラビンモノヌクレオチドナトリウム

塩を､ FAD標準品は和光純薬製フラビンアデニンジヌク

レオチド2ナトリウム塩を､それぞれ用いた｡FMNおよ

びFADは調製した標準液の450nmにおける吸光度を測定し､

それぞれの分子吸光係数(FMN : 1.21×104､ FAD: 1.13

×104)から力価を算出した｡得られたFMNおよびFAD

含量をリボフラビン等量に換算し､合計リボフラビン最を

ビタミンB2量とした｡　なお､本法での検出限界はFMNお

よびFADが0.002mg/100g､リボフラビンが0.001mg/100g

であった｡

HPLCの条件

装置:日立L-6000型高速液体クロマトグラフ

検出器: F-1050型蛍光検出器

カラム: TSKゲルODS-80TM (4.6φ×250mm)

ステンレスカラム

移動相:10mMリン酸緩衝液(pH5.5) /メタノール

=65:35

流速およびカラム温度10.8 ml/分､ 37℃

検出波長:励起波長445nm　蛍光波長530nm

注入量:10～20μl

図1　ビタミンB1チオクローム体のHPLCクロマトグラ
ム

結果および考察

図1には､ビタミンB1チオクローム体のHPLCクロマ

トグラムを示した｡　実試料のクロマトグラムでは夾雑する

盲蛍光物質が分離されていることが伺える｡衛生試験法注

解2)ではポストカラム法も収載されているが､ HPLC用の

イオン交換カラムは高価な上高い理論段数が得られないこ

と､ベースラインが不安定なことなどから高い検出感度を

得ることは困難であった｡ビタミンB1のチオクローム体

は安定であることから､ HPLC分析前にチオクローム体に



変換し､理論段数の高い逆相系HPLCカラムを用いたイ

オンペアー法での分析が可能であった｡

また､図2には､ビタミンB2のHPLCクロマトグラム

を示した｡実試料ではビタミンB1と同様に､肯蛍光物質

が夾雑していたが､良好に分離されていた｡

図2　ビタミンB2のHPLCクロマトグラム

表1には､地上部(葉､茎) 40試料の分析結果を､表2

には､地下部21試料の分析結果を､さらに､表3には､果

実および種子23試料の分析結果を示した｡

地上部で最も高いビタミンB1含量を示したのは､タチ

ギボウシ(若茎葉)で0.273mg/100gであった｡ついで､ユ

キザサ､タラノキ､オオヨモギなどの順となった｡

また､地下部では､ツリガネニンジンの根が最も高い含

量を示し､ 0.278mg/100gであった｡ついでエゾエンゴサク

の塊茎､キバナノアマナの鱗茎などの順となった｡

果実および種子では､オオアマドコロの果実が0.239mg/

100gと最も高く､ついで､ヤブマメ地中果､シロバナエン

レイソウ果実などの順となった｡

四訂日本食品標準成分表4)によれば､高いビタミンB1含

量を示す食品には､豚肉､ヤツメウナギなどの動物性食品

群が多く報告されており､植物性食品ではヒマワリの乾燥

種子､乾燥アオノリ､ダイズ(0.8～2mg/100g)などがあ

る｡一方､我々が日常摂取する緑食野菜の多くが0.04～

0.2mg/100g程度のビタミンB1含量を示しており､今回､

分析に供した試料も概ねそれらの範中に入り､ビタミン

B1含量に関してはなんら遜色は無いといえよう｡

また､キハダ､ギョウジャニンニクなどの乾燥品でもビ

タミンB1含量は低下しておらず､乾燥果実などが冬期間

のビタミンB1補給源として貴重だったことを伺わせる｡

事実､知里真志保5)によれば､ ｢脚気になった時には､ギョ

ウジャニンニクを常食する｣などの記述もあり､アイヌ民

族の食文化を知る上で興味深い｡

また､山菜の王者として親しまれているタラノキの若芽

(タランボ)に0.174mg/100g､ユキザサの地上部に0.179

mg/100g､ハマボウフウの地上部に0.087mg/100gなどと､

春先に食卓に上る山菜類にも高いビタミンB1含量が認め

られた｡

ビタミンB2の分析結果では､ヒメザゼンソウの乾燥葉

で最も含量が高く､ 3.263mg/100gであり､ついでニリンソ

ウの乾燥茎葉の2.841mg/100gとなった｡これらの数値は乾

燥試料のため､生試料の約10倍以上となっているものと考

えられるが､乾燥保存によりビタミンB2含量が低下しな

いことを示している｡ビタミンB1と同様に､山野草の乾

燥保存食が冬季間の補給源として重要だったことを伺わ

せる｡

生試料では､サンショウ葉の0.354mg/100gおよびワラビ

地上部の0.349mg/100gなどが高く､ついでエゾノリュウキ

ンカ地上部､ツリガネニンジン､カタクリ葉などの順と

なった｡

一般の食品では､乾燥したアオノリなどにビタミンB2

が多い(1～2mg/100g)が､生野菜ではコマツナ､シュ

ンギクなどで0.1～0.2mg/100g程度含まれるものの､キャ

ベツ､タマネギなどでは0.01～0.05mg/100g程度であるこ

とから､山野草などは比較的高いビタミンB2含量を示し

ていると言えよう｡

今回分析に供した山野草などは､一般食品と比較してな

んら遜色がないか､もしくは高いビタミンB1およびB2含

量を示しており､栄養学的価値は高いと考えられた｡

このことから､長い冬期間を過ごし､ビタミン類の欠乏

状態にある身体にとって春の山菜は貴重などタミン類の補

給源となっていたことが推測される｡

なお､前報1)および本報で高いビタミン含量を示した植

物の山菜としての利用法については別報6)で考察する｡

要　　　　　約

アイヌ民族が伝統的に食用として用いた野生植物のうち､

1994年から1995年にかけて白老町を中心に採取または入手

した84試料について､ビタミンB1およびB2含量を分析し



た｡その結果､ビタミンB1含量は､ツリガネニンジンの

根､タチギボウシの若い茎葉､エゾエンゴサクの塊茎､ユ

キザサの地上部､タラノキの若芽､オオアマドコロの果実

などで高かった　また､乾燥試料でも比較的甘いビタミン

B1含量が認められた｡

表1地上部(葉､茎)のビタミンB1およびB2分析結果

ビタミンB2では､ヒメザゼンソウの乾燥葉とニリンソ

ウの乾燥茎葉が極めて高い含量を示した｡これらの結果か

ら､乾燥果実などが冬期間のビタミンB類補給源として貴

重だったことを伺わせる｡

終りにあたり､本調査は厚生省地域保健促進特別事業の



表2　地下部のビタミンB1およびB2分析結果

表3　果実および種子のビタミンB1およびB2分析結果



一環として行われたことを付記し､白老町および(財)アイ

ヌ民族博物館の関係各位に深謝いたします｡

文　　　　　献

1)第1報:姉帯正樹他:道衛研所報, 46, 34 (1996)

2)日本薬学会編:衛生試験法注解, 356,金原出版,東

京(1990)

3)日本食品工業会食品分析法編集委員会編:食品分析

法, 417,光琳,東京(1985)

4)科学技術庁資源調査会編:四訂日本食品標準成分表,

大蔵省印刷局,東京(1985)

5)知里真志保:知里真志保著作集,別巻Ⅱ, 106,平凡

社,東京(1993)

6)第5報:姉帯正樹他:アイヌ民族博物館研究報告,投

稿準備中

英　文　要　約

A study was carried out to nutdtionally evaluate the

edible plants which were traditionally used by the Ainu

people. Eighty four samples collected in Shiraoiand

other districts in Hokkaido were subjected to the deter-

mination of vitamins B1 and B2 contents.

The high vitamin B1 contents were observed in the root

of Adenophra triphylla var. japonica, the tuber of

Corydalis ambigua, the fresh leaf of Hosta rectifolia,

the aerial portion of Smilacina japonica, the bud of

Aralia elata and the fruit of Polygonatum odratum

var. maximowiczii, ranged　in 0.239-0.278mg/100g.

Furthermore; dried samples showed higher vitamin B1

contens than raw samples.

The very high vitamin B2 contents were observed in

the dried leaves of Symplocarpus nipponicum (3.263

mg/100g) and Anemone flaccida (2.841 mg/100g). These

results suggested that the dried and stored plants were

Very important as sources of vitamin B group in a

snowing season for the Ainu people.

Key words: edible plant; Ainu people; vitamin B1; vitamin

B2; HPLC; Hokkaido


