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北海道産大豆及び大豆加工食品中のイソフラボン含有量について

Isoflavone Contents of Soybean and Soy-based Foods Produced in Hokkaido

高橋　哲夫　　　斉藤　明子　　　橋本　　諭　　　佐藤千鶴子

Tetsuo Takahashi, Akiko Saito, Satoshi Hashimoto and Chizuko Sato

The amounts of isoflavones in commercial soy-based foods (43 samples of 9 items) produced

in Hokkaido were evaluated, and the daily intake of total isoflavone was estimated based upon

the foods consumption. The food samples were extracted with 80%　methanol, followed by

cleanup with Chem Elut Column and isoflavone contents were measured by Cw reversed-phase

HPLC with UV detection. For the measurement of total isoflavones, glucoside conjugates in food

samples were converted into aglycons with acid hydrolysis and the total isoflavones (daidzein,

glycitein and genistein) were measured. The average levels of total isoflavones in kinako

(roasted soybean powder) and natto (fermented soybeans) were relatively high (1280 μ g/g and

527 μ gig, respectively), and the lowest level was found in soy sauce (8.5 μgig). Non-fermented

soy-based foods (e.g. kinako and tofu) had greater levels of glucosides, whereas the fermented

soy-based foods (e.g. miso and soy sauce) retained low amounts of glucosides. The contents

and composition of the isoflavones in the soy-based processed foods varied even in the same

item. On the whole,the amounts of glycitein were lower as compared with daidzein and

genistein. The daily intake of isoflavones from soy-based foods in Hokkaido was estimated as

11.0 mg/day for daidzein, 1.60 mg/day for glycitein, 12.0 mg/day for genistein and 24.6 mg/day

for total isoflavones.
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take (一日摂取量)

目　　　　　的

イソフラボン類は,女性ホルモンである17β-エストラ

ジオールと化学的に類似した構造を有し,弱い女性ホルモ

ン様作用を示すことから植物エストロジェン

(Phytoestrogen)とも呼ばれている1).これまでに多くの

臨床的研究や疫学的調査結果からイソフラボンの有益な生

理作用が明らかにされており2,3)食品中の生理機能性成分

として注目を集めている.乳ガンや前立腺ガンなどに対す

るイソフラボンの抑制効果が確認され,日本人が欧米人に

比べてホルモン依存型のガン罹患率が低いことと大豆製食

品消費量との関連性が議論されている4,5)さらに,女性ホ

ルモンの欠乏と密接な関連があると考えられている骨粗鬆

症の予防や更年期障害の緩和にもイソフラボンの効果が期

待されている6,7).このように,イソフラボンはヒトの内分

泌系に影響を与え様々な生理作用を発現していると考えら

れているが,最近では,その過剰摂取による健康への悪影

響についても議論されている8,9)このため,イソフラボン

のヒトに対する健康影響を評価するためにはその摂取量を

明らかにすることが必要である.

イソフラボン類は大豆などの豆類に多く含まれており,

とりわけ大豆に多く含有されている.日本人が日常的に食

品から摂取するイソフラボンのほとんどは大豆製食品に由

来すると考えられていることから,日本人のイソフラボン

摂取量を評価するには,まず大豆製食品中のイソフラボン

含量を測定することが肝要であろう.大豆及び大豆加工食

品中のイソフラボン含量については欧米での調査を含めて

多くの報告があり,これまでにダイゼイン,グリシテイン,

ゲニステイン及びこれらの配糖体など15種類のイソフラボ

ン誘導体の存在が確認されている10)また,イソフラボン

類は同種の食品であっても生産地,製造方法,製造時期等

によって含量が大きく変動することが知られている10,ll)

生の大豆種子中ではイソフラボンのほとんどが種々の配糖

体の形で存在する.イソフラボン配糖体は食品の製造加工

の過程で,あるいは体内に摂取された後腸内細菌により分

解されその一部はダイゼイン,グリシテイン,ゲニステイ

ンなどの遊離型(アグリコン)に変化する12).このことか

ら,イソフラボン摂取量の算定を行うに当たっては食品中
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の全ての配糖体型イソフラボンを酸加水分解により遊離型

(アグリコン)とし,総イソフラボン量として定量される

ことも多い13)本研究においてもイソフラボン摂取量の算

定には加水分解処理後の遊離型イソフラボン量を用いるこ

ととした.食品中のイソフラボン類の分析では,試料を含

水アルコールで抽出後逆相系カラムを用いるHPLCによ

る方法が一般的である11,14)が,食品によってはHPLC測定

の際の妨害ピークのため定量が困難な場合も認められるた

め,抽出液のクリーンアップ方法を検討した.

北海道は大豆の一大生産地でありこれを使った加工食品

の生産量も多いが,これら道産食品を対象としたイソフラ

ボン含量の調査はこれまで行われていない.本研究では,

ダイゼイン及びそのグルコース配糖体であるダイジン,グ

リシテイン及びそのグルコース配糖体であるグリシチン,

ゲニステイン及びそのグルコース配糖体であるゲニスチン,

フォルモノネチン及びピオカニンAの8種類のイソフラボ

ン,同じく植物エストロジェンとして知られるクメストロー

ルの合計9種類の化合物を対象として,北海道産の大豆及

び大豆加工食品中の含有量を調査し,これを基にして道民

のイソフラボン一日摂取量を推定した.

方　　　　　法

1.試薬及び分析機器

ダイジン(daidzin),ダイゼイン(daidzein),グリシ

チン(glycitin),グリシテイン(glycitein),ゲニスチン

(genisth)及びゲニステイン(genistein)はフジッコ㈱

製を,フォルモノネチン(formononetin)及びクメストロー

ル(coumestrol)はフナコシ㈱製を,ビオカニンA

(biochanin A)はアルドリッチ製を, 6-メトキシフラ

ボン( 6 -methoxynavone)は東京化成㈱製をそれぞれ用

いた.メタノールはHPLC用を,水はミリQ水を用いた.

その他の試薬は特級品を用いた.分析対象としたイソフラ

ボン類,クメストロール及び内部標準物質として用いた6-

メトキシフラボンの化学構造式を図1に示す.各標準品は

メタノール溶液として500～1000 μg/mLの標準原液を調製

した.この標準原液を適宜混合して検量線作成用標準溶液

(0.5～15.0 μg/mLあるいは0.01～0.5 μg/mL)とした.

珪藻土カラムはCHEM ELUT CE1010 (バリアン製)

を用いた.高速液体クロマトグラフは島津LC-10ATシリー

ズを用い,分析カラムはCadenza CD-C18 (φ3.0mm×

150mm,インタクト製)を使用した.

2･調査試料

乾燥大豆5件,きな粉3件,豆腐6件,凍り豆腐2件,

おから2件,油揚げ.がんもどき8件,納豆6件,味噌6

件,醤油5件の9品目43試料について調査を行った.分析

に供した大豆製食品は2001年4月～ 7月に札幌市内のスー

パーマーケットにて購入し,分析時まで-20℃で保存した.

乾燥大豆は粉砕器にて粉末状とした.豆腐,凍り豆腐,揚

げ,がんもどき,納豆はホモジナイザーあるいは乳鉢にて

粉砕した.きな粉,おから,味噌及び醤油は分析時によく

混和して用いた.

図1　イソプラボン類,クメストロール及び6-メトキシ

フラボン(内部標準)の化学構造式

3.分析方法

含水メタノールで抽出することにより配糖体を含むイソ

フラボン類を,また同一試料について酸加水分解を行うこ

とにより遊離体(アグリコン)とし,イソフラボン類の総

含有量を算定した･分析は1試料につき3試行で行い,そ

の平均値を測定値とした.

(11非加水分解試料

粉砕後よく混和して均一とした試料1.0gに内部標準物質

として6-メトキシフラボン200μg (醤油の場合は20μg)

を添加し　80%メタノール40mLを加えた. 20分間超音波

処理を行った後,室温で20時間放置して抽出を行った.抽

出液に80%メタノールを加えて全量を50mLとした後,

3000rpmで10分間遠心分離した.上清を5 mL取り水を

加えて全量を45mLとしてよく混和した後,その9 mLを

CHEM ELUTに負荷した. 20分間放置後,酢酸エチル100

mLで溶出した.酢酸エチル溶出液を減圧濃縮後,メタノー

ル2 mLに溶解してHPLC用試験液とした.

(2)加水分解試料

Frankeら13)の方法を参考にして酸加水分解を行いイソ

フラボンをすべて遊離型(アグリコン)にした後,上記と

同様な操作を行い総イソフラボン量を測定した.

粉砕後よく混和して均一とした試料1.0gに内部標準物質

として6-メトキシフラボン200μg (醤油の場合は20μg)

を添加した･濃塩酸7 mL及び0.06%BHT含有エタノー

-30-



ル35mLを加えて20分間超音波処理を行った後, 3時間加

熱還流して加水分解を行った.室温まで放冷後水を加えて

全量を50mLとし, 3000rpmで10分間遠心分離した.上

清を5 mL取り水を加えて全量を45mLとしてよく混和し

た後,その9 mLをCHEM ELUTに負荷した. 20分間放

置後,酢酸エチル100mLで溶出した.酢酸エチル溶出液

を減圧濃縮後,メタノール2 mLに溶解してHPLC用試

験液とした.

4. HPLC条件

上述の方法で調製した試験液をHPLCで分析し, 6 -

メトキシフラボンを内部標準とする内部標準法により定量

した. HPLC条件は以下の通りである.

機　　　器:島津LC10ATシリーズ高速液体クロマト

グラフシステム

カ　ラ　ム:Cadenza CD-C18　φ3.0mm×150mm,

インタクト製)

ガードカラム　イナートシルODS-3

(φ3-0mm×10mm, GLサイエンス製)

カラム温度: 45℃

移　動　相:(A液)水:メタノール:酢酸　900:100:

1 (v/v)

(B液)水:メタノール:酢酸100:900:

1 (v/v)

グラジエントプログラム: B液20%→30% 10分)→

100% (50分)

流　　　速: 0.3mL/min

検出波長:260nm

試料注入量: 5μL

検出ピークの同定,確認は内部標準との保持時間比を基

にして行ったが,保持時間のみでは同定が困難な場合には

LC/MSによりピークの確認を行った. LC/MSの分析条件

は以下の通りである.

機器はESIプローブ付きLCMS-2010 (島津製作所製)

を用い,測定には正,負ィオン同時測定モードを使用した.

ネブライザーガス　N2　流量は4.5L/min, ESIプローブ

電圧は4.5kV, CDL電圧は25V, CDL温度は250℃に設定

した. LCの操作条件はHPLC分析の場合と同じである.

各化合物の検出イオンは次のとおりである･ダイジン(m/z ;

417 [M+H]+, 415 [M-H]-, 475 [M+AcOH-H]-),

グリシチン(m/z;447 [M+H]+, 445 [M-H]-),ゲニ

スチン(m/z;433　M+H +, 465　M+MeOH+H]+,

431　M-H]-, 491　M+AcOHーH -),ダイゼイン

(m/z;255　M+H　+, 253 [M-H]-),グリシテイン

(m/z;285 [M+H]+, 283 [M一H]-),ゲニステイン

(m/z;271 [M+H]+, 269 [M-H]-),クメストロール

(m/z;269 [M+H]+, 267 [M-H]-),フォルモノネチ

ン(m/z;269 [M+H]+, 267 [M-H]-),ピオカニンA

(m/z; 285 [M+H]+, 283 [M-H]-)-

5.添加画収試験

大豆,豆腐,醤油について添加回収試験を行った.試料

1.0gに標準品混合溶液(50.0～500 μ　　　醤油の場合は

1･0～10.0μg/mL)を1 mL添加し,上記の方法で分析し

た.

6. 一日摂取量の算出

平成11年度国民栄養調査結果15)によると,北海道におけ

る醤油を含めた大豆製食品の一人一日当たりの摂取量は

82.2gであり,そのうち味噌は15.0g,豆腐30･8g,豆腐加

工品(油揚げ,がんもどき等) 5.0g,大豆,その他の大豆

製品(乾燥大豆,凍り豆腐,おから,豆乳,納豆,きな粉

等) 12.3g,醤油が19.1gである.これらの成績と今回の

調査で得られた各食品中のィソフラボン含有量に基づき,

イソフラボンの一日摂取量を算出した.

結果及び考察

1.分析方法の検討

食品中のイソフラボン類の分析では試料抽出液を直接

HPLCで分析する方法も用いられているが,醤油など一部

の食品では夾雑成分が多く定量が困難な場合が認められた.

また, Sep-pakC18カートリッジを用いるクリーンアップ

方法14)では精製効果が低いと思われたため珪藻土カラムを

用いる方法を検討した.試料抽出液を水で希釈後CHEM

ELUT CE1010に負荷し酢酸エチルで溶出することにより,

内部標準物質の6 -メトキシフラボンを含めて10種類の化

合物がほぼ定量的に回収され,精製効果も良好であった.

イソフラボン標準品混合溶液のHPLCクロマトグラム

を図2に示す.上述したグラジエント溶出条件により内部

標準を含む10種類の化合物を分別定量することが可能であっ

た.内部標準物質としてフラボンを用いる方法が報告され

ている13)が,上述の分析条件ではピオカニンAとフラボン

のピークが近接し分離が不十分であった.そこで,フラボ

ン骨格を有する数種の化合物について溶媒抽出の効率,

CHEM ELUTでの溶出挙動, HPLCでの分離挙動及び至

適検出波長を検討した結果, 6-メトキシフラボンを内部

標準物質として選定した.

図2　イソフラボン標準溶液のHPLCクロマトグラム

標準溶液での定量値の変動係数は各化合物ともに3 %以

内であり, HPLC分析の再現性は良好であった.内部標準

法による検量線の直線性は0.01～0.5 μ g/mL及び0.2～15.0

μg/mLの範囲で成立した.
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2. LC/MSによるクロマトグラム上のピークの同定,確認

醤油(加水分解及び非加水分解試料),味噌(加水分解

試料)及び油揚げ(加水分解試料)ではイソフラボン標準

品と保持時間が一致する夾雑ピークが出現し,クロマトグ

ラム上の保持時間のみでは同定が困難な場合も見られた.

そのような場合はエレクトロスプレーイオン化(ESI)

プローブを用いたスキャンモードでのLC/MS分析により

ピークの同定,確認を行った.測定対象とした7種類の化

合物すべてにプロトン化分子イオン　M+H]+ (正イオン

化モード)及び脱プロトン化分子イオン　M-H-　負イ

オン化モード)が検出された.また,ダイジンではm/z

475 [M+CHsCOOH-H]-,ゲニスチンではm/z 465

[M+CHsOH+H]+及びm/z 491[M+CH3COOH-H]

のようにそれぞれ溶離液中の酢酸あるいはメタノールが付

加したイオンも検出された.

3.添加回収試験

標準溶液でのCHEM ELUTからの回収率はいずれの化

合物においても97～102%と良好であった.一方,酸加水

分解処理を行った場合はゲニステイン,ビオカニンA以外

は93%以上の回収率が得られたが,ゲニステインは74%,

ビオカニンAは86%の回収率にとどまった.酸加水分解反

応時に酸化反応などの副反応を抑えるためにBHTを共

存13)させてはいるが,ゲニステインとどオカニンAは一部

酸化分解を受けるため回収率が低下したものと思われる.

大豆,豆腐,醤油で添加回収試験を行った結果,イソフ

ラボン類の回収率は大豆では92.1～110%,加水分解時には

76.2～412%　豆腐では93.8～108%,加水分解時には74.8～

106%,醤油では85.4～110%,加水分解時には68.9～103%

であった.

4.大豆製食品中のイソプラボン含有量の調査結果

大豆製食品9品目43試料についてのイソフラボン含有量

の調査結果を表1及び表2に示す.また,乾燥大豆及び豆

腐抽出液についてのHPLCクロマトグラムを図3に示す.

非加水分解時にはダイゼイン,ダイジン,グリシテイン,

グリシチン,ゲニステイン,ゲニスチンの6種類のイソフ

ラボンが検出された.また,加水分解時にはダイゼイン,

グリシテイン,ゲニステインのみが検出され,フォルモノ

ネチン,クメストロール,ビオカニンAはいずれの試料か

らも検出されなかった･

大豆中のイソフラボン含量は品種や生育環境によって大

きな差があるといわれている16)今回の調査においても5

試料を通じてダイゼインは521～727μ　　　グリシテイン

は27.6～86.8μg/g>　ゲニステインは547～1085μg/g>　総

イソフラボン量でも1215～1827μg/gと試料間で大きな差

が見られた.大豆種子中ではイソフラボンの大部分はグル

コースが結合した種々の配糖体として存在し,中でもグル

コースの6〝位にマロニル基が結合したマロニルイソフラ

ボンの存在量が多いといわれる10)ダイジン,グリシチン,

ゲニスチン以外のイソフラボン配糖体については標準品を

入手することができなかったため測定していないが,加水

分解処理を施すことによりこれらの配糖体をアグリコンで

あるダイゼイン,グリシテイン,ゲニステインとして定量

した.

大豆加工食品の中で総イソフラボン含量が最も多かった

のはきな粉であった.これは,他の加工食品に比べて水分

含量が少ないために試料重量当たりの総イソフラボン含量

が相対的に高くなっていることと,製造工程中でのイソフ

ラボンの消失が少ないことによるものと思われる.納豆も

製造工程でのイソフラボンの消失が少ないため,きな粉に

次いで総イソフラボン含量が多かった.味噌は他の大豆製

食品に比べてアグリコンの存在比率が高かったが,これは

長期間の熟成過程で微生物による配糖体の分解が進んだた

めと思われる.同じく醗酵食品である醤油では,熟成後も

ろみをしぼる作業が加わることなどからイソフラボン配糖

体はほとんど検出されず,総イソフラボン量も他の大豆製

食品に比べて極めて少なかった.

図3　大豆及び豆腐抽出液のHPLCクロマトグラム
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表1　大豆製食品中のイソフラボン含有量(加水分解後)
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表2　大豆製食品中のイソフラボン含有量
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表3　大豆製食品からのイソフラボン一日摂取量

5.大豆製食品からのイソフラボン一日摂取量の算定

今回の調査で得られた各食品中の総イソフラボン含量

(アグリコンとして算出,表1)と平成11年度国民栄養調

査での北海道における食品群別摂取量調査結果とを基に,

北海道における一人一日当たりのイソフラボン摂取量を算

出した(表3).食品群別にみると大豆,その他の大豆製

品からの摂取量が全体の4割強を占め最も多かったが,こ

れには北海道で生産量,消費量ともに多い納豆の寄与が大

きいものと思われる.次いで豆腐,味噌,豆腐加工品と続

き,醤油は1%以下と最も少なかった.大豆製食品全体で

はダイゼイン11.0mg,グリシテイン1.60mg,ゲニステイ

ン12.0mg,合計24.6mgであった.食品摂取量は地域によ

り差があるためイソフラボン摂取量の算定値も地域によっ

て異なってくる.ちなみに,大豆製食品の全国平均の摂取

量151を基にイソフラボンの摂取量を算定すると,総イソフ

ラボン量として24.1mgであった.食品群別にみると味噌

4.62mg (19.2%),豆腐9.11mg (37.8%),豆腐加工品2.18

mg (9.0%),大豆,その他の大豆製品8.04mg (33.3%),

醤油0.17mg (0.7%)であった.イソフラボン総摂取量は

北海道とほとんど変わらないが,食品別にみると豆腐から

の摂取量が最も多かった.

日本人のイソフラボン摂取量についてはこれまでにいく

つかの調査結果が報告されている.戸田ら10)はマロニルイ

ソフラボンなどの配糖体をも含むイソフラボン全体の摂取

量として17.96mg/日, Kimiraら17)はダイゼインとゲニス

テインの合計として39.46mg/日とそれぞれ算定している.

また, Nakamuraら18)は大豆製食品11品目50試料を調査し

た結果,加水分解後の遊離型イソフラボン量として27.80

mg/日という数値を報告している.今回の調査結果からも

明らかなように食品中のイソフラボン含有量は同種の食品

であっても試料間のバラツキが大きいことから,より信頼

性の高い摂取量評価を行うためには同一食品あたりの試料

数ができるだけ多いことが望ましい.また,イソフラボン

摂取量の算出にあたっては分析方法(アグリコンの総量か

配糖体を含むイソフラボン類か)や食品摂取量の算定方法

(食品群別か個別食品別か)の違いによっても算定値は大

きく変動することも考えられるため,調査結果の比較検討

にあたってはこれらの点にも留意する必要があると思われ

る.

Hendrichら19)はガン抑制など大豆イソフラボンの生理

的効果を得るために必要なイソフラボンの摂取量として1.5

～2.0mg/kg体重/日と試算しており,これを体重60kg

の成人に当てはめると90～120mg/日となる.近年,欧米

でも成人病予防など健康面への配慮から日本型の食生活が

見直され,豆腐などの消費が増えてきているが,大豆製食

品の消費量は日本人が圧倒的に多い.しかし,大豆イソフ

ラボンの生理的効果を有効に利用するために必要な摂取量

としては, Hendrichらが示す必要な摂取量から比べると

まだまだ少ないといえる.日本人の食生活が欧米化してい

くなかでガンをはじめ様々な成人病の増加が問題となって

おり,欧米のみならずわが国においても伝統的な日本食が

見直されてきている.過去20年間(1980～1999年)におけ

る日本人の大豆製食品摂取量の推移をみると66.02±2.37g/

日と大きな差はなく,近年では僅かながら増加の傾向が認

められる.しかし,年齢別に摂取量を比較すると世代間で

大きな差がみられる. 1999年の統計151を見ると,大豆製品

がそのほとんどを占める豆類の一人一日当たりの摂取量は

平均で70.4gであるが,これを1～29歳と30歳以上に分け

てみるとそれぞれ51.9g及び78.0gであり,若年層での大

豆製食品の摂取量が明らかに少ないことが分かる.今後も

この傾向が続けば,日本人の大豆製食品の摂取量が減少し

てくることも考えられる.

大豆は良質の蛋白質と脂質に富む栄養価の高い食品とし

て古くから豆腐,味噌,醤油,納豆など様々な形に加工さ

れ,日本人の重要な食糧資源として活用されてきた.そし

て,大豆に含まれるレシチン,イソフラボン,サポニンな

どの種々の成分が発揮する様々な生理的効果が明らかにさ

れてきた結果,健康食品としての大豆の有用性が世界中で

注目を集めている.今日,高齢化社会を迎えるにあたって,

成人病の予防など健康の維持,増進をいかに計っていくか

が大きな社会的課題となっている.今後,食と健康を考え

る場合に大豆製食品をいかに有効に活用していくかが重要

な課題の一つになると思われる.
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要　　　　　約

北海道産の大豆製食品9品目43試料についてイソフラボ

ン類の含有量を調査した.試料を含水メタノールで抽出す

ることにより配糖体を含むイソフラボン類を,また試料を

酸加水分解処理により遊離体とし,アグリコンとしてのイ

ソフラボンの総量を定量した.試料抽出液を珪藻土カラム

で精製後, ODSカラムを用いるHPLCにより分析した.

醤油を除くほとんどの食品からダイゼイン,グリシテイン,

ゲニステイン及びそれらのグルコース配糖体の6種類のイ

ソフラボンが検出された.一方,フォルモノネチン,ビオ

カニンA及びクメストロールはいずれの食品からも検出さ

れなかった･大豆加工食品の中ではきな粉,納豆のイソフ

ラボン含有量が多く,醤油が最も少なかった.各食品中の

イソフラボン含有量を基に道民のイソフラボン摂取量を算

定すると24.6mg/日であった･

本調査は,北海道立衛生研究所健康科学調査研究事業

｢北海道産食品中の栄養成分,必須微量元素及び機能性成

分の含有量に関する調査研究｣ (平成13～15年度)の一環

として行われた.また,本調査研究の一部は(財)北海道食品

科学技術振興財団からの研究助成金で行われたことを付記

し,あらためて関係各位に深謝いたします.
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