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要 旨
植物色素を抽出する試料として，トマト，ブドウの皮，桐の葉が使用された。染色

布の紫外線透過率は分光光度計を用いて精密に測定された。白布に比べて植物色素で
染色した布は紫外線を吸収する効果が大きいことが見出された。洗濯によって，桐の
葉で染色した布の色落ちがみられるが，紫外線の吸収効果は大きく減少していないこ
とがわかった。植物色素で染色した布が紫外線をどの程度吸収するかについて抗酸化
性効果との関連から検討された。

Ⅰ．緒言

「活性酸素が，死をまねく，老化を進める」，
「病気全体の90％は，活性酸素が原因であ
る」「活性酸素の増加は，人類の生存を脅か
す」などのショッキングな見出しで雑誌やテ
レビなどのマスコミに取り上げられている。
活性酸素は，きわめて有毒であり，人間の

老化やガンなどの原因になる。紫外線が恐ろ
しいのは，目や皮膚に当たると，活性酸素を
発生させるからである。活性酸素は，紫外線
が当たるときにだけ発生するのではないが，
紫外線が目や皮膚に当たって発生させる活性

酸素は，白内障や皮膚ガンをもたらすことが
知られている。従って，紫外線を避け，紫外
線を避ける「紫外線予防グッズ」が多く市販
されている。日傘，帽子，メガネ，サングラ
スなどに，紫外線防止加工が施されている。
車のフロントガラスやドアガラスにも紫外線
カットガラスが用いられる。
人間は，これほど気を使って，紫外線を避

けている。それなのに，植物たちは自然の中
で降りそそぐ太陽の光を避けずに暮らしてい
る。人間と比較にならないほど，植物に降り
注ぐ紫外線は多く強いはずである。ところが，
植物の葉っぱは，日焼けをしている様子はな
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い。もちろん，日焼け止めクリームも使って
いない。野菜は，どんなに強い太陽の光にあ
たっていようとも，みずみずしく縁に輝いて
いる。花々も，鮮やかな色を保っている。果
実も，太陽の日差しをいっぱいに受けながら，
美しく実っている。さらに，植物には，人間
にはない特有のものがある。活性酸素を消去
する「抗酸化物質」である。ビタミン E，ビ
タミン C，カロテン，アントシアニン，リコ
ピンなどである。植物は，このような物資を
からだの中につくって活性酸素の発生を抑制
している1）。
紫外線が目や皮膚に当たって発生させる活

性酸素によって，白内障や皮膚ガン，肌のか
ゆみをもたらすことはよく知られている。紫
外線防止剤は数多くみられるが，カロテン，
アントシアニン，リコピンなどの植物色素は，
紫外線を防止するだけでなく，活性酸素を消
去する抗酸化性効果をもつ物質である。本研
究では，これらの植物色素で染色した布が紫
外線をどの程度吸収するかについて調べる。
また植物色素は，洗濯によって色落ちしやす
いのでこれらの染色布の洗濯による色落ち効
果と紫外線吸収効果について調べるために色
彩情報を測定し2），色彩情報をヒストグラム
化することによって，視覚的に評価できる方
法を検討する。

Ⅱ．方法

1 試料
植物色素を抽出する試料として，トマト，

ブドウの皮や桐の葉の身近に見られる植物を
使用した。布は市販の綿ブロード白布を用い
た3）。

2 染色
2―1 熱湯抽出による染色
採取したトマトの重さ2倍の水とクエン酸

を適量加え，ミキサーで3分間撹拌し，20分
間煮沸する。温度は随時調節し，大きく沸騰
しない程度にする。布を入れ30分沸騰した
後，約1～2日間放置し染色を行う。
2―2 室温抽出による染色
採取したブドウの皮の重さ20倍の水を加

え，ミキサーにクエン酸を適量に入れ3分間
撹拌する。布を入れ1～2日ほど室温にて放
置した後，水洗いをする。
採取したブドウ皮をネットに入れ，皮の重

さ20倍のエタノールを加え1～2日放置する。
染色液をハケで布に3～4回ほど塗る。
2―3 アルカリ・酸による中和染色
桐の葉をミキサーで撹拌または刃物で細か

く切った物を利用しアルカリ液で処理した
後，硫酸で中和した。布を入れ湯中で30分
程度染色を行い，1～2日ほど放置した後，水
洗いをする。

3 紫外線測定
JascoV-670 Spectrophotometerを用いて紫外

線透過率を精密に測定した。

4 洗浄方法
洗浄方法は，全自動洗濯機を用いていずれ

の色柄布も市販の洗濯用合成洗剤を使用し，
全自動で15分洗濯を行った。手洗い洗濯で
は，4 lの水の中に市販の中性洗剤を入れ，
染色した布を20秒間右周りにまわした。そ
の後4 lの水の中で20秒間右回りにまわりを
2回行った。

5 測色
染色布をカラースキャナから洗濯前および

洗濯後の色柄布の試料の表面をいずれも画像
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洗濯回数 L＊ C＊ h

染色後 85．50 10．80 －29．80

1回洗濯 92．87 1．33 85．37

3回洗濯 93．70 3．25 106．60

5回洗濯 92．80 4．3 98．60

表1 ブドウ染色布の L＊，C＊および hの平均
値の変化（全自動洗濯機を使用した場合）

洗濯回数 L＊ C＊ h

染色後 55．3 40．4 －6．3

1回洗濯 63．2 23．8 －23．6

3回洗濯 69．0 12．6 －43．6

5回洗濯 76．0 0．9 －45．4

表2 洗濯回数ブドウ染色布の L＊，C＊および h
の平均値の変化（手洗い洗濯の場合）

サイズ512×512ピクセル，解像後72 dpiの
条件で取り込んだ4）。試料布はすべてカラー
スキャナから画像を取り込み，カラー画像解
析により，各画素ごとに明度（L＊），彩度（C＊）
及び色相角（h）の色彩情報量を測定すると
ともに，全画素のヒストグラムを求め，L＊

平均，C＊平均及び h平均を算出した5）。

Ⅲ．結果と考察

3―1 植物色素による洗濯色落ちの変化
3―1―1 洗濯による色落ちの変化
ブドウ皮抽出液による染色布の全自動洗濯

機を使用した洗濯回数による L＊，及 C＊び h

の変化を表1に示した。

L＊では，染色後に比べて1回洗濯をすると
明度が増加した。しかし，それ洗濯解回数を
増やしてもほとんど変化することがなかっ
た。C＊では，1回洗濯をすると C＊＝1．33と
一気に彩度が減少したが，さらに洗濯回数を
増やすと徐々に増加する傾向が見られた。h

では，染色後に比べて1回洗濯をすると色相
が変化した。h＝－29．8と赤紫系だったのが
洗濯をすることによって h＝85～100付近，
黄色系に色相が変化した。
ブドウ皮抽出液の染色布について，手洗い

洗濯による洗濯回数による L＊，C＊及び hの
変化を表2に示した。

L＊では，洗濯回数が増える毎に明度が少
しずつ増加し，全体的に明るくなった。つま
り，紫色だったのが白方向に向かい洗濯色落
ちが起こったと考えられる。L＊では洗濯回
数が増える毎に彩度が次第に減少し，全体的
に鮮やかさが鈍くなった。hでは，染色後は
h＝－6．3だったのが1回洗濯をすることに
よって h＝－23．6になり，さらに3回洗濯を
すると h＝－43．6になった。3回以上洗濯し
ても目立った変化はみられなかった。染色後
はピンクだったのが1回洗濯で紫系に，3回
洗濯で青紫系に色相が変化した。
桐の葉の抽出液による染色布について，手

洗い洗濯による洗濯回数による L＊，C＊及び
hの変化を表3に示した。

L＊では，洗濯回数が増える毎に明度が少
しずつ増加し，全体的に明るくなった。つま
り，紫色だったのが白方向に向かい洗濯色落
ちが起こったと考えられる。C＊では洗濯回
数が増える毎にだんだんと彩度が減少した。
葡萄の色の鮮やかさが減少しにぶくなった。

洗濯回数 L＊ C＊ h

染色後 64．4 36．8 －8．4

1回洗濯 73．3 18．1 －13．5

3回洗濯 77．2 8．3 －20．3

5回洗濯 82．0 5．2 －9．9

表3 桐の葉抽出液による染色布の洗濯回数に
よる L＊，C＊及び hの平均値の変化（手
洗い洗濯の場合）



岐阜女子大学紀要 第44号 （2015．1．）

28― ―

hでは，染色後は h＝－8．4だったのが1回洗
濯することによって－13．5になり3回洗濯を
するとさらに h＝－20．3になり5回洗濯する
と h＝－9．9と染色後に近い値になった。染
色後はピンク系だったが1回洗濯，3回洗濯
と洗濯回数を増やすごとに紫系に移行しつつ
あったが5回洗濯をするともとのピンク系に
色相に変化した。
3―2 染色布による日光（赤外線，可視光

線および紫外線）の透過率曲線
日光中には，可視光線 （380 nm～780 nm）

が約52％，赤外線（780 nm～2000 nm）が42

％，紫 外（UV）線（200 nm～380 nm）が6

％含まれる。これらの光線をどれだけ布が透
過するかについて調べた。図1及び2には，
トマト及びブドウ皮の抽出液による染色布に
よる日光の透過率曲線および洗濯による変化

を比較して示した。
図1から，白布とトマトの抽出液で染色し

た布の日光の透過率曲線を比較すると，トマ
トで染色した布は白布よりも，赤外線，可視
光線および紫外線のいずれの場合も遮蔽する
効果が大きいことがわかる。白布では紫外線
透過率は約60％と高い値を示すが，トマト
の抽出液による染色布では30％と紫外線透
過率がかなり低下することがわかる。しかし，
洗濯回数を増加させると若干透過率は低下す
るが，3回洗濯でも5回洗濯でも，透過率は
ほとんど違いがないことがわかる。トマト皮
抽出液に染色された染色布は洗濯によって色
落ちするにもかかわらず，紫外線吸収効果は
ほとんど低下しないと判断される。
図2から，トマトと同様にブドウ皮で染色

した布も赤外線，可視光線および紫外線のい
ずれの場合も遮蔽する効果が大きいことがわ
かる。白布では紫外線透過率は約60％と高
い値を示すが，ブドウの抽出液による染色布
では20％と紫外線透過率がかなり低下する
ことがわかる。
トマトの抽出液による染色布よりも紫外線

透過率が低いことがわかる。また，洗濯回数
を増加させると若干透過率は低下するが，3

回洗濯でも5回洗濯でも，透過率はほとんど
違いがないことはトマトと同じ傾向がみら
れ，ブドウ皮抽出液で染色された染色布も洗
濯によって色落ちするにもかかわらず，紫外
線吸収効果はほとんど低下しないと判断され
る。

Ⅳ．結論

植物色素は，紫外線を吸収すると共に，抗
酸化作用があるのでアンチエイジングに効果
的と判断される。また，植物色素は洗濯によっ
て色落ちするが，それによって紫外線を吸収

図1 洗濯によるトマト皮抽出液による染色布
の日光（赤外線，可視光線および紫外線）
の透過率曲線

図2 洗濯によるブドウ皮の抽出液による染色
布の日光（赤外線，可視光線および紫外
線）の透過率曲線
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する効果は減少しない。合成染料も，紫外線
を吸収するが，有毒な活性酸素を発生させ人
の健康を脅かすと推察される。不思議な力を
もつ植物色素の抗酸化性を利用して，健康的
な生活環境を構築する手掛かりを見出した。
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