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高カカオチョコレートの健康効果

66期生 　藤　本　結　衣

Ⅰ　研究動機
　きっかけは、たまたまコンビニで見かけたこのお菓子→
のパッケージに掲載されている「美と健康を考えた高カカ
オポリフェノール」という宣伝文句に興味を持ったこと。
　本当にこの商品のような高カカオチョコレートが健康に
良いのか知りたいと思い、今回の研究テーマにした。

Ⅱ　研究方法
①普通のチョコレートと高カカオチョコレートの原材料と栄養成分を調べて比較する
②インターネットで「カカオポリフェノール」とは何かを調べる
③「高カカオチョコレートは本当に普通のチョコレートより健康に良いのか」を実験で

明らかにする

Ⅲ　研究内容
１．チョコレートの成分比較
　・明治ミルクチョコレート（いわゆる普通のチョコレート）

商品の特徴…純粋な味わいを求めて原材料を選び、伝統のおいしさに磨きをかけた
原 材 料 名…砂糖・カカオマス・全粉乳・ココアバター・レシチン（大豆由来）

　・明治チョコレート効果CACAO72%（高カカオチョコレート）
商品の特徴…カカオの華やかな香りとコク、そして上質な苦み
　　　　　　１粒でカカオポリフェノール127mgが含まれている
原 材 料 名…カカオマス・ココアパウダー・砂糖・ココアバター・乳化剤・香料・

（原材料の一部に乳成分、大豆を含む）
　・明治チョコレート効果CACAO86%（高カカオチョコレート）

商品の特徴…カカオの力強い香りとコク、上質な苦み、ほのかな甘さ
　　　　　　１粒でカカオポリフェノール136mgが含まれている
原 材 料 名…カカオマス・ココアパウダー・砂糖・ココアバター・乳化剤・香料・

（原材料の一部に乳成分、大豆を含む）
　・明治チョコレート効果CACAO95%（高カカオチョコレート）

商品の特徴…カカオ豆をバランスよくブレンドし、強い苦みと豊かな香り
　　　　　　１粒でカカオポリフェノール142mgが含まれている
原 材 料 名…カカオマス・ココアパウダー・砂糖・乳化剤・香料・（原材料の一部に

乳成分、大豆を含む）
上記のチョコレートを使用して栄養成分を比較する。

大阪教育大学附属天王寺中学校
自由研究〈第39集　2014〉



－68－

それぞれのチョコレートの栄養成分を表にまとめると…
※表中の“商品名”の欄では、 明治ミルクチョコレート→ミルク、明治チョコレート

効果CACAO72%→72%、明治チョコレート効果CACAO86%→86%、明治チョコレー
ト効果CACAO95%→95% と簡略して表示する。

↓
上の表では内容量がバラバラで比較しにくいため、100gあたりに計算しなおすと…

※単位は省略してある。
※下の表では、数値を100gあたりに計算しなおす過程で小数第一位を四捨五入したため、“ポリ

フェノール比率”を除く全ての値は整数で表示している。
※表中の“ポリフェノール比率”とは、明治ミルクチョコレートに含まれるポリフェノール量を

１とした時のその他のチョコレートに含まれるポリフェノール量の比で、小数第二位を四捨五
入している。

　　　　　　↓
比較した結果分かったこと

　・高カカオチョコレートと普通のチョコレートの一番大きな違いはカカオポリフェ
ノールの含有量である。（表の数値を見るとナトリウムの含有量も大きく異なるよう
に見えるが、単位はmgなのでどのチョコレートにも１g以下しか含まれていない。
そのためこれがチョコレートの健康効果に直結しているとは考えにくい。）

　・カカオ濃度が高いチョコレートほどカカオポリフェノールの含有量が多い。
　・高カカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールの量はどれも普通のチョコ

レートの３倍以上である。
　・高カカオチョコレートは普通のチョコレートより脂質と糖質は少ないが高カロリー

である。

明治チョコレートの栄養成分（100g単位）

明治チョコレートの栄養成分（１箱単位）

商品名 内容量 熱　量 タンパク質 脂　質 糖　質 食物繊維 ナトリウム
カカオポリ
フェノール

ミルク 55 307 4.2 19.1 28.5 11.9 33 1450

72% 75 427 8.0 30.8 25.1 18.6 14 1900

86% 70 405 9.7 31.9 14.7 10.2 14 1900

95% 60 362 8.5 30.8 18.1 19.2 13 1700

商品名 熱　量 タンパク質 脂　質 糖　質 食物繊維 ナトリウム
カカオポリ
フェノール

カカオポリ
フェノール
比　　　率

ミルク 558 18 35 52 13 60 1818 11.

72% 569 11 41 33 11 15 2533 3.1

86% 579 14 46 21 15 16 2714 3.3

95% 603 14 51 14 15 15 2833 3.5
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２．カカオポリフェノールとは
（1） ポリフェノールについて

　カカオポリフェノールは、抗酸化物質であるポリフェノールの一種。
　ポリフェノールとは、フラボノール・イフソラボン・タンニン・カテキン・ケル
セチン・アントシアニンなどの物質の総称で、自然界には何千種類も存在する。動
物には存在せず、植物の樹皮や表皮、種子などに含まれる色素成分や苦み・渋み成
分を指す。
　ポリフェノールが多く含まれている食品として有名なのが、赤ワイン・緑茶・コー
ヒーなどだが、カカオにはそれらよりもはるかに多量のポリフェノールが含まれて
いる。このカカオに含まれているポリフェノールのことをカカオポリフェノールと
呼ぶ。カカオポリフェノールは、分子が２つくっついているという他とは違う珍し
いつくりをしており、通常のつくりに比べ、その効果が桁違いに大きい。そのため
カカオポリフェノールはとても優秀な力を持っている。

（2） カカオポリフェノールの効果・効能
　・動脈硬化の予防…活性酸素による動脈硬化の進行防止
　・ガンの予防…細胞のガン化を防止、ガン細胞の増加防止、免疫力強化
　・ストレス対策…精神的ストレスに対する抵抗力強化
　・アレルギー対策…アレルギー症状を引き起こす活性酸素の過剰な発生の抑制
　・日焼け対策…肌の炎症の回復、血行促進、肌のキメを整える
　この他にもさまざまな効果・効能があるが、それらは全てカカオポリフェノール
の持つ“抗酸化作用”によるものである。

（3） 抗酸化作用とは

抗　 酸化　 作用　＝体を錆びつかせないようにする働き
　↓　 　↓
  抑制　 もの（ここでは人間の体内機能）が錆びたり腐ったりすること

　人間は空気を吸って生活している。空気の21%は酸素である。酸素は体の中で栄
養素と結びついてエネルギーを作り出すが、その過程で一部の酸素は化学変化を起
こし活性酸素というものを発生させる。この活性酸素が過剰に発生すると人間の体
は酸化し、体内機能が錆びついて正常な働きが出来なくなる。そしてその結果、動
脈硬化や生活習慣病などの問題が起きてしまう。このように様々な病気の原因とな
る活性酸素を取り除いてくれる働きが、抗酸化作用である。

　ここまで調べて、“抗酸化作用”によって様々な病気を未然に防げることが分かった。
→ということは、この作用があるカカオポリフェノールは健康に良い物質であり、

そのカカオポリフェノールが普通のチョコレートより多く含まれている高カカオ
チョコレートは普通のチョコレートより健康に良いのではないだろうか。

　この仮説が正しいかどうか明らかにするために、普通のチョコレートと高カカオ
チョコレートではどちらの方が抗酸化作用が大きいか（つまりどちらの方が健康に良
いか）を調べる実験をすることにした。
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３．抗酸化作用の比較実験
（1） 実験１

目的…高カカオチョコレートと普通のチョコレートの抗酸化作用を比較すること
主な準備物…10円玉５枚、成分比較（Ⅲ １．）で使ったチョコレート４種類

方法…10円玉を１週間それぞれのチョコレートに浸け、１週間後のサビの落ち具
合を比較する
→10円玉のサビは酸化によってできたものである。もしこの実験で10円玉

のサビが落ちれば酸化を元に戻せたということになり、そのチョコレー
トには抗酸化作用があると証明できる。また、サビがよく落ちれば落ち
る程抗酸化作用が大きいといえるので、サビの落ち具合によってそれぞ
れのチョコレートの抗酸化作用の大きさを比較できる。

結果…サビがよく落ちて綺麗になった順に、

考察…•チョコレートに浸けた10円玉はどれも水に浸けただけの10円玉より綺
麗になっていることから、どのチョコレートにも少なからず抗酸化作用
があることが分かる。

　　　•カカオ濃度が高い順にサビがよく落ちていることから、カカオ濃度が高
いチョコレートほど抗酸化作用が大きいということが分かる。

　　　•この実験だけでは信憑性が低く、「高カカオチョコレートは普通のチョコ
レートより健康に良い」と断言することは難しいので、別の角度から抗
酸化作用を比較する実験をもう一つ加えることにする。

←実験前のサビ具合の差を少なくするた
め、近い年代に製造されたものを用意

　明治チョコレート効果

←CACAO95%

　　↓

　明治チョコレート効果

　CACAO86%

　　↓

　明治チョコレート効果

　CACAO72%

　　↓

←明治ミルクチョコレート

　　↓

←水のみ
※チョコレートを使用する場合と使用しな
い場合での結果も比較するため、「水のみ」
という条件も加えた。

綺麗
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（2） 実験２
目的…高カカオチョコレートと普通のチョコレートの抗酸化作用を比較すること
主な準備物…リンゴ１個、成分比較（Ⅲ １．）で使ったチョコレート４種類

方法…リンゴを切ってその断面をそれぞれのチョコレートに浸け、１日後の表面
の色の変化を比較する
→切ったリンゴを放っておくと、表面が酸化によって茶色くなってくる。

もしこの実験でリンゴの表面の色が変化しなければ酸化を防げたという
ことになり、そのチョコレートには抗酸化作用があると証明できる。ま
た、色の変化が少なければ少ない程抗酸化作用が大きいといえるので、
色の変わり具合によってそれぞれのチョコレートの抗酸化作用の大きさ
を比較できる。

結果…色の変化が少なかった順に、

考察…・チョコレートに浸けたリンゴはどれも水に浸けただけのリンゴより色が
変化していないことから、どのチョコレートにも少なからず抗酸化作用
があることが分かる。→実験１と同じ

　　　・高カカオチョコレートの方が普通のチョコレートより色の変化が少ない
ことから、カカオ濃度が高いチョコレートは抗酸化作用が大きいという
ことが分かる。しかし、カカオ濃度が高いほど抗酸化作用が大きいわけ
ではない。→実験１と少し違う

　明治チョコレート効果

←CACAO95%

　　↓

　明治チョコレート効果

　CACAO86%

　明治チョコレート効果

　CACAO72%

　　↓

←明治ミルクチョコレート

　　↓

←ラップのみ

※チョコレートを使用する場合と使用しな

い場合での結果も比較するため、「ラップ

のみ」という条件も加えた。

綺麗
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Ⅳ　ま と め
　高カカオチョコレートは普通のチョコレートより抗酸化作用が大きいことが実験によ
り証明されたので、高カカオチョコレートが健康に良い食品であることが分かった。但
し、カカオ濃度と抗酸化作用の大きさが比例しているかどうかは今回の研究では分から
なかった。
　また、高カカオチョコレートは普通のチョコレートに比べ脂質・糖質が少ないにも関
わらず高カロリーである。いくら健康に良いとは言え、過剰摂取は避け、あくまでも補
助食品として取り入れるのが望ましい。
　チョコレートの健康効果としてはカカオポリフェノールが注目されがちだが、意外と
食物繊維が多いことも成分比較の結果から分かった。チョコレート100gで、１日に必要
な食物繊維の量のほとんどを補うことができる。
　高カカオチョコレートを頻繁に摂取することで、様々な病気を防いだり肌を健康に保
つなどの効果が期待できる。

Ⅴ　感想・反省
　この研究での一番の反省点は、明治製菓のチョコレートしか扱うことができなかった
ことだ。しかもそれを人に指摘されるまで気づかなかった、というのが大変情けない。
１つの会社の製品だけでは信憑性に欠けるし実験するからにはなるべく真実に近い結果
を得たいので、他メーカーのチョコレートについても今後調べてみるべきだと思う。ま
た、今回の研究で明確にすることができなかった点は、納得がいくまで調べてみようと
思った。
　が、「もうチョコレートは食べたくない」というのが正直な感想である。食品をテーマ
とした研究では必然的に買った分は消費しなければならないので、高カカオチョコレー
トのように美味しくもないのにカロリーだけはやたらと高い食品は選ぶべきではない、
と痛感した。改めて「見通しを持ったテーマ設定」の大切さについて考えさせられた自
由研究だった。
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