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目　　　　　的

一般にシラカバ(白樺)と称されるシラカンパBetula

platyphylla var.japonica Hara (カバノキ科)は高さ20～

25m,太さ40～60cmになる落葉高木で､北海道では身近

な樹木である｡本種は本州中部以北､北海道､千島列島南

部､サハリンに分布し､近縁種がアジア大陸､ヨーロッパ､

アメリカにある｡

このシラカバから早春の約1カ月間に溢出される樹液は､

糖､アミノ酸､タンパク質や多種類のミネラルを含んでい

る｡フィンランドなどの北方圏諸国､ロシア､中国､韓国

などでは､この樹液を病気に効く､あるいは健康に良いと

して飲用する習慣がある1)｡　わが国では､アイヌ民族が飲

料としたり､料理に用いていた2)｡最近､北海道や長野県

でもシラカバの樹液が注目され始め､各種製品が売り出さ

れている｡また､上川管内美深町では1995年4月および2000

年4月に国際樹液サミットを開催し､毎年4月中旬､美深

白樺春まつりを開催している3.4)｡

ところで､シラカバ樹液は民間で種々の病気に効くとさ

れており､その中にリューマチや関節炎など免疫系の疾患

が含まれていることは注目に値する｡さらに､マウスにこ

の樹液を与えると抗疲労性､ストレス耐性の高まることが

報告されている1)｡今後､シラカバ樹液の薬理作用が明ら

かになれば､その付加価値も高まり､新たな医薬資源とし

て利用できる｡

そこで著者らは､平成10年度から｢シラカンバをはじめ

とする北海道産樹木に含まれる樹液の免疫増強作用に関す

る研究｣を開始し､札幌市および胆振管内白老町に植樹さ

れているシラカバ4本から樹液を経時的に採液した｡今回

はその研究の一環として､それらに含有される糖､有機酸､

アミノ酸､タンパク質および無機物各濃度の経時変化を中

心に報告する｡

方　　　　　法

1.試料採取

北海道立衛生研究所(札幌市北区)敷地内の隣合ったシ

ラカバ2本(A, B, 1972年4月植樹)から､ 1999年3月

19日､ 25日､ 4月1日､ 6日､ 9日､ 13日､ 16日､ 20日お

よび23日に採液した｡また､ (財)アイヌ民族博物館(胆振

管内白老町)敷地内の隣合ったシラカバ2本(C, D)か

ら､同年4月15日､22日､29日および5月6日に採液した｡

採液のために､先ずシラカバの地表40～45cmの位置にド

リルで穴(直径2.0cm,深さ1～1.5cm)を穿け､シリ

コンチューブを付けたシリコン栓を差し込んで樹液を受器

に導いた(写真1)｡採液は昼間行い､採液時以外は盲栓

で溢出を防いだ｡穿孔位置における樹の直径は､ A :34

cm, B :18.5cm, C :30cm, D :21cmであった｡

得られた樹液を0.22μmの滅菌フィルターを用いてろ過

し､ろ液を試験溶液とした｡

比較のため､道内で生産された2種類の樹液瓶詰製品を

購入した｡

2.糖の定量

試験溶液を以下の条件で分析し､果糖､ブドウ糖および

ショ糖を定量した｡

機器:目立L-6200型高速液体クロマトグラフ､カラム:

AsahipakNH2P-504E (4.6φ ×250mm),移動相:アセ

トニトリル/水混液(3 : 1),流速:1.0ml/分､カラム

温度: 40℃,検出器:示差屈折計(エルマー社､ ERC-7522),

注入量: 10μl.

3.有機酸の定量
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試験溶液を以下の条件で分析し､リンゴ酸およびコハク

酸を定量した｡

機器:日立655型高速液体クロマトグラフ､カラム:

Asahipak ODP-50 (6φ ×250mm),移動相: 0.1%リン酸､

流速:1.5ml/分､カラム温度:50℃,検出波長:214nm

(島津製作所､紫外可視分光光度計検出器SPD-10Ai),注

入量: 10μl.

4.アミノ酸の定量

試験溶液を0.04M塩酸で2倍に希釈後､ 25μlを日立

自動アミノ酸分析計835型で分析し､遊離アミノ酸を定量

した｡

5.　タンパク質の定量

試験溶液中のタンパク質は､ Proteinassaykit (バイ

オ･ラッドラボラトリーズ社)を用いたマイクロアッセイ

法により測定した｡試験溶液800μlに試薬200μlを添加し､

室温で10分間反応させた後､ 595nmにおける吸光度を測

定した｡ウシγグロブリンを標準タンパク質として検量線

を作成し､タンパク質濃度を算出した｡

6.無機物の定量

ナトリウムは試験溶液をそのまま､カリウムは試験溶液

を10倍に希釈後､炎光光度法により分析した｡カルシウム

およびマグネシウムは試験溶液を100倍に希釈後､原子吸

光法により分析した｡　いずれも目立180-50型原子吸光分光

光度計(アセチレン-空気フレーム使用)を用いた｡

アルミニウム､クロム､マンガン､鉄､銅､亜鉛､カド

ミウムおよび鉛の計8元素を以下のように定量した｡試験

溶液をそのまま､あるいは必要に応じて超純水で10～100

倍に希釈後､濃硝酸および内部標準物質としてイットリウ

ムを各々1% (v/v)および0.1mg/lとなるように添加

した｡ホットプレート上で約2時間加熱処理後､誘導結合

プラズマ発光分析装置(Optima 3300DV ICP-AES,

Perkin-Elmer社)を用いて分析した｡定量下限値は0.001

mg/lとした｡

7.味覚試験

凍結保存しておいた試験溶液を解凍後､当所の男性職員

3人(51歳:喫煙者､ 50歳:非喫煙者､ 34歳:非喫煙者)

が掌に各1 mlを載せて試飲し､甘味の程度を判定した｡

ただし､札幌Aの4月20日､ 23日､ Bの4月23日､白老

C, Dの5月6日採液分は液量が少ないため､実施できな

かった｡

写真1　シラカバ(札幌B)樹液の採取

結果および考察

1.溢出の状況

札幌のシラカバAは2月23日に穿孔したが､樹液は全

く溢出しなかった｡溢出開始は24日後の3月19日で､無色

透明な液体を6時間で45ml得た(約7.5ml/h)｡ 3月19日､

Bに穿孔したところ､樹液が約3 ml/hの速度で溢出した｡

その後3, 4日毎の採液を試みた｡ 3月中は気温が低く､

溢出しない日が多かったが､気温の上昇した翌日に溢出す

る傾向が認められた｡ 4月9日までは夜間の気温低下､凍

結により盲栓が外れ､溢出液が氷柱状に固まっている様子

を度々観察した｡ 4月に入ると樹液は順調に溢出し､ 4月

6～8日はA, B共に70～80ml/hの速度で溢出した｡ 4

月23日､芽が膨らみ始めた｡ Aには樹液の溢出はほとん

ど認められなかったが､ Bは20ml/hの速度で樹液を溢出

した｡ 4月26日､ A, B共に樹液の溢出は全く認められ

なかった｡

白老のシラカバCおよびDは､ 4月15日に穿孔すると

380および500ml/hの速度で勢いよく樹液が溢出した｡そ

の後1週間毎の採液を試みた｡ 22日は1週間前の勢いがな

く､ 29日はその勢いが更に落ちた｡ 5月6日は8時間で十

数ml しか採液できなかった｡

樹液溢出時期には地域差があり､寺沢らは小樽市､札幌

市､千歳市､名寄市､幌加内町､美深町の順に溢出開始が

遅れ､その分終了時期が遅れることを報告している5)｡今

回の調査により､シラカバの植えられている地域が異なる
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ことにより､溢出時期に差の認められることが再確認でき

た｡札幌市より南に位置する千歳市や白老町で溢出時期が

遅れる要因の一つとして､凍結深度の違いが考えられる｡

2.糖

シラカバ樹液は99.3%が水分であり､固形分は0.7%に

すぎない｡その固形分の97.3%は有機物が占める｡有機物

の主成分として果糖48%,ブドウ糖41%,その他の微量成

分としてガラクトース0.5%とショ糖0.6%,有機酸3%,

アミノ酸0.4%,タンパク質0.1%が既に報告されている1)｡

今回分析した樹液の糖の主成分は果糖およびブドウ糖で､

それぞれ2.4～7.3mg/mlおよび1.3～5.3mg/mlの範囲

内で増減を繰り返した｡ショ糖は0.1～2.1mg/ml含まれ

ていたが､ガラクトースは検出されなかった｡

図1 aに示すように､札幌AおよびBでは､いずれの

糖も溢出初期より後期の方が高い値を示す傾向にあった｡

果糖およびブドウ糖の増減は同一傾向を示した｡図1 b

に示すように､白老Cは溢出後期の4月29日に3種類の

糖共最高値を示したが､ Dははっきりとした傾向を示さ

なかった｡

なお､市販品2種の果糖は共に4.0mg/ml,ブドウ糖は

3.5および3.2mg/ml,ショ糖は0.5および0.2mg/mlの

値を示した｡

図1　シラカバ樹液中の糖含量の経時変化

3.有機酸

シラカバ樹液の有機酸主成分としてリンゴ酸とコハク酸

が既に報告されている1)ため､この2成分の経時変化を検

討した｡

表1に示すように､リンゴ酸は0.04～0.69mg/mlの範

囲内で常に検出され､いずれも溢出初期より後期の方が高

い値を示す傾向にあった｡しかし､コハク酸は溢出停止直

前に検出されるかあるいは全く認められなかった｡

寺沢らはこれらの有機酸の含量は採液時期や製品化の前

処理によって大きく変化し､その濃度変化は発酵･腐敗に

よるもので､樹液の鮮度を知るための指標となると考えて

いる5)｡しかし､詳細は不明である｡従って､この点に関

しては今後の検討課題としたい｡

表1　シラカバ樹液中の有機酸定量結果

4.アミノ酸

図2a, bに示すように､主成分であるグルタミンとシ

トルリンは溢出後期に著しい増加を示すことが明らかにな

った｡既に､樹液中のアミノ酸主成分はシトルリンおよび

グルタミンであり､溢出初期に比べて溢出後期にその含有

量は2倍に増加することが報告されている1)｡今回の分析

結果はそれを支持しているが､その変動パターンはより変

化に富んでいた｡すなわち､札幌Aでは溢出停止直前に

なって初めてグルタミンおよびシトルリンが微量検出され

た｡一方､札幌Bは穿孔し､最初に採取した溢出液から

グルタミンおよびシトルリンが検出され､増減を繰り返し

た後､溢出停止直前に最高値(各々50.9および307μg/ml)

を示した｡白老CとDは札幌Bと同じ変動パターンを示

したが､含量には大きな差が認められた｡

このように､隣り合った樹であっても個体間で著しい差

異が認められたことは､各個体で生長活動を始める時期が

違っていることを示しているものと思われる｡

5.タンパク質
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図3a, bに示すように､札幌Aと白老Dはほぼ一定

の値(各々5.5～14.3および7.3～15.0μg/ml)を示した｡

一方､札幌Bでは溢出前期に多く以後漸減する傾向にあり､

白老Cは溢出停止直前に最高値(46.0μg/ml)を示した｡

このように､隣り合った樹であっても､個体間で差異が認

められた｡

なお､シラカバ樹液中の主要なタンパク質はトマト､亜麻､

コーンなどに含まれる抗菌性タンパク質との相同性が65～

74%近くあり､抗菌性を示す可能性が報告されている5)｡

図2　シラカバ樹液中のアミノ酸含量の経時変化

図3　シラカバ樹液中のタンパク質含量の経時変化

6.無機物

シラカバ樹液の固形分の97.3%は有機物であり､無機物

は2.7%にすぎないことは既に述べた｡　今回はこの無機物

についても調べた｡

表2aに示すように､樹液にはカリウムとカルシウムが

最も多く含有され(各々17.7～102および13.0～147mg/l)､

次いでマグネシウムが多く(3.6～24.1mg/l)､ナトリウ

ムは少なかった(0.02～2.48mg/l)｡これらの成分は､溢

出後期に高い値を示す傾向にあった｡この傾向は寺沢らの

報告と一致している1)｡

その他､今回定量した8種類の金属のうち､最も多く含

有されていたのはマンガン(1.00～13.8mg/l)で､次い

で亜鉛(0.46～5.80mg/l)､鉄､アルミニウム､銅の順で

続いた(表2 b)｡マンガンおよび亜鉛含量は､溢出後期

に増加する傾向にあった｡

鉄は0.03～0.48mg/lの範囲内で変動し､白老C, Dで

は溢出後期に増加する傾向にあった｡アルミニウムは0.01～

0.10mg/lの範囲内で変動し､札幌A,白老C, Dでは溢

出後期に増加する傾向にあった｡銅は0.005～0.060mg/lの

範囲内で変動し､札幌A,白老Cでは溢出後期に増加す

る傾向にあった｡

一方､人体に有害な重金属であるカドミウム､クロムお

よび鉛はいずれの試料からも検出されなかった｡

7.味覚試験

男性3人による検査のみであるが､甘味の評価を総合し､

表3に示した｡

札幌Aは､樹液の溢出時期によらずあまり甘味および
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渋味を感じなかった｡一方､札幌Bは溢出初期はあまり

甘味を感じなかったものの､中期以降は甘かった｡しかし､

同時に渋味の様な味を呈した｡白老Cのうち､ 4月29日

に採液したものは今回試験したうちで最も甘く､口当たり

もよかった｡本試料は糖の合計含量が最高値を示した｡白

老Dの甘味の評価は多少ばらついたが､渋味もなく口当

たりはよかった｡

表2　シラカバ樹液中の無機物定量結果

表3　味覚試験結果

8.考　察

シラカバ樹液には利尿､止咳､解熱などの薬効があると

民間において伝承されているが､科学的な証明は未だなさ

れていない｡一方､マウスを用いた実験では抗疲労性が証

明され､急性および慢性毒性を示さないことが報告されて

いる1.6｡また､寺沢らはシラカバ樹液に活性酸素消去酵

素のスーパーオキサイドアニオン･ジスムターゼ(SOD)

活性のあることを報告している7)｡同様に､我々もシラカ

バ樹液中にSOD活性を認めると共に､その活性は熱処理

しても失活しないことからタンパク質由来ではないと考え

ている8)｡

今回､我々は4本のシラカバ(札幌2本､白老2本)か

ら樹液を経時的に採取し､糖､アミノ酸､無機物などの濃

度変化を地域間や個体間の違いをも含めて調査した｡その

結果､成分濃度は地域､個体､採取時期によって違いのあ

ることが明らかになった｡今回測定したこれらの成分が､

伝承的な薬効､抗疲労性､ SOD活性などに寄与している

か否かは不明であるが､樹液が有する生理作用を調べるた

めには､試験する樹液の採取時期などを十分に考慮しなけ

ればならないことが示唆された｡

このようなことから､今後､シラカバあるいは他の樹液

の免疫作用を検討する際､少なくとも今回測定した成分に

ついては事前に濃度変化を把握しておくことが必要と考え

る｡

要　　　　　約

札幌市と白老町に植樹されているシラカバ4本から樹液

を採取し､糖､有機酸､アミノ酸､タンパク質および無機

物の含量を経時的に調べた｡また､味覚による甘味の評価
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も行った｡

その結果､ほとんどの成分含量は溢出後期に増加したが､

その含量は隣り合った樹であっても個体間で変動の傾向が

異なり､各個体で生長活動を始める時期が違っているもの

と考えられた｡なお､糖含量の最も高かった白老のシラカ

バ樹液が強い甘味を呈した｡

終りに臨み､本調査は平成10年度より開始された｢北海

道立衛生研究所第2次健康科学調査研究｣の一環として行

われたことを付記し､関係各位に深謝いたします｡また､

試料採取にご協力頂いた(財)アイヌ民族博物館村木美幸学

芸員に深謝いたします｡
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英　文　要　約

In early spring, Japanese white birch (Betulaplaty-

phylla var.japonica) exudes a lot of sap from punched

stems. This sap is slightly sweet and has been used as

healthy drink in many northern countries.

The sap was collected from four Japanese white birches

cultivated in Sapporo and Shiraoi, Hokkaido, from the end

of March to early in May, 1999. The following constituents

in sap were determined; sugars (fructose, glucose and

sucrose), organic acids (malic and succinic acids), amino

acids (glutamine and citrulline) , protein and minerals

(Na, K, Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Cd and Pb).

The main constituents of the sap were fructose and glu-

cose. Harmfull metals for human health such as Cr, Cd and

Pb were not detected. The contents of many constituents

tend to increase in the last period of exudation. Variations

ofthe contents were observed in the increase and de-

crease between the birches which were next to each

other. This suggests that there are some differences in

the starting time of growing among the trees.

Key words : Betula platyphylla var. japonica ; sap ; con-

stituent ; time course
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