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イタヤカエデ,オニグルミ及びヤマブドウの樹液成分

A Study of Constituents in Sap of Painted Maple, Japanese Walnut and Gloryvine Grape
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In early spring, many woody plants exude a lot of sap from punched or cut stems. Some of these

saps have been used as drink, sweetening and folk medicines in many countries･ Three kinds of sap

were collected from painted maple (Acer mono) , Japanese walnut (Juglans ailanthifolia) and gloryvine

grape ( Vitis coignetiae) and analysed for sugars, organic acids, amino acids, protein and minerals.

Sucrose was detected as a main constituent in the sap of painted maple, which varied from 1.0 to

1.6%. Aspartic acid, glutamine and arginine were detected and their contents were quite different

between the individuals or exudation period.

The main constituent of the sap of Japanese walnut was sucrose and the content of sucrose varied

from 0.9 to 2.5%. Arginine was detected as a sole ammo acid.

In the case of gloryvine grape,, fructose and glucose were detected. Malic acid was contained at the

maximun level of 0. 9% and the presence of other organic acids was suggested. Differing from other

two species, fifteen amino acids including glutamine as a main amino acid were detected in the sap of

gloryvine grape. It was notabie that the contents of sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum

and iron in the sap of gloryvine grape showed higher values than those of other two saps.

It has been apparent that the constituents in sap differ from each species and show different concen-

trations between the individuals in the same species or the exudation period.

Key words : Acermono (イタヤカエデ); Juglans ailanthifolia (オニグルミ); Vitis coignetiae (ヤマブ

ドウ); sap (樹液); constituent (成分)

緒　　　　言

早春の融雪期,樹木の根からの吸水は活発になり,幹に

傷を付けると無色透明な樹液が流れ出てくる.北米東部の

サトウカエデを始めとするカエデ類の樹液が甘いことは古

くから知られており,多くの民族が甘味料として利用して

きた.また,樹液は病気の治療を目的として飲用されるこ

とがある.

そこで著者らは,民間で免疫系疾患を含む種々の病気に

効くといわれているシラカンパBetulaplatyphyllavar

japonica (カバノキ科,一般にシラカバと称される)の

樹液に注目し,平成10年度より樹液の成分及び免疫増強作

用に関する研究を開始した1,2)今回は,イタヤカエデ

Acer mono (カエデ科),オニグルミJuglans ailanthifolia

(クルミ科)及びヤマブドウVitiscoignetiae (ブドウ科)

から得られる樹液を新たな研究対象とした.

イタヤカエデは北海道から九州の山地に自生する落葉高

木で,公園樹や街路樹として植栽されるほか,器具.楽器

材,スキー板などに利用される･まだ雪の残る春先,その

枝に傷を付けると甘い樹液が染み出る.かつてはこの樹液

からも楓糖が生産された.アイヌ民族はトペニ(乳汁の木)

と呼び,採取した樹液をそのまま飲んだり,煮詰めて飴に

したりした3-6)カエデ類のシヨ糖含量は詳しく調べられ

ているが,他の成分については言及されていない5-7)

オニグルミは北海道から九州のやや湿った所に見られる

落葉広葉樹で,古来より核果は食用に,樹皮,材も幅広く

利用されてきた.春先に幹に傷を付けると甘い樹液が得ら

れることは一般にあまり知られていないが,アイヌ民族は

そのまま飲んだり,煮詰めたものを貯蔵しておいて砂糖の

代用とした.糖を含むと考えられるが,その種類や含量は

未だ明らかにされていない3,4,8).

ヤマブドウは北海道,本州,四国の山地に自生する落葉

性のつる植物で,果実はワインやジュースの原料として利

用される.野生のブドウには他にアマゾル,サンカクゾル

(北海道に前者は自生しないが,後者は渡島に自生)があり,

その切口から出る甘い樹液は古くから甘味料などとして利
あまづら

用されてきた.また,属は異なるが,ツタは甘葛という古

名からもその樹液が砂糖の代用として使用されたことがう
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かがえる9,10)このようなことから,ヤマブドウからも甘

い樹液が得られると考えられるが,甘味料として利用され

た記録や成分研究は見当たらない.民間では｢茎(つる)

から出る液(汁)｣が目が痛む時や結膜炎に用いられてい

る11,12).そこで,新しい薬用資源の開発という観点から,

北海道で身近に見られるヤマブドウを取り上げた･

シラカバ(2年目),イタヤカエデ,オニグルミ及びヤ

マブドウの樹液試料は胆振管内白老町あるいは札幌市の各

個体から採取した.前報1)で著者らは,シラカバ樹液は個

体,採取時期によって成分に違いがあるため,その免疫作

用を検討する際には事前にその濃度変化を把握しておくこ

とが必要と考えた.そこで前報11と同様, 4種類の樹液に

含有される糖,有機酸,アミノ酸,タンパク質及び無機物

について検討を加えた.本報ではイタヤカエデ,オニグル

ミ及びヤマブドウの各樹液成分の種類と濃度を中心に報告

し,ヤマブドウについてはその経時変化についても言及す

る･なお,シラカバ樹液(2年目)の定量結果については

別に報告する2).

方　　　　　法

1.試料採取

採液のために,地上約40cm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.採液

は昼間行い,採液時以外は盲栓で溢出を防いだ.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.

1)イタヤカエデ

(財)アイヌ民族博物館(白老町)裏の遊歩道沿いに自生

するイタヤカエデ2本(A, B)から, 1999年4月15日に

採液した.さらに,各々より2000年3月27日及び4月3日

に採渡した.穿孔位置における樹の直径は, A :22cm, B :

51cmであった.

2)オニグルミ

同博物館敷地内に植栽のオニグルミ(C,直径33.5cm)

から, 1999年4月15日に採液した.

北海道立衛生研究所薬草園植栽のオニグルミ(D,地上

80cm,直径19.5cm)から, 2000年3月17日, 21日, 24日,

28日, 31日及び4月4日に採液した.

3)ヤマブドウ

同博物館そばの町道沿いに自生するヤマブドウ(E,直

径4cm)から, 2000年3月27日, 4月3日, 10日, 17日,

24日, 5月1日, 9日, 15日及び22日に採渡した.

2.成分定量法

前報1)に示した方法及び条件を用いた･すなわち, HPLC

を用いて糖(果糖,ブドウ糖,ショ糖)及び有機酸(リン

ゴ酸,コハク酸)を,日立自動アミノ酸分析計835型でア

ミノ酸を,マイクロアッセイ法によりタンパク質を定量し

た.また,無機物は炎光光度法(ナトリウム,カリウム),

原子吸光法(カルシウム,マグネシウム)により分析し,

誘導結合プラズマ発光分析装置を用いて8元素(アルミニ

ウム,クロム,マンガン,鉄,銅,亜鉛,カドミウム,鉛)

を分析した･

結　　　　　果

1.溢出の状況

1)イタヤカエデ

白老のイタヤカエデA及びBは, 4月15日に穿孔すると

無色透明な樹液が共に15mL/hの速度で溢出した.さらに,

翌年の3月27日に穿孔すると, 107及び36mL/hの速度で

溢出し,その後1週間ごとの採液を試みた.しかし, 4月

3日は1週間前の勢いがなく, 10日は全く溢出しなかった.

2)オニグルミ

白老のオニグルミCは, 4月15日に穿孔すると黄色味を

帯びた樹液が22mL/hの速度で溢出した.樹皮表面に付

着する湿った苔類が,着色の原因と考えられた.

札幌のオニグルミDは80cmの堅雪に根元を覆われた3

月17日に穿孔すると,無色透明な樹液が24mL/hの速度

で溢出した.その後3, 4日ごとの採液を試みたところ,

溢出速度は12.5, 6.3, 4.0, 1.4, 0.4mL/hと徐々に減

少し, 4月7日は穴の中は湿っているものの溢出はしなか

った.なお,着色の有無にかかわらず,オニグルミ樹液の

ろ過はすぐに詰まるため,分析に必要な量のろ液を得るた

めにはフィルターを頻繁に交換する必要があった.

3)ヤマブドウ

白老のヤマブドウEは, 3月27日に穿孔すると無色透明

な樹液が1.6mL/hの速度で溢出した.その後, 1週間ご

との採液を試みたところ,溢出量は少ない(4月10日は昼

間の7時間で約30mL, 4月17日～5月1日は約10mL,

他は10mL以下)ものの5月22日までの約2カ月間にわた

り採液が可能であった.

2.糖

果糖,ブドウ糖及びショ糖の定量結果をイタヤカエデと

オニグルミについてはTable 1に,ヤマブドウについて

はFig. 1に示す.

Fig. 1 Change ofSugarContents in Sap ofGloryvme

Grape
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1)イタヤカエデ

主成分はショ糖で, 10.3～15.5mg/mL (1.0～1.6%)

の範囲内にあり,文献値(1.0～1.5%内外17)と一致した.

果糖は0.1～0.4mg/mL含まれていたが,ブドウ糖は検出

されなかった.

2)オニグルミ

主成分はショ糖で,8.9～24･9mg/mLの範囲内にあった.

果糖及びブドウ糖はそれぞれ0.8～1.6mg/mL及び0.9～

1.5mg/mL含まれていた.

3)ヤマブドウ

主成分は果糖及びブドウ糖で,一度減少した後増加した.

各々の最高値は3.5mg/mL及び2.0mg/mLで,溢出後期

には検出されなかった.ショ糖は最初に採取した試料にの

み微量検出された.果糖/ブドウ糖/ショ糖組成比はシラ

カバ樹液と類似していたが,その含量はシラカバの半分以

下であった1).

Fig.2　Change ofOrganicAcid Contents in Sapof

Gloryvine Grape

Table 1 Contents of Sugars, Organic Acids, Amino Acids and Protein in Sap of Painted Maple and Japanese Walnut

3.有横酸

リンゴ酸及びコハク酸を定量したが,後者はいずれの試

料からも検出されなかった.その結果をイタヤカエデとオ

ニグルミについてはTable 1に,ヤマブドウについては

Fig. 2に示す.

1)イタヤカエデ

リンゴ酸は0.08～0.37mg/mLの範囲内で検出された.

2)オニグルミ

リンゴ酸は0.02～0.24mg/mLの範囲内で常に検出され

た.

3)ヤマブドウ

リンゴ酸は溢出中期に最大値8.8mg/mLを示し,その

後急激に減少した.その最大値はシラカバで得られた最大

値1.4mg/mLの約6倍の値である21.なお,クロマトグラ

ム上にはリンゴ酸以外にもいくつかのピークが存在し,リ

ンゴ酸とは異なる増減を示した.

4.アミノ酸

アミノ酸自動分析の結果をイタヤカエデとオニグルミに

ついてはTable 1に,ヤマブドウについてはFig.3に示す.

1)イタヤカエデ

アスパラギン酸,グルタミン及びアルギニンが検出され

た･個体間で著しい含量差が認められた.

21オニグルミ

アミノ酸の種類は少なく,採取開始間もなくの試料にの

みアルギニンが検出された.

3)ヤマブドウ

Fig･3に示すグルタミン酸,グルタミン,シトルリン,

チロシン, γ-アミノ酪酸以外に,低含量のアルギニン,

アスパラギン酸,セリン,バリン,メチオニン,イソロイ

シン,ロイシン,フェニルアラニン,リジン,ヒスチジン
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が検出された.

主成分はグルタミンで,溢出中期に最高値を示した.ま

た,バリン,メチオニン,イソロイシン,チロシン,フェ

ニルアラニン,リジン及びヒスチジンも溢出中期に最高値

を示した.一方,アルギニンは溢出前期に最高値を示し,

アスパラギン酸,グルタミン酸,シトルリン及びγ-アミ

ノ酪酸は溢出後期に最高値を示した.

5.タンパク質

定量結果をイタヤカエデとオニグルミについてはTable

1に,ヤマブドウについてはFig.4に示す.

1)イタヤカエデ

0.8～5.3μg/mLの範囲で検出された.

2)オニグルミ

2.5～8.4μg/mLの範囲で検出された.札幌Dでは最初

に採取した試料が最も高い値を示し,以後漸減し,溢出後

期に再び増加した.

3)ヤマブドウ

2.2～11.5μg/mLの範囲で検出された.最初に採取し

た試料が高い値を示し,一度減少した後,溢出後期に再び

増加した.

6.無機物

ナトリウム,カリウム,カルシウム,マグネシウム,ア

ルミニウム,カドミウム,クロム,銅,鉄,マンガン,鉛

及び亜鉛の定量結果をTable 2に示す.なお,カドミウム,

クロム及び鉛はいずれの試料からも検出されなかった.

1)イタヤカエデ

カリウムとカルシウムが最も多く含有され(各々43～91

及び16～89mg/L),次いでマグネシウムが多かった(2.4

～52.5mg/L).ナトリウムはAでは0.1～0.8mg/L, B

では9.1～11.7mg/Lと含量に大きな個体差が認められた.

これらの成分は,シラカバと同じく溢出後期に高い値を示

す傾向にあった1).

その他, 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(0.31～0.40mg/L)で,次いで亜鉛(0.05

～0.28mg/L),アルミニウム(nd～0.07mg/L),銅,鉄

(共にnd～0.03mg/L)の順で続いた.

Fig.3　Change ofAmino Acid Contents in Sap of

Gloryvine Grape Fig. 4　Change of Protein Content in Sap of Gloryvine

Grape

Table 2　Mineral Contents in Sap of Painted Maple, Japanese Walnut and Gloryvine Grape
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Fig-5　Change of Mineral ContentsinSapofGlory-

vine Grape

2)オニグルミ

カルシウムが最も多く含有され(28～60mg/L),次い

でカリウムが多く(10～38mg/L),マグネシウムとナト

リウムは少なかった(各々nd～5.0及びnd～0.7mg/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が,

閉止直前の4月4日の試料では検出されなかった.

その他の金属のうち,最も多く含有されていたのはマン

ガン(0.11～0.59mg/L)で,次いで亜鉛(0.01～0.16

mg/L),アルミニウム(nd～0.07mg/L),銅　nd～0.02

mg/L),鉄　nd～tr　の順で続いた.

3)ヤマブドウ

ナトリウムが多く含まれていた(2.3～36.4mg/L)が,

カリウムとカルシウムは上記の2種の樹液及びシラカバ樹

液1,2)と比較すると桁違いに多く含有され(各々89～1210

及び117～407mg/L),マグネシウムも多く含まれていた

(16.8～61.1mg/L).ナトリウムは溢出前期に,他の3成

分は溢出中期に高い値を示す傾向にあった(Fig. 5)･

その他の金属のうち,最も多く含有されていたのはアル

ミニウム(0.34～4.23mg/L)で,次いでマンガン(0.13

～0.69mg/L),亜鉛(nd～0.62mg/L),鉄(nd～0.24

mg/L),銅(nd～0.03mg/L)の順であった.アルミニ

ウム含量は,溢出前期に最大値を示した後減少し,溢出後

期に再び増加する傾向にあった.

考　　　　　察

オニグルミ樹液の採取時期は｢春先｣としか記載されて

おらず,具体的な溢出期間は不明であった3,4,8).そこで,

札幌ではまだ堅雪の残る2000年3月17日に穿孔したところ

樹液が溢出したが,液量は日を追って減少し, 4月7日に

はほぼ閉止した.穿孔する前に最盛期があったものと推察

される.なお, 2年目試料採取のため同じく3月17日に穿

孔した2本のシラカバから樹液は溢出せず,溢出開始日は

3～7日後,閉止日は4月28日と5月2日であった2).今

回は札幌においてイタヤカエデから採取しなかったが, 3

月上旬に開始し, 4月中下旬に閉止するとされている7).

これらのことを総合すると,札幌における樹液の閉止時期

はオニグルミが最も早く,次いでイタヤカエデ,シラカバ

の順と考えられる.白老の場合,樹液の閉止時期はイタヤ

カエデ(4月上旬),シラカバ(5月上旬)1),ヤマブドウ(5

月下旬)の順で遅くなった(オニグルミの閉止時期は不明).

このように,樹液の溢出開始及び閉止時期は樹種によって

大きく異なっていた.これは,樹種によって生長活動の開

始時期が異なっていることに起因すると考えられる.

前報11のシラカバと本報で新たに取り上げた3種類の樹

液に含まれる有機物の主成分はいずれも糖であり,シラカ

バとヤマブドウは果糖とブドウ糖,イタヤカエデとオニグ

ルミはショ糖であった.このように,種によって糖の種類

に違いが認められたことは興味深い.前2種は各組織に運

ばれると同時に,後2種は各組織でショ糖が果糖とブドウ

糖に分解された後にエネルギー源として利用されると考え

られる.

なお,比較のためサトウカエデ樹液を原料とするメープ

ルシロップ市販品(LauraSecord社製, 341mL入り. 1978

年にカナダ.エドモントンにて購入)の糖を分析したとこ

ろ,果糖/ブドウ糖/ショ糖組成比は0.38: 0.52 : 1.00で,

イタヤカエデとは異なっていた.これは,種の違いよりも

むしろ加熱濃縮の過程でショ糖の一部が果糖とブドウ糖に

なった結果と考えられる13)

オニグルミのショ糖含量はイタヤカエデと同等,あるい

はそれを上回っており,アイヌ民族の貴重な甘味資源とな

っていたことがうかがえる.新しい甘味資源としての可能

性もある.

ツタ(ブドウ科)のショ糖含量は11%と報告されており10)

ヤマブドウの糖含量にも期待が持たれたが,その含量は4

種類の樹液の中では最も低かった.一方,ヤマブドウ樹液

の有機酸は時には糖を上回るほどの高含量を示し,他の3

種と大きく異なっていた.更に多くの有機酸を含有する可

能性があり,茎の汁が目の病気に使用されている報告11,12)

と共に興味深い.また,ヤマブドウ樹液がナトリウム,カ

リウム,カルシウムなどの無機物を高含量で含有していた

ことは注目に値する.ヤマブドウの果実は酒石酸カルシウ

ム,重酒石酸カリウムなどを含むことが知られており14)

これらの無機物は秋に果実に移行すると考えられる.

なお,徳島県を始め全国の民間薬に詳しい村上によると,

現在でも少数ながら林業関係者や猟師がヤマブドウの茎の

汁を目薬代わりに山で使用しているという.すなわち,突

き目で出血した時や結膜炎で目ヤニがたくさん出る時に,

汁を目に入れると痛みが和らぎ,目がコロコロするのが軽

くなるという.実際に使用されるのは葉が展開した時期が

多いと考えられるが,少量ですむので出が悪い時期(お盆

以降)を含め一年を通して使われているという15)葉が展

開した時期の汁の成分に興味が持たれる.

ところで,植物は吸収したアンモニア態窒素を一旦アミ

ノ酸に貯蔵して各組織に運び,そこで必要な窒素化合物の

合成に使用している.窒素化合物で最も重要なものはアミ

ノ酸であり,その多くがグルタミン酸からアミノ基転移反
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応により合成されるため,グルタミン酸を容易に生成でき

るアミノ酸が最も有利である17).樹液中に検出されたグル

タミンとアルギニンはグルタミン酸を効率良く生成できる18)

シトルリンはアンモニア1分子が付加されてアルギニンに

移行する(尿素回路)16)アスパラギン酸はグルタミン酸

のアミノ基がオキザロ酢酸に転移されて合成される.また,

各樹液中に見出されるリンゴ酸は容易に脱水素されてオキ

ザロ酢酸に移行する(クエン酸回路).これらのことから,

樹液中に検出されるグルタミン,アルギニン,シトルリン

はアンモニア態窒素を貯蔵し,生長組織へ運搬,供給する

役目を担っているものと考えられる.

前報のシラカバ樹液中の主要アミノ酸は,グルタミンと

シトルリンであった1) (他に7種の計9種を確認)2).今回

のイタヤカエデ樹液の場合はアスパラギン酸,グルタミン

及びアルギニンが,オニグルミ樹液の場合は,アルギニン

が検出された.ヤマブドウ樹液にはこれら4種のほかに11

種のアミノ酸が検出された.シラカバ,イタヤカエデ及び

オニグルミの3種はこれらのアミノ酸が各組織に運ばれた

後に各種アミノ酸合成に利用され,ヤマブドウの場合は根

において既に活発なアミノ酸代謝が行われているものと考

えられた.

イタヤカエデのグルタミンとアスパラギン酸の含量は溢

出後期に増加する傾向を示したが,その含量は個体により

大きな差が認められた.このように,同じ種類であっても,

個体間で著しい差違があった.樹液中のアミノ酸の変動は,

生長活動を始める時期が各個体で違っていることを示して

いるものと思われる.

なお,アイヌ民族が神経痛の薬として用いていたサルナ

シ(コクワ,マタタビ科)樹液41を得るため,ヤマブドウ

と同様に蔓に穿孔したが樹液は溢出しなかった(2000年3

月27日).その後,ヤマブドウ樹液の採取日ごとに観察し

たが,時々湿ってはいるものの樹液が溢出する様子はなか

った.採取方法,時期などに問題があったものと考えられ

る.機会があれば再検討し,再度試みたい.

今後,これらの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の利用が期待でき

る.なお,シラカバ,イタヤカエデ,オニグルミ及びヤマ

ブドウ各樹液についての薬理学的研究結果は稿を改める19)

結　　　　　語

樹液の免疫増強作用に関する研究の一環として,イタヤ

カエデ(白老2本),オニグルミ(札幌1本,白老1本)

及びヤマブドウ(白老1本)から樹液を採取し,各々の糖,

有機酸,アミノ酸,タンパク質及び無機物の種類と含量を

調べた.

イタヤカエデ樹液の主成分はショ糖であり,その含量は

1.0～1.6%であった.アミノ酸はアスパラギン酸,グルタ

ミン及びアルギニンが検出され,個体及び採取時期の違い

により著しい含量差が認められた･

オニグルミ樹液の主成分もショ糖であり,その含量はイ

タヤカエデと同程度かそれを上回る値を示した.アミノ酸

はアルギニンのみが検出された.

ヤマブドウ樹液の糖はシラカバと同じく果糖及びブドウ

糖であったが,その含量は低かった.しかし,リンゴ酸含

量は大きく変動したものの最大値0.9%を示し,別の有機

酸の存在も示唆された.また,検出されたアミノ酸は主成

分のグルタミンを含め15種類に及び,他の3種の樹液とは

大きく異なっていた.さらに,ナトリウム,カリウム,カ

ルシウム,マグネシウム,アルミニウム及び鉄含量が,他

の3種の樹液と比較して多いという特徴を有していた.

このように,樹液成分及びその含量は樹種によって異な

り,また,同種であっても個体,採取時期によって違いの

あることが明らかになった.今回定量したこれらの成分が,

薬理活性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,そ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改めて示唆された.

終りに臨み,本研究は平成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団法人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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