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国産および輸入クルミのポリフェノールと in vitro 抗酸化能
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Polyphenolic Composition and Antioxidant Capacity of
Japanese and American Walnuts in vitro
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The proximate composition (%) of Japanese walnut (Shinano) was determined to be as follows : crude protein, 13.
6; crude fat, 67.5; carbohydrate, 14.3; ash, 1.7; and moisture, 2.9. 1-1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging
activity was 186.2 and 144.8 µmol of Trolox equivalent per gram dry weight in Japanese and American walnuts,
respectively, indicating that Japanese walnuts exhibit slightly stronger antioxidant capacity than American walnuts.
The total polyphenol content was 2 202.3 and 1 855.0 mg of gallic acid equivalent per 100 g dry weight in Japanese and
American walnuts, respectively, indicating that Japanese walnuts have a slightly higher polyphenol content than
American walnuts. The principal ellagitannin compounds were 445.7 and 473.5 mg of ellagic acid equivalent 100
gram dry weight in Japanese and American walnuts, respectively, indicating that American walnuts have slightly
higher ellagitannin content than Japanese walnuts. The results presented above indicate that polyphenolic
compounds contribute to the antioxidant capacity. The data also suggest that the antioxidants in walnuts include
both identified ellagitannins and unidentified polyphenolic compounds. The study also demonstrates differences in
polyphenolic composition between Japanese and American walnuts, which reflect antioxidant capacity. These
observations are likely related to differences between the two countries in cultivation region and horticultural
practices, as well as genetic factors and post-harvest processing.
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クルミはクルミ科クルミ属とその栽培品種の果実の総称
で，食用とされる．南・北アメリカ，ヨーロッパ東南部，
アジア東部にかけ広く分布している ．そのうち，生産を目
1）

性に優れていて，歴史的にみても人類は貴重な食糧として
きた4）
．
種子（仁）には脂質が多く，不飽和脂肪酸のリノール酸，

的に栽培され，実利的に重要なものはペルシャグルミ

リノレン酸，オレイン酸が含まれている．n-3 系脂肪酸に

（Juglans.regia LINN.）を基本とする品種で，わが国の栽培

属する α-リノレン酸は種実類の中では最も多く含まれて

品種であるシナノグルミ（J.regia LINN.）やテウチグルミ

いる5）6）
．クルミ中の α-リノレン酸は LDL-コレステロール

（J.regia LINN var.orientis KITAMURA）の基本種でもあ

を低下させる7）∼9）
．近年，心血管疾患10）
，糖尿病11）12）
，肥満13）

る ．日本で栽培されているクルミの収穫量は 194.6 t で長

を予防し，生活習慣病の改善効果が多く報告されている．

野県が 154 t（79.1 %）で，青森県 38 t（19.5 %）
，山形県 2 t

Anderson ら14）はクルミにはエラグ酸と関連するポリフェ

（1.0 %）である ．日本で市販されているクルミの大半は輸

ノールが含まれ，in vitro での LDL 酸化を抑制することを

入品である ．輸入量はアメリカが 97.0 % と最多で，中国

報告し，エラジタンニン類の存在が示唆された．クルミの

2.5 %，フランスが 0.3 % であった（2013 年）．

種皮にはポリフェノールが存在していて15）
，成分は加水分

2）

ⅰ）

3）

ⅱ）

クルミ（J.regia L.）は栄養価の高い食品で，加熱調理を

解性タンニンモノマー，ダイマー，複合型タンニン，カテ

しなくてもそのまま食べることができる．また，常温貯蔵

キン，エラグ酸誘導体である16）17）
．クルミ中の主要なポリ
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フェノールは加水分解性タンニン類で，中でもエラジタン

国産，輸入クルミは平均重量が近いものから 3 個体を選

ニンモノマーが多く，主な化合物はペドゥンクラジン，テ

択，仁を取り出し，フードミル（TML1000 TESCOM 社製）

リマグランジンⅠ，カスアリクチン，テリマグランジンン

で粉砕し，10 g を秤量した．

．
Ⅱ，ルゴシン C，カスアリニン，エラグ酸等である18）
他にも肝保護作用

や高脂血症改善作用 糖尿病予防作

19）

20）

3． 一般成分分析の方法
粗タンパク質量はケルダール法により全窒素量を求め，
粗脂質はソックスレー抽出法，灰分は 550℃における直接

用21）が報告されている．
クルミの栄養成分は五訂増補日本食品標準成分表22）に米

灰化法により粗灰分を求めた．水分量は赤外線水分計によ

国産ペルシャクルミの成分値が記載されている．国産クル

り求めた．以上の値から，炭水化物は差し引き法（水分，

ミの一般成分値はテウチグルミについて古内23）が一部を明

タンパク質，脂質および灰分の合計値（%）を 100 % から

らかにした．本研究で国産クルミのシナノクルミについ

差し引く）により求めた．エネルギー値はタンパク質，脂

て，一般成分値を明らかにする．

質，炭水化物の値から算出した29）
．

シナノクルミは適度な甘みがあり，1 果平均重量が 14 g

4． クルミポリフェノールの抽出

程度と大きく，果仁歩合が約 50 % と高い ．その品質は世

上記のように粉砕した試料を 10 g 採取し，ヘキサン 50

界の栽培品種の中でも優れている．国内では国産品を嗜好

ml で 2 回繰り返し脱脂処理を行なった後，70 % メタノー

する消費者が多く，地産地消を推進し，地域の特産品を育

ル 100 ml で抽出を行なった．ホモジナイズ後，遠心分離

24）

むことは食育の観点からも重要である．

（12 000 rpm

15 min）を行い，上清液を採取した．この操

クルミの生理作用に関する研究は多くが外国で進められ

作を 2 回繰り返した．回収された上清液は，ロータリーエ

ている．国産クルミを用いた研究は食品加工25）
，育種26）∼28）

バポレーターで濃縮し，抗酸化活性，総ポリフェノール量

に関する報告があるものの，機能性に着目した研究はあま

の測定，LC-MS 分析，HPLC 分析に用いた．

り進んでいない．これまでの研究は外国産のクルミを試料
としたデータであり，国内の研究

6）7）
16）17）19）∼21）

でも国産クル

ミのデータはない．

5． DPPH ラジカル消去能
DPPH ラジカル消去能は須田ら30） の方法に準じて行っ
た．400 µM DPPH，0.2 M MES buffer，20 % エタノールの

以上のことから，本研究はクルミの抗酸化作用に着目し，

混合溶液を調製した．試験管に混液 2.7 mL，試料，80 % エ

国産および輸入クルミについて，抗酸化能とポリフェノー

タノールの濃度を変えて加え，20 分間反応させた．520

ル含量，組成を明らかにすることを目的する．

nm における吸光度を測定し，クルミ乾燥重量 1 g あたり

実
1． 試

験

方

の Trolox 相当（µmol TE/g-dry weight）として DPPH ラ

法

ジカル消去能を計算した．
6． 総ポリフェノール含量

薬
1-diphe-

総ポリフェノール含量は Folin-Denis 法31）を用いて測定

ny1-2-picrylhydrazyl
（DPPH）, 6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetrame-

した．すなわち，試料 0.2 mL，蒸留水 3.2 ml，Folin 試薬 0.2

thylchroman-2-carboxylic acid（Trolox）は和光純薬工業製

ml を加えて混和 3 分後に 10 % 炭酸ナトリウム 0.4 mL を加

を用いた．フォーリンチオカルトフェノール試薬は MP

えた．反応液は撹拌して吸光度 760 nm を測定した．クル

Biomedicals 社より購入した．エラグ酸は Sigma-Aldrich

ミ重量 100 g あたりの没食子酸当量としてポリフェノール

社製を用いた．カスアリクチン，テリマグランジンⅠは長

量を求めた．

2-morpholinoethanesulfonic

acid
（MES）
, 1,

良サイエンス製を購入し，ペドゥンクラジン，テリマグラ

7． 抗酸化能と総ポリフェノール含量との相関関係

ンジンⅡ，カスアリニン，ルゴシン C はオリザ油化より入

国産，輸入，輸入むきクルミの DPPH ラジカル消去能測

手した．その他の試薬は全て市販の研究用特級試薬を使用

定値と総ポリフェノール含量との相関係数（r）を求めた．

した．
2． 試料および調製
国産クルミはペルシャクルミ系統のシナノクルミ（J.
regia L.），2011 年，長野県東御市で収穫されたものを用い
た．
輸入クルミはペルシャクルミ（J.regia L.），2011 年，米国
カリフォルニア州で収穫されたものを用いた．

8． クルミのポリフェノール組成の分析
（1）LC-MS による定性分析
抽出液試料 2 mL はフィルター濾過し，LC-MS に供した．
分析条件は次のとおりである．分析には Xevo Q Tof MS
（ウ ォ ー タ ー ズ 社）を 用 い た．カ ラ ム ； Develosil
RPAQUEOUS C30（ϕ 4.6×250 mm，野村化学製），温度；
40℃，溶出液；A 液 0.1 % HCOOH，B 液 0.1 % HCOOH-

輸入むきクルミは流通量が多いことから，殻付きの国産

MeCN，グラジェントの条件，B 液 0 %（20 分間），0 → 100

および輸入クルミと比較するために用いた．これらはペル

%（60 分間），100 %（20 分間），流速；0.5 mL/min で行なっ

シャクルミで，米国カリフォルニア州，購入年は 2011 年（収

た．MS の条件はイオン化法；ESI，検出モード；ネガティ

穫年は不明）．

ブで測定した．

（ 29 ）
Table 1
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Proximate composition of Japanese walnuts

Component

Content in 100 g-dry walnut weight（%）

Crude protein
Crude fat
Crude Ash

13.6
67.5
1.7

Moisture

2.9

Crude carbohydrate1）

14.3

1）

Crude carbohydrate (% total composition) was calculated by
subtracting the other components from the total.

Table 2

29

DPPH radical scavenging activity of the walnuts

Antioxidant capacity（µmol TE/g-dry walnut weight）
Japanese walnuts
American walnuts
American shelled walnuts

186.2±11.89a
144.8±2.25b
102.7±6.40c

Data expressed as mean±SD（n=4）.
Antioxidant capacity expressed as micromoles of Trolox
equivalents per gram of dry walnut weight.
*
Values within a column followed by different letters are
significant at Tukey’s multiple comparison, p<0.01.

また，標準物質はカスアリクチン，テリマグランジンⅠ，
エラグ酸，ペドゥンクラジン，テリマグランジンⅡ，カス
アリニン，ルゴシン C とした．
（2）HPLC による分析
抽出液試料 2 mL はフィルター濾過し，HPLC に供した．
HPLC 分析方法は Shimoda ら20）の方法を参考にした．
HPLC 分 析 条 件 は 次 の と お り で あ る．分 析 に は
1525HPLC システム（Water 社）を用いた．流速；1 mL/min，
検出はフォトダイオードアレイ吸収波長；200-400 nm，カ
ラムは Develosil

RPAQUEOUS C30（ϕ 4.6×250 mm，野

村化学製），温度 40℃，溶出液；A 液（10 mMH3 PO4 /10

Table 3

Total polyphenol content of the walnuts

Total polyphenol content of the walnuts
（mgGAE/100 g-dry walnut weight）
Japanese walnuts
American walnuts

2202.3±48.24a
1855.0±104.62b

American shelled walnuts

1216.9±107.5c

Data expressed as mean±SD（n=4）.
Data expressed as milligrams of gallic acid equivalents per
100 g of dry walnut weight.
*
Values within a column followed by different letters are
significant at Tukey’s multiple comparison, p<0.01.

mMKH2PO4/CH3CN, 45：45：10），B 液（10 mMH3PO4/10
mMKH2PO4/CH3CN, 30：30：40），グラジェントの条件，

れているのに対し，国産クルミはそれぞれ 13.6 %，67.5 %

B 液 0 %（10 分間），0 → 100 %（30 分間），100 %（10 分間）

と低い値を示した．炭水化物は可食部 100 g あたり 11.7 %

で行った．標準物質は LC-MS と同じである．

に対し，国産クルミは 14.3 % と高い値であった．

定量はエラグ酸を標準として各試料のピーク面積との比

2． DPPH ラジカル消去能

較から，クルミ 100 g あたりのエラグ酸当量として求め

DPPH ラジカル消去法は信頼性が高い方法である．国

た．7 種類の主要なポリフェノール（エラジタンニン）含

産クルミ，輸入クルミ，輸入むきクルミの抗酸化能につい

量は合計値で示した．また，未同定ポリフェノール含量は

て，DPPH ラジカル消去法の結果を Table 2 に示した．国

総ポリフェノール含量から主要なポリフェノール含量を差

産クルミの抗酸化活性 186.2 µmol TE/g-dry weight は輸入

し引いた値として求めた．

クルミ 144.8 µmol TE/g-dry weight の約 1.3 倍であった．

9． 抗酸化能と同定した主要なエラジタンニン類および
未同定ポリフェノールとの相関関係

従って，国産クルミは抗酸化能が有意に高いことを示した
（p<0.01）
．

国産，輸入，輸入むきクルミの DPPH ラジカル消去能と

輸入むきクルミの抗酸化活性は 102.7 µmol TE/g-dry

総ポリフェノール含量，エラジタンニン含量，未同定ポリ

weight であった．輸入クルミの約 0.7 倍，国産クルミの約

フェノール含量，各種ポリフェノール成分との相関係数（r）

0.6 倍であった．輸入むきクルミは殻付きクルミより抗酸

を求めた．

化能が低いことを示した（p<0.01）．

10． 統計処理

3． 総ポリフェノール含量

得られた結果は，平均値±標準偏差で表し，クルミ間の

総ポリフェノール含量については Table 3 に示した．国

有意差検定は，Excel 統計 2008，Tukey-Kramer 法による

産クルミ 2 202.3 mg GAE/100 g-dry weight は輸入クルミ

多重比較を実施した．有意水準は 1 %（p<0.01）とした．

1 855.0 mg GAE/100 g-dry weight の約 1.2 倍であった．国

実験結果および考察

産クルミは輸入クルミよりポリフェノール含量が有意に高
いことを示した（p<0.01）．これは DPPH ラジカル消去能

1． 一般成分分析結果

とも同様の傾向である．総ポリフェノール含量に関して，

国産クルミの一般成分分析結果は Table 1 に示した．五

Kornsteiner32） はクルミ 100 g あたり没食子酸当量で 1 020

訂増補日本食品標準成分表「くるみ・いり」22）と比較する

から 2 052 mg，Abe ら33）は 2 499 mg，Wu ら34）は 2 010 mg

と，灰分，水分は大きな差がなかった．タンパク質は成分

と報告している．

表によると可食部 100 g あたり 14.6 %，脂質は 68.8 % 含ま

輸入むきクルミは 1 216.9 mg GAE/100 g-dry weight は
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輸入クルミのおよそ 0.7 倍，国産クルミの 0.6 倍であった．

1 に示した．前述した 7 種類のポリフェノール（エラジタ

輸入むきクルミは殻付きクルミよりポリフェノール含量が

ンニン）を標準品として，保持時間，吸収スペクトルとの

有意に低いことを示した（p<0.01）．

比較から，各試料抽出液のポリフェノールを同定した．

ペルシャクルミ系統である国産，輸入，輸入むきクルミ

国産と輸入クルミのクロマトグラムは検出されたピーク

について，総ポリフェノール量とラジカル消去能との相関

パターンが似ている（Fig. 1）
．各試料ともカスアリクチン

係数は r=0.986 で，非常に高い正の相関がみられた．各種

のピーク面積が最も高い．それに対して，Shimoda ら20）は

クルミ抽出液中の総ポリフェノール含量が高いクルミはラ

中国産のクルミ種皮を用いた HPLC 分析の結果，ピーク面

ジカル消去能が高い傾向を示した．このことから，抗酸化

積はエラグ酸が最も高く，次いでカスアリクチンが高く検

成分はクルミのポリフェノールであることを示した．

出されることを示した．エラグ酸分析の結果は顕著に異な

一方，クルミはトコフェロールを含み ，抗酸化能に寄与
32）

する35）．本実験ではクルミのポリフェノール抽出工程で，脱
脂処理を行ったため，脂溶性であるビタミン E の多くは除
去されたと考えられる．クルミのビタミン E が抗酸化活
性にどのくらい影響するかについては今後の課題である．
4． クルミのポリフェノール組成分析
（1）LC-MS による分析
ペドゥンクラジン，エラグ酸，テリマグランジンⅠ，カ
スアリクチン，テリマグランジンⅡ，ルゴシン C，カスア
リニンの 7 成分を標準品として，質量，保持時間との比較
から同定した（Table 4）
．
（2）HPLC による分析
HPLC によるクルミのポリフェノールの分析結果は Fig.

Fig. 1

Table 4

Peak identification and MS data of polyphenols
in the walnuts

Peak
no.

Retentiontime
（min）

MW

m/Z

1

33.275
35.164

784
784

783
783

Compounds
Pedunculagin
Pedunculagin

2

36.517

786

785

Tellimagrandin Ⅰ

3
4

37.834
36.863
38.684

786
936
1104

785
935
1103

Tellimagrandin Ⅰ
Casuarinin
Rugosin C

5
6
7

39.464
40.157
43.226

936
938
302

935
937
301

Casuarictin
Tellimagrandin Ⅱ
Ellagic acid

HPLC chromatograms (280 nm) of walnuts Japanese walnuts A, American walnuts B

Peak : 1, pedunculagin ; 2, tellimagrandin Ⅰ; 3, casuarinin ; 4, rugosinC ; 5, casuarictin ; 6, tellimagrandin Ⅱ; 7, ellagic acid

（ 31 ）
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Table 5

31

Polyphenol contents and relation between the principal polyphenolic compounds (ellagitannins) content
(EAEmg/100 g-dry weight) and antioxidant activity (µmol/g-dry weight)

Sample

TellimaPedunculgrandin
agin
Ⅰ

Casuarinin

Rugosin C Casuarictin

TellimaEllagic
grandin
acid
Ⅱ

The principal
polyphenolic Unidentified
compounds compounds
(ellagitannins)

Japanese walnuts

94.4

101.6

29.0

43.7

American walnuts

107.8

73.5

45.3

44.2

77.3
86.7

62.3
77.9

37.4
38.1

445.7
473.5

1756.6
1381.5

67.8

58.8

19.5

24.4

36.7

53.1

21.3

281.6

935.3

0.796

0.999

American shelled walnuts
Correlation with
antioxidant capacity

Each the principal poyphenolic compounds (ellagitannins) content expressed as milligrams of Ellagic acid equivalents per 100 g of dry
walnut weight
The principal polyphenolic compounds (ellagitannins) are the sum of pedunculagin,tellimagrandin Ⅰ, casuarinin, rugosin C, casuarictin,
tellimagrandin Ⅱ, ellagic acid by HPLC
Unidentified compounds was estimated by (total polyphenol - the principal polyphenolic compounds)
Correlation with antioxidant capacity and each factor was shown as a coefficient r.

り，他の成分については今回の結果と似た傾向である．エ

国産，輸入クルミは含量に違いがある．各試料の共通点は

ラグ酸は仁よりも種皮中に多く含まれている ためと考え

ペドゥンクラジン，テリマグランジンⅠ，テリマグランジ

られる．HPLC 分析の結果からポリフェノールの定量は主

ンⅡ，カスアリクチン含量が高く，それに対してカスアリ

要な 7 種類のエラジタンニン類をエラグ酸当量により求め

ニン，ルゴシン C，エラグ酸の含量が低い．

36）

た（Table 5）．エラジタンニン含量の合計値は国産クルミ

テリマグランジンⅠは分子内にガロイル基とヘキサヒド

445.7 mg EAE/100 g-dry weight，輸入クルミ 473.5 mg E-AE

ロキシジフェニル基（HDDP 基）を複数有することから抗

/100 g-dry weight であり，輸入クルミが国産クルミを僅か

酸化活性が強い．国産クルミはテリマグランジン I 含量が

に上回った．輸入むきクルミは 281.6 mg EAE/100 g-d-ry

101.6 mg EAE/100 g-dry weight であるのに対し，輸入クル

weight であった．むきクルミは殻付きクルミより主なエ

ミはラジカル消去能が比較的に低いペドゥンクラジン含量

ラジタンニン含量が低い傾向があり，殻付きクルミのおよ

が 107.8 mg EAE/100 g-dry weight と最も高い．同様に活

そ 60 % 程度を含んでいる．

性が強い成分はカスアリクチン，カスアリニン，ルゴシン C

各試料に関して，主要なエラジタンニン含量の合計値と

である18）
．カスアリニン は輸入クルミが国産クルミの 1.6

抗酸化能との相関係数は高い値（r=0.796）であることか

倍であるが，含量が低い．ルゴシン C，カスアリクチン含

ら，クルミの抗酸化成分は今回同定した主要なエラジタン

量は僅かに輸入クルミが高い．これらのことから，国産ク

ニン類であることを示した．また，未同定ポリフェノール

ルミと輸入クルミのポリフェノール組成には違いがみら

含量を算出したところ，国産クルミの方が高かった．これ

れ，この違いが抗酸化能に反映する要因の 1 つになると示

らの値と抗酸化能との相関係数を求めたところ，3 点のみ

唆された．

のデータではあるが非常に高い値（r=0.999）であること

Fukuda ら21）はペルシャクルミについて，ペドゥンクラ

から，抗酸化能には未同定ポリフェノールも寄与すると推

ジン，エラグ酸含量が特に高いと報告している．今回の結

定 し て い る．DPPH ラ ジ カ ル 消 去 能 お よ び 総 ポ リ フ ェ

果はエラグ酸が低く，Fukuda らとは異なる結果であった．

ノール含量は国産クルミが高かった．しかし，今回同定し

Li37）はカナダ産ペルシャクルミを用いた結果，エラグ酸含

たエラジタンニン含量はむしろ輸入クルミが高く，未同定

量は 0.32 g/kg と 0.25 g/kg と報告し，今回の結果と近い値

ポリフェノール含量は国産クルミが高いことを示した．未

である．

同定成分の中にはエラジタンニン類も含まれ，文献による

これらの結果から，ペルシャグルミ系統の国産，輸入ク

と抗酸化活性が強いステノフィラニン A がある ．他のポ

ルミの抗酸化能とポリフェノール含量が違う理由として，

リフェノールはフェニルプロパノイド類が考えられ，クル

1 つにはクルミの栽培環境が異なることがある．Wakeling

ミはヒドロキシ桂皮酸，ヒドロキシ安息香酸などが抗酸化

ら38）や小嶋ら39）は果物，野菜のように，種実中のポリフェ

活性に関与していると Colaric ら36）の報告がある．自然界

ノール含量が環境要因，土壌成分，成熟の度合いによる影

には多くのエラジタンニン類が複雑に混ざって存在するた

響を受けると述べている．

18）

め，単離することは容易ではない．標品の入手も含め分離
同定の進め方は今後の課題である．
各種ポリフェノール含量については Table 5 に示した．

また，クルミは原産国のペルシャ（イラン）から世界各
地に広がる過程で，商品価値が高い（仁が大きく，味が良
い）品種を生産するため，人為的な育種により，品種改良
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を行ってきた26）
．こうした経緯を踏まえ，その進化の過程

結果，7 種類の主要なエラジタンニンを同定した．国産ク

がクルミの成分に影響したと推察される．

ルミ 445.7 mg EAE/100 g-dry weight，輸入クルミ 473.5 mg

さらに，乾燥方法の違いがある．国産品はクルミを収穫

E-AE/100 g-dry weight であり，輸入クルミが国産クルミ

後，天日乾燥を行う．それに対し，輸入品はクルミを収穫，

を僅かに上回った．輸入むきクルミは 281.6 mg EAE /100

機械洗浄後，プロパンガスのバーナーで湿度 8 % レベルま

g-d-ry weight であった．各クルミの主要なエラジタンニ

で乾燥させる40）
．

ン含量合計値と抗酸化能との間には正の相関がみられ，抗

一方，むきクルミは収穫後，クラッシャーで殻を割り，

酸化成分はエラジタンニン類であることを示した．また，

コンプレッサーにより殻を取り除き，取り出した仁はむき

未同定ポリフェノール含量と抗酸化能との相関も非常に高

身状態で大きさ，色で選別される41）
．一連の加工工程中に

く，抗酸化能にはその他のポリフェノールも大きく寄与す

種皮が擦れて剥離することや，酸化が進む可能性が考えら

ることを示した．
ペルシャクルミ系統の国産クルミおよび輸入クルミにつ

れる．
他にも，保存方法の影響がある．Bakkalbasi42）らは徐殻

いて，ポリフェノール組成には違いがみられ，この違いが

後のクルミは温度や酸素の影響により総ポリフェノール含

抗酸化能に反映している．さらに，日本と米国では栽培環

量が減少し，抗酸化能も低下することを報告している．

境が異なること，他にも育種，乾燥，保存方法が関係する

以上の結果より，抗酸化能と総ポリフェノール含量は国

と考えられる．

産クルミが輸入クルミを上回った．エラジタンニン含量の
合計値は輸入クルミが国産クルミを僅かに上回った．抗酸

本研究の一部は，財団法人長野県科学振興会の助成を受

化成分は主要なエラジタンニン類の他にも未同定のポリ

けて行われたものであり，ここに記して感謝の意を表す．

フェノールが寄与することを示した．国産および輸入クル

研究を遂行するにあたり，試験にご協力やご助言を頂いた

ミのポリフェノール組成には違いがみられ，この違いが抗

長野県工業技術総合センター食品技術部門唐沢秀行氏，戸

酸化能に反映していると考えられる．さらに，日本と米国

井田仁一氏，クルミの栽培，育種，加工についてご助言頂

の栽培環境が異なること，他にも育種，乾燥，保存方法の

いた元信州大学繊維学部矢嶋征雄先生に心より感謝申しあ

違いが関係していると考えられる．

げます．また，オリザ油化株式会社には標品を提供して頂

国産クルミに関する一般成分，ポリフェノール組成の一

き，特に下田博司氏にはご助言頂いたこと，日本くるみ会

部が明らかとなり，in vitro における抗酸化作用の知見を

議，大室産業株式会社にはクルミ試料を提供して頂いたこ

得た．今後はクルミを摂取後，生体内での抗酸化作用が期

とに厚く御礼申し上げます．

待できるため，検討したい．
要
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