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~ 床斗

ウンシュウミカン中のアスコルビン酸含有量の品種群による

差異およびその糖度との関係について

久永絢美1,杉浦
、ユ→＊
夫

, 1,2 

(2018年3月2日受付； 2018年6月25日受理）

要旨：近年，消費者庁で新たな食品表示法が施行され，生鮮農産物も栄養機能食品の対象になった。ウン

シュウミカンは日本国内で最も良く食される国産果実の一つであり，ビタミン Cを多く含む。そのため，

栄養機能食品としての期待が高い。しかしながら，ウンシュウミカンに含有されるビタミン C量の品種群

や果実品質（等級）による違いに関して，詳細に調査した報告は少ない。そこで本研究において，我々は国

内主産地で収穫されたウンシュウミカン中のアスコルビン酸含有量を調壺し，その含有量と糖度との関連性

について検討を行った。その結果，ウンシュウミカン果実中の総アスコルビン酸含有量は早生品種で最も高

く，その後，出荷時期が遅い果実ほどその含有景は低値を示し，また酸化型アスコルビン酸の割合が増加す

ることが明らかとなった。また果実中のアスコルビン酸含有量は糖度と有意に正相関し， より等級の高い果

実ほど含有量が多いことが明らかとなった。

キーワード：ビタミン C, アスコルビン酸栄養機能食品，品種間差，糖度

ウンシュウミカンをはじめとするカンキツ類にはビタ

ミン Cが豊富に含まれており． 日本人にとっての大き

な供給源となっている］）。ビタミン Cは主に還元型アス

コルビン酸と酸化型アスコルビン酸として存在するが．

直ちに酸化型から還元型に還元される機構が備わってい

る生体内においてはそのビタミン C効力は等価と考え

られるため，文部科学省科学技術・学術審議会資源調査

会が報告している日本食品標準成分表では両者を合計し

たものと定義されている2)。これまで国内の主要なカン

キツ品種の果汁中に含有されているアスコルビン酸量に

ついては山本ら3)の研究があり．早生品種である‘興津

早生’で 26.4mg/100 mL, 晩生品種の‘大津4号で

26.3 mg/100 mLであったと報告されている。一方， 日

本食品標準成分表では．生果実での早生と普通ウンシュ

ウミカンのデータが収載されているが，施設栽培（ハウ

ス）のミカンや極早生品種，年明け後に流通する貯蔵ミ

カンについてのデータはない。また早生と普通での含有

量データも国内で流通しているウンシュウミカンでの代

表値としてのデータであり，糖度や外観を基準として選

果された各等級での含有量の違いなど，果実品質との関

係についての詳細は明らかになっていない。

一方． 日本国内では 2015年度より消費者庁において．

新たな食品表示法が施行され．栄養機能食品の対象が生

鮮農産物にも適用拡大された4)。現在，ビタミン Cでは

キウイフルーツやイチゴ，ピーマンなどで栄養機能表示

が取り組まれているが，カンキツ類ではまだ取り組まれ

た例がない。栄養機能食品では， 1日当たりの摂取目安

量を示すとともにその栄養成分の含有量を表示しなくて

はならないが，サプリメントや加工食品とは異なり，特

に生鮮農産物では栽培条件や栽培地域，収穫時期などの

影響で栄養成分の含有量にばらつきが生じることが予想

される。

そこで本研究では，国内の主要なウンシュウミカン産

地である静岡県浜松市で生産されているハウス・極早生・

早生・晩生，および晩生を貯蔵した各ウンシュウミカン

におけるアスコルビン酸含有量を分析し，品種群間によ

る差異を調査するとともに果実品質（等級）との関連に

ついて検証した。

調査方法

1. 分析果実のサンプリング

国内の主要なウンシュウミカン産地である，静岡県浜

松市で生産出荷されているハウス・極早生・早生・晩生，

および貯蔵ミカンについて，それぞれ 2016年7月から

2017年3月にサンプリングを行った。静岡県浜松市で

生産出荷されているウンシュウミカンは，ハウスミカン

＊連絡者・別刷請求先 (E-mail:msugiura@dwc.doshisha.ac.jp) 
1農研機構果樹茶業研究部門カンキツ研究領域 (424-0292静岡市清水区興津中町）
2同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 (602-0893京都府京都市上京区今出川通西入玄武町 602)
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では宮川早生，極早生品種では高林およびゆら早生，早

生品種では宮川，晩生および貯蔵品種では青島であり，

これらの果実を分析対象とした。各果実サンプルは非破

壊選果機が導入されている選果場において，等級別に出

荷されたものを入手した。収穫された果実は，様々な品

質管理のもと複数の等級（糖度や外観の質を基本とした

選果）で出荷されているため，基本的に上位等級から下

位等級のものまで，生果として生産出術されているすべ

ての等級から 20果ずつ無作為にサンプリングして分析

の対象とした。また各等級のウンシュウミカンは基本的

に最も出荷量の多い中心階級のもの（ハウスおよび極早

生品種では Sサイズ，早生では Mサイズ，晩生と貯蔵

では M-Lサイズ）を対象とした。

各果実サンプルは入手後直ぐに全果重 (g) を測定し，

外果皮を剥皮した後にアルベドや維管束などをできるだ

け除去し， じょうのう膜を含む状態を可食部として，ア

スコルビン酸の分析に供した。それぞれの果実サンプル

は各じょうのうを 1房ごと順に 2グループに分け，半量

についてはホモジナイザー (IKAT25 digital ULTRA-

TURRAXR, IKA, 大阪）を用いて粉砕し，直ちにデジ

タル式糖度計 (ATAGOPAL-1, (株）アタゴ，東京）で

糖度 (Brix値）を測定し，残りの半量をアスコルビン

酸の高速液体クロマトグラフィー (HPLC)分析試料と

した。なお， 2分割したそれぞれの果実中のアスコルビ

ン酸含有量や糖度に差は認められないことを確認した。

2. 果実中のアスコルビン酸含有量の分析

ウンシュウミカン果実中に含有されるアスコルビン酸

の分析は HPLC(1260 Infinity LC, アジレントテクノロ

ジー（株），東京）により実施した。分析は還元型アスコ

ルビン酸としての定量を行うとともに同時に酸化型ア

スコルビン酸を含む総アスコルビン酸蘊としての定量も

行った。酸化型アスコルビン酸は紫外吸光をもたないた

め， 0.5Mトリスー40mMジチオトレイトール中で酸化

型アスコルビン酸を還元処理し，酸化型アスコルビン酸

と還元型アスコルビン酸を合わせ，総アスコルビン酸と

した。酸化型アスコルビン酸は，総アスコルビン酸量か

ら還元型アスコルビン酸量を引いた値として算出した。

果実試料の 10倍量の 2%メタリン酸溶液中でホモジ

ナイザーを用いて粉砕抽出した。得られた粉砕試料を遠

沈操作にかけ，得られた上澄液は等量のアセトニトリル

を加えてそのまま還元型アスコルビン酸量を定量するた

めの HPLC分析試料とした。一方，上澄液200μLに対

して， 0.5Mトリスー40mMジチオトレイトールを 400μL

加え，暗所下で 10分間還元処理を行った後， 300μLの

0.4規定硫酸で反応を停止し，等量のアセトニトリルを

加えて総アスコルビン酸を定量するための HPLC分析

試料とした。カラムは HILICカラム (YMC-TriartDiol-

HILIC 3.0 mm  x 150 mm  i.d., (株）ワイエムシィ，京都）

を用い，溶離液は A液（アセトニトリル）と B液 (100

m M酢酸アンモニウム）の 2種を用いた。 A液： B液＝

72: 28とし，流速は 0.4mL/minとした。検出波長は

270nmを用いた。

本分析方法の再現性は，濃度の異なる 6サンプルを 5回

抽出分析を行った結果から，その変動係数は，還元型アス

コルビン酸では 0.46-1.94%(平均 1.32%),総アスコルビン

酸では 0.37-5.20%(平均 1.75%)であることを確認した。

3. 統計解析

統計解析は SPSSver 12.0J (SPSS Inc., シカゴ，米国）を

用いて行った。データはすべて平均土標準偏差で示した。

糖度やアスコルビン酸含有量の品種間での比較は，一元配

置分散分析を行ったのち Bonferroniの多群間比較検定を

行った。糖度 (Brix値）と果実中アスコルビン酸含有量と

の相関分析においては， Spearmanの単相関分析を行った。

実験結果

1. 品種群別にみたウンシュウミカンの果実重量，糖

度およびアスコルビン酸含有置

各品種での果実サンプルの全果実重 (g)' 可食部重

(g)' 糖度 (Brix値），およびアスコルビン酸含有量

(mg/100 gFW) を表 lに示した。ハウスミカンの平均

糖度は 13.1゚ であったのに対し，露地栽培された極早生

では平均で 10.4゚ と最も低く，極早生品種以降では出荷

表 1 品種群別にみたウンシュウミカンの果実重量，糖度およびアスコルビン酸含有量

品種群

ハウス (7月） 極早生 (10月）早生 (11月） 晩生 (12月） 貯蔵 (3月）

分析試料数 80 80 80 60 80 

全果重 (g) 76.7 (6.2) a 83.6 (6.6) b 101.6 (9.3)c 118.Q (10.9)d 111.7 (10.0)0 

可食部重 (g) 60.7 (5.2)a 67.7 (5.6) b 82.4 (7.9)c 89.Q (8.9) d 84.3 (8.3)c 

糖度 (Brix0) 13.l (1.9) a 10.4 (1.2)b 11.6 (l.5)c 12.Q (l.2)c 13.6 (1.1)" 

総アスコルビン酸 (mg/100gFW) 31.4 (6.2)" 33.5 (5.7) b,c 36.7 (5.3)b 32.Q (4.9)a,c 29.7 (4.z)• 

還元型アスコルビン酸 (mg/100gFW) 29.8 (6.3)• 29.9 (5.5)・ 32.2 (5.2)・ 26.4 (4.9) b 22.4 (4.4)c 

酸化型アスコルビン酸 (mg/100gFW) 1.6 (1.3) a 3.6 (2.2) b 4.6 (l.l)c 5.7 (1.6) d 7.3 (4.5)e 

異なる符号間で有意差あり (p< 0.05), Bonferroni multiple comparison test。

データはすべて平均値（標準偏差）で示す。
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時期が遅い品種ほど糖度は高くなり ，貯蔵果実では平均

で 13.6゚あり露地で栽培された果実では最も高い値を示

した。総アスコルビン酸量としては，極早生品種はハウ

ス栽培された品種よりも有意に高い値を示 し，早生品種

で最高値を示した後，晩生および貯蔵ミカンでは早生品

種と 比べて有意に低い値を示 した。還元型アス コルビン

酸はハウスと極早生で同程度含まれていたが，早生品種

で最も高く平均で 32.2(mg/100 gFW)であった。その
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図 1 品種別にみたミカン中アスコルビン酸の還元型と

酸化型の割合（％）

各品種群でのデー タは 80サ ンプル（晩生品種は 60サ

ンプル）での平均値士標準偏差の結果を示す。還元型，

酸化型のそれぞれのアスコルビン酸麓含有贔において，

異なる英文字は Bonferroni検定 (5%)で有意差のある

ことを示す。

後出荷時期が遅い品種ほど有意に低い値を示した。一

方，酸化型アスコルビン酸はハウスミカンが最も含有醤

が少なく ，露地栽培された極早生 ・早生 ・晩生・貯蔵の

順にその含有量は増加していた。

総アス コルビ ン酸量に占める酸化型アス コルビ ン酸の

割合を計算したと ころ，酸化型アスコルビン酸の割合は

ハウス栽培された果実が最も低く，その後，出荷時期が

遅い果実ほど有意に高くなる傾向が認められた（図 1)。

2. 糖度 (Brix値）とアスコルビン酸含有量との関係

糖度とアスコルビン酸含有量の単相関解析を行ったと

ころ，いずれの品種のウンシュウミカンでも，遠元型ア

スコルビン酸および総アス コルビン酸置は糖度と有意な

相関関係が認め られた（表 2)。すべての品種のウンシュ

ウミカンを統合すると，還元型アス コル ビン酸で r=

0.224 (p<0.001), 総アスコルビン酸で r=0.290(p< 

0.001)であった。品種による違いを検討したところ，

ハウスミカンでの相関係数が最も 高 く， これに対して露

地栽培されたウンシュウミカンでは何れも有意ではあっ

たが出荷時期が遅い品種ほど糖度との相関関係は低く

なる傾向が認められた。酸化型アスコルビン酸に着目し

た相関解析を行ったがいずれの品種のウンシュウミカ

ンにおいても糖度との有意な相関関係は認められなかっ

た。図2に総アスコルビン酸含有置が最も高かった早生

品種での総アス コルビン酸含有量と糖度との散布図を示

した。早生品種では果実品質から 4つの等級に選果され

表 2 糖度とアスコルビン酸含有羅との相関

品種 アスコルビン酸 r P値

還元型 0.224 <0.001 

すべて 酸化型 0.106 0.0380 

総アスコルビン酸 0.290 <0.001 

還元型 0.812 <0.001 

ハウス (7月） 酸化型 0.031 0.7820 

総アスコルビン酸 0.828 <0.001 

還元型 0.769 <0.001 

極早生 (10月） 酸化型 -0.180 0.1100 

総アスコルビン酸 0.672 <0.001 

還元型 0.642 <0.001 

早生 (11月） 酸化型 -0.011 0.9210 

総アスコルビン酸 0.623 <0.001 

還元型 0.646 <0.001 

晩生 (12月） 酸化型 0.096 0.4630 

総アスコルビン酸 0.679 <0.001 

還元型 0.427 <0.001 

貯蔵 (3月） 酸化型 -0.068 0.5510 

総アスコルビン酸 0.417 <0.001 

Spearmanの単相関分析。
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布図

各等級でのデータは 20サンプルでの糖度と総アスコル

ビン酸含有量の結果を示す。糖度 (Brix値）と果実中

総アスコルビン酸含有量との相関分析においては，

Spearmanの単相関分析を行った。

ており，上位等級の果実ほど糖度は有意に高かったが，

総アスコルビン酸含有量では優品と秀品とでは有意な差

はなく，むしろ秀品の方がやや低い値を示した。

考 察

本研究において，国内の主要なミカン産地である静岡

県浜松市で出荷された果実サンプルを用いてアスコルビ

ン酸含有量を調査したところ，その含有量はハウスと極

早生品種では同程度であるが，調査した品種では早生が

最も多く，その後晩生品種や貯蔵ミカンでは含有量が

低くなることを確認した。 H本食品標準成分表2015年

版（七訂）でのウンシュウミカン果実中に含まれるビタ

ミン C量は，早生のじょうのうで 100g当たり 35mg,

普通のじょうのうで 32mgとされており 2)' 本研究で調

査した早生 36.7mgと晩生品種 32.0mgの結果とほぽ同

程度であった。一方，貯蔵ミカンに関しては今回 3月に

サンプリングを行ったため， 1月や 2月に出荷流通して

いる貯蔵ミカン中のアスコルビン酸含有量は不明であ

る。貯蔵ミカン中のアスコルビン酸含有量の変化につい

ては水野・谷口らの先行研究があるが見 2℃および6℃

の低温貯蔵では果実の呼吸贔も少なく，アスコルビン酸

の減少も少ないが， 10℃および 20℃での貯蔵では著し

く減少することが報告されている。現在，本調査を行っ

た静岡県浜松市をはじめとするミカン産地の貯蔵庫内の

温度は 8℃から 10℃が最適とされており，本調査で分析

した貯蔵ミカンも 8℃から 10℃での貯蔵が行われてい

る。 3カ月間貯蔵したミカン中の総アスコルビン酸含有

量は 12月の晩生品種のおよそ 93%まで減少していた

が， 1月や 2月に出術流通している貯蔵ミカン中の総ア

スコルビン酸含有量は，晩生品種ほどではないもののそ

れに近い含有量を有するものと考えられる。

これまでウンシュウミカン果実中に含有されるアスコ

ルビン酸含有贔の品種間差についてはほとんど報告がな

く，山本らがウンシュウミカンを含む様々なカンキツ品

種の果汁中アスコルビン酸量分析を行った例や食品標準

成分表のデータに限られている2)3)。また泉らは生育段

階におけるウンシュウミカン果皮中のアスコルビン酸醤

と糖度の変化について報告しているが，この研究では開

花 180日後にウンシュウミカン果皮中のアスコルビン酸

量は糖度とともに最高に達し，糖度と有意に正相関する

ことが示されている6)。果皮と果肉部分に含有されるア

スコルビン酸量の変化については詳細なデータがない

が． どちらも連動して生合成が行われると考えると，泉

切の研究からも，ウンシュウミカン果実中におけるア

スコルビン酸の生合成は開花 180日後である 11月頃に

最大に達することが考えられ，これは早生品種の収穫時

期と重なる。そのためウンシュウミカン果実中の総アス

コルビン酸は早生品種が最も高いのではないかと考えら

れる。一方，総アスコルビン酸含有量は早生品種の方が

晩生品種よりも高い結果であったが，糖度に関してはむ

しろ晩生品種の方が有意ではないが高い値を示した。そ

の理由として， 11月頃までにアスコルビン酸の生合成

は糖度とともに上昇するが，その後，何らかの影響によ

り消耗されたのではないかと考えられる。

カンキツ類は何れもビタミン Cを豊富に含んでおり，

日本人が良く食するウンシュウミカンは昔からビタミン

Cの大きな供給源であった。近年，ウンシュウミカンの

生産量は最盛期に比べて大きく減少しているが. Mサ

イズ（果実の直径が 61mm以上 67mm未満，可食部重

としておよそ 100g) のウンシュウミカンをおよそ 3個

食べることで一 Hに必要とされる 100mgのビタミン C

を摂取することができる。これまで国産カンキツ類に含

まれるビタミン C含有量を調査した例はいくつかある

が，年間を通して出荷時期別に各品種群について調査し

た例はなかった。本研究においては，最もアスコルビン

酸含有量の高かった早生品種に比べて，最も含有量の低

かった貯蔵 (3月）ミカンでも平均で 80%以上のアスコ

ルビン酸を含有しており，ハウスミカンが出荷流通して

から貯蔵ミカンの出荷が終了する翌年の 3月までおよそ

10カ月間にもわたってビタミン Cの大きな供給源とな

ることが考えられる。ウンシュウミカンのビタミン C

含有量に着目した栄養機能表示では．より含有量が高い

旨を表示する強調表示が可能であるが，何れの品種群に

おいても等級の高い（糖度が高く外観の質が良い）果実

ほど総アスコルビン酸の含有量が高かったことから，今

後は栄養機能表示を行う際には糖度の高い上位等級の果

実については， より含有量が多いことを表示することで

差別化することが可能と考えられる。

一方．今回の調査からウンシュウミカン果実中に含有

される酸化型アスコルビン酸はハウスミカン以降，収穫

時期が遅い品種ほど多くなり．総アスコルビン酸に占め

る割合もハウスミカンでは 5.2%であったのに対して貯

蔵ミカンでは 25.1%にまで上昇した。果実中のアスコル

ビン酸量が紫外線照射等により減少したとする研究報告
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はないが，ラン藻類を用いた実験から，植物細胞中の総

アスコルビン酸量が紫外線照射で低下し，還元型／酸化

型の比率が低下することが報告されている匹これらの

結果から，ウンシュウミカン果実中においても還元型ア

スコルビン酸は様々な酸化ストレスに対して防御的に働

いていると考えられるが見樹上で生育する期間が長い

品種ほど紫外線などの影響により還元型アスコルビン酸

の量が減少するとともに酸化型が増加するのではないか

と考えられる。晩生品種でも収穫直後は酸化型アスコル

ビン酸の割合が平均で 17.9%であったが，貯蔵ミカンで

はさらに高値を示したことから，晩生品種の果実を貯蔵

庫内で保蔵する間にも還元型アスコルビン酸が様々な酸

化ストレスに対して抗酸化剤として消耗されることが予

想される。しかしながら，酸化型アスコルビン酸であっ

ても生体内では各種酵素により還元型に還元・再生され

るため，栄養学的な価値に差異はないと考えられる叫

一方，酸化型アスコルビン酸は加水分解されるとラクト

ン環の開裂が起こり， 2,3-ジケトグロン酸に変化し，そ

こからは再び酸化型アスコルビン酸に戻ることはないた

め，特に缶詰等に利用されることが多い晩生や貯蔵ミカ

ンでは，加工段階で総アスコルビン酸の損失が大きくな

ることも考えられる。また静岡県浜松市でのウンシュウ

ミカンの貯蔵は，ロジと呼ばれる浅い木の箱に並べ湿度

85%程 度温度 5-10度程度を基本に各農家で冷風貯蔵

されているが本調査研究に供試したウンシュウミカン

はすべて各生産者から農協に出荷されたものから無作為

に抽出してサンプリングしているため，必ずしも貯蔵条

件がすべての果実で一定ではない。そのため温度や光，

湿度等の貯蔵条件によって果実のアスコルビン酸の含有

量がどの程度変化するかは今後更に検討する必要がある。

本研究結果から，国内でウンシュウミカンは，ハウス

ミカンから貯蔵ミカンまでおよそ 10カ月間にわたって

ビタミン Cの重要な供給源になり得ると考えられる。

しかしながら，本調査研究は静岡県浜松市で生産出荷さ

れているウンシュウミカンの各品種群でのアスコルビン

酸含有量を単年度で調査した結果であり，本結果を一般

化するためには，今後は他の産地を含めて，複数年での

調査分析が必要である。
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Differences in Ascorbic Acid Content among Various Cultivars of Satsuma Mandarin 

(Citrus unshiu Marcow.) and Their Relationship to Sugar Content 
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Summary: Recently, the Consumer Affairs Agency revised the food labeling system used in Japan. The new 

system allows fresh agricultural products to be labeled as "Foods with nutrient function claims". The satsuma 
mandarin (Citrus unshiu Marcow.) is one of the most commonly consumed domestic fruits in Japan, and is rich 
in vitamin C. Therefore, there has been high expectation that the satsuma mandarin can be labeled as a food 

with nutrient function claims. However, there are very few data concerning the differences in ascorbic acid con-
tent among cultivars and their associations with fruit quality. In this study, we measured the ascorbic acid con-
tent of various satsuma mandarin cultivars in relation to their sugar content. We found that the cultivar with the 
highest total ascorbic acid content was wase (an early-ripening variety), followed by gokuwase (an extremely 

early ripening variety). On the other hand, okute (a late ripening variety) and a storage cultivar (3 months of 
storage) had significantly lower total ascorbic acid contents than wase and/ or gokuwase, and the oxidized ascor-

bic acid content was higher in okute and the storage cultivar than in the wase cultivar. The satsuma mandarin 
cultivar with the lowest oxidized ascorbic acid content was one grown in greenhouses. Our study revealed that 
ascorbic acid content is significantly and positively associated with sugar content. 

Key words: vitamin C, ascorbic acid, food with nutrient function claims, varietal difference, sugar content 
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