
10 浦r.財 団研究報告書Vol,2〔1990)

ショウガ科植物の組織培養による食品機能成分の

生産 とその制御(中 間報告)

山 田 恭 正(同 志社女扶 学家政学部講師)

〔序 論〕

ショウガ(生 姜)学 名Zisagiberα 所ヒ助α16はシ

ョウガ目,シ ョウガ科 の植物で イン ド,マ レー方

面の原産 とされてお り古来 よ り薬草,香 辛料 とし

て世 界中で広 く利用 されて いる。 ショウガの食用

としての価値 は,そ の特有の香気 と辛味 であ り,

また肉や魚の生 臭みを消す矯臭作用,腐 敗 を抑制

す る抗菌作用が代表的 なもので ある。 また加工 さ

れて漬物,菓 子材料,清 涼飲料,レ トル ト食品 な

どに も広 く用 いられて いる。 この ように広い用途

があ り,日 本で は千葉,高 知,愛 知が主な産地で

あるが現在 は東南 アジアか ら多量に輸入 され てい

る。

一 方
,植 物細胞培養 に関す る基礎研究 の進展 に

よ り植物の品種 改良や有 用 な二次代 謝産物 の生

産1-3)へ と応用,実 用化の報告 も見受 け られ るよ

うなった。筆者 らは,以 上に述べたことを背景 と

してシ ョウガの組織培養 と取 り組んでいる。 これ

まで にショウガの組織培 養に関する研究で,実 際

にカル ス化に成 功 した例 として はハ ワイ大学 の

Hosoki&Sagawa(1977)4>の 報告があ る。 ショ

ウガの根茎を用いたカルスの誘導 は微生物に よる

コンタミネーシ ョンを起 こ し易 く,そ のため良好

なカルス細胞 を得るのは困難 である。 したが って

筆者 らは根茎 を発芽 させ,そ の分裂組織か らカル

スの誘導を試 みる必 要があった。 さらに今回の研

究の目的は,培 養細胞 による食品機能成分を生産

する ことであるか らその目的 に適 した二次代謝 を

活発に行う培養細胞 の選抜,育 種お よび代謝 系を

活性化 する培養方法,生 産物の分離等 に関す る基

礎研究 を進めて行 きたい と考 えてい る。

〔実験方法〕

(1)カ ル ス の誘 導

供 試 植 物:シ ョウ ガ(Zitiagiberofficinale

Roscoe)

ウ コ ン(CurcumalongaLinn)

参 考 植 物

ダ イ コ ン(RaphanussativusLJ

使 用培 地:Murashige-Skoog(MS)培 地 を 中心

にWhite,B5,LSの 各 培 地 を用

い て基 礎 培 地 の 検討 を行 い,あ わせ

て最 適 ホ ル モ ン濃 度 お よ び組 み 合 わ

せ を検 討 し た。 尚,オ ー キ シン と し

て は2,4-D,IAA,NAAを,サ イ

トカ イ ニ ン と して は カ イ ネ チ ン,ゼ

ア チ ン を使 用 し た。

方 法;供 試植物の消毒 は70%エ チルアルコ

ール と10%ピ ューラックス液 を常 に

用い,無 菌操作 はクリー ンベ ンチ内

で常法に従 った。組織の採取 はショ

ウガ,ウ コンとも根茎内の新鮮組織

あるいは根茎 を発芽 させ,そ の分裂

組織 を用 いる方法 を併用 した。

(2)カ ルス細胞抽出物お よび原植物 抽出物の

HPLCに よる分析

継代培養 したシ ョウガの カル ス4.216gを メタ

ノール300m1に 浸漬 し約1時 間か くはん後吸引ロ

過 をして細胞残 さとロ液 に分離 した。(図1)こ
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図1カ ル ス細胞からの抽出方法

のロ液を濃縮 して得 られ る水溶 液に食塩 水20m1

を加 えジクロロメタン20mlで3回 抽出 した。 得

られ た有機相 を濃縮 して油状物3㎎ を得,HPLC

分析のサ ンプルに供 した。水相 はさらに酢酸エチ

ルで抽出 を行 ったが抽 出物 は,ほ とんど得 られ な

かった。原植物の抽出方法 も上記 に準 じて行っ た。

HPLCの 分析条件

機種

カラム

ShimadzuLC-6A

YMC-Pack,A-312,S-5120A,

ODSタ イ プ6×150mm

展開溶媒 メタノール:水=80:20

流速 1.om`/mln

〔結果 および考察〕

(1)カ ルスの誘導お よび培 養

根茎組織 を直接用 いる場合 は,100%近 く雑菌

に汚染 されてお り,一 旦発芽 させ,そ の分裂組織

を用いる方法が最 も効率の よい ことが明 らかに な

った。

培 養結果

(1)シ ョウガの場合,今 回の実験で はMS培 地

が適 してお り,2,4-D～ カイネチ ン,又 はI

AA～ カイネチンを含むMSが 良好 であった。

White,LS,B5で は,顕 著 な結果が得 られ

ていない。

シ ョウガの場合は比較研 究に用 いたダイコ

ンな どからみ ると,カ ルス増殖 は極 めて遅 い

と云える。

写真1,お よび2に 示す カルス塊 よ り,継代

培養によって選抜 したZ-89株 はMS培 地上

で速やかに増殖す る系統で,さ らに細胞育種

を重ねるこ とにより,今 後の機能成 分の代謝

生理研究 の好材料 となろう。本系統 の適 温は

30℃ 付近である。

培 養細胞の一部で は不定根の分化が認 め ら

れているが今後の詳細 な研究が必要である。

カルスの細胞 をサ フラニ ンで染色 し,検 討

した ところ細 胞内 に油状 の物 質が確認 され



12 浦上財団研究報告書Vol.21/9901

写真1 写真2

写真3a 写真3b

た。(写 真3a,3b)

今回の研究 では,増 殖力のある細胞群の選

抜 に時間 を要 したため,細 胞化学的研究ある

いは組織化学的研究の詳細 が不足 しているが,

Z-89系 統 の確保 により今後,上 記の研究並

びに,こ れ らの細胞の代謝生理及 び機能成分

の分析等が可能 にな るもの と思われ る。

② ウコン:シ ョウガ科の植物 で,ク ル クミン

等の生薬成分含有で価値 のあるウコンを,沖

縄及び和歌山 より入手 し,シ ョウガの場合 と

同様の手 法 を用いてカルス誘導 を試みている

が,現 在の ところ,い ずれの培養法,培 地 を

用 いても成功に到 っていないので,さ らに,

培養 条件の再検討を行 うため,現 在,温 室中

で栽培 を行 っている。

(2)抽 出物のHPLCに よる分析結果

カルス細胞抽出物および原植物抽出物のHPLC

によるクロマ トグラム(図2,3)を 比べて見 る

と,両 者 のパ ターンは異 なってお りカルス細胞抽

出物 に見出 され る保持時間3.398分 の メイン ピー

クは原植物中 には見 られ なか った。 この結果か ら

原植物 に含 まれ るバニ リルケ トン系の二次代謝産
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図2カ ルス細胞抽出物のHPLCに よるクロマ トグラム

図3原 植物抽出物のHPLCに よるクロマ トグラム
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求 し,そ の化学構造を明 らかにする ことは二次代

謝の メカニズムを解明する上で も興味深 い問題 で

あ ると考 えている。その為にカルス細胞 の成長速

度 を高め,か つ大量培養が可能 な液体培 養法の確

立が重要である。

終わ りに本研究 を遂行す るにあた り,研 究助成

金 を賜 りました浦一L食品 ・食文化振興財 団および

関係各位の皆様 方に,御 礼申 し上げ ます。

貴財団の益々の御発展 をお祈 り申 し上 げ ます。

図4バ ニ リル ケトン同族体の化学構造

物(図4)の 生合成に関与 する成分が蓄積 されて

いる可能性 もあ る。今後 このメインピー クに相等

する成分 を大量に生産 させるための培養条件を探
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Productionofthephysiologicallyfunctionalsubstancesinthecallus

cellsofZingiberの 男6ガηα1θRoscoeanditsalliedspecies,

YasumasaYamada(DepartmentofFoodScience,DoshishaWomens'CollegeofLiberalArts〕

ThePhysiologicallyfunctionalsubstanceshavebeenexaminedbothintheginger

rhizomesandinthecalluscellsderivedfromtherhizome.Explantsfromthebudtipsof

gingersterilizedwith70%ethylalcoholandpureloxwereinoculatedonMurashige-

Skoogmediumsupplementedwith2,4-dichlorophenoxyaceticacid(1mg/のandkinetine

(0.2mg/の,andincubatedat30℃inthedark.

Amongcalluscellsderivedfromtheexplants,Z-89strainwhichisgrowingrapidly

willbethegoodsourceforfurtheranalyticalstudies.

HPLCoftheextractsfrombothcallusmaterialsandfreshgingerrhizomewas

carriedoutusingaShimadzuLC-6AequippedwithaYMC-packedcolumn(ODStype)

elutedwith20%waterinmethanol.

Chromatogramoftheextractsfromthecallusmaterialsindicatedthepresenceofthe

compoundsdetectedat254nm,whichwillsuggestthenecessityforthefurtherinvesti-

gationonthesecondarymetabolisminthecalluscells.


