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東南アジア産ショウガ科植物の香辛特性の系統的研究

久保 田 紀 久枝(お 茶の水女子大学生活科学部助教授)

1.研 究 目的

ショウガ科 植物(Zingiberaceae)は 世 界 的 に

広 く利用 され,消 費量の多い香辛料 のひ とつで あ

る。日本で も,シ ョウガ,タ ーメ リック,カ ルダ

モ ンなどが 日常的 に消費 される他に,最 近で は,

タイ料理 に欠かせな いナ ンキ ョウ も新鮮 な根茎が

空輸 され市場で手に入 るようになった。 また,中

国南部 では,ナ ンキ ョウ以外 に同じハ ナ ミョウガ

(Alpinia)属 の リ ョ ウ キ ョ ウや バ ン ウ コ ン

(Kaempferia)属 の根茎 も香辛料 や生薬 として

利 用されている。

食生活の国際化,多 様化,最 近の健康志向に伴

い,香 辛料に対 する関心は益 々深 くなってお り,

今後 これ らシ ョウガ科植物が種 々市場 に出回 るこ

とも考 えられる。 しか し,シ ョウガ科植物は種類

が非常 に多 く,地 上部 の葉や茎 の様子,花 を見な

ければ根茎だけでは種 を特定 できな い。 また,香

辛料 としての特性 も多種多様で ある。本研 究は,

香辛料の特性 として重要 な香味特性,抗 酸化活性

を中心 とした生理活性機能 につ いて化学成分から

ショウガの系統 を体系化 し,シ ョウガ類の利 用拡

大 を図ることを最終 目的 とす る。

本稿 ではその経過報告 として,タ イ産 ナンキ ョ

ウの新鮮 な根茎 の香辛特性について 日本産近江 シ

ョウガ と比較 した結果 を主 として報告 する。

2.ナ ン キ ョウ お よ び根 シ ョウガ の 香 気 特 性

ナ ン キ ョ ウ(、glpiniagalangaW.)は カ ー と も

呼 ばれ,シ ョ ウガ 科 ハ ナ ミ ョウ ガ属 の 多年 草 で,

イ ン ド,中 国,東 南 ア ジア で広 く栽 培 され て い る。

生薬 として の歴史 は古 く,抗 腫瘍 活性1・2),発が

ん プロ モー シ ョン抑 制活 性3),生 体 内抗 酸化 活

性4}等が報 告されてい る。根 シ ョウガ に形 は似 て

いるが独特 の芳香 と辛味を もち,カ レー,ス ープ,

魚介 料 理 に広 く利 用 され て いる。根 シ ョウガ

(ZingiberofficinaleR.)は 世界各地で栽培 され

てお り,そ の爽やかな芳香 と辛味 に特徴があ り,

我 々に最 も馴染み深い香辛料の一つであ る。

1)官 能検査による香気評価 ナ ンキ ョウおよ

びシ ョウガの1%熱 水浸 出液 について香 りの官能

検査 を行 った。15人 のパ ネラー に食品の香 り用語

として選択 されてい る43種 の用譜)を 提示 し,特

徴が感 じられ るものを選択 させた。いずれかの溶

液 に対 しパネラーの半数以上が選択 した用語 をま

とめると,ス パイシー,森 林用,ハ ッカ様,花 様,

日向臭,芳 香性,柑 橘様,爽 やかの8種 が抽出 さ

れ た6)。各用語 について全員が感 じられ た とされ

た場合 を1と してその割合 を軸 として結果 をレー

ダーチ ャー トにま とめ,Fig.1に 示 した。根 シ

ョウガ,ナ ンキ ョウ共 に爽やかで芳香性 を持っ こ

とが示 された。 また,根 ショウガは柑橘様,ス パ

イ シーの特徴が強 く感 じられたのに対 し,ナ ンキ

ョウは木 あるいは森林 様,ハ ッカ様,花 様,日 向

臭が根 シ ョウガより強 く,特 徴的であ ることが分

かった。

2)成 分組成 による香気特性評価 ナ ンキ ョウ,

根シ ョウガともに熱をかける水蒸気蒸留法による

香気成分の分析 は行 われているが,同 条件で分析

し比較 したデー タはない。 そこで,本 研 究では,

加熱 による変化 を少な くするため,減 圧水蒸気蒸
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Fig.1Aromacharacteristicsquality'ofboiled

waterextractsfrolnZ.oiiicinaleandA.

98!如9α

axis:selectedproportionofodor-descriptiveterm

bysensorypane1

留法 により香気成分 を捕 集 し,常 法に従い,シ リ

カゲル カラムクロマ トグラフィーで炭化水素画分

を分離 して除 き,特 徴香 気を有す る含酸素画分 を

得,そ の成分 をGCお よびGC-MSで 分 析 し,

比較 した。 ガス クロマ トグラム をFig.2に,主

な構 成成分 をTable1に まとめて示 した。ナ ン

キ ョウ と根 シ ョウガ に共通 す る成分 は ピー ク1

～Vな ど数成分 しか な く,同 じシ ョウガ科植 物

で も香気成分組成が全 く異な っていた。GC-snif-

fingと 希 釈法 を組 み合 わせ検討 した結 果,シ ョ

ウガでは柑橘様 の香気 をもつネ ラール(ピ ー ク

a)や ゲ ラニアール(c)が 重 要香気成 分で あ っ

た。一 方,ナ ンキョウはピー ク1の クールで樟脳

様香 気を もつ1,8一シネオールの含有量が含酸素部

の約50%と ショウガ に比べ非常に多 く,ま た ショ

ウガには見 られないスペア ミン ト様香気のチ ャピ

コールアセテー ト(9),ク ールで土臭 い香気 の

1'一 アセ トキ シチャ ピコール アセテー ト(14)

の影響が森林様のイメー ジを強めていると結論 さ

れた。 また,ナ ンキ ョウには ピークV,9,10,

12,13,14の 化合物(Table1)の ように側鎖 に

ア リル基 をもった類似構造 を有す るフェノール類

が多いことが特徴であった。 また,入 手 で きてい

ないが,同 じハナ ミョウガ属 の小良姜 といわ れる

Alpirria(1/万cinaleで は側 鎖が ア リル基 の もの は

少な く,1プ ロペニル基 になった シンナ ミック

酸の メチル エステルが特徴 成分 と報 告 され て い

るη。ユ リ科のニ ンニ クではイオウ原子 に結 合 し

ている基がア リル基,タ マネギでは1一 プロペニ

ル基で ある成分 が多いことが両者の香気成分の違

いに影響 しているこ とを考 え合わせると,植 物生

理作用 になにか意味が あるのではないか と興味深

いo

3.シ ョウガ科植物の抗酸化活性

(1)活 性 の比較 中国海南島産の ター メリッ

ク(CurcuniaTonga)お よび.91pirzia〃aaclurei

(にせ益智 といわれ ている),タ イ産ナ ンキ ョウ

G4φ1〃忽galanga),近 江根 ショウガ(Zirrgiber

officinale)の4種 のシ ョウガ科植物 の新鮮 な根

茎 よりメタノール抽出物 を調製 し,抗 酸化活性 を

比較 した。活性 の測定 は,リ ノール酸の ヒ ドロペ

ルオキシ ド量 を測定す るロダ ン鉄法 と酸化二次生

成物であるマロンジアルデ ヒドおよび類縁化合物

による脂質過酸化度 を測定するTBA法 で行った。

いずれにおいて も同様の傾向であったのでロダン

鉄法の結果 をFig.3に 示 した。シ ョウガ,ナ ン

キ ョウ,タ ーメ リック,A.maclttreiの 順 でいず

れ も強い活性が認め られた。特 に前二者はBHA

に相当する強い抗酸化性 を示 した。 ショウガやタ

ーメ リックは中谷 ら8)により詳細な研究が なされ

ている。

A.maclrrreiに つ いて はごく最近植物学的分類

が確定で きた ことより,現 在分析中である。

本研究で はナ ンキ ョウの活性成分 について検討

した。

(2)ナ ンキ ョウの活性成分 メタノール抽出
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Fig.2Gaschromatogramsofoxgen-containingcompoundsofaroma

concentrate

ThecompoundsofeachpeaknumbercorrespondstoTable1.

物 を溶媒 の極性 によ り分画 した結果,ヘ キサ ン画

分 に最 も強い活性 が見 られ,メ タノール画分に も

比較的強い活性 が認 め られた。分離 ・分析の結果,

ヘ キサ ン画分 か らは,主 要香気成分の一つであっ

た1'一 ア セ トキ シチ ャ ピコ ー ル ア セ テ ー ト

(ACA,Fig.4)お よび1Lア セ トキシオ イゲ ニ

ルアセテー トが同定 された。特 にACAの 活性 が

強か った。また,メ タノール画分 より4ヒ ドロ

キシベ ンズアルデ ヒドと配糖体 と思われ る成分が

分離 された。配 糖体 については現在構 造 を確認中

である。構造 決定された化合物 はすで にナ ンキ ョ

ウの生理活性 成分 として知 られている ものであっ

た1-4)。しか し,調 理 に香辛料 として ナンキ ョウ

を利用す る際の活性成分の安定性 については知 ら

れていない。そ こで,主 要成分 であるACAの 加

熱中の安定性 および活性の変化について次 に検討

した。

4.加 熱 調理 中のACAの 分解 および抗 酸化活

性への影響

スライス したナンキョウを沸騰水 中で加熱 する

と,ナ ンキョウ中 のACAは15分 で68%に まで減
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TablelMainaromacompoundsofZ.officartaleand且.gα1ω2go.

少 し,そ の後徐々 に分解が進 み,60分 で完全 に消

失 する。一方,水 中 に溶出 したACAは 沸騰水中

では直 ちに分解す るが,水 中油滴型 の溶媒中で は

油脂 に保護 され,30分 加 熱 して も約25%残 存 して

いる ことが分か った。

(1)ACAの 分 解 と分 解 物 の 抗 酸 化 活 性

ACAはFig.4に 示 したよ うに加熱 によ り容易に

7位 の脱 アセチル化が起 こり1'一 ヒ ドロキシチ

ャ ビシル ア セテ ー ト(HCA)が 生成 され る。

HCAの1'位 のOHは 容 易 にア リル転位 し,一

部 は安定なp一 アセ トキ シシンナ ミル アル コール

(p-AC)に な りHCAとp-ACの 混合物 として
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Fig.5AntioxidativeactivitvofACAandrelated

compounds(TBAmethod).

Fig.3Antioxidativeacti、 ・itiesofmethalloI

extractsfromsomeZノ 〃躍 ろθ'aceae(Ferric

thiocy-anatemethod,0.03%).

存 在す る。従 って加 熱時間が長 くな るに従 いp-

ACの 割合が増加 することが判明 した。

(2)HCAとp-ACの 抗酸化活性 短時 間の

調理 でもACAが 分解 される ことが分かったので,

分解生成物の抗酸化活性 を調 ベナンキョウの抗酸

化活性 について再検討 した。 その際,応 用 を考慮

にいれ,p-ACの アセチル化物 であるp-ACAに

つ いて も調 べた。Fig.5はTBA法 に よる測 定

結果 である。 いずれ もACAに 比 べ活性 が低かっ

た。p-Ac,p-ACAの ようにシンナ ミル型 になる

と活性が低 くな ることはナンキ ョウ以外の ショウ

ガ類 の活性 を見 るうえで興味深 い。

一 方
,分 解生成物 はいずれ も α一トコフェロー

ル程度 の活性 は認め られたこ とより,相 乗効果等

があれ ばナンキ ョウ としての活性 はあ る程度保持

され ると考察 された。 これらの点 について も現在

検討 中である。

Fig.4DegradationofACAinboiledwater.
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5.お わ りに

試料数が少 な く,系 統 的研 究 という表題に対 し

て はまだ十 分な結果が得 られていない。 しか し,

徐々 に試料 が集 まっている ことよ り,今 後 も本研

究 を続行 し,活 性成分 よ りシ ョウガ科植物を体 系

化す ることを試みたい と考 えている。

最後 に本 研究を遂行 するにあた り,研 究助成 金

を賜わ りました浦上食品 ・食文化振興財団および

関係各位の皆様方に厚 く御礼 申し上 げます。
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TherelationbetweenstrainandcharacteristicasspiceinZingibeYaceaeplants

ofSoutheastAsiagrowth

KikueKubota(schoolofHumanLifeandEnvironmentalScience,OchanomizuUniversity)

ManyspecieslikeZingiber,Alpinia,CitrcumaandKaernpferiainZiragiberaceaeplants

areknownandtheyhavetheirownflavorandsomephysiologicalactivities.Theobjectof

thisstudyistoinvestigatesomerelationsbetweenthespeciesandthechemicalproperty

onthecharacteristicasspice.

Inthisreport,theflavorquality,thecompositionofaromacompoundsandthe

antioxidativeactivit}・oftherhizolneof、41piniagala7zga(nankyouinJapanese)were

comparedwiththoseoftherhizomeofZingiberoffi'cinale(ginger).

Bythesensoryevaluation,A.galangasoupshowedmorewoody-,mintyandfloral

aromaqualitythanginger.Itseemsthatthehighproportionof1,8-cineolandother

phenoliccompoundsofA.galazagalikeeugenol,chavicolacetateand1'-acetoxychavicol

acetate(ACA),haveagreatinfluenceonthedifferenceofthearomaqualit}・fromginger.

Theantioxidativeacti、 ・ityofginger,.4、gcclanga,/1.'nac々 〃・6ガandC.loiaga(turmeric)

wasmeasuredbyferricthiocyanatemethod.Amongthem,gingerand、4.galangashowed

thestrongeractivitythanothers.ThemostimportantantioxidantwasACA.Underheating

conditionsinwater,ACAwasdecomposedinto1'-hydroxychavicylacetate(HCA},which

wasdeacetylatedatC-rofACAandp-acetoxycinnamylalcohol(p-AC),whichwasallyl

rearrangementcompoundsofHCA,Theantioxidativeacti、 ・{tiesofHCAandp-ACare

lowerthanthatofACA.


