マヌカ
Leptospermum scoparium J.R.
Forster & G. Forster
異名
マネックス、ニュージーラン
ドティーツリー
科名
フトモモ科
植生と原産地
マヌカはニュージーランド原
産です。日当たりの良い場所で
は成長の速い、円錐形の低木で
4m ほどまで成長します。1
マヌカはほとんど商業栽培が
行われていないため、野生のも
のを収穫することが多いです。
マヌカの木は収穫後の再生スピ
ードが速いため、野生のマヌカ
を収穫しても木に損傷を与える
心配がありません。将来的には
特定のケモタイプに特化したプ
ランテーション栽培が行われる
だろうと言われています。2

化学組成
16 個のマヌカオイルの商品サ
ンプルを分析した結果、100 種
類の化学成分が含まれ、そのう
ち同定された 51 の成分が全体
の 95%を占めることがわかりま
した。マヌカオイルの一般的な
化学組成はトリケトン類（約
20%）、セスキテルペン炭化水
素類（60-70%）、モノテルペン
炭化水素類（約 5%）です。1
ニュージーランドのマヌカオ
イルを詳しく調べた結果、3 つ
のケモタイプが存在することが
わかりました。






ノースランド、西海岸の
モノテルペン含有率の高
いケモタイプ
イーストケープ、マール
ボロのトリケトン類含有
率の高いケモタイプ
ニュージーランドのその
ほかの地域に見られるセ
スキテルペン含有率の高
いケモタイプ 1

抽出方法
葉と小枝を水蒸気蒸留して採
取します。
特徴
透き通った黄色の液体でスパ
イス系・ハーブ系の独特で爽や
かな香りがします。

成分
モノテ
ルペン
類
セスキ
テルペ
ン類
トリケ
トン類

北部
40%

生息地
イースト
ケープ
3%

南部
12%

42%

54%

65%

1%

33%

2%

NZ の 3 つの地域のマヌカオイルの化学成分
含有比率。1
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L. scoparium のオーストラリア
のビクトリア州に生育する個体
群とタスマニア州に生育する個
体群には、ニュージーランドの
個体群とは異なる化学組成が見
られました。オーストラリアの
個体群にはトリケトン類が見ら
れないという特徴がありました。
3

採油した樹齢によって、マヌ
カオイルの化学組成に変動が見
られることが報告されています。
例えば、若い木から採れるオイ
ルにはモノテルペン類（α-ピネ
ン、β-ピネン、ミルセン）が 1%
以下しか含まれませんが、樹齢
3 年以上になると、含有率は 1734%まで上昇します。2
また、化学組成は季節にも影
響を受けます。ピネン類につい
ては枝葉が成長する春夏に最も
高い値に達します。2
ニュージーランドの北島のイ
ーストケープ地方で採れるケモ
タイプのマヌカオイルの化学組
成は次のとおりです。
α-ツジェン（0.03%）、α-ピネン
（1.31%）、β-ピネン（0.12%）、ミ
ルセン（0.24%）、p-シメン
（0.16%）、1,8-シネオール
（0.22%）、リモネン（0.1%）、テ
ルピネン-4-オール（0.04%）、α-テ
ルピネオール（0.09%）、α-クベベ
ン（3.95%）、 α-コパエン
（5.86%）、β-エレメン（0.55%）、

α-グルジュネン（1.02%）、β-カリ
オフィレン（2.63%）、アロマデン

対し、抗菌作用を発揮しました。

ドレン（2.09%）、カジナ-3,5-ジエ
ン（4.88%）、δ-アモルフェン
（3.81%）、β-セリネン（3.67%）、
α-セリネン＋ ビリジフロレン

多くの蜂蜜商品の抗菌作用は
過酸化水素によるものですが、
マヌカハニーの場合はメカニズ
ムが異なります。現在、マヌカ
ハニーの抗菌活性力は、ユニー
ク・マヌカ・ファクターの略で
ある UMF で表されるフェノール
濃度換算で規格化されています。

（4.35%）、フラベソン（ 4.91%）、
カジナ-1,4-ジエン（5.94%）、イソ
レプトスペルモン（4.62%）、レプ
トスペルモン（15.54%）

4

偽和
マヌカオイルの蒸留の際に異
なる種の木が混入して化学組成
にばらつきが出てしまうことが
あり、その場合、マヌカオイル
に期待される効果が得られない
可能性があるとリス・バルチン
は述べています。5
歴史
マオリ族の民話では、カヌカ
は男の木、マヌカは女の木とさ
れています。2 伝統的な使い方
としては、尿路系、腸の症状の
ケアのため、また解熱剤として
ハーブティにして飲んだり、咳
止めに樹皮をかんだり、風邪の
際、蒸気吸入したり、腰痛、皮
膚病、乳房の炎症、やけどの際
のパップ剤（生薬湿布）として
使用したりしました。2
マヌカの葉は傷、腫れ物、皮
膚の病気の塗り薬として使用さ
れていました｡マオリ族や初期の
定住者は外用薬としてマヌカの
あらゆる部分を使用していまし
た。6
伝統医療
マヌカハニーの治療効果には
定評があります。なかなか治ら
ない潰瘍や傷の治療に使用され
ます｡7
マヌカハニーは黄色ブドウ球
菌とヘリコバクターピロリ菌に
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5

7

UMF はアクティブマヌカハニ
ー協会（AMHA）によって採用
され、商標登録されました。マ
ヌカハニーの黄色ブドウ球菌に
対する反応を調べる実験結果と、
以前消毒薬として使用されたフ
ェノール（石炭酸）を使った同
様の実験の結果を対比し、UMF
の数値をフェノールの濃度とイ
コールにすることになりました。
つまり、UMF10 のマヌカハニー
は 10%の濃度のフェノール溶液
と同じ抗菌効果があり、UMF20
のマヌカハニーは濃度 20%のフ
ェノール溶液と同等で、UMF10
に比べ 2 倍の抗菌力を持つわけ
です。マギー・ティスランドに
よると、強い抗菌力を持つマヌ
カハニーはメシチリン耐性黄色
ブドウ球菌（MRSA）に感染した
傷を治すのによく使用されてい
るようです。UMF5 以下のマヌ
カハニーでは MRSA に対応でき
ないということです。7
薬理学と臨床試験
マヌカオイルについては、多
数の薬理学研究論文が出版され
ています。これらの論文のシス
テマティック・レヴューを行う
ことはしません。それよりもむ
しろ、マヌカオイルの伝統的使
用法や臨床での使用を後押しす
るような研究をいくつか取り上
げたいと思います。

抗微生物作用
マヌカオイルとカヌカオイル
のいくつかのサンプルの抗微生
物作用を調べたところ、その効
果はティーツリーのサンプルと
比較して一定ではなかったと報
告されています｡カヌカオイルの
場合は抗菌活性力の強力さに反
比例するかのように抗真菌活性
力があまりなく、マヌカの方が、
抗真菌活性力についてはすぐれ
ていましたが、それでもティー
ツリーには及びませんでした。8
次の表は標準的なティーツリ
ーオイルとニュージーランドの
イーストケープ地方のマヌカオ
イルの抗微生物作用を比較した
ものです。8
抑制域 （mm）
オイルサン
プル

カンジダ・
アルビカン
ス

黄色ブドウ
菌

ティーツリ
ー

9.0

8.5

AUS ラベンダ
ー

8.0

7.0

NZ マヌカ

2.0

8.0

レモングラ
ス

30.0

38.0

ユーカリプ
タス

2.0

2.5

エッセンシャルオイル数種の抗微生物
活性の比較

ティーツリー、カヌカ、マヌ
カ、ユーカリプタスのエッセン
シャルオイルの抗菌作用を比較
する研究が行われ、ティーツリ
ーが最小発育阻止濃度（MIC）
0.25%と、最も高い抗菌力を示し
ました。しかし、グラム陽性菌
に対してはマヌカオイルの MIC
は 0.12%とティーツリーよりも
高い抗菌力を記録しました。テ
ィーツリーもマヌカも抗生物質
に耐性を持つブドウ球菌種に対

して強い抗菌作用を見せました。
緑膿菌だけは 4%という高濃度で
使用してもどのエッセンシャル
オイルも抑制することができま
せんでした。9

が高く、とくにブドウ球菌属、
連鎖球菌属のグラム陽性細菌に
対し、効力を発揮するのではな
いかと述べています。5

in vitro の実験で、カヌカオイ
ルとマヌカオイルがともにさま
ざまな種類の真菌と細菌を抑制
する働きを持つことが判明しま
した。 両方のオイルに殺真菌作
用があることが確認でき、MIC
は 0.78-3.13%でした。また、対
象の細菌を全て 100%抑制すると
いう強力な殺菌作用を示しまし
た。10

紫外線 B 波（UVB）照射を受
けた無毛マウスの光老化に対す
るマヌカオイルの効果を調べる
in vivo 実験が行われました。濃
度 10%のマヌカオイルを塗ると
マウスにできる平均的なしわの
長さと深さを有意に減少させる
ことができることがわかりまし
た。このことと、膠原線維含量
の喪失、表皮過形成の抑制には
相関が見られました。また、マ
ヌカオイルは炎症性サイトカイ
ンの発生を抑えることによって、
紫外線 B 波が誘発する皮膚の炎
症を抑えることができると報告
されました。この研究は、マヌ
カオイルには紫外線を浴びるこ
とによって起こる皮膚の炎症を
抑制する働きと関連した光老化
防止作用があることを示唆して
います。12

数種類のエッセンシャルオイ
ルが歯垢を発生させる細菌を抑
える作用と歯垢発生を抑える作
用を持つかどうか調べる実験が
行われました。マヌカオイルが
最も効果的で、全ての細菌を抑
制（MIC：0.25%）し、連鎖球菌
に対する MIC は 0.13%、グラム
陰性菌に対する MIC は 0.03%を
記録しました。11
細菌の付着能は歯垢の発生の
大きな病原因子です。実験によ
りティーツリーオイルとマヌカ
オイルがポルフィロモナス・ジ
ンジバリスとストレプトコッカ
ス・ミュータンスの付着能を抑
制する働きを示すことがわかり
ました。ティーツリーとマヌカ
が歯周病原菌、虫歯菌に対し、
成長抑制作用・殺菌作用がある
ことが確認され、菌種によって
は抗付着活性を発揮することが
わかりました。ティーツリーも
マヌカも 0.25%以下の濃度で使
用できる口腔ケア用の抗菌剤と
して期待できるエッセンシャル
オイルだということです。11
リス・バルチンはフラベスコ
ン、レプトスペルモンを多く含
むマヌカオイルは抗微生物作用
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抗光老化作用

鎮痙作用
電場刺激を与えたモルモット
回腸を使った研究において、マ
ヌカオイルとカヌカオイルがそ
れぞれ鎮痙作用を誘発したこと
が確認されましたが、カヌカオ
イルについては初めのうち収縮
を引き起こしたことが報告され
ました。マヌカオイルについて
は cAMP（環状アデノシン-リン
酸）を介して作用することを裏
付けるエビデンスがいくらかあ
る一方、カヌカの作用機序はま
だわかっていないということで
す。13
抗ウィルス作用
単純ヘルペスウイルス 1 型
（HSV-1）と単純ヘルペスウイル
ス 2 型（HSV-2）を細胞感染の 1

時間前にマヌカオイルで処置し
ておくと、細胞のヘルペスウィ
ルス感染を有意に抑制できるこ
とが判明しました。ウィルスが
宿主細胞に侵入した後でもマヌ
カオイルによって HSV-1 のウィ
ルス粒子の複製を 41%抑制する
ことができました。マヌカオイ
ルに見られるフラベソン、レプ
トスペルモン、2 つの β-トリケ
トン類はマヌカオイルと同様に、
HSV-1 の病原性を抑制する能力
があることがわかりました。14
カヌカとマヌカは最大非細胞
毒性濃度が 0.001%であり、最大
非細胞毒性濃度 0.006%のカユプ
テオイル、クローブオイルより
も細胞毒性が強いことがわかり
ました。この 4 つのオイルの中
で HSV-1 と HSV-1 の薬剤耐性株
に対する殺ウィルス作用が最も
高かったのはマヌカオイルでし
た。15
口内炎
頭頸部ガンの放射線治療で口
腔咽頭部分の放射線誘発性粘膜
炎に対し、エッセンシャルオイ
ルで作ったうがい液が効果を持
つかどうか調べる実験が行われ
ました。被験者がマヌカオイル
とカヌカオイルを 1:1 の割合で
調合したうがい液を水に 2 滴入
れてうがいをするランダム化プ
ラセボ比較臨床試験でした。う
がい液を使用した被験者はプラ
セボ群（水でうがいした）と比
較して、口腔粘膜炎の発生の遅
れ、痛みの軽減、口腔内の症状
緩和が見られたということです。
この実験によりマヌカオイルと
カヌカオイルを使ったうがい液
は放射線によって誘発される口
内炎を緩和することができるこ
とが確認されました。16

作用

サトルアロマセラピー

鎮痛、抗菌、抗真菌、抗炎症、
デオドラント、去痰、免疫賦活、
殺虫、鎮静 5,6,17

フォン・ブラウンシュヴァイ
クによれば、マヌカはミルラや
シダーウッドと同様に保護をす
るオイルだということです。彼
女は、マヌカオイルが、霊的な
古傷を癒し、またマヌカに含ま
れるセスキテルペン類によって、
神経系が安定し、守られ、交感
神経と副交感神経のバランスが
取れると言います。マヌカの元
気の出る香りは肌や胃腸の弱い
やさしい心の持ち主に最適だと
いうことです｡17

アロマセラピーにおける利用法
マヌカオイルには数種類のケ
モタイプがありますが、アロマ
セラピーに最適なのはセスキテ
ルペンと β-トリケトンの含有率
の高いケモタイプでしょう。
外皮系
マヌカオイルに含まれるセス
キテルペン類のおかげで、マヌ
カには皮膚の炎症を抑え、傷を
治す作用があるようです｡17 マ
ヌカオイルは白癬、虫刺され、
水虫、ニキビ、発疹、治りにく
い潰瘍や傷、切り傷、すり傷に
よいとされています｡18
筋骨格系
マヌカオイルは鎮痛作用があ
るので筋肉痛や筋肉の凝りをや
わらげるのに使用するとよいで
しょう。18
呼吸器系
マヌカオイルはあらゆる種類
の呼吸器系の感染症によく、咳、
風邪、インフルエンザの症状緩
和に使用できます｡7
エネルギー
ふうかん

マヌカオイルは風寒の症状に
対して使用するとよいと言われ
ています。風寒とは痛み、悪寒
を伴う呼吸器系感染症の初期段
階、冷たいもの、寒さを避ける
傾向を指します。マヌカオイル
しん

は気を強壮し、神を強めます。
しん

気虚に陥っていて、神が弱って
いるときは、疲労、集中力の欠
如、気分の落ち込みといった症
状が出ます。
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ブレンディング
アロマセラピー
リウマチ性関節炎など痛みと
炎症を伴う症状を緩和するため
には、マヌカオイルをジャーマ
ンカモミール、エバーラスティ
ング、フラゴニア、クンゼア、
ラベンダーといったエッセンシ
ャルオイルとブレンドするとよ
いでしょう。
筋肉痛の緩和のためにはマヌ
カオイルをブラックペッパー、
カユプテ、ジンジャー、クンゼ
ア、スパイクラベンダー、ロー
ズマリー、パインといったエッ
センシャルオイルとブレンドす
るとよいでしょう。
真菌性の皮膚炎には、マヌカ
オイルをパチュリオイルかティ
ーツリーオイルとブレンドする
とよいでしょう。
風邪・インフルエンザと関連
する症状にはマヌカオイルをカ
ユプテ、1,8-シネオール含有率
の高いユーカリ、フラゴニア、
ジンジャー、レモン、レモンマ
ートル、パイン、ティーツリー、
タイムといったエッセンシャル
オイルとブレンドするとよいで
しょう。

ストレス、過緊張、不安感の
緩和には、マヌカオイルをベル
ガモット、アトラスシダーウッ
ド、ゼラニウム、ラベンダー、
マンダリン、ネロリ、スイート
オレンジ、サンダルウッドとい
ったエッセンシャルオイルとブ
レンドするとよいでしょう。
香水
マヌカオイルは香水に使われ
ることはあまりありませんが、
ベイローレル、ベルガモット、
ブラックペッパー、アトラスシ
ダーウッド、シナモンバーク、
クローブバッド、エレミ、ジン
ジャー、ラベンダー、ナツメグ、
サンダルウッド、ベチバー、イ
ランイランといったオイルと相
性がよいです。
使い方
アロマバス
全身浴、足湯
局所塗布
湿布、マッサージ、軟膏、ス
キンケア
吸入
直接吸入、ディフューザー、
アロマポット、アロマライト
安全性
これまでの研究によると、マ
ヌカオイルには毒性・刺激性・
皮膚感作性がありません。
禁忌
禁忌事項は確認されていませ
ん。
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