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木香輸入品の化学的品質評価

Chemical Evaluation of Imported Saussureae Radix
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緒　　　　　言

木香はSaussurea lappa CLARKE (キク科)の根を乾燥

した生薬で､芳香性健胃薬として利用するとともに薫香原

料として使用されている｡また､漢方処方薬でもあり､婦人

病､精神神経用薬とみなされる処方などに配合されている｡

S. Lappaはインド北部の高山地帯であるカシミール地

方に自生し､インド､中国雲南省､四川省などで栽培され

ている1)｡現在､日本ではすべて輸入に頼っているが､ S.

lappaは『絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引

に関する条約』 (ワシントン条約)の規制対象植物になっ

ており､輸入が困難になりつつある｡

このような状況から､国立衛生試験所北海道薬用植物栽

培試験場では1981年に旧ソ連より種子を導入し､更に栽培

法を検討した結果､国内での栽培が可能となった2.3)｡北

海道の寒冷な気候はS. Lappaの栽培に適していると考え

られており､今後､北海道での生産が期待されている｡し

かし､北海道の栽培品を中国で行っているように､秋に収

穫し風乾したところ､十分に乾燥した製品を得ることは難

しかった｡この理由として気象条件の違いが第一に考えら

れたが､精油含量､糖含量などの違いも考えられた｡今後､

北海道において独自の調製加工法を確立し高品質の木香を

供給するためには､輸入品の化学的品質をあらかじめ知り

北海道産木香と比較していくことが必要となる｡

現行の第十二改正日本薬局方において､木香の品質は性

状､呈色試験､灰分および希エタノールエキス含量により

規定されている｡今回は輸入品18試料について希エタノー

ルエキス含量を求め､更にHPLCを用いて精油の主成分

であるcostunolide､ dehydrocostuslactone4.5)の各含

量を定量した。また、木香に含有される多糖類としてイヌ

リンが知られている1）が、単糖、オリゴ糖についての報告

は見当たらない。そこで今回は単糖類についても検討し、

木香の化学的品質評価を試みた。

実　験　方　法

1．試　料

1．中国産、香港経由、三國㈱、1989年9月輸入。2．

中国産、香港経由、三國㈱、1993年2月輸入。3．中国雲

南省産、三國㈱、1989年11月輸入。4．中国雲南省産、三

國㈱、1990年9月輸入。5．中国雲南省産（刻）、三國㈱、

1991年5月輸入。6．中国雲南省産、三國㈱、1992年4月

輸入。7．中国雲南省産、三國㈱、1992年6月輸入。8．

中国雲南省産、㈱栃本天海堂、1990年4月輸入。9．中国

雲南省産、㈱栃本天海堂、1990年9月輸入。10．中国雲南

省産、㈱栃本天海堂、1992年8月輸入。11．中国四川省産、

三國㈱、1989年9月輸入。12．中国四川省産、三國㈱、

1992年5月輸入。13．中国産（刻）、三國㈱、1988年5月

輸入。14．中国産（刻）、三國㈱、1990年2月輸入。15．

中国産（刻）、三國㈱、1991年9月輸入。16．インド産、

三國㈱、1990年7月輸入。17．産地不明（大阪市場品、局

方品、刻）、㈱栃本天海堂。18．産地不明（台湾市場品、

広木香）。

1～7、11～16は1993年3月に、8～10は1994年10月に、

17、18は1982年に入手した。

2．希エタノールエキス含量

第十二改正日本薬局方生薬試験法・希エタノールエキス

定量法に従った。

3．HPLCによる果糖およびブドウ糖の定量

1）試験溶液の調製

試料を剪定バサミで適当な大きさに切った後、超遠心粉*国立衛生試験所北海道薬用植物栽培試験場



砕機で48メッシュ以下の大きさに粉砕し、分析用試料とし

た。

分析用試料500mgを精秤し、10mlのネジ栓付遠沈管に入

れ、水10mlを加えた後、20分間振とう抽出した。遠心分離

（3，000rpm、10分間）後、上清の一部を0．45μmのフィ

ルターを用いてろ過し、ろ液を試験溶液とした。

2）HPLCの条件

装置；日立655型高速液体クロマトグラフ、カラム；

Develosil NH2－5（4．6φ×250mm）、移動相；アセトニ

トリル・水混液（7：3）、流速；1．0ml／分、カラム温度；

37℃、検出器；示差屈折計（エルマ社，ERC－7522）、注

入量；10μl

3）標準品

果糖は和光純薬工業㈱特級を、ブドウ糖は第一製薬㈱日

本薬局方品を用いた。

4．TLCによる果糖およびブドウ糖の同定

固定相；Merck Kieselgel 60F254、展開溶媒；クロロ

ホルム・メタノール・水混液（65：35：10）の下層、検出

法；3％酸性硫酸第二セリウムを噴霧後、加熱。

5．GLCによる果糖およびブドウ糖の同定

1）試験溶液の調製

HPLC用試験溶液0．5mlを減圧下で濃縮し、残渣に水50

μlを加えて溶解した。この水溶液5μlにトリメチルシ

リルイミダゾールのピリジン溶液（ジーエルサイエンス㈱

製TMSI－C）0．5mlを加え、試験溶液とした。

2）GLCの条件

装置；日立163型ガスクロマトグラフ、カラム；OV－1

7（3．5mmφ×2m）、カラム温度；180℃、キャリヤーガス；

N2 50ml／分、検出器；FID

6．HPLCによるcostunolideおよびdehydrocostus－

lactoneの定量

costunolide、dehydrocostuslactoneのHPLCによ

る定量法はYoshizakiら4）および米田ら5）により報告さ

れているが、方法が複雑であるため抽出方法等について検

討改良し、以下の方法で定量を行った。

1）試験溶液の調製

分析用試料1．0gを精秤し、50mlのネジ栓付遠沈管に入

れ、エチルエーテル50mlを加えた後、30分間超音波処理し

た。遠心分離（3，000rpm、10分間）後、上清を試験溶液

とした。

2）HPLCの条件

装置；日立655型高速液体クロマトグラフ、カラム；TS

Kgel ODS－80TM（4．6φ×250mm）、移動相；メタノール・

水混液（3：1）、流速；1．0ml／分、カラム温度；40℃、

検出波長；215nm、注入量；5μl

3）標準品

共に和光純薬工業㈱生薬試験用を用いた。

結果および考察

1．希エタノールエキス含量

局方品を含む18試料の希エタノールエキス含量を測定し

たところ、Table1に示したように多いものでは40％以

上、少ないものでは局方不適となる17．0％以下の値を示す

などばらつきが認められた。同一産地の試料間でも大きな

差が認められたことから、個体間の差であると考えられた。

エキス含量の多い試料（8、9）は剪定バサミで切ると

切口は油性で粘り気があり、分析用試料の調製には困難を

伴った。逆に少ない試料（2、3、4）は切口も乾燥して

おり、脆く、粉砕も簡単であった。

2．単糖類の同定と定量結果

Fig．1に木香水抽出液の高速液体クロマトグラムを示

した。Fig．1のFruおよびGluのピークはおのおの果糖

およびブドウ糖標準品の保持時間と一致し、分取後TLC

およびGLCで同定した。他のピークは同定できなかった。

従って、果糖およびブドウ糖を定量し、その合計値を糖含

量とした。

糖含量はTable1に示したように、多いものでは20％

前後であるのに対し、少ないものでは1％以下と、希エタ

Fig. 1 Chromatogram of Water Extract from
Saussureae Radix

Fru : Fructose Glu : Glucose



ノールエキス含量と同様に個体差が大きかった。

希エタノールエキス含量が局方不適の試料2、4および

11は糖含量も2％以下と極めて値が小さく、逆に、希ユタ

ノールエキス含量が30％以上

の試料は糖含量も14％以上と

大きい傾向が喜忍められた。そ

こで希エタノールエキス含量

および糖含量の間の相関を検

討した結果、高い正の相関（r＝

0．947、n＝18）が認められた

（Fig．2）。

3．精油成分の定量結果

木香エーテル抽出液を分析

した結果、Fig．3に示した

ような高速液体クロマトグラ

ムが得られ、costunolideお

よびdehydrocostuslactone

の定量が可能であった。

Table1に示したように、

costunolide含量は0．30～

1．91％（平均0．96％）、

dehydrocostuslactone含量

は0．63～2．35％（平均1．39％）

であった。

また、いずれの試料におい

てもdehydrocostuslactone

Fig.2 Relation between the Content of Sugars
and that of Dilute Ethanol-soluble Extract Fig.3 Chromatogram of Ether Extract from

Saussureae Radix

Table 1 Analytical Results of Imported Saussureae Radix



含量がcostunolide含量を上回り、両含量の間には正の

相関（r＝0．857、n＝18）が認められた。

4．考　　察

今回、木香の化学的な品質評価をするため希エタノール

エキス、糖（果糖、ブドウ糖）および精油成分（costuno－

lide、dehydrocostuslactone）を定量した。

希エタノールエキス含量、糖含量については各個体間の

差が大きかった。この理由としては産地、調製法、保存状

態、品種の違いなどさまざまな要素が考えられるが、詳細

は今後の検討課題である。

今回使用した木香のなかで、切口が粘り、油気が惨み出

るような試料（8、9）は、油気が少なく脆い試料（2、

3、4）より希エタノールエキスおよび糖含量が高い傾向

が認められた。しかし、精油成分含量については両者間に

差は認められなかった。油性が高く乾燥が困難な試料は、

精油が多いわけではなく糖含量が高い試料であったことか

ら、北海道産木香の乾燥が十分にできなかったのは、糖含

量が輸入品に比べ高かったためではないかと予想された。

現在、北海道産木香についてその成分含量を検討してい

るところであり、その結果については今後報告する予定で

ある6）。

結　　　　　語

木香輸入品18試料について、希エタノールエキス、糖

（果糖、ブドウ糖）および精油（costunolide、dehydro－

costuslactone）の各含量を比較検討した。その結果、希

エタノールエキス含量は15．5～48．1％と個体間のばらつき

が大きく、糖含量（0．7～23．2％）についても同様に各個

体間の差が大きかった。希エタノールエキス含量と糖含量

の間には、正の相関関係（r＝0．947）が認められた。

精油の主成分であるcostunolideおよびdehydro－

costuslactoneの含量は各々、0．30～1．91％（平均0．96％）、

0．63～2．35％（平均1．39％）であり、各個体間の差は小さ

かった。

木香の切口の粘り気、油気は糖含量の多少に大きく由来

しているのではないかということが推察された。

終りに臨み、貴重な試料を御恵与下さった三國株式会社

および株式会社栃本天海堂、種々御教示いただきました三

星製薬所開発部長嶋田康男博士に深謝致します。
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英文要約

Saussureae Radix is a crude drug widely used for

oriental medicine and prepared from the roots of

Saussurea lappa CLARKE. S. lappa is endangered

species and its international trade is limited by

Washington Convention. Therefore, it is important

to cultivate S. lappa in Japan and establish how to

prepare Saussureae Radix.

Recently, S. lappa was successfully cultivated in

Hokkaido. But how to prepare Saussureae Radix is

under consideration because it was difficult to dry

the root completely.To clarify the reason,we

planned to compare the chemical quality of im-

ported Saussureae Radix with that produced in

Hokkaido, and measured the contents of dilute

ethanol-soluble extract, sugars (fructose and glu-

cose) and essential oil (costunolide and dehydro-

costuslactone) of imported Saussureae Radix.

The results were as follows :

ⅰ.The contents of costunolide and dehydro-

costuslactone ranged from 0.30 to 1.91% (average

0.96%) and 0.63　to　2.35% (average 1.39%),

respectively. ⅱ.The contents of dilute ethanol-

soluble extract and sugars varied from 15.5 to 48.1%,

0.7to23.2%, respectively, ⅲ.There was a tight

correlation between the contents of dilute

ethanol-soluble extract and those of sugars

(r-0.947, n-18).

The samples which showed high sugar contents

were oily, so we guessed that the difficulty in the

drying process of the root of S. lappa in Hokkaido

was caused by its sugar content which was higher

than that of imported one.

Key words : chemical evaluation;Saussureae Radix;

costunolide ; dehydrocostuslactone ; sugar ; HPLC


