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エゾウコギAcanthopanaxsenticosus (ウコギ科)はシ

ベリア､中国北東地方､朝鮮半島､サハリンなどに分布す

る落葉低木で､その根皮(五加皮)エキスは中国や旧ソ連

で1960年頃から主に滋養強壮剤として用いられている｡ま

た､その根および根茎は刺五加の名で使用されている1)｡

わが国では北見地方を中心とする道東部にのみ野生してお

り､医薬品あるいは健康食品原料として利用されているが､

今後は健康食品原料として需要が増加すると考えられる｡

道産エゾウコギは野生品の利用が主であるが､資源保護の

観点からも地上部を用いることは重要である｡実際にわが

国で健康食品原料として使われているのは地上部であり､

根の使用は少ない｡

エゾウコギの薬理活性成分としては､ chlorogenic acid

(以下CAと略す)､ eleutherosideB (EB)､ eleuthero-

Side B1 (EB1)､ eleutheroside E (EE)およびisofraxidin

(IF)などが知られている2.3)｡我々は､これらの5成分の

同時定量条件を検討し､これらがエゾウコギの根のみなら

ず茎･枝にも含有され､部位による顕著な差がないことを

報告している4-6)｡

一方､近年我々は薬用植物の薬用部位から生薬を調製す

る際の成分変動に注目し､調製法が異なるとエキス含量な

どが大きく変動することを明らかにした7-11)｡また､フロ

クマリン類など生理活性成分の含量も変動することが明ら

かになった10-15)｡

そこで今回､生薬の調製法と化学的品質評価の研究の一

環として､エゾウコギ茎を取り上げた｡すなわち､道産エ

ゾウコギ茎を温風および自然乾燥し､上記の5成分､希エ

タノールエキスおよび糖を定量することで､乾燥法の違い

が成分含量にどのような影響を与えるかを検討した｡

方　　　　　法

1.各種乾燥法

国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場

(名寄市)の圃場で育成した15年生株エゾウコギの地上茎

を1997年11月22日に採取した｡一本の茎を10cmずつ5本

に切断し､下記に示す5つの方法(ⅰ～ⅴ)で乾燥した｡

各条件に6本を供した｡ⅰ～ⅴの各乾燥条件は以下の通り

である｡

ⅰ: 30℃の温風を24時間当てた後､ 48時間2℃で保存し

た｡この操作を繰り返し､ 3回目の温風処理後､温室内で

自然乾燥(11月29日～1998年1月5日)した｡

ⅱ: 50℃の温風を24時間当てた後､ 48時間2℃で保存し

た｡この操作を繰り返し､ 3回目の温風処理後､温室内で

自然乾燥(11月30日～1998年1月5日)した｡

ⅲ: 70℃の温風を24時間当てた後､ 48時間2℃で保存し

た｡この操作を繰り返し､ 3回目の温風処理後､温室内で

自然乾燥(12月1日～1998年1月5日)した｡

ⅳ:温室内で自然乾燥(11月22日～1998年4月10日)し

た｡

ⅴ:無加温ハウス7)内で自然乾燥(11月22日～1998年4

月10日)した｡

2. 5成分の定量

分析用試料の調製およびHPLCによる5成分の定量は

既報6)に準じ､以下のように行った｡すなわち､超遠心粉

砕機を用いて48メッシュ以下に粉砕し､デシケーター中

(乾燥剤シリカゲル)で乾燥したものを分析用試料とした｡

各分析試料200mgを精秤し､ 10mlのネジ栓付遠沈管

に入れ､アセトニトリル/水/ギ酸混液(14:86: 1)10.0

mlを加えた後､ 30分間振とう抽出した｡この溶液を遠心
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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､ろ液を以下の条件で分析した｡

機器(ポンプ) :島津LC-10AD

(検出器) :島津SPD-10AV

カラム: ERC-ODS-1181A

(エルマー社､ 6 φ×250mm)

移動相:アセトニトリル/水/ギ酸混液(14:86: 1

流　速:1.0ml/分

測定波長: 270および345nm

ヵラム温度:40℃

注入量: 10μl

3.希エタノールエキスの定量

第十三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｡

4. HPLCによる糖の定量

上記の希エタノールエキス含量を求めた希エタノール抽

出液を､以下の条件で分析した｡なお､乾燥減量によって

得た数値より乾燥物に換算した試料量に対し､含量を算出

した｡

機器(ポンプ) :日立L-6200

(検出器) :示差屈折計(エルマー社､ ERC-7522

カラム　AsahipakNH2P-504E (4.6φ ×250mm)

移動相:アセトニトリル/水混液(75:25)

流　速:1.0ml/分

カラム温度:40℃

注入量: 20μl

表1　乾燥法別エゾウコギ茎の成分定量結果

結果および考察

5成分､希エタノールエキスおよび糖の定量結果を乾燥

法と共に表1に示した｡ 5成分について自然乾燥のⅳ (温

室)とⅴ (無加温ハウス)を比較すると､ EB1に若干の差

は認められるものの､他の4成分にほとんど差は認められ

なかった｡

一方､自然乾燥の前に温風処理をしたものについては､

CAとEEは､処理する温度が高くなるに従って含量が減

少する傾向にあった｡特にCAはその傾向が顕著に表れ､

ⅲ (温風乾燥:70℃)はⅰ (温風乾燥:30℃)に比べ含量

が1/4であった｡ ⅰ (30℃)の含量と､ ⅳ (温室)やⅴ

(無加温ハウス)の含量を比較すると､あまり差は認めら

れなかった｡

CAはコーヒーの生豆に含まれることが知られている｡

コーヒーの褐色は生豆を200℃付近で10～15分間培煎する

ことにより生じるが､加熱によりCAが分解し､それに伴

い褐色度が高くなることが明らかにされている16)｡今回の

実験はコーヒーの倍煎ほど加熱温度が高くなかったが､

CAが温風処理により分解した結果､含量が低下したと考

えられた｡

EEはメタノール水溶液中で容易に分解もしくは異性化

することが認められており61､比較的不安定な化合物と考

えられている｡従って､ EEも温風処理中に減少した可能

性がある｡

また､ EB1の含量が高いときそのアグリコンであるIF

の含量が低く､ EB1が低いとIFが高い傾向にあった｡両

含量間には､負の相関が認められた(r=-0.808, n = 5)｡

この点に関しては､今後の研究に委ねたい｡

エキス含量は6.7～8.3%であり､温風処理をした試料と

自然乾燥の試料との間に差は認められなかった｡また､処

理温度による一定の傾向も認められなかった｡糖含量は2.3

～3.1%の範囲にあり､温度､乾燥法の違いによる差は認

められなかった｡我々は根を薬用部位として用いる当帰､

木香などでは､希エタノールエキスと糖含量間に高い正の

相関が存在することを明らかにしている7.9-11)｡また､先の

刺五加でも正の相関が認められた6)が､今回の茎では認め

られなかった｡今後､根以外を薬用部位とする他の生薬に

ついて､これらの点について検討したい｡

今回､エゾウコギの乾燥法が化学的品質に与える影響を

調べる目的で､茎を温風および自然乾燥し､生理活性を有

する5成分､希エタノールエキスおよび糖含量を比較した｡
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その結果､加温する温度が高くなるに従い､一部の成分が

減少することが明らかになった｡また､根で認められた希

エタノールエキスと糖含量間の正の相関が､茎では認めら

れなかった｡今後､根についても同様に､調製法が成分に

及ぼす影響を検討したい｡
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