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論 文 内 容 の 要 旨 

 
 薬草剤は症状を和らげたり病気を治療したりするために数千年にわたって使用されている。今日で

も薬草剤は世界中の多くの人々に利用されている。それは合成薬剤よりも副作用が低いとされている

からである。しかしながら，マイナスの効果も見受けられる。薬草剤が重金属で汚染されていたり，

同じ薬効を有する合成品が高い割合で添加されたり，薬草剤の構成成分が関連医薬用植物で置換され

たり，生原料から最終製品を調製する過程が標準化されていないなどである。それ故，下方から上方

に至る薬草剤の品質管理が効能，安全性および品質を確証するために必要である。 

 薬草剤の品質管理は品質，効能および安全性を確証するために重要である。薬草における活性化合

物の変異性が非常に大きいからである。2000 年に世界保健機構(WHO)により薬草剤を評価するのに適

切な研究方法に欠けることが示されている。それ以来，薬理学的効果に一貫性を持たせるために薬草

剤の品質管理や研究に多くの努力が払われている。 

 薬草剤の品質管理はその構成成分の化学的複雑さにより合成薬剤よりもかなり難しい。一般的に，

品質管理の開発において 2つの方法がある。それは化合物志向あるいはパターン志向である。その 2

つの方法は広く用いられ，WHO にも採用されている。 

 本研究では，キャピラリー液体クロマトグラフィーもしくは高速液体クロマトグラフィー単独，あ

るいはケモメトリックスを併用して生理活性な化合物の定量分析やインドネシア由来のショウガ科植

物の関連成分の識別を提案している。 

 キャピラリー液体クロマトグラフィーによるショウガ中の 6-，8-，10-gingerol および 6-shogaol

の 4 成分の同時定量について報告している。C30 を固定相として 60%アセトニトリル水溶液を移動相と

して流量 5 μL/min で全ての成分について分離度が 1.5 以上となるベースライン分離を達成している。

バリデーションの結果，直線性は検査した範囲では 0.9995 以上であった。検出限界と定量限界は，

0.034-0.039 μg/mL および 0.112-0.129 μg/mL であった。日内および日間再現性は，3.1%以下であり，

回収率は 97-105%であった。1日における試料の安定性は 1.34-2.93%であった。また，これらの 4成

分の量に基づいて識別分析を併用することによって 3 種のショウガの識別のための信頼性のある正確

な方法が開発できた。結果は開発した方法がショウガの生原料とその関連製品の品質管理に使用でき

ることを示している。 

 キャピラリー液体クロマトグラフィーを用いたフィンガープリント法による Zingiber Montanum 

(ZM)の関連種である Z. americans (ZA)および Z. zerumbet (ZZ)からの識別法が開発された。ZM，ZA

および ZZのフィンガープリントクロマトグラムを比較することによって，マーカーピークから ZM を

関連種である ZAおよび ZZ から識別できることがわかった。また，キャピラリー液体クロマトグラフ

ィーフィンガープリント法と主成分分析や識別分析などの多変量解析を併用することによって 3種の

識別に成功している。その結果，キャピラリー液体クロマトグラフィーフィンガープリント法と主成

分分析や識別分析との結合によって ZM 試料をその関連種から識別できることを示している。 



 2

 ウコン（Curcuma longa）およびジャワウコン(Curcuma xanthorrhiza)中のクルクミノイドを同時定

量する解析法が開発された。3 種のクルクミノイドの分離は C18 カラムを用いて直線グラジエント溶

離(0.5%酢酸を含むアセトニトリル 45-75%)により 15 分以内に達成された。C. longa 中のクルクミノ

イドの含有量は C. xanthorrhiza 中の濃度より高いことがわかった。クルクミノイド含有量と主成分

分析ならびに階層的クラスター分析を結合することにより 2 種の関連種を識別することができた。 

 

論文審査結果の要旨 

 

 本論文は，ケモメトリックスを利用した液体クロマトグラフィーによるインドネシアのショウガ科

植物の品質管理方法について研究を行ったもので 5章からなる。 

第１章では，薬草剤の利用状況，クロマトグラフィーの歴史や原理について述べ，その分類につい

て言及している。その中で高速液体クロマトグラフィー(HPLC)におけるキャピラリーカラムの利用に

よる利点について述べている。 

クロマトグラフィーフィンガープリントは膨大なデータを含むのでそれを処理するのにケモメトリ

ックスの助けを必要とする。ケモメトリックスは，試料の確証，識別および同定のためにデータの前

処理やパターン認識のために使用される。 

第２章では，キャピラリー液体クロマトグラフィーによるショウガ中の 6-，8-，10-gingerol およ

び 6-shogaol の 4 成分の同時定量について報告している。C30 を固定相として 60%アセトニトリル水溶

液を移動相として流量5 μL/minで全ての成分について分離度が1.5以上となるベースライン分離を達

成している。バリデーションの結果，直線性は検査した範囲では 0.9995 以上であるとしている。検出

限界と定量限界は，それぞれ 0.034-0.039 μg/mL および 0.112-0.129 μg/mL である。日内および日間

再現性は，3.1%以下であり，回収率は 97-105%である。1日における試料の安定性は 1.34-2.93%であ

る。また，これらの 4成分の量に基づいて識別分析を併用することによって 3種のショウガの識別の

ための信頼性のある正確な方法が開発されている。その結果，開発した方法がショウガの生原料とそ

の関連製品の品質管理に使用できることを示している。 

第３章では，キャピラリー液体クロマトグラフィーを用いたフィンガープリント法による Zingiber 

Montanum (ZM)の関連種である Z. americans (ZA)および Z. zerumbet (ZZ)からの識別法が開発されて

いる。ZM，ZA および ZZのフィンガープリントクロマトグラムを比較することによって，マーカーピ

ークから ZM を関連種である ZA および ZZ から識別できることが示されている。また，キャピラリー液

体クロマトグラフィーフィンガープリント法と主成分分析や識別分析などの多変量解析を併用するこ

とによって 3種の識別に成功している。その結果，キャピラリー液体クロマトグラフィーフィンガー

プリント法と主成分分析や識別分析との結合によって ZM 試料をその関連種から識別できることを示

している。 

 第 4 章では，ウコン（Curcuma longa）およびジャワウコン(Curcuma xanthorrhiza)中のクルクミノ

イドを同時定量する解析法が開発されている。3種のクルクミノイドの分離は C18 カラムを用いて直

線グラジエント溶離(0.5%酢酸を含むアセトニトリル 45-75%)により 15分以内に達成されている。C. 

longa 中のクルクミノイドの含有量は C. xanthorrhiza 中の濃度より高いことが見いだされている。

クルクミノイド含有量と主成分分析ならびに階層的クラスター分析を結合することにより 2種の関連

種を識別することに成功している。 

 第 5 章では，薬草剤の品質管理における最近の傾向および開発ならびに本研究の結論および将来の

展望について述べている。本研究ではインドネシア由来のショウガ科植物の品質管理法が開発されて

いる。開発した方法は，化合物志向およびパターン志向のアプローチについてキャピラリーLC もしく

は HPLC 単独あるいはケモメトリックスの併用によるものであり，実際試料に応用されている。 

 以上のように，本論文はケモメトリックスを利用した液体クロマトグラフィーによるインドネシア

のショウガ科植物の品質管理方法について研究をまとめたもので，その研究成果は当該分野の発展に

寄与することが期待され，学位論文として十分な内容を含んでいると考えられる。 
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最終試験結果の要旨 

 

３名で構成する審査委員会は，本論文および論文別刷り等を慎重に検討した結果，提出された論文

別刷り２編は国外の英文論文誌に掲載されており，２編とも申請者が各論文の主要な部分に携わって

いる。また，本論文は学位論文として充分に完成された内容を有していることを確認した上で，最終

試験（公聴会）を 8月 8日に開催し審査した結果，合格と判定した。 

なお，審査委員会は，各既発表論文を申請者の学位論文の主論文とすることについて，各論文共著

者の承諾があることも併せて確認している。 
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