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化合物ライブラリーとエキスライブラリーの違い

多成分系のため精製が必要

植物エキスライブラリー

未知化合物も網羅している可能性

特許戦略に有利

供給量に問題

化合物ライブラリー

精製の必要なし

当エキスライブラリーは、
➤原料植物の採取地点、時期が記録され、管理番号に全てひも付けされている。
➤化合物の量が必要となった場合、採取地点での採取及び増殖技術で底上げが可能

原植物の紐付けで底上げ可能

既知化合物のみ

国内に大規模植物エキスライブラリーが存在しない
➢ 植物同定の専門性が必要



植物エキスを扱う上での注意点

地域的成分変動 季節的成分変動

採種した場所により成分差がある 採取時期により成分変動がある

増殖の技術
増殖には技術と時間が必要

部位的成分差
部位により全く成分が異なる



植物採取からエキス作成まで

乾燥（40℃、4日
間）、粉砕

MeOH熱時抽出、
ろ過・濃縮

DMSO溶解、滅菌
フィルターろ過

Matrix2Dﾁｭｰﾌﾞ
にて-20℃で保管

植物名確認
（学名、科名等）

採取
日時・GPS記録

96・384well
プレートに分注

し分譲
標本を作製し専門
家に鑑定依頼

種類の特定でき
ないもの

各部位に分離
(葉、茎、根等)

正確な同定が必須



エキスライブラリーの保管庫から分注操作まで

クライオチィーブはDate Matrixにて管理

冷凍庫内各チューブラックは
バーコード管理

保管庫からの搬送

*分注スペースは
クリーンブース

プレートへの分注

分注後、粘着フィル
ムにてプレートを
シール

デキャッピング

エキス保管システム
(STX1000)

分注システム
(Freedom EVO150)

自動搬送

シリアルダイリュー
ションにも対応

ユーザーへ発送



薬用植物エキスライブラリーの特徴

◆国内の野生植物を中心とした植物を採取後にエキスを作成

◆メタノール抽出物をＤＭＳＯ溶液で分譲
（滅菌フィルター濾過済み 濃度は40mg/mLで統一）

◆正確な植物同定を行い、採集地点・時期を記録

◆国内流通生薬（モデル生薬）も含まれる

◆創薬に有用と思われるシダ植物を重点的に採集

◆海外の植物エキスについては、高知県立牧野植物園との寄託契約
を締結し利用可能（ソロモン諸島、ミャンマー産） 約700種類



同一種による生物活性の差異の例

ショウキョウ抽出エキス（100 mg/mL）のNO産生抑制率（％）

Mean±S.E.
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特定の時期・場所のサンプルのみを
用いた生物活性での評価は困難

各エキスのLC-MSの測定結果と合わ
せた多変量解析の結果、活性物質が

[6]-Gingerolであると判明

同一種で多様性を持つサンプルを
使用することで活性成分の特定に
応用が可能

・生薬学雑誌 67(1) 1-6 (2013)
・アグリバイオ 2017年6月号 p.84-90 北隆館
・月刊 アレルギーの臨床 2017年1月号特集 p.77-83頁 北隆館 より掲載

市場流通品ショウキョウの抽出エキスを使用したNO産生抑制試験の結果

サンプルにより阻害活
性に差が認められた



●２０21．10現在エキス数概算

➤エキス総数：約14,600 点

➤学名ベース植物種：約3300種

➤部位ごとに分離：約6000種

*DMSOへの溶解状況、在庫によって分譲可能
点数は変わります。

作成エキス数の推移と原料植物内訳

Prunus persica ：モモ(１種)

モモの
葉・枝・果肉・種子(計４種)

学名ベース

部位ごとに分離
した場合

エキスの数とカウント方法について

●エキス原料植物の内訳



シダ植物について積極的に採集

シダには花がない
➤正確な同定は極めて困難なものが多

いため研究材料になりにくい

奇異な骨格を有する低分子成分が多い
➤スクリーニングに適す（例：Pterosin）

プラス点 マイナス点

➤成分の生物活性評価はあまり
行われていない

Phloroglucide

Pterosin

Pteridium aquilinum
ワラビ

Dryopteris crassirhizoma
オシダ

➤利用すれば効果的な創薬資源として
大変有効



モデル生薬について

本ライブラリーには、生薬モデル試料を
用いて作成したエキスが約1,100サンプ
ル含まれている。

生薬例：カッコン、ショウキョウ、タイソウ、
ブシ・・・etc.➤生薬モデル試料とは

漢方処方などに用いられる生薬で市場に流通しているものをモデル生薬として、
薬用植物資源研究センターではコレクションしている。
重要処方中に使用される生薬を中心に、99品目生薬（全1100ロット）の生薬のエ
キスが本ライブラリーには含まれる。

⚫ 野生植物エキスよりもヒットしやすい傾向がある。
⚫ ロット間の成分差を利用した活性化合物の推定が可能となる。

生薬の有利点

この他にも多くの種類の生薬エキスが収蔵されています。



スパイス、ハーブ、野菜類について

現在スパイス、ハーブ類、野菜類ついて品目数を追加中

●スパイス・ハーブ類（一例）：
ワイルドカルダモン、ペッパー（ブラック、グリーン、ピンク）、
シナモン、メース、オールスパイス等

●野菜類（一例）
ビーツ、トマト、セリ、にんにく、セイヨウカボチャ、クウシンサイ、
シュンギク、ウンシュウミカン、グレープフルーツ、ザクロなど

食薬区分「非医」に該当する品目を中心に収集

ハイビスカス、フィーバーフュー、ラベンダー、セージ、タイ
ム、ミント類、



食薬区分と食経験による原料植物の分類

食経験
あり45.2%
ワラビ、タラノキ等

専医
10.1%
ブシ、マオウ等

非医
16.5％
ケイヒ、

シャゼンシ等

区分･情報無
約40％

エキスライブラリー 14,600点

葉
非医

果肉・枝
食薬区分無

モモ食経験あり

種子
専医

調査方法
以下を参照し、原料植物の学名をベースに情報を収集
・食薬区分：専医リスト*、非医リスト*
・食経験：各種書籍
＊専医リスト：「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」
＊非医リスト：「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」

➤エキス原料植物について、食薬区分、食経験情報を付加

食薬区分と食経験の関係例 当エキスライブラリーにおける食薬区分・食経験
該当品数値



食薬区分と食経験による原料植物の分類



ヒットエキスからの活性化合物の特定

薬用植物資源研究センター保有機器類

LC/MS ThermoFischer Scientific Orbitrap Elite
NMR Bruker Avance III (600MHz)
LC/SPE-NMR
Preparative HPLC  system
Recycling HPLC system  etc.



薬用植物資源研究センターの強み

◆ 北海道、筑波、種子島の３研究部からなり、そ
れぞれの地域、気候に応じた薬用植物の栽
培・保存を行っている。

◆ 農学（栽培学、植物分類学）、薬学（遺伝子鑑
定、化学成分、組織培養）の専門家を擁す、国
内唯一の薬用植物専門の総合的研究セン
ターである。

北方系植物の栽培・保存
（アイヌ民間薬含む）

中心的研究部
温帯植物の栽培・保
存、国内流通生薬
の保存

熱帯・亜熱帯植物の
栽培・保存

当センターは薬用植物の総
合的研究センターです。
本プロジェクトを行うために
必要なさまざまな分野の専
門家を有しています。



植物エキスライブラリーの応用範囲

食 品
医 薬 農 薬

ヘルスケア

認知症

抗ガン 感染症

抗ウイルス

高血圧

免疫

メタボ対策

ダイエット

オーラルケア

美肌効果
メラニン抑制

化 粧 品

ペット関連

動物用医薬品



植物エキスライブラリーを用いた共同研究、MTA契約に
関するお問い合わせ

＊事前にテストサンプルをお送りする事も可能です
(あくまでテスト用のため、原料植物情報について
は公開しておりません)

⚫ 薬用植物スクリーニングプロジェクト プロジェクトリーダー
薬用植物資源研究センター長 吉松 嘉代

(yoshimat@nibiohn.go.jp)
Tel: 029-838-0571

⚫ 薬用植物スクリーニングプロジェクト サブプロジェクトリーダー
薬用植物資源研究センター筑波研究部 栽培研究室長 渕野 裕之

(fuchino@nibiohn.go.jp)
Tel: 029-838-0572

⚫ 医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬支援課 森本 啓
(morimoto-hiroshi@nibiohn.go.jp)

（代） Tel:072-641-9811（代）


