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The research ˆeld of pharmacognosy covers a wide variety of subjects based on a knowledge of natural medicines
and extends its in‰uence in all surrounding directions. Pharmacognosy itself is generally regarded as one of the branches
of pharmaceutical science although the processes to achieve the objectives are not always analytical as are other branches
in this ˆeld. The extraordinarily long history and broad view provide researchers opportunities to conduct unique
projects which can enhance the perspective of the subject in the future. Fieldwork is one feature of scientiˆc research and
is viewed as more valuable to projects in pharmacognosy than to those in other ˆelds of pharmaceutical sciences. The
frame of my research has been formed around ˆeldwork; projects targeted are achieved based on information and sam-
ples gathered through this means, and further studies are suggested by the ideas obtained. Some of the results and ex-
periences gathered in these projects are described in this article for discussion of the future image of the pharmacogno-
sial ˆeld.
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1. はじめに

生薬学は非常に幅の広い領域を包含する学問分野

です．薬学は応用科学に分類されることが多いよう

ですが，その中で生薬学は，生薬というモノに始ま

り，様々に広がってまた生薬に還元されるサイエン

スではないでしょうか．生薬そのものは，人類の文

化の長い歴史を経ても，その本質をほとんど変える

ことなく現在まで受け継がれてきました．われわれ

が今，その生薬に係わっていることは，これからも

連綿と続くであろう生薬の長い長い時間軸の中の，

ほんの一瞬の切り口に過ぎないということもできま

す．近現代の医学薬学領域の研究は，研究対象のモ

ノや事象を一つ一つの要素に分解することを繰り返

し，究極のミクロレベルに追いつめていく方向のも

のが主流をなしています．生薬学の関連領域には，

もちろん，このようなタイプの研究もたくさん展開

されていますが，裾野の広い，また継続される時間

軸の長い生薬学独自の視点を生かした研究展開を図

るとすれば，前進してミクロの方向に深めるだけで

はなく，視点を後ろに引いて全体を眺め，大局的，

総合的に深める研究が展開されてもいいのではない

か，そういう思いを抱いています．「木を見て森も

見る」という表現は，そんな気分からつけたタイト

ルであります．

2. フィールドワークを軸とするスタイル

私が本当の意味でこの生薬学の世界に足を踏み入

れた，あるいは別な言い方をすれば，この分野にず

ぶずぶとはまり込んでいくことになったきっかけ

は，博士課程の時に，指導教授に従って初めて行っ

たベトナムでの民間薬についてのフィールドワーク

ではなかったか，と思います．1)現地で実際に生活

に利用される薬用植物と，それらを取り巻く人間模

様を目の当たりにし，ナマの生薬の姿に触れて，味

わって，そこには，それまでの文字情報と実験室の

中での手作業だけでは得ることがなかった，「面白

い！」とでも表現したらいいのか，そんなわくわく

するような感覚がありました．後から聞いた話で
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Fig. 1. Conception of the Arrangement of Projects Formed around the Fieldwork
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は，観光旅行とは全く異なる外国生活に私が順応で

きるのかと教授はずいぶん心配されたそうですが，

いざベトナムでの調査生活が始まってみれば，私は

すっかりリラックスしていたのか，現地の人にベト

ナム人と思われること度々で，心配は杞憂だったと

安堵されたそうです．2)幸いにも，私はこの後も現

地調査に参加する機会を繰り返し与えられ，ラボと

フィールドの往復の醍醐味にどんどん引き込まれて

いくことになりました．

ラボとフィールドを往復する研究スタイルは，過

去も現在も薬学領域ではあまり流行らないようです

が，生薬学の分野にはいつも存在するスタイルだと

思いますし，また薬学では生薬学以外の分野にはな

かなか根付き難い，生薬学ならではの方法論なのか

もしれません．そんなフィールドワークを軸とした

研究スタイルで私が最近手がけている研究内容の概

略を Fig. 1 に示してみました．ここでは，これら

の研究の詳細を述べるのではなく，シンポジウムの

趣旨に沿った形で，生薬学研究の方向性や将来とい

ったことを意識した形で全体像を取り上げていきた

いと思います．研究や実験の詳細は，それぞれの論

文や総説，雑文などでご検討頂ければ，と思います．

ターゲットとする生薬，あるいは薬用植物につい

てのフィールドワークを軸に，主に分子生物学的手

法を使った二次代謝産物の生合成研究，動物を使っ

た生薬薬理学的研究，培養細胞を用いた成分生産誘

導機構の解明，そして基原の分類学的検討などを展

開していますが，それぞれの研究内容は単体として

完結されるものではなくて，図のように互いにあち

こちで関係を持っています（Fig. 1）．こんなにあ

れこれ同時進行で取り組むのは，かなり欲張りなや

り方かもしれませんが，それでもなぜ今の自分がこ

のようなスタイルをとっているのかを考えてみます

と，生薬学というフィールドが，いったいどのよう

な方向に広がっていけばいいのか，そして深まって

いけばいいのか，を私なりに模索しているからでは

ないか，と最近思うようになりました．

3. シソ

私が取り組む研究対象は精油成分を含む薬用資源

ばかり複数ありますが，中でもシソは自分が博士課

程の大学院生だった時期から継続的に取り組んでい

るもので，時間の流れとともに，新しい実験道具や

試薬，方法などを取り入れながら，フィールドと実

験室を往復しつつ，20 年弱が経ちました．3)実際

は，私が取り組み始めるよりも前に研究室の先達た

ちが既に研究を始めていたわけですが，その時間を

加えれば，シソについての研究が継続されている期

間は 30 年近くということになります．それでもな

お，シソは興味の尽きない未知なる領域を含む植物

です．日本ではシソは香味野菜や漬け物の着色野菜
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Fig. 2. Putative Synthetic Pathways of Oil Constituents in Perilla
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としての利用が一般的ですが，シソの乾燥葉はソヨ

ウ（蘇葉）というれっきとした局方生薬であり，漢

方処方に配合される漢方薬で，薬用には精油型がペ

リラアルデヒド型のもので，葉の両面又は片面が暗

紫色のものを用います．シソのバラエティーに赤じ

そと青じそがあることはよく知られていますが，精

油に 10 種類ほどの異なるタイプがあることはあま

り知られていません．Figure 2 はその多様な精油型

に含まれる精油成分を，それぞれの推定生合成経路

とともに示したもので，交配実験や生合成遺伝子の

クローニングなどの研究成果が加わる度に改訂を重

ねた最新版がこの図です．

シソについての研究は，現在は主にこの精油成分

の生合成経路を中心に展開していますが，私が大学

院生時代に一番初めに取り組んだテーマは，シソ属

植物の再分類について，でした．4)シソ属の分類に

ついては，分類学者により意見が異なる時代を経

て，近年は 1 種にまとめられていました．現在は理

学部におかれている植物分類学は，もともと本草

学，つまり生薬の基原を正しく弁別するための学問

であったと言われますが，私はその伝統的な形態に

よる分類を基盤に，染色体の観察や交配実験，結実

率の推移の記録等による考察を加え，染色体数 2n

＝40 の栽培種 Perilla frutescens（シソ及びエゴマ）

と，同 2n＝20 の野生種 3 種 P. citriodora（レモン

エゴマ），P. hirtella（トラノオジソ），P. setoyen-

sis（セトエゴマ）に再分類しました．5,6)この分類の

再検討は，一見，古典的で発展性のないもののよう

に思われるかもしれませんが，後に行った遺伝子多

型を利用した分類検討の結果はこれにぴったりと符
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Fig. 3. Cultivated Species of Perilla (AABB)
(AABB) might have been formed through a duplication of chromo-

somes of a hybrid between two diŠerent wild species (AA & BB).
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合し，さらに精油成分生合成研究に，例えば，生合

成関連遺伝子のクローニングなどに大きく寄与する

こととなりました．7)シソの精油型にはペリラアル

デヒド（PA）型のほかに，ペリラケトン（PK），

エルショルツィアケトン（EK），ペリレン（PL），

シトラール（C），シソフラン（SF），フェニルプロ

パノイド（PP）などの各型があり，それぞれの発

現は遺伝的制御の下にあります．各精油型について

の遺伝学的考察は，経年的な交配実験により明らか

にされたもので，色や形の形質と精油型は全く独立

して遺伝するとされております．しかし，精油型と

分類とを重ねて考察すると，種によって存在する精

油型に偏りがあることが判明し，精油型と種分化が

全く独立したものではないことが示唆されまし

た．6)このような化学分類学的視点に，栽培種は野

生種の 2 倍の染色体数を持っていることを合わせて

考えると，栽培種の成立過程で複二倍体化が起き，

その際に精油成分の生合成経路も交錯して成分に変

化が起きたのではないかと考えられました（Fig.

3）．したがって，精油成分の生合成経路を追究する

ことでシソ属植物の類縁関係が明らかにできるであ

ろうと予測し，精油成分の詳細分析や生合成酵素の

クローニングなどの研究を中心に行っているわけで

す．

近年の研究成果としては，ゲラニオール合成酵素

についてのものがあります．8)フラン環を含むタイ

プの複数の成分の生合成経路はゲラニオール経由で

あると昔から推定されていたものの，これらの精油

成分にゲラニオールそのものが検出されず，推測の

域を脱することができないままでしたが，9) PK 型

や EK 型，PL 型のシソ属植物からゲラニオール合

成酵素をクローニングしたことで，これらフラン環

を構造中に持つ精油成分は，生合成中間体としてゲ

ラニオールを経由していることがほぼ確実になりま

した．また，クローニングしたゲラニオール合成酵

素の配列を比較してみると，栽培種由来のものと野

生種のレモンエゴマ由来のものは非常に相同性が高

く，わずか数残基しか違わないことが明らかになり

ました．8)これは，栽培種の祖先種の一つがレモン

エゴマであるらしいということを強く示唆する結果

であると考えています．このような研究の進め方

は，生合成研究に植物遺伝学と分類学をかけ合わせ

たような状態であると思います．

シソ属植物の分布は東アジア全般で，日本に限り

ません．そこで，台湾や中国，またインドシナなど

にシソ探しの現地調査にも出かけています．気候も

土壌も日本とは全く異なる外国での植物探しはなか

なかたいへんです．そこで，先だって可能な範囲で

その地域のさく葉標本を閲覧し，野生のシソ属植物

が採集されている地点を調査してから，まずはそれ

らの記録があった場所に採集に出かけます．これま

でに多くのシソ属植物を海外の現地調査で収集して

いますが，中でも最も面白いサンプルは台湾で発見

したレモンエゴマです．10)これにつきましては現在

も研究を進めている最中ですが，これまでに日本産

のレモンエゴマやシソで知られていた精油型につい

ての常識を全く覆す精油組成を持っているものでし

た．さらに，インドシナで収集した栽培種からは，

新規の精油型であるピペリテノン型を見い出し，11)

生合成経路確定の大きなヒントになる中間体化合物

を多く含む個体も得られました．12)これら外国産の

シソ属植物は，野生のものを採集できる場合もあり

ますが，特に栽培種については，葉やタネ（植物学

的には分果）を食用にされているものを精査して新

たな発見がある場合が多く，シソを追いかけている

うちに，現地の食文化や言語，生活習慣等について

も自ずと考察する場面が多くなります．例えば，シ

ソの精油の香り，つまり葉の香りに対する指向性に

は国民性があって，日本人とベトナム人は PA を好

みますが，中国や韓国では PK 型が多く使われま

す．ヨーロッパの人たちには EK 型の受けがよく，

インドシナの山岳民族が用いるものは PT 型が多く
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なります．また，シソ（エゴマ）のタネ（分果）を

粒状で食用にする地域にはもち米を主食とする食文

化が多くみられます．このようなことは，フィール

ドワークを軸にした研究展開をするからこそ，可能

になる考察で，民俗学や民族植物学，農村経済学な

どと大きく接点を持っているということができるの

ではないでしょうか．

フィールドワークという言葉には，「現地調査」

という意味の他に「圃場作業」という意味もありま

す．国内外のあちこちから収集し，また研究のため

の交配実験で作り出されたシソ属植物の各系統は，

その数が既に 5800 超になっていますが，それぞれ

の遺伝子型を固定し，表現形，特に精油型や形態的

な特徴が変化してしまわないよう，播種するタネは

袋かけをして自家受粉させたものだけを使います．

このため，毎年，秋になって花穂が出始めると，薬

包紙で袋張りをし，開花前の花穂に一つ一つ袋をか

ける作業が続きます．5800 の系統をすべて毎年栽

培するのではなく，その年に計画している実験に使

う系統と，主だった維持系統を数年サイクルで順に

栽培し，保存遺伝資源を更新していきます．非常に

地道な根気の要る作業ですが，こうして純系を維持

し続けているからこそ，それらを使って行った実験

結果はユニークなものとなり，研究が直線コースで

終わるのではなく，そこから新たな展開を図り，い

わば有機的な網状に広げていくことができるのだと

思っています．

4. ジンコウ

シソのほかに，同様に生薬学としての研究の方向

性を探るような気分で研究の展開を図っているもの

に沈香があります．沈香は，配置薬（家庭薬）や一

部の漢方処方に配合されますが，生薬としてよりも

むしろ，香木，高級線香の材料といったほうがわか

り易いかもしれません．また，茶道や華道と並んで

わが国の奥ゆかしい伝統の一つである香道で最もよ

く用いられる香木が沈香で，その中でも最高級品質

のものは特に伽羅（キャラ）と呼ばれています．沈

香は，基原植物である Aquilaria 属，Gyrinops 属，

Gonystulus 属などの材に芳香性の樹脂が蓄積して

初めて生薬や香木として利用されるようになるので

すが，この樹脂生成・蓄積の機構がこれまで全く不

明でした．しかし，世界的には沈香の人気は高く，

価格が貴金属に匹敵するということもあって熱帯ア

ジアを中心とする産地では乱獲が続き，2005 年に

すべての沈香基原種は絶滅危惧種に指定されました．

この沈香については，絶滅危惧種に指定される以

前に導入した種子や苗を学内の温室で栽培しなが

ら，またインドシナや台湾の現地研究協力者の圃場

を使って実験しながら，樹脂成分の生合成，薬理，

また分類などについて研究しています（Fig. 4）．

生合成研究については，幸いにも，葉から誘導した

培養細胞系で樹脂成分の生成が人為的に誘導できる

ことがわかり，13)この系を用いて樹脂成分の成分分

析14)や生合成関連酵素のクローニングを行いました

（未発表データ）．基原の分類については，複数ある

沈香の基原について，それらを正確に識別した研究

や類別に関する情報は非常に少なく，また，実際に

ジンコウノキを育ててみると，成長の各段階や季節

で葉の形態が顕著に変化することが観察され，ある

瞬間の植物体の一部を切り取ったものの形態だけを

頼りに種を同定することは非常に難しいことに気づ

きました．そこで，現在は核酸情報を使った分類研

究を試みており，一部の成果が出ていますが，15)基

原の分類研究には網羅的なサンプル収集が必要不可

欠なものの，諸般の事情でこれが限定的にしか進ま

ず，現在に至っている，というところです．

沈香は香道で使われると紹介しましたが，その香

りを聞いた際の身体に及ぼされる効果として，気分

が落ち着く，食欲が抑えられる，などが知られてい

ます．しかし，このような香り吸入がもたらす生体

に対する効果については，定量的，また定性的な実

験が難しく，またヒトについては記憶と結びついた

心理的効果が生理現象に大きく影響することが明ら

かになっているため，科学的な研究が遅れている分

野の一つです．しかしながら，漢方処方服用の際に

も，煎じている最中の香りにも効果があるという意

見を目にすることもあり，また，補完代替医療に分

類されることもあるアロマセラピーが一般に広く受

け入れられている状況からみて，古来の伝統である

香道の身体効果をまず，薬理効果として分析するこ

とができないものかと考えました．

気体状態の試料を吸入投与する実験系で，記憶に

よる心理的効果を排除するためにヒトではなくマウ

スを材料に用い，高価な実験装置を用いずに学内で

簡便に行うことが可能なもの，を条件に，行動薬理

学の専門家の助言を得て，Fig. 5 のような，家庭用
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Fig. 4. Fruits of Agarwood Trees
Photos were taken in Laos, 2007.

Fig. 5. Equipment for Inhalation Administration of Volatile Compounds to Mice
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観賞魚飼育水槽を用いた実験系を構築しました．こ

こに，無臭溶媒に溶解させたサンプルの蒸気を充満

させた後，マウスを入れて行動を記録します．マウ

スは水槽という新しい環境に置かれると探索を始

め，しばらくの間動き回るのですが，ここに沈香の

香りを充満させておくと，より短時間で行動量が少

なくなることが明らかになりました．16,17)これは沈

香の香り吸入に鎮静効果があることを実験的に示し

た，ということになります．同じ実験系を使い，伝

統的に香りが利用される形の一つである香袋（匂い

袋）の構成生薬などについても研究を進めていま

す．その中で，甘松香というオミナエシ科の植物の

地下茎を基原とする生薬に含まれる成分で，局方生

薬の吉草根（カノコソウ，オミナエシ科）にも見い

出される成分である valerena-4,7(11)-diene は顕著

な活性があり，カフェインを前投与して興奮状態に

したマウスの行動を，通常状態にまで鎮静させるこ

とを見い出しています（Fig. 6）．18)この結果は，吉

草根やその近縁植物は，バレリアンという名称で，

婦人科疾患，特に更年期障害やいわゆるヒステリー
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Fig. 6. Transition of Locomotor Activities of Mice Pre-treated with CaŠeine and Administered Valerena-4,7(11)-Diene by Inhala-
tion
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症状などに民間薬としても世界的に広く使われる，

ということを思い起こさせるものでした．

5. ケイヒ

桂皮は前述の二つに並んで私の研究対象の一つで

すが，生薬としての利用だけでなく，量的には香辛

料シナモンとしての消費の方が圧倒的に多い，非常

によく知られた資源植物です．利用の歴史も長く，

恐らく研究し尽くされているだろうと思っていたの

ですが，実は栽培の現状などはこれまでほとんど明

らかにされることがなかったようで，素顔が知られ

ていないメジャー生薬，ということができそうで

す．薬理効果については多くの論文や特許が出され

ているのですが，方法論に多様性が乏しく，桂皮，

あるいはシナモンの効果効能を全体的に説明するに

は，まだまだ情報不足であることもわかってきまし

た．そこでわれわれは，エキスではなく，粉末状の

桂皮を食餌とともに投与する実験系を考案し，薬理

効果をみようと計画したのですが，その準備の段階

で桂皮末の味に不思議を覚えました．すなわち，薬

局方にも記されているとおり，桂皮末は甘みと辛味

を両方合わせ持っているのですが，この相反する味

はそれぞれどの化合物由来なのか，漠然としたイ

メージしか持ち合わせていないことに気づいたので

す．様々に工夫して研究を進めた結果，桂皮の甘み

と辛味は両方とも，ケイアルデヒド由来であること

がわかりました．19)このほか，生産地の現地調査か

ら基原についての様々な情報を得ていますが，20)生

産の現場には，何度通ってもいつも新しい発見や気

づきがあり，その全容を知ることはなかなか容易で

はないと感じています．

6. 木を見て森も見る生薬学

研究対象について，一つの方向性に従ってどこま

でも深く追究する，あるいは，一つの方法論を非常

に多くのサンプルについて適用する，といった研究

方法もありますが，その生薬のすべてを知るという

意味においては，広く全体像を求めるようなスケー

ルの研究が展開されてもいいのではないでしょう

か．これは，もしかしたら，理解して頂き難いスタ

イルかもしれませんが，これまで述べた自分の研究

に対するスタイルは，そのような思いを強く持って

望んでいるものです．このことは，生薬学の教育を

考える場合も当てはまると思います．これまでの生

薬学の教育は，生薬各論を一つずつ講義し，学生は

それらを丸暗記するという形が主流を占めていたよ

うに思います．ですが，インターネットの普及で，

専門的知識を含めた多種多様な情報に簡単にアクセ

スできるようになった現代においては，各論中心の

講義はいったいどれほど魅力的でしょうか．基礎的
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Fig. 7. Conception of the Arrangement of Projects Formed around Pharmacognosy

Fig. 8. Table of Contents of a Textbook ``Shoyakugaku-
heno-izanai''21)
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な知識として，ある程度の各論を頭に入れることは

確かに必要なことなのですが，その上で，カバーす

る領域が非常に広い生薬学ならではの，世界を視野

に入れた全体像を捉えることを念頭においた授業展

開ができないものでしょうか．

これを，先ほどの私の研究スタイルの説明に使っ

た Fig. 1 に当てはめて展開させると，Fig. 7 のよう

になります．生薬を取り巻く環境には，キーワード

として，漢方，食品，健康科学，補完代替医療，と

いったものが並び，薬用植物園はそれらを手っ取り

早く学生に体感させる場として，また，学外に向け

ての発信の場，アウトリーチ活動実践の場として活

用できると思います．そして，このような思いを持

って私が行っている生薬学の講義内容の概略を Fig.

8 に示しました．なお，これらの内容は，同い年の

2 人の先生（池田，久城）と共著で教科書として出

版させて頂いております．21)

生薬学の研究と教育を実践しながら，その将来像

を考えるときには，やはりそのアイデンティティー

とオリジナリティーを意識すべきだと思います．

「生薬はそのまま商品だから，生薬の研究は商品学

だ」という意見を聞いたことがありますが，生薬学

がカバーする領域は，商品の生薬そのものについて

だけではなく，生薬から広がる広範な領域すべてで

あるという生薬学のアイデンティティーのもとに，

薬学という分野の中にあっても，いわゆる理科系

の，農学や理学，工学といった各領域のみならず，

文化人類学や民俗学，言語学などに至るまでの文科

系の領域ともしっかりと重なる領域を含んでいると

いう，他の薬学系の学問にはまねのできないオリジ

ナリティーを，最大限に生かした展開を工夫してい

けたら，と思います．
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