
ホワイトペーパー

UV-Vis による医薬品分析：第十七改正
日本薬局方第一追補セクション 2.24 準拠

Cary 3500 UV-Vis を用いた世界各国の薬局方要件への適合

はじめに
UV-Vis 分光光度計は、品質保証/品質管理（QA/QC）および製薬研究において広く用いられる分析技
術です。こうした分野のラボでは、ラボへのアクセスを適切に管理するシステムを構築し、システム適合
性試験（SST）および標準作業手順書（SOP）を含む、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質
管理の基準（GMP）文書を適切に作成して、それに従うことが重要です。 

日本薬局方（JP）には、UV-Vis 分光光度計が対象分析動作範囲に適した分析性能を有しているかを
確認する方法が示されています。これは、2017 年 12 月 1 日改正の第十七改正日本薬局方第一追補
の「一般試験法」の「装置及び調整法」セクション 2.24 に説明されています。

図 1 に示す Cary 3500 UV-Vis システム用 Cary UV ワークステーションソフトウェアでは、一連のシス
テム検証試験を自動で行えるようになっています。これらの試験は JP 要件を満たすだけでなく、固有
の制限が設けられたカスタム試験にも対応できる柔軟性も兼ね備えています。
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図 1. Cary 3500 UV-Vis 分光光度計

表 1 では、これらのシステム検証試験についてまとめ、簡単に説明してい
ます。システム検証試験は、すべての試験に合格することで、機器が JP 
仕様に準じた性能を確保できるよう設計されています。

表 1. Cary 3500 UV-Vis システムに推奨される JP システム検証試験

試験 試験の説明とずれの許容範囲 使用する標準物質

波長
測定波長と基準値の波長のずれは ± 0.5 nm 
以内で、測定を 3 回繰り返して行うとき、測定
値はいずれも平均値 ± 0.2 nm 以内である。

希土類酸化物液体フィルタ：
- 過塩素酸ホルミウム溶液 
- ジジミウム
- 硫酸セリウム溶液
希土類酸化物ガラスフィルタ：
- 酸化ホルミウム

吸光度

測定を 3 回繰り返して行うとき、吸光度の
測定値は、吸光度 0.500 以下のとき、いず
れも平均値 ± 0.002 以内にあり、吸光度
が 0.500 を超えるとき、いずれも平均値 ± 
0.004 以内にある。

液体フィルタ：
- 二クロム酸カリウム 
ガラスフィルタ： 
- 米国国立標準技術研究

所（NIST）校正用フィルタ
（930E） 

Cary 3500 のマルチセルモジュールには可動部がありません。このた
め、最大で 8 つのキュベット位置で、リファレンス 1 個とサンプル 7 個を
同時に測定できます。この設計により、同時測定機能によるメリットが得
られるのはもちろんのこと、実施する測定タイプによってサンプリングモ
ジュールを最適化できます。従来の分光光度計と Cary 3500 マルチセル
モジュールおよびエンジン（図 1 参照）の設計には、機器の運転時適格
性評価（OQ）試験の論理的根拠を左右する 2 つの基本的な違いがあり
ます。1 つは、エンジンとマルチセルモジュールが分かれていること、もう 
1 つは、マルチセルモジュールの各キュベット位置には、全く同じ光学系
と電子系が設計されていることです。こういった設計の違いは試験に照ら
して考慮できるため、後述します。

波長
波長真度試験は、対象動作範囲で UV-Vis スペクトルの波長軸が正確
（適正かつずれが許容範囲内）であることを保証するためのものです。 

波長真度の確認には、希土類酸化物液体フィルタまたは希土類酸化物ガ
ラスフィルタによる試験の実施が推奨されます。希土類酸化物は非常に
特徴的な吸収帯を持つことから、UV-Vis 分光光度計の波長測定値を基
準値と比較できます。希土類酸化物溶液：過塩素酸ホルミウム溶液（240
～ 650 nm、図 2）、ジジミウム（290～ 870 nm、図 3）、硫酸セリウム
溶液（200～ 300 nm、図 4）は確立されたものであり、UV-Vis スペク
トル上に特徴的なピークを生じさせる認証標準物質（CRM）として広く
利用可能です。

また、ホルミウムなどの希土類を塩基ガラスマトリックスに溶解すること
で作成するガラスフィルタも、波長検証試験に使用できます（図 5）。

Cary 3500 UV-Vis 分光光度計は、各標準物質に関連する範囲で波長ス
キャンを実施して対応する極大ピークの波長位置を特定することで、波
長真度を評価します（図 2、3、4、5 および 6）。さらに、そのピーク位置
を、基準として認証されているデータと照らし合わせます。UV-Vis 分光
光度計に関する、JP のセクション 2.24 では、スペクトルの UV 領域およ
び可視領域の波長真度を ± 0.5 nm と規定しています。 Cary 3500 は、
あらゆる種類のサンプルに最適なパラメータを設定できる 0.1～ 5.0 nm 
までの幅広いスペクトルバンド幅に対応できますが、これらの試験はすべ
て、1.0 nm のスペクトルバンド幅（SBW）で行います。
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図 2. 過塩素酸ホルミウム溶液の波長真度試験の結果。（A）100%T ベースライン
補正された、過塩素酸ホルミウム溶液の 3 回繰り返し波長スキャン。（B）適用され
たピーク位置と許容値。（C）平均値、真度と精度の合否結果とともに表で示した、
各スキャンのピーク位置

図 3.ジジミウムの波長真度試験の結果。（A）100%T ベースライン補正された
ジジミウムの 3 回繰り返し波長スキャン。（B）適用されたピーク位置と許容値。
（C）平均値、真度と精度の合否結果とともに表で示した、各スキャンのピーク位置 

図 4. 硫酸セリウム溶液の波長真度試験の結果。（A）100 %T ベースライン補正さ
れた、硫酸セリウム溶液の 3 回繰り返し波長スキャン。（B）適用されたピーク位置
と許容値。（C）平均値、真度と精度の合否結果とともに表で示した、各スキャンの
ピーク位置

図 5.酸化ホルミウムガラスフィルタの波長真度試験の結果。（A）100 %T ベースラ
イン補正された酸化ホルミウムガラスフィルタの 3 回繰り返し波長スキャン。（B）適
用されたピーク位置と許容値。（C）平均値、真度と精度の合否結果とともに表で示
した、各スキャンのピーク位置

光の波長を特定するコンポーネントはすべてエンジン内にあります。こ
のような設計にすることで、どのキュベット位置でも機器の波長真度の
決定ができます。モジュールには光の波長を変える機能がないため、モ
ジュールのいずれかのキュベット位置だけを試験すればいいということ
になります。
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波長精度
波長精度は、 3 回繰り返し測定で得られた吸収ピークの標準偏差を算出
することで試験します（図 5）。JP では、UV-Vis システムの精度を、機
器の動作範囲で 0.2 nm 以内と規定しています。

吸光度

測光真度
測光真度試験および測光精度試験は、UV-Vis 分光光度計の対象動作範
囲における測光性能を確認するためのものです。これらの試験は、UV-
Vis 分光光度計が信頼できる定量測定を行えることを保証するためのも
のです。これらのパラメータのすべての試験は、吸光度とサンプル濃度と
の間に直線相関性があることを示す、ランベルト・ベールの法則に従っ
ています。 

JP 規定に準じた測光真度試験は、スペクトルの UV 領域に吸収ピーク
のある、二クロム酸カリウムの CRM 溶液で実施できます（図 6）。スペ
クトルの可視領域に対しても、米国国立標準技術研究所（NIST）校正用
フィルタ（930E、図 7）を使用できます。 

測光真度は、認証光学フィルタによって繰り返し分析を 3 回実施して測
定値と基準値のずれを決定することで行います。測光真度は吸光度が 
0.500 以下のとき、平均値 ± 0.002 Abs 以内に、吸光度が 0.500 を超
えるとき、平均値 ± 0.004 以内にあることと規定されています。 

Cary UV ワークステーションのシステム検証試験では、最大 3 個の二ク
ロム酸カリウム溶液の濃度または NIST 校正用フィルタを自動で測定で
きます。ユーザーは、吸光度の基準値、求められる真度と精度を入力で
きます（図 7）。

測光精度
システムの測光精度も、波長精度試験と同じように判定されます。3 回
の繰り返し分析の結果を必要とし、どれだけの再現性をもって UV-Vis 
の吸光度を特定できるか評価します。結果は図 6 および 7 に示すとおり
です。

このように、キュベット位置それぞれの対象動作範囲で、測光真度、測光
精度および測光直線性を確認する必要があります。

PDC 40, 60 and 120
A

B

図 6. （A）二クロム酸カリウム（PDC）の標準試料 40、80 および 120 mg/
L それぞれの測光真度と測光精度の結果。表では、測定波長、真度許容
値、精度許容値、生データの吸光度、平均値、合否判定結果を示しています。 
（B）3 種類の濃度、4 種類の波長で算出された二クロム酸カリウムの測光直線性
（r2）と合否判定結果

NIST
A

B

図 7.（A）NIST ガラスフィルタの測光真度と測光精度の結果。表では、測定波長、
真度許容値、精度許容値、生データの吸光度、平均値、合否判定結果を示していま
す。 （B）3 種類の濃度、5 種類の波長で算出された NIST ガラスフィルタの測光直
線性（r2）と合否判定結果
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測光直線性
分光光度計が光学密度や濃度の上昇を伴う吸光度測定をどれだけ正確
に行えるかは、測光直線性に左右されます。測光直線性が低いと不正確
な結果がもたらされ、キャリブレーションが非線形になります。JP の規
定に準じ、同じ波長で光学密度を変えて測光直線性を確認することが推
奨されます。Cary 3500 と Cary UV ワークステーションのシステム検証
アプリケーションを使用すれば、3 つの異なる濃度の溶液またはフィルタ
から測光直線性を自動算出できます（図 6B および 7B）。

ワークフロー
Cary UV ワークステーションのシステム検証アプリケーションには、お使
いの機器が第十七改正日本薬局方第一追補の「一般試験法」の「装置
及び調整法」セクション 2.24 の規定に準じた性能を有しているかを確認
する自動化されたメソッドが組み込まれています。ユーザーは必要な試験
（波長真度や精度、あるいは測光真度や精度）を選択後、認証標準フィ
ルタを選択し、CRM 認証証明書の値を入力します。画面のサンプルロー
ドガイドに、各標準物質をいつどこに入れるかが示されます（図 8 およ
び 9）。収集されたすべての結果は、各試験の合否判定結果とともに、シ
ステム検証レポートに表示されます。

B
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F

図 8. 日本薬局方の要件に準じた Cary UV ワークステーションによる波長真度お
よび精度試験。（A）試験を選択します。（B）標準物質のシリアル番号を入力します。
（C）試験する波長数を入力します。（D）フィルタ名を入力します。（E）認証標準物
質の認証証明書に記載された波長を入力します。（F）［測定を開始］をクリックし、
画面の指示に従います。
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図 9. 日本薬局方の要件に準じた Cary UV ワークステーションによる測光真度お
よび精度試験。（A）試験を選択します。（B）標準物質のシリアル番号を入力します。
（C）試験するフィルタ数を入力します。（D）各フィルタで試験する波長数を入力し
ます。（E）フィルタ名を入力します。（F）認証標準物質の認証証明書に記載された
波長、吸光度および不確かさを入力します。（F）［測定を開始］をクリックし、画面
の指示に従います。

結論
製薬ラボにとって、使用する UV-Vis 分光光度計の、QA/QC の測定ニー
ズを満たす性能の確保は重要です。 JP では機器の対象動作範囲の試
験方法を規定しており、Cary UV ワークステーションソフトウェアは、これ
らの試験を自動で簡単に行える機能を備えています。Cary 3500 でシン
プルかつ容易に行えるシステム検証試験によって、機器の性能を迅速に
確認できます。

Cary 3500 UV-Vis 分光光度計は製薬業界向けの独自の同時測定機能
を備え、データの品質と完全性を向上させます。

これは、独自の光学設計によるものであり、このホワイトペーパーでは、
Cary 3500 がいかに JP 要件を満たす確かな適格性を得るかについて
説明しています。さらに、Cary 3500 UV-Vis 分光光度計は、ISO 9001 
認証を取得している品質管理システムに従って製造され、世界各国の薬
局方要件を満たす性能、または、要件を上回る性能を有しています。



Cary 3500 UV-Vis 分光光度計には、21 CFR Part 11 および EU 
Annex 11 順守に役立つ、包括的なソフトウェアパッケージが付属してい
ます。このホワイトペーパーで説明した機器の性能試験の実施が可能な
システム検証アプリケーションを含むソフトウェア製品によって、分光光度
計の動作に関わるすべての電子記録のデータインテグリティとトレーサビ
リティを実現できます。
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