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緒　　　　　言

北海当帰はホッカイトウキAngelicaacutiloba var.

sugiyamae (セリ科)の根を乾燥した生薬で､主に北海道

で生産されている｡北海道では秋に収穫後､ "はさ掛け"

と称される屋外自然乾燥を3～4カ月間行ってから茎葉を

切り取り､温風にて強制乾燥､磨きをかけるという加工工

程を経て調製される｡この伝統的な方法は出荷までに約5

カ月間という時間と多大な労力を要するため､現在の北海

道における農業就労者の高齢化､労働力不足という現状を

考えると､より合理的､効率的な機械化への移行が必須と

される｡この技術を開発するため､著者らは実験室内外に

おいて種々の方法を試みてきたが､自然乾燥に代わり得る

方法は未だ確立されてはいない1-4)｡

現行の第十三改正日本薬局方では当帰の希エタノールエ

キス含量は35.0%以上と規定しており､機械乾燥に際して

も､まず第一にこの基準に適合する製品でなければならな

い｡ 1994年当時､収穫直後の生根を熱風(70℃)､遠赤外線､

マイクロ波などの処理により急激に乾燥すると局方不適に

なることが認められたが､その原因は不明であった2)｡そ

の後､木香､浜防風､黄耆では生根の自然乾燥中に糖含量

が増加し､それに伴って希エタノールエキス含量も増加す

ることが明らかにされた5-7)｡そして､北海当帰も自然乾

燥中にショ糖含量および希エタノールエキス含量が増加し､

内部の充実した製品が得られることが明らかになった4)｡

このような状況下､既に2, 3の生産現場においては機

械乾燥が実施されている｡網走管内訓子府町においては､

1993年秋より試験的に一部の北海当帰を温風乾燥により生

産している｡すなわち､ 10月に収穫したホッカイトウキを

約1週間畑に放置(地干し)後､茎葉を切除､水洗し､約

50℃の温風で強制的に乾燥するものである｡しかし､ 1995

年産の場合､自然乾燥品は希エタノールエキス含量50%以

上の値を示したにもかかわらず､温風乾燥品は35%前後の

値しか示さず､その方法自体に問題のあることが指摘され

た｡このように､自然乾燥に代わる方法には未だ問題点が

多いため､改善が急務となっている｡なお､十勝管内芽室

町においても､水洗後､温風乾燥しているというが､詳細

は不明である｡

前報4)では､生根に30℃前後の温風を間欠的に当てるこ

とにより､短期間で自然乾燥品に劣らない希エタノールエ

キス含量を示す製品が得られる可能性を報告した｡もしこ

の方法の再現性が良好で､更に実用化が可能であるならば､

はさ掛けを省略することが可能となり､現場の切実な要求

に応える一方法となり得る｡

そこで今回は､訓子府町で育成されたホッカイトウキの

根を用いて､収穫直後の間欠的加温法を再検討すると共に､

同町薬草耕作組合所有の乾燥システムを用いて生産現場に

おける実用の可能性を検討した｡

方　　　　　法

1.ホッカイトウキの各種乾燥法

1996年9月27日､訓子府町の農家で育成した2年生ホッ

カイトウキ7株を掘上げた｡同日､北海道立衛生研究所(札



幌市北区)において､以下のA～Cの処理を施した｡

A : 1株を水洗後､茎葉を紐で縛って風乾舎に吊し､自

然乾燥した｡ 30日後､茎葉を切除し､温風乾燥で仕上げた

(ヤマト科学㈱製送風定温恒温器DN -61型使用｡ 50℃で24

時間乾燥後､室温放置24時間を3回繰り返した)｡

B : 4株を水洗後､茎葉切除､直ちに温風乾燥した(50℃,

72時間)｡

C : 2株を水洗､茎葉切除後､ 30℃に保温した(ヤマト

科学㈱製定温乾燥器DS-42型使用)｡ 24時間後､室温に48

時間放置した｡この一連の操作を10回繰り返した｡

2.一次乾燥法

訓子府町の農家4軒で育成した2年生ホッカイトウキを

1996年10月8日から20日にかけて掘上げ､各々を5～7日

間畑に放置した｡茎葉切除､水洗後､大コンテナ(180×120

×132cm,全面に3×3.5cmの穴)に投入し､同町薬草

乾燥施設の薬草乾燥機または玉葱用キュアリングシステム

(CS)を使用し､以下のA～Eに示した日に30あるいは35℃

の温風を24時間当てて一次乾燥した｡乾燥日以外は大コン

テナに入れたまま､屋外に放置した｡なお､ 10月16日から

11月4日までの間の最高気温は22.2℃ (10/30)､最低気温

は-5.5℃ (11/1)､平均気温は6.1℃であり､初雪は10月26

日､根雪は12月1日に観測した｡

A (生産者名KO) :10月15日(30℃), 18日(30℃), 21

日(35℃).

B (同上) :10月16日(CS, 30℃), 19日(CS, 30℃),

24日(30℃), 11月1日(35℃).

C (OU) :10月19日(CS, 30℃), 26日(30℃), 11月

2日(35℃).

D (TM) :10月22日(CS, 30℃), 27日(30℃), 11月

3日(35℃).

E (SS) : 10月25日(30℃),28日(30℃),11月1日(35℃).

一次乾燥終了後の11月8日､ A～E各々から標準的な大

きさの2個体を採取し､衛生研究所へ郵送した｡ 11月11日

から24時間､ 50℃の温風を当てて乾燥した後､試料とした｡

残りの根は屋外で更に約1カ月間放置後､回転ドラム中

で髭根､付着土を落とし､麻袋に詰めて出荷した｡

なお､薬草乾燥施設の薬草乾燥機はネポン㈱製ネポンハ

ウスカオンキHK-500TFで､送風能力は不明である｡玉

葱用キュアリングシステム(㈱佐竹製作所製ネオドライシ

ステム)は除湿機(RK-5FS, 55kl/h)､熱交換機(VDR

5B, 60kl/h)および送風機からなるコンピューター制御

の高性能乾燥システムで､上方より送風し､下方から吸引

することにより仕上がり状態を均一にすることができる｡

ただし､ 30℃に設定しても実際の温風温度は3℃程低かっ

た｡

3.希エタノールエキス含量

各々を押切りで細切後､超遠心粉砕機で粉砕し､分析用

試料とした｡以下､第十三改正日本薬局方生薬試験法･エ

キス定量法に従った｡

4.糖含量

分析用試料約250mgを精秤し､ 10mlのネジ栓付遠沈

管に入れ､水10.Omlを加えた後､ 20分間振とうした｡遠

心分離(3,000rpm, 10分間)後､上清を以下の条件で分

析した｡

機器:日立L-6200型高速液体クロマトグラフ､カラム

: Asahⅰpak NH2P-50 4E (4.6φ ×250mm),移動相:

アセトニトリル/水混液(3:1),流速:1.0ml/min,カ

ラム温度:40℃,検出器:超高感度示差屈折計(エルマ

ERC-7522),注入量: 10μl

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｡

結果および考察

1.実験室レベルでの各種乾燥法と品質(表1)

市場においては希エタノールエキス含量のみならず､香

り､色､しなやかさなどの五感によって評価されているた

め､今回はこれらの両面から品質を評価した｡

屋外で1カ月間自然乾燥した後､温風乾燥した試料Aは､

芳香があり､しなやかな切口は黄色味を帯び､押すと油が

染み出る感じで､甘く､希エタノールエキス含量は50%以

上の値を示した｡これらの性状は従来のはさ掛け品と同じ

であった｡

一方､収穫後直ちに50℃の温風で乾燥した試料Bは､試

料Aとは全く異なっていた｡すなわち､当帰特有の香りや

甘味はなく､石膏のように固かった｡粉末は白っぽく､淡

灰褐色を呈した試料Aとは明らかに異なっていた｡希エタ

ノールエキス含量は28%以下で､局方不適であった｡

間欠的に30℃の条件下に保ったため徐々に水分を失った

試料Cは､芳香があり､しなやかで甘く､試料Aと比較し

ても遜色はなかった｡希エタノールエキス含量は40%以上

の値を示した｡乾根重に差のない2個体間で含量差が認め

られたが､主根の太さに起因するものと考えられる｡

このように､少量の材料を扱う実験室レベルにおいては､

間欠的加温により希エタノールエキス含量の増加と乾燥を

同時進行の形で達成できることが再確認された｡

国内市場で良品とされる当帰を調製するためには､生根

中でショ糖が生成され､更に芳香性物質が生成するための

十分な時間と環境を与えることが必要不可欠と考えられ

る4)｡間欠的加温法は外気よりわずかに高い気温を人工的

に与えることにより､これらの一連の成分変化を促進する



ものと思われる｡実際､収穫直後には14.4±1.2%(n = 4)

に過ぎなかったショ糖含量は試料Aで35.1%､ Cで25.8と

30.8%に増加していた｡また､ A, Cでは果糖およびブド

ウ糖含量も増加していた｡糖の合計含量と希エタノールエ

キス含量間の相関係数は0.995 (n= 7)､回帰方程式はy

=0.94x+11.3であり､その傾きは糖の増加分がほぼそ

のまま希エタノールエキス含量の増加となっていることを

示している｡

表1北海当帰の乾燥法とその品質

表2　北海当帰の一次乾燥条件と糖および希エタノールエキス含量

2.現場における試験的一次乾燥結果(表2)

水洗根を大コンテナに入れ､ 30または35℃の温風を24時

間当てて乾燥した後､状況に応じて2～7日間屋外に放置

するという操作を繰り返したところ､重量は40%以下にま

で減少した｡希エタノールエキス含量は局方値を上回る

40.0～52.5%､ショ糖含量は28.6～39.2%､糖の合計含量

は32.4～43.4%を示した｡糖の合計含量と希エタノールエ

キス含量間の回帰方程式はy =0.92 x +12.8 (r=0.792,

n =10)であった｡この一次乾燥期間中にショ糖が生成さ

れ､希エタノールエキス含量が増加したことは明白である｡

1回目と2回目の温風乾燥の間が6日間と長かった試料

Cでは､ 2回日の乾燥前にカビが発生するという問題を生

じたが､希エタノールエキス含量は高い値を示した｡収穫

から一次乾燥終了まで約2週間と短期間であった試料Eで

も､希エタノールエキス含量は50%を超えていた｡この後､

自然乾燥して出荷した製品の希エタノールエキス含量は調

査しなかったが､しなやかで芳香があり､はさ掛け品と比

較しても遜色はなかった｡

このように､実際の生産現場においても､温風を間欠的

に当てることにより糖および希エタノールエキス含量が増



加し､十分実用可能であることが明らかになった｡

3.機械化の問題点

水洗した根を数日間堆積あるいは放置しておくと､カビ

が発生するため､できるだけ早く表面を乾燥させる必要が

ある｡しかし､急ぎ過ぎると希エタノールエキス含量の増

加は期待できない1995年産における失敗例は､温風温度

が高すぎ､乾燥が急激に進みすぎたことに起因すると考え

られる｡また､大コンテナに投入する際､ネトロン(網状

の筒)を入れたり､フォークで崩しながらできるだけ隙間

ができるように工夫をこらす必要がある｡

実験室レベルと異なり､大量の材料を扱う実際の生産現場

では条件を一定にすることは困難である｡特に､根の大きさ､

水洗後の放置日数､堆積した上部と下部の気温､湿度､酸

素量､温風入口と出口の温度､湿度などに大きな差を生じ

ることが考えられる｡品質のむらを少なくするためには､

可能な限りこれらの条件を一定にすることが必要である｡

さらに､本格的な生産を開始するためには､乾燥機の風量

強化と増設､風乾用吹抜収納場および送風機の設置など施

設面においても解決しなければならない点が山積している｡

収穫直後の機械乾燥は以上のような問題点を抱えてはい

るが､ 30～35℃の温風を2～4日おきに24時間ずつ最低で

も3回､乾燥の様子を逐一判断しながら､状況に応じて臨

機応変に対処するなら､局方値を十分満足する製品を得る

ことができると考えられる｡しなやかさと芳香を兼ね備え

た良品を得るためには､腐敗や凍結の心配のない水分含量

50%以下2)にまで予備乾燥後､更に自然乾燥することが望

ましい｡

このように､機械乾燥と自然乾燥を組合わせることによ

り､はさ掛けそのものを省略しながら､従来のはさ掛け品

に近い品質の製品を得ることは可能と思われる｡

結　　　　　語

北海当帰の機械乾燥に移行し得る方法確立のため､訓子

府町産ホッカイトウキの生根を水洗後､間欠的に30℃に加

温し､希エタノールエキス含量､糖含量および性状に及ぼ

す影響を検討した｡その結果､間欠的加温によりショ糖の

生成が促進され､それに伴って希エタノールエキス含量が

増加し､芳香のある従来のはさ掛け品に近い品質の北海当

帰が得られることが明らかになった｡

さらに､訓子府町の生産現場において温風乾燥と屋外自

然乾燥を交互に行う方法の実用性を検討した結果､十分実

用的であることが明らかになった｡施設面をはじめ解決し

なければならない点も多々あるが､機械乾燥と自然乾燥と

の組合わせにより､従来のはさ掛け品に近い品質の製品を

得る可能性が示唆された｡この方法は約2カ月間を要する

が､はさ掛けが省略できるため､労働力不足に悩む現場の

切実な要求に応えることができると共に､年内に出荷でき

るという大きな利点をもたらす｡

今後とも調査を継続し､生産地の気象条件､大量の生根

を扱う現場の事情などを加味した最良の機械乾燥法の確立

を目指したい｡
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英　文　要　約

Angelica acutiloba var. sugiyamae has been cultivated

in Hokkaido, and the dried roots have been traded as

Angelicae Radix which is one ofthe mostimportant

crude drugsin Japan. After harVeStin autumn, the

whole plants are hanged outsidefor 3 or4months,

which processis called "Hasagake", and the roots are

driedin the oven. The traditional drying method

requires heavy labor and long term process. According

to aging and lack of persons engaging in agriculturein

Hokkaido, theintroduction of mechanical drying method

became to need.

In order to develop a new drying process, after

mechanically drying ofthe roots, contents of dilute

ethanol-soluble extract and sucrose were determined and

the qualityin appearance was evaluated. The most

favorable condition was as follows; after washing with

running water, the roots were mechanically dried for 24

hours with hot air at 30℃ every 3 days. The obtained

Angelicae Radix showed high quality, estimated by the

dilute ethanol-soluble and the sucrose contents and the

qualⅰtyin appearance, same as that giVen by "Hasagake"

drying. The developed new drying processis expected

to be applied to the practical preparation of Angelicae

Radixin Hokkaido.

Key words : Angelⅰcae Radix ; preparation ; mechanical

drying ; dilute ethanol-soluble extract ; sucrose


