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緒　　　　　言

現在､わが国においては当帰の基原植物としてトウキ

Angelica acutilobaおよびホッカイトウキA. acutiloba var.

siigiyamaeが栽培され､各々の根より大和当帰(大深当帰)

および北海当帰が調製されている｡

主に北海道で生産される北海当帰は秋に収穫後､屋外自

然乾燥(はさ掛け)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､磨きをかけて出荷する｡これら

の伝統的な調製法は､収穫から出荷までに約5カ月間とい

う時間と多大な労力を要するため､より合理的､効率的な

機械化への移行が必須とされている｡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い

る1-5)

この研究過程において､ホッカイトウキ生根の自然乾燥

中にショ糖含量が増加し､それに伴って希エタノールエキ

ス含量も増加した結果､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)｡さらに､約1カ月間自然乾燥を行

った後であれば､温風乾燥しても希エタノールエキス含量

の局方値35.0%を満足することより､はさ掛け期間の大幅

な短縮の可能性が示唆された4)｡

自然乾燥と温風乾燥を組合わせるためには､自然乾燥期

間中の成分の経時変化を把握することが必要不可欠である

が､この点に関しては末だ検討されていない｡そこで今回

は､北海道で育成されたホッカイトウキの生根を用い､水

洗の有無､自然乾燥の条件の違いなどが北海当帰の希エタ

ノールエキスおよびショ糖含量に及ぼす影響を経時的に検

討した　さらに､他の成分についてもその含量変化6-8の

有無を知るため､収穫直後の温風乾燥品と自然乾燥品の個

体別試料を調製し､上記2成分のほか､果糖､ブドウ糖､

エーテルエキスおよびligustilide含量を比較した｡

方　　　　　法

1.北海当帰試料調製法(1997年)

国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場の

圃場(名寄市)で育成した2年生ホッカイトウキ170株を

1997年10月6日に掘上げ､以下のA～Gの処理を施した｡

なお､温風乾燥は50℃で､乾燥状態に応じ3～7日間行っ

た｡

A (5株) :直ちに茎葉を切除､水洗後､温風乾燥した｡

B (5株) :直ちに茎葉を切除後､畑に放置した｡ 10月13

日(1週間後)､水洗後､温風乾燥した｡

C (50株) :茎葉を付けたまま､畑に放置し､ 10月13日､

茎葉を切除した｡ 5株を水洗後､温風乾燥した｡残りの45

株のうち15株をプラスチック製ミニコンテナ(48.5×32.5

×30cm,側面および底の全面に1×1cmの穴)に5株

ずつ3段に詰めた｡残りの30株も15株ずつ､ 2個のコンテ

ナに同様に詰め､そのまま畑に放置した｡ 10月20日(2週

間後)､最初のコンテナ中の上段5株､中段5株､下段5

株を段毎にまとめ､別々に水洗後､温風乾燥した｡ 10月27

日(3週間後)および11月3日(4週間後)､残りの2個

のコンテナ中の各15株を同様に処理し､乾燥した｡

D (20株) :直ちに茎葉を切除､水洗後､ビニールハウ
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ス(日中はビニールをまくり上げて風通しをよくし､温度

の上昇を防止)内で､金網上に一列に並べ自然乾燥した｡

1, 2, 3および4週間後､ 5株ずつ混風乾燥した｡

E　20株) :直ちに茎葉を切除､軽く土砂を落とした後､

ビニールハウス内でDと同様に乾燥した｡ 1, 2, 3お

よび4週間後､ 5株ずつ､水洗後､温風乾燥した｡

F (35株) :水洗後､ 5株ずつ茎葉をひもで縛ってから､

日当たりおよび風通しのよい場所ではさ掛けした｡ 1, 2,

3, 4, 6,　および12週間後､ 5株ずつ､茎葉を切除後､

混風乾燥した｡

G (35株) : 5株ずつ茎葉を縛ってから､ Fと同様には

さ掛けした｡ 1, 2, 3, 4, 6,　および12週間後､ 5

株ずつ､茎葉を切除､水洗後､温風乾燥した｡

なお､乾燥途中で根を振ったり軽く手で叩いたりして､

乾燥した土砂を落とした｡

表1に､ A～Gの処理法をまとめた｡

表1北海当帰調製法(1997年､名寄市)

2.北海当帰試料調製法(1998年)

上記圃場で育成した2年生ホッカイトウキ14株を1998年

10月8日に掘上げ､ 7株ずつHおよびIの処理を施した｡

なお､混風乾燥は50℃で7日間行った｡

H :直ちに茎葉を切除､水洗後､混風乾燥した｡

I :茎葉をひもで縛った後､日当たりおよび風通しのよ

い場所ではさ掛けした｡ 12月24日(11週間後)に茎葉を切

除､水洗後､温風乾燥した｡

3.成分定量法

(1)分析用試料の調製

1997年産は主根5本(側根を軽く叩いて落とした｡太い

側根の根元は残っており､磨きをかけた市場品と同じ状態)

および直径8 mm以上の側根をまとめて押切で細切した｡

1998年産は主根7本を別々に細切した｡各々を超遠心粉砕

機で粉末とし､分析用試料とした｡

(2)希ユタノールエキス含量

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｡

(3)エーテルエキス含量

第十三改正日本薬局方生薬試験法･エキス定量法に準じ

た｡

(4)果糖､ブドウ糖およびショ糖含量

上記の希エタノールエキス含量測定用エタノール/水混

液(1:1)抽出液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:

AsahipakNH2P-504E (4.6φ ×250mm),移動相:アセ

トニトリル/水温液(3:1),流速:1.0ml/min.カラム

温度: 40℃,検出器:示差屈折計(エルマー社､ 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｡

(5) ligustilide含量

分析用試料約200mgを精秤し､ 10mlのネジ栓付遠沈

管に入れ､ n-ヘキサン5.0mlを加えた後､超音波処理した｡

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655型高速液体クロマトグラフ､カラム:

Wakosil-Ⅱ　5C18-HG (4.6φ×250mm),移動相:メタ

ノール/水混液(7 : 3),流速:1.0ml/min,カラム温

皮:40℃,検出波長:310nm,注入量:10μl.

4. 1998年試料の統計処理

個体別に定量後､ 7試料についてt-検定を行った｡
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結果および考察

1.外観および成分の経時変化1997年産)

(1)地干しおよび堆積

大量の原料植物を扱う現場においては､掘上げた後､付

着している土砂を落としやすくするため､地上部を付けた

まま5～7日間畑地にそのまま放置しておく｡　この操作を

地干しと称する｡この後､温風乾燥に供する場合は､茎葉

を切除､水洗し､コンテナに移し､堆積する｡今回はまず､

これらの過程における根の外観および成分変化を検討した

(BおよびC)｡

その結果､ 1週間の地干し中は雨に当たったこともあり､

新鮮根のままで土はほとんど落ちなかった｡茎葉切除後､

地干しした根も同様の外観を呈した｡　この間､希エタノー

ルエキス含量およびショ糖含量に変化はなかった(図1)｡

茎葉を切除した後､コンテナに3段に堆積すると上段は

徐々に乾燥が進んだが､収穫から4週間後においても新鮮

根に近く(空中にさらされた側根のみ乾燥)､土は落ちな

かった｡ 4週間後､中段は新鮮根に近く､下段は新鮮根の

ままであった｡しかし､外観に関わらず､この間に両含量

は速やかに増加することが明らかになった｡その増加率は

上段で最も大きく､下段で最も小さかった｡堆積開始後3

週間(収穫後4週間)でも下段の両含量は上･中段より低

い傾向にあった｡ただ､その1週間前の試料には段による

含量差は認められなかった｡これらのことは､堆積して乾

燥する場合､風通しの悪い下の方に置かれた根の両含量増

加率は､微妙な条件の違いにより大きく影響を受けること

を示唆している｡

既に､一部ではあるが試験的に地干し1週間後､温風

(50℃)により強制乾燥されている製品もある5)｡ しかし､

今回の実験結果から､この方法では希エタノールエキス含

量が局方値を下回る可能性のあることが示唆された｡

図1地干しおよび堆積(C)期間中の成分経時変化

(2)ビニールハウス内乾燥

北海道の一部の生産者は､茎葉を切除後､水洗し､ビニー

ルハウス内で自然乾燥しているため､本条件(DおよびE)

を設定した｡

この条件では､水洗の有無に関わらず､収穫･乾燥開始

1週間で根はしなやかになり,水洗の場合､表面および側

根はやや乾燥､非水洗の場合､土は叩けばほとんど落ちた｡

2週間後で生乾き､ 4週間後で半乾き状態であり､非水洗

の場合､土はきれいに落ちた｡

図2に示すように､両含量は速やかに増加し､水洗は両

含量の増加を助長する傾向が認められた｡ただし､水洗は

当帰の劣化を招きうる特定微生物の増殖を引き起こす可能

性が指摘されており9)､湿度が高い場合は細心の注意が必

要であろう｡

図2　ビニールハウス内乾燥　D, E)期間中の成分経時

変化

(3)はさ掛け

生産現場では掘上げた根の土を軽く落としてからはさ掛

けするが､機械化に際しては水洗が必要かもしれない｡そ

こで､水洗と非水洗の2条件(FおよびG)を設定した｡

1週間後､両条件共に葉は緑のままで､太根は新鮮根に

近く､折れやすいままであった｡細根はビニールハウス内

乾燥程ではないがしなやかになり､折れにくくなった｡非

水洗の場合､土は叩くと落ちた｡ 2週間後､非水洗の場合､

生乾きとなり､土は叩くと完全に落ちた｡水洗の場合､生

乾きとはならず､根は折れやすかった｡ 4週間後,水洗の

有無に関わらず､生乾きから半乾きの状態にあった｡　6週

間後､水洗の場合､半乾きで､しなるが太根は芯が多少固
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く､非水洗の場合､細根は半乾きで､全体にしなった｡ 8

週間後､水洗の場合､側根は半乾き､細根はほとんど乾き､

根頭部もやや生乾きでしなってきた｡非水洗の場合､側根

細根共に半乾き､根頭部は土の多いものは固く新鮮根に近

いが､少ないものはしなった｡両条件共に地上部の芯は緑

で生きている様子であった｡ 12週間後､両条件共に全体に

軟らかくしなり細根は乾いた｡はさ掛け期間中に降雪があ

ると､茎は急激に脆くなり､風で吹き飛ばされるようにな

った｡

本条件では図3に示すように､両含量は1週間で約10%

増加するなど他の条件では見られなかったほど速やかな増

加が認められた｡ 8週間後､ 12週間後においても微増して

いた｡約6週間後から温風乾燥品にしなやかさが感じられ､

芳香も生じ始めた｡ 1および4週間後以外は､両含量は水

洗の方が非水洗より高い値を示した｡

実際の生産現場においては､根を南向きに､茎葉を北向

きにして数メートルの高さに堆積する｡本実験では､根を

吊り下げたため､四方より風が当たり速やかに乾燥が進ん

だと考えられる｡

図3　はさ掛け　F, G)期間中の成分経時変化

(4)希エタノールエキス含量とショ糖含量の相関

図1～3に示した33試料の希エタノールエキス含量とシ

ョ糖含巌の相関係数は0.982と非常に高い値を示した.回

帰方程式はy=1.00x+15.4で､その傾きはショ糖の増加

分がそのまま希エタノールエキス含量の増加に寄与してい

ることを示している｡

このことから､ショ糖の生成を促進するような状況に生

根を放置することが､当帰の調製上最も重要な点であるこ

とが再確認できた｡

表2　北海当帰のはさ掛け前後の成分含量1998年産)

2.はさ掛け前後の成分含量比較(1998年産)

表2に示すように､収穫直後に温風乾燥した試料(H)

と11週間はさ掛けした試料(I)との間には､果糖､ブド

ウ糖､ショ糖および希エタノールエキス含量に有意差が認

められた(危険率<1%)｡はさ掛け期間中に主としてショ

糖が増加し､それに伴って希エタノールエキス含量が増加

したことが示唆された｡

エーテルエキス含量および精油の主成分であるIigustilide

含量は当帰の化学的品質評価の一助とされている10)ため､

これらについても検討した｡その結果､両含量は温風乾燥

品とはさ掛け品間で有意差(危険率< 1%)が認められた｡

これらの点については､今後の検討課題としたい｡

3.機械乾燥の可能性

初めにも述べたが､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%以上と規定されてお

り､まず第一にこの基準を達成しなければならない｡今回

の実験結果から判断すると､風通しのよい環境で約3週間

の自然乾燥をした後であれば､温風乾燥に供しても局方値

を十分に満足することができると考えられた｡しかし､し

なやかさと芳香に富む製品を生産するためには､ 3週間で

は不十分で､更に3週間以上自然乾燥する必要があろう｡

現段階においては完全機械化は困難であるが､自然乾燥

と機械乾燥の組合せにより､はさ掛け期間を短縮しながら､

従来のはさ掛け品に近い品質の製品を得ることが可能と考

えられる｡

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乾燥法の確立を目

指したい｡
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結　　　　　語

北海当帰の機械乾燥に移行し得る方法確立のための基礎

的データを得ることを目的とし､北海道産ホッカイトウキ

の生根を用い､自然乾燥中の希エタノールエキスおよびシ

ョ糖含量を経時的に検討した｡

その結果､両含量は自然乾燥中に時間の経過と共に増加

した｡そして､希エタノールエキス含量が局方値を十分に

満たすためには､温風乾燥前に約3週間の自然乾燥期間が

必要であり､しなやかでしかも香りのある製品を得るには､

更に3週間以上の自然乾燥期間が必要と考えられた｡

文　　　　　献

1)兼俊明夫他:道衛研所報, 43, 1 (1993)

2)簑嶋裕典他:道工試報告, 293, 173 (1994)

3)簑嶋裕典他:道工試報告, 293, 181 (1994)

4)姉帯正樹他: Natural Medicines, 51(4), 331 1997)

5)姉帯正樹他:道衛研所報, 49, 16 1999)

6)姉帯正樹他: Natural Medicines, 50(4), 284 (1996)

7)姉帯正樹他: Natural Medicines, 51(5), 442 (1997)

8)姉帯正樹他: Natural Medicines, 52(1) , 10 (1998)

9)畠山好雄他:第39回北海道薬学大会講演要旨集, 36

1992

10)北海道保健福祉部薬務課,北海道立衛生研究所薬理毒

性部編:北海道産薬用植物の化学的品質評価法に関す

る報告書,北海道立衛生研究所,札幌(1998) p.24

英　文　要　約

The dried roots of Angelica acutiloba var. sugiyamae,

called Hokkai-touki, have been used as crude drug for

Chinese medicine in Japan. The traditional preparation

procedure is as follows: 1. The plants are harvested in

autumn, then the roots with stems and leaves prelimi.

narily dried in the open air for three or four months,

which procedure is called "Hasagake" in Japan. 2. After

Hasagake procedure, the roots are completely dried by

hot air.

As Hasagake procedure needs several months and a

lot of man power, mechanical preparation of dried roots

which is more efficient has been searched. We tried to

shed light on factors which influence quality of the dried

roots. The quality was evaluated by dilute ethanol-soluble

extract and sucrose contents with the elapse oftime.

The both contents were increased with drying period in

the open air. To prepare Hokkai.touki which is adequate

to dilute ethanol-soluble extract content prescribed by

JPⅩⅢ, there needs drying period for three weeks in the

open air. Moreover, additional drying period for three weeks

gave Hokkailtouki which have high quality evaluated by

characteristic odor andflexibihty.

Key words : Angelica acutiloba var. sugiyamae ; dilute

ethanol-soluble extract ; sucrose ; preparation ; evalua-

tion
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