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緒　　　　　言

現在､北海道ではホッカイトウキAngelicaacntiloba

var.sugiyamaeを基原とする北海当帰のほか､トウキA.

acutilobaを基原とする大和当帰も生産されている｡北海

当帰は秋に収穫後､屋外で3～4カ月間自然乾燥(はさ掛

け)してから茎葉を切り取り､根を温風乾燥､磨きをかけ

てから出荷する｡一方､大和当帰は自然乾燥の途中で温湯

洗いを施して根を整形するが､北海道では温湯洗いを省略

することが多い｡最近､北海道では人手不足などの理由に

より､自然乾燥に代わり得る方法の確立が求められている｡

ところで､当帰の品質はその生産地を最も重視し､次に

色､香り､味､固さなどの五感によっている｡現行の第十

三改正日本薬局方では､葉しょう､葉しょう以外の異物､

灰分､酸不溶性灰分､エキス含量(希エタノールエキス

35.0%以上)が規定されている1)｡これらのほか､エーテ

ルエキスや精油の主成分であるligustilide含量も品質評

価の一助とされている2.3)｡

著者らは､より合理的､効率的な機械乾燥法確立に必要

な基礎的データを得るため､調製(乾燥)法が当帰の品質

に及ぼす影響を検討し､希エタノールエキス含量の多少は

生根の自然乾燥中に増加するショ糖含量に依存することを

明らかにした4.5｡さらに前報では､生根の水洗､堆積な

どがショ糖および希エタノールエキス含量に及ぼす影響を

経時的に検討した6)｡

当帰の品質に及ぼす要因として､基原植物､調製法の違

いのほか､栽培地､栽培法､収穫時期などが挙げられてい

る7)｡しかし､それらの諸条件が同一であっても､調製を

行う場所の気温や湿度､根の大きさ(重量)の違いなどが

品質に影響を及ぼすことも考えられるが､これらの点に関

しては未だ検討されていない｡

そこで今回は､調製中の気象条件および生根の大きさが

当帰の品質に及ぼす影響を明らかにするため､ 2年生ホッ

カイトウキ､トウキの生根を名寄市および札幌市で自然乾

燥し､個体毎に性状を比較した｡さらに､糖(ショ糖､ブ

ドウ糖､果糖)､希エタノールエキス､エーテルエキスお

よびligustilide含量をもって､各々の品質を化学的に評価

した｡

方　　　　　法

1.試料調製法

(1)北海当帰(調製地別試料)

国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場圃

場(名寄市)で育成した2年生ホッカイトウキ14株を1998

年10月8日に掘上げた｡ 7株(HN1～7)は同場にて､

残りの7株(HS1～7)は北海道立衛生研究所(札幌市

北区)にて12月24日まではさ掛けした.茎葉を切除､水洗

後､ 50℃の温風で7日間乾燥し､試料とした｡

(2)大和当帰(調製地別試料)

同場圃場で育成した2年生トウキ14株を1998年10月8日

に掘上げた｡ 7株　YN1～7)は同場にて､残りの7株
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(YS 1～7)は同所にて12月24日まではさ掛けした｡茎

葉を切除､水洗後､ 50℃の温風で7日間乾燥し､試料とし

た｡

(3)大和当帰(大きさ別試料)

同トウキ10株を1998年10月21日に掘上げ､そのまま圃場

に放置した(地干し)｡ 11月10日､同場にてはさ掛けした｡

1999年2月2日に温室へ移動し､ 2月9日に土を落とし､

3月9日まで乾燥を続けた｡茎葉を切除後､試料とした

YN11～20) ｡

2.成分定量法

(1)分析用試料の調製

北海当帰は株毎に主根(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以上の側根のみを押切で細切した｡

大和当帰は株毎にそのまま細切した｡各々を超遠心粉砕機

で粉末とし､分析用試料とした｡

(2)希エタノールエキスおよびエーテルエキス含貴

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)果糖､ブドウ糖およびショ糖含量

前報6)に従った｡

(4) ligustilide含量

前報6)に従った｡

3.統計処理

個体別に定量後､ t-検定を行った｡

結果および考察

1.北海当帰の乾燥状況と品質(調製地別試料)

ホッカイトウキは側根数が少ないため､土離れがよく､

乾燥は速やかに進んだ｡仕上げ乾燥に供する直前､地上部

の芯はほとんどの株で退色し､根はしなやかで､縦に敏が

入り､次項のトウキとは異なる形状を呈していた｡

表1名寄市および札幌市で調製した北海当帰の性状および定量結果

定量結果を乾板重の減少する順に､性状と共に表1に示し

た｡名寄市で調製した試料(以下名寄品) HN 1～7は軽く,
す

内部には鬆が入っていた｡一方､札幌市で調製した試料(以

下札幌品) HS1～7は重く､内部は充実し､市場品(正

常品)と比較しても性状に差は認められなかった｡

内部の性状にかかわらず､希エタノールエキス含量は全

14試料が局方値35.0%以上を示した　根の大きさと成分含

量間に一定の傾向は認められなかった｡ ligustilide含量は

名寄品(0.13±0.04%)より札幌品(0.21±0.03%)の方

が有意に高かった(危険率<1%)｡ショ糖､糖合計､希
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エタノールエキス､エーテルエキス含量は名寄品より札幌

品の方がわずかに上回っていたが､有意差は認められなか

った｡糖の合計含量と希エタノールエキス含量間の相関係

数は名寄品で0.973 (n=7)､札幌品で0.982 (n=7)

であり､共に高い正の相関が認められた｡

2.大和当帰の乾燥状況と品質(調製地別試料)

トウキは数多くの細い側根が複雑に絡み合い､粘土質の

土を抱え込んでいたため土離れが悪かった｡叩いて落とそ

うとすると折れたり傷付くため､自然に落ちるのを待った｡

根頭部は前項のホッカイトウキより太いうえ､土が付着し

ているため乾燥が進まず､特に大型の個体では新鮮根に近

い状態が長く続いた｡また､地上部の芯の色はほとんど変

化なく､緑色のままの状態が長く続いた｡ 11月中旬には､

寒さのため凍結した｡仕上げ乾燥に供する直前､地上部の

芯は退色したもののほかに､緑色のものも見られ､主根は

凍結のためか固く､側根の一部は空洞化していた｡

定量結果を乾板重の減少する順に､性状と共に表2に示

した｡名寄品YN1～7 は軽く､内部には鬆が入り､茶

色味を帯びていた｡札幌品YS1～7のうち､大きい方の

YS1～5は名寄品と同様の性状を里した｡しかし､最も

小さいYS 7の内部は充実し､ 2番目に小さいYS6は中

間的な性状を示すなど､大きさによる差が認められた｡

エーテルエキス含量は名寄品より札幌品の方がわずかに

上回っていたが､有意差は認められなかった｡他の成分含

量に差は認められなかった｡希エタノールエキス含量は全

14試料が局方値35.0%以上を示した｡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名寄品で0.956

(n=7)､札幌品で0.959 (n=7)であり､共に高い正

の相関が認められた｡

表2　名寄市および札幌市で調製した大和当帰の性状および定量結果

3.大和当帰の品質(大きさ別試料)

上記の試料より約2週間遅れて収穫し､地干し6)後､名

寄市ではさ掛けした試料YN11～20の外見は市場品と変わ

りはなかった｡しかし､軽く､内部には鬆が入っていた｡

表3に示すように､大きさによる差が顕著に認められ､

2群に分けられた｡すなわち､ 110g以上のYN11～15の

内部は大部分暗褐色から焦茶色あるいは黒色をしており､

粉末に油気は感じられず､低級脂肪酸の臭いがした｡希エ

タノールエキス含量はいずれも35.0%以下(平均値30.1%)

で､局方不適であった｡果糖､ブドウ糖およびショ糖の平

均含量は4.0, 4.1および5.7%で､表1および2に示した

試料と比較して､ブドウ糖含量が高く､ショ糖含量が低い

という特徴が認められた｡エーテルエキス含量は1.76～
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2.16% (平均値1.95%)でやや低く､ ligustilide含量は0.02

～0.03%で低い値を示した.

一方､ 100g以下のYN16-20の内部や粉末は黄色味を

帯びていた｡希エタノールエキス含量は39.6～54.7% (平

均値46.3%　で局方値を上回っていた｡ショ糖含量の平均

値は28.6%で､ YN11～15の3倍以上の値を示した｡エー

テルエキス含量は1.88～3,08%　平均値2.27% ､ ligustilide

含量は0.03～0.09% (平均値0.06%)を示し､ YN11～15

の値を上回った｡

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

0.993 (n =10)であり､非常に高い正の相関を示した｡

4. 1998年の気象条件

名寄市の1998年10月の平均気温9.2℃は平年値7.5℃

1979～1990年平均)より高く､ 11月上旬までは平年より

暖かい日が続いた｡しかし､ 11月12日および19日から23日

までは真冬日(20日の最高気温-4.5℃, 23日の最低気温

-13.3℃)になるなど､ 11月中旬から12月上旬にかけては

例年にない寒さに見舞われた｡ 12月中旬に一時寒さは緩ん

だが､下旬には再び厳しい寒さが訪れた｡このため､ 11お

よび12月の平均気温は平年を下回った｡

札幌市の1998年10月の平均気温13.2℃は10月としては最

も高い値で､初雪は平年より6日遅い11月3日であった｡

表3　名寄市で調製した大和当帰の性状および定量結果

表4　名寄市および札幌市の気温(1998年10～12月)
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しかし､名寄市と同様に11月中旬から12月上旬にかけて寒

さに見舞われ､根雪初日は平年より16日早い11月17日､ 19

日から21日までは真冬日(19日の最高気温-1.0℃, 20日

の最低気温-6.2℃)になるなど､ 11および12月の平均気

温は平年を下回った｡

このように､はさ掛け期間中の名寄市および札幌市の気

候は､ 10月が非常に暖かかったのに対し､ 11月中旬から一

気に冬になるという特徴を有していた(表4)8)｡

5.考　察

北海道では11月以降に収穫すると､乾燥中に根が凍結す

る恐れがあり､通常10月中旬までに収穫作業を終える｡乾

燥中の根に水分が多い(水分含量50%以上)と寒さで凍結7.9)

し､内部が空ろになり､軽く､いわゆる"ポカ"(ボカ､

ボケ)と呼ばれるものに仕上がることが知られている｡ポ

カ当帰の商品価値は低いといわれるが､エキス量などの具

体的な数値はこれまで示されていなかった.

1998年の名寄市の場合､例年より早い11月中旬から12月

上旬にかけて本格的な寒さが訪れた｡乾燥中のホッカイト

ウキおよびトウキの根は凍結し､その結果､内部が空ろに

なったポカ当帰が得られた｡寒さに当たった時点で､水分

含羞は50%以下になっていなかったと考えられる｡仕上げ

乾燥に供する直前､トウキの側根の一部には中身のない空

洞化したような根が見られたが､凍結した根が解凍した結

果と考えられる｡

一方､札幌市でも11月20日前後に寒波に見舞われたが､

それ以前の気温が名寄市よりも高いために乾燥が速やかに

進行し､水分含量が50%以下になっていたため､大型のト

ウキ以外は凍結を免れたと考えられる｡

内部が空ろであっても黄色味あるいは茶色味を帯びてい

る当帰の希エタノールエキス含量が局方値を上回ったのは､

収穫後､ショ糖の生成が比較的速やかに開始される6)ため

と考えられる｡一方､内部が焦茶色あるいは黒味を呈し､

さらに低級脂肪酸臭を有するポカ当帰の希エタノールエキ

ス含量は低かった｡これらはいずれも乾根重が110g以上

と大型で､しかも収穫が10月21日と遅いうえに地干しした

ため､乾燥とショ糖の生成がほとんど進まず6)､生根に近

い状態で凍結し､解凍後に腐敗が進んだためと考えられる｡

ポカ当帰の精油成分含量が正常品より低い傾向にあったの

は､凍結により細胞壁が破壊され､油胞中の精油の一部が

飛散したためと考えられる｡

以上のように､たとえ同一条件で栽培した植物であって

も､自然乾燥する場所の気象条件や根の大きさが当帰の品

質に影響を及ぼすことが明らかになった｡

1998年初冬の寒波の影響で､網走管内訓子府町を始め道内

の多くの生産地で当帰の調製失敗例が報告された｡このよう

なことは度々起こることではない｡しかし､伝統的なはさ掛

けによる自然乾燥は､このような危険性を常に伴っている｡

機械化可能な段階は機械化するなど気象条件に左右されな

いより合理的な調製技術(畠山の提唱する｢生薬工学｣10))

を確立することは､労働力不足を補うだけでなく､このよ

うな不測の事態を回避することを可能にするであろう｡

結　　　　　語

当帰の品質に及ぼす要因として､基原植物､栽培地､栽

培法､調製法の違いなどが挙げられている｡ 1998年秋の場

合､上記の諸条件が同一であるにもかかわらず､調製地や

根の大きさが異なることにより品質に大きな違いが認めら

れた｡すなわち､冬の訪れが早い道北地方の名寄市で自然

乾燥した当帰は内部が空ろになり､軽く､商品価値の低い

ポカ当帰と呼ばれるものに仕上がった｡また､より暖かい

道央の札幌市で自然乾燥した当帰であっても､大型のもの

は軽かった｡これらの当帰について､化学的に品質を評価

した｡

ポカ当帰のうち､内部が黄色から茶色味を帯びたものの

希エタノールエキス含量は局方値を満足していたが､精油

成分含量に関しては内部の充実したものより低い傾向にあ

った｡内部が焦茶色あるいは黒味を帯び､さらに低級脂肪

酸臭を有する大型の当帰は成分的に特に劣っていた｡

今回の実験により､調製(自然乾燥)する地方の気象条

件や根の大きさも当帰の品質に影響を与えることが明らか

になった｡

終りに臨み､北海道の気象についてご教示頂いた財団法

人日本気象協会北海道支社気象予報士猪股竜彦氏に深謝致

します｡
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英　文　要　約

Angelicae Radix is the dried roots of Angelica acutiloba

orA. acutiloba var. sugiyamae and has been used as

crude drug for Chinese medicine in Japan. Both plants

are cultivated in Hokkaido and are commercially important

crops. The roots are harvested in autumn, then preliminarily

dried in the open air. Therefore, drying process depends

on weather conditionsI

In the late autumn of 1998, Hokkaido suffered from a

cold wave. Because the roots were frozen and thawed

during preliminary drying process, inner part of the

dried roots had hollows. They are called "Poka-touki"

and regarded as poor quality in the Japanese marketI

The bigger roots were easily frozen and gave Poka-touki.

The root size was found to be one of the factors affected

the quality of Angelicae Radix.

Chemical quality of the Poka-touki was evaluated by

the contents of ligustihde, sugars, ether-soluble extract

and dilute ethanol-soluble extract. Most of the Poka.touki

showed dilute ethanol-soluble extract contents adequate

to the value prescribed by JPⅩⅢ. The Poka-touki had a

tendency to show low ligustihde content.

Key words : Angehcae Radix ; preparation ; evaluation ;

poor quality ; weather condition
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