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川弓の調製法と化学的品質評価(第1報)
調製条件と希エタノールエキス及びショ糖含量の変動

Preparation and Chemical Evaluation of Cnidii Rhizoma (Part Ⅰ )

Preparation Conditions and Variation of

Dilute Ethanol-soluble Extract and Sucrose Contents
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Cnidii Rhizoma is the dried rhizome of Cnidium officinale (Umbelliferae) , usually passed through hot

water before drying. Starch grains are usually gelatinized by blanching. It is well known that blanched

Cnidii Rhizoma (Yudoushi) shows low value of dilute ethanol.soluble extract content than Cnidii Rhizo-

ma prepared by air drying without blanching (Shouboshi). The cause of this phenomenon has been

considered for long time that water soluble constituents are hardly extracted from gelatinized starch

grains. However, the authors had a doubt to the explanation by their recent studies concerning sugar

and dilute ethanol.soluble extract contents of some crude drugs.

To clarify the meaning of the blanching, the rhizomes of Cnidium officinale were dried by various

methods and were evaluated by sugar and dilute ethanol.soluble extract contents･ Furthermore, the

time course of the both contents were studied during air drying of the rhizomes.

A close correlation was observed between the amount of dilute ethanol.soluble extract and that of

sucrose. Sucrose seems to be enzymatically produced in the rhizomes during the drying period, and

accordingly dilute ethanol-soluble extract content increased.

Traditional blanching of raw rhizomes deactivated the enzyme activity to produce sucrose, and

gelatinized starch grains, which leads to easy drying to obtain Cnidii Rhizoma having resistance to inI

sect and moult damages.

Key words : Cnidii Rhizoma (川弓); preparation (調製; blanching (湯通し); dilute ethanol･soluble ex-

tract (希エタノールエキス); sucrose (ショ糖)

緒　　　　　言

川弓は『神農本草経』の中品に収載されている生薬で,

わが国ではセンキュウCnidiumofficinale,中国では

Ligusticum chuanxiong (共にセリ科)の根茎から調製さ

れる.その薬能は｢中風が脳に入った頭痛,寒痺の筋攣,

緩急,金瘡,婦人の血閉,不妊症｣と記載されており,現

在でも漢方の要薬である.主として漢方処方用薬であり,

婦人薬,冷え症用薬,皮膚疾患用薬,消炎排膿薬とみなさ

れる処方及びその他の処方に配合されている1-4)その国

内消費量の大部分は,網走管内訓子府町を中心とする北海

道で生産されている1,5,6)

川弓はその調製加工工程において, 60～80℃の湯に15～

20分間浸してから乾燥するのが大きな特徴である1,2)こ

の操作は｢湯通し｣と称され,カネ北川弓の生産者として

著名な北海道伊達村(現伊達市)の故北原大次郎氏†によ

り明治末期頃に研究された方法である7-9)この湯通しを

適度に行うと,長期間保存してもカビが発生しにくい.一

方,湯通しせずにそのまま乾燥したものは｢生干し｣と称

される.生干し品は外面が灰白色でやや柔らかく,虫害を

受けやすく,湿度の高い場所に保存するとすぐにカビが発

生する.従って,川弓の品質は湯通しの善し悪しに影響さ

れる1,10-12)

湯通しを行った川弓の希エタノールエキス含量は,生干

し品より低い値を示すことが知られている.この原因は湯

通しによってでんぷんがのり化1)し,水溶性成分が溶出し

ずらくなるためと長い間考えられてきた10-12)しかし,最

近著者らは,木香,当帰,浜防風,黄耆では各々の生根の

*国立医薬品食品衛生研究所筑波薬用植物栽培試験場(当時)

T文献3及び4には｢虻田(町)の北原大二郎氏｣と記載されている.しかし,

伊達市東有珠町在住の北原　武氏(故人の次男)から直接話を聞いたと

ころ,正しくは｢大次郎｣であった.さらに,当時から現在地に住んで

おり,これまで虻田に住んだことはないため,正しくは｢伊達村｣ (当時)

であることも判明した.なお, ｢虻田(町)｣と誤記されたのは,当時,隣

町である虻田町字入江でも川弓を製造させていたことに起因すると考え
られる.

-13-



自然乾燥中に糖(木香は果糖,他の3生薬は主にショ糖)

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

ることを明らかにした13-18)このような最近の知見から判

断すると,川弓においても同様の現象が予想され,希エタ

ノールエキス含量の低下の原因がでんぷんののり化に起因

しない可能性が考えられた.しかし,これまで川弓の糖に

ついて検討されたことはなく,糖と希エタノールエキス含

量の関係について論じた報告も見当たらない.

そこで今回著者らは,センキュウの根茎を種々の方法で

乾燥し,調製法の違いが川弓の性状,糖,希エタノールエ

キス及び精油成分含量に及ぼす影響について検討を加えた.

さらに,センキュウ生根茎の自然乾燥中における糖及び希

エタノールエキス含量の経時変化についても検討した.ま

た,川弓市場品(虫害を受けた試料を含む)の両含量を調

べ,川弓の湯通しの意義について若干の考察を加えた.

方　　　　　法

1.分析試料

1)調製法別試料

北海道立衛生研究所薬草園(札幌市北区)で育成したセ

ンキュウを1996年10月25日に掘上げ,根茎に下記の処理(A

～E,各々約100g使用)を施した.なお,温風乾燥は送

風定温恒温器(ヤマト科学株式会社製DN-61型)中, 50℃

で, 48または72時間行った.

A :土付きのままネット袋に入れ, 12月25日まで風乾舎

で自然乾燥した.水洗後,温風乾燥して仕上げた.

B :水洗後,ネット袋に入れ, Aと同様に自然乾燥した.

温風乾燥して仕上げた.

C:水洗,湯通し(75～80℃, 20分間)した後,ネット

袋に入れ, Aと同様に自然乾燥した.温風乾燥して仕上げ

た.

D :水洗後,直ちに温風乾燥した.

E :水洗,薄切りにした後,直ちに凍結乾燥した.

2)経時変化用試料

同所薬草園で育成したセンキュウを1999年10月18日に掘

上げ,根茎を水洗後,その一部を直ちに温風乾燥(66g,

70℃, 48時間)した.残りの約500gを6等分し,各々を

ネット袋に入れ,風乾合で自然乾燥した. 1, 2, 3, 4,

5及び6週間後,各々を珊切してから温風乾燥(70℃, 24

時間)した･

31川弓市場品

北海道産品15試料(1991年産, 1992年4月入手)及び虫

害を受けた大阪市場品1試料(1993年1月入手後,室温保

存中にタバコシバンムシが発生.全体に無数の食痕)を使

用した.

2.成分定量法

1)分析用試料の調製

剪定バサミで細切または金槌で砕いた後,卓上小形粉砕

機または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及びエーテルエキス

第十三改正日本薬局方の生薬試験法･エキス定量法に準

じた.

3)糖

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,既報18)に従い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/水混液(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,本条件で,果糖,ブドウ糖及びショ糖の分離定量

が可能であった.定量値の算出の際には,試料を乾燥減量

から乾燥物に換算し,含量を求めた.また,同定は既報19)

に準じ, TLC法及びGLC法を用いた.

4) Ligustilide

既報20)の条件を一部改変した･すなわち,分析用試料

約1 gを精秤し, 10mLのネジ栓付遠沈管に入れ,メタ

ノール10.0mLを加えた後,超音波処理(約50℃, 30分間)

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:

LiChrospher 100RP-18 endcapped (4φ ×250mm),移

動相:アセトニトリル/水混液(1:1),流速:1.0mL/min,

カラム温度:40℃,検出波長:310nm,注入量: 10μL.

結　　　　　果

1.性　状

生干し(自然乾燥1品A及びBはやや柔らかく,固い湯

通し品Cとは性状を異にした.また,生干し品の内部は油

気に富み,その粉砕は困難を伴った.一方,温風乾燥品D

及び凍結乾燥品Eは油分に乏しく脆いため,粉砕は容易で

あった.

各粉末を検鏡すると,湯通し品Cのみにのり化したでん

ぷんの塊が認められた.

2.希エタノールエキス及びショ糖含量

Table 1に示すように,生干し品A及びBの希エタノー

ルエキス含量は46.7及び46.4%を示し,湯通し品Cの

13.6%を大きく上回る値を示した.温風乾燥品D及び凍結

乾燥品Eは18･0及び15.5%と湯通し品に近い低い値を示し

た.

糖の主成分はショ糖であり,その含量はTable 1に示

すように,調製法の違いにより3.7～36.0%と大きく変動

した.そして,ショ糖含量の高い試料は希エタノールエキ

ス含量も高く,両含量間には非常に高い正の相関(r=

0.999, n=5)が認められた.回帰方程式はy=1.02x

+10.8であり,希エタノールエキス含量の高低はショ糖含

量の高低に依存することが示唆された.

さらに,川弓市場品15試料について両含量の相関を検討

したところ, Fig.1に示すような結果が得られた.すな

わち, 14試料の希エタノールエキス及びショ糖含量は24.5
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～34.5% (平均値30･2%　及び3.4～11･0% (平均値7.0%

の範囲内にあり, 1試料のみ42.4%及び17.9%と高い値を

示した.相関係数は0.979 (n=15)であり,市場品にお

いても両含量間に高い正の相関が認められた.なお,希エ

タノールエキス含量と糖含量間の正の相関は,木香13,19)

当帰14,17,18,21)浜防風15,22)黄耆161及び刺五加23)でも認め

られている.

虫害を受けた試料の希エタノールエキス含量は46.0%,

ショ糖含量は21.3%であり,いずれも高い値を示した.

3.エーテルエキス及びIigustilide含量

Table 1に示すように,エーテルエキス含量は5.2～

6.2%の範囲内にあり,調製法の違いによる差は小さかっ

たが,生干し品Aが最高値を示した.なお,生干し品のエー

テルエキス含量が湯通し品より高い値を示すことは従来か

ら知られている10,11)が,その理由は明らかにされてはいな

い.

Table 1 Analytical Results of Cnidii Rhizoma Prepared by Various Methods

Fig. 1 Relation between the Contents of Sucrose and

Dilute Ethanol-soluble Extract in Cnidii Rhizoma

Produced in Hokkaido

Fig. 2　Time-course Study of Dilute Ethanol-soluble

Extract and Sucrose Contents in Rhizomes of

Cnidium officinale during Air Drying

一方, ligustilide含量は調製法による含量差が認められ

た.すなわち,生干し品A及びBが最高値を示し,以下,

湯通し品C,温風乾燥品D,凍結乾燥品Eの順に減少した.

なお,凍結によるIigustilide含量の減少は,北海当帰(ポ

カ当帰)においても観察されている21)

4.希エタノールエキス及びショ糖含量の経時変化

生根茎中の希エタノールエキス及びショ糖含量を,収穫

直後から6週間目まで経時的に調べた.

その結果, Fig. 2に示すように収穫直後の両含量は共

に低く,自然乾燥中に時間の経過と共に増加することが明

らかになった.両含量間には非常に高い正の相関(r=

0.998, n=7)が認められ,ショ糖の増加がほぼそのま

ま希エタノールエキス含量の増加となっていることが示さ

れた.

なお,同様の現象はホッカイトウキの生根から自然乾燥

により北海当帰を調製する際にも観察されている18)

考　　　　　察

湯通しを行う目的は,乾燥を容易にし,外観の美しい製

品に仕上げることにあると考えられている.また,加熱に

よってでんぷんがのり化し,乾燥に従って精油成分を安定

に保てるようになり,保存性が高まることも重要なことで

ある10-12)

でんぷんののり化は種類によって異なり60～75℃以上で

起こる24)とされ,湯通し品以外の生干し品,温風乾燥品及

び凍結乾燥品はのり化していなかった.それにもかかわら
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ず,生干し品のみが高い希エタノールエキス含量を示し,

他がいずれも低い値を示したことは,従来考えられていた

ようなのり化により水溶性成分が溶出しずらくなるという

ことでは説明ができない.また,湯通し中に水溶性成分が

溶出したという考えも否定される.むしろ,収穫直後には

少量であったショ糖が自然乾燥中に増加するため,生干し

品では希エタノールエキス含量が高い値を示すと考えるべ

きである.

ジャガイモ塊茎は低温保有中にショ糖が増加することが

知られており,これはでんぷんにホスホリラーゼが作用し

てグルコース-1-リン酸が生成し,さらに果糖が付加され

てショ糖となる.常温ではホスホリラーゼの阻害物質が存

在するが,その阻害物質は低温貯蔵により消失することが

明らかにされている25)このようなことから判断すると,

センキュウ生根茎の場合,乾燥がストレスとなってでんぷ

んからショ糖への酵素的変換が誘起されると考えられる.

従って,湯通し品では加熱によって酵素が失活,凍結乾燥

品では水分を急速に失うことによりショ糖の生成が阻害さ

れるため,希エタノールエキス含量が低い値を示すと考え

られる.なお,温風乾燥品のショ糖含量が湯通し品よりわ

ずかに高い値を示したのは,酵素が作用しなくなるまでの

短時間に酵素反応が進んだ結果と考えられる･

希エタノールエキス含量すなわちショ糖含量が高い生干

し品は吸湿しやすく,ひいては表面の水分活性が高くなり

やすい.その結果として,カビが生えやすくなる26)また,

柔らかいため虫害を受けやすい一因となることが考えられ

る.

実際の生産現場においては,収穫後直ちに湯通しせず,

1週間程畑に放置(地干し)した後行っている.湯通しの

条件と共にこの期間中の条件が,希エタノールエキス含量

に影響を及ぼす可能性もある.これらの点については,今

後の検討課題としたい.

今回は希エタノールエキス及びショ糖含量の変動を中心

に議論を進めたが,調製法の違いによるエーテルエキス含

量などの変動も認められている.今後は湯通し温度の違い

による成分変化を中心に,精油成分,水溶性成分,ストレ

ス化合物27)などにも検討を加え,湯通しのもつ意義をよ

り化学的に解明していく予定である28)また,生化学的側

面からの解明も必要と考える.

結　　　　　語

川弓はその調製加工工程において,湯に浸けてから乾燥

するのが大きな特徴である.湯通しを行った川弓の希エタ

ノールエキス含量は生干し品(湯通しせずに自然乾燥)よ

り低い値を示すことが知られ,この原因は湯通しによって

でんぷんがのり化し,水溶性成分が溶出しずらくなるため

と長い間考えられてきた.しかし,最近の当帰などの調製

法と成分に関する研究から,その低下は糖含量に起因する

と考えられた.

そこで,センキュウの根茎から種々の方法で川弓を調製

し,その希エタノールエキス及びショ糖含量を比較した.

さらに,センキュウ生根茎を自然乾燥し,両含量の経時変

化を調べた.その結果,希エタノールエキス及びショ糖含

量間には高い正の相関が認められ,根茎の自然乾燥中にシ

ョ糖が増加し,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なった.自然乾燥した川弓は柔らか

く保存性が悪いことが知られているが,これは増加したシ

ョ糖に起因することが示唆された.

一方,保存性のよい川弓は伝統的な方法である湯通しが

施された製品で,固くて両含量は低い傾向にあった.この

方法は酵素を失活させてショ糖の増加を防ぐと同時に,で

んぷんをのり化させるため乾燥が容易になり,その結果と

して,固くて保存性が良くなると考えられた.

終りに臨み,ご教示頂きました北海道立衛生研究所食品

科学部長砂川紘之博士及び同疫学部医動物科伊東拓也氏に

深謝致します.
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