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奈良県五條市大深町

奈良県五條市大深町

和歌山県伊都郡高野町東富貴

古くからの産地
江戸中期には栽培がなされ
ていたようだ。農業全書
（1698年）に栽培法が
記述されている。

：2016年度トウキの栽培地
として記録されている地域

（薬用作物及び和紙原料等に
関する資料 ，日本特産農産物協会，
平成29年版）

トウキの栽培地
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トウキの国内地域別栽培面積（1ha以上）

出典：公益財団法人 日本特産農産物協会の統計資料



トウキ
Japanese Angelica Root
ANGELICAE ACUTILOBAE RADIX
当帰

本品はトウキAngelica acutiloba Kitagawa又はホッカイ ト ウ キ Angelica acutiloba Kitagawa var. 
sugiyamae Hikino (Umbelliferae)の根を,通例,湯通ししたものであ る.

生薬の性状 本品は太くて短い主根から多数の根を分枝してほぼ紡錘形を呈し，長さ10 〜25 cm，外面は暗褐色〜赤褐色
で，縦しわ゙及び横長に隆起した多数の細根の跡がある. 根頭に僅かに葉しょうを残している.折面は暗褐色〜黄褐色を呈 し,
平らである.

本品は特異なにおいがあり, 味は僅かに甘く，後にやや辛 い.
本品の横切片を鏡検〈5.01〉するとき, コルク層は4 〜10 層からなり,その内側に数層の厚角組織がある. 皮部には分泌細

胞に囲まれた多数の油道及びしばしば大きな隙間がある. 皮部と木部の境界は明らかで, 木部では多数の道管と放射組織
とが交互に放射状に配列し,外方の道管は単独又は数個集まってやや密に配列してくさび状を呈し, 中心部付近の道管は極
めてまばらに存在する.でんぷん粒は単粒又はまれに2 〜5個の複粒で，単粒の径は20 μm以下， 複粒は25 μmに達 するこ
とがある. でんぷん粒はしばしば糊化している.

純度試験
(1) 葉しょう 本品は,異物〈5.01〉に従い試験を行うと き,葉しょう3.0%以上を含まない.
(2) 重金属〈1.07〉 本品の粉末3.0 gをとり,第3法によ り操作し,試験を行う.比較液には鉛標準液3.0 mLを
加え る(10 ppm以下).
(3) ヒ素〈1.11〉 本品の粉末0.40 gをとり,第4法により 検液を調製し,試験を行う(5 ppm以下).
(4) 異物〈5.01〉 本品は葉しょう以外の異物1.0%以上を 含まない.
灰分〈5.01〉 7.0%以下.
酸不溶性灰分〈5.01〉 1.0%以下.
エキス含量〈5.01〉 希エタノールエキス 35.0%以上. 
貯法 容器 密閉容器.

トウキ（当帰）の品質規格（JP17）

「第十七改正日本薬局方」の記載

中国産当帰の基原植物はカラトウキ（Angelica sinensis Diels）：
甘粛，雲南，四川，陝西，貴州，湖北省などに分布
味は極めて辛い

韓国産当帰の基原植物はオニノダケ（A. gigas Nakai）：
中国東北部から朝鮮半島，（日本（九州）？）に分布
味は辛い

中国や韓国でも当帰は使われているが，このように生薬名は同一であっても
日本と中国，韓国ではその原植物がそれぞれ異なるため，日本では中国産
及び韓国産当帰は使えない。センキュウの場合と同じケースである。

従って，中国からの輸入品当帰は，日本から種子が中国に持ち込まれ栽培
されたものである。

日本の当帰と中国の当帰，及び韓国の当帰は
元になる植物（基原植物）がそれぞれ異なる！



トウキ（ヤマトトウキ）とホッカイトウキの比較

ホッカイトウキ
トウキ（ヤマトトウキ）

茎色：赤紫
葉形：細い
葉色：暗緑色
根：分枝根は

多く細い。
色は黄褐色
〜赤褐色。

茎色：緑
葉形：広い
葉色：淡緑色
根：分枝根が
少なく太い。
色は淡い
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トウキ（ヤマトトウキ）

ホッカイトウキ

医薬基盤・健康・栄養研究所圃場（北海道名寄市）

ホッカイトウキ，６月中旬



北海道訓子府，9月上旬→

北海道網走，７月中旬↑↑

トウキの生産栽培地一例

類似植物
ミヤマトウキ Angelica acutiloba Kitagawa var.iwatensis Hikino

生薬トウキとしては使えない

トウキ，ホッカイトウキともにミヤマトウキが栽培化されたものという説もある。

分布：
本州中部以北〜北海道

（北海道では海岸線にも分布）

海岸タイプ （北海道様似郡様似）渓流タイプ （北海道河西郡中札内）



2.トウキ栽培の実際

トウキ栽培の特徴，植物の特質

1）繁殖は種子→→春に苗床に播種し，1年間育成し，2年目春
に苗を掘り上げて定植する。

2）栽培年数は2年→→2年目（定植した年）の晩秋に収穫する。
但し，2年目に抽苔した株は内部が木質化して生薬としては使
えないので，抽苔株は破棄する。大きな苗を植えると抽苔しや
すいので，使用する苗は根頭径7〜8mm程度のものを使う。小
さな苗は2〜3本まとめて１株とする。

3）採種は3年目株より→→２年目秋に収穫しないでそのまま畑
で越冬させ，3年目夏に開花・結実させ採種する。トウキとホッ
カイトウキは容易に交雑するので，一緒の畑で採取しない。

4）収穫後の調製加工：掘上げ後，茎葉付き・土付きのまま稲架
掛けし，2月頃に湯につけて土を洗い，その後再び稲架掛けし
て春まで乾燥させる。→→冬期に雪が多量に降る地域では屋
外での自然乾燥が困難。凍結したものは使用できない。



トウキ栽培暦

「薬用植物 栽培と品質評価」Part 1 (薬事日報社，1992年) 改変

窒素： 6.0〜8.0kg
加里： 5.0〜6.0kg

基肥（播種時）
堆肥： 2,000kg/10a

炭酸石灰
または苦土石灰： 100kg/10a

追肥（9月上旬）
施さないか
または油カス： 20～30kg/10a

基肥（苗定植時）
堆肥： 2,000kg/10a

炭酸石灰
または苦土石灰： 100kg/10a

窒素： 6～8kg/10a
燐酸： 8～14kg/10a
加里： 6～8kg/10a

追肥（6 月下旬及び9月）
それぞれ

窒素： 6～8kg/10a
加里： 5～6kg/10a追肥（4 月下旬～5月上旬）

窒素： 4～6kg/10a
燐酸： 4～6kg/10a
加里： 4 ～6kg/10a

施肥について

土壌の種類，前作の状況によって異なるので
あくまで一例である。

１年目（苗床） ２年目（本圃）

３年目（種子採取時）
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トウキ（ヤマトトウキ）の栽培‐ 播種・育苗

↑1年間育苗，

1年目9月中旬の様子

苗が大きくならないように，堆肥を入れる程度で通常肥料は
入れない！全く無肥料状態に近い畑であれば堆肥に加えて
油カスを1a当り5〜6kg施す。追肥も与えない！

春に苗床に播種，

(135g/10m2)。
軽く覆土・鎮圧，
し，乾燥を防ぐ
ため敷き藁を
行う。
発芽適温は

15〜20℃。

10m2の苗床
から約5aの
本畑分の苗ができる。

約5cm間隔で
すじ播きする。

↑苗床イメージ図

3週間位で発芽
が始まるので，
敷きワラを除去→

苗床

種子は水選して
沈んだものを使用する。

↑→振動付き
デガーで苗を
堀上げる。

トウキの栽培‐ 苗の掘上げと選別

↑↑2年目春の萌芽
植替え適期 ←掘り上げた苗
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2年目９月中旬↑ 医薬基盤健康栄養研究所薬用植物資源研究センター 北海道研究部

↑収穫後土付き•茎葉付き
のまま稲架掛け乾燥する。

トウキの栽培‐ 収穫・乾燥

２年目11月〜12月頃に
振動式デガーで収穫する。↑



↑↑→ハサ掛け乾燥中の土付きの根
（３年目２月頃の様子）

湯に30分〜1時間程度
浸けて，根を軟らかくする

板の上で土砂を落とし
ながら揉み洗いする。→
腰に負担がかかる大変
な作業。



↑ ↑

→



↑育苗，6月上旬播種
1年目9月中旬の様子

↑開花盛期，3年目7月下旬〜8月上旬

開花はホッカイに比べ2週間程度遅い

↑↑開花終期，3年目8月中旬，開花終期に

１株当たり4〜5花房を残して花を切除する。
採種：9月上旬〜下旬〜（10月上旬）

↑↑抽苔開始期,3年目6月下旬，頂花は除去する。

茎色（赤紫）や葉形・葉色の形質で選抜。

(北海道における）トウキの例トウキ類の系統保存と採種

種子はカメムシに
吸汁されるとシイナ
になるので注意。

7月中旬（開花終期）に
１株当たり4〜5花房を
残して花を切除。

↑抽苔期,3年目6月上旬，頂花は除去する。

茎色（緑）や葉形・葉色の形質で選抜。

登熟期，3年目8月中旬
採種：8月中旬〜9月上旬

(北海道における）

ホッカイトウキの例

↑育苗，6月上旬播種
1年目9月中旬

トウキ類の系統保存と採種

↑開花盛期，3年目7月上旬

種子はカメムシに
吸汁されるとシイナ
になるので注意。

↑開花始期



トウキの種類及び産地による精油成分含量の比較

生薬名 植物の種類 栽培地 Ligustilide Butylidenphtalide 合計

　（学名） %  DW %  DW %  DW

当帰 トウキ 奈良 0.168 0.068 0.236

当帰 トウキ 徳島 0.153 0.061 0.214

日当帰 トウキ 韓国 0.161 0.028 0.189

日当帰 トウキ 台湾 0.021 0.014 0.035

(Angelica  autiloba     K it agawa)

北海当帰 ホッカイトウキ 北海道 0.143 0.082 0.225

(Angelica  autiloba   va r. sugiyamae  Hikino)

中国産当帰 カラトウキ 四川省（中国） 1.07 0.211 1.281

（Angelica sinensis Diels）

韓国産当帰 オニノダケ 韓国 nd nd

（Angelica gigas Nakai）

＊血液凝固阻害活性（駆お血作用）を示す成分の一つと考えられている。

精油成分＊

出典：高野ら，東京衛研年報，41,62-69 (1990)，改変.

掘り上げ日 草丈 地下部乾燥重量 Ligustilide

cm g %  D

W

6月1日 19 5 0.048

7月1日 75 14 0.096

8月1日 90 25 0.145

9月1日 105 47 0.252

10月1日 105 80 0.357

栽培地：北海道白糠郡音別町

各時期に15株掘り上げて乾燥させた。

トウキ2年生株におけるリグスチライド含量の時期別変化
（1978年）

出典：関崎ら，生薬学雑誌，38 (4),361-362 (1984) 改変.

秋遅く収穫するほど乾物重、リグステライド含量は上昇する。



出典：頼ら，生薬学雑誌，46 (2), 321-327 (1992) 改変.

トウキ2年生株における生育及び精油成分含量に及ぼす施肥条件の影響

生育には窒素とリン酸の効果が大きい。生育良好な区は精油成分含量も高い。

ホッカイトウキの希エタノールエキス含量に及
ぼす収穫時期及びはさ掛け乾燥の影響

＊：50℃温風乾燥3日間 ＊＊：屋外ではさ掛け乾燥後，50℃温風乾燥3日間
各時期10株を掘り上げ，５株づつ供試。

トウキの品質に及ぼす影響

引用文献
姉帯正樹，柴田敏郎，他：当帰の調製法と化学的品質評価（第７報）
収穫時期の違いによる希エタノールエキス，糖及びデンプン含量の変化
北海道立衛生研究所報告，52, 78-80 (2002).

JP17規定値：35%以上

はさ掛け乾燥期間中にデンプンが糖化して
希エタノールエキス含量が増加する。
秋遅く収穫した方が乾物重、歩留まりは
上昇する。




