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１．はじめに 

○漢方医療とは？ 

 漢方は古代中国の医療技術を源流とし、奈良から平安時代にかけて遣隋使や遣唐使によ

って日本にその技術と知識が伝えられた。日本では、江戸時代に古代から伝わる医療技術

の研究が盛んになり、現代の「漢方」を確立し、日本独自の医療技術として発展した。 

 

○漢方医療における治療薬とその原料 

 漢方医療では、その治療に「処方」とよばれる治療薬を用いる。処方は、作用が異なる

複数の生薬を配合して調製される。煎じた液剤の他、散剤（粉薬）、丸薬、軟膏などがある。

現代では、事前に調製されたエキス製剤が主流である。 

 生薬は天産物を原料とし、植物の根、葉や種子、動物の骨、分泌物の他、鉱物、化石、

昆虫などが原料である。 

 

○日本における薬用植物の栽培 

 海外の輸入品に依存していた生薬原料について、近年、日本では薬用植物の国内栽培を

再評価してその栽培を再開する機運が高まっている。その背景には、生薬原料の主産地で

ある中国が目覚ましい経済発展を遂げ、安価で良質な生薬の入手が難しくなり、日本を含

む第三国に生産地を求めたことに起因する。一方、薬用植物の国内栽培に必要な種苗や技

術は途絶え、その再開に多くの課題があり、現時点では輸入品と比べ割高である。従って

薬用植物の国内栽培を拡大するためには、種苗の確保、生産性の向上や生産者の負担を少

なくするための機械化、軽労化、登録農薬の整備等の技術開発が必要である。さらに、地

域の指導者、技術者の育成も課題である。 

 

○生薬・薬用植物生産の注意 

 収穫物および生産物は、日本薬局方（日局）の規格に適合しなければならない。規格外

のものは製品にならない。一般の農作物と同様に農薬取締法の対象であることに注意する。

適用がある登録農薬しか使用できない。 

 

薬用植物の流通について 

 医薬品原料に用いる薬用植物は、そのほとんどが製薬メーカーとの契約栽培である。こ

の契約栽培により、製薬メーカーは原料の安定確保が可能となり、生産者（生産者団体）

は買い取りの保証とともに、製薬メーカーからの種苗の供給や栽培指導を受けることがで

きる。 
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２．栽培のポイント 

 

●トウキ（生薬名：当帰） 

 栽培年数：2年（育苗１年、本圃定植後１年） 

 基原植物：トウキ、ホッカイトウキ 

 種苗：露地で１年間育苗した苗。苗は根頭径の太さが 6〜8mm、太い苗は使わない。 

 定植時期： 

 播種・育苗：播種は 6月上旬。 

 定植時期：雪解け後、4月下旬〜5月上旬。 

 栽植密度：畦幅 60〜70cm 株間 20〜30cm 

 施肥量は N-P-K 各 10〜15kg/10a 程度。緩効性肥料を用いるとよい。 

 収穫時期：10 月中下旬。地上部が枯れて黄変したとき。 

 加工法：収穫した後、地下部をはさ掛けして 30〜45 日間寒風に晒す。はさ掛けが終わっ

たら熱湯につけた後よくもみ洗いをして土砂を丁寧除き、形を整え再び乾燥させる。 

 注意事項：定植する苗の大きさ（太さ）。多肥は行わない。 

 

●センキュウ（川芎） 

栽培年数：1年 肥沃な土地がよい。冷涼な気候でも栽培できる。 

基原植物：センキュウ  

種苗：在来種を用いる。  

播種・育苗：株分け移植栽培法。  定植時期：9月中〜10 月中旬。 

栽植密度：畦幅 60cm 株間 20〜30cm。 

施肥方法：基肥 N-P-K 各 15〜20kg/10a 程度。基肥、萌芽期、生育期に適宜配分する。 

萌芽期の窒素施用は多めに行う戸良い。  

収穫期：9月下旬〜10 月上旬。地上部が黄色く枯れた頃。 

加工法：収穫した根茎（子芋）は、湯通し（80℃以上、20 分間）してよく火を通し、自

然乾燥、機械乾燥を行う。乾燥した後、研磨機を用い表面が黒光りするまで磨く。 

注意事項：べと病を予防する目的で、種芋は、殺菌剤（ベノミル）で消毒すること。 

 

●シャクヤク（芍薬） 

栽培年数：3〜5年 陽当たりがよく、肥沃な土地がよい。比較的冷涼な気候でも育つ。 

基原植物：シャクヤク ＊静養シャクヤクおよびその交配種は原料に適さない。 

種苗：本州では「梵天 」、北海道では在来種を用いている。薬用品種として、‘北宰相’、

‘べにしずか’があり、どちらもペオニフロリン含量が高い。 

播種・育苗：株分け移植栽培法。 

定植時期：9月下旬から 10 月中旬。 

栽植密度：畦幅 70〜80cm 株間 50cm。 

施肥方法：基肥、定植した後、萌芽期（4 月下旬）。生育期（7 月頃）に追肥し、1 年当

たり N-P-K 各 10〜15kg/10a 程度 

収穫時期：3年目秋以降。 
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加工法：地上部を切除した後、根の皮を剥皮して乾燥、または皮付きのまま乾燥する。 

    どちらの場合も変色しないように、自然乾燥が望ましい。  

注意事項：栽培地の近くにマツの林があると、灰色かび病の発生が多くなる。  

 

●ハトムギ（薏苡仁） 

栽培年数：1年 暖かい気候が望ましい。水田転換畑でもよい。 

基原植物：ハトムギ  

種苗：北海道では寒冷地向け品種‘オホーツク１号’、‘はときらら’および‘北のはと’

を栽培し、医薬品原料用はモチ性が保証されている品種を用いること  

播種・育苗：直は栽培法。  

定植時期：5月中〜下旬。 

栽植密度：畦幅 60cm 株間 20cm。 

施肥方法：基肥 N-P-K 5-10-5kg/10a 程度。追肥（7月上旬）N-K 各 3〜5kg/10a 程度。 

     基肥の窒素は少なくし、追肥は出穂期直前に行う。 

収穫期：9月下旬〜10 月上旬。子実が十分に登熟した時期。 

加工法：ヨクイニン（精白した胚乳）は、コメ用の脱穀機、精米器が流用できる。  

注意事項：葉枯病を予防する目的で、種子は、播種前に殺菌剤（チウラム・チオファネ

ートメチル剤）で消毒すること。基肥の窒素は控えめにすること。 

 

●カンゾウ（甘草）  

栽培年数：3〜5年 日当たりが良く、水はけの良い場所がよい。 

基原植物：ウラルカンゾウ、スペインカンゾウ。 

種苗：グリチルリチン酸高含量（3%以上）系統を用いる。 

播種・育苗：直は栽培法、移植栽培法（ストロン苗、繻子セル苗）。 

定植時期：5月下旬 

栽植密度：畦幅 60〜70cm 株間 20〜50cm 

施肥方法：1年当たりの施肥量は N-P-K 各 10kg/10a 程度。大豆の施肥法を参考。 

収穫時期：3年目秋以降であればいつでも収穫できる。 

加工法：地上部を切除した後、収穫物（地下部）を水洗し、乾燥する。 

注意事項：発芽、萌芽に温度と水分が必要。陽光を好むため初期の除草は重要。 

 

 

 

参考 

・薬用植物総合情報データベース 

   http://mpdb.nibiohn.go.jp 

  ・日本薬局方（厚生労働省） 

   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/yakkyoku/ 

  ・・薬用植物 栽培と品質評価 Part 1 〜12 （薬事日報社） 

43



生薬「当帰」について

◆当帰は血行障害，鎮痛，鎮
静薬として婦人科疾患の治
療を目的に処方される．

◆肥えて大きく，細い根が少な
く，潤いがあり，香味が強い
ものが良品とされる．

◆主な産地は，奈良県，北海
道，群馬県，岩手県など），
中国（甘粛省，浙江省），韓
国．

生薬「当帰」

1

トウキの栽培

◆気候は選ばないが，昼夜の
寒暖の差が大きいところが
よい．

◆土壌は，排水良好で耕土が
深く膨軟な土質がよい．

◆火山灰質のような軽い土壌
では細根が多く発生し，粘
土質のような固い土壌では
生育不良となる．

2
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トウキの特徴

葉はやや細く，濃い緑色

茎は赤紫色を帯びる．

開花はホッカイトウキに
比べやや遅い．

3

ホッカイトウキの特徴

葉は幅広で，緑色であ
る．

茎は赤紫色を帯びない．

開花はトウキに比べや
や早い．

4
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トウキ栽培の概要（北海道）

ポイント

◆ 播種は6月上旬に行う．育苗はほとんど無施肥．

◆ 定植苗は根頭径が 8 mm 程度のものを選ぶ，定植は4月下旬に行う．

◆ 施肥は．基肥：10a当たり堆肥が 2,000 kg，苦土が 100 kg，成分量で窒素，カリが
各 5 kg，燐酸10kg．追肥：6月下旬〜7月上旬と8月上旬に2回行い，それぞれ窒
素，燐酸，カリの各成分 5 kg程度施用する．

◆ 更新用の種子は，形態的特徴が優れた株から採種する．

5

トウキの育苗（１年目）

播種は6月上旬まで．育苗畑は砕土・整地を丁寧に行い，幅
90 〜 100 cm の短冊形の苗床を作る．肥料は油粕，過石を
少量施用する．播種は苗床に 10 cm 間隔すじ播きして薄く覆

土，鎮圧する．発芽後，密生している箇所があれば適宜間引く．
多肥による苗太りがないように注意する．

苗床
8月

種子

6
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トウキの種苗

図 トウキの種苗 図 ホッカイトウキの種苗

7

トウキの定植と収穫（２年目）

定植は4月下旬．苗は根頭径を基準に大苗（ 9.5 〜 12.5 mm ），中苗（7 〜
9.5 mm ）および小苗（ 4.0 〜 7.0 mm ）に選別する．根頭径が 8 mm 程
度の苗が理想的である．栽植密度は，畦幅が 70 cm，株間が 30 cm 程度．
畝は深く切り，苗は斜めに寝かせて植え付ける．根頭部が地上に出ないよ
うに丁寧に土を両側から覆う．抽苔した株は根が木質化して製品にならな
いので開花前に除去して捨てる．収量は10a当たり 250 〜 350 kg，

8
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当帰の加工・調製

地上部が黄変スル時期が収穫時期（11月ごろ）．枯れた地上
部を付けたまま掘り上げ，土砂は軽く落とし，架台にはさ掛け
して寒風に当て乾燥させる．８分程度乾いたら，，根茎を温湯
（40〜60℃）に浸し板の上で揉み洗いして土砂を落とし，側根
を束ね形を整える．架台に掛けて再度乾燥させる．乾燥した
後，地上部を除去し，大小別に選別する．

収
穫

は
さ
掛

湯
通
し

は
さ
掛

選
別

9

はさ掛けによるトウキの乾燥

はさ掛けによる乾燥はト
ウキ調製の重要な工程であ
る．寒風に当てて自然に乾
燥させることで，トウキのエ
キス含量が増加することが
知られている．

これは，根茎内の多糖類
が代謝され，ショ糖が増加し，
結果的に製品のエキス含量
が増加する．▲ はさ掛けによる乾燥

10

49



湯揉みとはさ掛け（2回目）

はさ掛け（１回目）：根が柔らかくなり
八分程度乾くまで．

湯揉み：40‐50℃の温湯の中で根に

付着した泥を落として形を整える．
（さらに50 ‐ 70℃の温湯に5,6分間
浸漬する，）

はさ掛け（2回目）：仕上げの乾燥を
行う．乾燥後，茎やゴミを除去する．

▲ 仕上がったトウキ

11

トウキの採種（３年目）

◆トウキの採種は定植２年目
に行う．

◆採種株は形態的に優れたも
の（葉の形状，葉，茎の色）
を開花前に選抜し，採種株
として残す．

◆頂花は開花後に除去し採種
しない．

◆１株当たり花は4〜５個残し，
他は全て除去する．

12
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トウキの摘花と採種

開花初期：頂花を摘花する．

開花中期：蕾，開花中の花を
摘花し，登熟がはじまったも
のを残す（1株に4〜5度）．

採種：熟した種子を選び，採
種する．

摘花：開花して
いるものから
摘花し，←を残
す．

＊種子はカメムシによる食害が発生するので見付けたら捕殺する．
13

生薬「川芎」について

◆漢方処方用薬として，婦人
病，冷え性，皮膚疾患，消
炎排膿などを目的とした処
方に配合．

◆球形または長だ円形の塊状
根であって，外皮が黒褐色，
内部が黄白色で，大きくて
気味の辛烈なものが良品と
される．

◆主な産地は，日本（北海道），
韓国，中国（四川省，湖北省，
雲南省など）．生薬「川芎」
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センキュウの栽培

◆強健な植物であるが，夏期
冷涼な地域の栽培に適して
いる．夏期に高温と多湿が
続くと旱害と病害が発生し
収量が減少する．

◆土壌は，肥沃で排水良好な
場所がよく，砂質は適さない．
砂質より粘土質土壌が適し，
粘土質では根茎が良く肥大
するが，砂質では数珠状根
が多くなる．傾斜地よりも平
坦地がよい．

開花期

センキュウ栽培の概要

ポイント

◆ 定植：10月までに行い，塊根，子芋を20-30gに分割したものを種苗とする．

◆ 施肥：10a当たり窒素8-12kg，燐酸6kg，加里8-12kg．燐酸は全量基肥，
窒素と加里は基肥50%，追肥50%にわけて施用．

◆ 管理；暖かい地方では旱害を避けるため敷わら(草地)を行い中耕を少なめ
にする，

52



センキュウの定植

定植は10月頃．種苗はよく肥大した塊根または子芋を 20 〜
30 g に切って用いる．数珠球，ソロバン球は使わない．種苗
は植え付け前にベンレートで消毒する．栽植密度は，畦幅が
60 〜 70 cm，株間が 25 cm．収量は，10a当たり 2,000 kg 
である．

種苗
良品

←種苗とし
て使わない

センキュウの定植

苗は必ず芽を上に向ける．
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センキュウの生育概要

萌芽期 生育盛期
8月

川芎の調製・修治

地上部が黄変する頃が収穫時期（11月頃）．堀上げた後，地上部，根
を除去し．水洗して大きいものは二分割する．根茎は熱湯で
煮て（約10分）湯通しを行う．その後加熱乾燥（40〜50℃）して，
乾燥した根茎は研磨機で研磨して製品とする．

収
穫

調
製
・
水
洗

湯
通
し

研
磨

選
別

加
熱
乾
燥
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生薬「芍薬」について

◆鎮痛・鎮痙薬、婦人用薬
及び駆瘀血薬を目的とし
た処方に配合される。

◆太く内部が充実し、香りが
強いものが良品。

◆主な産地は、中国東北、
華北および西北地域、日
本（北海道、富山県、奈良
県）。

生薬 「芍薬」

シャクヤクの栽培

◆寒暖いずれの地域でも生育
できる広域適性をもつ。寒
地に原産すること、病害が
少ないことから、主に寒冷地
で栽培されている。

◆陽当たりがよく、排水・保水
性が良好な土壌が適地。

◆過湿、特に停滞水を嫌う。
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シャクヤク栽培の概要

ポイント

◆ 定植：10月までに行う。種苗は芽が２〜３付いた根茎を用いる。

◆ 栽植密度：2,500〜4,000株/10a （畦幅70〜90cm、株間50cm程度）

◆ 施肥：基肥；10a当たり堆肥 5,000 kg，苦土石灰 100 kg

１年目 窒素、燐酸および加里1〜２kg

追肥 ２年目 窒素7.5〜8kg、燐酸3.5〜5.5kg、加里7〜8kg

３年目 窒素11〜14kg、燐酸9〜10kg、加里11〜14kg

４年目〜窒素15kg、燐酸12kg、加里25kg

◆ 管理 ：摘蕾（花）、夏期に雨が多い場合には殺菌剤を適宜散布する。

芍薬の調製・修治

生薬の加工は、
根の皮をつけたまま乾燥する方法
根の皮を除去して乾燥する方法 がある。

乾燥は、加熱乾燥すると変色するので自然乾燥もしくは低温で
乾燥する。

収
穫

水
洗
・は
く
皮

選
別

乾
燥
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基肥を施用し、ロータリーで整地後に畝を作る。畝は苗が完全に埋ま
る深さにする（10㎝程度。

芽を上にむけて、苗を完全に埋め，手で軽く鎮圧する。

シャクヤクの定植について

シャクヤクの調製について

根を根茎からはずした後、1か
月間土中に貯蔵する。

土中から取り出して一晩水浸。．

回転箱に根と川砂を入れる。

水を入れる。
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シャクヤクの調製について

30分間回転させ、根の周皮を除去する。

川砂を洗い流す。 日陰乾燥する。

和名：ハトムギ，イネ科の1年草
学名：Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen Stapf
英名：Job’s tears
原産：東南アジアと考えられている。
近縁の1年草〜多年草ジュズダマCoix lacryma-jobi L. は本州以南に広く
野生化（帰化植物）している。

利用部：果実＝ハトムギ，種皮を除いた種子（子実） ＝ヨクイニン
伝来：日本へは江戸時代（亨保年間）に中国から伝来。

北海道北部地域で結実可能なハトムギ品種「北のはと」の育成
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ハトムギ栽培の概要

ポイント

◆ 播種：５月中〜下旬に行う。必ず種子消毒を行う。

◆ 栽植密度：畦幅 60 cm、株間18〜25cm程度

◆ 施肥：基肥；10a当たり 窒素5kg 燐酸10kg 加里5kg 基肥の窒

素は少ない方がよい

追肥（7月上旬） 窒素3〜5kg、（燐酸5kg）、加里5〜10kg

追肥は出穂直前に行い、加里を多く施用する。

◆ 管理：7月中旬に葉枯病予防のため、イプロジオン水和剤を散布する。

追肥後，土寄せを行う（倒伏防止）。

マメ科の多年生草本
基原植物：Glycyrrhiza uralensis Fisch.

Glycyrrhiza glabra L.

グリチルリチン酸
等を産出

O

glcA-glcA-O

COOH

H

根

ストロン 利用部位

主に根を生薬と
して利用

●漢方薬原料：

漢方処方の70%以上に処方さ
れる最も汎用度が高い生薬
原料

●医薬品原料：

グリチルリチン酸

●食品添加物：

グリチルリチン酸がショ
糖の150倍の甘味

用途

カンゾウの利用について

30
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カンゾウの栽培

◆日本における栽培では冷涼
な気候が望ましく、梅雨がな
い地域が適している。→ 北
海道

◆陽当たりがよく、排水性が良
好な土壌が適地。

◆過湿、特に停滞水を嫌う。

甘草の播種と育苗

移植栽培法

ストロン移植

セル苗移植

直播栽培法

☆種子は硬実 ストロン苗は催芽処理が必要

32

図 ウラルカンゾウの種子

図 ストロン苗を用いた１年生株
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ストロン苗栽培の生育状況

33

カンゾウ栽培の概要

ポイント

◆ 播種・定植：6月までに行う。

◆ 栽植密度：畦幅 60 cm 株間 20〜50 cm程度。

◆ 施肥：基肥；10a当たり堆肥 1,000 kg，苦土石灰 100 kg

１年目 窒素、燐酸および加里 各 8kg

追肥 ２年目 〃 各10kg

３年目以降 〃 各10kg

◆ 管理 ：発芽、活着までは灌水を行い、干ばつに気を付ける。

発芽，萌芽が遅いので初期の除草はこまめに行う。
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甘草の調製・修治

生薬の加工は、
根の皮をつけたまま乾燥する方法
根の皮を除去して乾燥する方法 がある。

乾燥は、予備的に自然乾燥を行い，加熱乾燥する。

収
穫

水
洗
・は
く
皮

選
別

乾
燥

休耕地，草地および耕作放棄地の利用

休耕地，草地および耕作放棄地は，土壌に多年生植物や雑草種子が多くあり，この状態
で栽培を行うと雑草等の草害で作物がほとんど育たないことが多い．また耕盤の形成に
よる排水不良も多い．

生育不良，収穫皆無

草退治と土壌改良
１，除草剤（グリホサートカリウム塩液剤）による播種・定植前の処理．
２．コーン類（緑肥コーン，デントコーン）の栽培とすき込み．
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