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高知県立牧野植物園 

高知出身の植物分類学者「牧野富太郎博士」の業績を顕彰するため設立。 
高知市五台山の起伏を活かした敷地に約3000種の植物が植栽されている。 

高知県立牧野植物園 全体図 



高知県立牧野植物園 全体図 

生態園 

標高1000メートル以上の植物から海抜0メートルまでの高知県内の植物が植栽 
されている。 

高知県立牧野植物園 全体図 

今年3月に出来た新しい園地で 
太平洋が望める大パノラマが見どころ 

こんこん山広場 



高知県立牧野植物園 全体図 

植物をさわったり、匂いをかいで 
五感で植物に親しんでもらうための 
体験型エリア 

ふむふむ広場 

高知県立牧野植物園 全体図 

牧野博士記念館 ４K シアター 

展示館中庭 

牧野博士の生涯や思想、時代背景を紹介した展示エリア 



高知県立牧野植物園 全体図 

薬用植物区 

高知県内で自生する薬用植物を中心に植栽しているエリア 

高知県立牧野植物園 全体図 

土佐寒蘭センター 

園内で系統保存、栽培している土佐カンランの展示施設 



高知県立牧野植物園 全体図 

温室 

高知県立牧野植物園 全体図 



牧野富太郎博士（1862-1957） 

高知県高岡郡佐川町出身の植物学者 
 
日本人として国内で初めて新種に学名をつけました。 
 
生涯で収集した標本は約40万枚といわれています。 
 
全国を歩いて調査し、これまで名前のなかった植物に
命名し、その数は約1500種類以上といわれています。 
 
日本植物分類学の基礎を築いた一人です。 
 
最も知られている業績は「牧野日本植物図鑑」を刊行
し、広く植物の知識を広めたことです。 
 
1953年東京都名誉都民。1957年文化勲章受章。 
 

「牧野式」植物図：緻密で成長過程の異なる組織を一枚に描いている。 



 植物園の取り組み 

植物多様性の保全： 
県内外の植物愛好家や植物調査ボランティアの協力のもと、絶滅危惧植物の
調査、保護、保全を行うとともに外来種の調査・駆除活動も行っています。 

資源探索研究： 
国内では高知県を中心に、海外ではミャン
マー連邦共和国をはじめ、ソロモン諸島な
どで聞き取り調査や分析サンプルを採集し
ています。特に、ミャンマーでの資源探査
を当園の基幹研究の一つと位置づけて、
2000年から天然資源環境保全省森林局と 
研究協定（MoU）を締結し、現在（2019年）
まで継続して共同研究を進めています。 
 

 植物園の取り組み 

薬用植物の栽培試験： 
 
高知県の植物産業振興へ向けた取り組みとして、外国産に依存している漢方薬
原料である薬用植物の国内生産を視野に入れ、生薬「芍薬（シャクヤク）」や
生薬「蒼朮（ソウジュツ）」などの試験栽培をおこなっています。 
 
高知県に適した薬用植物の選定や栽培方法の検討をおこなったり、県内の協力
団体や協力農家に栽培を委託し、収穫物の加工方法の検討や成分分析により品
質を評価しています。 
 



 ホソバオケラ（キク科） 
 生薬名：蒼朮（ソウジュツ） 
 
 Atractylodes lancea De Candolle， 
 A．chinensis Koidzumi 又はそれらの雑種の根茎 

ホソバオケラ（キク科）： 
生薬名：蒼朮（ソウジュツ） 
 
利尿、健胃、発汗、解熱を目的として処方される。 
 
処方される漢方薬： 
補中益気湯（強壮薬、虚弱体質） 
加味逍遥散（精神神経用薬、婦人薬） 
十全大補湯（強壮薬、産後・病後・重病による疲労倦怠） 



使用量上位10品目の使用量および生産国(平成28年度） 

順位 生薬名 使用量（ｔ） 日本（ｔ） 中国（ｔ） その他の国 

１ センナジツ 1,860 0 0 1,860 

２ カンゾウ 1,638 0 1,617 22 

３ ブクリョウ 1,556 81kg 1,554 1 

４ シャクヤク 1,514 34 1,479 0 

５ ケイヒ 1,038 0 875 163 

６ コウイ 896 896 0 0 

７ ソウジュツ 884 0 884 0 

8 タイソウ 884 0 884 0 

9 トウキ 873 233 640 0 

10 ハンゲ 868 0 868 0 

大腸を刺激して便を促す便秘薬、
あるいはセンノシドの原料 

医薬品としてだけでなく甘味料と
しても使用量が高い生薬 

婦人病や更年期症状に用いられる。 

日本における原料生薬の使用量に関する調査報告 山本 豊ら 生薬学雑誌 73（1） 16-35（２０１９） 

国内におけるホソバオケラの栽培 

 ８代将軍吉宗の時代（江戸時代）に種苗が 

持ち込まれ、佐渡島など各地で栽培された。 

 北海道での栽培法を記載した栽培指針が過去に 

出版されている。 



  

2006年 サドオケラ系統のホソバオケラの導入 
    高知県での栽培普及を目指した。 
 
 園で管理する圃場で増殖することを確認した。(園内圃場、土佐山圃場） 
 生産した根茎は日本薬局方の規定を満たしていた。 
 農家さんへ種苗の配布し、栽培を委託した。 

これまでの経過 

栽培が上手くいかなかった原因： 
園の管理圃場と栽培委託先の環境が異なるのではないか？ 

 委託先の複数の圃場（篠南、鏡川、いの町など）で増殖しなかった。 

 シカによる食害、生育不良、根が腐って無くなるなどの症状が報告 

 園で管理する圃場と委託先の圃場の比較 

日照条件、排水性、土壌の種類が重要なのではないか？ 

園の管理圃場 
 
園内（五台山）、土佐山 
 
土壌の種類：赤土礫混じり 
 
排水性：礫交じりのため良い。
斜面なため、雨水もぬける。 
 
日照条件：午前中は日当たりが
良い。午後は陰る。 

委託先の圃場 
 
高知市内の休耕田 
 
土壌の種類：田土 
 
排水性：良くない。 
雨が降るとなかなか抜けない。 
 
日照条件：良いところと、山
の陰になる場所がある。 



高知県の特性１： 

日照時間と年間降水量が多い 

気象庁メッシュ平年値図（１８９１－２０１０）より 

年間降水量 年間日照量 

高知農業ネットより引用 

土壌群 
土壌群面積
(ha) 

利用形態 
主な分布市町村 
（旧市町村名で表記） 

(1)灰色低地土 17,719 水田 南国市、窪川町、中村市、土佐市、春野町 

(2)褐色森林土 10,438 畑 土佐市、須崎市、香我美町、南国市、高知市 

(3)黄色土 6,380 畑、水田 窪川町、香北町、安芸市、土佐町、室戸市 

(4)グライ土 6,247 水田 高知市、中村市、宿毛市、土佐市、南国市 

(5)褐色低地土 1,496 水田 窪川町、大豊町、須崎市、宿毛市、三原村 

(6)砂丘未熟土 1,062 畑 中村市、高知市、越知町、南国市、窪川町 

(7)多湿黒ボク土 768 水田 土佐山田町、南国市、野市町、香北町 

(8)黒泥土 552 水田 南国市、高知市、春野町 

(9)赤色土 176 畑 室戸市、芸西村、安芸市 

(10)黒ボクグライ土 108 水田 高知市 

(11)黒ボク土 60 畑 野市町、土佐山田町、南国市 

(12)暗赤色土 54 畑 南国市、日高村 

高知県の特性２：土壌の種類の異なる地域がモザイク上に点在 



 日照の影響（遮光条件の検討） 

 日照の影響（遮光条件の検討） 

方法： 

種苗： 

平成18年度に奈良県から導入し、当園で増殖したホソバオケラ（サドオケラ系
統）の2年生植物の根茎を50－60ｇになるように分割し、実験に用いた。 

植えつけ前の根茎から無作為に9個体を抽出し、精油含量を測定し、生薬原料
としての品質を確認しておいた。 

用土： 

市販の赤玉を用い、バイムキング（（有）高橋建材興行）  2.5トン/10ａを
添加したものを使用した。 

排水性と遮光率の影響を見るための試験区： 

試験区として120㎝×120㎝の枠を作成し、遮光率75％；遮光率35％；遮光率
0％の条件を設定し、ホソバオケラの種根茎を9個体ずつ植えつけた。各試験区
は3セットずつ設置した。この時、個体ラベルを行い、植えつけ前の重量並び
に写真をセットで記録した。 

遮光率75％；遮光率35％；遮光率0％の区画に土壌水分計を設置し、 

一時間ごとの土壌水分の推移を記録した。 

 



遮光率（%）a) 出芽日a) 出芽率（%） 

0 3月11日± 4日 (n=54) 100 

30 3月12日± 4日 (n=49) 91 

75 3月12日± 6日 (n=51) 94 

a) 平均値±標準偏差 

 １．出芽に及ぼす影響 

 遮光条件による出芽日並びに出芽率に及ぼす影響を検討したが、 
 遮光条件による出芽日並びに出芽率への顕著な影響は見られなかった。 

○、遮光率0％ (n=46～54)； 

△、遮光率30% (n=39～53)； 

□、遮光率75% (n=35～52) 

 ２．草丈に及ぼす影響 

遮光条件による草丈の伸長に及ぼす影響を検討したが、 
いずれの条件においても6月にプラトーに達し顕著な差は得られなかった。 
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n=43-46 試験区 

 ３．茎の数に及ぼす影響 

遮光条件による茎の数に及ぼす影響の検討を行い、遮光率が高くなるにつれ      
茎の数が減る傾向が見られたが有意な差は得られなかった。 
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＊＊：P＜0.01 by multiple test 

 4．根茎の増殖率に及ぼす影響 

 遮光条件による根茎の増殖率に及ぼす影響の検討を行い、 
 遮光率が高くなるにつれ根茎の増殖率が有意に低くなった。 
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 ５．精油含量に及ぼす影響 

 遮光条件による精油含量に及ぼす影響を検討したが、遮光条件による 
 精油含量に顕著な差は得られなかった。 

日照の影響（遮光条件の検討）－まとめー 

１．出芽時期や生育状況に有意な差はなかった。 

２．精油含量にも有意な差はなかった。 

３．根茎の増殖率は遮光0％つまり遮光のない状態で 

  有意に高かった。 

 
ホソバオケラの生育に半日陰は必要ない。 

日当たりが良いところを好む。 
 



 土壌の種類の検討 

５種を選定し試験栽培を行った。 

 土壌の種類の検討ー試験土壌の選定ー 

土壌の種類 面積（ha） 土壌の種類 面積（ha） 

灰色低地土 17,719 多湿黒ボク土 768 

褐色森林土 10,438 黒泥土 552 

黄色土 6,380 赤色土 176 

グライ土 6,247 黒ボクグライ土 108 

褐色低地土 1,496 黒ボク土 60 

砂丘未熟土 1,062 暗赤色土 54 



用土：１．市販の赤玉（前回試験に用いた土壌） 

   ２．灰色低地土（田土）（大野見） 

   ３．黒ボク土（南国後免） 

   ４．砂丘未熟土（南国十市） 

   ５．森林褐色土（大豊町） 

   ６．赤土（五台山展示館裏） 

 土壌の種類の検討ー試験土壌の選定ー 

 土壌の種類の検討 

種苗： 

平成18年度に奈良県から導入し、当園で増殖したホソバオケラ（サドオケラ系
統）の2年生植物の根茎を50－60ｇになるように分割し、使用した。 

用土： 

黒ボク土壌は南国市後免、褐色森林土壌は長岡郡大豊町、田土は高岡郡中土佐
町、砂丘未熟土壌は南国市十市、赤土土壌は高知市五台山の土壌をそれぞれ用
いた。赤玉土（（株）大張）をコントロールとして用いた。 

それぞれの土壌に2.5トン/10ａのバイムキング（（有）高橋建材興行）を添加
したものを使用した。 

6種の土壌を用いた試験区： 

黒ボク土壌、褐色森林土壌、田土、砂質土壌、赤土土壌は縦120㎝×横120㎝×
高さ30ｃｍの枠に投入して試験区を設置した。各土壌の試験区は3セットずつ
設置した。 

各試験区に種根茎を9個体ずつ植えつけた。各個体は、個体ラベルを行い、植
えつけ前の重量並びに写真をセットで記録した。 

各試験区には土壌水分計を設置し、土壌水分の推移を記録した。 



 １．根茎の出芽時期と出芽率 

出芽時期及び出芽率に土壌による大きな影響は認められなかった。 

一年目 二年目 

土壌の種類 出芽日a) 出芽率（%） 出芽日a) 出芽率（%） 

灰色低地土 3月21日±2.7日 (n=27) 100 3月16日±4.3日 (n=15) 100 

褐色森林土 3月21日±2.3日 (n=27) 100 3月15日±2.9日 (n=15) 100 

砂丘未熟土 3月19日±2.8日 (n=27) 100 3月13日±3.6日 (n=15) 100 

黒ボク土 3月23日±2.1日 (n=27) 100 3月16日±3.8日 (n=13) 86 

赤色土 3月22日±2.5日 (n=27) 100 3月14日±2.4日 (n=15) 100 

赤玉 3月22日±2.6日 (n=27) 100 3月19日±3.9日 (n=15) 100 

a)平均値＋標準偏差 

 ２．草丈の推移 

一年生株では土壌間で草丈の差が観察されたが、二年生株では違いが観察さ
れなかった。草丈の伸長はいずれの土壌でも6月以降は停止した。 
 



 ３．二年生株の茎の数（出芽数） 

（データは平均値＋標準誤差で示した。） 

赤色土と砂丘未熟土において出芽数が多い傾向が見られた。 

＊＊：P＜0.01bymultiple test  
 

４. 根茎の増殖率 

他の土壌と比較して赤色土で高くなり、灰色低地土で低くなる傾向が
認められた。 

＊＊：P＜0.01、 ＊：P＜0.05  by multiple tests 
（データは平均値＋標準誤差で示した。） 



 ５. 栽培過程における欠株数並びに生育不良の株数 

灰色低地土における欠株数並びに生育不良数が多かった。 

  二年生株(n=15) 

試験区  欠株 
生育不良 

（増殖率＜100％） 
計 

灰色低地土 6 4 10 

褐色森林土 3 0 3 

砂丘未熟土 0 0 0 

黒ボク土 2 0 2 

赤色土 0 0 0 

赤玉 0 2 2 

 ６. 精油含量と精油組成に及ぼす影響 

灰色低地土における根茎の精油含量は砂丘未熟土と比較して有意に高かっ
た。 
いずれの土壌の根茎の精油含量も日本薬局方の基準に適していた。 

＊＊：P＜0.01 by multiple test 



 土壌の種類の検討－まとめー 

１．各種土壌においてホソバオケラの試験栽培を行ったところ、
根茎の増殖率において赤色土が良く、灰色低地土（田土）が悪い
傾向が見られた。 

 

２．欠株数並びに生育不良数を見ても灰色低地土（田土）がホソ
バオケラの栽培に適していないことが示唆される。 

 

３．全耕地面積に対し赤色土は約0.4％しかなく、高知県内にお
いてホソバオケラの栽培に適した地域は限定されることが明らか
となった。 

マルチングと畝高による生育への影響 



 
 マルチングと畝高による生育への影響 

種苗： 
平成18年度に奈良県から導入し、当園で増殖したホソバオケラ（サドオケ
ラ系統）の2年生植物の根茎を50－60ｇになるように分割し、使用した。 
 
試験栽培 
高知県立牧野植物園の敷地内に高さ15ｃｍ、25ｃｍ、35ｃｍの畝を各6区
画設置した。そのうち各3区画はマルチングなし（マルチなし）、残りの
各3区画はマルチング有（マルチ有）の条件を設定した。2016年1月にホソ
バオケラの種根茎を各試験区に6個体ずつ植え付けた。この時、個体ラベ
ルを行い、植え付け前の重量を記録した。出芽数、草丈、茎数を経時的に
観察するとともに、2016年10月（1年生株）、2017年10月（2年生株）に根
茎を掘りあげ、重量、精油含量を測定した。 
 
根茎の精油含量測定 
精油含量測定に用いた試薬は和光純薬工業（大阪市）から購入した。精油
含量の測定は第17改正日本薬局方の規定に基づいて行った。 
 

マルチ有 

マルチ無 

百葉箱 

植え付け図 植え付け条件： 
マルチ有 VS マルチ無 
畝の高さ（15cm 、25cm 、35cm） 
 
各畝にホソバオケラを6株ずつ植え付け 
１株当たり50-60ｇ 
 
測定項目： 
 
2週間ごと： 
出芽時期、草丈（ｃｍ）、茎の数 
 
10月： 
1年目は各畝2株（n=6) 
2年目は各畝4株 (n=12) 
増殖率並びに精油測定 
 

15 25  35  15 25  35  15 25  35 

15  25  35 15  25 35  15  25  35 

 マルチングと畝高による生育への影響：赤色土（五台山） 
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マルチなし区、マルチ有区のいずれの試験区でも3月頃から出芽が認められた。 

マルチ有区において出芽時期が早い傾向が得られた。 

試験区 畝高（cm） 1年目 2年目 

マルチなし区 

15 3月13日±1.1日（n=18)   3月12日±2.2日（n=11) 

25 3月12日±0.7日（n=18)   3月9日±1.1日（n=12） 

35 3月14日±0.4日（n=17)   3月7日±1.4日（n=12) 

マルチ有区 

15 3月9日±0.7日（n=18)   3月7日±1.5日（n=12) 

25 3月7日±1.2日（n=18)   3月5日±0.9日（n=12） 

35 3月9日±0.8日（n=18)   3月4日±1.6日（n=12) 

 １．根茎の出芽時期と出芽率 

 ２．生育条件と草丈の推移 

マルチなし区、マルチ有区のいずれの試験区でも6月中旬ごろから草丈の 
伸長がプラトーに達した。 



 ３．生育条件と草丈への影響 

草丈に対するマルチング処理の影響を検証したところ、マルチ有区で有意に 
高かった（左グラフ）。 
マルチ有区では畝高の違いによる草丈への影響はあまり見られなかった。 
マルチ無区では畝高25cmの草丈が畝高15cmの草丈と比較して有意に 
低かった（右グラフ）。 
 

 ４．生育条件と茎の数への影響 

茎の数に対するマルチング処理の影響を検証したところ、マルチングによる
大きな影響は見られなかった。 



根茎の増殖率に対するマルチング処理並びに畝高の影響を検証したところ 

マルチ有区において畝高15cmのとき、畝高35cmよりも根茎の増殖率が有意に 

高かった。 

 ５．２年生株の根茎の増殖率 

 ６. 栽培過程における欠株数並びに生育不良の株数 

  二年生株(n=12) 

試験区 畝高(cm)  欠株 
生育不良 

（増殖率＜100％） 
計 

マルチ有 

15 0 0 0 

25 0 0 0 

35  0 0 0 

マルチ無 

15 0 1 1 

25 0 1 1 

35 0 1 1 

マルチ有の畝では生育不良の株は得られなかった。 



 ６．生育条件と精油含量 

畝高（cm） 
1年目

（mL/50g) 
2年目

（mL/50g) 

マルチなし区 

15 0.92±0.21 1.22±0.10 

25 1.18±0.11 1.05±0.05 

35 1.11±0.15 0.93±0.05 

マルチ有区 

15 0.91±0.09 1.10±0.04 

25 1.02±0.10 1.07±0.05 

35 0.98±0.10 1.03±0.06 

* P < 0.05 by multiple tests 

* 

ホソバオケラの2年生株の精油含量に対するマルチング処理並びに畝高の影響
を検証したところ、マルチなし区において畝高15cmのとき、畝高35cmよりも 
精油含量が有意に高かった。 

 
 灰色低地土を用いた畝高による生育への影響 

種苗： 
平成18年度に奈良県から導入し、当園で増殖したホソバオケラ（サドオケラ
系統）の2年生植物の根茎を50－60ｇになるように分割し、使用した。 
用土： 
枠栽培に用いた灰色低地土（田土）は高知県高岡郡中土佐町から入手した。
基肥として2.5トン/10ａの堆肥（おおのみ有機、高知県高岡郡）を使用し
た。追肥は行わなかった。  
試験栽培： 
高知県立牧野植物園の敷地内で縦120cm×横120cm×高さ30cmの3個の枠を作成
し、田土を投入した試験区を設置した。各試験区には9個体ずつ種根茎を植え
付けた。各個体は個体ラベルを行い、植え付け前の重量を記録し、出芽数、
草丈、茎数を経時的に観察した。2017年10月に掘りあげ、重量、精油含量を
測定した。 
根茎の精油含量測定： 
精油含量測定に用いた試薬は和光純薬工業（大阪市）から購入した。精油含
量の測定は第17改正日本薬局方の規定に基づいて行った。 



植え付け条件： 
120㎝×120㎝ 枠組み 
土の高さ（15cm、25cm、35cm） 
 
各枠に９株植え付け 
１株当たり根茎50-60ｇ 
 
測定項目： 
 
2週間ごと： 
出芽時期、草丈、茎の数 
 
2年目の10月： 
各畝9株 (n=9) 
増殖率並びに精油測定 
 

植付け日:2016年1月19日

Ｎ‐２７ Ｎ‐２４ Ｎ‐２１ Ｎ‐１８ Ｎ‐１５ Ｎ‐１２ Ｎ‐９ Ｎ‐６ Ｎ‐３

67 58 55 68 61 58 60 66 61

Ｎ‐２６ Ｎ‐２３ Ｎ‐２０ Ｎ‐１７ Ｎ‐１４ Ｎ‐１１ Ｎ‐８ Ｎ‐５ Ｎ‐２

56 60 59 63 54 61 54 64 60

Ｎ‐２５ Ｎ‐２２ Ｎ‐１９ Ｎ‐１６ Ｎ‐１３ Ｎ‐１０ Ｎ‐７ Ｎ‐４ Ｎ‐１

62 64 48 61 53 59 59 47 64

土の高さ 35ｃｍ ２５ｃｍ １５ｃｍ

個体番号

種イモ重さ(g)

灰色低地土を用いた畝高による生育への影響 

畝高（cm） 1年目 2年目 

枠栽培 
（灰色低地土） 

15 3月10日±0.7日（n=9) 3月20日±1.4日（n=9) 

25 3月9日±1.4日（n=9) 3月21日±2.0日（n=9) 

35 3月10日±0.8日（n=9) 3月16日±1.5日（n=9) 

 １．根茎の出芽時期と出芽率 

 畝高１５ｃｍ、２５ｃｍ、３５ｃｍのいずれの試験区でも３月頃から 

 出芽が認められ、畝高による出芽時期の違いはなかった。 



 ２．草丈への影響 

草丈はいずれの試験区でも6月にはいるとプラトーに達した。 
畝高３５ｃｍの試験区で草丈が高い傾向が得られたが、有意な差は 
得られなかった。 
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 ３．茎の数への影響 

畝高の違いによる茎の数への影響を検証したところ、いずれの試験区に 
おいても大きな影響は見られなかった。 



 ４．２年生株の根茎の増殖率 

* P < 0.05 by Turkey-Kramer methods 
* * P < 0.01 by multiple methods  

枠栽培においては35cm>25cm>15cmと畝高が高いほど根茎の増殖率が有意に 
高くなる結果が得られた。 

 ５. 栽培過程における欠株数並びに生育不良の株数 

  二年生株(n=9) 

畝高（ｃｍ）  欠株 
生育不良 

（増殖率＜100％） 

生育不良 

（増殖率＜120％） 
計 

15 0 0 1（腐り） 1 

25 1 0 0 1 

35 0 1 2 3 

 各畝高で欠株、生育不良の株が見られた。 
 腐りが見られたのは畝高１５cmのみであった。 



畝高（cm） 1年目（mL/50g) 2年目（mL/50g) 

枠栽培 
（灰色低地土） 

15 n.d. 1.31±0.03 

25 n.d. 1.32±0.07 

35 n.d. 1.12±0.05 

 ６．生育条件と精油含量 

畝高３５ｃｍで精油含量が低い傾向が見られたが、有意な差は得られなかっ
た。 

マルチングと畝高による影響ーまとめー 

１．マルチング処理や畝高の違いは出芽時期には大きな影響を及ぼさなかっ
た。 

 

２．草丈の成長においてマルチング処理によって草丈が有意に高くなった。 

ただし、茎の数には大きな影響は見られなかった。 

 

３．園内圃場においてはマルチ有区、マルチなし区ともに畝高15cmの条件で根
茎の増殖率が高い傾向が得られた。一方で枠栽培（田土）では畝高が高い
方が有意に根茎の増殖率が高かった。 

 

４．マルチング処理は除草作業の省力化を期待して使用されるが、適した畝の
高さで栽培することで根茎の増殖を効率的に促すことにつながることが期
待される。 

 



 土壌消毒による連作障害への影響 

土壌消毒による連作障害への影響 

種苗： 
平成18年度に奈良県から導入し、当園で増殖したホソバオケラ（サドオケラ
系統）の2年生植物の根茎を50－60ｇになるように分割し、使用した。 
用土： 
基肥として2.5トン/10ａの堆肥（おおのみ有機、高知県高岡郡）を使用し
た。追肥は行わなかった。  
試験栽培： 
高知県立牧野植物園の敷地内に置いてホソバオケラの種苗の増殖に用いた区
画に土壌消毒区と未処理区の畝を設置し、未使用の区画に新規区を設置し
た。土壌消毒区に市販のクロルピクリン酸を使用した。 
各試験区には２５個体ずつ種根茎を植え付けた。各個体は個体ラベルを行
い、植え付け前の重量を記録し、出芽数、草丈、茎数を経時的に観察した。 
秋に掘りあげ、重量、精油含量を測定した。 
根茎の精油含量測定： 
精油含量測定に用いた試薬は和光純薬工業（大阪市）から購入した。精油含
量の測定は第17改正日本薬局方の規定に基づいて行った。 



サンプル数：土壌消毒区（n=23）; 連作区（n=22）; 新規区
（n=17）. ＊＊: p<0.01 by multiple t-test. 

いずれの試験区でも草丈や茎の数は6月中旬過ぎからプラトーに達した。 

 １．草丈への影響 

＊＊ 

サンプル数：土壌消毒区（n=23）; 連作区（n=22）; 新規区（n=17）.  
＊＊: p<0.01 by multiple t-test. 

茎の数の比較を行ったところ、土壌消毒区と連作区では茎の数に有意な差が
見られた。 

 ２．茎の数への影響 



** 

** 

サンプル数：土壌消毒区（n=23）; 連作区（n=22）; 新規区（n=17）. 
＊＊: p<0.01 by multiple t-test. 

ホソバオケラの根茎重量の増殖率は連作区と比較して土壌消毒区、新規区に 
おいて有意に高かった。 
各試験区において根茎の増殖率が５０％以下の個体は欠株とみなした。 
各試験区において欠株数は2－8個の範囲で試験条件における有意な差は 
認められなかった。 

 ３．２年生株の根茎の増殖率 

連作障害における土壌消毒による影響ーまとめー 

１．草丈の成長において新規区、連作区、土壌消毒区における影響の差は得ら
れなかった。 

 ただし、土壌消毒区において連作区と比較して茎の数が多い傾向が得られ
た。 

 

２．連作区において新規区、土壌消毒区と比較して有意に根茎の増殖率が低
かった。 

 

３．クロルピクリン酸による土壌消毒を行うことで、ホソバオケラの茎の数、
並びに根茎の増殖が高くなる傾向が見られたことより、ホソバオケラの栽
培には有効な手段と思われる。 



 委託試験栽培 

ホソバオケラ委託先： 

南国市前浜： 
標高 6ｍ 

高岡郡佐川町： 
標高 85ｍ 

高岡郡檮原町： 
標高 413ｍ 

土佐清水市： 
標高12ｍ 

委託試験栽培先 

安芸郡北川村： 
標高 122ｍ 



土佐清水市(2017年6月）：圃場1 
 



土佐清水市(2017年6月）：圃場２ 
 

南国市(2017年6月）；圃場3 



安芸郡北川村(2017年6月）；圃場4 

まとめ 

薬用植物は適地を明確にすることが重要である。 

ご清聴ありがとうございました。 

日本は高知を始めとして地形や環境が多様性に富ん
でいる。 

→地域にあった薬用植物種を選定し、 

少しずつ、でも多くの薬用植物の栽培をすることが重要。 




