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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1年目 播種 発芽 育苗 翌年の定植まで

２年目 準備 定植 除草 追肥 追肥 収穫 調製
加工

3年目 開花 採種
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図　トウキの種苗 図　ホッカイトウキの種苗 
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1年目 定植 発根

２年目 萌芽 追肥 除草 収穫 調製
加工
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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。 



　　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。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1年目 畑作り 定植 発根

２～３年目 萌芽 追肥 摘花 追肥 地上部
刈出し

３～５年目 萌芽 追肥 摘花 追肥 調製
加工収穫除草・中耕

除草・中耕

　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。 
 

	

		



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  

シャクヤクの機械収穫について  

   70馬力トラクターにデガーを装着 

         堀上げられた根を回収． 

. 

  コンベア部で土が篩い落とされ、
根が後方に移動する。 



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。 

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＝ハハトトムムギギ，種皮を除いた種子（子実） ＝ヨヨククイイニニンン�
伝来：日本へは江戸時代（亨保年間）に中国から伝来。�

　　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）。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1年目 播種 発芽 追肥 収穫除草・中耕



【病虫害情報】ハトムギ・葉枯病 
宿主：ハトムギ 
       Coix lacryma-jobi Linne var. mayuen Stapf (Gramineae) 
 
病名：ハトムギ葉枯病 
 
病原：Bipolaris coicis (Nishikado) Shoemaker 
         他，数種の糸状菌が関与 
 
病徴：葉，葉しょう，枝梗および種子に発生する．
葉では黄褐～褐色の小さな楕円形の病斑が生じ，次
第に大きくなり数個の病斑が合わさって，葉全面に
及ぶ．枯死することもある．枝梗，種子では，感染
時期が早い場合，不稔になる． 
 
対処法：発生初期にロブラール水和剤を散布する．
播種前に種子を消毒する． 

ハトムギ葉枯病の初期病徴（2013.10. 北海道） 

ハトムギ葉枯病発生圃場（2013.10.北海道） 
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生薬「大黄」について 
◆ 便秘、高血圧症、解熱a 

鎮痛、消炎、皮膚疾患
を目的とした漢方処方
に配合される。 

◆ よく肥大し濃黄色又は
紫地錦文のよくしまっ
た割に比較的質が軽い
ものが良品。 

◆ 主な産地は、中国（青
海省、甘粛省、四川
省）、日本（北海道）。 

生薬　　「大黄」（四川省産） 

ダイオウの栽培 
◆ タデ科の多年生草本植物

で中国原産の高山植物あ
る。 

◆ 日本では北海道等寒冷地
で栽培可能で、陽当たり
がよく、排水性が良好な
土壌が適地。 

◆ 高温多湿、土壌の過湿、
特に停滞水を嫌う。 

ダイオウ 開花期（7月中旬） 



　　ポイント 
◆  播種・育苗：4月上～中旬、ビニルポット（φ6cm）に播種。育苗期間は約1ヶ月 
◆  栽植密度：畝幅100cm、株間50cm程度。 
◆  施肥量（10a当たりの施肥量）： 
　　基肥；堆肥 2,000 kg，苦土石灰 100 kg 
               １年目　　　窒素、燐酸および加里 各10kg　（IB化成等緩効性肥料がよい） 
　　追肥　２年目以降　窒素、燐酸および加里 各10～15kg 
◆  管理 ：摘蕾（花茎）、6～7月に花茎を株元から切除する。 
◆  収穫：4年目の秋、5年目の萌芽期および秋が収穫期。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1年目 地上部
刈出し

２～３年目 萌芽 追肥 摘花 追肥 地上部
刈出し

３～５年目 萌芽 追肥 摘花 追肥 調製
加工収穫除草・中耕

除草・中耕

播種・育苗 → 定植 除草＿中耕

　大黄の加工は、収穫した根茎や根の外皮を剥き取り、大き
なものは、片状あるいは輪切り、屋内で時間をかけてゆっっ
くり陰干しする。 
　温風乾燥する婆愛は、乾燥温度に注意し低い温度乾燥する。 
 

	

		



播種と育苗 

ダイオウの種子 ダイオウの育苗 

播種・育苗のポイント 
l  播種は4月上～中旬頃に行い、φ3cmのビニルポットあるいはペーパーポットに播種。 
l  育苗は陽光がよく当たるハウス内で行い、育苗期間中は適宜液肥を与える。 
l  60～90日程度育苗し、500円玉大の葉が２～３枚になったら定植。 
l  定植は、5月下旬～6月中旬がよく、早めに定植する。 

栽培管理（摘蕾） 
◆ 定植２～３年目の7月頃か

ら抽苔が認められる。 
◆ ダイオウの栽培では、根

茎の肥大を促す目的で、
摘蕾を行う必要がある。 

◆ 摘蕾は、開花前、花茎が
30～40cm程度伸長した
頃、花茎を株元から丁寧
に切除する。 

ダイオウ 開花期（7月中旬） 



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。 

l  	

v  	

v  	
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　　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。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1年目 地上部
刈出し

２～３年目 萌芽 追肥 地上部
刈出し

３～５年目 萌芽 追肥 除草 調製
加工

播種・定植 除草・中耕

除草・中耕

除草・中耕 ～ 収穫



　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。 
 

	

		



ウラルカンゾウ品種‘Glu-0010 ’を 
原料とした甘草試作品の一例 

図　甘草試作品（４年生株を使用） 

参　　考 
u 薬用植物総合情報データベース 

 http://mpdb.nibio.go.jp 
u 日本薬局方（厚生労働省） 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/yakkyoku/ 
u 薬用植物　栽培と品質評価　Part 1 ～12 （薬事日報社） 
u 農薬インデックス　（農薬の検索） 

 http://www.agro.jp 
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