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北海道農業研究センター（北海道農業試験場）
における薬用作物研究の歴史
カンゾウ

戦前から昭和40年代まで
品種の育成、栽培試験
平成16年ごろから
機械化を中心とした省力栽培
スペインカンゾウの系統選抜
平成27-令和元年度
農水省委託プロジェクト開始
多収阻害要因の診断方法及び対策技術の開発（多収阻害プロ）
薬用作物（カンゾウ）の機械除草技術
平成28年度-令和2年度
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（薬用作物プロ）
カンゾウの収穫、適地マップ等
詳細は後述
謝辞 本研究の一部は農水省委託プロジェクト（薬用作物プロ）により実施しました。
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カンゾウ

昭和28年 本場（琴似）
⻑野縣で栽培されていたソ聯北東部及
中国を原産とするウラルカンゾウを導⼊

昭和29年から 本場（琴似）
北⼤薬学部との共同研究開始
海外種の導⼊と栽培適否試験

昭和32から34年 本場（琴似）その他
種⼦の発芽温度に関する試験
種⼦の発芽促処措
不良環境地帯での栽培を⽬的とした適応性調査

効⽤・⽤途 息苦しさの防⽌、解毒、のどの痛み⽌め、去淡
（きょたん）、消炎、神経痛の鎮痛（ちんつう）鎮静
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カンゾウ

昭和33年以降 本場（琴似）
根腐菌に関する研究

昭和34年 本場（琴似）
根中エキス並びにグリチルリチンサンの分布に関する研究
三要素吸収量に関する研究

昭和35年 本場（琴似）
良質なカンゾウの選定（Glycyrrhiza glabra Linne）

昭和38〜43年 本場（琴似）及び勇払（苫⼩牧）
粗粒⽕⼭礫地帯での適応性に関する試験
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ミブヨモギ
効⽤・⽤途 回⾍駆除薬サントニンを含有
昭和12年より 本場（琴似）にて
栽培適否試験開始

昭和19年
⼭科2号を優良品種に

昭和22年
北系A-14号（銀葉）を優良品種に

昭和26年
F18号（⽯狩）を優良品種に

昭和24年以降
栽培試験を中⽌（⽇本新薬（株）での試験研究
は以後も継続）
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センキュウ

効⽤・⽤途 補⾎、強壮、鎮静、鎮痛、駆瘀⾎（おけつ）薬
明治33年以降
⽯狩、後志、胆振、上川及び網⾛で栽培

昭和元〜10年 渡島⽀場及び本場（琴似）
栽培時期並びに種根の⼤⼩に関する試験

昭和10年
葉枯病防除試験

平成20-21年
機械化栽培に関する調査
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キッソウ（エゾカノコソウ）

効⽤・⽤途 鎮静

北海道に導⼊された年次は不明

昭和元〜12年
栽培適否並びに摘⼼に関する試験
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１）⽶価等の下落が続く中、⽶、⻨、バレイショ、テンサイ、
⼤⾖、各種野菜、飼料作物、油糧作物、に続く新たな作
物として
薬⽤作物を導⼊した新しい輪作体系や営農モデル

２）⼀般作物の栽培困難地や耕作放棄地利⽤
耕地の持続的な活⽤

３）新産業の創出
農業⽣産体系薬⽤作物を活⽤した新産業の創出

薬用作物への（農業からの）期待

地域の持続的発展への貢献
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利用側からの北海道への期待と課題

１．ダイオウなど寒地原産の薬⽤作物の国内⽣産
北農研での研究対応→ウラルカンゾウ適地マップ（北農研井上ら）

２．低コスト⼤規模⽣産、ロッドの確保
北農研での研究対応→除草・収穫の機械化

北海道では省⼒的な栽培技術・作業技術が定着のカギ

しかし、少量多品⽬栽培が中⼼の薬⽤作物では、販売マーケットが⼩さ
いため、メーカーが専⽤機の開発・販売に消極的。
→畑作⽤作業機等の汎⽤利⽤、例えば、
塊茎・苗の移植 → ポテトプランタ、野菜・テンサイ移植機

収穫 → テンサイ収穫機
その他、畑⽤機械除草機等

10乾燥 湿潤

⽣育場所の気候条件： ハイサーグラフ

寒

暑

内モンゴルの気候（乾燥・低温）には、北海道が比較的近い

気象庁平年値、世界の天候データより作図
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北海道におけるカンゾウ栽培適地マップ作成の試み（北農研井上
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栽培試験 および 解析方法

・北海道内８地点で甘草栽培試験を行った。2013年6月にウラルカ
ンゾウ（北農試系）ストロンを移植、2013年、2014年、2015年の10
月に収穫し、生育データを得た。

・同地点または近隣の気象観測地点の同一期間の気象観測デー
タを解析に使用した。

・日平均気温に対して、ある閾値以上の温度を積算し、有効積算
気温として生育量を表現する手法がある。
各年4月1日から10月31日までを生育期間とし、各栽培試験地の

移植翌日から収穫前日までの有効積算気温を計算した。
（もっとも結果が良かった閾値0℃を採用）

・各栽培地点の土壌断面から、土壌物理性データを得た。
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根乾物重と収穫時までの積算気温との関係
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グループごとに⽣育が異なり、⽔はけが良いほど成⻑する

回帰式：グループごとの根乾物重推定式
y = ax + b

ただしｙは根乾物重（g/株）、
Xは積算気温（℃⽇）
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⼟穣分類図
国⼟交通省国⼟政策局調査・編集の「20 万分の1 ⼟地保全図
シームレスデータ」の⼀部 を使⽤し、作成した。

積算気温（℃⽇）
農研機構メッシュ農業気象データ
平年値2010の4⽉1⽇〜10⽉31⽇

推定根乾物重（g/株）（統合マップを開発中）
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機械の汎用利用を中心とした薬用植物栽培機械化

【原料植物】
マメ科の多年⽣草本
⽣薬原料部位→根
⻑さ30〜100cm
根頭径0.7〜2.0ｃｍ
【⽤途】
強壮、利尿、⾎圧降下、⽌汗
【配合漢⽅処⽅名】
⻩耆建中湯、全⼗⼤補湯、七物降

下湯、当帰飲⼦など

⽣薬オウギの機械収穫（根本ら、２００８）
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慣行の収穫作業体系図
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作業人数 ２人

作業機械 収穫機

機械収穫体系（堀取り作業）

収穫機運転

回収

作業者1

作業者2
堀取り・拾上げ（補助）

詰まり除去

図 ゴボウ収穫機を利⽤した収穫
（ベルトで挟み引き抜きまで⾏う）
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引抜き根 残根 ｔ検定結果
主根⻑cm 46±9.7 33±4.9 1%⽔準で有意差あり

根 頭 径
mm

13.1±4.8 9.1±3.6 5%⽔準で有意差あり

表 引き抜き精度とキバナオウギの形状の関係
（平均値±標準偏差）

89%の堀取りが可能

図 収穫したオウギの形状

試験結果
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旋回時間
6%

調整時間
29%

実作業時間
65%

図 キバナオウギ収穫作業時間

実作業：堀取り時間
旋 回：収穫機の旋回時間
調 製：ベルト調整、詰まり除去
（作業⾯積0.13haで全作業時間2.5h）
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作業能率と精度の比較

堀取作業の機械化 → 慣⾏の４．１倍へ向上

作 業 体 系
（ 調 査 年 ） 単位 慣⾏

（2006）
機械

（2007）
作 業 ⼈ 数 ⼈ 6 2

投 下 労 働 量 ⼈・時/10a 15.6 3.8

ほ場作業効率 ％ 71.4 64.8

作 業 速 度 ｍ/分 9.6 23.3

注）供試面積：慣行4a、機械13a

表 作業能率の⽐較
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堀取り根 残根 堀取り精度 T検定
数量（本） 91 11 89% ─

主根⻑
（cm）

46±10 33±5 **

根頭径
（mm）

13.1±4.8 9.1±3.6 *

堀取り作業の精度

表 収穫機の掘取り精度とオウギ形状の比較
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ばらつきの大きい薬用作物への対応
附⼦（トリカブト）の⼦芋（塊茎）分離の機械化例

• ⼩芋分離での問題：
• 品種、栽培⽅法、降⾬の多少などの気象条件により、形状やひげ根の
多少などの変動が⼤きい。

• ⺟根と⼦芋の接合⼒は品種や栽培⽅法のほか、掘り上げから経過⽇
数なども影響する。

図 上部をタッピングした状態 図 分離しにくい⼩芋の例
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テンサイで使われているペーパー（チェーン）
ポットのトウキでの利⽤。

ペーパーポット
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附子（トリカブト）の小芋分離装置

投⼊側 排出側

小芋排出方向

こぎ歯

チェーンコンベアに
より附子の茎を挟持
してこぎ胴内へ

柔らかい⻭から硬い⻭を
順に配置

図 試作機の内部構造

図 試作機の外観

図 分離の原理
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理想とする薬用作物用作業機は広スペクルの薬と同じ？

対象とする原料の形状・性質的なばらつきが大きいので

まともに対応しようとすると、機械の複雑化、高馬力化を招
く。

高コスト、メインテナンス性悪化

原料へのダメージ増大

まとめ

薬用作物機械化の技術的問題：
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いかに機械側で対応するか？

１）構造の複雑化を招かない範囲で機構、材質、形
状などを工夫。

２）原料のばらつきが産地、品種などで一定の傾向
にあれば部分的にアタッチメントにする。

栽培技術・育種と両輪で進める必要

栽培適地で既存機械の汎⽤利⽤

機械導⼊コストの低減（稼働率の向上）

薬⽤植物を組み込んだ新たな農業の展開に期待

おわりに

ご清聴ありがとうございました


