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薬⽤作物産地化の必要性と
各薬⽤植物の栽培⽅法について

本日の講演内容

１．まずは言葉の定義から…

２．薬用植物をめぐる世界・日本の現状

３．九州での薬用作物栽培と気候・土壌条件

４．薬用作物栽培各論



食薬区分

食品の定義

［医薬品医療機器等法で承認された医薬品、
医薬部外品以外の飲食物］

ヒトの口から摂取するものは「食品」「医薬品」
「医薬部外品」のうちのどれかに分類される。

つまり…

医薬部外品の例：ハミガキ粉、入浴剤、ドリンク剤 など

食薬区分

医薬品は、必ず副作用を伴うため、現代の日本では医師
や薬剤師、登録販売者の管理下で使用することが義務付けら
れている。

「医薬部外品」と「食品」は、副作用が無い（とされている）
ため、誰でも自由に販売、購入することが出来る。

当然、使い方を間違えれば、医薬部外品でも健康被害
は起こりうる。



医薬品としての薬用植物

薬用植物を医薬品として使用するときは、［生薬（しょうやく）］
として取り扱う

日本薬局方（日本で使用される医薬品の規格を定めている）では

生薬
の定義として

動植物の薬用とする部分

［生薬］は必ずしも
薬用植物を利用した
医薬品とは限らない！

細胞内容物

分泌物

抽出物

鉱物

生薬（しょうやく）

［動植物］の薬用とする部分、細胞内容物、分泌物、

抽出物又は［鉱物］など（日本薬局方の定義）



商品としての薬用植物

薬用植物が医薬品や食品として利用される

市場で取引されている

薬用植物
野生品の採取

栽培 日本では、［特殊農産物］として扱われる

［普通作物］米・麦・大豆など

薬用植物は、民族の文化や生産に有利な地理的環境などの差から、
世界各国で貿易が盛んな商品でもある

例）南方系：ウコン，ショウガ，チョウジなど

北方系：ダイオウ，ゲンチアナ，カノコソウなど

わが国で使用される薬用植物（生薬）322品目を対象とした調査
（2014年度）

・国内生産による供給は 10.2％（14.5％：2003年）

重量ベースで約3割にあたる分が［野生からの採集品］と推定
されている

商品としての薬用植物

・輸入分のうち中国からの供給は 87.5％（83％：2003年）

・中国産のみが使用されている生薬は 123種

（日本漢方生薬製剤協会、平成28年10月）

（2010年の薬用植物フォーラムより）



商品としての薬用植物

世界市場による薬用作物価格の高騰

世界規模で起こっ
ている健康ブーム

中国国内の
輸出量＞生産量

投機目的での
薬用作物の買占め

商品としての薬用植物

薬用植物・香料植物の輸入取引実績（出典：UN Comtrade）

年 輸入国 輸入量 (kg) 輸入金額 (U S$) 年 輸入国 輸入量 (kg) 輸入金額 (U S$)

2016 アメリカ 66,766,532 $413,611,410 2007 アメリカ 67,387,437 $247,601,384

2016 香港 30,552,555 $373,954,853 2007 香港 50,324,804 $179,050,628

2016 日本 30,017,133 $312,742,781 2007 ドイツ 47,176,771 $154,250,000

2016 ドイツ 64,950,265 $262,270,026 2007 日本 28,431,569 $117,981,544

2016 シンガポール 14,204,866 $110,937,680 2007 シンガポール 12,047,243 $83,149,282

2016 中国 44,002,177 $104,750,086 2007 フランス 18,380,625 $80,009,985

2016 韓国 27,599,500 $96,778,778 2007 イタリア 14,947,549 $66,795,899

2016 イタリア 12,675,586 $92,442,418 2007 韓国 33,294,613 $55,416,669

2016 カナダ 12,412,466 $92,041,693 2007 マレーシア 11,830,988 $53,273,222

2016 フランス 19,612,342 $90,926,171 2007 スペイン 15,711,003 $51,309,122

2016 マレーシア 12,393,509 $78,392,642 2007 カナダ 7,770,400 $50,884,616

2016 スペイン 20,479,767 $76,079,942 2007 イギリス 7,812,927 $49,138,963

2016 インド 29,463,762 $69,745,467 2007 ベルギー 7,343,517 $44,826,172

2016 イギリス 11,339,774 $56,818,599 2007 スイス 5,303,100 $35,469,750

2016 オランダ 8,920,900 $46,576,548 2007 中国 19,327,106 $34,582,744

この10年で変わった点は？？



生薬の価格高騰の原因は？

① 都市部と農村部の所得格差

商品としての薬用植物

② 中国農村部の人口減少と高齢化

③ 中国内での人件費の高騰

④ 資源の枯渇・環境保全、輸出規制

⑤ 中国の医療保障体制の整備に伴う需要拡大

⑥ 中国政府の金融政策による投機的買い占め

医師が保険で処方可能な漢方薬

医療用漢方エキス製剤

ツムラ、クラシエ、
小太郎漢方製薬などから、
計148処方

漢方薬の原料となる生薬

栃本天海堂、ウチダ和漢薬などから、
243種類



原料価格の高騰と薬価の下落

中国の経済発展と近代化

生薬の平均単価、1997年から2003年で約2倍

日本の公定薬価の下落

2006年から2010年でさらに約2倍

1983年 2014年

コウジン（1g） 58円 13.2円

オウレン（1g） 28円 8.8円

生薬の単価↑，薬価↓＝医療用生薬の品質低下、利益の減少

薬価問題

問屋からの卸価格の方が販売価格よりも高いため、売れば
売るほど損失になる

問屋からの卸価格 薬価基準

サイコ （中国産） 50円 45.3円

カンゾウ（中国産） 28円 20.9円

ニンジン（日本産） 300円 176.4円

マオウ （中国産） 17.5円 12.3円

（10 gあたりの円，2014年）



小括（商品としての薬用植物）

日本で取り扱われる薬用植物の品質が低下する危険性を内包している

中国産薬用植物の価格上昇

・世界的健康ブーム

医療保険が適応となる
漢方薬の需要増加

・医療用漢方薬のニーズ上昇

・薬価と取引価格のミスマッチ

・需要増による供給力低下

・投機目的の買い占め

・人件費高騰

・資源枯渇・環境保全・輸出規制
いい生薬（値段が高い）を導入

しようと思っても、赤字になる

慢性的に日本の生薬品質が低下していく

小括（商品としての薬用植物）

慢性的に日本の生薬品質が低下していく

この状況を打開するために…

日本国内での薬用作物栽培と
生薬の産地化が必要

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

ちなみに薬剤師法では…



九州の薬⽤作物栽培および⽣産量

⽇本特産農作物協会、特産農作物に関する⽣産情報調査結果から画像として引⽤
福岡県はニンニクやヤーコンを含むため、⽣産量が多く⾒えている

九州の薬⽤作物栽培および⽣産量
ウコン（Curcuma longa）



九州の薬⽤作物栽培および⽣産量
ガジュツ（Curcuma zedoaria）

九州の薬⽤作物栽培および⽣産量
ボタンボウフウ（Peucedanum japonicum）

⻑命草の和え物：資⽣堂のHPから画像転⽤



九州の薬⽤作物栽培および⽣産量
ミシマサイコ（Bupleurum falcatum）

⼩括

九州で栽培される薬⽤作物は元々暖地に⾃⽣している植物が多い

ウコン：インド・タイ
ガジュツ：インド
ボタンボウフウ：九州南部〜沖縄
ミシマサイコ：関東地⽅以⻄〜四国〜九州

九州における薬⽤作物栽培は
⽣薬に限って⾒ると北海道に⽐べて品⽬・
⾯積・収量のいずれも低い
栽培⾯積が⼩さい＝機械化が困難・⼈⼿がかかる
薬⽤作物栽培の歴史が浅い（普通作物で⼿⼀杯）

じ ゃ あ 、 本 当 に
暖かい気候に適し
た 薬 ⽤ 作 物 し か
出来ないのか？



九州の気候的・地質的
特徴とは何なのか？

九州・宮崎の気候的特徴とは？

ケッペンの気候区分



九州・宮崎の気候的特徴とは？

南海型気候区
温暖で6⽉と9⽉に⾬量が⾮常に
多くなる。⽇照時間は梅⾬期の
6⽉に最⼩となる

⼭地型気候区
冷涼で局地的変化が⼤きい。
気温は低く相対湿度が⾼いため、
雲や霧ができ易いが⽇射は強い

九州の気候分布

冬の
季節⾵

夏の
季節⾵



九州・宮崎の気候的特徴とは？

南海型気候区
温暖で6⽉と9⽉に⾬量が⾮常に
多くなる。⽇照時間は梅⾬期の
6⽉に最⼩となる

⼭地型気候区
冷涼で局地的変化が⼤きい。
気温は低く相対湿度が⾼いため、
雲や霧ができ易いが⽇射は強い

亜熱帯性植物

暖温帯性植物

温帯性植物

宮崎の気候分布



宮崎県の植物
温帯性植物：ブナクラス

リョウブ，クリ，コナラ，ミズナラなど

クリ ミズナラ

東北地⽅や北陸
地⽅に多い植物

宮崎県の植物
暖温帯性植物：ヤブツバキクラス

イスノキ、ウラジロガシ、アカガシなど

イスノキ ウラジロガシ



宮崎県の植物
亜熱帯性植物：⻘島（亜熱帯性植物群落）など

ビロウ，ヘゴ，アコウ，クワズイモなど

ビロウ ヘゴ

沖縄に⾃⽣する
植物

3つの気候帯の植物が
分布⽣育している

亜熱帯性植物

暖温帯性植物

温帯性植物

宮崎県には

宮崎の気候分布



九州の地質分布

筑紫⼭地

三郡⼭地

背振⼭地 ⾅杵－⼋代構造線

中⽣層
古⽣層

花崗岩

筑肥⼭地

中⽣層
古⽣層

堆積岩
九州⼭地

⽕⼭群

姶良カルデラ

シラス台地

⽕⼭灰由来の
⼟壌

⽇本の構造線



九州中北部の地質

地質年代
1万1700年

顕
⽣
代

新
⽣
代

第四紀 ⼈類の時代。⽇本列島の完成258万年
533万3000年 新第三紀 アフリカ⼤陸とユーラシア⼤陸がつながる。インド⼤陸

がユーラシア⼤陸と衝突。ヒマラヤ⼭脈の形成2303万年
3390万年

古第三紀 ヨーロッパと北アメリカは陸続き。インドは巨⼤な島。
植物は被⼦植物が栄える。気候変動による海進と海退5600万年

6600万年
1億4500万年 中

⽣
代

⽩亜紀 世界的な温暖湿潤気候。⿃類の出現
2億130万年 ジュラ紀 世界的な温暖湿潤気候。パンゲア⼤陸が分かれ始める
2億5217万年 三畳紀 パンゲア⼤陸形成。恐⻯の出現
2億9890万年 古

⽣
代

ペルム紀 世界中の⼤陸が集合し、パンゲア⼤陸を形成し始める
〜 〜

5億4100万年 カンブリア紀 動物が出現
6億3500万年

原
⽣
代
・

始
⽣
代

〜
25億年
28億年

〜
40億年



宮崎の地質分布

「みやざき地質ガイド」より引⽤

⾅杵－⼋代構造線，
⽩亜紀付加体由来の
⼟壌

阿蘇⼭，
霧島⼭
由来の
⽕⼭灰
⼟壌

酸性⼟壌，
⽔はけ◯，
肥料もち×

塩基性⼟壌，
⽔はけ×，肥料持ち◯

⽯灰岩主体

川によって⼭が削られて
できた扇状地

礫主体の⼟壌，⽔はけ◯，
果樹の栽培に適する

・九州の気候帯は温暖湿潤気候（ケッペン）
⼩括

・九州の気候帯は南海型気候区や⼭地型気候区などなど
細かく⾒ると…

温かい気候に適した植物だけでなく、
冷涼な気候に適した植物も栽培可能
（ポテンシャルが⾼い！）

・九州の地質は⾅杵⼋代構造線を中⼼に⽕⼭灰性⼟壌と
⽯灰岩⼟壌に分けられる（おおざっぱに）

・担当地域の気候と⼟壌を考え、どの薬⽤作物が適当か
考えてみて下さい。



宮崎での薬⽤作物栽培

ミシマサイコ ヤマトトウキ

国内の薬⽤作物栽培および⽣産量

⽇漢協資料

⽇本漢⽅⽣薬製剤協会作成 原料⽣薬使⽤量等調査報告書（3）から画像引⽤



宮崎での薬⽤作物栽培

ヤマトトウキ

トウキ（当帰）の規格（JP17）

本品は
トウキ Angelica acutiloba ⼜は
ホッカイトウキ A. acutiloba var. sugiyamae
（セリ科）の根を、通例、
湯通ししたものである

エキス含量：
希エタノールエキス35.0%以上

トウキ（ヤマトトウキ）

ヒュウガトウキ イヌトウキ クマノダケ

漢
方
薬
原
料
に
な
る

漢
方
薬
原
料
に
な
ら
な
い

50％エタノールで抽出したエキス

精油成分と糖分を含む



宮崎県でのトウキ⽣産

奈良県でのトウキ⽣産



奈良県でのトウキ⽣産

宮崎県でのトウキ⽣産



宮崎県でのトウキ⽣産



トウキ栽培の要点

栽培適地

・気候は冷涼な地域に適する

・⼟質は作⼟が深くてやや膨軟な埴壌⼟が
適している。

・軽い⼟壌では細根が多くなる（⽕⼭灰質）
重い⼟壌では根の⽣育が劣る（粘⼟質）

植物の特性
・繁殖は種⼦＋移植（2年栽培）

・キアゲハの幼⾍が葉を⾷い荒らす。

・2年⽬の晩秋に収穫するが、花が咲いた株は
ダメ（根がスカスカになる）。

九州では中⼭間地域の冷涼な気候が必要

直根と細根の両⽅を⽣⻑させるため、
・作⼟が深いこと
・⾼めの畝を作ること が基本

1年⽬の苗作りのときに、出来るだけ細⻑い
苗を作る（無肥料・密植）
細⻑い株を優先して移植をする

ロムダンなどの殺⾍剤の使⽤で被害激減

宮崎県でのサフラン栽培



サフランの規格（JP17）
サフラン
Saffron
CROCUS

確認試験
本品に硫酸１滴を加えるとき、暗⻘⾊を呈し、紫⾊を経て
徐々に⾚褐⾊に変わる。
純度試験
（１）アニリン⾊素 本品0.05gにクロロホルム10mLを加
えて振り混ぜるとき、液は無⾊であるか、⼜は⻩⾊を呈する
ことがあっても極めてわずかである。
（２）グリセリン、砂糖⼜ははちみつ 本品は⽢みがない。
また、本品を紙間に圧しても斑点を残さない。
（３）花柱の⻩⾊部10.0％以上を含まない

本品はサフラン Crocus sativus（Iridaceae）
の柱頭である。

サフランの規格（JP17）
サフラン
Saffron
CROCUS

確認試験
本品に硫酸１滴を加えるとき、暗⻘⾊を呈し、紫⾊を経て
徐々に⾚褐⾊に変わる。
純度試験
（１）アニリン⾊素 本品0.05gにクロロホルム10mLを加
えて振り混ぜるとき、液は無⾊であるか、⼜は⻩⾊を呈する
ことがあっても極めてわずかである。
（２）グリセリン、砂糖⼜ははちみつ 本品は⽢みがない。
また、本品を紙間に圧しても斑点を残さない。
（３）花柱の⻩⾊部10.0％以上を含まない

本品はサフラン Crocus sativus（Iridaceae）
の柱頭である。

着⾊料の有無を調べる試験

潤い感や光沢を増す添加物の有無

⻩⾊部は⾚部に⽐べて成分量が低いので、
⼊らないようにするのが重要

S. Isoda



サフランの規格（JP17）
サフラン
Saffron
CROCUS

乾燥減量
12.0%以下（6時間）。

灰分
7.5％以下

成分含量
クロシン 吸光度によって⻩⾊の⾊素量を測定する

本品はサフラン Crocus sativus（Iridaceae）
の柱頭である。

⻩⾊が濃ければ濃いほうが良い

⽣薬の性状
・本品は細いひも状で、暗⻩⾚⾊〜⾚褐⾊を呈し、⻑さ1.5 cm〜3.5cm、3分枝するか⼜は分離し、分枝する

⼀端は広がり他⽅は次第に細まる。
・本品は強い特異なにおいがあり、味は苦く、唾液を⻩⾊に染める。
・本品を⽔に浸して軟化し、鏡検〈5.01〉するとき、柱頭の先端には⻑さ約150μmの多くの突起があり、

少数の花粉粒を伴う。

S. Isoda

サフラン（植物）

⼀つの花：3本の雌しべ

⼀本の雌しべ：約2mg（乾燥）

⼀つの球茎：3〜9回花が咲く

1 g：約500本：約200花：30〜100球



サフランの定植（⽵⽥市，11⽉23⽇）

サフラン球根を溝植えする 管理機で球根に⼟寄せをしながら
次の溝を掘る

肥料名 元肥 N P2O5 K2O

 牛糞堆肥
** 1000 8.0 5.0 8.0

 鶏糞堆肥
** 250 8.8 11.3 7.5

 過リン酸石灰 100 10.0
 低度化成肥料（8：12：8） 100 8.0 12.0 8.0

 合計 24.8 38.3 23.5
 *JA大分竹田事業部の資料を調査結果に基づき改変

 **農林水産省環境保全型農業関連情報のデータ（宮崎県）
7)

元肥の施肥基準（10a 当たり kg）

球根の肥⼤を促進するために
リンを多めに施⽤していると

考えられる



早春のサフラン畑（⽵⽥市，3⽉7⽇）



サフラン球茎の収穫（⽵⽥市，5⽉4⽇）

サフラン球茎の収穫（⽵⽥市，5⽉4⽇）



サフラン球茎の貯蔵（建徳市，9⽉14⽇）

直径約 4 cm !

サフランの開花（⽵⽥市，11⽉3⽇）



サフラン花の収穫（⽵⽥市，11⽉3⽇）

サフラン花の収穫（⽵⽥市，11⽉3⽇）



サフランの収穫（⽵⽥市，11⽉3⽇）

サフランの収穫（⽵⽥市，11⽉3⽇）



サフラン雌しべの収穫（⽵⽥市，11⽉2⽇）

2016年09⽉11⽇ さふらんランチ講演会

サフラン栽培の要点
栽培適地

・やや温暖な地域に適するが、寒冷地にも
⽣育する。

・肥沃で排⽔の良い埴壌⼟〜壌⼟に適する。

・排⽔不良地は球茎の腐敗を起こすことが
あるので避ける

植物の特性
・球茎の分球によって繁殖する。開花後は

結実しない。

・11⽉中旬〜下旬にかけて開花する。
室内の⽔も光もない状態でも開花する。

・球茎の⼤きさが20g以上あれば必ず開花する。

九州でも栽培可能な植物

球茎腐敗病に罹患すると壊滅的な被害
を受ける。

種⼦繁殖ができないため、球茎を
1.5〜2倍/年で⽣産するしかない

いかに⼤きい球茎に⽣⻑させるかが重要

サフランは三倍体であるため、結実しないことが
わかっている



ムラサキ栽培



ムラサキ
⽣薬名：シコン（紫根）
基原植物：ムラサキ Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zuccarini (ムラサキ科) 

（原産地：中国、朝鮮半島、⿊⻯江流域、⽇本）
利⽤部位：根
薬 効：抗菌作⽤、⾁芽形成促進作⽤、抗炎症作⽤（shikonin誘導体）
漢⽅処⽅：紫雲膏
⽣ 産 地：中国東北地区および河北省

ムラサキ⽣薬シコン（⽇本産）
10 cm

シコン（紫根）の規格（JP17）
シコン
Lithospermum Root
LITHOSPERMI RADIX
紫根

⽣薬の性状

本品はムラサキ Lithospermum erythrorhizon
（Boraginaceae）の根である。

本品はやや細⻑い円錐形を呈し，しばしば分枝し，⻑さ6〜10 cm，
径0.5 〜 1.5 cmである．外⾯は暗紫⾊を呈し，粗雑で薄く剝がれやす
い．多くはねじれた深い縦溝があり，ときには⽊部まで達する．根頭に
は茎の残基を付けていることがある．折りやすく，折⾯は粒状で，裂け
⽬が多い．横切⾯をルーペ視するとき，⽪部の外側は暗紫⾊で，内側の
淡褐⾊の部分は不規則な波状を呈し，⽊部は類⻩⾊である．根頭部の中
央はしばしば裂け⽬となり，その周辺は⾚紫⾊を呈する．

1
0
 cm

本品は弱いにおいがあり，味は僅かに⽢い.



シコン（紫根）の規格（JP17）

確認試験
（1）本品の粉末 0.5 g を試験管にとり，加熱するとき，⾚⾊の
蒸気を発し，管の上部壁で凝縮して⾚褐⾊の油滴となる．
（2）本品の切⽚⼜は粉末 0.5 g にエタノール（95）1 mL を加
え，振り混ぜて得た⾚⾊溶液に⽔酸化ナトリウム試液 1 滴を加え
るとき，液は⻘紫⾊に変わる．更に，この液に希塩酸 1 〜 2 滴を
加えるとき，液は再び⾚⾊に変わる．
（3）本品の粉末 0.5 g にエタノール（95）5 mL を加え，30 分
間振り混ぜた後，ろ過し，ろ液を減圧，40℃ 以下で濃縮し，エタ
ノール（95）1 mL を加え，試料溶液とする．この液につき，薄
層クロマトグラフー＜2.03＞により試験を⾏う．試料溶液 5 μL
を薄層クロマトグラフィー⽤シリカゲルを⽤いて調製した薄層板
にスポットする．次に酢酸エチル/エタノール（95）混液（3 :
1）を展開溶媒として約 7 cm 展開した後，薄層板を⾵乾すると
き，Rf 値 0.75 付近に⾚紫⾊のスポットを認める．

シコン（紫根）の規格（JP17）

純度試験
（1）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．⽐較液には鉛標準溶液
3.0 mL を加える（10 ppm 以下）．
（2）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）．

酸不溶性灰分＜5.01＞ 3.5 % 以下．
灰 分＜5.01＞ 11.0 % 以下．

貯 法 容器 密閉容器．

有害性を有する化合物が⼊っていないことの確認

食品
生薬

水 分
有機物（炭水化物、タンパク質、脂質など）
無機質（ミネラル：Na, K, Ca, Mg, Fe など）
汚 れ（SiO2 など）

電気炉で加熱（550〜600℃）

燃焼ガス↑ ＝ CO2, H2O, NO2（有機質）

灰 分 ＝ Na, K, Ca, Mg, SiO2 など

HCl を加えてろ過

酸不溶性灰分 ＝ SiO2 （⼟砂由来の汚れ）

他の⽣薬と⽐べて⾼い
（∵⽔洗い出来ないため）



⽣薬シコンの品質
◆和漢薬の良否鑑別法及調製法
（⼀⾊直太郎著 ⾕⼝書店 1987年）

外部紫⿊⾊、内部⽩⾊の⾁ 即ち⽪部の厚いも
のがよろしい。⽪部の薄いものは染料に⽤ひる
のみであります。

ムラサキの根における表⾯積／重量⽐が⼤きい
ほど、エーテルエキス含量*が増加する。

◆ムラサキの根における表⾯積／重量⽐が
エーテルエキス含有率に及ぼす影響

（林茂樹ほか, ⽣薬学雑誌, 64(2) , 61-67, 2010）

＊品質評価において重要視される値。シコンの有効成分である
シコニン誘導体含有率と相関性が⾼いと考えられている

ムラサキとシコン
ムラサキ（花） ムラサキ（根） シコン（紫根）



ムラサキ（よく似た植物）
Arnebia euchroma Arnebia属 と Onosma属 植物

は、ムラサキ科の植物で、ムラ
サキと同様、根が紫⾊になる。

⾊素成分は根⽪に蓄積し、さらに
根⽪が脱落しながら⽣⻑するので、
⾊素含量が多い。

ただし含有成分はシコニン誘導体
ではなく、アルカニンという成分
を含む。

O

O

OH

OH

OH

O

O

OH

OH

OH

シコニン

アルカニン

ムラサキ（よく似た植物）
Lithospermum officinale セイヨウムラサキ

外部形態はムラサキによく似るが、
根は全く⾚くない。

セイヨウムラサキは病気に強い
ためよく繁殖する。

薬⽤とするムラサキの同属植物で
あり、容易に交雑する。

ムラサキは病気に弱く、すぐ枯れ
てしまう。

交雑すると成分含量が低下する原因に！

＝成分が⼊ってない



ムラサキの栽培適地

冷涼もしくは寒冷の気候で、清澄な空気を好み、温暖地には種々の障害
多く、栽培はむずかしい。ムラサキはセイヨウムラサキよりも弱く、⽇
陰を好む性質があり、７，8⽉の⽣育期間中は時々霧の発⽣する気象を好
み、⼟質は腐植⼟に富むやわらかな耕⼟の深い壌⼟で適湿の地を適当と
し、粘質⼟や、砂礫の混⼊の多い⼟地には適さない。また⼟壌環境にも
敏感で適地の選定がむずかしい⼀⾯をもっている。これに対しセイヨウ
ムラサキは、基本的にはすべてよく似た性質をもっているが、概してム
ラサキよりも性状強健で、⼟地の選定や、環境の配慮についてのむずか
しさは少ない。

新しい薬用植物栽培法第２版（佐竹元吉, 飯田修, 川原信夫,  廣川書店, 2002年）

中国，朝鮮半島並びに⽇本では北海道から九州まで，広く⾃⽣が⾒られ
るが，冷涼な地域または昼夜の温度差の⼤きい所に適する．⼟質は耕⼟
が深くて膨軟な砂壌⼟〜壌⼟に適し，粘質⼟には適さない．連作は避け
る． 「薬用植物 栽培と品質評価」Part 4（薬事日報社，1995年）

「薬用植物 栽培と品質評価」Part 4 (薬事日報社，1995年) 



ムラサキの栽培体系について

ムラサキ種の播種（大分県，3月）

苗床を作り、ムラサキの種⼦を播種する

（種⼦間が約10cm程度空くようにする）

播種後は⼗分に灌⽔する

ムラサキの栽培体系について

ムラサキの芽生え（大分県，4月）



ムラサキの栽培体系について

3～5cm 程度生長してきたら、
ポットまたはセルトレイに移植する

ムラサキの栽培体系について

植え替え期（大分県，6月）



追肥（7月ころ）

肥料名 基肥 N P 2O 5 K 2O

菜種油かす(5.3-2-1) 60 4.5 2.8 4.5

鶏糞* 60 2.1 2.7 1.8

化成肥料(15-15-15) 40 6.0 6.0 6.0

基肥

肥料名 基肥 N P 2O 5 K 2O

堆肥* 250 2.8 1.8 2.8

菜種油かす(5.3-2-1) 100 5.3 2.0 1.0

鶏糞* 60 2.1 2.7 1.8

化成肥料(15-15-15) 40 6.0 6.0 6.0
追肥（6月ころ）

肥料名 基肥 N P 2O 5 K 2O

完熟堆肥* 560 4.5 2.8 4.5

魚油粕(7-6-0) 37 2.6 2.2 0.0

過リン酸石灰(17.5) 8 1.4

塩化加里(60) 2 1.2

基肥

肥料名 基肥 N P 2O 5 K 2O

完熟堆肥* 350 2.8 1.8 2.8

菜種油かす(5.3-2-1) 37 2.0 0.7 0.4

塩化加里 適量

施 肥
基肥の施肥基準（10a 当たり kg）

新しい薬用植物栽培法第２版
（佐竹元吉, 飯田修, 川原信夫,  廣川書店, 2002年）

2〜3年育てる場合は毎年追肥を⾏うことで
根がよく肥⼤して収穫は多くなるが、⽣薬
としての品質を低下する。

酒井ら：ムラサキの栽培研究 施肥と栽培期間,
Natural Medicines, 50(1), 41-44 (1996年)

上記の施肥条件でも多肥の悪影響（⽣存期
間の短縮）が現れることがある。また、
成分含量は無施肥に⽐べて少なくなる。

＊農林水産省環境保全型農業関連情報のデータ（宮崎県）
を使用し、模擬的にNPKの値を算出した

ムラサキの栽培体系について

植え替え期（大分県，6月）

定植する際は、株間を約15〜20cmあけ
て植える。定植後は根が活着するように
⼗分に灌⽔する。



ムラサキの栽培体系について

収穫期（大分県，12月）
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シコンの成分と乾燥方法
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紫外線などの
光エネルギー 化学エネルギー

に変換

成分が壊れる
原因になる

陰⼲し後、出荷する直前のシコン



ムラサキ栽培の要点
栽培適地

・基本的に寒冷地に⾃⽣する植物。

・腐植⼟に富むやわらかい耕⼟の深い壌⼟に
適する。

・粘⼟質や礫など、根の伸⻑が阻害される
ような場所は好まない

植物の特性
・⾮常に病気に弱く、枯死しやすい。

夏までは元気でも、収穫前に枯死することも

・セイヨウムラサキとの交雑に注意する。

・多肥条件では根重が増えるものの、枯死する
リスクが上がる。含有成分量も下がる。

ただし、⼤分県や宮崎県では栽培が出来て
いるので、九州で出来ないことはない

収量に⼤きな影響を与えるので、あらか
じめ栽培地を選別し、できるだけ深耕する
などの措置が必要

特にアブラムシが媒介するキュウリ
モザイクウィルスには注意が必要。

適切な施肥条件については現在研究中

⽣薬の輸⼊と国際的リスク、⾦額上昇と品質低下

国⺠の健康な⽣活を担保するための医薬品安定供給

薬⽤作物栽培に関するイメージの良さ

取引⾦額が⾼い（※イメージ）

総括１
⽇本での薬⽤作物栽培の意義とは？

⽣産者に対する薬⽤作物栽培の意義とは？

継続できない原因



総括２

薬⽤作物栽培に関するイメージの良さ

取引⾦額が⾼い（※イメージ）

⽣産者に対する薬⽤作物栽培の意義とは？

継続できない原因

どうしたら継続できるのか…？

⼤学と付き合っていたい、⼤学のセンセイと⼀緒にやっているんだ
ということを周りに⾔いたい⼈に勧める

お⾦以外の部分でモチベーションを持ってくれる⼈に標的をしぼり、
連絡を取りつづける

渥美的答え
薬草をやりたい！という思いを持った⼈に勧める
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