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1. 生薬：芍薬（しゃくやく）

基原植物＊：シャクヤク Paeonia lactiflora Pallas (ボタン科) 

原産地：中国東北部，東シベリア，沿海州，モンゴル，朝鮮半島

使用部：根

品質規格：ペオニフロリン含量2.0%以上（JP17）

主な用途：鎮痛，鎮けい薬，婦人病薬，冷え性用薬，皮膚疾患用薬，消炎排膿薬

として，当帰芍薬散，四物湯，葛根湯，七物降下湯 等，

一般用漢方製剤294処方の内，99処方に配合。

生産地：日本（北海道,富山,長野,福井,奈良)，中国（四川省,浙江省,安徽省）

2016年度, 使用量：1,514t, 供給， 日本：34t, 中国：1,479t （日漢協調べ、2018年)
調製法により、白芍，赤芍，真芍がある

生薬芍薬（日本産）シャクヤク

シャクヤクの国内地域別栽培面積（1ha以上）の推移
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シャクヤク
Peony Root
PAEONIAE RADIX
芍薬
本品はシャクヤクPaeonia lactiflora Pallas (Paeoniaceae) の根である.

本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対しペオニフロリン (C23H28O11：480.46)2.0%以上を含む. 

生薬の性状： 本品は円柱形を呈し, 長さ7 〜 20 cm, 径1 〜 2.5 cm, 外面は褐色〜淡灰褐色で,明ら
かな縦じわ及びいぼ状の側根の跡と横長の皮目がある.横切面は緻密で淡灰褐色を呈し,木部は
淡褐色の放射状の線がある.本品は特異なにおいがあり,味は初め僅かに甘く,後に渋 くて僅かに
苦い.

確認試験
(1) 本品の粉末0.5 gにエタノール(95) 30 mLを加えて15 分間振り混ぜた後,ろ過する.ろ液3 mLに塩化鉄(III)試液1 滴を加えて振り混
ぜるとき,液は青紫色~青緑色を呈し,後 に暗青紫色~暗緑色に変わる.
(2) 本品の粉末2 gにメタノール10 mLを加え,水浴上で5 分間加温し,冷後,ろ過し,ろ液を試料溶液とする.別にペ オニフロリン標準品又
は薄層クロマトグラフィー用ペオニフ ロリン1 mgをメタノール1 mLに溶かし,標準溶液とする. これらの液につき,薄層クロマトグラフィー
〈2.03〉により 試験を行う.試料溶液及び標準溶液10 μLずつを薄層クロマ 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.次にアセトン/酢酸エチル/酢酸(100)混液(10: 10:1)を展開溶媒として約7 cm展開した後,薄層板を風乾 する.これに4‐メトキシベ
ンズアルデヒド・硫酸試液を均 等に噴霧し,105°Cで5分間加熱するとき,試料溶液から得 た数個のスポットのうち1個のスポットは,標
準溶液から得 た紫色のスポットと色調及びR f値が等しい.

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).
・乾燥減量〈5.01〉 14.0%以下(6時間).
・灰分〈5.01〉 6.5%以下.

・酸不溶性灰分〈5.01〉 0.5%以下.

「第十七改正日本薬局方」の記載

シャクヤク（芍薬）の品質規格（JP17）

白芍，赤芍，真芍について

日本で生産される種類
生干芍薬（白芍）：シャクヤクの根を皮を去って日陰乾燥

生干芍薬（赤芍）：シャクヤクの根を皮付のまま日陰乾燥

真芍：シャクヤクの根皮を去った後に熱湯で10分位処理後,日陰乾燥。

中国で生産される種類
白芍：シャクヤクの根を皮を去った後，熱湯で処理した後,日陰乾燥。

赤芍，川赤芍：Paeonia veitchii の根を皮付のまま日陰乾燥。

Paeonia veitchii
(中国青海省南部（四川省との境）

漢方では
この２つを主に使う。

シャクヤク Paeonia lactiflora Pallas，



和芍（ワシャク） と洋芍（ヨウシャク） について

シャクヤク Paeonia lactiflora Pallas，分布：中国東北部，東シベリア，朝鮮半島

（花色：白色〜深紅色，子房：無毛）， 日本への移入年代は不明。

1712年：中国のシャクヤク栽培品種がケンペルにより初めてヨーロッパに伝わる。

1732年：シャクヤク野生種がヨーロッパに紹介される。

1772年：パラスがシベリア野生品をもとにシャクヤクの学名を記載。

1784年：ツュンベリーの「FLORA  JAPONIKA」の中で日本のシャクヤクがヨーロッパに
紹介される。 Paeonia officinalis L.の学名と，Saku Lakuの和名。

オランダシャクヤク Paeonia officinalis L.，分布：ヨーロッパ西南部

（花色：紅赤色，子房：有毛）

・和芍（ワシャク）または在来品種： 江戸時代に日本で育成された一連のシャクヤク品種群。

・洋芍（ヨウシャク）： ヨーロッパに渡って育成された後，日本に輸入された品種群。

洋芍にはオランダシャクヤクとの交配種も混じっていることが考えられことから，

薬用種としては和芍が好ましい。

Paeonia属植物は北半球に約30〜35種が分布

（“園芸植物大辞典4”, pp417‐426，小学館，東京（1989）

2.シャクヤク栽培の実際



シャクヤク栽培の特徴，植物の特質

1）繁殖は種子もしくは株分け。→→繁殖は通常株分けによる。

3）繁殖（株分け）は必ず秋に行うこと。春に行うと，著しく減収
する。

2）栽培に年数がかかる→→通常，5年目に収穫する。種子繁
殖の場合は，さらに1〜2年長くなる。

4）5年生の秋に収穫後，冬期にかけて皮剥き，乾燥作業（低温
下での自然乾燥）を行う。→→冬期に雪が多量に降る地域では

自然乾燥がむづかしい。

5）根の肥大を促すために，花は蕾の時にすべて除去する。

6）園芸用に植栽されている品種・系統はオランダシャクヤクと

の交配種が混じっている可能性が高いため，それらの根は薬
用には使わない方が無難である。

株分け法の場合

「薬用植物 栽培と品質評価」Part 3 (薬事日報社，1994年) より



その他に野菜類に適用のある農薬

シャクヤク（薬用）に適用のある農薬例
2018年9月25日現在

農薬の種別 農薬名 適用病害虫，雑草 希釈倍率 使用時期 使用回数 使用方法 その他の事項

殺菌剤 ダコニール1000 うどんこ病 1,000倍 収穫45日前 3回以内 散布

殺菌剤 ベンレート水和剤 灰色かび病 1,000倍 収穫14日前 8回以内 散布

殺菌剤 キルパー 根黒斑病 60L/10a 定植15日前 1回 土壌消毒

除草剤 ナブ乳剤 イネ科雑草
150～
200mL/10a 収穫60日前 2回以内

雑草茎葉散
布又は

  全

面

散布

除草剤
ラウンドアップマック
スロードﾞ他 一年生雑草

250～
500mL/10a

耕起7日前まで(雑
草生育期) 1回

雑草茎葉散
布

除草剤 クサクリーン液剤　他 一年生雑草
250～
500mL/10a

耕起又は定植7日前
まで(雑草生育期) 1回

雑草茎葉散
布

除草剤 トレファノサイド乳剤 1年生雑草 300ml/10a 雑草発生前 1回 全面散布

除草剤 タッチダウンiQ 1年生雑草 100倍 収穫7日前 3回以内 畝間処理

「佐藤豊三：“薬用作物栽培の手引き（２）” 2018年3月」より



「佐藤豊三：“薬用作物栽培の手引き（２）” 2018年3月」より

↑苗 30〜50gで5〜10芽程度付ける**

↑根を切り落とした後*、株（根茎）を切り分けて苗とする。

↑掘上げた株（写真は３年株）

シャクヤクの植え付け‐1
（株分け法の場合）

*切り落とした根は
生薬用にする→。

**芽数が少ない場合は，
2〜3個合わせて1株とする。

台
を
付
け
る



定植：９月下旬～11月上旬頃まで
に植付ける。

シャクヤクの植え付け‐2

1年目（前年秋に定植した翌年）春の萌芽

栽植密度の一例
畝幅：80cm，株間：50cm
2,500株/10a

医薬基盤健康栄養研究所
薬用植物資源研究センター
北海道研究部

シャクヤクの生育‐1

↑２年目６月の生育
（花は蕾の時に落とす）

↑３年目春の萌芽

３年目６月の生育→
（花は蕾の時に落とす）

医薬基盤健康栄養研究所
薬用植物資源研究センター
北海道研究部



↑４年目６月の生育
（花は蕾の時に落とす）

５年目（収穫年）６月の生育↓
（花は蕾の時に落とす）

シャクヤクの生育‐2

医薬基盤健康栄養研究所
薬用植物資源研究センター
北海道研究部

↑9月中旬以降、3年生以上の株を収穫。
通常は５年生株を収穫（写真は3年株）

70馬力トラクターに
装着したデガー→

シャクヤクの収穫‐1

↑デガー

↑振動式デガー
（バイブロスパーソイラー）

医薬基盤健康栄養研究所
薬用植物資源研究センター
北海道研究部



←↑掘上げた株

堀上作業←↑

シャクヤクの収穫‐2

医薬基盤健康栄養研究所
薬用植物資源研究センター
北海道研究部

シャクヤクの調製（白芍）‐1

↑掘上げた株から根と根茎を分ける
（根茎は次の作付けの種株）。

掘上げた株↑



水をかけ流しながら回転箱を使って
土砂と根皮を除去し↑↑，
広げて日陰乾燥する→

シャクヤクの調製（白芍）‐2

↑→仕上がった生薬シャクヤク

シャクヤクの調製（白芍）‐3

白く仕上がったものが
良品とされている。



奈良県で古くから薬用種として維持されている系統の一つ「梵天」（白花，八重）↑↑

3. シャクヤクの薬用品種について

収量性：
・夏の後半からの枯れ上がりが少ない。
・株当たり根重量の多い。
・茎数が多い。
・班葉病などの病害に耐性がある。

作業性：
・初期生育が早く，栽培年数の短縮が可能。
・花の上がりが少ない。

シャクヤク薬用品種の育種目標

夏の後半からの枯れ上がりが少ない形質

品質：
・和芍の系統（子房は無毛）。
・活性成分含量がJPをクリアし安定している。
・剥皮後の変色が少ない。
・根の太さが一定している。

薬用植物資源研究センター北海道
研究部で維持している61系統

（9月上旬）



品種について

「北宰相」（きたさいしょう），登録NO. 5005
登録者：国立衛生試験所，登録日：1996/3/18，育成者権消滅日:2011/3/19

育成地：北海道薬用植物栽培試験場（現医薬健栄研究所薬セ 北海道研究部）

特徴：長野県内から収集した混系在来種103系統から選抜・固定された品種，

主根の太さがやや太い，色は黄白色，乾物率がやや高い，茎の色が紫色，
種子はやや大きい。

「べにしずか」，登録NO. 24367
登録者：公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団，登録日：2015/6/19

育成地：医薬基盤健康栄養研究所薬用植物資源研究センター 北海道研究部

特徴：（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部で所有して

いる61系統から選抜された品種で，抽苔の難易は極難，ペオンフロリン含量
は多，乾燥根の重量は中，枯れ上がり時期はやや早い。

現在生産用に栽培されている主な系統は奈良県で古くから薬用種として維持
されている系統「梵天」（白花，八重）や赤紫の単弁系統。

乾燥根収量（10a当たり）
3年生：1,266kg（生根：0.9〜1kg/株）
5年生：1,674〜2,342kg（生根：1.3〜1.8kg/株）

成分
Paeoniflorin
Gallotannin

3年生 3.9％ 3年生
0.29％

5年生 4.4〜4.8％ 5年生 0.36％
（畠山 他，Nat. Med. 52, 103-108 (1998)より）

薬用品種「北宰相」 9月上旬における
3年生株の枯れ上がり
の比較

9月上旬における
3年生株の枯れ上がり
の比較

北宰相

北宰相

＜品種登録出願＞
出願日：1994年2月17日, 品種登録出願番号：第6610号
登録日：1996年3月18日, 品種登録番号：第5005号
育成者権の消滅日：2011年3月19日
出願者：国立衛生試験所, 育成者：畠山，熊谷，香月，山岸，他「北宰相」の花

長所：収量性が良い。
ペオニフロリン含量が安定して高い。

欠点：アルビフロリンが低い。
根の色が赤みを帯び，
乾燥しても白く仕上がりにくい。



株分け３年目株
2010年６月27日

NO. 519

薬用品種「べにしずか」

「べにしずか」の花

「べにしずか」の根

開花状況の比較

NO. 518
べにしずか

NO. 518
べにしずか

畠山らが育成した61系統の集団より，引続いて1996年
から2005年まで選抜を継続して実施。

北宰相

＜品種登録出願＞
出願日：2009年10月15日, 品種登録出願の番号：第24217号

登録日：2015年6月19日, 品種登録番号：第24367号
出願者：ヒューマンサイエンス振興財団, 育成者：菱田，林，柴田，他

開花率5%と低いため，摘蕾作業が
ほぼ省略可能な省力型の品種

シャクヤク摘花作業時間

3年生株における10a当たり摘花作業は，普通の系統では1人の作業者で約8時間
要するが，「べにしずか」では約30分で終了する。

品種 年生畝幅分/人/10a 時間/人/10a 花数/10a

北宰相 2年生21.3 0.4

全系統 2年生89.5 1.5

北宰相 3年生465.6 7.8 32,756

べにしずか 3年生32.0 0.5 219

全系統 3年生508.1 8.5

全系統 5年生657.0 11.0



シャクヤク新品種及び候補系統の収量および成分含量

品種名または 3年生株の収量 Pae Alb Oxypae Gal

系統番号 乾燥根kg/10a % % % %

204 858 ± 179 4.8 ± 0.5 0.1 ± 0.03 0.6 ± 0.21 0.3 ± 0.06

205 930 ± 200 3.5 ± 0.2 1.2 ± 0.19 0.5 ± 0.19 0.2 ± 0.04

513 1,112 ± 354 3.9 ± 0.4 0.3 ± 0.09 0.2 ± 0.08 0.3 ± 0.12

べにしずか 712 ± 351 4.6 ± 0.4 0.5 ± 0.05 0.3 ± 0.14 0.7 ± 0.29

北宰相 1,266 * 4.9 ± 0.8 0.1 ± 0.03 0.5 ± 0.19 0.5 ± 0.15

Pae:  ペ

オ

ニフロリン、A lb:  アルフロリン、O x ypae:  オキシオニフロリン、G a l :  ガロタンン

数値は各調査年次の平均値、±は標準偏差を示す。PaeのJP17の規格値：2.0%以上

収量：北宰相以外は1999年、2002年、2005年に3年株を調査した結果。

　   
 

 *北宰相は1984年における3年株の結果。

各種成分含量：1996年、1999年、2002年、2005年に3年株を調査した結果。

（３年株のデータ）

＜引用文献＞
林茂樹, 柴田敏郎，他：生薬学雑誌 65(2),129-133（2011).

NO.513NO.513： 品種登録申請中→

生薬シャクヤクは内部が充実し緻密で粉性、やや柔軟性を帯び収れん性とやや苦味があり、

特有のにおいが強く，切断面が白色を呈したものが良品とされ、内部が暗赤色を呈するものは

劣品とされている1）。

北海道北部地方では、冬期の降雪と気温の著しい低下のため、多くの場合温風乾燥され、

仕上がった製品は褐色に変色し劣品となる場合が多い。

この変色の原因について、林らは、シャクヤクの根から調製した粗酵素液はポリフェノール

オキシターゼ（PPO）活性を有しており、芍薬の調製加工中の変色を防止するにはPPO活性を

抑制するように工夫する必要があることを報告している2)。

北海道名寄市の自然環境において，切断面が白色を呈した生薬シャクヤクの生産条件に

ついて検討した。

＜引用文献＞

1) 西本和光：芍薬の品質. 現代東洋医学, 6 (1), 56‐61（1985）.
2) 林隆章，桂英二ほか：芍薬の化学的研究（第5報）芍薬の変色について，

道衛生研究所報告，33，35‐38 (1983).

4. シャクヤクの調製法の検討



I.収穫時期及び収穫後の根の貯蔵期間が生薬の色及び成分に及ぼす影響

[材料]：4年生のシャクヤク 「北宰相」50株の根。

2003年9月17日掘り取り，採取した根を混合し，直径20mm程度の根（平均直径

19.5±3.0mm，n＝20）を選び，21試験区に均等に分けた（1区当たり生根重：630〜690g）。

[試験区の設定]： 2003年9月18日 (収穫直後)，9月29日 (11日後)，10月10日 (22日後)，

10月20日 (32日後)，10月30日 (42日後)まで乾燥しないように屋外の日陰（最高気温の

平均値15.4℃，最低気温の平均値5.8℃），

と低温庫内 (4〜7℃)で貯蔵した後，

各々周皮を除去した。

周皮を除去後，同年12月3日まで

屋外の屋根付き風乾場で乾燥し，

その後12月24日まで無加温の室内

にて乾燥の後，30±1℃で温風乾燥

（3〜4日毎の間欠乾燥）した。

比較として，10月10日，同20日に

掘取り，直ちに周皮を除去して同様

に乾燥した。

（北海道名寄市における実験）

.

収穫後の根の貯蔵期間及び皮剥き時期が根の色に及ぼす影響（2003年）
材料： 4年生「北宰相」



1) 掘取り直後に周皮を除去した区で変色が著しく，一方，30日以上貯蔵してから剥皮すると
変色が抑制されて白く仕上がることが判明した。貯蔵条件による差は認められなかった。
2) Pa含量は掘取り直後に周皮を除去した区で最も低く，貯蔵した区ではいずれの期間に
おいても増加し，低温で貯蔵した場合にやや高まる傾向がみられること，また，掘取り時期
が遅くなるほど増加する傾向が認められた。
3) Gal含量は，掘取り直後に周皮を除去した区で最も低く，22日間の貯蔵まで順次
増加した後，一定となった。

OxP: oxypaeoniflorin, Alb:albiflorin, Pa:paeoniflorin, Gal:gallotannin, 
Fru:fructose, Glu:glucose, Suc:sucrose, nd:< 0.1%,
Et-OH Ext, dilute ethanol soluble extract ＊JP17,2.0%以上

収穫後の根の貯蔵期間及び皮剥き時期が成分（％/DW）に及ぼす影響（2003年）

＜引用文献＞林茂樹，柴田敏郎,他：生薬学雑誌 64(2),68-75 (2010).


