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はじめに 
 

 漢方製剤・生薬の原料となる薬用作物は、その大部分を輸入、特に中国

に大きく依存しています。近年、中国における国内需要の増大や資源量の

減少等により、輸入価格が急速に高騰するなど、供給が不安定になりつつ

あります。一方で、我が国の国内需要は堅調に推移しており、原料の安定

供給のためには、国内産地を早急に育成していく事が重要となっておりま

す。 

 薬用作物産地支援協議会は、平成 28 年度に農林水産省の補助事業「薬

用作物産地支援体制整備事業」の一環として、これから薬用作物に取り組

む方々のために、持ち運びしやすく、写真が豊富で、実際の栽培現場に有

用と考えられる「薬用作物栽培の手引き」を作成いたしました。幸いにし

て、手引きは各方面でご好評をいただき、さらなる品目についてもご要望

を受けました。 

 そこで、新たにオタネニンジン、サンショウ、カンゾウ、カノコソウ、

ハトムギ薬用品種「北のはと」を取り扱った「薬用作物栽培の手引き（２）」

を作成いたしました。前回と同様に標準的な栽培法を記載していますので、

地域の気象条件などに応じてきめ細やかな栽培管理をしていただければ

幸いです。さらに、「手引き（２）」では、薬用作物の病害診断と防除を取

り上げました。病害に関する情報が栽培関係者に広く共有されることを期

待します。 

作成にあたっては別記編集委員の方々に執筆を依頼し、協力を賜りまし

た。厚くお礼申し上げます。 

 

薬用作物産地支援協議会 

会長 坂野 雅敏 
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柴田 敏郎 
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薬用作物の栽培にあたって

薬用作物と一般農作物との違いについて

1）一作の栽培期間が長いものが多く、畑の利用効率が悪い。

2）正しい種類の種苗の入手先が限られていて、入手が難し

い品目が多い。

3）栽培品種がほとんど育成されていない。

4）農薬類の使用がかなり限定されていて、農薬が使えない

品目が多い。

5）多くの作業が人力・手作業による場合が多く 、機械化が

遅れている。

6）収穫後に乾燥・調製工程が必要になる。

7）医薬品としての品質基準（日本薬局方、日本薬局方外

生薬規格）や実需者の 品質規格をクリアする必要がある。

8）農作物のように市場がなく契約栽培が主流であり、実需

者との直接取引となる。

9）医薬品原料の場合は、国が定める薬価の範囲での買取

りになる。 (市場原理とは無関係）。

─ 1─
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オタネニンジン栽培について

1.生薬ニンジン
2.オタネニンジン栽培の実際
3.収穫後の調製について
4.日覆について
5.その他

・オタネニンジン種苗，紅参製造法の国際
標準について

9　かくし（色扉オモテ）
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1. 生薬： 人参（にんじん）

基原植物：オタネニンジン Panax ginseng C. A. Meyer

(ウコギ科) （別名チョウセンニンジン）

原産地：中国東北部，ロシア沿海州，朝鮮半島（現在は絶滅危惧種）

使用部：根（細根を除いたもの，または軽く湯通ししたもの）

品質規格：ギンセノシドRg1を0.10%以上，ギンセノシドRb1を0.20%以上
を含む（JP17）。

主な用途：健胃，強壮，強精，新陳代謝促進作用があり，小柴胡
湯，人参養栄湯，十全大補湯 等，一般用漢方処方294種
類の漢方製剤の内,72処方に配合される。

生産地：中国(吉林，遼寧，黒龍江)，韓国，日本(長野，福島，
島根) いずれも栽培。

調製法により，白参，紅参がある。

5年生株と生根

生薬人参

生薬人参（紅参）

─ 11 ─
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サンショウ栽培について

59　かくし（色扉オモテ）
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サンショウ
生薬名： サンショウ（山椒）
基原植物: サンショウ Zanthoxylum piperitum DC.
（ミカン科）
原産地: 日本と朝鮮半島に分布（中国には近縁植
物が分布）
利用部位: 成熟した果皮（できるだけ種子を除く）
薬効: 辛味成分が大脳を刺激して内蔵器管の働き

を活発にする。食欲不振、苦味チンキ（芳香辛味
性健胃薬）
漢方処方: 大建中湯、当帰湯
生産地: 日本（和歌山、奈良）、韓国

1cm

生薬サンショウ

─ 61 ─
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カンゾウ栽培について
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カンゾウ
生薬名：カンゾウ（甘草）

基原植物：

ウラルカンゾウ（マメ科）、 Glycyrrhiza uralensis Fischer
スペインカンゾウ（マメ科） 、 Glycyrrhiza glabra Linne ́

利用部位：根およびストロン

品質規格：グリチルリチン酸2.0%以上（JP17）

薬効：去痰、鎮咳、消化性潰瘍薬

漢方処方：葛根湯、芍薬甘草湯、抑肝散など、一般用漢方

製剤294処方の内、214処方に配合

生産地：

ウラルカンゾウ：中国（内蒙古、吉林省、黒竜江省、遼寧省、

河北省、新疆）、ロシア

スペインカンゾウ：中国（内蒙古、新疆）、ロシア、イラン、パ

キスタン、アフガニスタン、トルコ、スペイン、エジプト

ウラルカンゾウ

生薬カンゾウ（東北甘草）

漢方薬原料には主にウラルカンゾウの根が用いられる

根

ストロン

─ 85 ─
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カノコソウ栽培について
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カノコソウ
生薬名：カノコソウ（吉草根）

基原植物：カノコソウ（オミナエシ科） Valeriana fauriei
Briquet
利用部位：根および根茎

品質規格：精油含量0.3mL以上

薬効：鎮静薬として浸剤またはチンキ剤に用いる、粉末
はヒステリーの鎮静剤として利用する

漢方処方：一般用婦人薬に配合されている

生産地：日本北海道、青森県、岩手県

カノコソウ（開花期）

生薬 吉草根カノコソウの収穫物

カノコソウ根茎部の乾燥品
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ハトムギ薬用品種
‘北のはと’栽培について
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ハトムギ
生薬名：ヨクイニン （薏苡仁）

基原植物：ハトムギ（イネ科）

Coix lacryma-jobi Linné var. mayuen Stapf (Gramineae)
利用部位：種皮を除いた種子

薬効：水分代謝を調節して関節や筋肉の腫れ、神経痛、関節痛や筋
肉痛などの病変や胃腸病の改善の目的で漢方処方に配合され
る

漢方処方：桂枝茯苓丸料加薏苡仁、麻杏薏甘湯、薏苡仁湯、参苓白
朮散等

生産地：中国、ベトナム、タイ、日本 （富山県、島根県、栃木県、鳥取
県、北海道）

ハトムギ種子（左）とヨクイニン（右）

ハトムギ‘北のはと’の果実 ハトムギ‘北のはと’生育期
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薬用作物の病害診断と防除
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・はじめに

本文の多くは主に「薬用植物研究」薬用植物
の病害（1）～（４）および「病害虫・雑草の情
報基地／日本植物病害大事典 病害新情報（全国
農村教育協会）」を参考にして作成し、また、
写真の多くは農林水産省委託プロジェクト研究
「薬用作物の国内生産の拡大に向けた技術の開
発」等で撮影したものを利用した。*を付した病
名は正式に認められておらず、日本植物病名目
録に採録されていない。本稿が薬用作物生産の
国内振興に少しでも貢献できれば幸甚である。

・防除の参考資料

土壌還元消毒
登録農薬

・主要6品目等の病害診断と防除

トウキ、ミシマサイコ、カンゾウ類、カノコ
ソウ、シャクヤク、オタネニンジン

その他（ジオウ、ハトムギ、キキョウ、セン
ブリ、シソ、ボタン、モモ、サイシン、クマザ
サ）

[目次]
・病害から見た薬用作物と一般作物との違い

薬用作物の病害診断と防除
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