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【初めに】 

   我が国に於ける、漢方製剤・生薬製剤の需要は 
   年々高まっておりますが、その原料となる生薬の 
   約9割を海外からの供給に頼っている※ことから、 
   国内産生薬の生産拡大が望まれております。 
    
   しかしながら、生薬の基となる薬用作物の日本国内での 
   生産栽培の拡大にはいくつかの課題があり、 
   専用の農業機械が無い事も一因です。 
 
   そこで、2013年4月に日本漢方生薬製剤協会に加盟する 
   4社にて日本薬用作物検討協議会を発足、農林水産省の 
   “地域特産作物需要拡大技術確立推進事業”を受託し、 
   幾つかの薬用作物専用の農業機械を改良・開発いたしました。 

  
   今回、薬用作物の生産栽培に携わる皆様のお役に立てばと 
   考え、開発した薬用作物専用の農業機械をご紹介させて 
   いただきます。 

 
   なお、日本漢方生薬製剤協会を始め、当事業にご協力 
   戴いたすべての皆様にこの場を借りて厚くお礼申し上げます。 
    
         ※2012年度 日本漢方生薬製剤協会調査より 
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以下にそれぞれの農機について解説致します。 
★詳細は、それぞれの農機メーカーに直接お問い合わせ願います。 

★データ等は、日本薬用作物検討協議会における 
 開発時の試験の結果ですが、責任は負いかねます。 

★日本漢方生薬製剤協会のHPをお借りして紹介しておりますので、 
 日本漢方生薬製剤協会へのお問い合わせはお控えください。 
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開発した薬用作物専用の農業用機械 

① オタネニンジンの実生苗の定植機・・・・・・・P 4 

② トウキの実生苗の定植機（中山間地用）・・・・P 8 

③ トウキの実生苗の定植機（大規模農地用）・・・P12 

④ トウキの実生苗の選別機・・・・・・・・・・・P17 

⑤ トリカブト塊根の大きさ別分別機・・・・・・・P21 

⑥ シャクヤクの収穫機・・・・・・・・・・・・・P25 
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①オタネニンジンの実生苗の定植機 

項 目 内     容 

対象生薬 ニンジン 

対象薬用作物名 オタネニンジン 

対象農作業 オタネニンジン実生苗の定植 

対象地域 日本全国可 

 （ただし、粘土質の圃場では使用不可） 

対象作付様式 定植初年度の定植用で高畝型 

 （小屋下栽培には使用不可） 

畝サイズ 畝上面：90cm 
畝 高：30cm 
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①カタログ 

①オタネニンジンの実生苗の定植機 
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①オタネニンジンの実生苗の定植機 

②作業風景 

③作業部アップ 

作業効率化のデータ 

１０ｍを約１１分半の作業で定植可能 
 ◆機械操作１名、定植作業２名の場合 
 ◆列間隔が21cmで6本/列の場合 

慣行の約２倍以上の効率化が見込め、 
疲労が少なく連続作業が可能 

使用の際の注意点 

石の多い圃場では使用を避けてください。 
＊石飛びによる怪我や、機械が破損する恐れがあります。 

圃場が十分に乾いた状態で作業を行って 
ください。 
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①オタネニンジンの実生苗の定植機 

オタネニンジンの実生苗の定植機 

改良母体機 韓国製人参定植機 

 

（問合せ先）寿物産 
〒690-1406 島根県松江市八束町二子８８０ 

Tel 0852-76-2555 ／ FAX 0852-76-2100 

改良問合せ先 クボタアグリサービス㈱ 金沢事務所 
〒924-0038 石川県白山市下柏野956-1  

Tel 076－275-1121 ／  FAX 076-276-5890 

◆“薬用ニンジンの植付機の件で”と問い合わせください 

 

購入時の注意点 

◆寿物産では韓国製人参定植機の輸入代行のみ承っております。 
◆改良にあたっては、改良母体機をクボタアグリサービス㈱まで 
 ご送付ください。 
◆発電機（推奨：１３５０VA以上）及び定植機までのケーブルが 
 別途必要です。 
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②トウキの実生苗の定植機（中山間地用） 

項 目 内     容 

対象生薬 トウキ 

対象薬用作物名 トウキ・オオブカトウキ・ 
 ホッカイトウキ・ヤマトトウキ 

対象農作業 トウキ実生苗の定植 

対象地域 日本全国可 

 （ただし、粘土質の圃場では使用不可） 
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１．型式：半自動野菜汎用移植機 
２．動力：４サイクルガソリンエンジン      

ベース機は、半自動野菜移植機 
（苗は、人が機械のポットへ供給し、 
      その後は、機械が植付するタイプ） 
 
改良点 
・延長スリーブ追加 
・後輪タイヤ変更 
・灌水装置・大苗用開口器セット装着 他 

②トウキの実生苗の定植機（中山間地用） 

ベース機 
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トウキ定植機による植え付け作業の効果 

作業時間 約３倍の作業効率の上昇 
 
 
 
 
 

作業環境 腰をかがめた姿勢の定植作業から立った状態の作業に
なり、肉体的な負担が軽減されます。 

その他 定植後、散水機能がついているため、活着率の改善が
認められます。 

②トウキの実生苗の定植機（中山間地用） 

トウキ実生苗定植機の試験成績(/10a) 

人力 定植機 

作業時間 357分11秒 122分24秒 

使用時の注意点 

苗がうまく植付できなくなったなどで点検される際は、必ずエンジンを 
停止して、点検を行ってください。 

ご使用の際には、動いている部分には触れないよう、十分に気を配って 
作業してください。 

定植機から離れる際には、必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキを 
作動させてください。 

定植機にて植付する苗については、曲がりのない苗長さ12cm～15cm 
程度のものを選んでください。 
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トウキの実生苗の定植機 

改良母体機 半自動野菜汎用移植機 

問合せ先 ヤンマー㈱ 農機事業本部 企画部  

大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー 

Tel 06-7636-9345  

◆“トウキの植付機の件で”と問い合わせください 

②トウキの実生苗の定植機（中山間地用） 

購入時の注意点 

◆研究機につき、今後仕様が変わる場合があります。 
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③トウキの実生苗の定植機（大規模農地用） 

項 目 内     容 

対象生薬 トウキ 

対象薬用作物名 トウキ・オオブカトウキ・ 
 ホッカイトウキ・ヤマトトウキ 

対象農作業 トウキ実生苗の定植 

対象地域 北海道の様な大規模栽培用 
       （50ps以上トラクタ使用） 



トウキ定植機（全景） 

 

13 

③トウキの実生苗の定植機（大規模農地用） 
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移植風景 

移植状態 

ベルト溝の１つおきに裸苗を
置きます 

茎葉をゴム円盤に挟みます 

③トウキの実生苗の定植機（大規模農地用） 
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トウキ定植機による植え付け作業の効果 

作業時間 定植機使用（５人） 7200本／時 
 
手植え  （５人） 2500本／時 
      
手植えの2.8倍の速度で定植可能 

③トウキの実生苗の定植機（大規模農地用） 

使用時の注意点 

強風の際は苗が風でずれてしまう事があります。 

定植前に苗を選別して使用してください。 
また、茎葉部をベルトで挟める程度に残しておいてください。 
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トウキの実生苗の定植機 

改良母体機 ビート移植機 

問合せ先 サークル機工株式会社  

北海道滝川市幸町３丁目３番地１２号 

Tel 0125-22-4350  

◆“トウキの植付機の件で”と問い合わせください 

③トウキの実生苗の定植機（大規模農地用） 

購入時の注意点 

適用トラクター等をメーカーにご確認ください。 
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④トウキの実生苗の選別機 

項 目 内     容 

対象生薬 トウキ 

対象薬用作物名 トウキ・オオブカトウキ・ 
ホッカイトウキ・ヤマトトウキ 

対象農作業 トウキ実生苗の選定 

対象地域 日本全国可 

屋内外両方に対応 
（ただし、雨天時の屋外使用は不可） 

 



  ①農機の全形 

18 

②作業中の写真 ③作業部分の拡大写真 

④トウキの実生苗の選別機 
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トウキ選別機による作業の効率化 

作業時間 選別機使用 １１６３本／人・時 
 
手作業    ２７７本／人・時 
      
４．２倍の作業効率向上 

④トウキの実生苗の選別機 

使用時の注意点 

一部、機械内部が露出しており、コンベアに手が巻き込まれる危険性が 
あるため、使用中は安全カバーを外さないでください。 

本体付属の車輪が使用中に動く可能性があるため、仕様の際には 
車輪が動かぬよう車止めを用いてください。 
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トウキの実生苗の選別機 

改良母体機 アスパラ自動選別機 

問合せ先 株式会社小山工業所  

新潟県上越市柿崎区直海浜２２１番地４９ 

Tel ０２５－５３６－２１０８  

◆“トウキの苗選別機の件で”と問い合わせください 

④トウキの実生苗の選別機 

購入時の注意点 

実際の産地の状況に応じて、オプションにて個別に対応が必要な場合が 
あります。 
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⑤トリカブト塊根の大きさ別分別機 

項 目 内     容 

対象生薬 ブシ 

対象薬用作物名 ハナトリカブト 
オクトリカブト 

対象農作業 トリカブト塊根の分別 

対象地域 日本全国可 



       分別機全景        

 

 

 

 

 

 

    投入部         排出部                  
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⑤トリカブト塊根の大きさ別分別機 
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⑤トリカブト塊根の大きさ別分別機 

トリカブト塊根の大きさ別分別機による作業効率化 

作業時間 ２８８０ｋｇの分別に要した時間 
手作業：９６時間（１２人×８時間） 
分別機使用：８時間（２人×４時間）    
１／１０に効率化 

使用時の注意点 

分別機は、円筒状の網により分別を行いますが、この円筒状の網の角度に
より分別具合が変わりますので、室内の平らな場所で使用してください。 
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⑤トリカブト塊根の大きさ別分別機 

トリカブト塊根の大きさ別分別機 

問い合わせ先 旭川機械工業株式会社  

北海道旭川市永山北３条７丁目１－１１ 

Tel ０１６６－４８－７２６１  

◆“トリカブト塊根分別機の件で”とお問い合わせください 

購入時の注意点 

本体の製作、据付時の電気工事、必要付帯機材等についてご相談ください。 

分別機単体の他に、分別機へ塊根を投入するベルトコンベアが必要です。 
また、分別は３段階に行われますが、分別後の塊根の移送にもベルトコンベア３台
が必要ですので、計４台のベルトコンベアは用意することを考えておいた方がよい
と思います。 

ハナトリカブトとオクトリカブトでは、塊根の大きさが異なりますので、両方の分
別には円筒状の網が２種類必要となります。網の目開きにつきては、別途相談くだ
さい。 
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⑥シャクヤクの収穫機 

項 目 内     容 

対象生薬 シャクヤク 

対象薬用作物名 シャクヤク・ヤマトシャクヤクなど 

対象農作業 シャクヤクの収穫（堀上げ） 

対象地域 日本全国可 
       （25～35psトラクタ使用） 



  ①ベース機の全形 
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③収穫作業風景 ④作業風景とフォーク部分 

⑥シャクヤクの収穫機 

  ②深耕爪 



27 

シャクヤク収穫機による作業の効率化 

作業時間 収穫機使用 収穫時間    10秒/株 
 
手作業   収穫時間 約120秒/株 
      
約１２倍の作業効率向上 

その他 振動しながら堀上げ、フォーク部分で土砂を落とす。 
収穫の際の、収穫物の損傷が少ない。 

⑥シャクヤクの収穫機 

使用時の注意点 

畝間が９０cm以上のシャクヤク栽培ほ場にて使用できます。 

ほ場下層が粘土層の場合、すべての根を収穫できない場合があります。 
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シャクヤクの収穫機 

改良母体機 
 

B型振動掘取機 

問合せ先 株式会社広洋エンジニアリング 

埼玉県比企郡川島町大字上大屋敷 

Tel ０49－291－0700 

◆“シャクヤクの収穫機の件で”と問い合わせください 

⑥シャクヤクの収穫機 

購入時の注意点 

適用トラクター等をメーカーにご確認の上、ご購入ください。 


