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【初めに】 

薬用作物の日本国内における生産栽培を拡大してい
くため日本漢方生薬製剤協会に加盟する4社では、
日本薬用作物検討協議会を発足し、農林水産省の
“地域特産作物需要拡大技術確立推進事業”に取り
組んでおります。 
2013年度には６種類の薬用作物専用農業機械を改
良・開発し、2014年度には３種類の農業機械の改
良・開発と農業機械を用いた薬用作物栽培法の実証
試験を実施しました。 

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
力いただ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。 2 



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 
 改良・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 オウギの半自動茎切機の開発・・・・・・P 4 

② トウキの実生苗用収穫機の開発・・・・・ P 8 

③ シャクヤクの株分割・根分別機の開発・・ P1３ 
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①オウギの半自動茎切機 

項 目 内     容 

対象生薬 オウギ 
対象薬用作物名 キバナオウギ、ナイモウオウギ 
対象農作業 オウギの茎切作業 
対象地域 日本全国可 

備考 オウギ以外の一部生薬でも応用可能 



    

 

 

 

 

 

①オウギの半自動茎切機 

切断時にオウギが動かないよう 
上部の円盤が押さえつける 

ベルトコンベアに流れるオウギの 
地上部と根の間の切断部をガイドに
合わせて手作業で揃えるだけ 

特徴 
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全体写真 

切断機側から見た状況 
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①オウギの半自動茎切機 

作業効率化のデータ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剪定鋏の手切りと比較して約２倍以上の効率化が 
可能であり、疲労が少ないため連続作業が可能 

使用の際の注意点 

切断部に触れる際は、必ず電源をOFFにする。 

１回目 ２回目 平均 

10a分（15,000本）茎切除 
延べ作業時間（茎切時間のみ） 

剪定はさみ ２６本 ３６本 ３１本 ９６８分（１６．１時間） 

茎切機 ７０本 ５６本 ６３本 ４７６分（７．９時間） 
 ⇒手作業の約１／２ 

１分間での茎切除時間比較 ：作業員２名（作業者は固定） 
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①オウギの半自動茎切機 

オウギの半自動茎切機 
問合せ先 北海道セイカン工業株式会社 

〒004-0003 北海道札幌市厚別区厚別東３条３丁目14番35号 

TEL 011-809-4122  ／ FAX 011-809-4121 

 

◆“オウギの茎切機の件で”と問い合わせください 

購入時の注意点 

◆改良により今後仕様が変わる場合があります。 
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②トウキの実生苗用収穫機 

項 目 内     容 

対象生薬 トウキ 
対象薬用作物名 オオブカトウキ・ホッカイトウキ 
対象農作業 トウキ実生苗の収穫 
対象地域 日本全国可（大規模栽培向き） 

 （ただし、粘土質の圃場では使用不可） 
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【ポテトデガーの主な改良点】 

②トウキの実生苗用収穫機 

東洋農機株式会社：２畝ポテトデガー 

①苗が落下しないよう従来
のポテトデガーよりコン
ベアの幅を狭めた。 

③苗を中央に集約できるよ
う寄せ板を改良。 

②土砂落ちが良くなるよう
コンベア上で滞留する時
間を長くするため、ギア
の枚数を調整した。 

トウキ苗堀上げ用 ポテトデガー改良機 

ポテトデガー改良機によるトウキ苗の堀
上げ状況 



10 

【アーリーデガーの主な改良点】 

②トウキの実生苗用収穫機 

東洋農機株式会社：アーリーデガー（新品） 

・ピックアップ部分のゴム製コンベアを新規作成 

トウキ苗回収用 アーリーデガー改良機 

トウキ苗の回収作業状況 
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トウキの実生苗用収穫機による作業効果 

作業時間 約4.7倍の速度で収穫可能 
 
 
 
 
 

作業環境 従来の手作業によるトウキ実生苗の収穫作業と比較し
て、作業員が屈んでスコップ・フォーク等で収穫する
作業がなくなり、肉体的な負担が軽減されます。 

②トウキの実生苗用収穫機 

トウキ実生苗用収穫機の試験成績(/10a) 

手作業 ポテトデガー
アーリーデガー 

作業時間 １６０ｈ ３４ｈ 

使用時の注意点 

○アタッチメント取り付け時 
・トラクターへの装着時はトラクターと機械の間に人が入らないようにして下さい。(挟まれる) 
・ジョイントの取り付けはPTOクラッチを切り、トラクターエンジンは必ず停止させ取り付ける
(巻き込まれる) 

○作業時 
・トラクター旋回の際は速度を十分に落としてから旋回する。(横転する) 

ポテトデガー使用時 
・作業中は機械に人を近づけない。(巻き込まれる) 

アーリーデガー使用時 
・機械に人を乗せて走行・旋回をしない。(転倒する。投げ出される) 
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トウキの実生苗用収穫機 
改良母体機 東洋農機株式会社 

 ポテトデガー  ＴＰＤ ３ＢＴ 

 アーリーデガー ＴＰＤ１Ｈ 

問合せ先 東洋農機株式会社  

北海道帯広市西２２条北１丁目２番５号 

TEL (0155)37-3191  

◆“トウキの植付機の件で”と問い合わせください 

②トウキの実生苗用収穫機 

購入時の注意点 

◆改良により今後仕様が変わる場合があります。 
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③シャクヤクの株分割・根分別機 

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 シャクヤクの株分割と根分別作業 
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） 



農機名：シャクヤクの株分機 

  ①農機の全形  
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②作業中の写真 

③作業部分の拡大写真 

③シャクヤクの株分割・根分別機 



農機名：シャクヤクの根分別機 

  ①農機の全形  
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②作業中の写真 

③作業部分の拡大写真 

③シャクヤクの株分割・根分別機 
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シャクヤクの株分割・根分別機による作業の効果 

③シャクヤクの株分割・根分別機 

使用時の注意点 

・本体が重たいため、移動の際には十分に注意してください。また斜面での設置は避け、使用の際には車輪が動
かぬよう車止めを用いてください。 

・作動部、回転部、高温部に触れないように注意してください。 

・作業中は、機械に人を近づけたりしないでください。 

・機械に異物が入った場合は、必ずエンジンを停止し完全に止まったことを確認してから取り除いてください。 

・機械から離れる時は、必ずエンジンを停止し、車輪をロックしてください。 

・作業中は安全装置及び安全カバーなどは絶対に外さないでください。 

選別方法 
シャクヤク株

処理数 
処理時間 人数 

改良機 １０株 ３０分 ２人 

手作業 １０株 ２時間 ５人 

換算 改良機 １０株 １時間 １人 

換算 手作業 １０株 １０時間 １人 
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シャクヤクの株分割・根分別機 
改良母体機 株分割機：薪割り機 SH-15 

根分別機：草刈機 

問合せ先 株式会社クレオテクノロジー  

富山県富山市上袋532番地 

TEL 076-421-3590 

◆“シャクヤクの株分割の件で”と問い合わせください 

③シャクヤクの株分割・根分別機 

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。 
・運送費は地域によって異なります。 
・産地の状況に応じて、オプションにて個別対応が必要な場合があります。 
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