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CBD   大麻由来の健康成分

違法薬物の代表格ともいえる「大麻」。しかし、現在では健康に有効な成分が含まれているため、大きな注
目を集めています。大麻に含まれる60種類以上の「カンナビノイド」と呼ばれる化合物の中で、「テトラヒドロ
カンナビノール」（THC）がいわゆるハイになる成分。そのため合成THCは日本では麻薬に指定されています。 
その一方、カンナビノイドのうちTHCのような精神作用を引き起こさない「カンナビジオール」（CBD）は近
年、医療業界などで大変注目を浴びており、アメリカを筆頭にすでに医薬品として認可されている国も多くあ
ります。

実は、カンナビノイドは人間の体内にも存在しており、睡眠・食欲・感情調節・痛
み・免疫調整などさまざまな身体機能に重要な役割を果たすことが知られていま
す。運動や食物（黒コショウ、カカオ、エキナセアなど）でも増やすことはできます
が、CBDであればより効率的に摂取できます。
CBDの摂取によって、「リラックスできる」「ぐっすり眠れる」など多くの効果が
期待できると言われています。日本において医学的に立証されたわけではないも
のの、他国においては、他のさまざまな効果の論文などもあり、詳しくは次ページ
にて説明します。

体内で生成される重要な物質

注目を集める大麻の有効成分
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CBDの効能    身体の内外に多様な作用
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論文が集まるサイトでCannabidiolで検索をかけた結果 
（１年以内のものだけで1,286件がヒットしました）

抗炎症作用
anti-inflammatory

抗不安作用
anti-anxiety

その他
many others

CBD 最近ではイタリアのモデナ・ レッジョ・エミリア大学が抗炎症作用に関する論
文を発表しています。アトピー性皮膚炎や乾癬、それらが原因による瘢痕に対し
CBD軟膏を３ヶ月間投与したところ、全ての患者で有意に改善がみられたという
結果になっています。また、皮膚に関してはアンチエイジングや皮膚ガンへの効果
も報告されています。

抗炎症作用1.

「CBD600mgを投与し、不安を感じさせるような恐ろしい画像を見せた時の脳
の様子をMRIで観察する」という実験が行われました。この実験では厳密な形で
のプラセボとの比較を行いましたが、明らかにCBDには不安を取り除く効果が見
られるという結果が出ました。 

抗不安作用 2.

その他にも「てんかんの治療」をはじめ、不眠解消や鎮痛、スポーツにおい
てのパフォーマンス向上、食欲のコントロールなどここでは説明し切れな
いほどの効果が期待されています。ほとんどの論文は英語で発表されており 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ などで確認することができます。 

その他 3.

かんせん はんこん



商品としてのCBD

医療系に関しては、アメリカで2018年6月にCBDを有効成分とする「Epidiolex」が抗てんか
ん医薬品として承認されたことから、日本においてもCBDを個人責任で使用する患者が増え
たと予想されます。また、有名通販サイトではリラックス効果を謳い文句にした商品が多く並ん
でいます。
 
何がどれだけ売れているかという詳しいデータは見つけられませんが、現在多く見受けられ
るのは「Vape型」「オイル型（舌下摂取）」「グミ（食品型）」の3カテゴリーの商品です。ただしこ
れらは初期段階である市場において「作りやすい」という生産側の都合も関係していると考え
られ、この先は個性的な商品も増えていくと予想できます。現在は美容系が増えつつあり、こ
れは論文などで比較的に効果がはっきりと読み取りやすいことも要因と思われます。

CBDを利用している人をリサーチしてみると
３つの傾向が見えてきます。
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・医療系（てんかん、統合失調症など） 
・健康系（リラックス、睡眠など） 
・美容系（美肌効果、ニキビケアなど） の3つです。 



日本国内で購入可能なCBD商品のブランドは現在220以上確認されており（2021年3月時点）、その内日本
のブランドは140以上となっています。また、伊勢丹やドン・キホーテなど有名店での取り扱いも開始されてい
ます。日本の年金を運用するGPIFも海外の大麻関連株に８７億円の投資を行うなど、日本においてもカンナ
ビノイド関連は注目され始めています。

広がりつつある商品展開

日本でのCBD商品の現在

日本発
ブランド

ショップ
実店舗

製品比較・コミュニティ 事業支援

メディア・啓蒙 協会・学会
総合系 オイル VAPE

専門店 大手小売店

コスメ 食品系

オンライン
CBD活用店 プラットフォーム専門店

海 外発
ブランド

メディア・啓蒙

北米 欧州

CBD部
バージョン1.0（2021年1月時点）
お問合せ：info@cbdbu.jp
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CBD市場の未来

右にあるグラフは、CBD製品グローバル市場の成長を示
したものです。またGlobal Market Insightsでは、2019
年は28億ドル（約3,000億円）あった市場が、2026年には
890億ドル（約9兆7,000億円）と30倍以上まで成長すると
予測されています。

世界では確実な伸長を予測

日本においても休息・睡眠ビジネス市場は確実に伸びていくと予測され、関連の
深いCBD産業の成長にも期待ができることが伺えます。CBD商品は一般的なド
ラッグストアやコンビニエンスストアの棚に並んでいないため、一般認知度の低さ
は否定できません。ただし、興味深い結果があります。右のグラフはGoogleトレンド
での検索キーワードの比較表。 比較対象は健康ブームとしてよく聞くキーワードが
並びますが、2019年から伸び始めた「CBD」の検索数は、2021年3月には「塩麹」以
外のキーワードよりも検索数が上であるという結果が出ています。まだピークには
達していませんが、 ニッチな商品であるにも関わらずここまで検索数が伸びるの
は、若者を中心としたトレンドが出来つつあるということかも知れません。

日本では知られていない？



日本において、大麻は縄文時代から明治時代までは食物や医療目
的、繊維などの用途で一般的に使用されていたと言われています。昭
和23年の「大麻取締法」により規制され、一般には栽培・所持などが
できなくなりました。現在日本に残っている大麻産業は衣服などに使
用される「麻」と七味唐辛子などに入っている「麻の実」などに限られ
ます。
一方、世界では下記のように医療用・嗜好用ともに規制が緩和される
流れが強まっています。そして、世界の流れを受けてか、前ページの通
り日本でも2021年に入ってから大麻関連の動きが活発化しています。

2021年に入っても嗜好用大麻の規制緩和の動きは止まらず、3月31日
にはアメリカ・ニューヨーク州が大麻の合法化を行ったと日本でも報道さ
れました。娯楽用の大麻を解禁したのはアメリカで15州目となります。ワ
シントン、 カリフォルニア州が既に合法化されているのは有名ですが
ニューヨークの合法化はインパクトが強いと考えられています。日本の大
麻取締法は海外でも適用される場合があるため、日本政府は海外でも
法律を遵守するよう呼びかけています。 ※写真はAFPBBニュースより

規制緩和の流れが加速

世界における大麻産業の潮流
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米NY州、娯楽用大麻合法化へ 知事と議員が合意 2021年3月29日5:19
発信地：ニューヨーク／米国

◆オーストラリアの首都キャンベラで嗜好用大麻合法化
◆イギリスにて大麻医薬品の輸入制限緩和
◆日本にてCBD製品の輸入手続きが明文化
◆米国にてCBD医薬品エピディオレックスが通常処方箋医薬品に
◆イスラエルにて医療用大麻の輸出承認
◆ブラジルにて自閉症児の両親に大麻の栽培を許可
◆アルゼンチンが国の大麻プログラム開始
◆世界アンチドーピング機関がアスリートへの
　大麻違反の処分期間を3ヶ月に短縮（CBDは除外）
◆米国ニュージャージー州、アリゾナ州、モンタナ州、サウスダコタ州、
　ミシシッピ州がそれぞれ医療用・嗜好用大麻を解禁
◆欧州連合司法裁判「CBDは麻薬といえない」と判決
◆国連が大麻・大麻樹脂を附表IVから削除決定

【規制緩和の例】



令和３年４月１日、NHKの報道により、厚生労働省が「大麻草を原料にした医薬品について実用化を
視野に治験を実施する」検討を始めたことが発表されました。これは上記の「大麻取締法」に違反する
ことから、何らかの法改正が、今話題となっている「使用罪」と合わせて行われる可能性があります。 

では、CBD成分と麻薬としての大麻に関して、今後どのような扱いになっていくのでしょうか。検討会
が発表している取りまとめ案から推測します。
右の記述から、大麻取締法についてはTHC成分に着目した規制に見直され、CBD成分に関しては医
薬品として合法化（分類未定、施行までは規制なし）、その他のカンナビノイドに関しては食品扱いとさ
れる可能性が高いと推測されます。また、現時点でのCBD成分については同とりまとめ内で
◆取締りに際しては規制部位か否かを判断する必要があるところ、近年の取締りの実態としては、有
害成分であるTHCの検出の有無に着目して大麻草に該当するかの判断が行われているとしています。

ー大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめ（案） よりー
（令和3年6月11日発表）

【大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない】（免許所持者以外）、
【大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること】を禁止。 

大麻の主成分の一つであるTHCを規制。

本当に日本でも合法？

現在、日本で大麻を規制する法律は２種類存在します

医療用大麻は実用化に向けて前進

大麻取締法

麻薬及び向精神薬取締法

※大麻草の成熟した茎、及びその茎から作られる繊維等の製品（樹脂を除く）と、種子およびその製品は除外されています。

◆大麻取締法においては、大麻草の部位による規制を
行っているところであるが、実態としてはTHCという有害
成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物
質は有害な精神作用を示すTHCであることから、大麻草
が含有する成分(THC)に着目した規制に見直すことが適
当である。

◆大麻から製造された医薬品は、米国を始めとした（中
略）近年の諸外国の動向や、その医療上の有用性を踏ま
えて、日本においても現行の麻薬及び向精神薬取締法に
規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前
提として、その製造や施用を可能とすべきである。

◆（大麻取締法）制定時に大麻の使用に対する罰則を設
けなかった理由は現状においては確認されず、今般、他の
薬物法規と同様に成分に着目した規制とするとともに、大
麻から製造された医薬品の施用を可能とすると、不正な
使用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点
からは、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由
は見い出し難い。

…
…
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アジア随一の大麻産業国タイの現況

薬物規制の厳しさは世界有数と言われるタイですが、大麻に関しては東南アジアでいち早く医療用として
合法化し、その研究を進めています。その背景にはもともとは大麻が民間医療として広く使用されていたこと
があるようです。現在のタイ政府は大麻・マリファナの健康効果を強く認めていて、自国の大麻関連事業に
大きな投資を行っています。弊社でも現在、イスラエルやシンガポールなど諸外国企業から投資のお問い合
わせをいただいています。

東南アジアで初めての医療大麻解禁

医療用大麻が解禁され、タイ国内の産業も一気に動き出しました。多くの大手飲料メーカー
や食品メーカーが開発を進め、商品を発表し、タバコ専売公社が大麻の栽培を始め、病院食
堂でも大麻料理が取り入れられました。首都バンコクでは「医療大麻」による治療を専門とす
るクリニックが開設され、偏頭痛や不眠症、うつ病、筋肉痛などさまざまな症状が治療対象と
なっています。

大麻料理やドリンク、CBD製品、専門院開設も

タイ保健省のアヌティン・チャーンウィーラクーン長官も医療用大麻の製造増大
と大麻を主原料とした医薬品の主要製造国になることへの期待を表しており、今
後開発は進むと思われます。

国を挙げての開発が進歩を助ける
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CBD先進国との連携による研究
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タイに設立した現地法人（Kyusei Pharmaceutical Co., Ltd）と、タイ国内におい
て２つの大学を通じてライセンスを取得している Smart Medical Development 
Co., Ltd（SMD社）との資本提携により、徹底的な品質管理が可能です。SMD社のプ
ロジェクトには、 2つの大学の他に軍病院・タイ政府が参画しており、タイでの医療的
な発展を期待されています。

タイ現地法人による安心・安全のオペレーション1.

日本国内においてCBDは医薬品や医薬部外品として認定されていないため、具体
的な効果は表示することはできません。そのため「効果を感じることができる」ことが
差別化やリピート獲得に重要となります。 タイにおいての大きな連携体制により、医
療的な見地から研究を進め、 「ただCBDを売る」状態から一歩進んだ「利用される」
ための商品開発が可能です。（※令和３年4月1日、医療大麻の治験開始が日本でも報
道されました）

医療的なアプローチから一歩先の商品開発2.

例えば、CBDと何を配合すればどのような症状に効果が感じやすいのか、 接種の仕方
はどの方法がその症状に適しているのかなど、研究結果を根拠とした商品を作ることがで
きます。御社のお客様が求める物を形にするお手伝いが、私たちにはできます。

それぞれのニーズに合わせた商品への協力体制3.



SMD社が契約を結んでいる大学の敷地を使用しての栽培が可能です。栽培可能面積は
10,000ライ（タイの面積単位：１ライ＝1,600平方メートル）、1,600ヘクタール（ha）もの広大な
敷地です。この広さは東京ドームでいうと約342個分、東京ディズニーランドの約34倍にもなり
ます。東京23区を例にすると渋谷区や中野区全体よりも少し大きな面積です。 

次に、全ての敷地に作付けした場合の、農家としての規模を検証してみます。先進国とされる
国の中で、初めて嗜好用大麻を合法化し、世界で2番目に国土面積が広いカナダの１軒あたりの
平均面積が55ha（2016年）、大麻合法化の先進国であるアメリカの州合計の栽培面積が約
1,300ha /州（2018年）なので、世界でも有数の栽培面積となることが分かります。 これは、市
場の拡大とともに栽培面積を拡大することができ、将来的なコストと品質のバランス向上に繋
げられると考えています。
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SMD社契約農地

1,600ha

55ha/軒
1,300ha/州

CANADA USA

国立大学の敷地を使用しての大規模な栽培が可能



商品開発を支えるタイのパートナー
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私たちが資本提携を行っているSmart Medical Development Co., Ltd（SMD社）は、前述の通り大学と
の契約、軍病院との協力体制を得ています。先進的な商品開発の要となる2つの大学と病院を紹介します。

 2005年に設立されたタイ南部の公立大学。ナラティワート県にあった教育機
関を統合し大学となった。農学部・工学部・教養学部・経営学部・医学部・看護学
部・科学技術部・アラブイスラム研究所と大学院があり、イリノイ大学シカゴ校医
学部と交流協定を結んでいる。

ナラティワート大学（Princess of Naradhiwas University）

タイの北東部の下部地域で、幅広い高等教育およびトレーニングサービスを提
供する、政府資金による大規模な大学。教育学部・科学技術学部・経営管理学部・
人文社会学部・産業技術学部・公衆衛生学部と大学院がある。 

コラート大学（Nakhon Ratchasima Rajabhat University）

アジアで最高の軍事医療機関になること、質の高い国際的な高等医療サービスを
提供することを使命とするアジア有数の軍病院。

プラモンクックラオ病院（Phramongkutklao Hospital）



KYUSEIの強み
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物価や輸送距離などさまざまな要素により低価格化を行うと同時に、日本企業による管理を行
うことで高品質を保ちながら低価格を実現することが可能です。

低価格かつ高品質

単体成分だけでなく、一緒に含まれるテルペンや他のカンナビノイドにより得意分野が分かれる
とされるCBDを、研究委託することで目的とする作用に適した種の選別などが可能です。

タイ国立大学・病院との連携

多くの海外企業にとって日本市場は特殊であり、THC含有量の管理をはじめとした日本だけに特化
した品質管理を行うことは利益と相反します。しかし、私たちは日本市場に向けて栽培段階から管
理可能であり、日本市場において重要である「安心・安全」を担保することが可能です。

日本向けの生産管理
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ビジネスの可能性　　拡がる市場に先駆けて
　現在、日本のCBDを取り巻く環境は大きな変化を遂げようとしています。

未知なる可能性へと踏み出す一歩は、巨大な産業へと繋がっているかもしれません。

バイオマス原料

医療品原料 美容商材

日本企業による栽培委託 OEM受注



北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番14号 ばらと北一条ビル8F

www.kyu-sei.jp
Tel.011-271-7811 Fax.011-271-7812


