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ワサビにおける農産物直売所が果たす役割と文化地理学的傾向

道の駅の開き取り調査から

山根京 * 

〔キーワ…ドJ:遺伝資源，山菜，市場外耳目1，地

域特産物，中山間地，乱獲，Eutrema 

japonzcum 

1.緒言

fワサビJといえば，刺身や藷麦を食べる際に添

えられる縁色の「練りものjをイメージする人が多

いだろう.チューブやパックに入った練りワサビが

市販されており，家庭でも身近な食品だ.しかしな

がら，練りものの正体ともいえる「生のワサビ」と

なると，どれほど認知されているのだろうか ワサ

ビの根茎は一般的なスーパーでも購入が可能で，伊

豆や安曇野などワサビの産地に行けばより直接購

入できる機会が噌える.近年，こうした生のワサビ

が購入できる場所として農産物直売所が重要な役

割lを示すようになった.農蔵物直売所は全国約 1

万ヶfiJrに設置され，年間販売額も増加傾向にあり，

年間販売額に占める産地別販売額の割合をみると，

地場農産物の割合も増加している(平成 19年農産

物地産地消等実態調査結果より)ーこれは，こうし

た直売所が特定の品目やまとまった数量以外の

農林産物は基本的に集荷されない，既存の販売経路

に乗りにくい地域特産物jに，あらたな市場性を寄

与する施設として，地域振興への貢献も期待されて

いるーワサビもまた，地域特産物として各地の直売

所で販売される品尽のーっとなっている.

農林水産省などが公表している主要中央卸売市

場におけるデータによると，平成 18年時点でワサ

ビの生産量が言十上されていない都道府県はわずか 3

府県(千葉，大阪，沖縄)のみとなっており，ワサ

ビは，全鹿各地の広い範闘で生産されていることが

わかる(山根 2010b). しかしながら，$場に出荷

していなし、小規模農家の状況は本データでは把握

できない部分が多く，その実態は全く把握されてい

ないのが現状である.全体的にみてもワサ

と生産額の推移を調べたデータによると，近年，総

本核兵主大学Eむよ日生物科学部 (KyokoYamane) 

(および生産額)にしめる静岡県の占有率が

他府県を大きくひきはなし，その差は年々ひらく傾

向にある(生蔵量 64.2%および生産額 81.6%，2007 

年，山根 2010b). このことは，現在の日本のワサ

ビ生産が，静岡県一県に依存していることを示して

おり，全国各地に存宿するはずの小規模農家の出荷

は減少傾向にあることも意味している これとは対

照的に，外国産ワサビの輸入量;は確実に増えつつあ

る (11/根 2010b). 生産量が確認できているだけで

も，タイ，i:t国，ニュージーランド，北朝鮮，アメ

リカ，カナダなど， 14カ国にのぼる国でワサビが栽

培ーされ輸出されており，これらの安価なタト毘産の輸

入が続くことでますます単価が下怒し，日本の小規

摸農家の妻美退がすすむことが懸念される.さらに，

ワサビは日本臨有種であるため，種子や萄はすべて

臼本由来のものであり，様々な要因で枯渇傾向にあ

る資源や技術が，無妨備に海外に流出されている現

実もある.こうしたなか，市場取引データからだけ

では把握しきれていない日本各地の小規模なワサ

ビ市場の実態を把握することは，持続的にワサビ資

源を利用するためにはどのようにすればよいのか，

その方策を考えるうえで重要な基礎データとなる.

ワサビは，文化・民族学的にみても重要な植物で

ある.ワサどは岡本で栽培化されたとされる数少な

い模物の一つであり，臼本の食文化に重要な役割を

果たしてきたからだ.陸土の約 65%が森林に覆われ

る岡本においては，中山間地におけるこうした植物

資源の手Jjfflは，ごく自然に行われてきた営みであり，

そこには多くの倍統や歴史が刻まれている.ところ

が近年，こうした森林環境と資源、の利用は，大きく

変わりつつある.山間部では過疎化，高齢化がすす

み，そこに長い間培われてきた技術，知識，資源な

と文化的所産が失われつつある(山根 2010c). 

しかしながら，文化・民族学的な調査が全国規模で

行われることがなかったため，地域間でどのように

違いがあるのか，どのような文化的側面を持つのか
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など，基本的な情報が皆無で、あった.

そこで本研究では，約 8割が中山間地に設寵され

ている「道の釈jに着目し，ワサビが市場外におい

てどのように生産・叛売され利用されているのか，

特産野菜の直売所を併設する全閣の道の駅を対象

に電話をし，聞き取り調査を行った.そして，ワサ

ビにおいて農産物直売所が果たしている役酪を明

らかにするとともに，ワサビの利用に関する文化的

な特徴が，地域開でどのように異なるのか，また，

ワサど文化の多様性の中心地はどこであるのかを

明らかにすることを目的とした.

2 謂査内容

道の釈は道路利用者の休憩場所を主目的とした

施設として 1993年に査、録が開始され，現在は単な

る休憩施設としてだけでなく，地域づくりや道路を

介した地域連携が促進されるなどの効果も期待さ

れ， 2010年 3月 3日時点で全鴎に 970居が開設され

るに至っている 地域連結機能を示す役割として，

8割以上の駅で物産販売泌設が設置され，地域の活

性化に大きな効果をもたらしている(松野と興椙

2006).また，道の!択の 8割近くが中山陪地にあり，

農林水産物の販売施設を設援することで地元農林

水産物販売拠点としての役j~IJ も担っている. 111菜な

ど中山間地ならではのJ他物が販売されることも多

く，生産量が少なく中央市場に出せないような特産

品を有効活用できる場とあって，生産者も積極的に

参加しているようである.

質問内容

①(加工品でなし、)生のワサどを販売したことがあ

るか

②①で fはしリの回答が得られた場合の，販売部位，

叛売価格，売れ仔き

③道の駅周辺地域でワサビ栽i音がされているか

@道の駅周辺地域でワサビが自生している地域は

あるか

⑤ワサどの料.~竪法

⑥おいしいワサビとはどういうワサビか

⑦ワサどに関して，他のよび方はあるか

電話をした道の駅で野菜の叛売があることが確

認できた施設のなかで，上記の質調に対して回答が

得られた 190件を有効回答とした.なお，野菜の販

売が，季節限定で行われている脇設も調査対象とし

て加えている.部分的な回答しか得られなかった

ケースは解析から除外した.

回答者は，駅長，販売担当者，事務局員，テナン

ト庖長など様々であるが，対象施設の中でもっとも

野菜の販売に詳しい人を調査対象者として話を間

いた.聞き取り調査回答者の内訳は表 lに記したと

おりである.男女の人数の差に有意な差はなかった.

年代では 50代が最も多く，地元出身者 (Uターン

者を含む)が 72%を占めた.また，途中他都道府県

へ一時期転居(じターン)，近隣在住者(詞一都道

府保の異なる町や市，他都道府県から転居後 10年

以上在住の人々)を含めると， 92%の人が少なくと

本研究では，全国の道の釈

の中から無作為に対象施設

を抽出し，電話による間き取

り調査を行った.まず，伺一

敷地内に野菜の販売がある

かどうかをたずね，販売がな

いと回答があった施設は調

査対象外とした.調査ー対象者

表 l ワサビ販売に関する送の釈における電話liflき取り誠交，回答者の内訳

としては，はじめに電話に出

ι↑生活IJ

年鈴隠

た人物に，最も野菜販売に詳 出身地

しい人物(駅長，テナント倍

野菜販売の担当者など)

を紹介してもらうようお願

いし，以下の質問に対して回

答を得た.

男/女

20代

30代

401~ 

50代

60代

70代

不明

生まれたときからずっと在住

途中他都道府県へ .u寺Wl転居(Uターン)

近隣在住者(同一都道府県の異なる問rや市)

他都道府県から転居後10年以上在住

他都道府県から転居後10年米満

不明または他都道府県在住

110/80 (人) 58/42 (%) 

5 3 

31 16 

46 24 

65 36 

35 18 

3 2 

5 3 

190 100 

123 65 

14 7 

14 7 

23 12 

2 

12 6 

190 100 



1080 農業および殴芸第 86巻第 11号 (2011年)

も 10年以上地元で、生活を送っており，地域の傾向

を比較解析する今回の尽的に合致した調査母体で

あると考えられる.

3.販売・栽渚・自生ワサビの現状と実態

3-1.販売実態一根茎よりも葉，茎，花などの地上

部の方がよく売れていた

質問① f生のワサビ絞売の有無J，こ対する回答と

して， 109 J苦舗 (57%) で f叛売あり j の回答が得

られた.なお，本質問は，根菜， t也上部(葉，

花を含む)のいずれでも生のワサビであればよしと

し，漬物などの加工品にしたものは除外している.

国 lから，生のワサビの絞売が縫認できなかったの

は北海道，青森，埼玉，千葉，神奈川， UJ梨，滋賀，

大阪，三重，長崎，鹿児鳥，沖縄の 12道府ー県で、あっ

グ d

• .;r 
。d. .‘b 

01 

た.逆にいえば，全国 74%の都道崎県で少なくとも

1箇所の(生の)ワサビ販売が行われていることに

なる.地理的にみても，東北から九州まで広い範囲

で販売されていることがわかった(図1).また，ワ

サビの販売実態に関しては，根茎だけを販売してい

るJ6は 109J苫舗中 9J苫舗にとどまり(閣1)，道の駅

では主に，葉などの地上部が妓売されている実態が

明らかとなった.さらに詳しく販売されている植物

の部位を比較してみると，最小単位の妓売価格の平

均額は，根茎で 523円，地上部(葉，茎，花を含む)

で 217円と，根茎が地上部の 2倍近い価格で販売さ

れていることがわかった(表 2).売れ行きに罰して

回答者の印象をたずねたところ，葉などの地と部は，

ほとんどの盾で「置けば完売J，rすぐ売れるj と好

調さが際立ったのに対し，根茎では， 5庖舗中 1J苫

5 
c 

/
 r

 

。

。

。
。. 

@ 長器売あり

O 綴亮なし

A 綴遂のみ怒溌

図 1 道の駅における生のワサビ販売の有然
全泊のi豆の駅(有効回答が得られた 190脂綿)のうち，野菜の販売があることを確認した施設において，加工
品でないワサビ(=生のワサビ)の販売が確認できた施設を⑧で，販売がない施設をOで記した. .Aiま桜3さの
みを販売していた施設.8は茎や莱などの地上部か，あるいは地上部に加えて根茎も販売していた施設. 院本

各地の広い範囲で生のワサどが販売されている様子がわかる.
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表 2 道の駅で奴売されていたワサビ(力5工品を除く)の販売価格と時期
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販売価格吋 売れゆき叫 販売時期

平均(最小~最大)よいまあまあ少し 春春夏夏夏秋秋秋冬冬冬季手春秋年中

〔内[J;占舗数庖舗数〕

地上部(菜，茎，花 217(100~550) 45 5 2 60 一 一 6

綬茎 523 (l 00~2000) 7 6 4 3 … 7 4 2 3 10 

吋価格は，販売における最小単位の金額を示した.そのため，グラム数は応餓ごとに異なる

ネ2売れゆきは，自答者の印象による

舗の都合で fあまり売れなしリとの回答が比較的多

く得られ，根茎よりも地上部の方が総じて売れ行き

がよいという結果が得られた(表 2).地上部を購入

者した人に関してどのような客層で、あったかj

を確認したところ食べ方を知っている地元の人J

と回答する府舗が 22件でみられた.その一方で，

池上部の食べ方がわからない客麗に食べ方を教え

たり，レシピを配布するなどしている活舗が 23J百

舗あり，食べ方を知らない人でも購入できるよう工

夫がなされていることがわかった.この 23J苫舗中

の 22宿舎iliで、は，地上部は f置けばすぐ完売J，残り

のlJ苫舗も「まあまあ売れるj と，いずれむ売れ行

きが好調で、あったことからも，こうした販売努力は

売り上げ向上に貢献していると考えられる.

また，地上部と根茎では，販売時期にも違いがみ

られた.地上部は，春 (60居舗)，秋(1)，冬(1)， 

冬春 (6)，春秋(1)に販売されていた 地上部の

場合，ほとんどが春に販売されており，他の山菜と

同 様 に 季節ものj として扱われていることがわ

かる.これに対し，根菜は，春 (3応舗)，夏(7)， 

秋 (4)，秋冬 (2)，冬 (3)，冬季手(1)，年中(10)

と，全国的に，決まった季節に販売される傾向はな

く，活舗により販売している季節が異なる傾向があ

ることがわかった(表 2).

3-2 栽場実態ーワサビは会盟各地で栽培されてお

り，高齢化も著しい

道の駅のある地域でのワサビの栽培状況につい

て調査をしたところ栽培あり j と回答があった

のは 91J古舘(有効回答数中 48%)で、あった.ただ，

ワサビの場合栽培j の定義が明確でなく，道の

釈に持ち込まれたワサビは，真の意味で栽培による

ものなのか，あるいは自生しているものを採集した

だけのものなのか，今回の聞き取り調査だけでは正

確に把握することはできない.いずれにせよ，上記

の結果は回答者が「生産者j として認識している人

とみなすことができる.生産者の年齢習もたずねた

ところ，確認できただけで 70代以上では 13人

(59%)，60代以上(70代以上も含む)は 18人(82%)

となった.ワサビにおいても栽培従事者の高齢化著

しいことがうかがえる.こうした状況はワサビに

限った傾向ではないと考えられあと数十年もす

れば特産物を持ち込む人もなくなり，道の駅として

も大きな損失になるだろう Jと話す釈長もいた.

3-3 自生ワサビについて一過剰探集のおそれあり

春になると，全国各地の直売所には，ワサビも含

めてコゴミ，タラの芽など，いわゆる「山菜j とよ

ばれる品目が屈にならぶようになる.地域特産物の

うち，とくにこうした山菜がイネなどの一般的な作

物と異なる点として， I栽培j を経なくても収穫が

できる点があげられる.ここで疑陪が生じる.それ

は，こうした山菜類が栽培されたものでない場合，

どのようにして活に持ち込まれるのだろうか，とい

う点である.もし，天然資源が持ち込まれていると

すれば，不特定多数の人に対する販売行為が，植物

資源、の枯渇につながっていなし、か懸念される.現在

のところデータもないが，今後は調査が必姿であろ

う.ワサビにおいて，この点を検証するために， I自

生ワサビj に隈して震関をした

質問④「道の駅周辺地域でワサビが自生している

地域はあるかどうかjに対し， 91脂綿で「あり j と

の切答が得られた.道のPj尺のほとんどが中山間地に

立地している点を考惑に入れたとしても，高い数値

といえよう.こうしたなかで注目すべき点は，ワサ

ビの「販売あり j と答えた賠舗のなかで栽培な

しJ(I不暁，わからなしリは除いている)としなが

らも自生あり j としたrn舗が 20件におよんだこ

とであろう.ニの結果は，少なくとも回答者が，道

の!択に持ち込まれるワサどが栽培されたものでは

なく，自生状態のものであると認識していることを

意味している.さらにこの 20件のうち， 6件 (30%)
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では，根茎も販売されてわることがわかった.この

ことは，現地から「根こそぎj採集したワサどを販

売していることを意味しており注意が必要だ.特に，

fまから持続的にワサビを利用してきた地元の資線

利用に詳しい人物であれば，採り尽くさないよう注

しながら採集されている可能性もあるが，何の知

識もなく，ただ採集してきて販売しているとすれば，

絶滅を招く危険な行為といえるだろう.ワサビに限

らず，栽培ではなく， Iぷに自然にはえている山菜を

採集して販売されているケースがある.そのため，

資源枯渇を防ぎ，持続的に利用するためにも，

所での販売が，縞物資源の過剰採集につながってい

ないか，今後はモニタリングが必要であろう.

「ワサビは告に比べて減ったかどうかjという質

問をしたところ， fj成ったJ(48)¥， 59%)， r増えた」

(1人， 1%)， r変わらなしリ (20人， 21%)， rわか

らなしリ (27人， 28%) となり， r昔より減ったJと

感じている人が圧倒的に多いことがわかった.その

要因をたずねた結巣が差是 3である.ここで注回すべ

きは，最も回答が多かったのが f乱獲J23人 (30%)

で、あった点であろう.著者の現地調査でも，乱獲が

探刻な問題であることは認識していたが，今仮iそれ

を裏付ける結果となった.営手IJ図的で集団を絶滅に

追い込んでしまうほど大量に略奪するケースもあ

れば，皇室山などでたまたま立ち寄った人に持ち帰ら

れるケースもある.後者の場合でも，頻度が多けれ

ば，集団を消滅させることはたやすく，深刻さに変

わりはない.その一方で，伺じく人間が関係する玉虫

由でも， rlllを手入れする人(または山に入る人)

が減ったからJという閲答も 15人(19%) から得

られた.ワサビは史実として最拐にあらわれる飛鳥

時代から 1400年にわたり利用されてきたことがわ

かっている(飛鳥京跡苑池遺構調査概要 2002)，以

表 3 ワサどが昔二と比べて減ったと感じた場合，その
要因(複数回答あり)

要医i 罰答数 % 

動物による被筈 16 21 

乱獲 23 30 

111を手入れする人(または 15 19 
山に入る)"'lがj絞った

生育球威の変化 19 25 

不明 4 D 

合計 77 100 

来，ワサどは様々な人の関与を受けながら，現在ま

で絶えることなく受け継がれてきた貴重な資源と

いえる， I幻に自然にはえているものでも，森林利用

および管理の一環として，なんからの人の関与によ

り個体数が維持されてきたとすれば，このまま放置

すれば，乱獲による個体数の減少がとまらなくなる

可能性が否めない.この件に関しては，これからの

植物資源としてのワサビの保全計間にもかかわる

ため，さらなる調資が必要といえる.また， r動物

による被害Jを要関としてあげる人も 16人 (21%)

いた.ワサビに限らず，中山間地における櫛物資源

の動物による被害は，全図的に非常に深刻な陪題と

なっており，ワサども例外ではないようだ.

3-4 ワサピにおける農産物直売所の果たす役割と

今後の展望

本調査から，農産物夜売所においては，菜や葉な

どの地上部が，根茎よりも多く取り扱われ，その範

囲も白木全国各地の広い範閣におよぶことが暁ら

かとなった.農産物直売所においては，ワサビは特

別な野菜というよりは， rlll菜j として位置づけら

れていることが多く，そのため，販売価格も，他の

野菜に比べてもそれほど高い悩格帯で、はなかった.

根茎はこれに対しておよそ倍の単価で販売されて

おり，売れ行きも池上部に比べると落ちる結果と

なっていた.ここで疑問が生じる.なぜ，農産物直

売所では根茎ではなく池上部が主な販売部位と

なっているのだろうか.その要因として，近年のワ

サビをとりまく様々な状況の変化が考えられる.形

がよく大きい根茎を栽培するためには，優れた品種

を的篠に栽培する技術システムが必要となる.その

ためには「高い技術jが必要となるだけでなく，ワ

サビ聞にかける「コストjや「労働力Jが要求され

ることになる.そのため，高齢化や，過疎化がすす

み労働力の確保が難しい農家や，物流の点で不利な

地域では，娘茎を主図的とした栽培は，より態難に

なることが容易に想像できる.それでも，パブ、ル期

までのように販売単価が高ければ，栽培する意欲も

失われることなく，こうした地域でも栽培が続けら

れてきた. しかしながら，冒頭でも述べたように，

ワサビの販売単価はバブル期以降下落の一途をた

どり，出荷するまでに平均して 2年(あるいはもっ

と)かかるような根茎の栽培は，帯IJに合わなしリ

とされ，次々にワサビ閃が放棄されているのが現状
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だ.それでも，長年その土地で守り続けられてきた

ワサどを捨てることができず，細々と栽培を続けて

きた農家にとって，農産物底究所がどれだけ大きい

意味をもつのか，想像に難くない.しかしながら，

こうしたワサビ農家も高齢化がすすみ代々受け

継がれてきたからJという混血で残されてきたワサ

ビ閏を継承する若い人材がみあたらないのが現状

だ.こうした状況では，地上部，娘茎に関係なく，

ワサビの栽培そのものが消えつつある.その一方で，

よそから来た人による「乱獲jが続けば，貴重な資

源の枯渇は避けられないだろう.中山間地をとりま

く環境が激変する今，持続的に森林植物資源を手Jj用

するためにはどうすればよいのか，早急に検討すべ

き課題である.

4 ワサどにおける民族・文化的傾IJ商と

その地理的傾向

4-1.植物としてのワサビに対する距離感一日本海

ゐ d

01 

‘ b 

.Y 

o 
~ 

(;P'"， 

側に多く見られる fワサビは珍しい植物では

ない」

植物としてのワサどに対する距離感を明らかに

することを箆的として， r道の!択のある地域ではワ

サビは珍しい植物かどうかJたずねた.その結果，

f珍しい植物ではなしリと答えた回答者は 45人(全

回答者中 24%)にのぼった.この場合のワサどが栽

培，野生(=天然)のいずれを指しているかはわか

らないが，少なくとも 45人はワサビという横物が

身近な存在であると感じているようで、あった.地理

的な分布をみると，日本海側に f珍しくなしリと回

答した庖舗が多い傾向にあることがわかる(図 2).

逆に，ワサどの主要産地である静岡県を含む太平洋

側で， r珍しくなしリと自答した人が少なかった.

伊豆地方では，至るところでワサビ田の風景に出合

え，食べる機会も多くなる.しかし，どこにでも生

えている身近な槌物，という認識ではないようだ.

実際，著者の現地調査でも，ワサビの主な分布は日

S 
b 

。

。

⑧ワサビは珍しくない
0ワサビIま珍しい

/ 1/; 

図2 ワサどは「珍ししリまたは「珍しくなし'Ji漬物かの質問に対する回答の分布図
ワサどに対する「距離感Jを示している.ワサビの種類(忠生，裁院など)は関わないとしている.黒枠l土，
fワサどは珍しい披物ではなし、Jという凹答が，地理的にまとまりを示していると考えられる地域を示した.
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本海l~JJであることがわかっており，また標本の分布

データからも，同様の結果が符られている(山根投

稿準備中).ワサビはもともと，日本海側を中心と

した分布域をもっ植物であり，そのため，日本海織

に住む人々にとっては珍しい植物ではなしリと

いう印象を与えている可能性が高いと考えられる.

では，こうした横物としての分布が文化j に

関してどのような影響を与えているのだろうか，食

文化にまつわる幾つかの質慌に対する回答の傾向

を分析することにした.

4-2.料理法について一辛みを出すための「コツJ

が存在する地域がある

ワサどの料理といえば，すりおろしたものを刺身

や蕎麦の「薬味」として用いる他に思いつかない人

も多いだろう.実際は，現在でも葉や菜などを使っ

た料理が全菌各地でみられる.調査の結果， 96人か

らワサどを用いた何らかの料理法に関する回答が

得られた.漬物 (56件)やおひたし(14件)といっ

た地上部を利用した料環が多く，販売部位が池上部

の方が圧倒的に多かった結果と矛扇しない.注目す

べきは，漬物やおひたしにするまでの過程だ.まず

最初に，湯にくくやらせる(または湯をかける，とお

す)など r(熱)湯j を用いると問答した人が 57人

(59.4%)におよんだ.興味深いのは，その盟自で

ある.ワサビの場合，湯を用いるのは辛味を出

すためJまたは「辛味を強くするためJだという.

なかには， rちょうど 74度でないといけなしリ， r温
度計を使うとうまくいく J，など，正確な温度に v

だわりをみせる人もいた鼠度だけではなく，

さjを増すためには，他にもコツが必要だ、という出

答も多数得られている.たとえばもむJ，rたた

くj， rふるj， r砂糖を加えるJという行為だ (34

1古舗) こうした手}I演を通すことで，本当に辛味は

増すのだろうか.実は，こうした手順は科学的にも

矛盾がないことがわかっている.湯，もむ，たたく，

などに共通する効果は組織を破壊する」という

点である.ワサビや他のアブラナ科植物に含まれる

み成分の本体ともいえるアリルイソチオシア

ネートは植物にはじめから含まれる成分ではなく，

組織が損傷することで生成される成分である

(Wittstock and Halkier 2002). 実は，薬味として

用いられている「練りものJも，根茎を「すりおろ

す」ことで，辛みが引き出されているといえるので

ある.このように，すりおろす以外で辛みを出すた

めの手!績がなされている活舗に関して，地図にプ

ロットしたのが劉 3である.図で示したように，

場ミを出すために「砂糖jを加えると回答した 6J苫舗

が長野県を中心とした糸魚川構造線沿いのお本列

島を縦断した地域に集中していることもわかった.

興味深いデータではあるが，現在のところ，なぜ辛

みを出すために砂糖を使う文化が本地域に集中し

ているのかについてはわからない.ワサビだけでな

く，この地方独特の食文化を検証する必要があるの

かもしれない.また， r湯J，rもむJ，rたたく J，rふ
るJ，の全ての手}I演が行われている賠舗は，九州、|か

ら東北までの主に日本権側の地域に集中している

ことがわかる 興味深いのは，殴 2で示した「ワサ

ビは珍しい植物ではなしリと回答をした人の分布と

よく担ている点であろう.ワサビが身近にあり続け

た食材だからこそワサビ料理の歴史も古く，そのた

め，し、かに辛みを出すかという工夫が重ねられてき

た伝統が，長い関受け継がれてきたことを示す結果

なのではないだろうか.

4-3 おいしいワサどとは?一味へのこだわりがみ

られる地域が存在する

質問⑤「おいしいわさびとはJに対しては， 45 

人 (24%)が「質問の意味がわからなしリ，あるい

は「見解を持たなしリと答えた.おそらく，植物と

してのワサビをみたことがない都会に住む人々の

ほとんどが，同様の印象を持つのではないだろうか.

植物としてのワサビとの距離と， r味へのこだわり j

l玄関連しているかもしれないとしづ仮説のもと，販

売の有無と，味へのこだわりの有無ーに関してフイツ

シャーの正雄縫率検定を行った.その結果，有意な

結果が得られた(表 4).つまり，ワサビの販売の有

無と，ワサビの味にたし、するこだ、わりの間には，剖

らかの関係があることが示された 145人 (76%)

もの人が，陪質問に対して，なんらかの沼答を示し，

「辛し¥Jr甘し、」など， 54通りもの答えが得られた.

しかしながらこのなかには「きれいな水Jr静岡j

など，イメージを答える田答者が多く，直接

的に「味jを表現したものとは設い難い.そのため，

明らかに f味Jを表現していると考えられる「甘みJ，

「風味Jr香り Jrねばり JrうまみJr味がある(ま

たは味わいがある)J rぬめり Jrこく Jrこしリにつ

いて，どれか一つでも答えた人に関して，地図にプ
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表 4 ワサビの味へのこだわりと道の釈での販売の有
無との関係

販売 味へのこだわり

あり なし

あり 91 18 

なし 56 25 

Fisher疋権確立検定 (P<0.05ネ有意)

味へのこだわりとはおいしいワサビとは?Jとい
う質問に対して得られた回答のうち甘み超正味j

「香りねばり J[うまみJ[1床がある(またはi味わ
いがある)J[ぬめり J[こく J[こしリなど，味へのこ
だわりが感じられるとしたもの どれか一つでも問答
があればカウントしている.

ロットし， 1:也埋的な分布を縫認した(図 4).その結

果，中部から九州にかけて，広い範閉で味へのこだ

わりがみられた.さらに辛みj が重要な要素で

ある，とした回答も多数得られ， I湾様に地理的な分

布顛向を調べた(閲 5). r辛みj が震要であるとし

<oCl . 

J 

01 

. -" 

。.r

O t予

c7d 

た人は，東北でも一部みられたが，関西地区ではみ

られないという結果が得られた.地理的分布状況か

ら， riJみJr風味Jなど r，床へのこだ、わり Jと，

みj が重要である，の両方の回答が得られたのは，

中国地方と北陸から伊豆にかけての地域であった.

4-4 ワサピの呼称、について一関東地方では呼称の

多様性はほとんどみられなかった

ワサビに関する呼称、は， 121 J百舗(有効回答中

64%) で何らかの回答が得られ，合計 20種類〔オ

カワサど，ガニメ，カワワサビ，クキワサピ¥サワ

ワサビ，セイヨウワサビ，センナ，タニワサビ，ツ

クリワサど，ナマワサビ，ネワサど，ハタケワサビ，

ハタワサピ，ハナワサビ，ハワサビ¥ホンワサビ，

ミズワサビ，ヤマワサビ，ワサビナ，ワサビパナ(複

数回答あり))が確認できた.ワサビに対する方言

としては，日本植物方言集成でカラシJrシャン

ショノキJrセンノ Jrヒノ JrフシベJrフスベJrワ

E 
b 

曜静E語
翻もむ・たたく・ふる
A砂織

/ 
)r~ 

。. 

世滋・もむ・たた〈・ふる.+図

。その他

図3 ワサビの料理方法に関して，辛みを出すための工夫(r?~ (とおす，かけるなどを含む)J rもむたたく Jrふ
るJ[砂糖を加えるJ)がほどこされていた応舗の分布図.
「砂糖」以外の工夫が全て行われていた応鋪(女)を黒枠で凶った.また，辛みを出すために「砂織Jを加え
ると回答した人の応舗が集中している地域を点線で示した.
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⑧ f隊へのこだわりJあり

O その他の回答

凶 4 ワサどの f味へのこだわり j の分布
「おいしいワサビとはJtこ対する回答のなかで，具体的な味の表現として甘みJ，r風味Jr香川「ねばり j

fうまみJr味がある(または味わいがある)Jrぬめり Jrこく JrこいJという回答がどれか一つでも符られた
応舗を黒丸で記した.自丸は k記以外の閲答が得られたものを「その他j としてプロットした.

サピナJが紹介されている.しかし，このいずれも

本聞き取り調査では得られていない.恐らく，こう

した方言をより詳しく調べるためには，ワサビに関

して文化的に重要な地点を集中的にあたり，高齢者

を中心とした開き取り調査を行う必要があると

えられる.しかしながら，本識査でも，ワサビの呼

称に関して重要かつ興味深いデータが多数得られ

ている.本調ままで得られた呼称の特徴としてはワ

サビj の前後に fヤマJrハJなどが付けられたも

のが多い点があげられる.これらはワサビの部伎や，

生育環境の違いを区別するための言葉であり，ワサ

ビがより身近でないとうまれない言葉だ¥また，ワ

サどの言葉そのものが変化していた呼び名として，

「センナJと「ガニメ Jが得られた. rセンナj は

富山県を中心とした北陸地方でみられるワサビに

対する呼称で，被茎の小さなワサビを総称して呼ぶ

こともあれば，ワサピ料理(漬物)を指している w

ともあるガニメ」は， 2)苫舗(山口県と島根県)

でみられた呼称で，ワサビの分げつ(=新芽)を指

す中陸地方特有の表現である.得られた全ての呼称

に関して，地理的な分布状況合調べた(臨 6).その

結果，かなりの広範囲で、ワサビに関する向からの呼

称が存在していた.この結果は，ワサどの販売が日

本全閣の広い範践で行われていた現状と一致する.

最も多様によび名が尽いられていたのは，山形県

〔田沢〕と大分県〔せせらぎの郷かみつえ〕の 2

所であった.いずれの地域でも現在でもワサビ栽培

が行われている産地である.呼称の多様性の地理的

分布の特徴としては，中国，北綾，東北地方でより

多くの呼称が用いられているようである.

を含む静岡県や関東地方で，ワサどに慢する呼称が

みられなかった点も重要だ.個別にみると， 20種類

ある呼称のうちで最も多く用いられていたのは，

「ノ¥ワサビJで、あった.回答が得られた 121人中じ
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⑧おいしいワサピ=r辛みJ;Ij<J重姿

。おいしいワサピ=r苦手みj以外

関 5 おいしいワサど辛みJが重姿である，と回答した人の分布

つに 100人 (82.6%)に用いられていた.ワサどと

いえば，太い娘三さをすりおろして食べるもの，とい

う一般的なイメージがある一方で，し、かに葉の利用

度が高し、かがうかがえる.これは，販売部位は地上

部が多い点とも矛盾しない.地理的な傾向としては，

オカワサビ (6件;足立 1987)は長野県を中心とし

た地域に，ハタケワサビ(またはハタワサビ) (17 

件)は中臨地方に集中していた CI頚7).中国地方へ

仔くと，ワサビを畑状態で栽培している農家も多く，

林床など，必ずしも水が常時流れている沢とはいえ

ないような環境に群生している状況もよくみかけ

る.こうした光景は，ワサビの産地として矢口られる

静罷県や長野県ではみられないワサビの生育状況

をより反映した呼称といえるかもしれない.また，

「ノ¥タケワサビjや「オカワサビj と対照的な呼び

名として「タニワサビj がある.興味深いことに，

fタニワサビj も「ハタケワサビJと同様に中国地

方に局在しており，これらの呼び名が中国地方にお

いて，生育状況の違いを表したものとして長年用い

られていた可能性があると考えられる.

4-5.地理的傾向からみえるものーワサビの文化的

多様性中心地

これまで，本調査で実施した質問に対する回答内

容の地理的分布傾向を明示してきた.これらを整理

すると， r料理法J(図 3)r味に対するこだわり J(図

4， 5) r呼称の多様性と分布J(図 6，7)の全てにお

いて多様性が高いことが示され，文化的に重姿であ

ると考えられた地域は，図 8で示したとおり，中間

地方と北陸地方の2地域であることが明らかとなっ

た.次に呼称の多様性と分布J(図 6，7)におい

てのみ，多様性が認められなかった地域が，伊豆地

方となった(図的.以上の結果から，本研究におい

ては，これら中国地方と北陸地方，伊豆地方を，ワ

サビ文化において重要な「センタ一地域j と位置づ

けることとした.さらに，陸 8に示したように，中

層・北陸地方を 1次センターに，伊豆地方を 2次セ

ンターとするに至った根拠は次の通りである.まず，

著者はワサビに対する距離感を調べた結果を重視
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閉さ取り調交を行った紡糸応舗で、得られた呼称の数 (0~5) までを色分けしてプロットした.色が濃いほ
ど得られた呼称の数が多くなる.

した(鴎 2).本調査結果によると， 1次センターと

した 2地域は，し、ずれもワサどに対して f珍しくな

しリとする人が多かった.つまり，これらの地域で

は，ワサビが身近な存在で日あり，このことが結果的

にワサビ文化を多様にしたのではないか，というの

が根拠である.また，栽培，野生の違いを問わない

とする前提であったにもかかわらず，現在栽培がさ

かんな伊豆地方では， rワサビは珍しい植物であるi

ととらえられていた.前述したとおり，この結果は

標本の分布ともー致している.著者が全国 4箇所の

標本嫁に所蔵されている標本資料を全て調べた結

果，ワサビは主に日本海側を中心とした地域で，近

縁の野生穏であるユリワサビは太平洋側を中心で

標本が採集されていたことがわかった(山根投稿

準備中).著者の全国調査で得られた結果とも矛盾

がなく，ワサどはもともと日本海銀IJを中心に分布す

る組物である可能性が高いといえる.以上より，ワ

サピが身近にあり，そこで自然発生的に文化的多様

性がうまれたと考えられるや国・北陸地方の方が，

伊豆地方に比べて歴史的に古い文化的要素を持つ

のでは，と考え次と 2次に区別するに至った

伊豆地方は，江戸期以降，すりおろして薬味として

食べる文化が発展したことと関連して，栽培技術が

発展し，現在に至った経緯を持つ(和漢三才隠絵

1712)‘それ以前の，同地における史実が記錬され

た資料が存在しないため，江戸期以前からワサビ文

化が狼付いていたかが不明であったが，本調査の結

果から，少なくとも中層・北器地域よりは麗史的に

浅いのではと推察している.ただし，伊豆地方をや

心とした地域を 2次センターと銘打つてはいるが，

本地域は現在，日本全国から技術や情報が集まって

おり，今や日本のワサビ産業を代表する地域である

ことは間違いない.タト倒産ワサビの台頭により β本

のワサビ産業の衰退が懸念されるなか，優秀な品種
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図7 ワサどのl呼称のうち，地E史的分布に傾向がみられたものを示した図

オカワサビl土:長野県を中心に，センナな宮山県をや心lこ，ハタワサビおよびハタケワサどは中国地方に，ガニ
メも中国地方に，三主に分布していた

が育成され，安定的な供給がなされている本地域は，

もはや産業においてだけでなく，ワサビ文化の今後

を担う重要拠点にもなっている

本調交で得られたワサビの料理法や呼称、などの

情報は，比較的若い人からも得られている.これは

多くの人が「生産者や問親あるいは祖母，または近

所の人から開し、たj結果であり，諒承ノレートが途絶

えてしまえば，出えてしまうデータであるともいえ

る.このことは，ワサビに限ったことではない.中

0J問地におけるあらゆる伝統的知識や知恵など，多

くの知的文化財産ともいえる情報が今，消えつつあ

る.一刻も早く，残されている情報を収集し，記録

しなければ，取り返しのつかないことになるだろう.

そのことをここに述べておく.

5 詩括卒

長時間にわたる通話にもかかわらず，快く謂変に

応じてくだ、さった，以下の道の駅の方々に，心より

御礼を申し上げます.

なかがわ，あさひかわ，しほろ温泉，みたら

いまべつ，つるた，しちのへ，くじ，石神の丘，や

まびこ舘，遠野風の丘，みやもり，林林館，米山，

ふたつい，かづの，しょうわ，協和，東由利，おが

ち，鳥海，月山，尾花沢，にしかわ，天堂温泉，白

熊ヤナ公閤，応沢，裏磐梯，ふくしま東和，尾瀬街

道みしま宿，たまかわ， しもごう，東山道伊玉野，

湯の香しおばら，湯商}11，きつれがわ，思}11，奥久

慈だいご， しもつま，ごか，白沢，霊0Jたけやま，

しもにた，上野，庄和，いちごの里よしみ，はなぞ

の，ながら，おおつの里，八王子滝山，山北，花か

げの郷まきおか，甲斐大和， しらね，朝日，関}11 ， 

花夢患にいっ， R290とちお，ちぢみの塁おぢゃ，

越後出雲Ilr奇天領の里，治責務えの郷せんだ，まった、い

ふるさと会館，雪のふるさとやすづか，あらい，親
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ワサビ文化に関連する「料理法Jr味に対するこだわり Jr呼称の分布と多様性Jに対する回答から得られた凶
3~7 を統合し，地限的に最も重姿であると考えられた地点を「センターj とし，黒441F斜線で、割った.

不知ヒ。アパーク，うなづき，ウェーフ守パークなめり

かわ，氷見，細入，福光，庄J11，ヂ|二波，たいら，上

平，なかじまロマン峠，瀬女，河野，九頭竜，若狭

熊川街，さかい，奥飛騨温泉郷上宝，飛騨金山ぬく

森の里浪泉，モンデウス飛騨位山，飛語iii信道 なぎ

さ，ひだ朝日村，織部の現 もとす，和良，五木の

やかたかわうえ，飛騨白山，ほっとば~く 浅科，

アルプス安曇野ほりがねの里，北信州、|やまのうち，

ぽかぽかランド美麻，あおき，おがわ，南アノレフ。ス

むら長谷，花の思いいじま，花の三翠苑伊豆松11時，

天城越え，朝霧高原， J 11根温泉，ふじおやま，伊豆

のへそ，問原めつくんはうす，アグリステーション

なぐら，デンバーク安城，つくで手作り村，奥伊勢

水つつ水舘，関宿，くっき本障，東近江市あいと

うマーガレットステーション，こんぜの里りっとう，

京都新光悦村，丹後あじわいの郷，かなん，はが，

あさご，ちくさ，ハチ北，とうじよう，吉野路黒滝，

十津川i郷，伊勢本街道御杖，ふるさとセンター大塔，

熊野古道中辺路，しらまの盟，根来さくらの里，三

朝 楽市楽座，はっとう，犬挟，はわい，清流茶屋

かわはら，大111恵みの里，樹、合の盟，グリーンロー

ド大和，奥出雲おろちループ，かきのきむら，湯の

J 11，津手口聖子温泉なごみの里，匹見l民あわくらんど，

くめなん，みやま公園，風の家，奥津温泉，醍麟!の

盟，リストアステーション，豊平どんぐり村，スパ

羅漢，ゆめランド布野，クロスロード、みつぎ，きく

がわ，長内i挟，ピュアラインにしき，顕成就温泉，

うり坊の郷 katamata，貞光ゅうゅう館裁の恩，大

歩危，小豆島ふるさと村，しおのえ，滝宮，たから

だの里さいた，日吉夢産地，ひろた，うわじま き

さいや広場，大杉， 633美の里，剖万十とおわ，小

石原，たちばな，歓遊会ひこさん，厳木，大和，古

里子ヶ里，彼杵の荘，さいかい，通潤，竜北，子守唄

の里 五木，やまくに，せせらぎ郷かみつえ，きょ
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かわ，くにみ，青雲矯，ゆ~ぱるのじり，阿久根，

おおすみ弥五郎伝説の思，すえよし，許臼(Ji[真不同〕

また，本研究を遂行するに当たり多大なるご助力

をいただきました，宇藤初恵氏および鷲見真弓氏に

深く感謝し、たします.
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