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長野県のダイコン品種

大井美知男・磯村由紀

信州大学農学部食料生産科学科植物資源生産学講座

要約長野県に現存する在来ダイコン13品種(戸隠大根，上平大根，灰原大根，ねずみ大根，牧大根，

切葉松本地大根，信州地大根，上野大根，前坂大根，親田辛味大根，赤口大根，大門大根，たたら大根〉

の来歴，栽培地域，生態的特性および栽培と採種法について， 1998年と1999年に現地調査を行った。なお，

生態的特性については， 1999年に信州大学農学部実験圃場でも調査した。

キーワード:Raphanus Sativus，ダイコン，漬け物，おろし大根，長野県

はじめに

日本のダイコンは中国中北部を起源とする品種群

と南部を起源とする品種群が別々に渡来してから複

雑に交雑してできたものである。中国中北部を起源

とする北支系品種群は葉数が少なく，根形は尻つま

りで短く小型で，肉質は徽密で硬く，でんぷん量が

多いため貯蔵性が高い。また，根の首部に緑色や紅

色の色素を呈することを特徴としているo 一方，中

国南部を起源とする南支系品種群は葉数多く，根は

大型で，肉質は水分を多く含み柔らかし、ことを特徴

としている。長野県に現存するダイコンの地方品種

は，本編に紹介するように13品種が確認されている

が，いずれも北支系品種群の特性を比較的よく伝え

ている九これら長野県に在来の地方品種はその際

だった特徴から信州地大根群として他の日本のダイ

コン品種と明確に区別されている九

西山川ま信州地大根群として「山口j，I安茂里j，

「青口上野j，I平柴j，I宝光寺j，I赤口j，I人参切

葉j，I柳池j，I赤筋j，I赤首j，I青j，I前坂j，I戸

隠j，I長入j，I川谷j，r下高井」の16品種をあげて

いるが，このうち「安茂里j，I平柴j，I宝光寺j，

「柳池j，I赤首j，I青j，I長入j，1}l1谷j，I下高井」

は所在が不明であり，すでに消滅したものと思われ

る。なお，西山幻は「親田辛味大根」についてはこ

れら信州地大根群と区別している。

日本のダイコン生産は， 1970年代頃から青首宮重

系の F1品種が主流となり，全国的にみれば急速に

地方品種が姿を消していったが，その中にあって長
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野県では隔離された中山間の地理的な条件も手伝っ

てか，ダイコンの地方品種が比較的多く現在まで維

持されてきた。しかし，今回の調査では，栽培と採

種を続ける栽培者がわずか数軒である品種の事例も

いくつかみられ，これら品種については，早急な保

護対策を施さないと近い将来に消滅しかねない状況

にある。

本編は，こうした現状をふまえて，長野県に現存

するダイコンの地方品種の来歴，栽培地域，生態的

特性，および栽培と採種法について， 1998年と1999

年の 2か年にわたる現地調査と信州大学実験圃場で

行った栽培試験結果に基づいてまとめたものである。

1.戸隠大根

来歴

かつては主産地であった戸隠村上野地区の名を取

って， I上野大根」とよばれていた。一説には江戸

時代のアサを交易する商人が持ち込んだともいわれ，

当時は主にアサの裏作として栽培されていた。

元禄10年(1679)の「本朝食鑑j3)に， I近頃江都

市中，信州景山大根及ピ夏大根ノ種ヲ習グ，倶ニ甚

練シテ以テ蕎麺ノ用トス」とあり，また正徳 2年

(1712)の「和漢三才図会j4)にも， I信州景山・摂

州木代・但州直見ノ産，皆練ニシテ名ヲ得」とあるo

景山は現在の長野市入山であれ戸隠村と隣接して

いることから，この「景山大根」が，現在の戸隠大

根ではないかと考えられ，このことからも戸隠大根

が江戸時代から栽培されていたものと推察される。

また，現在のように輸送方法が発達していない時

代には，大根150本を俵にして 2俵を馬に付け，さ

らに100本を人が担いで長野市まで売りに行ったよ
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うである。

特性

根長15'"""'-'20cm，根径 4'"""'-'5 cm，根重200'"""'-'300g

程度である。根形は尻づまり形でやや下ぶくれであ

り，根色は白色を基本色として，根長の約30%にあ

たる首部に淡緑色を呈する。抽根性が高く， 30'"""'-'40 

%程度が抽根する O 肉質は微密で硬い。草姿は中間

型で葉は普通葉で葉色は緑色である。小葉の着生は

やや疎で，小葉数は17枚程度とやや少ない。着葉数

は19枚程度である。 T/R率は約0.40である。

栽培地・栽培方法

戸隠村で栽培されているo 昭和49年(1974)の

「長野県議菜疏菜発展史J5)によると，昭和25年の作

付け面積は30ha，昭和35年は35ha，昭和45年は25

haとなっている。また， 1997年の時点で，生産者

数は33人，生産量は2.6tであった6)0 8月中句に播

種し， 11月中旬に収穫する。株間12'"""'-'15cm，畦間

45'"""'-'60cm程度で栽培される。

採種

採種は自家採種によるが，平成11年2月に戸隠地

大根振興会が設立され，今後，組織的な母本選抜と

採種の取り組みがなされる見込みである。

用途

味噌漬けなどの漬け物として用いる他，おろし大

根として蕎麦の薬味に利用する。戸隠は古く江戸時

代から「そば切り」で有名であり，この地方の特産

品であった景山大根(現在の戸隠大根〉が，当時か

ら蕎麦の薬味として用いられていた。

2 .上平大根

来歴

詳しい来歴は不明であるが，明治時代にはすでに

栽培されていたようである。上田市山口でわずかに

栽培される「山口大根」と生態的特徴が酷似し，と

もに同系と思われる。

特性

根長10'"""'-'15cm，根径 6'"""'-'7 cm，根重300'"""'-'350g

程度である。根形は先端がふくらんで尻がほぼ平ら

であり，根色は白を基本色として，根長の約30%に

あたる首部に淡緑色を呈する。根部の30'"""'-'35%程度

が抽根するO 肉質は徽密で硬い。草姿はやや開張性

であり，葉は普通葉で葉色は緑色である。小葉の着

生はやや疎で，小葉数は18枚程度となり，着葉数は

16枚程度である。 T/R率は約0.6である。

栽培地・栽培方法

更埴市上平(わってら〉で栽培されている。 8月

末に播種し， 11月中旬に収穫する。株間1o '"""'-'2 Ocm， 

畦間60cm程度で栽培される。自家用に栽培されて

いる場合がほとんどであるが，出荷用に栽培される

場合もわずかながらあり，生産物は長野市内や篠ノ

井に出荷されている。

採種

採種は全て自家採種によるO

用途

古くは翌年の夏以降まで食べる，いわゆる夏回し

の漬け物として， 11月下旬のえびす講を過ぎてから

漬けていたようだが，現在では漬け物の他に，おろ

した絞り汁に味噌やネギなどの薬味を入れ， うどん

のつけ汁として利用する「おしぼりうどん」として

食する。また，おろし大根としても利用する。

3.灰 原 大 根

来歴

更埴市稲荷山あるいは少し北に位置する長野市塩

崎あたりで栽培されていた地大根を，近年，上山田

町にある古波久の庖主が，長野市信更町灰原の農家

に栽培を依頼したことから，それ以降「灰原大根」

として認知されている。

特性

根長15'"""'-'20cm，根径5.5'"""'-'6. 5cm，根重350'"""'-'400

g程度である。根形は尻づまり形でやや下ぶくれと

なる。根色は白を基本色として，根長の約20%にあ

たる首部に淡緑色を呈する。根部の10'"""'-'15%程度が

抽根する。肉質は徽密で硬い。草姿はやや開張性で，

葉は普通葉で葉色はやや黄緑色である。小葉の着生

はやや疎で，小葉数は18枚程度となり，着葉数は21

枚程度である。 T/R率は約0.90である。また，他

の信州地大根と比較して多収性である。

栽培地・栽培方法

長野市信更町灰原で栽培されている他，長野市内

や信州新町など，比較的広い地域で栽培されているO

7月末に播種し， 10月末から11月中旬にかけて収穫

する。株間10'"""'-' 15cm，畦間50cm程度で栽培される。

灰原では， I古波久」との契約栽培の他，農協へも

出荷している。

採種

採種は自家採種の他，長野県内の種苗庖による採

種も行われている。

用途

漬け物の他に「おしぼりうどん」として食する。
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また，おろし大根としても利用する。

4.ねずみ大根

来歴

形状がネズミに似ていることからこの名がある。

一説には，江戸時代に薬草として持ち込まれたとい

われているが，詳細は不明である。「本朝食鑑J3)に，

「鼠大根，短園豊肥にして，其尾細く長し，故に名

あり，其味も極美なり，生は甚だ練く，熟は甚だ甘

し，珍となすべし。此尾陽の産にして，農勢参遠に

も亦移し植ふといへども，相及ばず」とある。これ

がこの「ねずみ大根」を指すものなのか明確ではな

いが，文化元年(1804)の「成形図説J8)に「鼠大根

あれー名辛大根，味甚だ錬し。麺の具に宜し，尾

張より出るもの，四時をとほして生は練く，熟は甘

し。信濃，木曾，摂津，但馬，相模のわたりに作る

なり。或は日ふもと近江胆吹山におのずから生し

もの故に，一名胆吹大根といへり，其形円身尾にて

鼠の名を負へり」とあれ江戸時代から当地におい

て「ねずみ大根」が栽培されてきたことは確かなよ

うである。

特性

根長10~15cm，根径5.5~6.5cm，根重200~300

g程度である。根形は尻づまり形で先端がふくらん

で尻が平らであり，根色は白を基本色として，根長

の約20%にあたる首部に淡緑色を呈する。根部の

25~30%程度が抽根する。肉質は徹密で硬い。草姿

は立性であり，葉色はやや黄緑色で葉が切れ葉とな

る特徴がある。小葉の着生はやや疎で，小葉数は20

枚程度となり，着葉数は21枚程度である。 T/R率

は約0.90である。

栽培地・栽培方法

坂城町で栽培されているo 栽培面積はわずかであ

る。 8月20日前後に播種し， 11月中旬に収穫する。

株間12~15cm，畦間100cm 程度で栽培される。

採種

採種は全て自家採種によるo

用途

漬け物の他に「おしぼりうどん」として食するo

また，おろし大根としても利用する。

5.牧大根

来歴

詳しい来歴は不明だが，江戸時代にはすでに栽培

されていたようである。また，製糸業が盛んであっ

た大正から昭和初期頃は，製糸工場で働く従業員の

食事に出されるたくあん漬けの原料として，諏訪市

や岡谷市に盛んに出荷されていた九

特性

根長15~20cm，根径 5~6 cm，根重400~450g

程度である。根形は尻づまり形で下ぶくれが強く，

根色は白を基本色として，根長の約30%にあたる首

部に淡緑色を呈する。根部の25~30%程度が抽根す

る。肉質はI徹密で硬い。草姿はやや立性であれ葉

は普通葉で葉色はやや黄緑色ある。小葉の着生は普

通で，小葉数は21枚程度となり，着葉数は15枚程度

と少ない。 T/R率は約0.40である。

栽培地・栽培方法

穂高町牧で栽培されている。 8 月 20~25 日に播種

し， 11月中旬に収穫する。株間12~20cm，畦間

50~60cm 程度で栽培される。

「長野県疏菜発展史J4)によると，牧でダイコンの

栽培が最も盛んに行われたのは，製糸業の華やかな

頃と推定され，当時はムギの後作，クワの間作とし

て30~40ha ほど作付けされた。また，昭和45年に

は約15haの栽培面積であったことが記録として残

されている。現在の栽培面積は約70a，栽培農家は

50軒程で，穂高町と松本市のスーパーマーケット等

に約13tが出荷されている。

採種

採種は自家採種による。

用途

味噌漬け，粕漬け，糠漬けなどの漬け物として用

いる他，おろし大根として蕎麦の薬味にも利用する。

6.切葉松本地大根

来歴

詳しい来歴は明らかでないが，明治時代にはすで、

に松本市内を中心に周辺でも広く栽培されていた。

「日本の大根J2)に紹介された「人参切葉」は本品種

と思われる O

特性

根長20~25cm，根径 5~6 cm，根重350~400g

程度である。根形は尻づまり形でやや下ぶくれで，

根色は白色を基本色として，根長の約20%にあたる

首部に淡緑色を呈する。根部の約20%が抽根する。

肉質は徽密で硬い。草姿は立性で，葉が切れ葉であ

ることを特徴とし，葉色は緑色である。小葉の着生

はやや疎で，小葉数は18枚程度となり，着葉数は18



4 信州大学農学部紀要第37巻第 l号 (2000)

写真 1 戸隠大根 写真 2 上平大根 写真 3 灰原大根

写真 4 ねずみ大根 写真 5 牧大根

写真 6 切葉松本地大根 写真 7 信州地大根 写真 8 上野大根
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写真 9 前坂大根 写真10 親回辛味大根 写真11 赤口大根

写真12 大門大根

枚程度である。 T/R率は約0.50である。

栽培地・栽培方法

松本市で主に栽培されている。 8月29日から 9月

2日に播種し，11月10日頃から12月初句にかけて収

穫する。株間10cm程度で密植栽培される。収穫後

は松本市内の市場に出荷される。

採種

採種は自家採種の他に，長野県内の種苗庖による

採種が行われている。

用途

糠漬けなどの漬け物として用いる他，おろし大根

として蕎麦の薬味にも利用する。

写真13 たたら大根

7.信州地大根

来歴

長野県内の種苗庖を中心に「信州地大根」として

数種類販売されているが，この名称は江戸時代から

松本市放光寺で栽培されていた地大根を松本市の株

式会社ナカツタヤが採種し，当初は， I松本地大根」

としていたが，その後，I信州地大根」としたのが

はじまりと思われる。「日本の大根J2)に紹介された

「宝光寺」は，あるいは同一品種であるかもしれな

し、。

特性

根長15~20cm， 根径が大きく 8~9 cm，根重
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250'"'-'300g程度である。根形は尻づまり形でやや下

ぶくれであり，根色は白色を基本色として，根長の

約20%にあたる首部に淡緑色を呈する。根部の

10'"'-'15%程度が抽根する。肉質は徽密で硬い。草姿

は中間型で，葉は普通葉で葉色はやや黄緑色である。

小葉の着生はやや疎で，小葉数は23枚程度と多く，

着葉数は20枚程度である。 T/R率は約0.90である。

栽培地・栽培方法

松本市を中心に栽培されている。 8月下旬から 9

月上旬に播種し， 11月中旬から12月初旬にかけて収

穫する。

採種

採種は一部自家採種されるが，多くは長野県内外

の種百会社による。

用途

漬け物として用いる他，おろし大根として蕎麦の

薬味にも利用する。

8.上野大根

来歴

享保18年の「諏訪藩主手元絵図」に，安永 7年

(1778) 10月10日，諏訪高島藩の菩提寺である江音

寺に「上野大根」が馬11頭を連ねて運び込まれた記

録がある O さらにさかのぼり，元禄時代には上野で

栽培したダイコンを高島藩主に献上したとされてい

るので，寛永12年(1635)に開墾された上野の開拓

地では入植後間もない時期からダイコンの栽培が始

まり， r上野大根」としての品種が比較的短期間で

成立したものと思われるo 300年前には殿様に献上

されていたらししその頃から名産品であった。そ

の後，昭和に至るまで記録はないが，昭和の初期か

ら第2次世界大戦の勃発までは特に生産量が多く，

最盛期には 4斗200樽〈約 3万 5千本〉を諏訪市や

岡谷市の製糸工場や塩尻市，松本市にまで販売した。

特性

根長20'"'-'25cm，根径 5'"'-'6cm，根重400'"'-'450g

程度であるO 根形は尻づまり形で下ぶくれはせず，

根色は白色を基本色として，根長の約20%にあたる

首部に淡緑色を呈する。根部の20'"'-'25%が抽根する。

肉質は徽密で硬い。草姿はやや立性であり，葉は普

通葉で葉色は緑色である。小葉の着生はやや疎であ

り，小葉数は15枚程度と少なく，着葉数は21枚程度

である。 T/R率は約0.50である。

栽培地・栽培方法

諏訪市上野と隣接する辰野市上野で栽培されてい

る。平成 7年からは上野大根採種組合と信州大学が

共同で育成した Fl品種「諏訪湖姫」が諏訪市上野

で栽培されるようになり，高収量と安定した品質を

実現した。生産されるほとんどが諏訪市市場に出荷

される。

採種

在来の系統は自家採種によるが， Fl品種は上野大

根採種組合により隔離採種されてし、る。

用途

もっぱら糠漬け用として利用されているo 上野大

根加工組合では Fl品種を独自に加工し，ゅうパッ

クなどを利用して全国に発送している。

9.前坂大根

来歴

一説には「練馬大根」をもとにして改良されたと

伝えられている。しかし，生態的特徴などから判断

すると，やはり信州地大根群に含まれるようだが，

成立の過程についての詳細は不明である。

特性

根長25'"'-'30cm，根径が小さく 4'"'-'5 cm，根重

300'"'-'350g程度であるo 根形はやや布団し、尻づまり形

でやや下ぶくれであり，根色は白である。根部の

20'"'-'25%程度が抽根する。肉質は徽密で硬い。草姿

が開張性であることが特徴であれ葉は普通葉で葉

色はやや黄緑色であるO 小葉の着生は普通であり，

小葉数は23枚程度と多く，着葉数は21枚程度である。

T/R率小さく約0.30である。

栽培地・栽培方法

山ノ内町夜間瀬の前坂と横倉でわずかに栽培され

ているのみである。

採種

採種は全て自家採種による。

用途

漬け物として利用する。

10.親田辛味大根

来歴

明治44年の下僚村農会の文書によれば，正徳年間

(1711 '"'-' 1716)には盛んに栽培されていたとあるが，

品種成立の起源について手がかりとなる記録は残さ

れておらず，来歴については不明である。しかし，

「親田辛味大根」は全国的にみても特異的な形態的

特徴を持つ品種で，西山2)は江戸時代に尾張藩で栽
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培されていた「辛味大根」と近縁であることを示唆

していることから，起源は江戸時代にさかのぼるも

のとも考えられる。

特性

根長 6.--....-7cm，根径 6.--....-9 cm，根重180.--....-200g

程度である。根形はカプのようなやや扇平な球形で

あり，根色は白と赤の 2系統がある。抽根は全くし

ない。肉質は徹密で硬い。草姿は中間型で，葉は普

通葉で葉色はやや黄緑色である。小葉の着生はやや

疎で，小葉数は20程度となり，枚着葉数は24枚程度

である。 T/R率は約1.10である O

栽培地・栽培方法

主に下僚村親田で栽培されている。 8月中旬から

下旬に播種し，播種後50日から60日程度で収穫する。

株間25cm程度，畦間125cmの3条播きで栽培され

る。最近では春作も行われている。生産量は10t程

度で 6月から 3月まで全国に出荷されているo 主

にソパの薬味として利用されるため，大型冷蔵庫を

導入して夏期まで出荷できる体制を作っている。

採種

自家採種もあるが，主として親田辛味大根生産組

合によって採種が行われている。

用途

以前は漬け物としても利用していたが，現在では

主にソパの薬味としてのおろし大根の利用のみであ

る。

11.赤 口 大 根

来歴

全く不明である。ただ首部に紫色を呈する品種は

少なく，岩手県盛岡市周辺で栽培のある「赤頭(き

じかしら)Jなど，東北地方に数品種が確認されて

いるにすぎず，これら品種と近縁と考えられるが，

類縁関係については不明である。

特性

根長25.--....-30cm，根径 6.--....-7cm，根重500.--....-600g

程度である。根形は長形で先端はやや流れ，根色は

白色を基本色として，根長の約30%にあたる首部に

紫色を呈する。根部の20.--....-25%程度が抽根する。肉

質は徽密で硬い。草姿はやや立性で，葉は普通葉で，

葉色が薄く黄緑色である。小葉の着生は普通で，小

葉数は20枚程度，着葉数は27枚程度と非常に多い。

T/R率は約0.60である。

栽培地・栽培方法

諏訪市，茅野市，富士見町などでわずかに栽培さ

れている。自家用としての栽培に限られるため，定

まった栽培法はない。

採種

一部自家採種もあるようだが，富士見町の三好種

子株式会社が販売用に採種している。

用途

漬け物として利用する。

12.大門大根

来歴

「宮前大根」ともよばれる。更埴市桑原の松林氏

が，昭和10年頃戦争で、赴いた朝鮮半島から持ち帰っ

たダイコンの種子と，地元の地方品種である「ねず

み大根」との自然交雑後代が固定してできたものと

思われる。

特性

根長10'--""-15cm，根径 5.--....-6cm，根重250.--....-35 Og 

程度である。根形は短形の尻づまり形でやや下ぶく

れする。根色は白を基本色として，根長の約10%に

あたる首部に淡緑色を呈するものと，根長の約20%

にあたる首部に紫色を呈するものとが混在している。

根部の10.--....-15%程度が抽根する。肉質は徽密で硬い。

草姿は立性が強く，葉は普通葉で葉色は緑色である。

小葉の着生はやや疎で，小葉数は17枚程度となり，

着葉数は22枚程度である o T/R率は約1.40である。

栽培地・栽培方法

更埴市桑原を中心として数件で栽培されている。

8月10日頃播種し， 11月10日から20日頃収穫する。

株間10cm，畝幅50cm程度で栽培される。

採種

採種は全て自家採種による。

用途

塩漬けなどの漬け物の他に「おしぼりそば」とし

て食する。また，おろし大根としても利用する。

13.たたら大根

来歴

明治時代初頭の村誌に，当時の野菜栽培品目とし

て「薙葡(大根)Jが記載されており，江戸時代か

ら栽培されていたことが伺える。長野市芋井の昭和

50年誌に「昭和4年頃村営で飯綱原の開墾が行われ

漬大根が栽培され，運送業者によって市場へ出荷さ

れたが，召集等で働き手がなくなり栽培されなくな

った。たたら大根もその頃共に消滅していった」と
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ある。

特性

根長10-----15cm，根径 7-----8cm，根重250-----350g

程度。根形はやや尻づまり形で中間部がふくれ，根

長の約50-----70%にあたる根部の上部に赤紫色を呈す

る。根部の約20%が抽根する。肉質は徽密で硬い。

草姿はやや立性で，葉は普通葉で葉色はやや淡緑色

である。小葉の着生は疎で，小葉数は15枚程度と少

なく，着葉数は22枚程度である。 T/R率は約1.00 

である D

栽培地・栽培方法

長野市芋井の鐘で栽培されている。 8月中旬から

下旬に播種し， 11月上旬から中旬にかけて収穫する。

株間10-----18cm，畦間40-----70cm程度で栽培される。

現在では，数車干の農家が栽培しているのみである。

採種

採種は全て自家採種による。

用途

漬け物，おろし大根としてとして用いる他，煮物

としても利用する。
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Cultivars of Radish (Rα:phαnus sαtivus L.) in Nagano Prefecture 

乱1ichioOHI and Yuki ISOMURA 

Division of PlantScience and Technology， Department of Food Production Science， 

Faculty of Agriculture， Shinshu University. 

Summary 

Of 13 cultivars of radish， Raphanus sαtivus L.， which are widely cultivated in N agano Prefecture 

mainly as materials for pickled vegetable and grated radish， i.e. Togakusi-daikon， Wattera-daiokn， 

Haibara-daikon， Nezumi-daikon， Maki-daikon， Kirehamatumoto-ji-daikon， Shinshu-ji-daikon， Ueno-

daikon， Maesaka-daikon， Oyadakarami-daikon， Akaguchi-daikon， Daimon-daikon， Tatara-daikon， their 

origins and histories， current distributions， botanical characteristics， and methods of cultivation and seed 

production were surveyed in 1998 and 1999 and the results are summarized together with those of their 

cultivation in the university farm. 

Key word: R<<ρhanus sativus， radish， pickled vegetable， grated radish， N agano 
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