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ハマダイコンの栽培化と利用について

伴 琢也・小林伸雄*・本谷宏士、・門脇正行・松本真悟

島根大学生物資源科学部 690-8504 島根県松江市西川津町 1060

Domestication and Utilization of Japanese Wild Radish 

Takuya Ban， Nobuo Kobayashi*， Hiroshi Hontani， Masayuki Kadowaki and Shingo Matsumoto 

Faαtl，砂01Life and Environmental Science， Shimane University， Matsue， Shimane 690-8504 

Abstract 

In this study， we reported the sel巴ctivebreeding process and root contents in a n巴wJapanese wild radish line. According to 

the root shape and late flowering charact巴ristic，a new Japanese wild radish line was selected丘omseveral wild populations of 

Japanese wild radish growing beside Lake Shinji and in the areas surroundings Shimane Peninsula， Japan. The shape a.nd 

weight of the roots in the selected line remained almost fixed during fiscal year 2006. Reduced ascorbic acid， isothiocyanate， 

total soluble solids and total phenol concentrations in the roots of the selected line w巴rehigher th創1that of 寸aibyousoubutori'， 

and equivalent toιKaramaru'. Fructose， glucose and sucrose w巴redetected in the roots of the selected line， and the composi-

tions of thes己sugarswere similar to those of 'Karamaru'. The root contents ofthe selected line changed during the harvesting 

period. Based on th巴seresults， w巴concludedthat the new Japanese wild radish line is available as a new spice crop 

Key Words : functional component， isothiocyanate， sel巴ctionbreeding， signature agricultural product 

キーワード イソチオシアネート，機能性成分，選抜育種，特産農作物

緒国

ハマダ、イコン (Raphanussativus L.王 raphanistroidesMakino) 

は本邦およびアジア大陸東部の海岸域に広 く自生するアブ

ラナ科ダイコン属の植物である.ハマダイコンの原産地お

よび、我が国への伝播については不明な点が多いが，青葉

(1981)はその起源として，栽培品種が野生化したもので

はなく，アジア大陸から古い時代に渡来した野生ダイコン

の後代と考察している.さらに Yamagishiら (Yamagishi・

Terachi， 1996; Yamagishiら， 1998)は，数種ダイコンの Ogura

型細胞質を調査し，ハマダイコンが栽培ダイコンから逸出

したものではないことを明らかにしており，本種を我が

国の栽培ダイコンに対する遺伝的変異の供給源のーっ と

位置付けている (山岸， 2006) 我が国におけるハマダイコ

ンの利用に関しては，古来より未熟な茎葉および花穂が

食用にされてきたが，根部は細長く硬いことから食用にな

らないとされている(牧野， 1982) これに対し，山陰地域

では自生するハマダイコンを「野大根」 と称してそばなど
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の薬味として利用する習慣があり，一部では栽培も試みら

れている.

近年，我が国では国民の健康志向が非常に高まり，生体

機能性成分を含有する植物が注目されている アブラナ科

植物の生体機能性成分については，辛味成分であるイソチ

オシアネートに発がん物質を解毒するキノンリダクターゼ

の活性を高める効果があることが報告されている (Fahey

ら， 1997) ダイコン属植物の内でも，特に辛味ダイコンは

豊富に辛味成分を含有し，さらには品種固有の旨味や甘味

をもつことから，特産香味野菜としてのみならず，機能性

を併せもつ野菜として，全国的に経済栽培の機運が高まり

つつある.

現在，我々は新しい山陰地域の特産物としてのハマダイ

コンの栽培化と育種を進めており，本報では選抜育種の経

過，さらに根部の成分や食味に関する調査結果を報告する

材料および方法

1. 栽培化と選抜育種

ハマダイコンの栽培・特産化には，根部が適度に肥大し，

本種の外観上の特徴である岐根が安定して発生する個体の

選抜が必要である また ダイコンの晩抽性は収穫期間の

長期化を可能とする重要な形質である そこで， 2004年に

島根県の宍道湖畔および島根半島の海岸部のハマダイコン

自生集団において，根部の肥大形状と晩抽性に注目して約
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20個体を選抜・採取し，島根大学園場に定植後，自然、交配

により採種した.以後，根部の形状，辛味および晩抽性を

基準に個体の選抜と採種を継続し 2007年初夏には 5世代

目を獲得した なお，栽培管理は通常のダイコン栽培に

準じた.

2 食味評価

2006 年 12 月~ 2007年 2月にかけて， 20 ~ 70歳代の男

女計 30名を対象に，ハマダイコン選抜系統，‘耐病総太り'

(タキイ種苗)および‘辛丸， (サカタのタネ)をおろしに

したものについて食味評価を実施した.ハマダイコン選抜

系統は 2006年 9月播種の 4世代目の個体を用いた また，

同一条件で栽培した‘耐病総太り'および‘辛丸'を対照

品種として用いた 各ダイコンのおろしは，根部の中央部

を皮付きのまま市販のおろし器を用いて調整し，直ちに食

味評価に供試した 評価項目は「辛い」や 「旨味があるJ

をはじめとする 10項目とし，各項目を「そう思わない」か

ら「そう思う」の 5段階で評価した

3，根部の各成分含量の測定

チオシアネート，可溶性固形物および、糖含量の測定のため，

各ダイコンの中央部を皮付きのまま市販のおろし器でおろ

し， Miracloth (CALBIOCHEM， Germany)でろ過後，搾汁

液を得た 可溶性固形物含量は屈折式糖度計で測定し，糖

含量は高速液体クロマトグラフィーで分析した. イソチオ

シアネートの分析は江崎・ 小野崎(1980) の方法に準じ，

浦嶋ら (2002)の手法を参考に行ったすなわち，前述の

搾汁液を密閉容器に入れ 300Cで 30分間インキュベート

し，イソチオシアネートを生成させた サンプル 5mLに

20mLのエタノール アンモニア溶液(39:1， v/v)を添加

し， 300Cで 60分間インキュベートし，チオウレアを生成

させた サンフ。ル 25mLに 1mLの 50%酢酸水溶液を添加

しろ紙でろ過したサンプル 1mLに4mLの改良グロー

ト試薬を添加し， 370Cで45分間インキュベートした.サ

ンプルの 600nmの吸光度を測定し，あ らかじめ作成した

アリルチオウレアの検量線からイソチオシアネート含量を

算出した

ハマダイコン選抜系統は2006年9月播種の4世代目の個 結 果

体を供試した (第 l図) また ‘耐病総太り'および‘辛 1. 栽培化と選抜育種

丸'を対照品種として供試した.いずれの夕、、イコンも 2006

年 9月に島根大学生物資源科学部実験圃場に播種後，栽培

ダイコンの一般的な管理方法に準じて栽培した揺種後 98

日の 12月 20日， 140日の 2007年 l月 31日および 173日

の3月 5日に各ダ、イコンを 3個体ずつ収穫した収穫した

個体の根部について，重量を測定後，還元型アスコルビン

酸含量およびポリフェノール含量を測定した 還元型アス

コルビン酸含量は，皮付きの各ダイコンの中央部 10gに 10

%メタリン酸水溶液 25mLを添加し， 磨砕後，蒸留水で

50mLに定容した抽出液を小型反射式光度計 (RQflex10， 

Merck KGaA， Germany)で測定することにより算出した.ポ

リフェノール含量は Folin-Denis法で測定した.根部のイソ

第 1図 本実験に供試したダイコン

(左):ハ 7 ダイコン選抜系統 (第 4世代)， (中):‘耐病
総太り， (右):‘辛丸'

2006年 9月播種の 4世代目の試験栽培では，根部の形状

と岐根の発生が安定し，その重量がおおよそ 200~ 500 g 

の個体を獲得した(第 l図).ハ マダイコン選抜系統の根部

は， ‘耐病総太り' よりも小さかったが， ‘辛丸' と比較し

て大きく，多数の岐根の発生が認められた

2.食味評価

ハマダイコン選抜系統と ‘辛丸'を 「辛いJ，["ダイコン

の風味がある」と評価した被験者が多かった(第 1表) ‘耐

病総太り'については， ["甘味があるJ，["水っぽい」と評価

した被験者が多かった-

3. 根部の各成分含量

調査期聞を通じて，還元型アスコルビン酸含量は，ハマ

ダイコン選抜系統，‘辛丸 ‘耐病総太り'の順に高く，ノ¥

マダイコン選抜系統と‘耐病総太り'の聞には有意差があっ

第1表 各ダイコンで調整したおろしの食味官能検査zの結果

供試品種・種
官能検査項目

ハマダイコン 辛丸 耐病総太り

辛い 4.8Y 4.4 2.2 

甘みがある 2.3 2.8 4.0 

旨みがある 3.0 2.8 3.0 

風味がある 3.7 3.5 3.3 

苦みがある 3.0 2.8 1.7 

えぐみがある 2.9 2.6 1.4 

青臭みがある 2.8 3.0 2.0 

水っぽL、 1.9 2.7 4.6 

食感が良い 3.2 3.1 3.5 

見た目が良い 3.1 3.5 3.6 

Z20 ~ 70歳代の男女計 30名を対象に実施

y iそう思う」を 5，iどちらでもないjを3，「そう思わない」

をlとした 5段階で評価
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第 2表 収穫期聞を通じた各種ダイコンの根部成分の変化

調査日
供試品種 ・種

還元型アスコルビン酸含量 イソチオシアネート含量 ポリフェノール含量 z

(mg ・100g-I新鮮重)(播種後の 日数)

2006年 12月 20日

(98日)

2007年 l月 31日

(140日)

2007年 3月 5日

(173日)

Z没食子酸当量

ハマダイコン

辛丸

耐病総太り

ハマダイコン

辛丸

耐病総太り

ハマダイコン

辛丸

耐病総太り

Y平均値士標準誤差 (n= 3) 

(mg ・100g-I新鮮重)

20.0"= 2.2Ya' 

19.5土l.3a

8.3土O.4b

32.7土7.9a

24.3土1.9ab

10.2土O.4b

22.2"= 1.6a 

20.3"= 0.7ab 

12.0土3.3b

(mg・100g-I搾汁液)

35.19土6.88a

37.81土4.03a

13.26"= 1.68b 

27.39"= 4.63a 

25.98土1.48a

12.30"= 0.49b 

36.45士9.02a

28.13土2.28a

16.85土1.26a

56.6士 10.la

43.5土 2.7ab

22.1土I.lb

76.8土 7.4a

52.8土 5.8b

23.7土1.7c

71.8土 5.7a

52.6"= 5.0a 

23.3土 2.3b

'Tukey検定により，同一調査日内において異なるアルファベット聞に 5%レベノレで有意差あり

第 3表 収穫期間を通じた各種ダイコンの根部の糖含量の変化

調査日
供試品種 ・種

可溶性固形物含量 糖含量 (μg.mL-1搾汁液)

(播種後の日数) (%) フルク トース グルコース スク ロース

2006年 12月 20日 ハマダイコン 5.9土0.5zaY 4.30土3.76b 17.78土4.57a 11.82土3.86a

(98日) 辛丸 5.4土 0.2ab 12.47土1.55ab 28.34土2.23a 4.22士1.02ab

耐病総太 り 4.0土0.5b 18.39士1.96a 19.97土1.98a 1.53土0.33b

2007年 l月 31日 ハマダイコ ン 7.1"= 0.7a 8.71土7.82a 19.30土5.81a 14.88土3.57a

(140日) 辛丸 7.7士O.4a 10.36士2.91a 34.75土O.77a 11.92土2.99ab

耐病総太り 4.3土0.3b 19.85土1.36a 25.56土2.4la 1.50土0.08b

2007年 3月 5日 ハマダイコン 7.0士0.6ab 1.96士1.90b 8.77土2.07b 21.27土1.57a

(173日) 辛丸 7.5"= 0.5a 16.78土1.33a 26.18士2.74a 19.30土2.61a

耐病総太り 5.2土0.2b

z平均値土標準誤差 (n= 3) 

Y Tukey検定により，同一調査日内において異なるアルファベット 聞に 5%レベルで有意差あり

た (第 2表) 調査期間において，各ダイコンとも還元型ア マダイコン選抜系統が最も高く，次いで ‘辛丸¥ ‘耐病総

スコルビン酸含量は変化したが 一定の傾向は認められな 太り'の順であり ハマダイコン選抜系統と‘辛丸'では

かった. 収穫後期に噌加する傾向にあった.

播種後98および 140日目の根部のイソチオシアネート含

量はハ 7 ダイコン選抜系統と‘辛丸'で‘耐病総太り'と

比較して有意に高かった (第 2表)

調査期聞を通じて，ポリフェノ ール含量は，ハマダイコ

ン選抜系統， ‘辛丸¥‘耐病総太り'の順に高く，ハマダイ

コン選抜系統と‘耐病総太り'の聞には有意差があった

また，播種後 140日日以降に含量が増加する傾向がみられ

た (第 2表)• 

可溶性固形物含量について，調査期間を通じてハマダイ

コン選抜系統と ‘辛丸'で高く ，調査期間の経過とともに

増加する傾向がみられた(第 3表).搾汁液中の糖組成に関

して，本研究ではフルグト ース，グルコ ースおよびスクロ ー

スが検出された フルク 卜ース含量は収穫期聞を通じてハ

マダイコン選抜系統と比較して‘耐病総太り'および‘辛

丸'で有意に高かった すべてのダイコンについて，収穫

期聞を通じてグルコース含量が変化したが，一定の傾向は

認められなかった.スクロース含量は収穫期間を通じてハ

考 察

近年，消費者の農産物に対するニーズの多様化とともに，

伝統的な農産物の見直しゃ，その地域独自の植物資源を有

効利用した特産物の開発が進められている.我が固におけ

る自生ダイコンの栽培化の事例としては，主に地上部を食

用にする宮城県の在来品種‘小瀬菜東北地方に広く自生

する通称‘弘法大根¥ さらに京都府舞鶴市の特産野菜であ

る‘佐波賀'などがある(青葉， 1981;山岸 ・山下， 2009). 

‘佐波賀'はハマダイコンの細胞質を受け継ぐ栽培ダイコン

であると報告されているが(山岸 ・山下，2009)，その栽培

は昭和 30年代以降衰退し，現在では限られた地域で栽培さ

れているにすぎない(林，1988). ‘小瀬菜'に関して も特

産化が試みられているが，その栽培や流通は一部の地方に

限定されている このような地方野菜がある一方で，我々

は2004年より島根県内のハマダイコンの野生集団から選抜

育種を行い，新しい山陰地域の香辛野菜としてのハマダイ
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コンの栽培化と普及を積極的に進めている.

地域特産物の商品価値を決定する要因には，食味，希少

性などがあるが，その大きさや外観も非常に重要な要因で

あるといえる. 2006年度の選抜育種と試験栽培の結果，ハ

マダイコンの外観の最大の特徴といえる岐根の発生と個体

重量が安定してきたことが明らかになった(データ略) ハ

マダイコンの岐根は他のダイコンとの差別化の要素となり

得る重要な形質であることから，今後さらに選抜を継続し，

その固定化を図る必要がある.

ハマダイコン選抜系統の根部の成分に関して，主要な辛

味成分であるイソチオシアネート含量は，我が国の辛味ダ

イコンの一品種である‘辛丸'と同等であり‘耐病総太り'

より有意に高いことが明らかになった(第 2表).辛味に関

する食味評価でも同様の傾向が認められたことから(第 l

表)，ハマダイコン選抜系統を香辛野菜と位置付けることは

十分可能であると考えられる.植物体内に広く存在するア

スコルビン酸やポリフェノール物質は優れた生体調節機能

を有することから，その含量の向上は生産物の機能性の向

上に直結する.岡本ら (2003) は長野県の在来ダイコン品

種を機能性の面から評価しているが，その中で在来ダイコ

ン品種中のイソチオシアネート アスコルビン酸およびポ

リフェノール含量が‘耐病総太り' よりも高いことを報告

している.本研究により，ハマダイコン選抜系統の根部の

還元型アスコルビン酸とポリフェノール含量は‘辛丸' と

同等もしくは有意に高いことが明らかになった(第 2表)

辛味ダイコンの根部における高濃度のイソチオシアネー

ト，アスコルビン酸およびポリフェノール物質の蓄積機構

は未だ解明されていない.ダイコン根部におけるイソチオ

シアネートの蓄積に関しては，その濃度と下R率との聞に

正の高い相闘があることを Chong・Bible(1974)が報告し

ている.さらに， Chong' Bible (1974) は葉がイソチオシ

アネートの前駆体の生合成部位であることを示唆している

ことから，辛味ダイコンにおけるこれら成分の蓄積機構の

解明には，生合成部位の探索と転流機構の解明が必要であ

ろう.特にハマダイコン選抜系統および‘辛丸'中のポリ

フェノール含量は収穫時期が遅いほど高かったことから，

これらダイコンについて機能性を有する野菜と位置付ける

ためには収穫時期の検討も必要である

ダイコン根部の糖含量と辛味の感じ方の関係については

森岡 ・青木 (2002)が調査しており，辛味ダイコンである

‘からいね'および‘辛丸'ではスクロース濃度が高く，‘耐

病総太り'および ‘支那青大根'ではフルクトース含量が

高いことを報告している.さらに ‘耐病総太り'および

‘支那青大根'はイソチオシアネートを高含有する時期でも

辛味の感じ方が軽度であることから，辛味ダイコンの辛味

の感じ方にはイソチオシアネートおよびフルクトース含量

が関与していると考察している.本研究結果でも，ハマダ

イコン選抜系統および‘辛丸'のスクロース含量，‘耐病総

太り'のフルクトース含量は高く，森岡 ・青木 (2002)の

第2図 2007年産ハマダイコン選抜系統(第 5世代)

結果を支持するものであった(第 3表).しかし本研究に

おいてハマダイコン選抜系統のフルクトース含量は‘辛丸'

よりも低いことが明らかになったにもかかわらず，食味評

価では辛さに関して同等の評価であった(第 l表).辛味ダ

イコンの辛味の感じ方に関してはフルクトース以外の糖含

量も影響を及ぼす可能性もあるため，今後詳細な調査が必

要であるまた，ダイコンの根部における高濃度のスクロー

スの蓄積に関しては，野菜における糖蓄積と耐寒性との関

連が示唆されることから(森山・青木， 2004)，この点につ

いても精査する必要がある.

以上のように，ハマダイコンの根部の還元型アスコルピ

ン酸含量，イソチオシアネート含量， ポリフェノール含量

および可溶性固形物含量は，現在辛味ダイコンとして一般

的に流通している ‘辛丸' とほぼ同等であることが明らか

になったさらに，根部の糖組成に関しても辛味ダイコン

のそれと類似していることが明らかになったことから，本

ダイコンを新たな辛味ダ、イコンとして位置付けることは十

分可能であると考えられる.

ハマダイコン選抜系統は通称 「出雲おろち大根Jとして

島根県内を中心に普及を開始しているが，さらなる形質の

安定化を目的に現在も選抜育種を継続している(第 2図)• 

今後，本系統と野生母集団，さらには他のハマダイコン品

種との形質比較を行うことにより選抜効果を確認し系統

特性を明らかにする予定である

摘要

現在我々は新しい地域特産物としてのハマダイコンの栽

培化と育種を進めており，本報では選抜育種の経過と根部

の成分や食味に関する調査結果を報告する.島根県の宍道

湖畔および島根半島の海岸部のハマダイコン自生集団より

根部の肥大形状と晩抽性に注目して個体を採取し，以降，
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選抜育種を継続した 2006年産の個体では根部の形状と重

量が安定した目根部の成分については‘耐病総太り' と比

較して還元型アスコルビン酸，イソチオシアネート，ポリ

フェ ノールおよび可溶性固形物含量が高く，その値は代表

的な辛味ダイコンである‘辛丸'と 同等であった 根部に

はフルクトース， グルコースおよびスクロースの存在が確

認でき，その構成比率は‘辛丸'と類似していた さらに

根部の成分は収穫時期により変化することが明らかになっ

た以上の結果は，ハマダイコン選抜系統を新たな辛味ダ、

イコンとして位置付けるものである
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