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ハウスワサビの夏播き作型の開発

贋林祐一・古江寿和*・杉山久枝*υ 日高輝雄

Wasabi( Wasabia japonica Matsum.) Cultivation 

Type of Sowing Seeds in Summer. 

Yuichi Hirobayashi， Toshikazu Furue ， Hisae Sugiyama and Teruo Hidaka 

Abstract: The study aimed at developing the cultivation type of wasabi sowing 

seeds in summer. It could be harvested within a year from seed sowing time for 

processmg. 

Seedling growth was difficult at high temperature under natural summer 

conditions. 

Cultivation type of sowing seeds in summer needed to use controlled 

temperature growth chamber， and it could be maintaining of seedling about 60 

days period at any time of year. 

Experiment was performed cultivation type of sowing seeds in summer at the 

low and high areas above the sea level. The yield of cultivation at low area was 

sufficient for processing within a year from seed sowing time for processing. 

However， cultivation at high area was low yield due to low temperature during 

winter season. 

In the high area， yield for processing could be harvested sufficiently within a 

year from sowing seeds because cultivation under double covering of plastic 

film for heat retention could protect the plants to grow in winter season. 

Key Words : forcing， raw materials for processing， seedling， 

sowing seeds in summer， wasabi 

キーワード:促成栽培、加工用原料、青苗、夏播き、ワサビ

緒言

木県は、岩国市北部の山間部を中心に、全国

的にも有数な畑ワサビの産地となっており、そ

の中でも収益性の高いハウス促成栽培が取り組

まれている。この栽培では夏期の高温を避ける

ため、山上げ育苗が行われている。山上げ育苗

は、 9""'-'10月に播種して 2か月程度育苗した苗

を、 12月に林間畑に移植(山上げ)し、そのま

ま冷涼な場所で夏期の高温を越す(夏越し)方

*現住:岩国農林事務所

刊現在:山口農林事務所

法である O ハウスには、播種から 1年後の秋に

定植し、収穫まで栽培する。この作型では、

2""'-'3丹の花茎収穫を経て 5月頃に株全体を掘

り上げ、練りワサビや漬物などの加工向けに出

荷している。

この作型は、約 1年 9か月の栽培期間のうち、

育苗に 1年開を要する。また、山上げ育苗には

高標高が必要とされ、このような夏越しに適し

た条件の良い林間畑の維持・確保が、自然災害

を受けやすいなどから困難となっている。さら

に山上げ育詰は、栽培農家の高齢化も重なって

労力面の負担も大きいことから、青苗過程の改
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善が求められている。

そこで、初秋に定植し、秋冬期の生育期間を

確保することで、播種から l年以内の初夏に収

穫が可能となる、すなわち山上げ育苗が不要と

なるハウスワサビの夏播き作型の開発に取り組

み、一定の成果を得たので、ここに報告する。

開発した夏播き作型は、人工気象室を用いるこ

とで自然条件下では育苗が極めて困難な麦期の

育苗を可能とし、この苗を秋にハウス内に定植

することによって、翌年の初夏に加工用原料と

して収穫するものである。

材料および方法

1 夏播き育苗技術の開発

1 )全期間を自然環境下とした育苗試験(実

験1)

山口県農林総合技術センタ一徳佐寒冷地分場

(以下、能佐分場)(標高 312m)において、 2007

年 6月 11日から 8月 30日にかけ、雨よけ遮光

(90 %遮光)条件下で、 7回にわたり播種した。

試験は 1区 300粒の反復なしとし、{共試品種は

‘島根 3号自殖株選抜系統'を用いた。水稲用

育詰箱に培地(与作 N- 150) を21充填し、

播種した。播種約 1か月後、木葉が展開し始め

た頃に、セノレトレイ 128穴へ移植した。培地は、

1 1の与作 N - 150に対して、 5gの緩効性肥

料(マイクロロングトータノレ 201-70) を混合し

て用いた。発芽率を播種 30日後に、成苗率を

播種 70日後に調査した。

2) 本葉展開時まで人工気象室を用いた育苦

試験(実験 2)

徳佐分場において、温度を 15ocに設定した

人工気象室内に、 2007年 8月 16日および 9月

6日に播種した。供試品種として‘島根 3号自

殖株選抜系統'を用い、播種から移植までは実

験 lと同様に管理した。セノレトレイ 72穴へ移

植後、屋外の雨よけハウス(雨よけ遮光条件)

内において約 2か月間育苗した後、 10月 31日

にガラス温室へ移動し保温を開始した。 9月 6

自播種については、 11月 31日から加温(温床

; 15 oc設定) (加温区)と無加温(無加温区)

の 2種類の処理を行った。試験は 1区 30株と

し、定植可能苗となった日(本葉 3枚程度)に

生育調査を行った。

3) 全期聞を人工気象室とした育苦試験(実

験 3)

山口県農林総合技術センタ一本場(山口市大

内)において、 2008年 8月 4日から概ね 10日

間隔で 5回に分け、水稲育苗用トレイに培地(与

作 N-150)を充填し、播種した01争岡青茎'

を用い、播種前に種子を 100ppmのジベレリン

に 3 EI間浸潰した。播種 20日後にセルトレイ

128穴へ移植し、さらに 40日育苗した。育苔

は、 200Cに設定した人工気象室内において、

16時開日長、 PPFD150μmol m"2 S"1の条件

下で行い、照明には植物観賞用蛍光灯

(FL40SBR， Panasonic)を使用した。試験は

1区 20株とし、生育調査は播種 60日後に、葉

数、最大葉の葉柄長・葉身長・葉幅について行

った。

2 本国での栽培管理技術の確立

1 )人工気象室育成芭を用いた標高の異なる

地域での栽培(実験 4)

試験には、実験 3で育成した苗を用いた。

8月播種 (8月 4目、 8月四日、 8月 25EI)の 3

区は岩国市錦町(標高約 400m) で、 9月播種

(9月 3目、 9月 13日)の 2区は岩田市土生(標

高約 100m) の現地農家ノ¥ウス内へ播種からほ

ぼ 2か月後に順次定植し、収穫まで栽培した。

栽植密度はいずれも株間 30cm、条間 30cmと

した。錦圃場では定植から 11月および 4月か

ら収穫まで、土生闘場では 4月から収穫まで寒

冷紗(遮光率 50%)による遮光を行った。基

肥は化成肥料(くみあい有機入り化成苦士

A801)を N 15kg/10a、P205 15kg/10a 、 ~O

15kg/10a、さらに 100kg/10aの炭酸苦士若灰を

施肥し、追肥は行わなかった O 試験は 1区

20株の 2反復とし、葉数、最大葉の葉長を調査

し、データロガー(おんどとり Jr. TR-52) を

用いて冬期の試験圃場におけるハウス内気温を

測定した。土生閏場は 2009年 5月 15日に、錦

町圃場では 6月 4日に収穫を行った。収穫時に

葉数、最大葉の葉長、 1株重、加工用重量、根

重、分枝数を調査した。
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2) 中標高地 (312m) におけるピニル二重

被覆栽培(実験5)

本試験は、ピ、ニノレ二重被覆により、冬期の生

育停滞を回避する目的で実施した。実験 2で育

成した苗を用いて、徳、佐分場内のピニノレハウス

に、 2007年11月14日および11月四日に定植した。

処理区をピニル二重被覆、対煎区をピニノレ一重

被覆で栽培し、施肥および栽植密度は実験4と

同様とした。生育調査は定植時、定植 1か月後、

3か丹後に行い、葉数、最大葉の葉長を測定した。

結果

1 夏播き育苗技術の開発

1 )全期間を自然環境下とした青苗試験(実

験1)

夏期に自然環境下(雨よけ遮光条件)で播種

すると、発芽率は撞めて低くなった。発芽率が

最も高い場合でも 16%程度と低く、 7月以降

表 1表全期間、自然環境下で育苦した
場合の発芽及び成苗率

発芽率 成苗率z

(弘九)
6/11 10.9 5.5 
6/26 15. 6 8. 6 
7/13 0.0 0.0 
7/25 0.3 0.0 
8/9 0.0 0.0 
8/16 1. 3 1. 0 
8/30 1.6 1.6 

χ播種70日後に定植可能な苗をカウント

播種日

は、ほとんど発芽しなかった(第 1表)。いず

れの播種目においても、定植可能な苗(本葉 3

枚程度)は育成できなかった。

2)本葉展開時まで人工気象室を用いた膏龍

試験(実験 2)

8月 16 日に人工気象室内に播種し、移植後

(9月中旬以降)は関よけ遮光条件下において

セル成型育苗法で、青苗すると、播種 92 日後の

11月 16日に定植可能な苗(本葉 3枚程度)に

した(第 2表)0 9月 6日播種・無加温区で

は、播種 105日後の 12月 20日に定植可能な苗

となった。 12月 20日時点では、 9月 6日播種

・加温IKの生育は、無加盟区と比べで促進され

た。

3)全期間を人工気象室とした青龍試験

(実験3)

人工気象輩で、育萌した場合、自然条件下では

育苗が関難な夏期においても、約 60 日で本葉

3枚、葉長 15cm程度、根鉢を形成した定植可

能な苗が育成できた(第 3表)。また、どの播種

期においても生育に差は認められなかった。

2 本題での栽培管理技術の確立

1 )人工気象室育成簡を用いた標高の異なる

地域での栽培(実験4)

12 -----3月のハウス内平均気温は錦関場で 5.6

oc、土生闘場では 8ocであった(第 1歯)。土

生田場では定植後、冬期においても順調に生育

を維持したのに対し、錦閤場では定植から 12

月までは順調に生育したものの、 12月から 2月

第 2表 本薬展開時まで人工気象室で青苗した場合の商の生育

→←青苗包数 百の生育
定植可能回

間 (日) 葉数 葉長
形成時期

(枚(cm) 

lljj 16日 923.114.3
12月2013 1053.513.8 

育苦玉辰毛見
播穏 臼播種から 移植後から 10月31日カミら 温床設

移植するまで 10月31日まで定植時まで
8月16日
9月6日 人工気象案内 間よけハウス 育苗温室長内

9月613
(l50C設定) (自然条件 (保j昆あり)

下)

青苗日数
葉柄長

(日) ( c m) ( c m) 

8月 4 日 60 3.2 10. 4 
8月 12日 59 2.7 11. 5 
8月 25日 63 3. 1 10. 1 
9月 313 62 2.6 12. 2 
9月 12日 63 2.8 11.5 

12月20日 105 4.0 17.4 

一
粗
削
一

2
2
1
4
3

L

-

-

-

-

-

葉
れ
一
6
6
6
6
6
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までの問、生育が停滞した(第 2図、第 3図)。

錦閏場と土生圃場とを比較すると、生育・収

量はすべてにおいて土生国場で優れた。

土生、錦圃場ともに播種目(定横)が早い区

で、収量が高くなる領向にあった。二仁生圃場で

は加工用部分(根茎部と葉柄部)が 500g以上

となり、十分な収量を確保できたが、錦閤場で

は加工用部分が 100g前後で、十分な収量は得

られなかった。
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2) 中標高地(312m) におけるビニル二重

被覆栽培(実験5)

対照誌の葉長は、定植から 3か月後の 2月時

点でほとんど増加していなかったのに対し、ピ

ニル二重被毒を行った処理匹では、 2月まで増

加傾向にあり、生育が促進された(第4関)。ま

た、生葉数は処理区で多くなったが、その差は

小さかった(第 5図)。

考察

1 夏播き青苗技術の開発

ワサビの栽培において、播種から収穫まで

1年以内の栽培を目指す場合、定植後の生育期

間を確保するためには、気温が低下する 9月か

ら 10月に定植する必要があり、さらに夏期に

苗を育成する技術が求められる。ワサピの発芽

に必要な温度は 12'"'-' 13 oc程度であり(足立，

1987)、20
0
C以上では発芽事が低下する(中村

ら， 1990) ことから、夏期の高温条件下での育

苗は国難と考えられる。実験 1では、雨よけハ
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ウス下で夏期 (6月から 8月)に播種すると、

高温のため発芽せず、定植可能な苗は育成でき

なかった。 6月の発芽率が若干良かった要因は、

梅雨で天候が悪く、高温が維持しなかったため

と考えられる。しかし、その後の夏期高温を経

て、定植可能な高に育ったものはわずかであっ

た。以上のことから、支期に自然条件下で育苔

することは発芽率の低さ、苗の生育不良により、

非効率であると考えられる。

生育適?車内である 15
0
Cの人工気象室内では、

問題なく発芽した。 9月中旬の移植後に雨よけ

ハウスで管理すると 約 2か月後の 11月中旬

に定植可能な苗が育成できたことから、自然条

件下における秋播き (9月から 10月に播種し、 11

月下旬以降に定植)苗と比較して、青苗が前進

化された。また、播種時期が遅れた場合、気温

が下がる 10月下旬頃から甑床を使用すること

により生育が維持され、定植の前進化が可能と

なる。しかし、播種から 1年以内の収穫を自的

とした「ハウスワサビの夏播き作型j では、冬

期の低温を考慮すると、さらに定横時期を前進

化させる必要がある。

ワサビの生育温度範囲は 6'"'-'20 oCである(足

1987) ことから、実験 3では育苗温度を

200Cとした。 200Cの人工気象室内で、青苗する

と、育苔期間は実験 2の約 90日よりもさらに

短縮し、任意の時期に約 60日で定植可能な大

きさの詰が育成できる。これにより、慣行栽培

より 1'"'-' 2か月早い 9'"'-'10月に定植すること

が可能となる O 本実験では、光量は PPFDを

150μmol m"2 S"1として栽培を行った。しか

し、ワサビは半捨性植物であることから、今後

さらに低光量による育芭や生育に効果的なスベ

クトル、光源等について、苗の生産コスト低減

に向けた検討が必要である。

2 本圏での栽培管理技術の確立

実験4では、従来ワサピ栽培の不適地とされ

た低標高地において、実用水準の収量を得るこ

とができた。一方、錦闘場(標高 400m) で収

量が低水準に留まった要因として、 1月のハウ

ス内平均気温が 3.1oCであったことから、冬期

の低温により生育が停滞したと考えられる。 2
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月の生育は、両区を比較すると葉数に大きな差

は認められないものの、 12月より土生闘場では

増大したのに対し、錦闘場ではむしろ低下して

いる。足立(1987) によると、草丈の伸長は秋

期に認められるが、 12月から 2月にかけての低

温期には少なくなる。これは、大きな古い葉が

枯死して、秋期発生の小型葉と代わるためであ

り、その後、春暖とともに急激に伸長すると言

われている。錦闘場における 3月の生育状況は、

中心部の新葉は大きく、周りの古葉は小型

となっていることから、同様の生育を経過した

と言える o 4月においても両誌の生育差に変化

はなく、しかも収量にそのまま大きな差が出て

いることから、 2月までの生育の差が、収量の

差に大きく影響していると考える。したがって、

加工用ワサビの収量を十分確保するには、冬期

の生育を維持し、生育が旺盛となる 3月までに

株を充実させることが重要と考える。

実験 5では、ヒ、、ニノレ二重被覆栽培による冬期

の中標高地における生育を調査した。実験4と

向様に、葉数に差は認められない一方で、最大

葉の生育差は顕著に現れ、ピニル二重被覆肢で、

優れる結果となった。これは、二重被覆とする

ことでハウス内気温を、ワサピの生育が停滞す

る60C以下の時間を短くし、冬期の生育を維持

できたためと考えられる O 本実験では、収穫比

較調査を行っていないが、ピ、ニノレ二重被覆区に

おける加工用部分の収量は 1kg/株桂度を確保で、

きた。標高が高い地域では、冬期の生育停滞を

考産すると、秋期に株を充実させる必要があり、

可能な限り早い時期に定植するとともに、冬期

にはピニノレ二重被覆することで、収量の増加が

可能と考えられる。

慣行のハウス促成栽培では、 2'"'-' 3月に花茎

を収穫しており、これが生産者の冬期の貴重な

収入源になっている O 実験4において、定植の

遅い土生圏場では花茎の抽出はなかったが、錦

闘場では最も早く定植した 10月 10日定植区で

株当り 5本程度の花茎抽出を確認した。

坂井ら (2002) は、ワサビの花芽分化の条件

を、一定の大きさ(根茎長1.1'"'-' 2.0、根茎径

1.0cm '"'-' 1.5cm) に達した後、 15
0C以下の低温

に24日程度連続して遭遇することとしている。
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また、自然条件下では、 10月中旬""'1月下旬頃

に花芽形成が起こるとされている。花茎の抽出

が多く認められた錦聞場において、定植が早い

10月10S定植区では、生育が停滞する冬期まで

に、株がある程度充実していたことから、花芽

分化には株の大きさによる影響が大きいと考え

られる。本作型において花径収穫も視野に入れ

ると、可能な限り定植期を前進化させ、冬期ま

でに株を充実させることで、花茎収穫が可能に

なることが想定される。この場合、秋冷が早く、

定植期の前進化が可能な中標高地が適地である

と考える。

以上のことから、夏期に人工気象室を用いて

約 60日間で苗を育成し、気温が低下した秋期

にビ、ニルハウスに定植して冬期は保温すること

で、播種から 1年以内に加工用として収穫する

ハウスワサビの夏播き作型が可能となった。

本作型は夏越しが不要で、秋から初夏にかけ

ての短期栽培であることから、従来、ワサビ栽

培の不適地とされていた低標高地において新た

な産地化が可能となるとともに、地球温暖化が

進行し、ワサビ栽培が難しくなった場合の産地

の再構築にも活用できる(日高ら 2009)。また、

中山間地域における麦秋施設野菜との輪作や、

遊休ハウスを活用した新たな産地化も期待でき

る。

また、本作型では人工気象室を使用すること

から、関連施設を有する育苗農家、業者に苗生

産を委託する必要がある O 仮に、可販収量を

4000kg/10a (500g X 8000株)とし、加工用原

料単価を 300円/kgとすると、販売価格は

120万/10aとなり、そのうち 25%を苗代に振

り分けると、株当たり 37.5円となる。ワサビ苗

が 50円""'150円で流通している実態を踏まえ

ると、実用化に向けては苗の低コスト生産が大

きな課題となる。そこで、当センターでは、地

域の遊休施設を使ったワサビ苗の低コスト生産

技術について引き続き検討することとしている。

山口県のハウスワサビ栽培では、冬期の収入

確保を目的として、葉や花茎を収穫する産地が

ある。本{乍型においても、収益性の高い栽培法

とするために、葉や花茎の収穫が可能となるよ

う栽培地の標高や定植期、栽培管理方法など今

後さらに検討を深める必要がある。

摘要

夏越しを必要としない、播種から l年以内に

収穫するハウスワサビの夏播き作型の開発に取

り組んだ。

夏期の自然条件下では高楓のため、育苗は困

難であった。播種から子葉展開まで、人工気象室、

その後自然条件下で育苗した場合、播種から約

90日後の 11月中旬に定植可能な苗が育成でき

た。全期間人工気象室で育苗した場合、約 60

日で定植可能な苗が育成できた。この方法では

苗の周年生産が可能である。

人工気象室で育成した苗を用い、標高の異な

る閤場 (400m、100m) でワサピの栽培試験を

実施した。低標高(100m) の地域において、

播種から 1年以内に加工用原料としてワサビを

収穫することができた。中標高 (400m) の地

域では、冬期の低温により生育の停滞がみられ、

十分な収量を得ることができなかった。標高の

高い地域では、ピニル二重被覆で保温を行うこ

とにより、冬期における生育の停滞を避けるこ

とができ、播種から 1年以内に加工用原料とし

てワサビが収穫できた。
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