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カノコソウ（Valeriana fauriei Briq．）は，中国東北，

樺太，南千島，朝鮮半島，日本，台湾に分布し，日本

では，北海道から九州の山中の湿った草地にまれに

自生する多年生草本である（第十七改正日本薬局方

解説書，2016）．根と根茎を乾燥させて生薬として利

用する．鎮静薬として浸剤またはチンキ剤として用

いるほか，粉末は配合剤（婦人用薬など）の原料とさ

れる．平成 28 年度の国内での原料生薬総使用量は

26,842kg，そのうち，98.5%に相当する 26,442kg を日

本産が占めている（山本ら，2019）．中国産をはじめ

とする輸入品が中心となっている原料生薬の品目が

多いなかで，現在もほぼ国産原料が使用されている

数少ない品目である． 
カノコソウの栽培は，北海道や青森県，岩手県等，

北日本中心に行われており，西日本での営利栽培に

ついては知見に乏しい．そこで，標高 350m 付近に位

置する奈良県農業研究開発センター大和野菜研究セ

ンター(奈良県宇陀市榛原三宮寺 125）において，カ

ノコソウの栽培について検討することとした． 
カノコソウは，株分けによる栄養繁殖が基本とな

る．定植する苗の大きさは，大きな芽を数個付けたも

ので新鮮重 5～30g くらいがよいとされている（医薬

基盤・健康・栄養研究所，2020）が，幅が大きい．そ

こで，定植時における苗の重量が収量に及ぼす影響

について検討することとした． 
 
 

材材料料おおよよびび方方法法  

 
大和野菜研究センター傾斜畑（面積 60 ㎡）にて試

験を行った．試験区は，あらかじめ 1 株あたりの新鮮 
 

重が 5g の小株，10～30g の中株，30～50g の大株と

なるようにそれぞれ選別・調製した株の中から、小株

は無作為に，中株，大株については目視により平均的

な大きさの株を選び，それぞれ定植し，小株区，中株

区，大株区とした（第 1 図）．1 区あたり面積 1.875
㎡（幅 1.5m×長さ 1.25m），株間 25cm，条間 40cm，

2 条で 10 株を定植し，3 反復とした．小株，中株およ

び大株の 1 株あたり新鮮量をそれぞれ，5g，20g およ

び 40g，10a あたり定植株数を 5333 株として 10a あ

たりの種苗必要量を試算し，小株区で 26.7kg，中株区

で 106.7kg，大株区で 213.3kg と見積もった． 2017 年

12 月 7 日に，幅 1.5m，長さ 20m の畝に炭酸苦土石灰

200kg/10a を施用し耕うん後，それぞれの大きさのカ

ノコソウの株を，ベノミル水和剤 160 倍液に 30 分間

浸漬した後に定植した．2018 年 5 月 2 日に摘蕾，5 月

10 日に切りワラを畝表面に施用した．5 月 15 日に化

成肥料（N:P:K=8:8:8）を 4.3kgN/10a，6 月 7 日に化成

肥料（N:P:K=16:10:14）を 8.5kgN/10a 追肥した．カノ

コソウは冷涼な気候を好むことから，6 月 30 日から

9月 3日まで，遮光トンネル処理を行った．径 5.5mm，

長さ 2.4m の樹脂製弾性ポールを畝際の土中両側

20cm まで差込み，幅 2m の遮光資材（ワイドクロス 

シルバーS1205 遮光率 30～35% (株)日本ワイド

スクリーン）により畝際まで覆った．2018 年 10 月 22
日に欠株を調査した後，茎葉を切除し，試験区ごとに

まとめて根部を収穫した．水洗後, 新鮮重を測定して

雨除けハウス内で自然乾燥させた．11 月 30 日に乾物

重を調査した．  
 
 
 
 

                大谷正孝ら：定植時の苗の重量がカノコソウの収量に及ぼす影響                       (61)  

 
結結果果おおよよびび考考察察  

 
欠株率は，試験区間に有意差はみられなかった（第

1 表）．10a あたり収穫物新鮮重は試験区間に有意差

はみられなかった．増殖率は最少で大株区の 6.3 倍，

小株区で最大の 44.9 倍と試算された．10a あたり収

穫物新鮮重から定植時の 10a あたり種苗必要量を差 
 

し引いて試算した 10a あたり可販新鮮重は，試験区

間に有意差はみられなかった． 
10a あたり収穫物乾物重は，試験区間に有意差はみ

られなかったものの，大株区，中株区，小株区の順で

あった（第 2 表）．乾物率は大株区と小株区の間に有

意差がみられた．10a あたり可販新鮮重に乾物率を乗

じて試算した 10a あたり可販乾物重は，試験区間に

有意差はみられなかったものの，定植時の苗の重量

が軽いほど減少する傾向にあった． 
定植時の苗の重量については，先述のとおり一般

に 5～30g とされている．下限である 5g の小株のみ

を定植して栽培し，収穫と同時に，次期作苗として小

株を前作の定植時と同量確保しても，最終的な販売

高を左右する可販乾物重には大きくは影響しないも

のと考えられた（第 2 表）．また，30～50g の大株を

用いて同様に栽培した場合も，同じく，可販乾物重に

は大きくは影響しないものと考えられた． 
一般に，カノコソウの収穫物は，多数の条根が入り

混じり，畑の土とともに固まっている(藤田，1972)． 
 

小株        中株       大株 

第 1図 定植したカノコソウの種苗 

Fig．1．Seedling of Valeriana fauriei Briq．  

on planting 

z  収穫物新鮮重(kg)÷定植時新鮮重(kg) 
y  10a あたり収穫物新鮮重(kg)－10a あたり定植時新鮮重(kg)  
x  Fisher の正確確率検定により 5％水準で有意差なし(n=30)  
w 分散分析により 5%水準で有意差なし(n=3) 

第 1表 定植時の苗の重量がカノコソウの欠株率と収穫物新鮮重に及ぼす影響 

Table 1．Effect of seedling weight  to stock out rate and fresh matter yield 

on planting cultivation of Valeriana fauriei Briq． 

第 2表 定植時の苗の重量がカノコソウの乾物収量に及ぼす影響 

Table 2．Effect of seedling weight  to dry matter yield on 

 planting cultivation of Valeriana fauriei Briq． 

z   10a あたり収穫物乾物重(kg)÷10a あたり収穫物新鮮重(kg)×100 
y  10a あたり可販新鮮重(kg) (10a あたり収穫物新鮮重(kg)－ 

10a あたり定植時新鮮重(kg) )×乾物率(%) 
x  Tukey の多重比較検定によりアルファベット異符号間に 1%水準で 

有意差あり(n=3) 
w 分散分析により 5%水準で有意差なし(n=3)  

収穫物乾物重（kg) 可販乾物重(kg)　y

小株区 240 20.0 b x 235
中株区 279 22.0 ab 256
大株区 336 25.1 a 282

n.s.　w n.s.　w

試験区
10aあたり

乾物率(%)　z

収穫物新鮮重(kg) 増殖率
z  

可販新鮮重(kg)y  

小株区 16.7(5/30) 1199 44.9 1173
中株区 20.0(6/30） 1271 11.9 1164
大株区 6.7(2/30) 1338 6.3 1125

n.s.　x n.s.　w n.s.　w

試験区
欠株率(%)

(欠株ヶ所数/定植ヶ所数)
10aあたり
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(62)           奈良県農業研究開発センター研究報告 第 52 号(2021 年 3 月) 

 
大きく育った収穫物ほど，小さく分割して土落とし・ 
洗浄作業を行う必要があり労力負担が大きく，分割 
した断面からは病害や腐敗が発生する可能性もある．

また，カノコソウではウイルス保毒がみられ                  
（Uehara-Ichiki ら，2020），分割の際には，再汚染の

危険もある． 
次期作に向けては，収穫物の中から，株分け作業が

容易である小株から順次，苗として確保し，大株を分

割・洗浄して出荷販売用に仕向けることが望ましい

と考えられる． 
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未未開開花花茎茎のの成成品品率率向向上上にによよるる一一斉斉収収穫穫技技術術のの開開発発  
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 Development of Simultaneous Harvesting Technique of Small Flowered 
Chrysanthemum by Factors Concerning on Flowering Uniformity and Improving 

Product Rate of Cut Flowers Harvested before Flowering  
 

NAKA Terufumi  
 

Summary 
 

In order to achieve stimulus machinery harvesting of small flowered chrysanthemum, some techniques below 
were developed in this study. One was concerning of the factors related to flowering uniformity and development 
of flowering uniformity control technologies. The other one was development of machinery selection techniques 
by flowering stages of harvested stems at once, and flowering techniques for unflowered stems. 

In Chapter 1, factors related to flowering uniformity were divided and investigated into the influence of mother 
stocks and nursery history, planting systems, cultivation management on fields, and cultivar selection. In the first 
section, it was shown that line selection of mother stocks improved the flowering uniformity regardless of the 
annual and cultivation conditions, and that cold storage of rooted or unrooted cuttings improved the flowering 
uniformity of the whole plant community. In the second section, it was clarified that the flowering uniformity of 
plant community decreased by shortening the days to flowering on the border of plant community and the 
irregularity of flowering on the lower node stems. Furthermore, it was shown that the flowering uniformity was 
improved by expanding the inter row distance to about 75 cm, trimming the stems after pinching to two or fewer, 
and more dense planting than conventional planting method of 89 to 99 stems per m2, by shortening the intra row 
distance to 9 cm in the case of two rows planting. In section 3, the effects of cultivation management were examined 
and it was found that the flowering of the plant community can be uniformly by removal of the lower leaves under 
about 35 cm at a ground height after flower bud differentiation, and that spraying treatment of daminozide 0.08% 
on the upper leaves at the 40 to 60th day after pinching. In addition, it was shown that flowering can be uniformly 
by light culture compared with season flowering under natural day length in the case of cropping type for August 
shipping. In section 4, it was shown that varietal difference of flowering uniformity correlated with the setting 
style of leave and the shape of flower clusters in the July to August bloom type cultivars. Moreover, new cultivar
‘Kasuga-no-Beni’which exceled in flowering uniformity was bred by the selection that difference of flowering 
date between two growing conditions was less, open air field conditions and high temperature greenhouse 
conditions. 

In Chapter 2, methods for sorting the cut flowers harvested all at once by the flowering stages and processes 
how to broom unflowered cut flowers stems to the shipping stage were examined. In the first section, the 
measurement value based on the apparent area ratio of the green part and the non-green part in the image from the 
zenith direction (F/G value in this paper) was shown to be an index of the degree of flowering in a wide range. The 
flowering stage grading machine based on F/G value had the screening accuracy of 97 to 98 % and the working 
speed of 1.66 seconds per second. In section 2, it was shown that silver thiosulfate complex salt (STS) treatment 
for 1 to 7 days at 0.03 to 0.07 mM could suppress leaf yellowing and unflowered bud cut flowers were able to 
flower until the shipping phase, by using this STS treatment combining with 3 % sucrose, 0.03 % surfactant and 
200 ppm antibacterial agent (8-HQS), in environmental conditions of 20 to 25 ℃, 100 to 1000 lx light intensity 
and 8 to 16 h day length. 

In chapter 3, these knowledges were applied to each cropping type in the summer to autumn season as stimulus 
machinery harvesting system combined with newly developed harvesters. Then it was demonstrated that the work 
time to harvest could be reduced to 0.98 seconds per cut flower, equivalent to 45-62 % of the conventional work. 
In the cropping system of august and October shipping, 67 to 76 % and 77 % of cut flowers respectively could be 
harvested at once, and finally 83 to 90 % and 98 % of cut flowers respectively were commercialized. 

In conclusions of these experiments, it was declared that the stimulus machinery harvesting system of small 
flowered chrysanthemum, combined with the flowering unification process, the selection and flowering treatment 
of unflowered stems, and the cut flower harvester, could significantly save the labor of the harvesting and 
preparation work. In the future, these are expected to contribute to the promotion of the small flowered 




