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コシアフラ栽培の適地
水はけが良く、陽当たりのよい林内が適地です。アカマ
ツ林内での栽培が良いとも言われています。 いずれにして
も、林内の明るさの違いによって成長量 に差があるようで
す。当センターで行った県下の植栽地での照度調査からは、
0%以上を確保することが望ましいと考
最低でも相対照度 1

えられます。
このため、上層木は中庸程度以上の十分な間伐を行い、
あらかじめ林内照度を確保しておきます。
なお、畑地、原野など裸地での栽培では、樹皮に日焼け
を生じるなどして数年で枯死するとの報告もあり、あまり
コシアブラはここ数年で急速に人気を得てきた山菜で、

おすすめできません。

春季には各地の農産物直販所のほか、スーパー庖頭などで
も販売されるようになってきました。タラノキと同じく若
芽を摘み取り、天ぷらなどとして利用します。独特な香り
とコクが特徴のおいしい山菜です。
コシアブラの栽培については、全国の試験研究機関など
から新たな報告がなされておりますが、未だ不明点も多く
あります。 ここでは各種増殖法など当センターでの栽培試
験と、県下の生産者の方々からの情報などを基に、現在ま
でに得られたコシアブラ栽培に関する知見をご紹介いたし
コシアブラの林床栽培地

ます。

コシアフラという植物

増殖方法

ウコギ科の落葉高木で、樹高 15"'20m程度になります。

増殖方法は、実生、とり木、分根、 さし木、組織培養な

樹皮は灰褐色で、枝は灰白色。葉柄は長く、その先に 5枚

どが報告されています。 ここではこのうちいつくかの増殖

の小葉を付けます。花は小さな淡黄緑色で 8"'9月に開花

法をご紹介します。

します。果実は黒紫

①実生による増殖

"6m
m程
色の直径 5'
度の球形です。果実

現在のところ大量増殖法としてはコスト的にも有利と考

内には半円形で黒褐

えられます。 まず、晩秋に対象木の下にブルーシートなど

色の種子が 2粒入っ

を敷き、果実を採取します。採取した果実は濡れタオルな

ています。分布は全

どに包んで一晩置き、果肉を撤去して内部にある種子を取

国各地の山地。

り出し、水選(水に入れ底に沈

コシアブラの名

コシアブラの葉

んだ種子を利用する)します。

は、かつて樹脂液を

水選した種子は軽く表面を乾か

漉した油「漉し油」

したあと、なるべく早くとり播

を塗料に用いたこと

きします。 コシアブラの種子は

に由来します。別名

乾燥させると、急激に発芽率が

ゴンゼツ(金漆)と

低下しますので注意してくださ
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も言われます。

播種用土は、腐葉土や山土の
コシアブラの開花

ほか、市販の播種用土などが利
用できます。ある程度通気性の

対象木の下にシートを敷き、竹
竿などで果実を叩き落とす。

コシアフラの栽培
5

果実内から得られた種子

熟した果実
ある土壌が良く、水はけの

約 4ヶ月後の様子

悪い粘性土は避けてくださ

枝から発根が見られる

い。用土をプランターなど

③分根による増殖

に入れ、そこに播種します。
播種は、深さ 3
"
'
"5m
m程度

萌芽前の早春に、樹高 1""'2m程度のコシアブラを、根
を傷めないよう丁寧に掘り取ります。根元から 30cm以内の

に行い、軽く覆土します。
播種後は、用土の上に落ち
葉を数センチほど被せ、プ

上:播種用土に播種したところ
下:播種後、落ち葉を敷き詰める

根のうち、直径 1cm以上のものを利用します。 これらの根
を長さ 10cm程度に分根します。分根を、プランターなどに

ランターごと林床に埋め込

"
'
"3cm程度に埋め込みます。用土は鹿
入れた用土に深さ 2

みます。発芽は翌々年の春

沼士、赤玉土のほか特に水はけが悪くなければ山土も利用

になります。当センターで

できます。分根埋め込み後のプランターは、ビニルハウス

の発芽率はほぼ 50%前後で

内で、用土が乾燥しないよう適宜散水して管理します。散

した。発芽後は、ポット苗

水量が多いと根

として林床など半日陰地

腐れを生じるの

(但し、暗すぎると生育が
悪くなります。)で育成し、

播種後のプランターは林床に
埋め込んでおく。

で 注 意 し ま す。
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数年で林床に直接植栽します。 また、生産者によっては、

芽、発根が見ら

整地した林床に直接播種を行っている事例もあります。

れ、苗を得るこ
とができます。

播種の翌々年に発芽する

根を長さ 1
0
c
mに調整する

ポット苗などで管理する

⑧とり木による増殖
枝の樹皮(形成層)を幅 2

"
'
"3cm程度で剥皮し、そこを
発根促進剤(インドール酪酸
分根をプランターに植え込んで約 2ヶ月後の様子

濃度 4p
p
m
) を含ませた水苔
で覆い、黒色ビニルで包み込

植栽と管理

み上下を針金で固定します。
約 4ヶ月後には発根が見ら

林床への植栽は、夏季に行うと衰弱する苗も出ますので、

れ、枝を切断して苗とします。

できるだけ落葉後の秋季から萌芽前の 4月中旬頃までに行

"
'
"8m
m以
用いる枝の直径は 7

うようにします。ただし厳冬期は避けます。林床への最適
aでおこ
植栽密度は不明ですが、当センターでは 3000本 /h

上のものが良好です。
空中とり木のようす

なっておりますが、特に支障はありません。

植栽後の管理としては、つる伐りと、小苗の場合は、林
床の下草刈りも必要となります。
なお、施肥については、当センターでも行ってみました
が、明瞭な効果は見られませんでした。

苗木の林床植栽地(苗木生産用) 苗木植栽から 4年目夏の栽培地

若芽の増やし方(麗定法)
コシアブラの若芽は
頂芽が大きく、側芽が
関定により分枝数が増えた

小さいため、樹勢維持
のためにも一般的には
頂芽のみを採取するよ
うにします。従って、
山菜として収量を上げ
るためには、一本のコ
シアブラの頂芽を増や
すことが大切となって
きます。
そこで、幹枝の第定

分枝の多い樹形の一例

を繰り返すことで分枝を促して頂芽数を増やしてやりま
幹を窮定し、
す。若芽採取の効率性も考慮して、 1m以下で、

1年目

2年目

3年目

前年枝を国定することにより、分枝数を増やすことができる

低い位置からの分枝を促すようにします。 当センターで、
樹齢 7~10 年程度の個体について地上高 1m と 10cmでそれ
ぞれ幹枝の窮定を行ったところ、

若芽の採取

3 年目で枝数が 2~3 倍

地域差はありますが、県下ではほぼ 4月中旬から 5月中

に増加しました。第定時期については、当センターでは若

旬までが採取時期になります。採取にあたっては、樹勢を

芽採取後の 5月上旬に行っています。

維持するため、なるべく頂芽のみの採取を心がけてくださ

また、 5年生くらいまでは、毎年窮定を繰り返すと樹勢
が弱ることもありますので、分枝状況を見て慎重に行って
ください。

県下の生産者によると、植栽後の若芽採取については、
毎年行うと樹勢を弱めることになるので、植栽 5年固まで

なお、生産者によっては、夏季第定を行っているところ
もあります。

は
、 3年目、 5年目と隔年に頂芽のみを採取することが望
ましいとのことです。
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