
　長卵形ナス「千
せん

両
りょう

二
に

号
ごう

」は、環境適応力が高く、日本各地
の夏秋栽培で広く使用されています。つやがよく、果形の
安定性にすぐれていること、草勢が強く栽培しやすいこと
が人気の理由です。果皮がやわらかく、天ぷら、炒め物、
煮物から漬物まで、さまざまに料理できるという点は、直
売所でアピールポイントとなるでしょう。

　この「千両二号」の品質をそのまま受け継ぎながら、植物
全体をトゲなしに改良したのが「とげなし千

せん

両
りょう

二
に

号
ごう

」。トゲ
が手に刺さる心配がないので、栽培管理や果実の袋詰めと
いった作業も安心して進めることができます。
　「PC筑

ちく

陽
よう

」は、着果処理や昆虫による交配をしなくても
果実ができる“単為結果性”をもつトゲなし長ナスです。低
温期・高温期に発生する石ナスが少なく、高い秀品率を維
持することができます。つやがあり、曲がり果の少ない果
実は、見た目、品質が重視される直売所向きです。果肉が
やわらかで、特に炒め物などにすると、独特のとろみが出
て食味のよさが際立ちます。開花した花はすべて着果する
ため、着果負荷がかかる点に注意しましょう。草勢を強く
維持する肥培管理が、良品多収のポイントです。

　直売所向けに食味のすぐれた品種を栽培してみてはいか
がでしょうか。
　夏秋栽培の大玉品種の中でおすすめは「桃

もも

太
た

郎
ろう

８」です。
「桃太郎８」は数ある桃太郎品種の中でもトップクラスの食
味を誇ります。夏秋大玉トマトを一段目から確実に収穫す
るためには、初期の草勢管理が大切です。定植後に草勢が
強くなりやすいので、一段目の着果が確認できるまでは、
水をやりすぎないよう調整します。一段目の着果を確認し
てから徐々に潅水量を増やしていきましょう。また、着果
促進剤を用いて、一段目を確実に着果させましょう。さら
に、樹上完熟収穫でもっと上の食味をねらってみてはいか
がでしょうか。

　もう一つおすすめの品種は「フルティカ」です。こちらは
一果実重が50～60ｇの中玉トマトで、大玉品種より糖度が
高く、なめらかな食感をもつのが特長です。「フルティカ」
は一段に10～12の花が咲きますが、先端の果実が１円玉く
らいの大きさになったら一段を８～10果に摘果すると大き
さのそろったきれいな果実が収穫できます。また、夏の強
い日差しの中でも色回りのよい果実を収穫するために、果
房を覆っている葉を残してリーフカバーを作ること、特に
日差しが強い日には資材などを活用して遮光することをお
すすめいたします。
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←
「フルティカ」はリコピン
を従来品種に比べて約２
倍含有しており、「ファイ
トリッチ」シリーズの中
玉品種です。

→
「桃太郎８」はうまみ成分グルタ
ミン酸の含量が多いことも特長
です。暑さにも強いので樹上完
熟に挑戦してみてください。

→
単為結果性で着果促進処理
が不要の「ＰＣ筑陽」。果皮
もやわらかで食感抜群。↑→

「千両二号」（左）と「とげなし千
両二号」。夏秋用ナスの代表品種。

食味と食感、さらに樹上完熟も
２品種おすすめ

ブリーダ
ー

いち推し
！

栽培の安定性、着果の安定性で
３品種おすすめ
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　直売所・家庭菜園におけるキュウリの定番といえば「夏
なつ

すずみ」です。①露地栽培で問題になるうどんこ病、べと
病に安定して強い、②樹勢が安定して根張りがよいため長
期間収穫できる、③側枝の節間が太く短いので管理作業の
手間が省ける、という大きく三つの特長があります。多品
目の作物を栽培される方、自家菜園で長く収穫を楽しみた
い方、家庭菜園をこれから始める方々にお使いいただけま
す。推奨の作型は一般地で５月上旬以降の定植（露地早熟）
～６月下旬までの定植（普通露地）となりますが、７月上旬

以降の定植（露地抑制）では、ズッキーニ黄斑モザイクウイ
ルス病にも強い「ＶＲ夏すずみ」をおすすめします。
　おいしいキュウリと評判の「シャキット」は、①中国で主
に食される四

すう

葉
よう

キュウリのように果皮にイボがたくさんあ
る特徴的な外観、②国内の出荷規格である果長22㎝ 前後に
よくそろう、③暑さに強く、うどんこ病、べと病、ウイル
ス病にも強い、④みずみずしくサクサクとした食感でサラ
ダ、浅漬、炒め物、どんな料理にも合う、という四つの特
長があります。農薬や肥料を控えた栽培で安全・安心なキ
ュウリを作りたい方、ご家庭でおいしいキュウリを楽しみ
たい方にとてもおすすめです。
　上作のポイントは、寒さに敏感で樹勢が強い品種なので、
夜間冷え込みの心配がなくなった普通露地～露地抑制作型
を定植の基本とし、元肥は２割ほど控えめにすることです。

　「グリーンソード」は、栽培容易で濃緑莢が特長の品種で
す。強勢で後半まで馬力が持続し、安定して収穫可能なた
め長期間出荷でき、初めてオクラを作られる方にもおすす
めの品種です。莢色が濃く、曲がり莢やイボ果の発生も少
ないため、直売所に並べばきれいな莢が目を引きます。
　注意していただきたい栽培のポイントは二つです。一つ
は１穴に４～５粒まきし、栽培することです。オクラはほ
かの果菜類と違い、１穴１株立ちですと生育が旺盛になり
すぎます。購入苗もポットに複数本生育していますが、そ
のまま植え付けしてください。二つ目は定期的な追肥を行
うことです。莢がつき始めると、急激に株の生育がおとな
しくなります。収穫が始まったら、１週間に１度、チッソ
成分で10㎡当たり30ｇを追肥することで切れ目なく収穫で
きるようになります。
　「ヘルシエ」は、やわらかく肉厚な丸莢が特長で、通常の
オクラより粘りが強い品種です。水溶性ペクチン含量が高
いため、かめばかむほどモチモチとした粘りが増します。

15㎝ ほどの大きな莢となりますが、とり遅れても、やわら
かいままで、老若男女に愛される食感です。水溶性ペクチ
ンは、コレステロール値を下げる効果や、血糖値の上昇を
抑える効果、便秘解消効果がある成分として知られていま
す。販売の際にも健康志向を前面に押し出してアピールし
やすいと思いますので、注目品種としてぜひ栽培していた
だければと思います。
　栽培のポイントは、草勢が非常に旺盛なため、元肥を通
常の1/5程度に減らして畑の準備を行ってください。残肥
がある場合は、元肥を省き、追肥主体で行う方が、草勢を
コントロールしやすいでしょう。
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←↑
濃緑の果色でテリのある「夏
すずみ」（左）、ウイルス病に
も強い「ＶＲ夏すずみ」（上）。
どちらも秀品率が高い。

←↑
極濃緑の５角莢種「グリーン
ソード」（左）、淡いパステル
カラーと丸莢が特徴の「ヘル
シエ」（上）。見た目は対照的
ですが、どちらもやわらかく
食味がよい。

→
病気に強い短形四葉
「シャキット」。見た
目にもみずみずしく、
サクサクとした食感
が魅力。

病気に強く、作りやすい、
おすすめ３品種

初めてオクラを作られる方に
おすすめ２品種

2021 タキイ最前線 春種特集号　73



　子どもの好きな野菜３位（2020年度　野菜と家庭菜園に
関する調査：タキイ調べ）にランクされるスイートコーン！
直売所は甘みの低下が早いスイートコーンの本来のおいし
さを提供できる絶好の舞台です。また、陳列棚に見た目に
も大きな穂のスイートコーンが並ぶとお客さんの手の伸び
方が違います。
　「おひさまコーン88」はシリーズ最大の穂の大きさをもち、
粒もやわらかくて甘さも上々、子どもからお年寄りまで人
気の品種です。ボリュームがあっておいしい定番の品種と
してぜひご活用ください。

　新品種の「ホイップコーン」は見た目が新鮮なホワイト種
で、糖度が20度近くになることもあり、際立つ甘さが特長
です。一度食べたら病みつきになる良食味で直売所の目玉
商品になること間違いありません。
　この二つの品種を使えば、黄色と白色のコントラストが
見た目にも楽しく、カラフルに陳列棚を彩ります。目を引
く組み合わせでお客さんの流れを誘導し、効率のよい販売
につなげてくれます。

　「エース」は中獅子タイプの極早生品種です。スーパーで
見かける中型ピーマンよりひと回り大きい40ｇほどの果実
サイズがあるので、陳列棚で存在感のある商品になります。
　「エース」の魅力は、食味と形です。やわらかくみずみず
しい食感でクセがないので、サラダに入れてもおいしく食
べられます。またふっくらした形をしているので果肉壁間
の空洞部分が大きく、肉詰めにぴったり。使い勝手がよい
品種です。
　草姿は枝が太くコンパクトなので、週に１回程度の管理

でも過繁茂になりにくい。家庭菜園にもおすすめです。
　「京

きょう

波
なみ

」は耐暑性にすぐれる中型ピーマンです。スタミナ
があり夏場でも草勢を維持しやすいので、栽培後半まで収
穫が安定します。また、ピーマンは夏場に尻

しり

腐
ぐさ

れが発生し
やすく、収量を落とす一因になりますが、「京波」は尻腐れ
が少なく、高温乾燥期においても育てやすい品種です。基
本的には半放任で栽培し、ふところの枝を時折整理してい
くことで果色のよい良品を収穫することができます。
　食べればパリッとした歯切れのよい食感で、ピーマンら
しいさわやかな香りが特徴です。

　平莢インゲンのロングセラーといえば、つるありインゲ
ンの「モロッコ」です。①甘くボリューム感のある幅広莢、
②難しい栽培管理がなく長期間出荷可能、③収穫もほかの
作物と比べ軽作業、といった魅力があります。莢がつき始
めると、草勢が落ちてきますので、開花後から定期的な追
肥を行うことで、より収量の向上が期待できます。
　栽培の注意点として、気温が30℃を超えると着

ちゃっ

莢
きょう

が悪く
なります。一般地では７月中旬から８月中旬の期間は高温
により着莢が低下します。夏場は30℃以上の気温が落ち着
くまでは、株の元気を取り戻すために、曲がり莢の摘果と
追肥を行ない、草勢の回復に努めてください。

　また冬作と夏作の間の短期出荷で重宝するのが、つるな
しインゲン「恋

こい

みどり」です。こちらは、①熟期54日で収穫
可能、②一斉収穫でも長さがそろいやすく、調製が容易、
③濃緑色のつやのある莢、といったほかの品種にはない特
長があります。直売所でも目を引くこと間違いないでしょ
う。屋外での収穫作業を長時間行う必要がなく、株ごと作
業所内に持ち込んで出荷調製できるのも年配の方におすす
めしたい魅力です。

↑ふっくらとしてみずみずしい姿の「エース」（左）、歯切れのよい食感
の「京波」は見た目もパリッとしている。

←↑
ボリューム、甘さ満点の極良質イエロー
種「おひさまコーン88」。新品種、甘さ際
立つ極良質ホワイト種「ホイップコーン」。

←
草勢旺盛で栽培容易、直
売所出荷にはおすすめの
「モロッコ」。肉厚で極上
の食味。

→
極濃緑莢、風味豊かで食味のよい「恋
みどり」。草勢が旺盛で収量性が高い。
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