
 

モヤシの食感を高める効果的な栽培方法 

Effective cultivation method to improve the texture of bean sprouts  
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要約 

私たちはサイフォンの原理を用いた栽培装置を用いて、食感のよいモヤシを作るための効果的な栽培

方法について調べた。まず、個体群密度の変化がモヤシの成長に与える影響を調べた結果、個体群密度

の増加が肥大成長を促進することがわかった。次に、植物活力剤である「植物剛健」がモヤシの成長に

与える影響を調べた結果、播種時に緑豆を「植物剛健」に浸すことにより、肥大成長を促進することが

わかった。 

 

はじめに 

モヤシとは、豆類、麦類、穀類などの種子に

水分と適温を与え、暗室で人為的に発芽させた

ものである。市販のモヤシの多くは、環境条件

がすべてコンピューターで制御された工場で、

機械を用いて大量生産されている。私たちは、

モヤシの太さと硬さに着目して、食感のよいモ

ヤシの効果的な栽培方法を調べた。そこで、異

なる大きさの容器を用いて個体群密度を変えて

栽培するとともに、植物活力剤である「植物剛

健」を用いて栽培を行った。 

 

栽培装置の開発までの経緯 

 腐敗を防ぐ効果的な栽培装置を開発するため以 

下の実験を行った。 

 

実験① 水量の違いがモヤシの発芽に与える影響 

水量と種子の種類によって、モヤシの発芽に

どのような影響があるのかを調べた。 

 

Ａ.材料および栽培方法 

(1)材料 

（a）市販の食用大豆 

（b）市販の食用小豆（以後、小豆） 

（c）無農薬栽培の大豆 

(2)栽培方法 

  各種子 50個を 500mLのペットボトルにそれ

ぞれ入れ、次の条件でペットボトルに播種し

た。 

 

 

① 蒸留水なし 

② 蒸留水で種子の半分を浸す 

③ 蒸留水で種子を完全に浸す 

1 日 2 回水道水で洗浄したあと水を入れ替え、

暗期 25℃の培養器内で栽培した。 

 

Ｂ.結果 

  ① ② ③ 

ａ 乾燥 発芽（腐敗） 腐敗 

ｂ 乾燥 発芽（腐敗） 発芽（腐敗） 

ｃ 乾燥 腐敗 腐敗 

水に浸さなかった実験区①では、すべての種

子において乾燥し、発芽は見られなかった。水

に浸した実験区②③については、発芽が見られ

るものもあったが、その後の成長は見られず腐

敗した。（写真１） 

 

Ｃ.考察 

 実験区①より、種子が乾燥すると発芽が見られ

ないので、種子の発芽に水は必要であると考え

られる。 

また、実験区②③において腐敗が見られたが、

水量の違いによる腐敗の仕方に差はなかった。

腐敗した原因については、同じ水に長時間浸か

っていたこと、培養器内の通気性が悪かったこ

とによる細菌の繁殖が考えられる。 
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Abstract 

Our goal was to make bean sprouts which provide crunchy. We checked the effective cultivation method 

using the cultivation device that uses the principle of the siphon. And we checked difference of texture caused 

by different population density. We also how the texture can be changed by “Shokubutsugoken”.As a result of 

those experiments, we found that each of them affected the texture of bean sprouts. 



 

  

実験② サイフォンの原理を用いた栽培装置に 

よるモヤシの栽培 

実験①より、腐敗、乾燥を防ぐために、サイ

フォンの原理を用いた栽培装置(写真２)を用い

て栽培を試みた。また市販のモヤシはほとんど

が緑豆モヤシであることから、実験①で用いた

小豆に加えて、福井市で栽培された緑豆も用い

ることにした。（写真３） 

 

Ａ.材料および栽培方法 

(1)材料 

（a）小豆 （b）緑豆 

(2)栽培方法 

2Lのペットボトル(半分にカットし、底部に

柄付針で 40個の穴を開けたもの)各種子 300

個を入れ、暗黒下の室温で栽培した。また、1

時間に 200 mLの水が流れるように調節し、栽

培装置に水を流し続けた。 

 

Ｂ.結果 

 小豆、緑豆ともに６日で 250mmほど伸長した。 

（写真３） 

Ｃ.考察 

 サイフォンの原理を用いて栽培装置を工夫し

たことにより、新鮮な水が一定間隔で流れてい

たため、よく伸長したと考えられる。なお小豆

については緑豆同様の成長がみられるものの、

根が絡まり、正確な長さ、太さの測定が難しい

ため、実験には緑豆が適していると考えられる。 

 

実験①②より本実験では種子には緑豆(300

個)、栽培装置にはサイフォンの原理を用いた栽

培装置を使って栽培を行うことにした。栽培方

法については実験②と同様に行うことにした。 

 

実験Ⅰ 個体群密度がモヤシの成長に与える影 

    響 

 一般に個体群密度が増加すると、その個体や

個体群に影響を及ぼす。種子の数を変えること

により、個体群密度の変化がモヤシの成長にど

のような影響を及ぼすかを調べた。 

 

Ａ.栽培方法 

サイフォンの原理を用いた栽培装置を使って

栽培を行うことにした。栽培方法については実

験②と同様に行った。 

 緑豆の種子の数 

① 300個 ② 600個 ③ 900個 

 

 

Ｂ.結果 

         表１ 

 

表２ 

 

             表３ 

 

実験区①はモヤシが一段、実験区②は二段、実

験区③は三段の層になった。（写真４）茎の長さ

については、実験区②③の伸長が大きかった。

(表１)また、茎の太さについては、実験区②③

の下層が成長した。(表２) 

さらに、茎の硬さについても、実験区②③の下

層が硬くなった。(表３) 

Ｃ.考察 

種子の密度が増加すると、伸長成長および肥

大成長を促進すると考えられる。実験区②③で

上層より下層が太く、硬くなった理由は、上層

のモヤシが下層のモヤシにストレスを与えたた

め、エチレンが発生し、肥大成長を促進したと

考えられる。 

 

実験Ⅱ 個体群密度がモヤシの成長に与える影

響２ 

容器の底面積を変えることにより、個体群密

度の変化がモヤシの成長にどのような影響を及

ぼすかを調べた。 



 

  

Ａ.栽培方法 

サイフォンの原理を用いた栽培装置を使って

栽培を行うことにした。栽培方法については実

験②と同様に行った。 

円柱状の容器の底面の半径（写真５） 

①２ｃｍ ②４ｃｍ ③６ｃｍ ④８ｃｍ 

Ｂ.結果 

        表４ 

 

表５ 

 

実験区①が一番太く、硬くなった。また、栽培

容器の底面積が大きくなるにつれて細く、軟らか

くなった。（表４､５） 

 

Ｃ.考察 

実験区①が最も太く、硬くなったのは、個体群

密度が高いためエチレンが多く発生し、肥大成長

を促進したと考えられる。 

 

実験Ⅲ「植物剛健」がモヤシに与える影響 
植物活力剤である「植物剛健」（写真６）を用

いて、モヤシの成長に与える影響を調べた。 

 

Ａ.栽培方法 

サイフォンの原理を用いた栽培装置を使って

栽培を行うことにした。栽培方法については実

験②と同様に行った。100倍に薄めた「植物剛健」

の水溶液を以下の実験区でそれぞれ３時間ずつ種

子を容器ごと浸した。（写真７） 

①｢植物剛健｣なし ②播種１日目のみ 

④ 種２日目のみ ④播種３日目のみ 

⑤ 種４日目のみ 

 

 

Ｂ.結果 

         表６ 

 

表７ 

 

表８ 

 

茎の太さと硬さに関しては、実験区④が最も太

く、硬くなった。（表６､７） 

茎の長さに関しては、実験区④が最も長くなっ

た。（表８） 

Ｃ.考察 

実験区④が最も太く、硬くなったのは、この時

期に肥大成長が盛んに行われると考えられる。ま

た、茎の太さと長さについては、モヤシの肥大成

長が行われるときには伸長成長は抑制されると考

えられる。 

 

今後の課題 
実験Ⅲについては、栽培容器の数を増やして再

度実験を行いたい。また、「植物剛健」に浸す時

間の長さや回数を変えて、「植物剛健」がモヤシ

の成長に与える影響を調べたい。 
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測定に用いた器具 
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