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ハウス栽増による大ショウガの栽培改善

青木宏史・荻原佐太郎

I はしがき

本県におけるショウガの栽培面積は昭和49年には1700

haで、組生産額は51億円に達し，東京市場の占有率は第

l位である。最近は食生活が豊かになり，香辛野菜とし

てショウガの需要は漸増している。

ショウガは品質，系統および用途によって栽培法およ

び栽培時期が異なる～小ショウガは葉ショウガおよび筆

ショウガとして生食用を主とし，中ショウガおよび大シ

ョウガは，おおむね加工用であり，一部生食用にも使わ

れている。

もともとショウガは熱帯性の縞物で，原産地は西イン

ド諸島で，わが国へは台湾から大量に輸入されている。

わが国では本県が主産地で総生産量の60%を占めている

が，ほかに四国および九州などの温暖な西南暖地での栽

培がある。連作を嫌う代表的な作物のため，気候的には

それほど適地ではないが，ある程度温暖で、広大な畑地帯

を有する本県で、の栽培暦は古い。

本県でのショウガ産地は火山灰土の北総地域と第三紀

沖積層で、温暖な安房地域にある。前者には小ショウガお

よび中ショウガ、後者には中ショウガおよび大ショウガ

が主として栽培されている。近年、これらの産地で中シ

ョウガおよび大ショウガの栽培が盛んになりつつあるが，

生育適温期聞が短いために塊茎の肥大が悪く，収量も低

い。これには夏季の乾燥および台風の襲来，立枯病およ

びアワノメイガなどの病害虫の多発が拍車をかけている。

また，こうして栽培した根ショウガは未熟なため種ショ

ウガとしての能力が低く，温暖な四国・九州産の種ショ

ウガを毎年購入しなければならない。したがって本県で

の中ショウガおよび大ショウガ栽培では生育環境の改善

および生育期間の延長が必要となる。

そこで，マルチング， トンネルおよびパイプハウスな

どの比車効守筒易な施設資材を組合わせることにより植付

け時期を早めようとした。そうすれば発育開始期が早ま

り収穫期を遅らせることができるので露地栽培にくらべ

約2カ月間の生育期間の延長が可能となる。同時に生育

に適した肥培管理をすれば，ショウガの特性からして飛

躍的な増収が期待できると思われた。その結果，パイプ

ハウスを利用し，適混栽培すると，かなりの増収と塊茎

の肥大促進が認められたので，その内容について報告す

る。なお，ショウガは周年供給を必要とすることから，

貯蔵試験も併せて実施し 2. 3の知見カマ尋られたので報

告する。

本試験の実施に当っては前徳島県農試，佐藤靖臣氏に

格別の御指導をいただいた。記して感謝の意を表する。

II 共通的な栽培方法

大ショウガ、の品種は，近江および印度を用い，当場野

菜研究室の露地ほ場およびパイプハウスで栽培した。種

ショウガは高知県わよび本県産を用い，無病で、充実した

ものを選び80～lOOgに分割し，オーソサイド水和剤 400

倍液で60分間浸漬消毒した。植付けは畦幅 lmの植床に

株間30cm，深さ 5cmで植溝に直角の千鳥植えとした。施

肥は施肥基準＂ Iこ従いlOa当たり基肥（堆肥2000kg，燐硝

安加里80kg，熔燐lOOkg，過石50kg，普土石灰lOOkg）と

し，追肥は主茎が5～ 6葉時に第 1回目を土寄せを兼ね

て施こし，以後1カ月毎に収穫1カ月前まで燐硝安加里

を20kgずつ与えた。かん水は荻原Si ，津野7) の方法によ

り植付けから発芽までは表土が乾かないようにし，以後

テンシオメーターを使い， PF2,01こ保った。温度管理はハ

ウスでは管理基準ii により植付けから発芽までは地温18～

20℃，発芽後は25～28℃にした。病害虫防除は発芽から

生育初期，ネキリムシ駆除のためネキリトン，ナメクジ

にナメキールを散布した。 7月中旬から10月中旬にかけ

てのアワノメイガには定期的に殺虫剤散布を行ない，パ

イプハウスの換気肩部には寒冷i少を展張して成虫の侵入

を防いだ。

貯蔵試験は11月上旬に収穫した根ショウガをーたん仮

伏せし，残茎や根部をとり除いたものをf共試した。貯蔵

庫への搬入は仮伏せ後 1カ月目に行ない， 20kg入りのコ

ンテナに詰め周囲を新聞紙で覆った。貯蔵中は室内を適

濃の70～80%に保つように努め，適宜散水して湿度を保っ

た。室内の空気は 7～10日わきに30分間開放して交換し

た。
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血種ショウガの諸形質と生育，収量の関係

I.産地別種ショウガと生育，収量

種ショウガは四国および九州産のものがよいとされて

いるが，本県産のパイプハウスショウガは同等の肥大を

し，かなり充実していると思われた。そこで種ショウガ

としての適否を検討した。

(I) 材料および方法

無加温のパイプハウスおよび露地に大ショウガを1971

年4月25日に植付けた。種ショウガは四国で露地栽培さ

れたもの，および本県でパイプハウス栽培したものを用

いた。収量調査は10月25日に行なった。

(2）結果および考察

パイプハウス栽培した大ショウガの生育は露地栽培に

くらべ草丈，葉数および茎数ともに 2倍以上となり，か

なりの生育の促進がみられた。収量は近江で第1図のよ
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第l図種ショウガの品質と生育，収量

うに四国産のものでは露地にくらべパイプハウスで約2

倍，本県産も約5倍で著しく増収し，印度でもハウス栽

培した場合は近江と同様に塊茎が肥大した。この増収は

生育の促進による茎数の増加および塊茎の肥大充実によ

るもので、あった。

以上から四国産の種ショウガにくらべ，パイプハウス

栽培した肥大のよい本県産の種ショウガはより以上の能

力を有することが明らかになった。

2.種ショウガの利用部位と生育，収量

種ショウガとして利用する場合の塊茎の部位別の能力

を検討した。

(1）材料および方法

種ショウガの塊茎を次位別に分割して’74年4月20日

に露地に植付けた。生育停止時の10月15日に堀り上げて

収量調査を行なった。

(2）結果および考察

第2図に示したとおり茎数は 1次塊茎ではやや少なか

ったが他の塊茎部ではあまり変らなかった。収量は 1次

塊茎を利用した場合が少ないほかはほとんど変わらない

かった。

地上部の生育をみると草丈，葉数は分けつ次数の進ん

だ部位，すなわち lいも重の大きいものほどまきり，収

量とほぼ一致した。

このことから種ショウガの部位別能力は塊茎の形成時

期より重量に左右されると考えられ，種ショウガとして

茎数

塊 400j
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茎 200 関関関［：数
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。

重

第2図種ショウガの利用部位と生育，収量

はl次塊茎を除く高次塊茎で，よく肥大充実したものほ

ど利用価値が大きい傾向があると考えられた。

3.種ショウガ除去と生育，収量

ショウガの生育に対する種ショウ芳、の影響の認められ

る時期を検討した。

(1）材料台よび方法

種ショウカ。を80～lOOgに分割し，’74年4月20日に露地

に植付けた。種ショウガの除去は新ショウガを傷っけな

いように注意し，植付け後1カ月毎に行なった。

(2）結果および考察

収量は第3図に示したように出芽後 1カ月目に種ショ

ウガを除去した場合のみやや劣り他は放任区と変わらな

かった。

種ショウガ除去区の草丈および葉数は放任区にくらべ

ほとんど差が認められなかったが，種ショウガを出芽後

早く除去したものほど，茎数が少なく塊茎の肥大が劣る

傾向カf認められた。

以上のことから種ショウガの新ショウガの生育に与え
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る影響は，この試験の範囲ではそれほど大きくなかった。

むしろ，新ショウガの生育のさらに早い時期に大きな影

響を与えるものと考えられた。

4.種ショウガの大きさ，植付け株数と生育，収量

標準的な種ショウカ、、の大きさと植付け株数を知るため

パイプハウス内での生育，収量を検討した。

(1）材料および方法
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第3図穣ショウガの除去時期と収量（株当たり）

種ショウガの大きさは50g, lOOg, 150gとし，株聞は

20cm, 30cm, 40cmとして，それぞれ組合わせて比較した。

種ショウガを’73年3月25日に植付け標準的な管理をし

た。収量調査は生育のほぼ停止期と思われた12月10日に

行なった。

(2）結果および考察

観察によると出芽は植付け後約1カ月目に各区とも斉

ーであった。その後の生育の差はほとんどなかったカ＂ 20

cm株聞では 9月頃から株聞が過密になり，やや軟弱徒長

気味に生育した。収穫時の生育調査では，草丈の差は認

められなかったが葉数および茎数は 50g区がやや少なく

地上部重も小さかった。次いで、150g区で， lOOg区が全体

としてすぐれていた。株間別にみると 50g区では草丈，

茎数は変らないが，とくに地上部重で20cmおよび30cmが

よく 40cmはやや劣った。 lOOg区では収量に大きく影響す

る茎数および地上部重をみると茎数は 30gおよび40gが

ややすぐれ，地上部重は 20gおよび40gが大きかった。

150g区で、は種ショウガの大きさとの関係は認められなかっ

た（第 1表）。

第2表に収量調査の結果を示した。新ショウガ重は100

gの30cm区および40cm区で、大きく他区は150gの20cm区を

除きあまり変わらなかった。分けつ次数は 50gの20cm区

でやや少ないものの大差はなかった。

以上からショウガの生育に及ぼす種ショウガと株聞の

第 1表 種ショウガの大きさおよび株間とショウガの生育

種の大きさ 株間 草丈 葉数 茎数 地上部重

cm cm 
28枚 15.6本 75lg 20 171 

50g区 30 163 28 14.0 710 

40 162 27 12.9 453 

20 150 28 17. 0 1, 140 

lOOg区 30 155 31 19. 9 792 

40 178 31 21. 9 961 

20 162 29 15.0 700 

150g区 30 166 30 17.1 657 

40 153 29 16.0 780 

注）’73年12月10日調査（ 1株当たり）。

影響は，とくに茎数および新ショウガ重に顕著に現われ

種ショウが重lOOgで，株間30cmおよび、40cmが適当と考え

られた。

5.種ショウガの植付け時期と生育，収量

本県の無加温パイプハウス栽培での植付け時期を検討

した。

(1）材料および方法

近江の80～lOOgの種ショウガを使って’73年に実施し

た。植付け目寺期は3月26日， 4月25日， 5月25日の 3時

期としてパイプハウス栽培し、生育および収量を検討し

た。

(2）結果および考察

第2表 穣ショウガの大きさおよび株間とショウガの収量

種の大きさ 株間 新ショウガ重 分けつ次数

cm 
1, 039g 20 4.6 

50g区 30 965 5.0 

40 1,053 4. 7 

20 1, 044 5.0 

lOOg区 30 1,560 5.3 

40 1,532 5.1 

20 880 4.8 

150g区 30 1,096 5.2 

40 1,120 4.8 

注）’73年12月10日調査（ 1株当たり）。
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いずれの植付け時期でも植付けから出芽までは約1カ

月を要した。新ショウガの生育状況を生育盛期の8月上

旬で比較すると，主茎の草丈では差がみられなかったが

葉数および茎数では早植えほどまさった。収量は第4図

に示したとおりである。 11月上旬の株当たり収量では大

きな差が認められ，早植えほど増収し，植付け時期が1

カ月遅れると収量で約 lOOOg減少した。 4月植えは5月

植えの約2倍， 3月植えは 3倍で 2700gにも肥大した。

収量の多少は茎数に比例しており，もっとも重要な収量

::o~~ ＼ 本

て
重 I：安m E語潟 ＼ 数

1000 ~ 
10 

第4図植付時期別の茎数，収量

構成要素であることが認められた。茎数は植付け時期に

よって約10本の差があり， 5月植えに対し， 4月植えは

約2倍， 3月植えは約 2.6傍の増加を示した。

このように種ショウガの植付け時期は新ショウガの生

育および肥大に大きく影響し，早植えほど茎数増加によ

る増収効果が大きし本県における無加温パイプハウス

では3月26日頃が適当と考えられた。

N 栽培法が大ショウガの生育，収量に及ぼす影響

1.栽培法と生育，収量

前述したように本県産の大ショウガは四国および九州l

産のものにくらべ，生育，収量が劣り，種ショウガとし

ての能力が小さいとされていた。これは産地の土壌およ

び気候条件などが適当で、ないためと考えられるので栽培

様式を変えて新ショウガの生育，収量および品質などを

検討した。

(1) 材料および方法

大ショウガの慣行栽培法に従い，種々の栽培法での生

育，収量を検討した。パイプハウスには3月26日， トン

ネルおよび露地は5月10日に植付けた。マルチは植付け

直前に行なった。催芽処理は25℃で10日間行ない塊茎か

ら幼芽が0.5～1. Ocm伸長したものを催芽区とした。

(2）結果および考察

出芽までの日数は植付け後，パイプハウスで30日， ト

g／株
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第5図栽培法別収量

ンネル十マルチ区で、31日，マルチ区，催芽区および露地

で35日であった。生育怯パイプハウスおよび出芽の早い

トンネル＋マルチ区がややまさった。催芽区は種ショウ

ガからの出芽本数が多く茎数は増加したものの生育はや

や劣った。

収量は第5図のようにパイプハウスがもっとも増収し

株当たり 2700gに肥大し， トンネル＋マルチの約10倍と

なった。トンネル＋マルチ，マルチ，催芽および露地を

比較するとトンネル＋マルチの効果はやや認められるが，

その他は露地とほとんど変わらなかった。催芽区では催
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第6図栽培法別の塊茎肥大状況
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芽処理により出芽本数が増加するため塊茎当たりの重量

が小さくなったため品質が低下した。

収量で顕著な差が認められたパイプハウスと露地の塊

茎の肥大状況を第6図に示した。これによるとパイプハ

ウスおよび，露地の収穫までの肥大速度はパイプハウス

で急激であり，出芽後3カ月自にはすでに300gに達し露

地の収穫時の大きさに等しかった。その後1カ月毎に2～

3倍の割合で肥大生長し収穫時には株当たり 2700gとな

り露地の12.8倍にも肥大した。

このようにパイプハウスでの大ショウガの生育，肥大

がすぐれているのは，露地などにくらべ，とくに適温を

長期にわたって維持できるためと思われた。トンネル＋

マルチおよび催芽などは一時的な生育の促進にすぎずこ

れが増収には結びつきにくいものと考えられる。

第3表収穫時の生態特性

地上新ショ分けつ
植付時期草丈葉数茎数 発芽数

部重ウガ重次数

標 3月11日 130.7 cm 25. 8枚 24.2本 1,202g 993g 4. 9 1. 4本

準 3月20日 144.5 27.2 18.0 1,247 866 4.7 1.5 

区 4月l日 185.1 24. 6 15. 8 996 777ι2 1.4 

マ 3月11日 131.5 23.5 28.4 1,639 1,266 4.8 1.5 
1レ
チ 3月20日 立枯病発生

区 4月l日 128.7 21.4 14.3 811 646 4.4 1.3 
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G，処 3月11日 118.0 25. 6 22.1 888 660 4. 4 1.1 

理 3月20日 127.4 27. 1 15. 4 879 729 4. 4 1.1 

穣区 4月1日 105. 7 23. 6 8. 6 399 293 3. 7 1. 0 

G，期 3月11日 114.4 19.0 23.6 736 787 4.3 1.4 

生i3蜘削 23.5 23. 3 901 蜘 4.9 1.5 

育区 4月l日 133.0 27.3 17.6 839 986 4.4 1.4 

注）’74年9月4日調査（ 1株当り）

2.早出し栽培における大ショウガの生育，収量

大ショウガの生育途中の比較的軟らかい塊茎を生食用

に供する目的から，とくに需要の多い夏季における収穫

をねらうための栽培法を検討した。

(1) 材料および方法

植付け時期は標準の3月20日を中心に， トンネル被覆

することにより10日早めて 3月11日， 10日遅らせて4月

1日とした。生育促進処理として，マルチ， 25℃10日間

の催芽処理，ジペレリン lOppmを用いて種ショウガの浸

漬処理および生育時の茎葉散布処理を行なった。ジベレ

リンの茎葉処理は茎数が5～ 6本に分けつした時に茎葉

に全面散布した。この実験は’74年に無加温パイプハウ

スを用いて行なった。

(2）結果および考察

第3表に示したように植付け時期別の生育はジベレリ

ンの種ショウガ処理区を除き，草丈および葉数では差が

ほとんどなかった。茎数をみると 3月118植えと20日植

えでの差は小さいが，これらと 4月1日植えとの差は大

きく，早植えほどまさった。

生育促進処理の効果は3月11日植えでは催芽区および

マルチ区がよく， 3月20日植えでは催芽区，ジペレリン

の生育期処理区がまさった。マルチ区は高温のため立枯

病が多発し調査できなかった。 4月1日植えではジペレ

リンの生育期処理区およびマルチ区の生育が良好でるあっ

た。このように各植付け時期ともマルチおよび催芽処理

で生育促進効果がかなり認められた。

マルチ区はマルチの除去を出芽後直ちに行なうが除去

時期を逸すると幼芽の日焼けを起こしやすく，これは高

温になりやすい遅植えほど被害が大きかった。ジベレリ

ンの種ショウガ処理区は発芽が約1カ月遅れたうえ，不

揃いになり実用効果は認められなかった。ジペレリンの

生育期処理区は処理後茎葉の節聞が急激に伸長し，塊茎

は腰高となり商品性を低下させるものと考えられた。

9月4日に一斉に収穫したものの収量を第3表に示し

た。収穫時の生育はマルチ区では 3月11日植えがよく催

芽区は3月11日および20日植えがまさった。ジベレリン

処理区では種ショウガ処理区はかなり劣り生育期処理区

は3月20日および4月1日植えが標準区とほぼ同じであっ

た。収量は地上部の生育のよい 3月11日植えのマルチ区，

3月11日および20日植えの催芽区が高く， 4月l日植え

ではジベレリンの生育期処理のみが増収した。

V 立枯病に対する種ショウガ，および土壌消毒効果

大ショウガのパイフツ、ゥス栽培で被害の大きいPythium

菌による立枯病を防除するための実用性の高い種ショウ

ガ消毒法および土壌消毒剤を検討した。

(1) 材料および方法

土壌消毒剤はサンヒュームおよびクロールピクリンを

供試して，薬量を a当たりサンヒュームは 3kgおよび6

kgとし，クロールピクリンは 5kgおよびlOkgとした。種

ショウガ消毒はオーソサイド水利剤 400倍液に60分間浸

漬した。供試ハウスは立枯病汚染ハウスで，処理区間に

は深さ30cm，高さ30cmにピ、ニールを展張し区画し，他か

らの菌の侵入を防いだ。種ショウガの植付けは’74年3

月20日に行ない管理は慣行に従った。

(2）結果および考察
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立枯病の発生状況を第 7図に示した。調査は無処理区

に立枯病が発生し始めた5月下旬から9月下旬まで行なっ

た。発病は無処理区がもっとも早く，病徴が激しかった

のに対してサンヒューム区は発病が還しきわめて軽症

だった。無処理区およびクロールピクリン区では種ショ

ウガ消毒の有無に関係なく立枯病の発生およびまんえん

カf急激でト， 8月にはほぼ 100%の発病率に達した。サン

ヒューム区は発病が認められたが，きわめて軽微であっ

た。また種ショウガ消毒の有無と発病の関係は明らかで

なかった。

生育状況をみると各処理別の生育は草丈，葉数，茎数

ともに立枯病の発生の少なかったサンヒューム区がよく

無発病の区と変わらなかった。立枯病の発生が激しかっ

た無処理区やクロールピクリン区では発病により新ショ

ウガの生育が著しく抑制され，遂には枯死するものが多

かった。収量はサンヒューム区が圧倒的に多収し，塊茎

がよく肥大してすぐれ別棟で栽培した健全株と同等であっ

た。

このように立柏病は，ーたん発病すると急激にまん延

し，その被害は極めて大きいがサンヒュームを a当たり

6 7 8 9 10（頁7
下上中下上中下上中下J:<tt「F上白中

調査時期
注）凡例は次のとおりである。

・一一・無処理・種子消器
・ー一一無処理
・ーーーー・ クロールピク ＇） ..... 100・種子消毒
・－ ~ クローJレピクリ ν100・
ゐ一~ クロールピクリ／ 50ー種子消毒
. ~クロールピクリン sa ・
・－ー－・サJ ヒューム 60・種子消穫
•• 4 ザνヒューム60・
・ーーー・サンヒaーム30・種子消毒
・ーー一・サンヒ，－ム30・

第7図 品種別時期別立枯病の発生状況

3 kg以上散布して土壌消毒すれば確実に防除することが

できると思われた。

VI 根ショウガの貯蔵性に影響する諸条件の究明

I.充てん物質と根ショウガの貯蔵性

貯蔵庫を利用した根ショウガの貯蔵は，とくに湿度管

理が難しく，これが根ショウガの光沢の低下や腐敗塊茎

の増加を招く原因となるので，適湿を保持できる培地を

供試して利用効果を検討する。

(1）材料および方法

充てん物質としてモミガラクンタンおよび赤土を使い，

充てん物質を使わない場合との根ショウ芳、の貯蔵性の比

較を行った。ハウス栽培した根ショウガを20kg入りのコ

ンテナに詰め間隙に各々の充てん物質を充てんした後，

’73年12月10日に貯蔵庫に搬入した。貯蔵温度は13～15℃

を保持するように努めた。貯蔵後は毎月，腐敗塊茎の発

生状況を調査した。

(2）結果わよび考察

第8図に貯蔵中の腐敗塊茎の発生状況を示した。腐敗

塊茎の発生がもっとも少なかったのは赤土を充てんした

区であった。モミガラクンタン区がこれに次ぎ充てん物

質無使用区では腐敗塊茎の増大が顕著であった。赤土区

は貯蔵末期の10月になっても根ショウガの健全率が90%

近くあり品質の低下も認められず＼極めて良好な貯蔵状
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第8図 充てん物質と根ショウガの腐敗

態であったが，モミガ、ラクンタンを充てんした場合は貯

蔵末期の9月から急激に腐敗塊茎が多発生し，健全率は

75%に低下した。一方，従来から行われていた充てん物

質無使用区は貯蔵時間の経過とともに腐敗塊茎の発生が

増大し， 3月には健全率カ＇＇ 60%に低下し， 7月にはほぼ

100%のものが腐敗枯死し，長期間の貯蔵は極めて困難と

思われた。このように腐敗塊茎が経時的に増加した原因

は充てん物質が無いと乾湿の変化が大きいことおよびシ

ロスジマイマイやトピムシ類などにより幼芽が食害され

て腐敗し，さらにショウジョウパエ等が寄生し被害が助

長されたためと考えられる。充てん物質があると乾湿害

や害虫の被害もなく長期にわたり良質の根ショウガを維

t寺できることカヲ忍められた。

2.貯蔵温度と根ショウガの貯蔵性

ハウス栽培した大ショウガを収穫した後，仮伏せした
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根ショウガについて貯蔵適温を検討した。

(1）材料および方法

人工的に温度制御が可能な貯蔵庫を利用して長期間貯

蔵のための適温を検討した。貯蔵温度については予備試

験の結果12～16℃の範囲カf貯蔵可能温度と推察されたの

で庫内の温度を12～13℃および14～15℃の 2段階に分け

て調査した。ハウス栽培した根ショウガは20kg入りのコ

ンテナに詰め赤土を間隙に充てんし’73年12月10日に搬

入した。根ショウガの腐敗の発生状況を毎月調査した。
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第9図貯蔵温度と根ショウガの腐敗

(2）結果および考察

貯蔵温度別の腐敗塊茎の発生状況は第9図に示したよ

うに14～15℃では長期にわたって腐敗塊茎の発生がほと

んどなく， 10カ月後まで腐敗塊茎が認められなかった。

しかし， 12～13℃では貯蔵後，徐々に腐敗塊茎が増大し

8カ月後には根ショウガの健全率が70%に低下した。腐

敗塊茎をみると完全に腐敗枯死しているものと，幼芽附

近のみカf枯死し塊茎全体まで腐敗が進んでいないものと

があった。この原因は貯蔵中の温度が低すぎるための障

害と思われ，やや高い14～15℃カf貯蔵適温と考えられる。

3.栽培法別根ショウガの貯蔵性

根ショウガは周年出荷するため長期にわたって品質を

良好に維持する必要がある。貯蔵温度および充てん物質

については明らかとなったので，さらにキ艮ショウガの品

質と貯蔵性について検討した。

(1）材料および方法

供試した根ショウガはパイプハウス栽培し塊茎の充実

したものと露地栽培したものとを20kg入りのコンテナに

詰め赤土を充てんし，’73年12月10日に貯蔵庫に搬入し

室温14～15℃に保ち，毎月腐敗塊茎の発生状況を調査し

た。

(2）結果および考察

腐敗塊茎の発生は第10図に示したように，パイプハウ

ス栽培したものは10月になっても貯蔵開始時とほとんど

変わらない光沢を有し腐敗塊茎も発生しなかった。しか
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第10図根ショウガの品質と腐敗（大ショウガ、近江）

し露地栽培したものは次第に腐敗塊茎の増加が目立ち，

5カ月後には健全率が60%以下になり 10月には20%に低

下し大部分のものが腐敗した。

このように露地栽培した根ショウガは腐敗塊茎が経時

的に増加し，貯蔵性カ糧めて小さいことが認められ，ハ

ウス栽培したものの方カf貯蔵性が極めて大きいことカf確

認された。露地栽培したものの貯蔵性が低いのは栽培条

件が悪いため未熟なうちに収穫されるためと考えられ，

これに反し，ハウス栽培したものは充実がよく貯蔵性が

大きくなるものと考えられる。

四総括

大ショウガ、の栽培は，わが国では四国および九州に多

く，小ショウガにくらべると，より高温性のものと推察

される。さらに茎数が少なく軟弱なため風雨の被害を受

けやすく，本県では栽培が極めて不安定であった。しか

し，春から夏にかけての高温が長〈続いたり，台風の襲

来が少ない年などは，かなりの収量があがり，火山灰土

はショウガの生育に適していることから光沢および肥大

もよいので有望視されてきた。そこで大ショウガの栽培

を安定させるにはショウガ本来の特性を発揮させるため

に，生育期間を延長し，台風害からも保護できるパイプ

ハウスの利用を考えて，この作型における栽培法を確立

しようとした。この結果，種ショウガに関しではハウス
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栽培したものは外観的にも四国および九州｜産のものに劣

らず，本県産のものであっても生育がよく収量も多く種

ショウガとして十分使えることが認められた。すなわち

種ショウガは塊茎の肥大のよいものであれば十分な能力

を保持しているものと推察される。

次に，種ショウガとして利用する部位については塊茎

の肥大のよいものほど種ショウガとしての能力が大きい

ことから，塊茎の形成時期とは，あまり関係はなく，大

きさについては重量の大きいものほど増収する傾向があっ

たが 150g以上では発芽数が増加し，これが塊茎数の増加

となり，かえって品質の低下を招くおそれが認められた。

50gでは小さいのでlOOg内外カぢ慶当と思われた。種ショウ

方、の果たす役割は発芽後 1カ月くらいであると思われ，

それ以後は種ショウガを除去しでもよしこれが新ショ

ウガが自ら養水分を吸収できる時期と推定された。

植付け時期に関しては無加温パイプハウスの場合，最

低地温が15℃以上になった頃が適期と思われ，本県の場

合は3月20日頃と推定できる。一方，植付け時期と収量

との関係ではショウガの特性から，早植えほど多収する

が，そのためには，マルチ， トンネルなどの保温資材の

利用を考えなければならない。これらを利用した場合の

大ショウガの栽培では，かなり綿密な栽培管理が要求さ

れ，ともすれば高温のため幼芽を焼いたり，立枯病の発

生を招くなどの危険性が考えられる。

栽培法では栽培期間を延長するための方策として， ト

ンネル，マルチ，パイプハウスなど，あるいは，これら

を組合わせる方法が考えられるが，露地栽培にくらべ顕

著な効果が認められるのはパイプハウスの利用であり，

トンネル，マルチ，催芽処理などの効果は露地ではほと

んど認められず＼これらの処理は，いず、れも短期的なも

のであるため明らかな効果とならないものと思われた。

さらに，パイプハウスを利用して早出し栽培を考えた場

合は，すでに徳島農試＂の報告にもあるように，ジベレ

リンの生育期処理は明らかに生育を促進させ塊茎の肥大

をよくするものと思われた。しかし，茎葉が徒長的にな

ると同様に塊茎も腰高となりがちで，重量円昧が失われ品

質の低下を招くおそれが考えられる。

ショウガの連作をはばむ大きな要因となっている立枯

病の防除に関しては新須3）の報告と一致しサンヒューム

の効果が極めて顕著で、あり，パイプハウス栽培で、の大ショ

ウカ。の連作をほぼ可能にするものと怠われた。立枯病は，

まんえんが急激的なので，この効果を高めるためには種

ショウガの消毒はもちろん，ハウス内土壌全体を消毒で

きるような工夫が必要である。クロールピクリンは立枯

病の発病をやや遅らすことができるものの，ーたん，発

病すると被害が激しく無処理と変わらないので実用性は

ないものと考えられる。

根ショウガの貯蔵に関しては貯蔵温度の範囲はおよそ

12～16℃と推定され， 12℃以下では枯死し， 16℃以上で

は発芽して実用的ではない。 14～15℃の範囲では，やや

発芽するものの根ショウガの消耗や腐敗などによる品質

の低下がほとんどなく適温と思われた。

根ショウガの貯蔵は，長期にわたって良好な品質に維

f寺しなければならない。そのためにはコンテナやリンゴ

箱に詰め込んだままでは3カ月間が限度である。また，

害虫の被害を受けやすく，種ショウガとはなりにくい。

赤土やモミガラクンタンを充てんしたところ，長期間に

わたって良質の根ショウガを維持できる赤土の利用効果

がきわめて高いことが認められ，これは充てんした赤土

が根ショウガに適湿を与え，消耗や光沢の低下を防ぐの

に適しているためと思われた。モミ方、ラクンタンは長期

間になると過湿気味になり，これが腐敗を招く原因と思

われた。さらに根ショウガの品質と貯蔵性を露地栽培し

た干艮ショウガとハウス栽I音したものとで比車交したところ

ハウス栽培したものの貯蔵性がきわめて高く，これは種

ショウガの生産力と一致した。露地栽培したものは貯蔵

性カT小さく，不十分な環境下で生育するため未熟な根ショ

ウフヲであったためと推察される。これに反して，ハウス

栽培されたものは肥大充実がよいため種ショウガとして

の能力が高まるものと考えられる。

以上のように本県では大ショウガを栽培する場合，パ

イプハウスの利用により画期的な成果があがることが期

待され，同時に周年供給の立場からも，貯蔵性の高いこ

とから考えると，省力園芸作物として，かなり有望なも

のと考えられる。

VD! 摘要

1. 大ショウガの栽培法を改善するため露地栽培とパ

イプハウス栽培とを比較した。

2.産地別種ショウガの生産力は本県産でもパイプハ

ウス栽培したものは四国，九州、｜産のものに劣らず種ショ

ウガとして利用できる。

3.種ショウガには早く生育肥大した l次塊茎よりも，

よく肥大して重量の大きい高次塊茎が適していた。

4.種ショウカ、、は新ショウガの生育，収量に大きく影

響し，少くとも発芽後1カ月間は栄養源として必要であ

った。

5.種ショウガの大小と株間との関係は，パイプハウ

ス栽培では種ショウガlOOgで株間30～40cmが適していた。
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6. パイプハウスの植え付け適期は3月20日頃と思わ

れ，新ショウガは l株当たり 2700gに肥大した。

7.露地，マルチ， トンネル＋マルチおよびパイプハ

ウス栽培法を比較したところ，生育はパイプハウスがもっ

ともよく，良質多収であった。

8.パイプハウスでの大ショウガの生育促進にはマル

チおよび催芽処理の効果が大きかった。

9.大ショウ方、の立枯病防除にはサンヒュームの効果

が大きく，クロールピクリンは効果がなかった。

10.根ショウガの貯蔵適温は14～15℃で，充てん物質

は赤土が適していた。

11.根ショウガの貯蔵性は露地栽培したものよりパイ

プハウス栽培したものの方がはるかに大きし塊茎の肥

大のよいものほど貯蔵性が高い。
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Studies on the Growth Improvement of Large-Ginger 

(Zingiber o万iciηαle ROS C) in Greenhouse Culture 

Hiroshi AoKr and Sa taro 0 GIWARA 

Summary 

Large-gingers have been mostly cultivated under the field conditions in the warm area of Japan, but 

they always can not grow satisfactorily there. Therefore we tried to improve the known cultural method 

in order to increase yields and qualities of tubers of Large-gingers. The results tested were as follows: 

1. Large-gingers were cultivated to compare with the growth, yields and qualities of tubers in con-

ditions of the heatless greenhouse and the open fields. They were planted in March 20th to green-house 

and April 20th to field. 

2. It was said that seed gingers from SHIKOKU and KYUSYU districts were more useful than from 

CHIBA district, but we observed that seed gingers cultivated in greenhouse from CHIBA were as useful 

as from SHIKOKU and KYUSYU. 

3. The suitabl巴 partsas seed gengers have a heavy weight and a fat appearance. 

4. The quality of seed gingers gave a high influence to the growth and the yields of new tubers of 

Large-gingers. The seed gingers were needed at least for a month to utilize as the source of nutrient el-

ements of new gingers. 

5. Under greenhouse culture the growth and yields of Large-gingers wers swelled when the weight 

of seed ginger was about 100 grams and the seed gingers w巴replanted in 8 to 10 plants per m'. 

6. It was thought that the suitable season of seed gingers planting under the heatless greenhouse 

was about March 20th when Large-gingers grew up at 2700 grams. 

7. The growth and yields of Large四 gingersunder greenhouse were always rather rich compared with 

that under field culture, multing culture and tunnel culture with multing. 

8. Treatments of the multing by plastic film and the heating for seed ging巴rsat 25℃for 10 days was 
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very effective under greenhouse culture. 

9. The Methyl Bromide was applied with a Larvajector in dosages of 3 to 6 cc, the Chloropicrin 5 

to lOcc, 10 to 15cm deep and 30cm apart respectively. The Methyl Bromide was more effective for the fun-

gicide of Pythium Zingiberum of Large-gingers. 

10. The storage temperature of Large-ginger tubers was more effective in 14 to 15c. Volcanic ash 

soil was suitable as the filling up sources with the Large同 gingertubers to keep them a good enviromental 

conditions. 

11. The storage ability of Large-ginger tubers cultivated under greenhouse was larger than that of 

Large-gingers grown in the open field. 
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