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樋型容器によるジネンジョ芋の形状改善と密櫨栽培

番喜宏*・加藤裕文料

議要:業務用及び市場流通に向く 400g程度の高品質なジネンジョ芋を、樋型容器を利用して、

効率的かつ省力的に生産する方法について検討した。 4種類の樋型容器を用い、現在普及して

いるパイプ型容器や波板と同等の収量を得ることができた。軒槌(タキロン製)及びクレバーシ

ート(故田自然農園製)の利用により、パイプ型容器に比べて芋の断面が丹に近くなり、波棋に

比べて短く扱いやすい苧が得られた。供試した容器の中で軒樋は必要とする用土量が最も少な

いため、省力栽培に適する。

栽植密度を2222株/10a(慣行)の2"'5倍とすると総収量は最高で2倍となるが、乱形等を除く

可販芋(300g以上)の収量は慣行の99協に対し48"'75%まで低下した。 300"'500gの芋の割合は横

行の2及び4倍の栽植密度おいて多く、 8889株/10a!R(横行の4倍)において可販芋収量が最大と

なったことから、噴行の2"'4倍での密植栽培により 400g前後の苧を効率的に生産で、きる。

キーワード:ジネンジョ、横型容器、密植栽培

The Gutter-type Tubeトsupport-containerImproves the Tuber Shape and Enable 
トlighDense Planting of Japanese Yam(Dioscorea Japonica Thumb.) 

BAN Y oshihiro and KA TO Hirofumi 

Abstract: We investigated about efficient and labor幽savingproduction of high-quality 

Japanese yam (Dioscorea j注rponicaThumb.) for restaurant and market distibution by 

using gutter-type tuber-support-containers. All the gutter-type containers tested could 

achieve the same yield as pipe-type one or corrugated sheet. By using eaves gutter 

(Tak恒ironCo仏ω.)and cleve位r

improved to make the cut surface be roundish compare with piやpe幽匂t勾句ypec∞01拭1戎ta剖lne悦rand 

tuber length was shorter than c∞O仇rrugat加edsheet. Eaves gutter has the minimum soil 

requirement， and is the best for labor“savig cultivation among the cotainers tested. 

As planting density was increased from 2222plants/lOa (standard) to 2 5 times 

denser than that， the total yield was doubled but the ratio of marketable tubers (over 

300g) decreased from 99% (standard) to 48 -75%. Since the ratio of 300 500g 

tubers was supreme at 2 or 4 times denser planting than the standard and the 

maximum yield of marketable tubers was achieved by 8889plants/lOa (4 times denser 

than the standard)， tubers that weigh around 400g can be produced efficently by 2一品

times denser planting than the standard. 

Key Words: Japanese yam， Dioscorea japonica， Gutter-type container， Dense planting 

本研究の一部は、平成 20年度園芸学会秋季大会(2008年 9月)および平成 21年度圏芸学会秋季大会

(2009年 9月)において発表した。

*山開農業研究所 村山間農業研究所(退職)

(2009.9.15 受理)
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緒昌

日本原産のヤマノイモ類であるジネンジョ (Dioscor

ea japonica Thumb.)は、比較的小面積で高収益を上

げられる地域特産品として各地で栽培されている。愛

知県における作付け面積は、中山潤地を中心に約15ha

あるが、用土を詰めた重い栽培容器の堤設・堀り取り

にかかる労力負担や、贈答用需要の頭打ちによる売れ

残りが問題となっている。 500g以上の贈答用苧の単価

は概ね3000円/kg.!J-上と高価で、あり、TI!L売以外への流

通は難しい。一方、ジネンジョは、多糖類を中心に機

能性成分を豊富に含むため1)、とろろ専門底など業務

用の需要は、健康志向により堅調で、ある。ジネンジョ

は他のヤマノイモ類に比べて軟らかく綿長い特徴があ

るため 2)、営利栽培では芋を支持する容器等資材の埋

設・摺り取りが必須であり、 500g以上の芋をめざした

場合、資材コストや労力負担を大幅に減らすのが難し

い。贈答用芋より少し小ぶりな重量400g程度の形状の

揃った苧を省力かつ効率的に生産する技術が確立でき

れば、業務用や市場流通などの新たな需要に対応でき

る。

現在、ジネンジョ生産現場で広く普及しているパイ

プ型栽培容器は、重量500g以上の苧の生産に適してお

り、栽培面積の拡大に大きく貢献したが 3)、中に詰め

る用土量が多く、容器の埋設角度が浅いと苧が扇平に

なりやすい。一方、軽量安価な資材として利用されて

いる波板で栽培すると、芋の断面は丹形に近く優れる

が、掘り取りに締心の注意が必要で手間がかかる 3)。

そこで、埋設や掘り取りが容易な樋型栽培容器を利

用して業務用や市場流通に向く 400g前後のジネンジョ

芋を効率的に生産するため、容器の種類が収量や芋の

形状に及ぼす影響及び栽植密度について検討した。

材料及び方法

品種 f揺武 2号j を供試し、山間農業研究所内の露

地ほ場(標高505限)で栽培した。種芋としてムカゴから

養成した30g前後のウイノレスフリーl年芋を用いた。

試験 1 容器の種類が芋の形状に及iます影響

栽培容器として、表 1及び層 1示した4種類の樋型

表 1 供試した栽培容器・資材の形状

試験区 製造元・品名・素材等 長さ×鱒×高さ(腕)等

軒樋 タキロン半丸軒樋75 1200X 65 X 35 

樋型 ダイカ ダイカポリマー養鶏用給水樋2号 1200X 65 X 45 

容器 タキロン タキロン養鶏用給水樋20型 1200X 56 X 45 

政田 政問自然農園クレバーシート 1400X約70 X約60

クレパ 政田自然農園クレバーパイプ 1350X内径65mm

波板 塩化ピニル製 1200 X 132 凹凸の間隔33mm高さ 20mm

注) 掻型容器の楢及び高さは内法。

図 l 供試した栽培容器・資材

左から、軒掻、ダイカ、タキロン、政問、クレパ、波板
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容器、すなわちタキロン株式会社製半丸軒樋75(軒樋

亙)、ダイカポリマー株式会社製養鶏給水樋2号(ダイ

カ区)、タキロン株式会社製養鶏用給水樋20型(タキロ

ン区)及び政問自然農園クレバーシート(政田区)と、

対照として、広く普及している政田農関クレバーパイ

プ(クレパ豆)及び塩化ビニノレ製波板(波板区)を用い

た。必要土量は、栽培に供するように山砂を詰めたと

きの、容器を徐いた重量を計測した。波板区の必要土

量は、埋設時に投入するスコップ1"-'2杯の土重量とし

た。クレパ区は、芋の品質を安定させるため、土を固

く詰めパイプ内の土庄を高めた4)。なお、樋型容器と

クレバーパイプについては、土詰めの前に 5"-'6笛所

を麻紐で軽く縛った。

2007年4月下旬に、山砂を詰めた栽培容器及び波板

表 2 用土量

試験IK 必要土量

g/容器・資材 1個

軒樋 2150 1) 

樋型 ダイカ 2920 1) 

容器 タキロン 3140 1) 

政田 約40001. 2) 

クレノ'( 4700 3) 

波板 2000"-' 3000 4) 

注)小石を除いた山砂を用いた。

1)容器上端まで軽く詰めた。

2)容器が柔らかいため土入れの際に広がり、土量

は一定とならなかった。

3)土を押さえつけることなく入れた後、パイプを

立て、 15叩程度の範囲で地面に打ちつけるよう

に上下動し、上側にできた空間に再度土をつめた0

4)埋設時にスコップ 1"-'2杯を波坂上面に載せた。
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図3 栽培容器・資材が苧の長さに及ぼす影響

注)可販芋(乱形等を除く 300g以上)試験豆あたり

18"-'20本の平均。縦棒は標準偏差。異なる文字

簡に有意差あり (pく0.05，Tukey-Kramer) 

を15"-'20度の角度で壊設した。擢芽処理により芽の長

さを10"-'25cmに伸長させた種芋を5月21日に、うね幅180

cm、株間25cm(栽植密度2222株/10a)で定植した。 1芭

12株、 3反復とした。肥効語節型肥料ロング424の140

日タイプと罰100日タイプを1: 1の割合で混合施用し

た全量基肥栽培(窒素施用量20kg/10a)とし、うね立

て時(5月15日)に施用した。誘引は、 2うね単位でキュ

ウリネットを展張した逆U字型のトンネノレに蔓を巻き

つけた。学の掘り取りは、地上部が完全に枯れた11月

2Hlに行った。収穫した芋は、流水で表面の土を洗い

流した後、影子しし、首部を切断せず重量等を計測し

た。芋の長さは嘗部の崩尚点から先端までの誼線距離

とした。芋の額面の形は、首部の屈曲点から先端にか

けて15cmおきに幅と厚みを計測し、幅20mm以上の部位

の厚み/幅の比を平均して表した。
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関2 栽培窓器・資材が収量に及ぼす影響

注)乱形等を徐く芋の重量。 3反復の平均。

縦棒は標準偏差。
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図4 栽培容器・資材が苧の横断面の形に及ぼす影響

注)可販芋(乱形等を除く 300g以上)18"-'20本の平均。

綾棒は標準偏差。異なる文字問に有意差あり (pく0.05，

Tukey-Kramer) 
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試験2 趨型容器を用いた密撞栽培

栽培容器として軒樋を用い、うね幅180c狙で株間25cm・

1列(栽植密度2222株/10a)、株間25cm・2列(同4444)、

株潤12.5cm • 2列(爵8889)及び株罰10cm'訪日(罰1111

1)の4試験区とし、 2008年4月下旬に15"'-'20度の角度で

埋設した。なお、 2列区は、容器を横方向に密著させ

て配置した。試験 1と同様の催芽種学を5月21臼に1区

20株、 3反復で定植した。金量基肥栽培とし、 l株あた

り窒素10gに相当する量をうね立て時に描用した。収

穫は12J15日に行った。その他の栽培方法及び重量、

苧断面の形の計測は、試験 1と問様に行った。芋の粘

度は、先端から20cm前後の部分50gをすり鉢にこすり

つけてすりおろし、同量の蒸留水でのばして2倍希釈

とし、 8型粘度計で計測した。

180 

試験結果

試験 1 容器の種類が苧の彰状に及iます影響

栽培容器への充壌に必要な用土量は、クレパ区の4700

glこ対し、極裂容器はいずれも少なく、軒樋区はクレ

パ区の半量以下の2150gであった(表 2)。

乱形、分岐芋及び複数字4) を除いた総収量は、いず

れの容器・資材でも950"'-'990kg/10aとなり、試験区間

に惹はみられなかった(図 2)。

乱形等を除いた300g以上の芋(可販芋)の長さは、波

板区が平均で100cmを上回り最も長く、ダイカ区、タ

キロン匹、クレパ区の平均は100cmを若子下回った。

軒樋区と政田区は90c組前後で波板区より有意に短かっ

た(図的。
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可販芋の断面の形状を厚さと幅の比で表すと、波板

区が0.91で他の区より有意に高く、クレパ区はO.73、

タキロン区はO.72と低かった(図 4)。軒樋区と故田区

はO.78で、クレパ区に比べて有意に高かった。

試験2 鑓型容器を用いた密植栽培

乱形、分岐芋及び複数字等を除いた芋の収量は25cm'

l列区(栽植密度2222株/10a)及び25cm・2列区(4444株/

10a) が 1100~1400kg/10aであったのに対し、 12. 5cm • 

2列区(8889株/10a)及び10cm'2列区(11111株/10a)は

2500~2700kg/10aで、約2倍で、あった(図 5)。しかし、

苧の重量百Ij!担量をみると、可販芋(300g以上)の占める

割合は、 25cm'1列区では99~(1037kg/10a) であった

のに対し、 10cm'2列区は48~(1179kg/10a)、12.5cm・

2列区は71~(1912kg/10a) 、 25cm ・ 2弼藍は75%(1403kg 

/10a)で、あった。 25cm・2列区及び12.5cm・2列区は、 300

~500gの可販芋が占める割合が66~72~ となり、 25c

m ・ 1列涯の約34~より多かった。栽植密度が増すほど

300g以下の芋が増える傾向があったが、可販芋収量は、

12.5cm・訪日産が約1900kg/10aで、最も多く、可販芋(300

g以上)本数は約5000本/10aで25cm'oiJ区及び25cm'2 

列区より優位に多かった(図 6)。

可販芋の厚/橿比は、いずれの試験区も0.80弱であ

った(図7)。

可販芋の2倍希釈したとろろの粘度は、いずれの試

験底も3000mPa'S前後で、あった(図 8)。

考察

愛知県で作付けされているジネンジョの8割以上は、

伸長肥大性に優れる品種「稲武 2号j であり 5)、ウイ

ノレスフリー 1年苧を種芋として用いる場合、 35g以上

で、あれば500g以上の苧を安定的に生産で、きる 6)。本試

験では、 400g程度の芋の効率的生産を目標として、 30

50∞ 
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昔話 20∞ 
認

10∞ 
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1 Ocm2~需 12.5cm2~罰 25cm2~割 25cmH再j
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図8 栽植密度が芋の粘度に及ぼす影響

注)可販苧の先端から20cm前後の部分50gをすりおろし、

蒸鑓水で2倍に希釈し、 B型粘度計で計測した。可販苧10本

の平均値。※栽植密度/lOa 縦棒は標準偏差。

g前後の小さな種芋を供試し、樋型容器を用いること

により、収量は、クレバーパイプや波板を利用した場

合と同様に900~1000kg/10a となった。

贈答用苧の生産では、高級感をねらって長い苧をめ

ざす傾向があるが、ジネンジョは柔らかく折れやすい

ため、業務用・市場流通向けには、太く短かい芋が望

ましい。波板を利用した場合、苧が1mを超えて長くな

る傾向があったが、軒樋及びクレバーシートでは収量

は同等で芋の長さが90cm程度と短く太くなった。ジネ

ンジョ苧は、土圧が高いと肥大が進む傾向があり、「稲

武 Z号j のパイプ栽培では土を硬く詰めて十分な土圧

を確保しないと苧が綿長く伸長して栽培容器からはみ

出す4)。軒樋やクレバーシートは、その構造あるいは

素材の特徴により、クレバーパイプのように用土を思

く詰めなくても積み重なった上位の容器の重みで十分

な土圧がかかり芋が長くなりすぎず、断面がより円に

近い芋が生産できると考えられる。波板を用いた場合、

芋が長くなる傾向があるにもかかわらず断面の形状は

円に近くなるので、土庄のみでなく溝の深さや幅など

が芋の長さや断面の形状に影響すると考えられ、容器

と芋の長さや形との関連については、さらに検討する

必要がある。本試験で供試した樋型容器の中では、軒

鑓が、必要用土量が最も少なく、用土を入れた状態で

も型くずれせず運搬が楽であり、省力栽培に適すると

考える。

500g以上の苧を悶標とする横行栽培では、うね描180

cm、株間25cmで2200株/10a程度の栽楠密度がー殻的で、

ある 2) 400g程度の芋の効率的生産に適する栽植密度

を検討するため、軒樋を用い、慣行(2222株/10a)の2

倍~5f音の栽植密度での収量及び品質を調べた。栽植

密度の増加に従い、 1本重量は減少し、可販苧(1本300

g以上)の割合は慣行が99~で、あったのに対し栽植密度

を高めた区では75~48誌となった。しかし、目標とす

る 300~500gの学の割合は、栽植密度4444株/10a(慣行

図9 密櫨栽培の状況(株間12.5cm、掘り取り時)
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の2倍)及び8889株/10a(慣特の4倍)において全収穫芋

の50"-'70%を占め、可販芋の収量は8889株/10aで、噴行

の2倍の約1900kg/10aと最も多かったことから、 400g

前後の芋の効率的生産には、横行の2"-'4倍程度の密植

栽培が適する。現在普及しているパイプ容器は、直径

が7cm近くあり、 J慣行の2倍を超える務植栽培は困難だ

が、高さが低い樋型容器であれば容易に高密度で埋設

できる。たとえば、高さ約4cmの軒掻を用いた場合、

用土を軽く詰めて15"-'20度で積み重ねて埋設すること

により、省力的に株間10"-'15cmの密植栽培がで、きる(図

9)。

芋の横断面の形は栽植密度の変化に影響されず、密

植栽培においても樋型容器の土圧は確保できると考え

られる。粘度に関しでも栽植密度の影響は無く、パイ

プ栽培での既柱の成果と間程度であった 6)。本試験で

は、慣行栽培での筋肥量(窒素施用量20kg/10a) を参

考に一律に株あたり窒素10gを施用したが、密植栽培

での面積あたりの収量は最大で慣行の2倍であったに

もかかわらず窒素施用量は慣行の4倍 (80kg/10a) を

超える量であり、より少ない施日己最-で栽培できる可能

性がある。今後の課題として、坦根仕立てなどの誘引

方法や、肥培管理について検討そ進め、さらに、大量

に必要となる種芋の養成方法を含めて、密植栽培技術

の組み立てを図る必要がある。
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