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千葉暖地図試研報.11 : 7 12. 1980. 

温室カーネーションの作型に関する研究明4報）

短期栽培法における切花品質に及ぽす

床内の植え付け位置の影響

細
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Studies on the Cropping System in也eGlasshouse Carnations 

N. Influence of Planting Position on the Bench in Seasonal 

Cropping System on the Flower Quality 

h江unenoriHOSOYA and Kakuro HAYASHI 

I 緒 言

一般に，切花栽培においては，管理の都合上たんざ

く型の床を設け，通路と明確に区分して栽培されるこ

とが多く，そのため床の周辺部と内部との聞における

生育差や，切花品質の差が，採花期や収量，生産物の

均質化にとって無視できない問題である．この床周辺

部と内部との生育や切花収量についての研究例はカー

ネーションやキクなどでみられ (1,2, 4, 5, 6），とく

にカーネーションにおいてその差の著しいことが報告

されている．わが国のカーネーション栽培では通常床

幅に対し6-8株植えとされることが多しこの場合，

通路側の 1列の株数だけでも全体の30%に及ぶことに

なり，その点両者の生育差を詳細に調査することは生
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産上重要である．とくにこれまでの研究例では収量が

おもな調査の対象とされ，切花品質を構成する諸形質

について調査した例は少い．また同様な研究で栽植密

度を変えて試験した例は多いが，幅広い密度区を設定

して行った場合も同様に少い．

筆者らは先に第 2報で短期栽培法における植え付け

時期別の最適密度について報告したが（ 3 ），このうち

密度の幅を 8倍に設定した試験において，床の周辺部

と床内部において切花のいくつかの形質が密度によっ

て異なることを観察したので，今回それらについて検

討を加えた結果を報告する．

II 材料及び方法

試験方法はすでに第 2報中に示したものと同様であ
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第 1図 各区の植え付け間隔

黒丸は植え付け位置を示し，

図の左右方向が南北方向

図中の数字の単位はcm
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る．すなわち千葉県暖地図芸試験場ガラス温室内の採 施肥については慣行作型における当場施肥設計をも

穂栽培床から， 1975年 7月上旬に採穂した‘インプル とに，その約 6割に当たる量として，窒素，りん酸，

ーブドホワイトシム’のウイルスフリー苗を用いて実 カリそれぞれ7.7 kg , 10. 4 kg, 8. 5 kg （実栽培面積 100

験を行った．採穂後ただちにさし芽をして 8月 6日に rrf当たり）をナタネ油かす，重過りん酸石灰，燐硝安

砂上げ後，発根首をポリエチレン袋につめて， O℃に 加里s604号 (16-10-14）等で基肥および追肥とし

保持できる冷蔵庫中に定植日まで貯蔵した. 9月17日， て与えた．温度管理については， 11月下旬より 4月末

南北棟で床の利用率40%のyゲラス温室内に設置された， 日まで，その期間中夜間最低8℃を保持するように加

用土の深さ 15cm，床幅 lmのコンクリートベンチに上 温し，同時に昼間の室温が25℃以上にならないように

記の貯蔵首を直接定植した．その際，第 1図のような 換気した．

植え付け間隔で4水準の密度区を設定し，各区の南北 開花した花茎を順次，その分校点より採花し，以下

方向両端に他の区と隣り合う周縁部を各々4-6条除き， の項目にあげた切花の性状について全花茎を調査した．

1区当たり 80株を調査できるようにし， 2反復で実施 花茎長………採花した切花の茎長をlOcmごとの階級

した． に分類

定植後27日目に4-5節残して摘心を行い，さらに 7 切花重………側枝，側花奮を除いた切花の新鮮重を

週間後， 1株当たり 4本となるように整枝を行い，そ 10 gごとの階級に分類

のまま生育させた．しかし， 533本区では分校の発生 茎強度指数………切花のがく基部より下50～55cmの

が少く，予定の仕立て本数に満たなかったので，デ一 部位を水平に固定し，水平面からみた

タを面積当たりで表示する時は，実際の仕立て本数に がく基部における屈曲角により 10。ごと

より算出した値を用いた． の階級に分類した．階級値は10＇。未満を

5, 10～ 20。を 4, 20-30・を 3,30-

lZr 40・ を2,40・以上を 1とした
(mm）’ 
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第 2図 主茎の植え付け位置による違い（1976.6.16)

黒丸は植え付け位置を示す
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第 3図 花茎長の植え付け位置による違い

黒丸は植え付け位置を示す

． 

調査に際しては，第 1図に示したように，

南北方向に長い床を縦断して西側通路より

東側通路に向う，各株の植え付け位置を調

査のための単位とし、南北方向に植え付け

られた単位別の株の全体を 1つの調査単位

とした．したがって，各区の調査単位の列

数は67本区では 4列， 133本区および 267

本区では 8列，そして 533本区では16列と

なった．

各区の地際部の茎の太さを1976年 6月16

日に，株ごとに測定した．

［［［結果

1 .採花終了期における主茎の直径

採花終了期にあたる 6月16日における株

の主茎の直径を第 2図に示した．これによ

ると， 67本区では列問の差はほとんどなし

かついずれも太かったが，他の区では床中

央部で細くなる傾向があり，高密度区ほど

それが著しかった. 133本区と 267本区で

は通路側から 3列，すなわち38Cmまでの範

囲において差が大きく，主茎は内部に向う

ほど次第に細くなったが，さらにその内部

の列聞の差ほとんど認められなかった．ま

た 533本区では 4列目の 25cmまでの聞に
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主茎は急激に細くなり，その内部ではやや不規則なが それより内部では一部の列を除きほぽ同程度の長きで

らほぼ同程度の太さであった． あった．同じ植え付け位置で生育した花茎長を栽植密

2.切花の性状 度の間で比較すると、その長さは高密度の区ほど長か

a. 花茎長 った

花茎長の植え付け位置による違いは第 3図に示すと b. 切花重

おりであった. 67本区では列聞の差はほとんどなく， 切花重の植え付け位置による違いは第 4図に示すと

全体に短かったが，それ以上の密度区では床の中央部 おりで・あった．その数値の傾向は花茎長の場合と逆で

で長しその傾向は高密度区ほど著しかった．とくに， あるが，植え付け位置および栽植密度の間でほぽ同様

533本区では通路側から2～3571]までの聞の差が著しし の対応関係を示した．低密度の67本区では列聞の差は

ほとんどなく，全体に重しその他の区で

は高密度区ほど床周辺部で重くなる傾向が

みられた．またこの場合も通路側から2～3

列固までの聞で差が著しかった．

c. 茎強度指数
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第4図切花重の植え付け位置による違い

黒丸は植え付け位置を示す
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第 5図 茎強度指数の植え付け位置による違い

茎強度指数の植え付け位置による違いは

第 5図に示すとおりであった. 67本区では

列聞の差はほとんどなくて，その指数は高し

その他の区では高密度区ほど床中央部で低

くなる傾向がみられた．ただし， 533本区

では床中央部の列聞でその債にかなりの乱

tLカぎあった．

d. 切花性状の列間変動

切花の性状に関する各測定値の各列聞に

おける平均値の変動係数を第 l表に示した．

この結果によると，花茎長，切花重および

茎強度指数のいずれも最低密度の67本区で

最も小さく，以下，密度の高まるほどその

イ直は大きくなった．またそれぞれの区間の

変動係数の差は茎強度指数で最も著しし

切花重がそれにつぎ，花茎長では比較的小

きかった．なお 3形質に共通して67本区と

133本区との間の差が他の区聞の差に比べ

てかなり大きかった．

N 考 察

黒丸は植え付け位置を示す

第 1表切花性状の列間変動係数

密度（区） 花茎長 切花重 茎強度指数

% % % 

67本／ m' 1.1 1.8 0.4 

133本 2.1 7.8 3.4 

267本 2.6 8.9 6.0 

533本 3.3 9.1 11.1 

以上の結果と，すでに報告した（3｝植え付け後

採花始め，および採花終わりまでのそれぞれ

の日数を併わせ考察すると，通路側から床中央部にい

たる床内の植え付け位置による生育差に関して，ほぽ

共通した傾向が示される．すなわち，設定した 4水準

の密度のうち，最も疎植の67本区を除く他の区で，定

植後，採花始めまでの日数は比較的差が少なかったが，

定植後，採花終わりまでの日数は密度が高くなるほど

床中央部で長〈，結果的に採花期間も長くなった（ 3). 

同様に採花終了期における主茎の直径は細くなれ採

花時の花茎長は長〈，切花重は軽く，茎強度指数は低



10 千葉県暖地園芸試験場

下して茎強度の弱くなる傾向がほぼ共通してみられた． の密度の場合，通路側の株が床中央部のほぽ 2分の l

この床内の差については，いずれの密度の場合も通路 の密度で植えられた場合と同様な生育を示したことに

側から1～2列とその内部の列との聞において差が著し なる．

しさらにその内部ではそれぞれの密度に応じた性状 上記の傾向については，本試験が短期栽培の作型で

を示した．このことは明らかに通路側の株が側面から 行ったもので，さらに年間にわたり栽培し，二番花や

の光の影響で異った環境におかれたものと考えられる． 三番花まで採花する通常の作型においても，今後検討

この周縁効果と密度の関係を知るために，切花重を する予定である．いずれにしても床周辺部の株は床中

指標として各密度区における相対的な密度の位置関係 央部の株に対し相対的に疎植の条件下にあり，それが

を第 6図に示した．まず，たて軸に切花重，よこ軸に カーネーションの開花期や開花時の性状に対し，栽植

1 rrf当たり仕立て本数をとり，各密度区により床中央 密度における場合とほぼ同様な影響を与えるものとみ

部付近に当たる2～8列目の平均切花重をその区の代表 なしてよいように考えられる．

値として，その座標上にプロット（白丸）し，それら 本試験の場合においても 1rrf当たり 67本の区におい

4点を結んだ曲線を描いた．そののち，各区の通路側 ては，床周辺部と床内部との差は到花日数や切花の諸

からの列ごとの平均切花重が，その曲線と交わる位置 形質にほとんど差がみられず，床全体として平均した

にその列の点をそれぞれプロット（黒丸）した．この 生育がなされた．このことは米村ら（ 6）の栽植方式に

図によると，例えば 533本区の通路側1列目のDiは，そ 関する報告における， ZOcm角の密度の場合と同様の結

の 2分の lの密度の 267本区の床中央部の列のC4に近 果である．しかし実際の切花生産では，これよりかな

しまた 267本区の通路側 1列目のC1は，その2分の l り密植で植えられるので，床内の生育差は避けられな

の密度の 133本区の中央部の列に，同様に 133本区切 いものと考えられる．この生育差を極力少くし，床内

通路側の列は67本区の床中央部の列にほぼ近いという 部の株の劣化を防ぐための方法としては，栽植方式を

関係がみられた．またこのような通路側と床中央部と 変え，床周辺部より床内部を疎植にするという方法と，

の相対的な密度関係は，主茎の直径においてもほぼ同 床幅を変えて床周辺部の株の割合を多くするという 2

様な傾向を示した．このことから，本試験の場合にお つの場合が考えられる．

いてみる限り，同ーの植え付け間隔で床内に植え付け この床内の栽植方式について，米村ら（ 6）はシム系

られたカーネーションの個々の株の生育は，一定以上 品種を使用した通常の年 1作の栽培において，面積当

70 
(g) Ai 
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B l～84 133本区

C1～ C4 267本区

D1-Ds 533本区
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第 6図切花重における床の植え付け位置ごとの密度関係

図の曲線は各密度区の床中央部の平均値を区の代表値としてプロ

ット（白丸）し，その点を結んだもので，黒丸は各列の平均切花

震と曲線上で交わる点をプロットしたものである．数字の添字は

各区の床の通路側から床中央部へかけての位置関係を示す．

たりの植え付け株数や，

栽植様式を変えて試験

を行い，床内の位置に

よる切花収量の差を調

査している．その結果，

90cm幅の床に株間lOcm

で植え付けた場合，床

中央 2株分を抜くこと

によって周縁効果を床

内音~にもたらすことが

でき，一定の床幅の場

合， l条当たりの植え

付け株数をある程度減

少させても収量に大幅

な差はなしむしろ上

物切花数が多くなった

と報告している．他方，

床幅と通路幅の比率，

それぞれの程度に関す

る研究例はなく，床内
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の栽植様式と合わせて今後検討されるべき問題である．

V 摘 要

温室カーネーションの短期栽培法における，開花期，

切花品質に及ぼす，異った密度における床内の植え付け

位置の影響を知るため，実験を行った. 1975年 9月に

実栽培面積 lrd当たり 67本から 533本の仕立て本数の

聞に 4水準の密度区を設定し，‘インプルーブドホワイ

トシム’の砂上げ苗を南北方向の床に直接定槌した．

1. 切花の性状については，花茎長，切花重，茎強

度指数とも 67本区では床の植え付け位置による差はま

ったくみられなかった．しかし， 133本区以上では明

らかに差が認められ，床中央部へ向って花茎長は長〈，

切花重は軽く，茎強度指数は低下し，茎は軟弱になっ

fこ

2. 各切花の性状とも，密度が増加するに従って床

の東西方向の列聞の変動係数は非常に大きくなったが，

67本区での変動はほとんどみられなかった．

3. 67本区を除く各区の切花重に関して，床の通路

側2-3列の問で列聞の差が著しく，その内部では大き

な差はみられなかった．

4. 133本区以上の密度区においては，床の通路側

の切花重と，その 2分 の lの密度区の床中央部の切花

重とほぼ等しい傾向が認められた．

謝辞本稿を草するに あたり，種々親切なる御教

示を賜わった京都大学助教授武田恭明博士に厚くお礼

申し上げる．
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Summary 

To clarify the effect of planting position on the bench, different in the planting 

density on flower quality of carnations, the experiment was conducted by using 

the seasonal cropping system. The benches used were one meter in width and 

oriented in north-south direction. Rooted cuttings of carnations, cv. Improved 

White Sim, were planted on September 17, 1975 and grown to 67, 133, 267, and 

533 shoots per square meter, pinching the young plants to be 4 shoots per plant on 

October 14. 
1. In the plots with more than 133 shoots, the flower quality factors weight of 

cut flowers and stem strength became progressively inferior toward the center on 
the bench. In the 67 shoots plot no difference in these factors among the rows 

was observed. 
2. The increase in the density caused a marked rise in coefficients of variation 

of each flower quality factor obtained among the rows. The 67 shoots plot 

showed the smallest coefficient of variation in all plots. 

3. In the plots with more than 133 shoots, the weight of cut flowers markedly 

decreased as the position of the rows moved from side to inside on the bench. 
But some rows ne紅 thecenter on the bench produced approximately the same 
weight of cut flowers. 
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4. In respect to the weight of cut flowers, the value in the row planted at the 
side of the bench of the 533 shoots plot was nearly equal to that at the center in 

the 267 -shoots plot. Likewise, the value in the row at the side of the 267 shoots 

plot was nearly equal to that at the center in the 133 shoots plot. A similar re-

lationship, depending on both density and planting position on a bench, also 

appe紅 edbetween 133 and 67 shoots plots. 

5. Thus, the weight of cut flowers produced at the side of the bench in a given 

number of shoots in the plots was nearly equal to that at the center in the plots 

with a half of the above number of shoots. 
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