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広島幾短大級 7:273～279, 1984 -273-

イチゴの促成栽培に関する研究

I. 低温処理およびポット宵簡が花芽分化，発育，

収量ir.与える効果

新美替行・岩本供子申・才念畿弘

Studies on Forcing Culture in Strawberry 

I. Effects of Low Temperature Storage and Raising Seedling in 

Pots on Flower Bud Differentiation, Growth, and Yi告Id

Yoshiyuki NIIMI, Tomoko IWAMOTO and Yoshihiro SAINEN 

I.絡雷

イチゴの栽培様式lま促成，主幹｛足Ji¥(;，露地，抑制栽培

などと多くの栽熔裂が分化しており，昭和45&f:.金額イ

チゴ打合せ会談によって作裂のまな畿が行われている

（木村 1976）。促成栽培においては花芽分化および発

脊の促進がm~であり，主幹促成栽絡では留の大きさと

花芽の数盤が議室獲である。また，露地栽壊では大古ぎを

脊成し，花芽の分化数f訟を多くする ζとが大切であり，

悦株冷蔵による抑制裁縫では分化・発干ぎした花芳三を長時

間強制休日民させ，その後の発脊を停止させるので大留

を育成し，冷蔵中枯死しない緩皮1t:花努の発育（花粉，

E五球形成以前の花芽の状怒）を抑えておく ζとが必姿

である。

ーブ＇j, イチゴの花努分化lまE設さ訟条件や裁縫管理It:

よって大きく影響を受ける。終1t:，滋皮とお主義It:左右

されるとζろが大きし花芽分化lま低温・短目によっ

て促進される（木村 1976，競艇 1970）。すなわち，

5～14。Cの俄混条件下では日援に劉係なく花繋が形成

され， 8-1受は 14～25°Cの温度総捌において効糸を示

し， 8～12時間の疑問条件によって花芽分化が誘毒事さ

れる。また， 25。C 以上の温度条件下では日夜にかか

わらず花芽分化が誘起されない。他方，株の栄養状態

によっても花芳三分化の時期がかなり影響され，｝般に

施E巴f設が少なければ花芳三分化が巡み，多ければ怒れる

（防犯 1982, ~普通E 1970）。移秘やずらしによる断線

あるいは乾燥による一時的な肥料切れによっても1EW

＊現在五日？！？燐協験反

分化が促進される。

現在，イチゴの促成栽憾においては収穫のよりーj爵

の王手滋化とそれに伴う早期収f訟の安定多奴技術の総立

が望まれている。そのために潟冷却l育1liやポット脊替

などの利用が行われている（熊本 1969，加藤 1980, 

小谷 1拓三松m，獄露骨 1980）。本研究ではポット

脊留と俄盟主処軍基による花努分化の侭巡とその後の花芽

の発育を総べるとともにポット育訪における各穏：！：£長

総宮li物質処王立の彩華撃について調査した。

II. 材料および方法

1. 栽培の紙袋

依：試ぷ寝室はさま交主再生を用いた。栽培の概裂は第1図

ft:示すように， 1983年5月下旬貌株をJ様付けた。 7月

下旬l乙親株からのランナーをポット舟700株， 王子沫用

800税とを採取，仮植した。本気！！は9月初めにクノヒュー

ムで土壊消議を行い，舷lま溺磁1t:作りJニげた。施艇は

ポット育簡では，根が~殺した後1t: IB化成 Sl与きを

1鉢当り 2粒澄き犯として施し， i島犯として OKF-1

SO Of音波を78 It: 1悶の割合で絡した。また， 王子床下容

i33 （写楽りでは活殺後i乙 IB 化成~1 株主語り 2粒施

した。定植後は液胞を巡笠施した。 10月中旬にビニー

ノレ被援し，マルチをかけ会株1t:ジベレリン lOppm法

被を処理した。 11月中旬にはミツパチそ搬入し，受粉

をうながした。

2. ポット取りと低温処遼

床こtiま書記砂土とパーライトで7:3の割合で混ぜ，
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~~3. ポット符EU（ずらしをした状態）

友：常務1の11i お：俄溺処理の滋

勾－災1. :ifj来事ま慌の状態

tr.：半促成fflの滋右： {JE成用の筒

見Z綴の状態（俄j混処理の首）

体内議議が切れるようにした。花芽分化を磁認した後，

B芸術議 3～4, 事~nfl 15cmとして定織した（写真4,

5）。

3. 各磁生後調宮i'i物質の処務

前取りを8月1713I<:行い， 19日IC:IB化成 Slサを

1ポット当り 4紋絡し， 22日IC:若手寝室生後調虫fit励賞の処

空手爽4.

ポット取りした状態のWf

ポリ鉢は 10.Scmの去誌を700ポット周2ました（写真2,

3）。 7月下旬ICポット育首府首取りを行い， そのな

かの 300ポットを 8月17日から 2713までの10日間 7～

gocの保冷涼で低潟処im.を行った。純ill包は活経後，

IB化成 Sl号と液肥 OKF-1を用いた。 8月下旬Klま

写真2.
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空手主主5. 促成立主総ハウスの会滋と換然の状態

磁を行った。試験区としては（2-chloroethyl)trimcth-

ylammonium chloride (CCC) lOOOppm処灘区，ジ

ベレ 1）ン（GA)lOOppm処理lliz:，エスレノレ（Ethrcll)

1000ppm処理区，ベンジノレアデニン（BA)lOppm処

理主犯および対！被区の百十5区60株を用3ました。 9f:j 10日

Itランナ一発生総読を行い，定機後1crn機発生II寺j羽お

よび然災の収穫総主をそ行った。

III. 結 果

災験 1. ポット背留と低滋処理が花芳三分化および来

災のljJ/j誌に与える効来について，特It王子床下寄荷と

の比較について

主主総昨年における誇前方法の巡いによる第 5~誕の紫柄

幾It与える彩線iについては第 1淡に示されている。耳i

第1議長 育協方法の巡いが第 5~長の楽術後It与え
る影響葬

1ザ i狩 法 第 5~誕の議納長（cm)

ポット脊滋 10.6θこと1.78 

ポット事手法＇i（低滋処理） 15.89：！ニ 1.69

玉v-床夜前 11.41土1.14

なるポット務Wiのものは平床育演のものと問機であっ

たが， if-ツト湾首で低rlili.処理を加えたものは楽柄長が

促進され，かっ議柄が赤いf誌を惑していた（写災6）。

脊｝安法の巡い，すなわち，ポット事手首および低温処

理が出磁i別おおよび 1:ffl:1EOM1E時J~l!t与える彩草撃につ

いては第2図および鍛H受ltl.おされている。日1溜l母j則

l立if-ット商務においては10月の下旬，王子床1前町立11月
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写真6. ポット苦手前におけるf削除処理！の彩縛

ft：常混の市 右：低滋処現の務

Ill 50 
哲f
数
あ’lO

る
し、 30

30 2 5 8 JI 14 17 26 29 

第2図 苦手前方法の巡いが出稼時期および開花j鍔

It与える彩型車

第2滋脊苗方法の巡いが社H授II寺j鈎および開花時

WHt与える彩撃事

予言前法 50%出~t{I時期 505'抑制E時im

ポット育問 11月2日

ポット苦手簡（低滋処務！） 11月2日

平床育｝窓 口汚 10日

11.f:j 12B 

11.f:j 12釘

12.f:j 2羽

5臼il'li後であり，ポット育f1jにおいて約9日稜JJ!'.の出

稼促滋が認められた。また， f氏ili¥l.処磁の効来lま州議at-
JUJ については単なるポット商務と笈は見られなかった。

l 務花開花時期についても同様であった。 50%!11習~lf;f

JPJ：および 505'抑制El時期について繍べると，それぞれ

ポット稼前では11月2臼， 11刃12Bであるのに対して，

311-床下寄留では11月10臼， 12.f:j2 Bであった。すなわち，

的資！射線の 9日の滋れが， 1務花開花l侍j切においては

20日の滋れになっていた。

次IC，下草笛法の巡いが糸災の収穫：滋It与える影響に

ついては第3図（糸災の偶数）および第4図（糸災の

収穫；滋） IC示した。収穫i待j切については平床脊Wi！＜：比
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第3図 交筋方法の巡いが然災の収穫滋に与える

影響

_rf 
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2 

2H 
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2お4劉 育務方法の巡いがよ長災のJlJ(後滋~（与える
影響
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第 5l頚 軍事前方法の巡いが来災のm滋！1:与える彩電車

~愛してポット脊務において約21日の促遂効糸が兄られ

た。泉突の偶数およびJlJ(波数から見ると，低温処草堂lま

単なるポット脊箇11:比較して良好な結果が得られた。

一方，平床下寄留は収穫時j闘が巡れるが， 2月以降は念

第3滋干事前方法の巡いが収穫滋，収穫時郊に与

える影響

収穫偶数 収穫；滋（g)

時期 7ポぎfッ百ト 腎ポ7ッ8ト管王子滋床苦ポ手前ット 夜ポ1ッ吉ト 育>fEii床

（低源処理） （低温処理）

li~月3;lf. 51 69 6 818 1947 89 

1告1例月年 344 293 85 3649 4173 2613 

2jj 218 358 306 2956 3080 4757 

合計 613 719 397 7423 ヲ200 7459 

激It:収容u誌がま強加した。 1lbl数においてはポット干守秘の

区It:追付かないが，収穫f誌においては単なるポット玲・

首jおとはi庭付いてしまった。

一方，然災m縁について総べた結糸は第5劉！t:示し

た。ポット背節It:低滋処理を行った区は単なるポット

脊Eaのi玄It:比較してよ長災貫工滋がまさっていた。しかし，

平床下年前のiz:は収穫時期は怒れるが，採災2設ま訟はポッ
ト脊衡のものに比較して大きな来災がf怒られた。次It:

収機；畿をl待j倒的i己表したものが第3畿に示されている。

収穫偶数および収穫捻の両衝において，単線収穫（12

月～1月）という観点からはポット背筋に低滋処壊を

併苅したi玄が一番良好な紡占誌が得られた。しかし， 2 

月になると平床下草滋の区がf急激に増加するようになっ

た。

実験2. ポット夜留におけるサイコセJレ（CCC），ジ

ベレリン（GA），エスレノレ（Ethrell），ベンジJレアデ

ニン償却処理主の彩撃事

各種主主長潟節物質の処Jfilがランナ一発生It:与える効

5誌については第 4~受iζ示した。 GA 処理によってラン

ナ一発生数はやや抑制され，逆に CCC処理によって

やや促進された。 BA処理E区，ニEスレル処理区lま対照

区とほぼ問機でdうった。

第4畿各級生長調節物質の処窓lがランナ一発生

It:与える彩悪事

処理区

対照 i玄
CCC 処理！区

GA 処草JHZ

コエスレノレ処理E区

BA 処Jlll!Z

l株当りのランナ一発主主数（本）

0.90 

1.25 

0.65 

0.75 

1.00 
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気n図 各車fifu:f造調節物質の処理が1審花開花時

J羽！cl手える影軍事

Ill溜II寺Jlfjおよび 1~寄花開花II寺j切についてはそれぞれ

策6関，第71濁11'.示されている。邸宅密時期については

BA処理， GA処草ILCCC処磁区は対照濯のものと問

機であったが，エスレノレ処lfilによって出俊i時期が選怨

された。一方， n書花開花時期は GA処理主によって

やや促進された。 しかし，エスレノレ処理主は GA処理

i乙比較して約15臼松波巡れていた。

50%/1:1草野狩j潟および50%開花i時期については BA処

理区， GA処理主主， CCC処理区は対照忍と問機であっ

たが，ニEスレル処理区は巡れ，出稼師寺j切で約昔日，開

花時期で約13羽巡れていた（第5表）。

第 5 畿各機往長調節物~の処理が社i惣および関
花時制11'.与える彩型車

処理区 50%出稼II斜路 5096開花時期

対 JV& i玄 11月30日 llf:j 8 13 

CCC 処理区 11月2日 11刃813 

GA 処溜i区 11月213 11刃88 

エスレル処理区 10月30日 llf:j 8 13 

BA 処現在E 11月S日 llf.l 21日

次11'.収穫糸爽数について調査した絡采は第 8図およ

び$6淡11'.7.おされている。 BA処理E区， CCC処理18:,

GA処理区は対照区より多くのよ終災が収穫できた。エ

勾
J

今
〆
仰

120 

110 

nv 
ハυ1
 90 

告0
~Y. 
泌70
J::t. 

まと 60
11割
数 50

40 

30 

20 

。
in 2月
11 18 25 1 8 15 21 
Iii)' Jl!I 

第8図 4事務fu授調節物質の処理がJIX税致（偶数）
』t:.'=J.・える彩型車

安~6~受各羽生長調節物質の処恋！が糸突の収穫汲

（偶数） 11'.与える彩型車

JIX機爆笑の側数
処理区 1983年 19例年

12月 1月 2見 合計

対 照 i忍 9 43 35 87 

CCC 処理iま 14 41 so 105 

GA 処理区 29 37 36 102 

エスレJレ処lfil区 5 36 50 91 

BA 処理区 19 40 49 108 

スレル処理18:は収穫時期が逃れるが2月2113までの滋

鮮で比較すると対照区とほぼ問機であった。また，エ

スレル処理区は2mと入ると急激11'.収穫盤が場力11した。

i以後滋（怒致）について時JPHIUで殺壊すると BA処

理i玄， CCC処恕区， エスレル処恐区で対照主主よりす

ぐれていた（第n受）。

第7畿 各種益三議調節物質の処lfilがよ長爽のJIX~援
に与える彩事事

収穫慾 (kg) 

処走塁区 1983＆手 1984年
12f:j 1月 2月 合計

対 j禄 拒E 0.15 0.45 0.29 0.89 

CCC 処lfil区 0.26 0.59 0.44 1.29 

GA 処理区 0.32 0.36 0.32 1.00 

エスレJレ処滋区 0.11 0.55 0.60 1.26 

BA 処理区 0.27 0.48 0.53 1.28 
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IV.考祭

イチゴの促1必殺Iたで－＇!lH立姿なポイントはいかに1E

~分化を促進~せるかということである。 ζの隠的の

ためにお冷mn年滋（11Jあげ栽培）（加藤 1980），；仰と

脊首（小谷 1965)' さらにポット苦手市（オ王国 1980, 

附i沼 1982，松m，務・崎 1980）などの災苅技術の総

立が裂まれている。これらの稼波法はそれぞれ方法は

災なっていても花芽分化の促進という綴ぶからは同じ

ような効栄が符られている。その反街，務が小簡にな

り，収録が減少する綴I勾があるのが欠点てある（lllJ羽

1982）。これらの欠点を補うためにポット育留に低ifill,

処滋を併用させた区を設定し災験を行った。

ポット苦手滋lま施胞の制限や調節ができ俊利であるが，

肥料のきれが五えいために小留になりやすい傾向がある。

本災験でポット宵術fC低滋処壊を併用させると第 5議

以上の紫柄の燥さが単なるポット脊桜，王子床下寄留のも

のに比較して促進され，かっ主義柄ICアントシアニンの

終磁が緩められた（第 H受，等主主6）。 ζの築総長の

促巡は低l!ft!Jl:のもとで保冷したことによるものと考え

られる。また，アントシアニンの楽柄への集積はき盗潔

綿11巴が十分IC切れて米た乙と！とi台米しているものと思

われる。

一方，花拶分化についてはポット予言衡によって促進

された。定機がiHLl覧~を剥離顕鋭するとポット商務，

;tf ，，.ト育首ぎに低j組処理を併用させた区li:/E努分化の程

度（斎藤 1ヲ70）が分化j潟（ステージ 2)IC述してい

るのに対し，平床脊1iiのものは米分化（ステージ 0)

の状態、であった。

開花開始時期および収穫llfl始時JUJ・で見ても潟様の給

採が符られ，平床事f1iiの留に比1践し， ポット清・2吉，

ポット稔・m＜低音量処理）のWiは早j線開花，早期JlJ(桜が

f怒られている。また，ポット宵［iii口氏滋処王立を併用す

ると単なるポット育留に比べrm花開始時期にはそれほ

ど幾が見られなかったが， JlJ(磁盤（総数，玄室主） !Cl立

大きな怒が.!ii!られ，低滋処理の効果があらわれている。

すなわち，低温処理をポット脊誌に併用させると花芳三

分化の1湿度がさらに促滋されているものと考えられた。

乙の方法はポット脊＂{1.jによる磁の小1iiイヒにある稜JS!'.対

応することができると考えられる。 ζのことはさらに

よ終災 1似の大きさを比較する ζ とによって切らかであ

る。すなわち，ポット脊l賓のl別立Jf),i長符磁のii'iIL比絞

して小さいよ終災しかf怒られていない。しかし，ポット

務1凱口氏滋処理を併用した区の前からはポット脊滋単

独の滋よりも大采が得られる ζ とからも捻終できる。

以上のようにポット斉放を利刻することにより， ：{E

芽分化の時期を促進させる ζ とができるが，その後の

分化怒i廷が~~くなり，かつJj\i前になるので注怒そ援す

る。 ζのポット育波！C低温処intを併用させると ζの1E

~分化の税皮を光災させることができる。しかし，今

後さらにζの花芽分化の光災をはかるためにはラン

ナーの録取時期の検討，ランナーの採取方法， ;tf.，.ト

予言留における線胞の検討，さらには花芽分化前の首都

管理などを検討する必裂があると考えられる。

一方， ;tfット脊1£ の被告用い各務悠後調節物質

(CCC, GA，エスレJレ， BA）を処理し，花芽分化およ

び生育10子える影響を翻ベた。ランナ一発生IC与える

彩型車は第4表IC7.おされている。 4～5月時点でのジベ

レザン処理はランナ一発益三数を増加させる （木村

1976）が， 8月時点での処理では効糸がなく，逆11：：抑

制j的な傾向が認められた。エスレノレ処獲でも i潟様で

あった。一方， CCC処理はややランナ一発生を促巡

させるような鎖｜旬が見られたが，余り大きな幾とは震

えない。乙れらの結果はS月時点での処滋であり，こ

の11寺j切にはlむの体内生現状態が栄養生長から主主総生後

への転換JUJであり，ランナーの発生能力が旅？訟に低下

していることによっているのかも知れない。

花~分化IC与える影響を調べるために r±l磁i時期， 0話

花開始時＇J測を調べた。エスレJレ処:fill（ま他の区IC比較し，

出稼時期，測花開始時期でそれぞれ約 9B, 13日強度

返れていた。このこたはエスレノレ処理iとより花芽分化

が抑制されたζ とそ示している。一方，よ長災のJlJ(警護抵

については CCC,GA，エスレル， BA処理区すべてが

対照区に比較して良好・であった。ヱスレル区はJlJ(税Bil

始締j測が怒れるが， 2.FHと入り急激IC収穫f誌が増加し

た。しかし， ζのエスレノレ処王立は促成栽培においては

有効な手段とは考えられない。

v.構要

低滋処理，ポット菅直5および CCC,GA，エスレル，

BAなどの積々の植物生凝調書官物質がイチゴの花芽分

化，発脊，収ま誌にL'j.・える効来について語~1をした。

イチゴの花芽分イヒlま低i1fil.処理およびポット育協に

よって9～lOB附平められた。低滋処理主およびポット

脊簡の併用iま花芽分化，発育，収量まにおいて最も良好

であった。

それとは逆IC，館長l!.資衡のよ長爽の震怒（ 1 倒~り）

lま低滋処溜！のものやポット？寄1iiのものよりも笈く，大

きなよ科5誌が得られた。しかし，ポット務官He俄滋処理

を併用させる ζとはより大きなよ終決を得るためには効
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来的であった。 ポット育協の務n：：エスレノレを処理すると花芳三分化お

イチゴの促成栽柊の収穫時期lま12月から翌年の 3月 よび｜綿花II寺J~jが巡怒された。他の 3 磁の織物生後溺宮r
＇£でである。 if.'γ ト務箇および俄滋処理の坊は銀地脊 物質l立花芽分化にi慈悲撃を与えなかった。

留のものよりも約3週間収穫時期が早まった。

引用文献

1. 総本主将司王 (1969) イチゴのj潟年栽培と問題点 j災業及翻慈 44: 1405-1410 

2. 本i刃j族主経 (1980) 九州を141心It:滋近注おのイチゴのポγ ト育l首の理論と災撚 j災緋と 00!芸535(5) : 

80-83 

3. 力[J勝国土佐 (1980) 愛知！燥機豆町におけるJi:交王手生の潟冷J盗事rfiiによる促成栽地 j箆緋と閣議 35(9) : 

85-88 

4. 木村松行 (1976) 窓交写生の必Jfil・tEli滋と栽培技術 p.237-317 （壁1・3長会議 イチゴ j箆文協）

5. 小谷苑（1965) イチゴの育波法 j没薬及悶裟 40: 1229-1235 

6. 開rm治拶 (1982) イチゴポット脊滋の滋状と問題点燦業及閣議 57: 797-802 

7. 松田！撚~・ 5者紛政敏 (1980) イチゴの＃＇・;1 ト7智簡による栽椛－ 設業及閣議 55: 685-686 
8. E奇j藤 隆 (1970) イチゴの花芳三形成 i設業及閣議 45: 895-900 

Summary 

Studies were made on the effects of low temperature storage, raising seedling in pots, and various plant 

growth regulators such as CCC, GA, Ethrell, and BA on flower bud differentiation, growth, and yield. 
Flower bud dim号rentiationwas accelerated about 9-10 days by low temperature storage and raising 

seedling in pots. Raising seedling in pots plus low temperature storage was most effective on flower bud 

differ・邑ntiation,grwoth, and yield. 
On the other hand, the fruit weight per berry of raising seedling in the open was heavier than that of low 

temperature storage and raising seedling in pots. However, raising seedling in pot plus low temperature 

愉 storagewas effective in obtaining larger fruits. 
The harvesting period of forcing culture in strawberry was from December to March. Raising seedling 

in pots and low temperature storage accelerated the harvest by about three weeks when compared to that 
of raising seedling in the open. 

Application of Ethrell to raising seedling in pots delayed the time of flower bud differentiation and the 

flowering period. The other three plant growth regulators did not affect the flower bud differentiation in 
raising seedling in pots. 
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