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早出しスイートコーンの分げつを発生させるためのトンネル管理技術

赤池一彦・中村知聖・長坂克彦
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l 緒言

早出しスイートコーンは山梨県の代表的な作付け品

目であり，甲府盆地を中心に広域で栽培されている.

主な作型は 2つあり，一つは作付け時期が最も早い無

加温ハウス栽培で，ビニールハウスと小トンネルを組

み合わせて 2月上旬頃に播種し， 5月中旬頃に収穫す

る作型である.もう一つは一重トンネル栽培で，小ト

ンネルを利用して 3月上旬頃に播種し， 6月中旬頃に

収穫する作型である.しかし，いずれも厳冬期から早

春期にかけて作付けすることから，生育初期の 3月下

旬から 4月上旬にかけて降霜など低温による茎葉の障

害を受けやすい.そこで，山梨県総合農業技術センター

農業技術普及部ではスイートコーンの作付け時期に，

現地の生育状況調査を行った結果，低温により茎葉に

障害を受けた場合でも分げつを多く着生していた圃場

は，着生していなかった圃場と比べて収穫時の雌穂重

や先端不稔などが優れ，等階級で大きな差があったこ

とを確認している.

分げつは主茎の脇芽が発達した分枝のことである

が，スイートコーン栽培ではこれを残存させることで，

雌穂重の増加や先端不稔の低減を図ることができるこ

とを，加藤ら(1985)，木下 (2004)，木下・河内 (2003)， 

木下ら (2003)が明らかにしている.

通常， 4月以降に播種を行う露地栽培では，スイー

トコーンに分げつが発生することは一般的な事象で

ある.穀物として栽培するトウモロコシの研究では，

Gerik and Neely (1987)は，分げつが個体発生の早

期に起こること，またTetio-Kaghoand Gardner(1988) 

は，栽植密度が増すことで分げつ発生数が減少するこ

とを報告している.しかし，本県のハウスやトンネル

を利用した早出しスイートコーンの作型は，限られた

圃場面積に最大限の株数を確保したいことから，栽植

密度を 4，500 "'-' 5， 000株 /10aに固定しており，これ

を変更することは難しい.一方，本作型の生産農家が

生育初期に設置するトンネルの開閉管理方法やトンネ

ルフィルムの種類は多様であり，現地における分げつ

発生の有無や発生数も栽培者や圃場毎に大きく異なっ

ているのが現状である.そのため，本作型で生育初期

に分げつの発生を促すための具体的なトンネル管理方

法，特にトンネルの開閉方法やフィルムの種類が明ら

かになれば，早春期に降霜など低温による障害を受け

た場合においても，被害を最小限に止め安定生産を図

ることができる.

そこで，早出し栽培の主要 2作型を対象に，スイー

トコーンの生育初期に分げつを発生させるための栽培

管理法について， トンネルの開閉程度や使用フィルム

など初期管理技術について検討したので報告する.

H 材料および方法

試験 1 無加温ハウス栽培におけるトンネル開閉処理

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

試験は 2012年と 2013年の両年に， 2月上旬播種，

5月中旬収穫の作型で，山梨県甲斐市(標高 315m)の

総合農業技術センター内の大型ハウス(間口 10m，奥

行き 50m，軒高 4.2m，厚さ 0.15mmの塩化ビニール製

透明フィルム(ノービエース)被覆)とハウス内に畦

毎に設置した小トンネル(厚さ 0.075mmの塩化ビニー

ル製透明フィルム(パールサイド)被覆)を用いた栽

培で実施した.

供試品種は‘ゴールドラッシュ'とした(以下，試

験 2~4 共通). 2012年の試験区は，次の 4区， 11-

I トンネル全開区j，11-JI 両すそ開放区j，ll-m

すそ千鳥朝開・夕閉区j，11-IV閉めきり区」とした.

各試験区の処理方法は表 lのとおりである.

2013年の試験区は，次の 4区， 11-1 'トンネル全

開区j，11-JI' 両すそ開放区j，11-m'すそ千鳥開
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試験1

試験2

試験3

試験4

試験区z)

1-1トンネル全開

1-ll両すそ開放

1-mすそ千鳥朝関・タ閉

1-W閉めきり

1-1 'トンネル全開

1-ll'両すそ開放

1-m'すそ千鳥開放

1-W'閉めきり

2-1透明(千鳥開放)

2-ll梨地(干鳥開放)

2-m梨地3年(千鳥開放)

2-W梨地3年(閉めきり)

3-1両すそ開放

3-llすそ千鳥開放

3-mすそ千鳥朝開・夕閉

3-W閉めきり

4-1透明(千鳥開放)

4-ll梨地(千鳥開放)

第1表各試験区の処理方法

処理方法

2/7の矯種期から3/1の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/2以降トンネルを全開(撤去)• 

2/7の播種期から3/1の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/2から3/21までトンネルの両すそを高さ30cmで
開放.3/22にトンネルを撤去.

2/7の播種期から3/1の本葉5.5枚持までトンネル被覆し， 3/2から3/21までトンネルのすそを千鳥の4m間隔
で高さ15cmで8:30開It，16:30閉め.3/22にトンネルを撤去.

2/7の情種期から3/21の本葉10枚時までトンネル通気を行わない状態で閉めきり 3/221こトンネルを撤去.

2/4の借種期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1以降トンネルを全開(撤去)• 

2/4の播種期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1から3/18までトンネルの両すそを高さ30cmで
開放.3/19にトンネルを撤去.

2/4の播種期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1から3/18までトンネルのすそを千鳥の4m間隔
で高さ15cmで部分開放.3/19にトンネルを撤去.

2/4の矯穫期から3/18の本葉10枚時までトンネル通気を行わない状態で閉めきり.3/19にトンネルを撤去.

透明フィルムを用い， 2/4の情種期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1から3/18までトンネルの
すそを千鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放.3/19にトンネルを撤去.

梨地フィルムを用い， 2/4の播穫期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1から3/18までトンネルの
すそを干鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放 3/19にトンネルを撤去.

3年間使用した梨地フィルムを用い， 2/4の橋種期から2/28の本葉5.5枚時までトンネル被覆し， 3/1から3/18
までトンネルのすそを千鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放.3/19にトンネルを撤去.

3年間使用した梨地フィルムを用い， 2/4の播種期から3/18の本葉10枚時までトンネル通気を行わない状態
で閉めきり.3/19にトンネルを撤去.

3/5の矯種期から3/24の本葉5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から4/11までトンネルの両すそを高さ20cm
で開放 4/121こトンネルを撤去

3/5の揺種期から3/24の本葉5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から4/11までトンネルのすそを干鳥の4m間
隔で高さ15cmで部分開放.4/12にトンネルを撤去.

3/5の播種期から3/24の本葉5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から4/11までトンネルのすそを千鳥の4m間
隔で高さ15cmで8:30開Iナ， 16:30閉め.4/12にトンネルを撤去.

3/5の播種期から4/11の本葉11枚時までトンネル通気を行わない状態で閉めきり.4/12にトンネルを撤去

透明フィルムを用い， 3/5の矯種期から3/24の本案5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から4/11までトンネル
のすそを千鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放.4/12にトンネルを撤去.

梨地フィルムを用い， 3/5の播種期から3/24の本葉5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から4/11までトンネル
のすそを干鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放.4/12にトンネルを撤去.

4-m梨地3年(干鳥開放) ~年間使用した梨地フィルムを用い， 3/5の播種期から3/24の本葉5.3枚時までトンネル被覆し， 3/25から
4/11までトンネルのすそを千鳥の4m間隔で高さ15cmで部分開放 4/12にトンネルを撤去

4-W梨地3年(閉めきり) ~年間使用した梨地フィルムを用い， 3/5の揺種期から4/11 の本案11 枚時までトンネル通気を行わない状態
で閉めきり.4/12にトンネルを撤去.

z)試験1，2は無加温ハウス栽培.試験3，4は一重トンネル栽培.

放区J，i1-W' 閉めきり区」とした.各試験区の処

理方法は第 1表のとおりである.

収穫時期はいずれの区とも 2012年が 5月 18日，

2013年が 5月 15日であった.試験規模は 2012年が

1区 25rri (1. 5m X 17m) の 2反復， 2013年が 1区 6

rri (1. 5m X 4m)の 2反復とした.播種はマルチ穴毎

に 2粒播きとし，本葉4枚時にハサミを用いて 1本に

間引きした.栽植密度は，両年とも畦幅 150cm(床幅

80cm，通路 70cm)X株間 27cmの 2条千鳥植えで 4，938

2 

株/lOaとした.施肥は CDU化成を用いて， N-P205-K20 

=25-25-25kg/10aとなるよう全量基肥で施用した.ま

た，植え床には透明マルチを使用した.

調査はトンネル処理後 (2012年 3月21日， 2013年

3月 18日)に草丈，茎径，分げつ数，分げつ長，葉

色 (SPAD値)を，収穫時 (2012年 5月 18日， 2013 

年 5月 15日)に草丈，茎径，分げつ数，分げつ長，

葉色 (SPAD11直)，雌穂重，先端不稔，剥きみ重につい

て各区 20株 X2反復を計測した.最高・最低温度は，
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2012年はハウス内のみ計測し， 2013年はトンネル内

の地上高 30cm地点を計測した.光量は 2013年のみ，

試験処理期間中の快晴日に，ポータブル式の光量子計

(apogee， Model QMSS-S)を用い， 5:00"-' 21:00に1

時間間隔でトンネル内の地上高 30cm地点で光合成有

効光量子束密度を計測した.CO2濃度は 2013年のみ計

測し，試験処理期間中の快晴日に，検知管式気体測定

器 (GASTEC，GV-100S)を用い， トンネル内の地上高

30cm地点から 5: 00 "-' 21 : 00に1時間間隔で気体を採

取し計測した.

試験2 無加温ハウス栽培におけるトンネルフィルム

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

試験は 2013年に行い，作型，試験場所，使用施設

やトンネル設置法は試験 1に準じた.

試験区はフィルムの種類や使用状態などの異なる次

の4区， f2-1透明(千鳥開放)区j，f2-II梨地(千

鳥開放)区j，f2-m梨地 3年(千鳥開放)区j，f2-

N 梨地3年(閉めきり)区」とした.使用したフィ

ルムはいずれも塩化ピニル製で，透明が‘パールサイ

ド'，梨地が‘ノービエース梨地'とした.また，各

試験区の処理方法は第 l表のとおりである.

収穫時期はいずれの区とも 2013年5月15日であっ

た.試験規模は 1区6m' (1. 5m X 4m)の2反復とした.

栽植密度，施肥量，マルチ資材は試験 1に準じ，調査

項目や調査方法も試験 1に準じた.

試験3 一重トンネル栽培におけるトンネル開閉処理

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

試験は 2013年に 3月上旬播種， 6月中旬収穫の作

型で，山梨県総合農業技術センター内圃場(灰色低地

土)において一重トンネル(厚さ 0.075醐の塩化ビニー

ル製透明フィルム(パールサイド)被覆)を用いた栽

培で実施した.

試験区は，透明のフィルムを用いた次の 4区， f3-

I 両すそ開放区j，f3-II すそ千鳥開放区j，f3-m 
すそ千鳥朝開・タ閉区j，f3-N 閉めきり区」とした.

各試験区の処理方法は第 1表のとおりである.

収穫時期はいずれの区とも 2013年6月10日であっ

た.試験規模は 1区12m' (1. 5m X 8m)の2反復とした.

栽植密度，施肥量，マルチ資材は試験 1に準じ，調査

3 

項目や調査方法も試験 1に準じた.

試験4 一重トンネル栽培におけるトンネルフィルム

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

試験は 2013年に行い，作型，試験場所， トンネル

設置法は試験3に準じた.

試験区は，フィルムの種類や使用状態などの異なる

次の 4区， f4-1透明(千鳥開放)区j，f4-II梨地

(千鳥開放)区j，f4-m梨地3年(千鳥開放)区j，f 4-

N 梨地 3年(閉めきり)区」とした.使用したフィ

ルムの種類は試験2に準じた.また，各試験区の処理

方法は第 1表のとおりである.

収穫時期はいずれの区とも 2013年6月10日であっ

た.試験規模は 1区12m' (1. 5m X 8m)の2反復とした.

栽植密度，施肥量，マルチ資材は試験 lに準じ，調査

項目や調査方法も試験 1に準じた.

111 結果

試験 1 無加温ハウス栽培におけるトンネル開閉処理

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

2012年のトンネル開閉処理の違いによるスイート

コーンの分げつ発生数や収穫時の収量，品質を第 2表

(上段)に示した.分げつ数は， f1-1 トンネル全開区」

が1.9本/株と最も多く， f1-II 両すそ開放区」が

1.0本/株， f1-mすそ千鳥朝開・夕閉区」が0.4本

/株， f1-N 閉めきり区」が0本/株となった.葉色

(SPAD値)は， f1-N 閉めきり区Jが他の 3つの区と

比べて低かった.収穫時の雌穂重と剥きみ重は， f1 

1 トンネル全開区」が最も重く， f1-II両すそ開放

区」と f1-mすそ千鳥朝開・タ閉区」が同程度， f1 

N 閉めきり区」が最も軽かった.先端不稔は， トン

ネルの開閉程度が大きくなるほど、小さくなった.なお，

当年は 3月21日の各試験区処理後(トンネル開閉処

理後)の 3月27日(本葉約 10枚時)にハウス内の最

低温度が 30Cとなり(第 1図)，いずれの処理区とも

本作型において，茎葉に低温による障害を受けた.

2013年のトンネル開閉処理の違いによるスイート

コーンの分げつ発生数や収穫時の収量，品質を第 2表

(下段)に示した.分げつ数は， f1-1 ' トンネル全

開区」が1.8本/株と最も多く， f1-II'両すそ開放

区」と f1-m'すそ千鳥開放区Jが1.4本/株， f1-N' 
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第2表無加温ハウス内のトンネル開閉処理の遣いによるスイートコーンの初期生育および収穫時の穂重，品質

トンネル処理直後y) 収穫時心

分げつ数分げつ長 葉色 根重 雌穂重 先端不稔

(本/株) (cm) (SPAD) (乾物g/株) (g/本) (mm) 

トンネル開閉処理，)年次 剥きみ重

(g/本)

草丈

(cm) 

253.5 c 7.5 a 363.0 c 42.9 b 32.6 a 1.9 d 89.8 a 1-1全開

228.8 b 8.0 a 325.8 b 43.9 b 36.3 a 1.0 c 93.6 b 1-II両すそ開放

233.5 b 12.6 b 334.7 b 43.1 b 33.9 a 0.4 b 92.1 ab 1-illすそ千鳥朝関・タ閉

2012年

211.9 a 25.5 c 297.7 a 27.5 a o a 99.3 c l-lV閉めきり

276.6 b 4.6 a 390.6 b 0.99 c 49.4 c 45.5 c 1.8 c 97.3 b 1-1 '全開

274.0 b 9.8 ab 383.7 b 0.72 b 49.0 c 40.6 bc 1.4 b 98.5 b ト II'両すそ開放

276.1 b 

194.4 a 

10.5 b 

17.3 c 1-lV'閉めきり 75.4 a 0.3 a 22.7 a 26.4 a 0.32 a 

，) 2012年 3月2目-3月21日.2013年 3月1日-3月18日いずれも透明フィルム使用 y) 2日12年 3月21日.2013年 3月18日 x) 2012年 5月18日.2013年 5月15日

嚢中の異なる英字の聞にはTuk町の多量比舷検定により目水準で有意釜があることを示す

384.0 b 

281.5 a 

0.79 b 46.4 b 37.5 b 1.4 b 103.8 c 1-ill'すそ千鳥開放

2013年

45 

40 

35 

30 

25 

ρ20 

翼15
10 

5 

0 

-5 

-10 
3/1 5/5 4/30 4/25 4/20 4/15 4/10 4/5 3/31 3/26 3/21 3/16 3/11 3/6 

第1図無加温ハウス内の最高・最低温度の推移(2012年)

トンネル処理期間:3/2-3/21 (3/22以降，ハウス肉のトンネルを全て撤去)
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第4図

試験 2 無加温ハウス栽培におけるトンネルフィルム

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

トンネルフィルムの種類や使用状態の違いによるス

イー トコーンの分げつ発生数や収穫時の収量，品質を

第 3表に示した.分げつ数は， 12-1透明(千鳥開放)

梨地 (千鳥開放)区」が 1.5本 /株で

同程度， 12-m梨地 3年(千鳥開放)区」が O.7本 /株，

12-N 梨地 3年(閉めきり)区」が 0.2本/株と最

も少なかった.根重(乾物)は，分げつ数と同傾向で，

透明 (千鳥開放)区」と 12-II梨地(千鳥開放)

-3
0

Cとなったが，本作型において低温による茎葉の障

害は生じなかった.

閉めきり区」が0.3本/株と最も少なかった.葉色(SPAD

値)は， 11-N' 閉めきり区」が他の 3つの区と比べ

て低かった.根重(乾物)は，分げつ数と同傾向で， 11-

1 ' トンネル全開区」が最も重く， 11-N' 閉めきり

区Jが最も軽かった.収穫時の雌穂重と剥きみ重は，

通気を行った 3つの区は差がなく， 11-N' 閉めきり

区」が軽かった.先端不稔は， トンネルの開放程度が

大きくなるほと、小さくなった.

12-II と区」トンネル内の最高温度は， 11-1 ' トンネル全開区」

が最も低かったが 350C程度を維持した. 11-N'閉め

きり区」は最も高く 50
0

Cを超える高温で推移した.11 

両すそ開放区J，11-m'すそ千鳥開放区」は同

程度で 40
0

C前後で推移した.最低温度は， 11-N'聞

を除いて区間で大きな差はなかった(第 2

II' 

12-1 

区」が重く ，12-N 梨地3年(閉めきり)区」が軽かった.

収穫時の雌穂重，剥きみ重，先端不稔は， トンネルを

千鳥開放した場合， トンネルフィルムの種類や使用状

態の違いによる差は認められず同程度であったが，

ンネルを閉めきった 12-N 梨地 3年(閉めきり)区J

は雌穂重が軽く，先端不稔が大きかった.

トンネル内の最高温度は，12-II 梨地(千鳥開放)

区」が最も低かったが 350C程度を維持した.

ト

12-N 

5 

めきり区j

図). トンネル内の光量子東密度は， トンネル未使用

の場合と比べて， 日 中 20 ~25先程度低かった(第 3 図) • 

トンネル内の CO2濃度は，通気のある 3つの区は常

時 500ppmで， 11-N'閉めきり区」は 9:00~ 16: 00 

が Oppm，夜間に高くなった(第 4図).なお，当年

は 3月 18日の トンネル開閉処理後の 4月 12日，4月

13日に野外 (地表面)の最低温度がそれぞれ 4
0

C，
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梨地 3年(閉めきり)区」は 45'"" 50
0

Cと最も高かった.

最低温度は， 12-N 梨地 3年(閉めきり)区」がや

や高かったが，他の 3つの区間で大きな差はなかった

(第 5図)• トンネル内の光量子束密度は， 1透明フィ

ルム区Jが「梨地フィルム区」と比べてやや高く 1梨

地 3年フィルム区Jが低かった(第 6図). トンネル

内の CO2濃度は，千鳥開放し通気のある 3つの区は

常時 500ppmで， 12-N 梨地 3年(閉めきり)区Jは

15: 00 '"" 16: 00が Oppm，それ以外の時間帯は常時高く

推移した(第 7図).なお，本試験においては低温に

よる茎葉の障害を受けなかった.

試験3 一重トンネル栽培におけるトンネル開閉処理

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

トンネル開閉処理の違いによるスイートコーンの分

げつ発生数や収穫時の収量，品質を第 4表に示した.

分げつ数は，すそを開放した 3つの区がいずれも1.9

本/株と同程度であったが， 13-II すそ千鳥開放区J

と 13-mすそ千鳥朝明 ・夕閉区」は分げつ長が他の

2つの区と比べて長かった.13-N 閉めきり区」の分

げつ数は 0.3本/株と少なかった.葉色 (SPAD値)は，

13-N 閉めきり区」が他の 3つの区と比べて低かっ

た.根重(乾物)は，すそを千鳥開放した 2つの区が

重い傾向であった.収穫時の雌穂重と剥きみ重は， 13

第3表無加温ハウス内のトンネルフィルムの種類や使用状態の違いによるスイートコーンの初期生育および収穫時の穂重，品質(2013年)

トンネル処理直後y) 収穫時x)

トンネルフィルムの種類，) 草丈 分げつ数 分げつ長 葉色 根重 雌穂重 先端不稔 剥きみ重
(cm) (本/株) (cm) (SPAD) (乾物g/株) (g/;本) (mm) (g/本)

2-1透 明 (干鳥開放) 104.3 b 1.5 c 43.0 bc 47.4 c 1.04 c 391.7 b 9.2 a 280.9 b 

2-ll梨地(千鳥開放) 108.7 c 1.5 c 47.3 c 43.7 b 0.91 c 393.6 b 10.9 a 281.4 b 

2-ill梨地3年 (千鳥開放) 108.0 c 0.7 b 36.7 ab 41.6 b 0.55 b 385.1 b 8.7 a 279.5 b 

2-N梨地3年 (閉めきり) 78.0 a 0.2 a 31.2 a 30.3 a 0.31 a 309.6 a 17.0 b 218.4 a 

d処理期間 3月1日-3月四日 y) 3月18日 叫 5月15日 量中の異なる葺宇田聞にはTukeyの多重比較検定により目水準で有量藍があることを示す
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第5図ハウス内のトンネルフィルムの種類や使用状態の違いによる最高・最低温度の推移(2013年)
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(2013.3.15快晴，地上高30cmの測定値)

第7図

子東密度は，野外と比べて，日 中は 15~20%程度低かっ

た(第 9図). トンネル内の CO2濃度は，通気のある

3つの区は常時 500ppmで，1"3-N 閉めきり区Jは 8:00

~ 16:00が Oppm，夜間に高く なった(第 10図).なお，

当年は4月 11日のト ンネル開閉処理後(ト ンネル撤

去後)の 4月 12日， 4月 13日に野外(地表面)の最

低温度がそれぞれ -4"C， -30Cとなり，本作型におい

てはいずれの処理区とも，茎葉 (本葉 11枚時)に低

温による障害を受けた.

E すそ千鳥開放区」と1"3-mすそ千鳥朝明・タ閉区J

が重く，先端不稔は両区とも小さかった. 1"3-N 閉

めきり区」は，雌穂、重，剥きみ重が最も軽く，先端不

稔が最も大きかった.

トンネル内の最高温度は， 1"3-N 

最も高く 40"Cを超えることが多かった. 1"3-I 

そ開放区」は最も低 く30"Cに満たないことが多かっ

すそ千鳥開放区J，1"3-mすそ千鳥朝開 ・

タ閉区」は 30~ 350Cで推移した.最低温度は，

で大きな差はなかった(第 8図)• トンネル内の光量

閉めきり区」が

両す

区間

1"3-II た

第4表一重トンネル開閉処理の遣いによるスイートコーンの初期生育および収穫時の穂重，品質(2013年)
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町

分
。

剥きみ重

(g/本)

雌穂重

(g/本)

根重

(乾物g/株)

草丈

(cm) 

280.7 b 9.7 b 394.5 b 0.65 ab 45.0 b 34.7 b 1.9 b 73.5 ab 3-1両すそ開放

302.5 bc 2.7 ab 424.8 b 1.13 c 47.1 b 41.7 c 1.9 b 77.6 b 3-ITすそ干鳥開放

307.6 c 1.4 a 419.5 b 0.99 bc 46.0 b 43.6 c 1.9 b 84.9 c 3-mすそ千鳥朝関・夕閉

240.0 a 20.5 c 326.9 a 0.21 a 18.6 a 24.0 a 0.3 a 69.1 a 3-lV閉めきり
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第10図

た.収穫時の雌穂重と剥きみ重は，

使用状態の違いを問わず，すそを千鳥開放した 3つの

区間で差は認められなかったが，先端不稔は f4-I 

透明(千鳥開放)区」が最も小さかった.

トンネル内の最高温度は， f4-N 梨地 3年(閉め

きり)区」が最も高く40"Cを超えることがあったが，

他の 3つの区は大きな差はなく 30'"35
0

C程度で推移

最低温度は，区間で大きな差はなかった(第

11図). トンネル内の光量子束密度は，

フィルムの種類や試験4 一重トンネル栽培におけるトンネルフィルム

の違いが分げつの発生，生育，収量に及ぼす影響

トンネルフィルムの種類や使用状態の違いによるス

イートコーンの分げつ発生数や収穫時の収量，品質を

第 5表に示した.分げつ数は，フィルムの種類や使用

状態の違いを問わず，すそを千鳥開放した 3つの区が

「透明フィル

と比べてやや高く，

した.

いずれも 2.0本 /株となり，分げつ長も同程度となっ

f4-N 梨地 3年(閉めきり)区」は分げつ数が O

本 /株であった.葉色 (SPAD値)は， f4-N 梨地 3

年(閉めきり)区」が他の 3つの区と比べて低かった.

た.

「梨ム区」が「梨地フィルム区」

トンネル地 3年フィルム区」が低かった(第 12図). 区」が最透明(千鳥開放)f 4-I 根重(乾物)は，

千鳥開放し通気のある 3つの区は常内の CO2濃度は，も重く ，f4-N 梨地 3年(閉めきり)区」が最も軽かっ

第5表一重トンネルフィルムの種類や使用状態の違いによるスイートコーンの初期生育および収穫時の穂重，品質(2013年)

トンネル処理直後y)

分げつ数 分げつ長

(本/株) (cm) 

収穫時x)

先端不稔

(mm) 
草丈

(cm) 

トンネルフィルムの種類z) 剥きみ重

(g/;本)

雌穂重

(g/:本)

根重

(乾物g/株)

業色

(SPAD) 

296.4 b 3.1 a 406.7 b 1.13 c 46.6 b 39.8 b 2.0 b 80.3 b 4-1透明(千鳥開放)

276.1 b 16.1 b 380.5 b 0.74 bc 44.2 b 40.0 b 2.0 b 76.3 ab 4-ll梨地(千鳥開放)

294.1 b 10.4 ab 410.7 b 0.54 ab 44.4 b 37.7 b 2.0 b 80.9 b 4-ill梨地3年(干鳴開放)

208.4 a 

。処理期間 3月初日-4月11日

30.8 c 292.0 a 

車中の異右よる葺字の聞にはTukeyの多量比較検定により目水準で有意差があることを示す

8 

0.18 a 19.1 a o a o a 72.2 a 

y) 4月11日 x)6月10日

4-lV梨地3年 (閉めきり)
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山梨県では早出しスイートコーン栽培の作型で，分

げつが発生した場合は除けつは行わず残存させる栽培

管理を奨励している.これは，スイートコーンの分げ

つを残存させることで，株全体の葉面積が増え，分げ

つを残存させない場合と比べて光の利用率が 10%程

度高まり，収量や品質が向上すること(木下ら，

2003) ，成熟した分げつが主茎の雌穂に優先して光

合成による同化産物を供給すること(木下 ・河内，

2003) などが明らかになっていることによる. 一方，

県内の現地調査を行った山梨県総合農業技術センター

農業技術普及部によると，本葉が 10枚程度に達する

頃までに分げつが2本/株程度着生していると，降霜

など低温障害を茎葉に受けた場合でも，収穫時の秀品

率や雌穂の大きさを示す 2L率は分げつを着生しない

ものと比べて高かったことを確認している.

時 500ppmで， f4-N 梨地 3年(閉めきり)区Jは 8:00

~ 16:00が Oppm，夜間に高くなった(第 13図).なお，

本試験では試験 3と同様に いずれの処理区とも茎葉

に低温による障害を受けた.

察考IV 

そこで，本研究ではスイー トコーンの生育初期に分

げつを確実に発生させるための トンネル管理方法を明

らかにすることを目的に， トンネルの各処理を，間引

9 
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き作業を終えて本葉が 5枚を超えた時点から行った.

トンネル開閉試験の結果，作型が最も早い無加温ハウ

ス栽培では， トンネルを全開とした場合に分げつ数が

1.8"'1.9本/株と最も多くなり，被覆したまま閉め

きった場合は分げつが殆ど発生しなかった.同様に一

重トンネル栽培では， トンネルのすそを 4m間隔で千

鳥に終日開放した場合と日中千鳥開放し夜間閉めた場

合に分げつ数が1.9本/株となり，被覆したまま閉め

きった場合は分げつが殆ど発生しなかった.また，無

加温ハウス栽培では，透明のトンネルフィルムを使用

した場合， 3年使用した梨地フィルムを使用した場合

と比べて分げつの発生が多くなった.

これらの結果から，分げつの発生に対する環境条件

の影響について温度，光量， CO2濃度などの点から推

論すると次のようになる.はじめに，無加温ハウス栽

培におけるトンネル内の最高・最低温度の推移から，

分げつ数は最高温度が高いほど、少なかったこと，処理

区間で最低温度に大差がなかったことにより，分げつ

発生と低温条件(最低温度)との関連性は低く，高温

条件(最高温度)の影響が大きく関与していると推察

された.一重トンネル栽培においても，最高温度が常

時40
0

Cを超えた場合の分げつ数が少なくなり，この

際の最低温度に区間差が殆どなかったことから，高温

の影響が同様に分げつ発生に大きく関与していると推

察された.

次に，光量に関しては，トンネルの開閉処理別では，

分げつ数の多かったトンネルを全開とした場合に光量

子束密度が高く，フィルムの種類別では分げつ数の多

かった透明フィルムを用いた場合に光量子束密度が高

かったことから，分げつ発生に受光条件が大きく影響

していることが推察された.光量と収穫時の雌穂品質

に関する研究として，生育後半期に受光量が多いと先

端不稔が減少し品質が向上すること(木下， 2004) ， 

先端不稔の原因の一つに光量不足による光合成同化産

物の減少があること(荻原・栗原， 1989)が報告され

ている.一方，本試験結果から，生育初期段階におい

ても分げつ発生に必要な環境条件のーっとして，光量

が重要な要素であることが伺えた.

最後に， トンネル内の CO2濃度は， トンネルを閉め

きった場合を除いてトンネルの開閉程度に関わらず外

気と同等の 500ppmであったことから，すそを少しで

10 

も開放することで通気が確保され，光合成に必要な

CO2を植物体に供給できるものと考えられた.分げつ

発生と CO2濃度との直接的な関連性は認められなかっ

たが，スイートコーンの生育そのものに不可欠な環境

要素のーっと考えられた.

本研究は，生育初期に分げつを発生させるためのト

ンネル管理技術として，作型別に奨励するトンネルの

開閉程度や，利用が望ましいフィルムの種類について

明らかにしたものである.しかし，分げつを発生させ

るための仕組み，特にトンネル管理に伴う温度，採光，

通気などの環境条件との関連性は明らかになっていな

い.今後，早出し栽培の作型で，分げつを発生させる，

あるいは分げつの発生を抑制させないための具体的な

前述した環境条件について検証を行い， トンネル管理

を行う上での論理的な裏付けを得ることが必要である

と考えられる.

V 摘要

2"'3月に播種する早出しスイートコーン栽培は，

早春期に降霜など低温による茎葉の障害を受けやすい

が，分げつを着生させることが低温障害の軽減に有効

であることが現地調査から確認された.そこで，早出

しスイートコーンの 2作型，無加温ハウス栽培と一重

トンネル栽培を対象に，生育初期に分げつを確実に発

生させるためのトンネル管理法について試験を行い，

次の結果を得た.

(1) 2月上旬播種の無加温ハウス栽培では，播種から

約 3週間トンネル被覆を行い，本葉 5枚を超えた時点

でトンネルを全開とすることで，分げつを1.8"'1.9

本/株発生させることができた.一方， トンネルを本

葉 10枚時まで被覆したまま閉めきった場合は，分げ

つの発生は殆ど認められなかった.

(2)3月上旬播種の一重トンネル栽培では，本葉 5枚

を超えた時点でトンネルのすそを 4m間隔で千鳥に終

日開放，または日中開放し夜間閉めることで，分げつ

を1.9本/株発生させることができた.一方， トンネ

ル被覆を本葉 10枚時まで被覆したまま閉めきった場

合は，分げつの発生は殆ど認められなかった.

(3)無加温ハウスでは，透明のトンネルフィルムを利

用した場合， 3年使用した梨地フィルムを利用した場

合と比べて分げつの発生が多くなった.



山梨県総合農業技術センター研究報告第8号 (2016)

(4)生育初期に分げつを発生させるための環境条件と

して， トンネル内の温度，採光，通気の 3つの要素が

大きく関与していることが示唆された.. 

VI 引用文献

Gerik， T. J. and Neely， C. L. 1987. Plant densi ty 

effects on main culm and tiller 

development of grain sorghum. Crop 

Science. 27， 6: 1225-1230. 

加藤晋朗・林悟朗・半田悟・鈴木隆・金原敏

治. 1985. スイートコーンの省力栽培 I 除け

つ・除穂の影響.愛知県農業総合試験場研究報

告. 17: 194-199. 

木下耕一. 2004.早出しスイートコーンにおける雌穂

の先端不稔発生要因の解析ならびに生育と収量

に及ぼす影響.開発学研究. 14， 3: 32-39. 

木下耕一・河内 宏. 2003.分げつを利用した早出し

スイートコーンの良品・安定多収栽培技術.開

発学研究.14，2:1-7.

木下耕一・野村和成・米田和夫. 2003.早出しスイー

トコーンの多収・高品質生産に及ぼす分げつ残

存栽培と環境要因の影響.生物環境調節. 41， 

3: 257-264. 

荻原勲・栗原 清. 1989.スイートコーンの先端不稔

の発生に及ぼす栽植密度，遮光等の影響.群馬

農業研究D園芸. 4: 1-7. 

Tetio-Kagho， F. and Gardner，F.P. 1988. Responses 

of maize to plant population densi ty. 1. 

Canopy development， light relationships， 

and vegetative growth. Agronomy Journal. 

80， 6: 930 -935. 

t
i
 

噌

i



赤池一彦・中村知聖・長坂克彦:早出しスイートコーンの分げつを発生させるためのトンネル管理技術

Tunnel management technique for the tillering 

of early-harvest sweet corn 

Kazuhiko AKAIKE， Chisei NAKAMURA， Katsuhiko NAGASAKA 

(Yamanashi P陪 f.Agritech. Cent.) 

Summary 

Early-harvest sweet com sown in February to March is prone to low temperature damage in stems and leaves from 

frost in early spring. However， field surveys confirmed that firmly established tillering effectively mitigated the low 

temperature damage. Therefore， non-heated greenhouse and single-Iayer tunnel culture of early-harvest double-cropping 

sweet com were tested to determine effective tunnel management methods for ensuring tillering at early stages of 

development. The following results were obtained: (1) in non-heated greenhouse culture with sowing early in February， 

one stock generated 1.8-1.9 tillers when tunnels were covered for three weeks from sowing and fu11y opened at the 

formation of more than five true leaves. In contrast， few tillers were generated when tunnels remained covered and 

closed up to the formation of 10 true leaves; (2) in single-Iayer tunnel culture with sowing early in March， one stock 

generated 1.9 tillers when tunnels were opened in a zigzag pattem at 4-m intervals at the bottom of tunnels all day at the 

point of formation of more than fi ve true leaves， or opened in daytime and closed at night. In contrast， few tillers were 

generated when tunnels remained covered and closed up to the formation of 10 true leaves; (3) in non-heated greenhouse 

culture， the number of tillers increased more when transparent tunnel film as opposed to pearskin-finish film was used; 

and (4) the following three environmental factors in tunnels affected early stages tillering development: temperature， 

lighting， and aeration. 
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