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Effects of CO2 Enrichment and 5-aminolevulinic Acid-based Fertilizer Application 

on Early Growth of Limonium sinuatum (L.) Mill. under Environmental Control 

Shiro MORI and Hiroki CHINO 

College of Agriculture, Food and Environmental Sciences, Rakuno Gakuen University, 
Bunkyodai-Midorimachi 582, Ebetsu, Hokkaido 069-8501, Japan 

Abstract 

We investigated the effects of CO2 enrichment and application of 5-aminolevulinic acid 
(ALA)-based fertilizer during raising seedling under environmental control on the early 
growth of Limonium sinuatum (L.) Mill.'Souun'. Seedlings were grown in 7.5-cm polyeth-
ylene pots in two growth chambers with a day/night temperature regime of 20℃ /15℃ 
and a 12-h light/12-h dark photoperiod (PPFD 74μmol m-2 sー1).Four treatments were ap-
plied to the potted plants: general liquid fertilizer applied once per week (control group); 
ALA-based fertilizer and general liquid fertilizer (ALA group); CO2 concentration in-
creased to 1200μmol mor1 for 5 hours of the light period (CO2 group); and ALA-based 
fertilizer combined with CO2 enrichment (C02+ALA group). After 5 weeks of these treat-
ments, there was no significant difference in any of the measured parameters between 
the CO2 group and the control group. The leaf area, fresh weight of aerial parts, and 
fresh weight of underground parts were significantly higher in the ALA group than in 
the control group. The number of leaves, SPAD value, leaf area, fresh and dry weight of 
aerial parts, dry weight of underground parts, and percentage of underground part dry 
matter were significantly higher in the C02+ALA group than in the control group. After 
3 months of these treatments, there was no significant difference in cut flower yield and 
quality among the treatment groups. These findings clarified that application of ALA-
based fertilizer under CO2 enrichment conditions promotes the early growth of L. sinu-
atum under weak light environmental control. 
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スターチス・シヌアータ (Limoniumsinuatum (L) Mill,) 

は地中海沿岸地域原産のイソマツ科植物であり，園芸生産

では一年草として取り扱われる 1,2),本種は花色の幅が広くて

観賞期間が長いことから人気が高く，我が国における重要な
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切り花品目のひとつである．夏秋季には北海道などの寒地・

寒冷地が，冬春季には和歌山県などの暖地・温暖地が主産

地を担っている列スターチス・シヌアータの花芽分化は低温

により促進されることから，種苗生産で苗の低温処理が行わ

れる場合がある．低温処理終了後の高温により脱春化が生じ

るため，特に高温期に定植する作型では脱春化を回避できる

苗齢に達するまで冷房温室や高冷地で育苗される 1,4)_

一般に高二酸化炭索濃度条件下では作物の光合成が促

進され，多くの園芸作物において生育や品質が向上すること

が知られている 5)_ その効果は花き圃芸植物でも示され，例

えば，ベゴニア 6)やキク 7,8), トルコギキョウ 9>, バラ 10)では乾

物重が増加する．スターチス類では，試験管内のガス環境に

関する研究において，高二酸化炭索濃度条件が植物体の

生育を高めることが明らかにされている 11,12)_ 

5ーアミノレブリン酸 (5-aminolevulinicacid; 以下,AIA) 

はクロロフィルやヘムなどのテトラピロール化合物の前駆物質

である.AlAを低濃度で植物に施用すると光合成が促され

て生育が促進し 13), 様々な作物において収量が増加す

る13-15)_ また，耐冷性 16,17)や耐塩性 18)の向上など，環境ス

トレス耐性の付与が知られている．近年,AlAを含む肥料が

販売され．その施用によるナツメヤシ培養由来植物の生育促

進や 19), ニチニチソウやパンジーにおける弱光下での品質低

下の抑制が報告されている 20)_ また，プリムラとシクラメンの鉢

物では，高二酸化炭素濃度条件下でのAlA含有肥料の施

用により葉数と開花数が増加する叫

スターチス・シヌアータの育苗を環境制御下で行えば．適

切な温度管理によって脱春化を防止できる上，二酸化炭素や

AlA含有肥料の使用により育苗期間の短縮が期待される．

そこで本試験では，完全閉鎖系での育苗体系を確立すること

を目的として，高二酸化炭素条件に設定した人工気象器内

でのAlA含有肥料施用がスターチス・シヌアータの初期生

育に及ぼす影響を調査したまた．二酸化炭素とAlA含有

肥料を併用して育苗した苗を大型プラスチック製鉢に定植し

て栽培し．これらの切り花の収量と品質について調査した．

材料および方法

植物材料としてスターチス・シヌアータ‘蒼雲＇（ホクレン）

のセル成型苗を供試した．園芸用土（メトロミックス 360,

（株）ハイポネックスジャパン）を充填した直径7.5cmの黒色

ポリエチレン製ポットに苗を植え， 2016年4月8日から 5月13

日までの 5週間試験した．試験区として対照区 CO2区，

AIA区およびCO叶AIA区を設けた．試験には 2台の人工

気象器 (FLl-301NH,東京理化器械（株））を用い， 1台

は二酸化炭素を施用せず，他の 1台は後述する条件で二酸

化炭素を施用した．いずれの人工気象器も明期 20℃／暗

期 15℃,12時間B長，相対湿度 (RH)70%に設定した．

光合成有効光量子束密度 (photosyntheticphoton flux 

density, 以下， PPFD)は光量子束密度計（ライトアナライ

ザー LA-105,(株）日本医化器械製作所）を用いて植物

搬入前に測定し，明期中の PPFDは74μmolm-2s―1であっ

た．二酸化炭素を施用する人工気象器では．炭酸ガスボン

べに CO2コントローラーおよび電磁弁 (SODATECK)を接

続して明期開始4時間後から 5時間，二酸化炭素を平均で

1200μmol mo! ―1になるよう施用した．すべての試験区におい

て週に2,3回泄水し．また，週に 1回窒素 6%,リン酸 10

％．カリウム 5%を含む液体肥料（ハイポネックス原液，

（株）ハイポネックスジャパン） 1000倍希釈液を株当たり 200

ml施用する追肥を行った．

対照区の植物は二酸化炭素を施用しない人工気象器で

管理し,AlA含有肥料を施用しなかった.CO2区の植物は

二酸化炭素を施用する人工気象器で管理し,AlA含有肥料

を施用しなかった.AlA区の植物は二酸化炭素を施用しな

い人工気象器で管理し，週に 1度，追肥と同時にAlA含有

肥料（ペンタキープV,(株）誠和）を 5000倍に希釈して，

株当たり 200mlを根圏へ施用した.co叶AlA区の植物は

二酸化炭素を施用する人工気象器で管理し，週に 1度．追

肥と同時にAlA含有肥料を 5000倍に希釈して，株当たり

200mlを根圏へ施用したなお,AlA含有肥料には窒素

9.5%, 水溶性苦土 (MgO)5.7 %, 水溶性マンガン

(MnO) 0.30 %, 水溶性ホウ素 (B2伍） 0.45%に加えて，

効果発現促進剤としてAlAなどが含まれるが 13), それらの

濃度は明らかにされていない．

人工気象器内の気温および二酸化炭素濃度はデータロガー

(TR-76Ui, (株）ティアンドデイ）で測定した (Fig.1). 生

育調査として週に 1度株当たりの葉数を調査し，その後定

植時の葉数を基準にして相対的な葉数増加率を算出した．

試験開始 5週後に， SPAD値，葉面積，地上部新鮮重，地

下部新鮮重，地上部乾物重，地下部乾物重を測定し，地上

部乾物率と地下部乾物率を算出した.SPAD値は葉緑素計

(SPAD-502Plus, コニカミノルタ（株））を用いて最大葉の

3箇所を測定した．葉面積はスキャナで得た画像データを基

に，葉面積測定用ソフトウエア (LIA32ver. 0.3781)を用い

て測定した.1試験区に 12株を供試した．

次に二酸化炭素とAlA含有肥料を施用して育苗した苗を

用いて切り花栽培を行い，切り花の収量と品質について調査

した．試験は北海道江別市にある酪農学園フィールド教育研

究センターガラス室で行った．試験期間中，ガラス室の換気

温度は 23℃に設定した．植物材料として前述の対照区，

CO2区,AlA区,C02+AIA区で育苗した苗を供試した．
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Fig. 1 

Time of day 

CO2 concentration in non-or CO2 enrichment growth chamber. 
The growth chambers are set at light period 20℃, dark period 15 
℃, 12 h day length. 

2016年5月17日に，赤玉土と腐葉土を 2:1の割合で混合

した用土に窒素 10%,リン酸 10%,カリウム 10%,マンガン

0.5%, ホウ素 0.25%を含む化成肥料 (LYフラワー

S666E, ホクレン）を用土 1L当たり lg混ぜて大型プラスチ

ック製鉢（直径447mm,土容量 26L)に充填し，それぞれ

の鉢に 1株を定植したいずれの試験区も週に 2,3回灌水

し，また，週に 1回，窒素 10%,リン酸 4%,カリウム 6%を

含む液体肥料 (eトミー 046,ホクレン） 500倍希釈液を一株

当たり 3L施用した抽苔した花茎は 6月30日まで適宜摘心

し，その数を記録した．開花期に切り花長 40cm以上の切り

花を対象にして切り花収量切り花長，切り花重，切り花当た

りの枝数を調査した試験終了日に， 8月20日時点で抽苔し

ているすべての花茎数を調査し，規格内率を算出した 1試

験区に 6株を供試した．

試験を実施した 2016年5月， 6月，7月， 8月のガラス室

内の月平均気温はそれぞれ 19.9℃,19.8℃, 22.3℃, 24.9 

℃であった．試験期間中の日平均気温の最低値は 6月48

の16.8℃で，最大値は8月8日の 26.2℃であった．

結果および考察

育苗中における環境制御下での二酸化炭素とAlA含有

肥科の併用がスターチス・シヌアータの初期生育に及ぽす影

響を調査したなお，本試験の Cむ区およびC02+AIA区

では，人工気象器内の二酸化炭素濃度が400μmolmor1 

を完全に下回る明期開始 4時間後から二酸化炭素を施用し

た．試験開始 5週後における葉数増加率は C02+AIA区で

対照区およびCO2区と比較して有意に高く，対照区より 30%

高くなった (Fig.2). SPAD値についてはco叶AI.A区がそ

の他の試験区と比較して有意に高く，対照区の 1.2倍に当た

る45.9を示した (Fig.3A). 葉面積はAlA区で大きく，次い

でCO叶A1A区， CO2区対照区の順であり，それぞれ

432.2, 403.5, 303.4, 294.1 cm2であった.AI.A区および

CO叶AI.A区は CO2区および対照区との間に有意差が認め

られた (Fig.3B). 

地上部新鮮重についてはAlA区およびCO叶AI.A区が

対照区およびCO2区と比較して有意に重く，それぞれ対照

区の 1.4倍の値を示した地下部新鮮重については試験区

間で有意な差はみられなかった地上部乾物重については

CO叶AI.A区がその他の試験区と比較して有意に重かった．

地下部乾物重については CO叶AI.A区が対照区と比較して

有意に重く，対照区の 1.6倍に当たる 1.6gであった地上

部乾物率については試験区間で有意な差はみられなかっ

た 一方，地下部乾物率についてはco叶AlA区が対照区

と比較して有意に高かった (Table1). 

育苗中に二酸化炭素とAlA含有肥料を施用した苗を鉢

へ定植して栽培し，適宜摘心した最終摘心日である 6月30

日までに摘心した花茎の総数は対照区， CO2区， A1A区，

C02+AI.A区においてそれぞれ株当たり 10.5本， 11.0本，

10.8本， 12.8本であり， Tukey法による多重検定によって

COz+AlA区の値は対照区と比較して有意に高いことが示さ

れた（データ未掲載）．次に，開花期に切り花の収量および

品質について調査したところ，採花本数切り花長，切り花

重枝数，規格内率の各項目において試験区間で有意な差

はみられなかった (Table2). これらのことから育苗中におけ

る環境制御下での二酸化炭素とAlA含有肥料の施用は花
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Fig. 3 Effects of CO2 enrichment and AIA-based fertilizer application by soil 
injection during raising seedling under environmental control on 
SPAD value (A) and leaf area (B) in L. sinuatam. Values are mean of 
twelve plants, and same letters are not significantly different at P < 0.05 
according to Tukey's test. Bars indicate standard error. 

成誘導を抑制しないことが示されたスターチス・シヌアータ

では定植後のしばらくの間，摘心を繰り返して株を養成する

期間があるため，育苗段階でみられた生育の差は切り花の

収量や品質にまで影響を及ぼさないと推察された．

環境制御下での試験において二酸化炭素の単独施用はス

ターチス・シヌアータの初期生育に影響を及ぽさなかった

(Table 1, Fig. 2 and 3). 一般に光合成速度は温度や光，ニ

酸化炭素濃度などの環境条件の内で最も悪い条件によって

限定されることから 22), 本試験では二酸化炭素以外の環境

要因が生育の律速要因になっていた可能性が考えられる．

古在ら 11)は，培養室内の二酸化炭素濃度を高めることでス

ターチスの invitro小植物体の生育が促進することを報告し

ているが，生育が促進した要因として比較的高い光条件

(PPFD: 150μmol m―2s―I)で試験したことを挙げている．

Lianら12)も，比較的高い光条件における二酸化炭素施用が

スターチスの invitro小植物体における光合成と生育を高め

ると述べている．光は植物の生育を左右する要因のひとつで

ある一方で，完全閉鎖系での植物生産では強い光ほど空調

機器などの電気エネルギ消費贔を押し上げ，生産コストを高

める原因となる 23)_ 本試験ではこれらのことを考慮して一般的

な閉鎖型苗生産システムで用いられる光 (PPFD:100 -350 

μmolm―2s―I) 24)よりやや弱い， PPFD7 4μmol m―2s―lに設
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環境制御下における二酸化炭素および5-アミノレブリン酸含有肥料の併用がスターチス・シヌアータの初期生育に及ぼす影響169

Table 1 Effects of CO2 enrichment and AIA-based fertilizer application by soil injection during 
raising seedling under environmental control on early growth in L. sinuatam. z 

Aerial part Underground Aerial part Underground Aerial part Underground 

Treatment 
fresh weight part fresh weight dry weight part dry weight dry matter part dry matter 

(g) (g) (g) (g) percentage percentage 

Control 11.9 by 

CO2 12.9b 

AlA 16.2a 

CO叶AlA 16.9a 

6.4 a 

7.6a 

7.1 a 

8.3 a 

1.2 C 

1.3 be 

1.5 b 

1.7 a 

l.Ob 

1.4 ab 

1.2 ab 

1.6 a 

(%) (%) 

9.7 a 

10.2 a 

9.1 a 

10.3a 

15.2b 

17.8 ab 

17.4 ab 

19.6a 

z Data were recorded five weeks after the test begins. Values represent the means of twelve plants. 
Y Values within the same column followed by different letters are significantly different at P < 0.05 
according to Tukey's test. 

Table 2 Effects of CO2 enrichment and ALA-based fertilizer application by soil injection 
during raising seedling under environmental control on quantity and quality of cut 
flower in L. sinuatam. z 

Treatments for 
Number of Length of Weight of Number of Marketable 

seedlings 
harvested cut flower cut flower branches per percentage 
cut flowers (cm) (g) a cut flower (%) y 

Control 12.5 ax 66.2 a 27.6 a 4.Sa 79.6a 

CO2 13.5a 66.2a 26.2a 4.7a 87.1 a 

ALA 12.3 a 66.3 a 27.1 a 4.Sa 78.9 a 

CO叶AlA 12.5 a 70.5a 28.Sa 5.0a 82.4 a 

z Seedlings treated by CO2 enrichment and/or AIA-based fertilizer application by soil injection 
during raising seedling under environmental control were potted the large-scale plastic pot, and then 
they were cultured in a greenhouse for three months. Values represent the means of six plants. 

'Values indicate percentage of the number of cut flowers with a length 40 cm or more and three or 
more branches in all the flower stem numbers at the end of the investigation. 
x Values within the same column followed by different letters are significantly different at P < 0.05 
according to Tukey's test. 

定して試験したが，この光条件はスターチス・シヌアータにお

ける光合成と生育の律速要因となっていたと考えられた．

AlAはすべての生物に普遍的に存在する天然アミノ酸で

あり，様々な代謝を経てクロロフィルやヘムを合成する 13). 植

物への外生的な低濃度のAlA施用はクロロフィル含量の増

加や二酸化炭素固定能力の向上をもたらし25¥光合成を活

性化することで生育を促進させる．また.AlA処理によるヘム

含量の増加は硝酸レダクターゼの活性化と関係し，このような

窒素代謝の上昇が生育促進に関与することが示唆されてい

る26). 一方,AlAは弱光下における花き園芸植物の品質低

下を抑制することが知られている．カーネーション‘スカーレッ

ドの鉢花を PPFD10μmol m -2 s―1条件下に置いたところ，

AlA処理により葉のクロロフィル含量の低下と黄化が緩和さ

れ，鉢花の日持ちが延長した四また，ニチニチソウおよびパ

ンジーの苗に対する AlA含有肥料の葉面散布は出荷後の

弱光条件下において葉色低下や花薔数の減少を抑制し

た 20). さらに，ペチュニアを育苗期間中に弱光条件下で管理

したところ.AlA含有肥料による生育促進効果が確認され

た28)_ しかし，その作用機構に関する詳細には不明な点が多

い．本試験ではAIA区の葉面積と地上部新鮮重，地上部

乾物重の値が対照区と比較して有意に高かった (Table1, 

Fig. 3B). 前述の通り，本試験の人工気象器内の光条件は

やや弱かったと考えられ，このような弱光下においてAIA含

有肥料はスターチス・シヌアータの生育を促進することが示唆

された．

AIA処理による葉色の向上が報告されているが 13>, 本試

験ではAIA含有肥料の単独施用による SPAD値の増加は

みられなかった (Fig.3A). AIA区の地上部乾物率は対照

区との間で有意な差がみられないことから (Table1), AIA 

含有肥料を施用した葉では同化産物の蓄積とともに吸水が促

され，葉におけるクロロフィル含量が相対的に低下したと考え

られた．

CO叶AIA区では葉数増減率， SPAD値，葉面積，地上

部新鮮重，地上部乾物重，地下部乾物重，地下部乾物率

の値が対照区と比較して有意に高まった (Table1, Fig. 2 

and 3). CO叶AIA区の葉数増減率は試験開始 4週後に対
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照区と比較して有意に高く，また，その値は試験開始 5週後

の対照区の値とほぼ同等であった (Fig.2). これらのことか

ら，育苗中における環境制御下での二酸化炭素とALA含有

肥料の併用はスターチス・シヌアータの育苗期間を短縮でき

る可能性が示唆された．前田ら21)は，プリムラを高二酸化炭

素涙度条件下に置き，栽培期間中にALA含有肥料2000倍

希釈液を 2回葉面散布したところ，無処理と比較して株幅，

葉数開花数およびSPAD値の値が有意に増加したと報告

しており，本試験の結果はこれと類似した．弱光下のスターチ

ス・シヌアータにおいてALAが光合成活性の低下を補完した

ことで二酸化炭素の同化が可能となり，その結果，初期生育

が促進されたと考えられた．

スターチス・シヌアータの初期生育において，二酸化炭素

とALA含有肥料の併用は特に地下部の乾物重を大きく増加

させた (Table1). キクにおいて二酸化炭素施用は草丈，葉

数，生体重および乾物重を増加させ，その中でも根の乾物重

の増加率が最も高かった豆一方,ALA処理による増収効果

はバレイショなどの根菜類やニンニクで強く示された 29)_ これ

らのことから二酸化炭素やALA含有肥料によって増加した

光合成産物の多くは，シンク器官である根や地下茎に転流す

るものと考えられた．

本試験では，育苗中における光の弱い環境制御下での二

酸化炭素とALA含有肥料の併用はスターチス・シヌアータの

初期生育を促進させることが明らかになり，これらの処理によ

り育苗期間を短縮でき，生産コストの低減にもつながると考え

られたまた，二酸化炭素やALA含有肥料の施用はその後

の花成誘導を抑制しなかった．一方，育苗段階で得られた生

育促進効果はその後の切り花栽培における収量や品質に影

響を及ぼさなかった．二酸化炭索施用による生育促進効果に

は品種間差があることが知られていることからり今後は‘蒼

雲＇以外の複数品種を供試した検討が望まれる．

摘要

育苗中における環境制御下での二酸化炭素と 5ーアミノレブ

リン酸 (AIA)含有肥料の併用がスターチス・シヌアータ‘蒼

雲’の初期生育に及ぽす影響を調査した.7.5cmのポリエチ

レン製ポットに苗を植え，昼温20℃／夜温 15℃,12時間日長

(PPFD 7 4μmol m―2炉）に設定した2台の人工気象器で

試験した．週に一度液肥を与える対照区液肥にAIA含有

肥料を加えて施用するAIA区，明期に 5時間，二酸化炭素

濃度を 1200μmolmor1に高める CO2区，二酸化炭素と

AIA含有肥料を併用する CO叶AIA区を設けた．試験開始

5週後， CO2区では全ての調査項目において対照区との間に

明らかな差はみられなかった.AIA区では対照区と比較して

葉面積と地上部新鮮重，地上部乾物重の値が有意に高まっ

た.co叶AIA区では葉数増加率， SPAD値葉面積，地上

部新鮮重，地上部乾物重，地下部乾物重，地下部乾物率

の値が対照区と比較して有意に高かった．これらの苗を用い

て3ヵ月間栽培したところ，切り花の収量や品質について試

験区間で有意な差はみられなかった．本試験では，光の弱い

環境制御下において高二酸化炭素濃度条件下でのAIA含

有肥料の施用はスターチス・シヌアータの初期生育を促進す

ることが明らかとなった．
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