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高冷地での短日処理によるイチゴの

二年生株のえき花房誘導

大井美知男・浅田敏之*.吉田裕一件

信州大学農学部 園芸生産利用学講座

Flower Induction ofAxillary Buds in Biennial 

Strawberry Plants by Short-Day Treatment in Highlands 

Michio OHI， Toshiyuki ASADA and Yuichi YOSHIDA 
Division of Horticulture and Food Economics， 

Faculty of Agriculture， Shinshu University 

Summary 

The production of strawberry is popular in winter by protected cultivation. 

Generally， the summer production of strawberry in ]apan is di日cultfor the weather of 

high temperature and high humid. In highlands， however， the summer cultivation may 

be possible for the weather of relatively low temperature and low humid. In this work， 

methods of flower induction fOi the summer cultivation in highlands were examined. 

Biennial nursery plants of 6 cultivars propagated in Shinshu University were processed 

by short-day treatment. As a result， the flower bud formation ofaxillary bud was 

advanced in every cultivar by removal of flower buds formed the previous year. The 

flowering rate improved remarkably by the removal of flower bud， and the rate was 

equal to annual nursery plants that were processed by short-day treatment. There was 

no problem in fruit weight and flower numbers of a cluster. It was proved that the 

production of nursery plants for the summer cultivation in highlands is possible by the 

short-day treatment and flower thinning of biennials. 

(Jour. Fac. Agric. Shinshu Univ. 30: 13-16， 1993) 

Key words : strawberry， summer cultivation， biennial nursery plants， short-day treat-

ロlent.

緒冒

13 

夏季のイチゴ生産は冷蔵株を利用して，主に東北地方を中心とする寒冷地で行われている。

*現長野県農村工業研究所**香川大農学部

1993年 4月30日受付
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しかし，冷蔵株は多大の経費を要するため，新たな産地形成は困難な状況にあるo 大井ら

(1993)は高冷地の冷涼な気候と短日処理を組み合わせることにより，冷蔵株に代わる花成

誘導株の供給方法について検討した。その結果，暖地で養成した一年生ランナー株を短目処

理することで，頂芽が花成誘導されることを認めている。しかし，頂芽が花芽分化した二年

生株のえき花房の花成誘導率は低い結果であった。この二年生株の花成誘導率を向上させる

ことができれば，高冷地あるいは準高冷地で養成した越冬株の利用の道が開け，高冷地での

夏秋どり栽培用の花芽分化苗の供給が，より現実的なものになると考えられる。そこで本研

究は，二年生株の効率的なえき花房の花成誘導法について検討した。

表 1. イチゴ二年株における短目処理の花成誘導効果

ロロロ 種 処理区 開花株率(%) 開花株の花房数 花1花房当たり数の

愛ベリー 無摘花 55.9 1.1 10.1 

摘花 88.9 1.0 13.0 

とよのか 無摘花 31.6 1.0 7.2 

摘花 80.0 1.3 9.2 

女 峰 無摘花 80.0 1.4 7.2 

摘花 100.0 2.2 8.2 

宝交早生 無摘花 59.4 1.1 9.6 

摘花 77.5 1.3 12.3 

麗 紅 無摘花 81.8 1.0 13.2 

摘花 95.0 1.1 13.4 

盛岡 16号 無摘花 13.6 1.4 9.1 

摘花 47.9 1.3 10.4 

表 2. 短日処理により花成誘導されたイチゴ二年株の果実収量

口口口 種 処理区 収開花株穫当果たり数の 収開花株穫当果たり重の 1果当実たりの
果 重

愛ベリー 無摘花 4.5 54.5 12.1 

摘花 5.9 68.4 11.6 

とよのか 無摘花 6.3 52.3 8.3 

摘花 8.4 81.4 9.7 

女 峰 無摘花 6.1 70.2 11.5 

摘花 8.0 114.4 14.3 

宝交早生 無摘花 8.3 58.9 7.1 

摘花 11.3 89.3 7.9 

麗 紅 無摘花 6.2 68.2 11.0 

摘花 6.8 80.3 11.8 

盛岡 16号 無摘花 5.0 56.0 11.2 

摘花 8.2 78.6 9.6 
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材料および方法

信州大学農学部実験圃場で越冬させ，頂芽が花芽分化した‘愛ベリ -16とよのか'，‘女峰'，

‘宝交早生14麗紅'および‘盛岡16号'の 6品種の二年生株を供試した。ランナー株は105mm

の黒色ポリポットに鉢上げし，信州大学附属野辺山農場で 6月1日より 8時間日長の短日処

理を35日間行った。鉢上げ後短日処理開始までは， OKF-1の400倍液を 1株当たり 150ml，

週 1団施用したが，短日処理開始後は， 5mmol KH2P04を1株当たり 100ml，週 1団施用し

窒素飢餓状態とした。各品種とも，鉢上げ後短日処理期間中を通して，伸長した花茎を除去

しない無摘花区と，適宜伸長した花茎を除去する摘花区の 2区を設定した。なお，供試個体

数は1区当たり 50個体程度とした。

短日処理終了後，直ちに本聞に定植し，以後開花が認められた個体数と開花個体の花房数

および 1花房当たりの花数について調査したD また，開花個体について，果数および果実重

の収量調査を行った。なお，無摘花区において定植までに開花した花房はこれら調査の対象

としなかった。

結果

‘愛ベリ -16とよのか'および‘宝交早生'では無摘花区の開花株率が60%以下であるのに

対して，摘花区では80%前後あるいはそれ以上の開花株率を示し，摘花処理によるえき花房

の著しい花成誘導効果が認められた。一方，‘女峰'および‘麗紅'では無摘花区においても80

%以上の開花株率を示し，日長感応性の高い品種であることがうかがわれたが，摘花処理を

行うことでさらに開花株率が高まる結果となった。まずら‘盛岡16号'では摘花処理区の開花

株率が47.9%と低いものの，無摘花区では13.6%にとどまり，日長に鈍感な低温感応型品種

であることを示したが，やはり摘花の効果は認められた。開花株の花房数は‘女峰'の無摘花

区の1.4に対して，摘花区では2.2となり，摘花処理による花房数の増加傾向が若干認められ

たものの，その他の品種では処理区間に著しい差は認められなかった。 1花房当たりの花数

は，品種特性による品種間差異が現れたが，いずれの品種においても，無摘花に対して摘花

処理による花数の増加傾向が認められた(表 1)。

開花株当たりの収穫果数は 1花房当たりの花数と同様に，いずれの品種においても無摘

花に比べて摘花処理により増加した。しかし 1果当たりの果実重に処理区間の有意差は認

められなかった(表 2)。

考察

供試した 6品種の二年生株は短日処理によりえき花房が形成され，前年形成された花芽を

摘除することによれさらに花成が促進されることが明かとなった。一般に，頂花房の着果

が多いとえき花房がすでに分化していても退化して開花に至らないことがあれ逆に頂花房

を摘花して着果制限すると，強いえき花房が発生する(藤本・木村1970，木村1974)。本実
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験で用いた二年生株は，少なくとも頂芽はすでに花芽分化しており，短日処理期間中にその

花芽を摘除することにより敏感に日長感応し，えき芽の花芽分化が促進されたものと考えら

れる D このように，摘花により花成誘導に対する短日処理の効果が増幅されたが，花成誘導

株の花房数には無摘花と摘花の聞に有意な差は認められなかった。江口(1951)は‘ニュー

オレゴン'を用いた花芽形成の観察において，えき花房の分化は頂花房が分化してから約 1

か月後であるとしている。大井ら (1993)は信州大学附属野辺山農場において，‘愛ベリー'

の一年生株を用い 6月からの短日処理による花芽分化時期を調査したが，花芽分化が確認さ

れたのは短日処理開始から約10日後であった。一年生株と二年生株による頂芽とえき芽の違

いはあるにしろ，二年生株においても短日処理による花芽誘起までの時間に大きな差はない

とすると，第2えき芽の花芽分化は，江口および大井らの報告から，短日処理開始から約35

日後に誘起されるものと推察されるD 本実験における短日処理期間は35日であり，ほとんど

の品種で処理区に関係なく 2本以下の花房数となった結果は，短日処理期間の長さに起因す

るものと考えられる。花成誘導された二年生株と一年生株との聞に収量の差はなく(大井ら

1993)，開花および収穫時期にも差はない〈データなし〉ことは明かとなっている D したが

って，本実験では短日処理を 6月1日からに設定したが，二年生株を用いた場合には，より

早い時期からの短日処理の開始が可能であり，摘花処理を組み合わせることにより一年生株

と同等の花成誘導効果が認められたことから，短日処理開始時期および処理期聞を検討する

ことによれ高冷地あるいは準高冷地養成の二年生株を用いて，高冷地におけるイチゴの夏

秋季生産が十分可能であると考える。

摘要

イチゴ 6品種の二年生株を用いた，短日育苗処理による高冷地での夏秋どり栽培の可能性

について検討した。その結果，供試したすべての品種において，前年形成された花芽を摘除

することによりえき芽の花芽形成が促進され，無摘花に比べて開花株率は大きく向上した。

また，一年生株を用いた短日処理と比較しでも同等以上の開花株率を示した口さらに 1花

房当たりの花数および果実重にも問題はないと考えられることから，越冬二年生株を利用し

た短日育苗と摘花によれ高冷地での夏秋どり栽培用のイチゴ苗生産が可能であると考えら

れる D

キーワード:イチゴ，夏秋どり栽培，二年生株，短日育苗処理。
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