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土耕によるパプリカの促成栽培
(第 2報)つる下げ誘引仕立てにおける株間，摘葉方法

およびかん水方法が生育，収量に及ぼす影響

山本正志$・橋田祐二 ・小松秀雄

Forcing Culture of Paprika Pepper in Soil Culture 

II. Effects on Growth and Yield of Spacing between Plants， Defoliation， 

and Watering Method in the Non-Pinching Training Side Way 

Masashi Y AMAMOTO， Yuji HASHIDA and Hideo KOMATSU 

要約

促成パプリカのつる下げ誘引仕立てにおいて，株間，摘葉方法およびかん水方法が生育，収量に及

ぼす影響について検討した.

l. うね幅180cmで，株間をlOcm(556株/a )， 15cm (370株/a )， 20cm (278株/a)および25cm(222 

株/a)として栽培した場合，株聞が狭いほど，主枝節数および主枝当たりの開花数が少なく，

着果節率，収穫節率も低く， 1果重も小さかった.単位面積当たりの収穫果数は， 15阻 ま干10cm>

20cm>25cmの順となり ，可販果収量は， 15cm>10佃 >20cm>25cmの順であった.また可販果率は

いずれの区もほぼ同じであったが，上品率は10cmでやや低かった.

2.主枝葉および側枝を，着果節位から下部に 5節残して摘葉した場合;10節残した場合に比べ，収

穫節率が低く ，収穫果数が少なかった.また， 15節残した場合では10節残した場合に比べ，主枝

節数，着果節率，収穫節率，収穫果数および可販果率はほぼ同じであったが， 1果重が大きく，

可販果収量は 9%の増収となった.

3.かん水開始点をpFl.7，かん水量を7.5L/ばとした場合，かん水開始点をpF2.0，かん水量を5.0L/m'

とした場合に比べ，主枝節数はほぼ同じであったが，着果節率，収穫節率が著しく高く，収穫

果数は多かった.可販果率および l果重はほぼ同じであり，可販果収量は13%増収となった.

キーワード :パプリカ，促成栽培，土耕，つる下げ誘引仕立て，株間，摘葉方法，かん水方法，

生育，収量

はじめに

前報12)では，パプリカの土耕による促成栽培におい

ても，ロックウール耕は14)の場合と同様に，摘心栽培

では収量性が低いこと，主枝を無摘心とし， トマ ト1)

やキュウリめで用いられるつる下げ誘引仕立てで栽培

すること，また，かん水量を通常栽培の1.5倍とする

ことで増収することを明らかとした.

一方では，土耕による問題点も明らかとなった.

*高知県中央西農業振興センター 高吾農業改良普及所

2007年7月28日受理

土耕では土壌消毒や土作りに一定の期間が必要であ

り，ロ ックウール耕のように栽培期間の延長l効fでき

ない.さらに， 他の果菜類と同様に， ロックウール

耕に比べて吸肥力が弱く 11) 光合成活性が低い3)こと

も推察された.

そこで，土耕での促成パプリカの収量性の向上と

栽培技術の確立のために，つる下げ誘引仕立てによ

るいくつかの試験を実施した.ここでは， 株間，摘
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葉方法およびかん水方法が生育，収量に及ぼす影響

について検討した結果を報告する.

本研究の実施に当たっては，当センターの高芝和

明主任技師をはじめとする園芸開発課施設野菜担当

の方々から多大な協力をいただいた.ここに記して

深く感謝の意を表す.

材料および方法

育苗は，当センター内のガラス温室(間口7.5m，

奥行き13.2m，面積99m2
) で，本圃での試験は，プラ

スチックハウス(間口7.5m，奥行き20m，面積150m2
，

軒高18Ocm，ポリフィルム展張，灰色低地土，土性CL)

でら行った.各区20株を供試し，反復はしなかった.

供試品種には，赤色系品種‘スペシャル'を用い

た.樹皮堆肥(商品名:トーヨーグロース)を詰め

た園芸用育苗箱に播種し，播種床の水分状態を見な

がら適宜かん水した.子葉展開時に当センタ一作成

の培土(当センター圃場の土1，叩OLに，野菜専用肥

料(4 -8 -3) 4 kg，苦土炭酸石灰1.3kgおよび樹度

堆肥2∞Lを混和して作成した速成床土)を詰めた9

cm 透明ポリエチレン製ポットに移植して育苗した.

基肥として配合肥料(商品名 :園芸有機配合777)

で， N， PzOs， KzOを各35kg/lOa全層施肥した.追

肥には液肥 (商品名:トミーブラ ック ;10-4-6)

を用い， N成分で7日当たり1.0kg/10aをかん水と同

時に施用した.かん水は，毎朝8: 30頃のpFメーター

(深さ20cm)の調査によりかん水チューブ(商品名:

ウル トラサンテキチュープ)で行った.

うね幅180cm，1条植え，主枝2本つる下げ誘引仕

立てとした . 主枝は無摘心とし，側枝は 4 ~ 5 節で

摘心した.着果は原則， 主枝とし，主枝の果実が不

着果の場合には，その節位の第 1 次側枝の 1 ~3 節

に 1 果実のみ着果させた.なお，第 1 ~ 3 番果は摘

果した.

ハウス内の昼温は午前28"C，午後25"Cを目標に強

制換気し，夜温は， 16~20時には21"C， 20~ 0時に

は19"C， O~ 6時には17"C以下にならないように加温

した.

本圃での調査には各区5株を供試した.生育調査

は約 7日毎に行い，主校長，主枝節数および着果数

を調査した. 開花および収量調査は 2~3 日毎に行っ

た.開花時に開花位置(主枝，側枝別および側校次

位別)および開花日を調査して，着果を確認した後

にラベlレをイ寸け，それを収穫時に回収することによ

り，部位別の着果数，収穫果数を調査した.収穫の

時期は果実がほぼ100%着色した時とし，収穫果は，

高知県園芸連出荷規格に従ってA品，マルA品， B 

品および規格外品に分類した.全可販果について果

径，果長および1果重を測定し，可販果率，可販果

収量を算出した.また， A品を上品，マルA品およ

びB品を下品として月別の上品収量および対果数上

品率を算出した.

試験 1.つる下げ誘引仕立てにおける株聞が生育，

収量に友ぽす影響

2oo4~2oo5年に，つる下げ誘引仕立てにおける株

聞が生育，収量に及ぼす影響について検討した.

試験区として，株間1C同区 (55併朱/a)，15cm区 (370

株/a)，20cm区 (278株/a)および25cm区 (222株/

a，対照)の 4区を設けた.

2ω4年8月7日に播種し， 8月18日に移植して育苗

し 9月7日に定植した.

かん水開始点は，慣行かん水栽培区(かん水開始

点 :pF2.0，かん水量 :5 L/ば)と同時とし 1回

当たりのかん水量は7.5L/ばとした.

摘葉は 1月下旬から月に 1回程度，主枝葉および

側枝を着果位置から下部に10節残して行った.

なお，調査期間は定植時から2005年6月30日まで

とした.

試験2.つる下げ誘引仕立てにおける摘薬方法が生

育，収量に及ぼす影響

2∞4~2∞5年に，つる下げ誘引仕立てにおける摘

業方法が生育，収量に及ぼす影響について検討した.

試験区として 5節区(着果位置から下部に主枝

葉および側校を 5節残して摘除)， 10節区 (10節残し

て摘除，対照)および15節区 (15節残して摘除)の

3区を設けた.

株聞は15cm(370株/a) とし，その他の耕種概要，

調査は試験1と同様に行った.

試験 3.つる下げ誘引仕立てにおけるかん水方法が

生育，収量に及ぼす影響

2oo5~2∞6年に，つる下げ誘引仕立てにおけるか

ん水方法が生育，収量に及ぼす影響について検討し

た.

試験区として， pF1.7区(かん水開始点:pF1.7， 

かん水量:7.5L/ぱ/回(l2~ 1月;5.0L/ば/回)) 
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2∞5年 8月9日には種し 8月19日に移植して育
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とし，摘葉は 1月下旬から月に 1回程度，着果位置
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株聞がつる下げ誘引仕立てにおけるパプリカ

‘スペシャル'の主校長，主校節数に及ぼす影

響 (2004-2005) 

図 l

lOcm区， 15cm区および120叩区では，対照の25cm区

に比べて以下のような生育，収量特性を示した.

主校長および主枝節数を図 1に示した.主枝長は，

lOcm区では 1月下旬-3月下旬にはやや短く推移

し， 15cm区では， 11月中旬以降やや長く推移した.

主枝節数は， 10cmおよび115cm区ではやや少な く推移

し，株聞が狭いほど少ない傾向であった.

1 m'当たりの着果数を図 2に示した.いずれの区

注)定植日:2004年9月7日.栽植様式:うね幅180cm，

主校2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.

0 
9/16 10/14 11/11 12/9 1/6 2/3 3/3 3/31 4/28 5/お 6/23

調査日(月/日)

一+ーlOcm
--ir-15cm 
-o-20cm 
ー+ー25cm

50 

n

u

n

v

n

U

A

U

 

a

U

2

n

o

n

L

唱

i

着
果
数
(
個
/
zm
)

もほぼ同様の着果周期を示した. 着果数は，いずれ

の区も 12月上旬までは少なく推移した.それ以降は

多い傾向で， lOcm区では12月中旬-2月上旬， 3月

中旬 4月中旬-6月下旬， 15cm区では12月下旬~

2月中旬 3月上旬-6月下旬， 20cm区では12月下

旬-1月中旬 2月上中旬 3月上旬-6月中旬に

は顕著で、あった.

開花・ 着果の様相および可販果収量を表 1に示し

た.主枝節数はlOcm区で少なかった. 主枝当たりの

開花数は株聞が狭いほど少なく， 着果節率，収穫節

率は株聞が狭いほと守低かったが， 1m'当たりの収穫

果数は， 1仕m区では102.日固で25%増， 15cm区では102.8

個で26%増， 20cm区では89.9個で10%増となった.

株聞がつる下げ誘引仕立てにおけるパプリカ

‘スペシャル'の着果数に及ぼす影響 (2004-

2005) 

注)定植日:2004年9月7日.栽植様式 :うね幅180cm，

主校2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.

図2

1果重は， lOcm区および15cm区では小さく， 20cm 

区ではやや小さかった.果径および果長は， lOcm区

ではやや小さ く，15cm区およひ:'20cm区ではほぼ同じ

の開花 ・着果の様相および収量に及ぼす影響，)

開花数 収穫 可販 1果重y) 果実の大きさx}可販果

果数果率 果径果長収量
(個/rd) (%) (g) (mm) (mm) (kg/a) 

10c潤 43.1 78.3 26.0 3.9 29.9 19.3 2.1 21. 4 102.5 95.7 144.5 78.1 79.7 1，417 

15cm 45. 5 95.9 31. 0 6. 2 37.2 25.7 4. 8 30. 5 102.8 97. 8 147.8 78.7 83.8 1，486 

20cm 46.5 106.6 33.5 10. 1 43.6 27. 1 7.7 34.8 89.9 98.8 155. 2 78.5 85. 7 1，379 

25cm 47. 5 118. 0 39. 2 10. 3 49. 5 30. 9 7. 8 38. 7 81. 7 100 163. 8 80. 0 86. 2 1， 338 

z)調査株数は各区 5株. 調査期間は2004年 9 月 7 日 ~2∞5年 6 月初日， y)全可販果の平均果重. x)全可販果の平均値.

収穫節率(%)

主枝果側校果合計

‘スペシャル'

着果節率(%)

主枝果側校果合計

株間がパプリカ

主枝
節数
(節) (個/主枝)

表 l

株間
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は，摘葉程度が少ない区ほど着果数が多い傾向であっ

た.

であった.

可販果率はいずれの区もほぼ同じであった.

当たりの可販果収量は20cm区では1，379kgでほぼ同じ，

1fkm区では1，417kgで6%増， 15cm区で、は1，486kgで、11%

1 a 

開花・着果の様相および可販果収量を表2に示し
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5節区および15節区では，対照の10節区に比べて

以下のような生育，収量特性を示した.

主校長および主枝節数を図 4に示した. 主校長は，

5節区ではほぼ同様に推移した.15節区では11月下

旬まではやや短く推移したが，その後はほぼ同様に

推移した.主枝節数は，両区ともほぼ同様に推移し

試験 2.

摘葉方法がつる下げ誘引仕立てにおけるパプ

リカ‘スペシャル'の主枝長， 主枝節数に及

ぼす影響 (2004~ 2005)
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間15cm，主枝2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.
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リカ‘スペシャル'の着果数に及ぼす影響

(2004 ~2005) 

注)定植日 :2004年 9月7日.栽植様式 :うね幅180cm，株

間15cm，主枝2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.
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株聞がつる下げ誘引仕立てにおけるパプリカ

‘スペシャル'の月別上品収量に及ぼす影響

(2004 ~ 2005) 

注)定植日 :2004年9月7日.栽植様式:うね幅180cm

主校2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.
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の開花・着果の様相および収量に及ぼす影響，)

主校開花数 着果節率(%) 収穫節率(%) 収穫 可販 1果重y) 果実の大きさX}可販果
節数 主校果側枝果合計主枝果側枝果合計 果 数 果 率 果 径 果 長 収量
(節)(個/主枝)---- 個/n!)(%) (g) (mm) (mm) (kg/a) 

5節 46.4 103. 7 30. 6 5. 6 36. 2 23. 7 4. 5 28. 2 96. 9 96. 9 152. 9 79. 5 83. 5 1. 436 

10節 45.5 95. 9 31. 0 6.2 37.2 25. 7 4. 8 30. 5 102.8 97. 8 147. 8 78.7 83.8 1.486 

15節 46.0 106. 1 29. 3 8. 2 37. 5 24. 5 5. 2 29. 7 101. 2 97. 2 164. 8 81. 3 84. 8 1. 621 

z)調査株数は各区 5株. 調査期聞は2004年 9 月 7 日 ~2005年 6 月 30 日 . y)全可販果の平均果重.x)全可販果の平均値.

‘スペシャル'摘葉方法がパプリカ表2

摘薬方法

(上品率)
[収量比]
〈合計〉

日6月
固 5月
日4月
ロ3月
ロ2月
e1月

・12月

(92%) 
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<1.507> 
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Bリ1.400

古川0

2 1000 

は多かった.着果節率は，両区ともほぼ同じで，収

穫節率は 5節区ではやや低く. 15節区では，ほほ

同じであった.1m'当たりの収穫果数は 5節区では

96.例固で 6%減， 15節区では101.2個でほぼ同じで、あっ

800 
(同
/
a
)

た.

1果重は. 5節区ではほぼ同じ.15節区では大き

かった.果径および果長は，両区ともほぼ同じであっ
600 
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15節

摘葉方法がつる下げ誘引仕立てにおけるパプ

リカ‘スペシャル'の月別上品収量に及ぼす

影響 (2004~2005)

注)定植日 :2004年9月7日.栽植様式:うね幅180cm.株

問15cm.主枝2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2005年6月30日.
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主
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た.

可販果率は両区ともほぼ同じであった.

りの可販果収量は 5節区ではl，436kgでほぼ閉じ，

15節区では1，62lkgで 9%増となった.

月別の上品収量を図 6に示した.対果数上品率は，

5節区ではやや低く. 15節区ではほぼ同じであった.

月別上品収量は. 5節区では12月. 3月および5月

には著しく少なかったが 1月および4月には著し

く多く. 15節区では12月および2月には著しく少な

かったが. 1月および3. 4月には著しく多かった.

1 a当たりの合計上品収量は 5節区では1，319kgで

7%減. 15節区では1，507kgで 6%増となった.

1 a当た

50 
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50 

40 主
枝
節
数
(
節
)

生育，収量に友ぽす影響

pF1.7区では，対照のpF2.0区に比べて以下のよう

な生育，収量特性を示した.

主枝長および主校節数を図7に示した.主枝長は，

定植後はほぼ同様であったが， 11月中旬以降には長

く推移した.主枝節数は， 12月上旬~ 1 月中旬には

やや多かったが，その他の時期にはほぼ同様に推移

つる下げ誘引仕立てにおけるかん水方法が試験 3.

30 

0 
9/22 10/20 11/17 12/15 1/12 2/9 3/9 4/6 

調査日(月/日)

かん水方法がつる下げ誘引仕立てにおけるパ

プリカ ‘スペシャル'の主校長，主枝節数に

及ぼす影響 (2005~2006)

注)定植日 :2005年9月9日.栽植様式:うね幅180cm.株

間15cm.主校2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時-2006年6月30日.

6/1 6/29 5/4 

20 

10 

した.

1 m'当たりの着果数を図 8に示した.栽培後期に

は少ない傾向であったが，初中期には，多い傾向で，

11月上旬~12月中旬 1 月上旬~2 月中旬， 3月下旬~

4月下旬には顕著で、あった.

開花 ・着果の様相および可販果収量を表3に示し
図7

た.主枝節数および主枝当たりの開花数はほぼ同じ

であったが，着果節率は高く，収穫節率は著しく高

1 m'当たりの収穫果数は94.1個で16%増となった.
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かん水方法がパプリカ‘スペシャル'の開花・着果の様相および収量に及ぼす影響υ

1果重y) 果実の大きさ x)可販果
果 径 果 長 収量

(g) (mm) (mm) (kg/a) 

pF1. 7 41. 4 89.4 30. 7 7. 5 38. 2 24. 9 5. 8 30.7 94. 1 96.9 145. 3 77. 7 84.6 1，326 

pF2. 0 42. 7 88. 1 27. 9 5. 6 33. 5 21. 5 4. 2 25. 7 81. 3 96. 4 149. 5 78. 6 80. 9 1， 172 

z)調査株数は各区 5株. 調査期間は2005年 9 月 9 日 ~2006年 6 月 30 日. y)全可販果の平均果重.x)全可販果の平均値.
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収穫 可販
果 数 果 率

(個/rit)(%) 

収穫節率(%)
主枝果側枝果合計

着果節率(%)
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表3

主校
節数
(節) (個/主校)

開花数
かん水

方法

果長はやや大きかったが，果径および1果重はほぼ

同じであった.可販果率はほぼ同じで，
一・-pF1.7 
-o-pF2.0 

40 

着

果 30
数

n

u

n

u

 

q
d
u

句ム

個

/
jm
)

1 a当たり

の可販果収量は1，326kgで13%増となった.

月別の上品収量を図 9に示した.対果数上品率は

ほぼ同じであった.月別の上品収量は 4月には少な

かったが， 6月にはやや多く，その他の時期には著

しく多く 1a当たりの合計上品収量は， 1，22lkgで

6/29 

かん水方法がつる下げ誘引仕立てにおけるパ

プリカ‘スペシャル'の着果数に及ぼす影響

(2005~2006) 

注)定植日 :2005年9月9日.栽槌様式 .うね幅180ω，株

間15cm，主枝2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時~2006年 6 月 30 日.
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pF2.0 

かん水方法がつる下げ誘引仕立てにおけるパ

プリカ‘スペシャlレ'の月別上品収量に及ぼ

す影響 (2005~2006)

注)定植日:2005年9月9日.栽植様式:うね幅180cm，株

間15cm，主枝2本つる下げ誘引仕立て.

調査期間:定植時~2006年 6 月 30 日.

同様に株間15cmが適当であると考えられた.

つぎに，つる下げ誘引仕立てにおける下葉の整理

の方法について，着果節位から下に 5節， 10節およ

び15節をそれぞれ残して主枝葉および側枝を摘除す

る区を設けて検討した.その結果，

考察

前報1却において，かん水量を慣行の1.5倍量とするこ

とで著しく増収したことから，多水分条件下での栽

培が適していると考えられた.この多水分条件下で，

いくつかの試験を実施した.

まず，つる下げ誘引仕立てにおける株聞の検討を

行った.著者らは，ロックウール耕による試験では，

うね幅180cmで，株間25cm，20cmおよび15cmを用いて

検討し， 15cmが最も増収効果が高い結果l司を得た.本

試験では，さらに密植条件の株間lOcm区についても

検討した.その結果，株聞が狭いほど，主枝節数お

よび主枝当たりの開花数が少なく，着果節率，収穫

節率も低く 1果重も小さかった.単位面積当たり

の収穫果数は， 15c澗キ10cm> 20cm > 25cmの順となり，

可販果収量は， 15cm > 10cm >20cm >25cmの順であっ

た.また可販果率はいずれの区もほぼ同じであった

が，上品率は10cm区でやや低かった.

今回の試験で，株聞をlOcmまで狭くしても単位面

積当たりの収量は，株間15cmよりも少なかった.パ

プリカの葉は大きいため，株聞を狭くしすぎると，

個業の受光体制が悪<，いずれの収量構成要素も値

が小さくなり，主枝本数の増加による効果が得られ

なかった.一方，株間15cmは，いずれの収量構成要

素も慣行の株間25cmに比べて小さな値を示したが，

主枝本数増加の効果が大きく， 11%の増収となる14.9

t /10aの可販果収量が得られた.

15%増となった.

pF1. 7 

。
図 9

5節区では10節

さらに，品質の低

下も見られなかったことから，主枝2本つる下げ誘

引仕立てにおける株聞は，ロックウール耕の結果と
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区に比べ，収穫節率が低く，収穫果数が少なかった.

15節区では10節区に比べ，主枝節数，着果節率，収

穫節率，収穫果数，可販果率はほぼ同じであったが，

I果重が大きく， 9%の増収となる16.2t /10aの可販

果収量が得られた.

ロツクウ一ル耕では着果節位から下に10節残して

主枝葉およぴ側枝を摘除する方法で収量が多かつたm

しかし，土耕では栽培ベッドが不要なため，定植位

置が低く，主枝を直立して配置できる空間が広くな

る.このため，着果位置から下に多くの葉を残して

も受光体制は低下せず増収につながったものと推察

された.大果種では中果種ピーマン類に比べ 1果

実が肥大，成熟するための成業の量は，多く必要と

されへ大果種のパプリカでは，可能な限り葉数を確

保することが大切であると考えられる.本試験のよ

うにハウスの軒高が180cmでの栽培では， 15節残して

摘葉する方法が，光合成のための優れた群落構造刊

を確保できると考えられた.

次に，かん水方法について検討した.大果系品種

の‘カリフォルニアワンダー'では，施肥条件にか

かわらず， pF値1.5程度の多水分条件で管理すること

で収量が多くなる句ことが報告されている.また，前

報均のかん水量の試験において，増収効果の高かった

1.5倍かん水区では， pF値が1.1~ 1.7の範囲で推移し

た.これらのことから，かん水開始点をpF1.7，1回

当たりのかん水量を慣行の1訓音の7.5L!m'としたかん

水方法を設定し，慣行であるかん水開始点をpF2.0，

かん水量を5.0L/ばとしたかん水方法と比較した.な

お，前報12)の1.5倍かん水区では， 12，1月にはかん水

量がやや多すぎる ように感じられたため， 12，1月の

かん水量は慣行量の5.0L!ばとした.その結果，主校

節数はほぼ同じであったが，着果節率，収穫節率が

著しく高く，収穫果数は多かった.可販果率 1果

重はほぼ同じであり，可販果収量は13%増となった.

この結果は，前報とほぼ同様12)であり，パプリカは，

多かん水条件下で増収することが再確認され，本か

ん水方法が実際栽培で活用可能なことが明らかとなっ

た.

果菜類の慣行のかん水方法では，かん水量は面積

当たりで考えられるが 1株当たりのかん水量を検

討した場合，増収効果の高かった栽植本数は，慣行

の1.7倍の3，7∞株/10aであることから，これまでのか

ん水法では，春先以降の強日射，高温期には，かん

水量が不足していたのではないかと考えられた.

本研究によって，土耕によるパプリカ‘スペシャ

ル'の促成栽培においても， 10 a当たりの可販果収

量は，目標収量の15tが可能であることを明らかと

した.本研究では，うね幅を180cm，仕立て本数を 2

本で検討を続けてきたが，摘心仕立て栽培では，う

ね幅を12Ocm，仕立て本数を 1本とした場合に収量性

が高いという報告2，日)がある.さらなる収量性の向上

のためには，うね幅および仕立て本数についての検

討が考えられる.

また，パプリカのつる下げ誘引仕立てにおいて，

主校の生育は，樹勢や着果量の多少によるぱらつき

が大きいが，生長点の高さを揃えることで，受光体

制が向上し，良質の花の着生，着果率の向上が図ら

れることが観察された.しかし，パプリカの着果率

は他の果菜類に比べて著しく低い8) 圏内におけるパ

プリカ栽培の普及のためには，土耕による着果特性

を明らかにするとともに 着果率向上のための基礎

的研究が望まれる.
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Summary 

We investigated the effects of spacing between plants， defoliation， and watering method in the 

non-pinching training side way on growth and yield in the forcing culture of paprika pepper. 

1. Plants were spaced at 10 cm (556 plants/a)， 15 cm (370 plants/a)， 20 cm (278 plants/a) and 25 cm 

(222 plants/a) with a ridge width of 180 cm. As the spacing between plants became narrower， the 

number of nodes and the number of flowers on each main branch decreased， the rate of fruit-set 

and harvested fruits for each main branch decreased， and one fruit weight was less. The 

number of harvested fruits per unit area increased at 15 cmキlOcm>20cm>25cmin that order， and 

the yield of marketable fruits increased at 15 cm > 10 cm >20 cm >25叩 inthat order. The rate of 

marketable fruits was almost the same in each case， but the rate of highly qualified fruits was 

less in plants grown at 10 cm spacing. 

2. When the leaves of main branches and lateral branches were removed leaving 5 nodes below 

the fruit-set node， the rate of harvested fruits for each main branch was less. In addition， the 

number of harvested fruits in per unit area decreased as compared with the plants where 10 

nodes were left below the fruit-set node. When 15 nodes were left below， the number of nodes 

for each main branch， the rate of fruit set and harvested fruits for each main branch， the 

number of harvested fruits per unit area and the rate of marketable fruits were almost the same. 

However， one fruit weight was larger， and the yield of marketable fruits increased by 9 % as 

compared with plants with 10 nodes left below. 

3. When the watering point was pF1.7 and the watering volume was 7.5 L/m'， the number of nodes 

for each main branch was almost the same. However， the rate of fruit set and harvested fruits 

for each main branch were higher remarkably， and the number of harvested fruits was 

increased when compared with the watering point of pF2.0， and a watering volume of 5.0 L/m'. 

The rate of marketable fruits and one fruit weight were almost the same， and the yield of 

marketable fruits increased by 13% in the former case. 

Key word: paprika， forcing culture， soil culture， non-pinching vine training side way， spacing 

between plants， defoliation， watering method， growth， yield 
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