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ロックウール養液栽培における排液を利用した

かけ流し栽培がパラ収量及び環境負荷軽減に与える影響

住居丈嗣・岡揚ーネ

Effect of Using Drainage Solution Derived from Rose Rockwool Culture 

on the Yield of Cut Rose Flowers and Environmental Load Reduction 

Takeshi SUMII and Y ouichi OKA 

Abstract : The study aimed to investigate the effect of using drainage solution 

derived from rose rockwool culture on the yield of cut flowers， environmentalload 

reduction and to determine whether rose cultivars grown using drainage solution 

cultivation have adaptability. 

1 It was the most reasonable in using drainage solution cultivation to use 

drainage solution with no adjustment when considering yield and 

environmentalload. 

1) The total yield of cut flowers were less than those grown using conventional 

cultivation， when the roses were cultivated by using a drainage solution with 

no adjustment. However the yield of cut flowers of 60cm or above was more 

than that of conventional cultivation. 

2) The total yield of cut flowers was the same as that of conventional cultivation 

when the roses were cultivated by using a drainage solution to which NH4"N 

was added. However the absorbed amount of N03・Nby the roses decreased 

when NH4"N was added to the drainage solution. Therefore， it is thought that 

adding NH4" N to the drainage solution is unsuitable for this system because 

this study aimed to reduce the environmentalload of N03" N. 

2 If cultivation that uses drainage solution is introduced into about 30% of the 

cultivation areas， the amount of drainage and the amount of abandoned nitrogen 

are reduced by 72.9% and 67.3% respectively compared conventional cultivation. 

3 We investigated adaptability to drainage solution cultivation in about 5 rose 

culti司mrs.It is thought that 'Fanfare' among spray roses and 'Samurai08'， 

'Revolution'， and 'Bata de Cola' among standard roses are suitable for drainage 

solution cultivation because the total yields of cut flowers or the yields of cut 

flowers of 60cm or above were the same as or more than those grown 

conventional cultivation when the roses were cultivated by using drainage 

solution with no adjustment. 

Key Words cultivar， nitrogen， reduction， N03-N 

キーワード:品種、硝酸態窒索、窒素削減

*現在:山口農林事務所

本研究は「循環型農業推進対策事業Jにより

行われた。
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緒言

ロックウール養液栽培における排液を利用したかけ流し栽培がパラ収量及び環境負碕軽減に与える影響

材料及び方法

本県のパラの栽培面積は9.0haであり、その

うち6.lha(約70%)がロックウール培地で、の養

液かけ流し栽培である。この栽培では、培地内

の養液量及び養液組成を均一化させるため、作

物の吸収量以上の養液が給液されており(田中

・安井、 1992)、余った養液は未利用・未吸較の

まま排出されている。そのため、排液量中の硝

酸態窒素などによる河川や地下水など環境への

負帯が懸念されている。また、 2001年に水質汚

濁防止法施行令が改正され、硝酸化合物などが

新たに排水規制項目に指定された。現在は農業

分野には適用されていないが、将来適用される

ことを想定し対応策を検討する必要がある。

現在、有効な対策として考えられるのは、排

液処理設備や循環型養液栽培システムの導入で

あるが、現下の厳しい経営環境の中で、速やか

に高価なシステムの整備を行うことは現実的に

困難である O また、循環型養液栽培システムで

は、収量は養液かけ流し栽培と同等かそれ以下

である場合が多く(佐藤、 2004)、病原菌が培養

液中に混入する恐れもある。

そこで、本研究では、第 1図に示すようなパ

ラのロックウール養液栽培で、排出された排液を

給液として利用し、パラのロックウール養液か

け流し栽培を行う技術を確立するため、利用す

る排液の成分調整方法が収量及び環境負荷に

える影響、また、この排液を利用したかけ流し

栽培に対する品種の適応性について検討した。

新規培養護

排1夜回収

1排液をバラ!こ給液する擦の成分調整方法の検

討

試験は、花き振興センター内の農 POフィノレ

ムハウス(関口 6mX奥行14m) で実施した。

長さ 11m、幡40cmのベンチ 2列に、長さ90cmX 

幅20cmX犀さ7.5cmのロックウーノレマット(グロ

ダン社製)を並べた。

2008年4月初日に接ぎ挿し苗のスタンダード

系品種「アヴァランチェ十」を株間15cmX条問

30cmの2条植えで定構し、 6月30日に折り曲げ

を実施しアーチング方式で仕立てた。

ハウス内温度は、日最低気温を18
0C以上とし、

25
0

Cで換気するよう管理した。

給液は、テンタクノレチューブを各株間に配置

して点漉潜水とし、タイマー制御により行った。

給液量は給液間数を増減することで調整し、給

液回数を 9------16回の関で変化させ、給液量は

450------800ml /株・日とした。定植直後は全株に

ノ¥イスピリット処方の新規培養液を濯水し、対

照区を除く各試験区に 5月30日から排液かけ流

しを開始した。排液l士、百IJ試験を実施中の花き

振興センター内の農 POフィノレムハウス(関口

6mX奥行14m) 及びガラス温室(間口 10mX

奥行20m) のバラロックウール養液かけ流し栽

培ベンチのものを回収して利用した。排液を回

収したいずれのハウスでも、パラはアーチング

方式で仕立て、給液はハイスピリット処方によ

り管理した。

試験区は、予備試験の結果、排液の無機成分

濃度が給液よりも NH4-Nを除きほぼ同じかあ

るいは高く、 N03-Nでは平均で約1.5倍、 N豆4-N

ではほぼ0------約113倍であったことから、排液を

無調整のままかけ流す無調整区、排液と水の害IJ

taE夜;r，γブ

第 1園 排績を利用したかけ流し栽培の機器各図
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住居丈嗣・向陽一

第 1表 各試験区の給液の p H、EC及び無機成分濃度%

試験区 p日
EC N03-N NHJi-N P04-P K Ca Mg SOq-S Na cl 

(mS/ cm) (mg/ L) 

無諦整 4.4 1.9 92.4 3. 9 22. 4 177.9 136.3 35. 8 15.2 26. 9 210.9 
希釈 5. 3 1.3 62. 4 2. 8 13.9 118.6 107.4 25. 3 11. 6 23. 1 146. 7 

硫安添加 4. 3 2.0 91. 2 22. 2 22.4 172.9 133. 1 34.4 37.2 26. 5 208.6 
対照 5.8 1.5 73.9 19.2 24. 7 140. 1 116.3 27.3 11. 7 15. 9 135.6 

Z f共試品種は「アヴァランチェ十 j

数値は2008年 9月から 2009年 3月までに 7 分析した値の平均安示す

合が 2 1となるよう水を混合した排液をかけ

流す希釈区、 N註4・N 濃度が13"-'29mg/ Lとな

るよう硫鞍アンモニウム搭液を混合した排液を

かけ流す硫安添加区及びハイスピリット処方の

培養液をかけ流す対照区を設置した。各試験症

には、第 1表のとおりの pH、EC、無機成分

濃度の培養液を給液した。

切り花の収穫は 7月下旬から開始し、更に 1

回収穫した後の11月から切り花収穫調査を開始

した。調査株数は各区10株とし、花茎が40cm以

上のものを調査対象とした。調査は2009年10月

までの 1年間で、あった。

給液量は、給液の配管に設置した小型流量計

で計測した。排液量は、排液を農業用貯水タン

クに回収し、その後、小型ポンプと小型流量計

を用いて汲み出しながら計測した。給排液の

N03叩及び N註4幽N濃度は、イオンクロマトグ

ラフィー法で測定した。給排液量、 N03-N及び

NHq-N濃度のデータを用い、窒素の施用量及び

廃棄量を算出した。また、窒素及び N03・N の

施用量から窒素及び N03・N の麗棄量を差し引

いたものを、見かけの

吸収量とした。

吸収量及び N03-N

2排液利用による排液量及び窒素削減効果の検

討

慣行栽培の排液量及び窒素廃棄量は実験①の

対照匿、排液を利用したかけ流し栽培の排液量

及び窒素蕗棄量は実験①の無調整IRの給排液量、

N03-N及び NH1"N濃度のデータを基に算出し

た。

栽植密度は10a当たり 5，000株、第 1閣に示す

とおり排液を利用したかけ流し栽培から排出さ

れる排液は再利用せず廃棄したと仮定し、また、

慣行栽培の排液量と排液を利用したかけ流し栽

培の給液量が同じとなるよう慎行栽培6.8a 、排

液を手Ij用したかけ流し栽培3.2aの面積割合で実

施したと仮定して計算した。

3捧液を利用したかけ流し栽場の適応品種の検

討

1)スプレー系品種

試験は、花き振興センター内のガラス温室

(関口 10mX奥行20m)で実施し、長さ 15m、

幅50cmのベンチ 6>>Uのうち 1列を使用し行っ

た。ロックウールマットは、長さ90cmX幅20

cmX厚さ 7.5憾のグロダン社製を使用した。

2008年 5丹21日に接ぎ挿し苗の「ファンフ

ァーノレj を株間15cmX条開34c湿の 2条植えで

定植し、 8月27自に折り曲げを実施しアーチ

ング方式で仕立てた。

ハウス内温度は、日最低気濯を15
0C以上と

し、 25
0Cで換気するよう管理した。

給液方法及びパラの仕立て方式は、実験①

と開様である。

試験IRは、排液を無調整のままかけ流す排

第 2表 各試験匹の給液の pH、EC及び無機成分濃度 Z

試験区 pH 
EC N03-N NH4-N P04-P K Ca Mg SOcS Na C1 

(mS/ cm) (mg/ L) 

排被 5. 2 2.1 101. 2 8. 3 26.4 198.0 165. 7 44. 3 9.6 18. 3 259.4 

対照 5.9 1.4 60. 7 20.4 25.0 137.0 106.2 23. 0 12.2 16. 7 136.6 

Z f:共試品種は「ファンファーノレJ

数値は2008年 9月から2009年 3月までに 7自分析した値の平均を示す
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ロックウール養液栽培における排液を利用したかけ流し栽培がパラ収量及び環境負荷軽減に与える影響

液区及びハイスピリット処方の培養液をかけ

流す対照区を設置し、各試験区には、第 2表

のとおりの pH、EC、無機成分濃度の培養

液を給液した。

切り花の調査は2008年10月から開始し、

2009年10月までの1年間とした。調査株数は

各区10株とし、最も高い位置にある花蓄の花

茎が40CIll以上のものを調査対象とした。

2) スタンダード系品種

試験は、実験①と同じハウスで実施した。

ロックウールマットには、長さ90CIllX幅20CIll

×厚さ7.5CIllのグロダン社製を使用した。

2009年 5月13Sに接ぎ挿し苗の「サムライ

o 8 J及び「モントリヒト Jを、 6月17日に

接ぎ挿し誌の「レボリューション」及び「パ

タデコーラ j を株間15cIllX条間30CIllの 2条植

えで定植し、「サムライ o8 J及び fモント

リヒト」は 8月4日に、 iレボリューション」

及び「パタデコーラ」は 9月4日に折り曲げ

を実施しアーチング方式で仕立てた。

ハウス内温度管現、給液管理及びかけ流し

に使用した排液は、実験①と同様である。た

だし、排液区は定植直後から排液のかけ流し

を行った。

40 

~ 35 

警30

き25

総 20
IA 515 
9. 10 

~ 5 

O 

試験区は、実験③-1と同様に、排液区及

び対照区を設置した。

品種により折り曲げ時期が異なったため、

10月初日に収穫適期に至ってない切り花も合

めて一斉に切り取り、その後の切り花から調

査を実施した。調査は2009年12月から開始し

2010年 5月まで、実施した。調査株数は各区 6

株とし、花茎が40CIll以上のものを調査対象と

した。

結果

1排液をバラに給液する際の成分調整方法の検

討

1)成分謂整方法が収量、品質に及ぼす影響

1株当たりの切り花本数は、希釈|玄では30

本と対照区の36本よりも少なかったものの、

無調整区では35本と対照匹よりもやや少ない

程度であり、硫安添加区では36本と対照区と

同じ本数であった。また、商品価値の高い60

CIIl以上の切り花本数は、無調整区で22/ドと最

多く、次いで硫安添加区で21本、希釈区では1

7本と対照区と同じであった(第 2図)。

各試験区の切り花長、切り花重及び節数は、

いずれも対照区の58.5cIll、 32.7g及び11.8節

と同等以上であった(第 3表)。

ロ 40~49cm

ロ 50~59cm

ロ 60~69c皿

図70c四手

無謁整 希釈 硫安添加 対照

試験区

無調整
希釈

第 2図 排液の成分調整方法が切り花本数に及ぼす影響z

z供試品穣は「アウとアランチェ+J
調査期間は2008年11月から2009c4三10月まで

第 3表 排液の成分調整方法が切り花品質に及ぼす影響 χ

切り花長 切り花重 節数

(αn) ( g )節)

62.8 土 3.2Y 38. 1 :t 4. 2 12.3 :t 0.4 

62. 6 :t 2. 6 36. 8 :t 3. 6 12.2 土 O.6 

硫安添加 60. 4 :t 5. 6 34. 4 :t 2.2 12. 1 士 O.5 

対照 58. 5 土 3.0 32. 7 :t 5. 3 11. 8 士 0.6

Z 供試品種は「アヴァランチェ +J
調査期間は2008年11月から2009年10月まで
y数値は平均値±標準偏差 (n=10)
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住居丈縮・悶陽一

第 4表 排液の成分調整方法がパラの窒素吸収量に及ぼす影響 Z

施用量 廃棄量 見かけの 見かけの

試験区 N03-N NH4-N N03-N NH4-N 窒素吸収量 N03-N吸収

(mg/株. S) 

無調整

希釈

硫安添加

44. 1 

28. 9 

53. 7 

2. 1 

1.5 

12. 7 

23. 0 

14. 4 

42.0 

o 23.2 21.1 

o 16.0 14.5 

1.1 23.3 11.7 

O .6 29.3 19.0 

及び「マカレナ」、他の試験誌の供試品種 は

対照 x 43.2 10.9 24.2 

z対照 区の供試品種は「ワディア J

fア ヴ ァランチェ十 j

施 用 量 及び蕗葉量の数値は 2008年 9月から 2009年 1月までに 5四 分 析 し た 値の

平均を示す

y施用量一廃棄量により算出

xj合液方法及び整枝方法は他の思と同じであるが試験場所及び供試品種は異なる

排液を利用したかけ流し栽培導入による排液量及び窒素廃棄量削減効果 Z

削減率y

議素

盛塞量
込j

慣行栽培x

慣行十排液を利用したかけ流し栽培w

Z{共試品種は fアヴァランチェ十」
調査期間は2008年 8月から2009年 1月まで
y削減率は((慣行栽培の排液量・窒素廃棄量)一(慣行十排液を利用したかけ流し栽培の排液量・窒
廃棄議)) 

~(慣行栽培の排液量・窒素廃棄量) X 100で算出

x栽培面積を10a、栽樟窮度を5，000株/10aとした

明ド液を利用したかけ流し栽培は慣行栽培排液を給液としてかけ流しその排液は再利用せず廃棄した
パラ栽培面積10aのうち、 6.8aで慣行栽培、 3.2aで排液を利用したかけ流し栽培をしたと仮定
括弧内は総窒素量のうち、 NH4-N量を示す

第 5表

栽培方式

2)成分調整方法がパラの窒素 吸収量に及

ぼす影響

NH4-Nは、無調整区及び希釈区では廃

棄量が omg /株・日であった。硫安添加

区及び対照区でも、蕗棄量はわずかであっ

た。見かけの窒素吸収量は、対照区で29.3mg

/株・日と最も多く、無調整区及び硫安添

加区で、約23mg/ 株・日と同じ程度、希

釈区で16.Omg /株・日と最も少なかった。

見かけの N03欄N 吸収量は、窒素の吸収最

と異なり、無調整豆で21.1mg /株・日と

最も多く、硫安添加区で11.7mg /株・日

と最も少なかった(第4表)。

排液量

(m
3
/10 a) 

236 

排液量

(kg/10 a ) 

25.7 (0.5) v 

8. 4 (0 ) 64 72.9 67.3 

2排液利照による捧液量及び窒素削減効果の検

討

慣行栽培の排液量及び窒素廃棄量は、それぞ

れ2幻36rぱIdftt仁ι〆/〆/〆/〆

し、慣行栽培とその排液を給液として利用した

かけ流し栽培を組み合わせた場合の排液量及び

窒素廃棄量は、それぞれ64rrf/10a及び8.4kg/

10 aであった。そのため、慣行栽培と排液を利

用したかけ流し栽培を組み合わせることにより、

全面積慣行栽培する場合よりも排液量及び窒素

廃棄量は、それぞれ72.9%及び67.3%削減され

た。また、慣行栽培の NH4-N廃棄量は0.5kg/

10 aであったが、慣行栽培と排液を利用したか

け流し栽培を組み合わせた場合ではokg/10 a 

であった(第 5表)。

Q
d
 

ヴ，

a



ロックウール養液栽培における排液を利用したかけ流し栽培がパラ収量及び環境負祷軽減に与える影響

30 

r--25 
本

* 20 

議!日
特
1と10
s'-

~ 

拶h夜

ロ40~49c帥

ロ5日~59cm

日60~69clíl

!ll70~7目立的

臨8日号前孟

対照

第 3図 ~m夜を利用したかけ読し栽培がスプレー系品穫の切りTt:i\数に及ぼす繁響zνx

'i黙試品種は fファンフ γ日}L-J 

ν~JlJ査期間~::t 2008年1日月から2009年10月まで

X2目。z年12月かち月IJ試験により暖房設定温度15
0

Cで管理

3捧液を利用したかけ流し栽培の適応品種の検

討

1)スプレー系品種

1株当たりの切り花本数は、「ファンブア

ールj では、排j夜区が26本と対照区の23本よ

り多かった。また、 60cIll以上の切り花本数も、

排液区の方が対照臣よりも多かった(第 3

図)。

排液区の切り花長は68.6cIllであり、対照医

の63.1cIllよりも長かった。切り花重、節数及

び花蕎数は、両区とも間程度であった(第 6

表)。

2) スタンダード系品種

1株当たりの切り花本数は、「サムライ o8 J 

及び「モントリヒト」では、排液区がそれぞ

れ6.5及び7.0本と対照区の7.0及び7.7本より

少なかったが、「パタデコーラ」では、排液誌

が12.2本と対照区の10.0本よりも多く、 fレボ

リューションj では、両区とも約10本と間程

度であった。また、 60cIll以上の切り花本数は、

「モントリヒト j を除く品種では、対照区と

向等であった(第4図)。

第 6表

試験区

排 j夜

排 j夜を利用したかけ流し栽培が ス プ レ ー 系 品 種 の 切 り 花 品 質 に 及 ぼ す 影 響 z

切り花長 切り花重 節数 花膏数

(cm) (g) 節 個)

68.6 :t 3.6Y 

63. 1 土 4.0 

34.0 :t 4.6 

34. 0 土 5.2対照

16.4 :t 0.8 

16.1 :t 1.0 

4. 4 土 0.9

4. 9 土 0.6

Z 供試品種は「ファンブアール」
調査期間は 2008年 10月から 2009年 10月 まで

2008年 12flから別試験により暖麗設定温度 15
0Cで管理

y数値は平均士標準備葦 (n=10)
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第 7表 排液を利用したかけ流し栽 培がスタンダード系品種の切り花品質に及ぼす影響 z

切り花長 切り花王蕊 節数
試 験 区

(cm) ( g )節)

羽ド液 81. 1 土 3.8Y 71.1 土 15.7 17.7 :t 0.9 
対照 75.6 :t 3.4 56.0 こと 9.7 16.5 :t 0.8 
排液 65. 5 土 6.0 35.2 二t 7.1 13.0 :t 1.8 

対照 65. 3 ゴ二 5.5 41.1 土 4.9 14.2 :t 0.9 
排液 60.9 :t 3.0 37.6 ごと 8.3 12.7 :t 0.7 
対照 58. 4 土 5.3 33.1 :t 4.6 12.1 :t 0.5 
排液 72. 5 土 2.5 35.5 :t 6.4 13.9 

レボリューご
対 照 72.3 :t 6.0 36.8 土 7.1 13.9 :t 1.0 

Z 調査期間は 2009年 12月 か ら 2010年 5月まで

y数値は平均±標準偏差(n = 6) 

品種名

サムライ o8 

モントリヒト

バタデコーラ

切り花長は、いずれの品種も排液区が対照、

区よりも長かった。切り花重は、 「サムライ

o 8 J及び fパタデコーラ j では、排液区が

それぞれ71.1及び37.6gと対照監の56.0及び3

3.1 gよりも大きかったが、「モントりヒトj

及び「レボリューションj では、排液区がそ

れぞれ35.2及び35.5gと対照区の41.1及び36.

8gよりも小さかった。節数は、「サムライ O

8J、「パタデコーラJ及び「レボリューショ

ン」では、排液区がそれぞれ17.7、12.7及び1

3. 9節と、対照区の16.5、12.1及び13.9節と向

等以上であったが、「モントリヒト」では、排

液区が1.0節と対照区の14.2節よりも少なかっ

た(第 7表)。

考 察

1排液をパラに給液する鯨の成分調整方法の検

討

排液は、新規培養液と比較して ECが高く、

NH1-N濃度が著しく低い(梶原、 2009)。その

ため、本試験の無調整区のパラも、新規培養液

よりも高い ECで栽培され、また、ほとんど NH

4・N が供給されていない。パラロックウール養

液栽培では、 NH1+を15，-....，25%与えることにより

生育が良好になり収量が増加する(竹田、 1993)

ことから、士音養液には NH1-Nが添加されてい

る。

しかし、 NH1-Nがほとんど含まれない無調整

区の総切り花本数は、対黒区よりもやや少なか

ったものの、商品価値の高い60cm以上の切り花

本数は対照区よりも多かった。(梶原、 2009)は、

0.5 

「ローテローゼj を供試し、培養液組成を愛知

パラ処方とし給液 ECが2.OmS /cmで、あったロ

ックウール養液かけ流し栽培と、水道水で排液

を2.5倍に希釈し N百4-Nを補充せず ECが1.3

mS /cmで、あった指環型ロックウール栽培で、収

量、品質は開等であった、と報告しており、 NH

4-N濃度は ECと問様に低くても栽培上特に問

題ないことを示唆している。

本試験で供試した fアヴァランチェ十」にお

いても、 NH1-N濃度は低くても特に問題なく、

また、新規培養液 ECを比較的低濃慶で管理し

たことから、排液 ECも希釈せず使用できる範

盟の濃度にあったため、この様な結果が得られ

たものと考えられる。

硫安添加区では、総切り花本数が最も多くな

った。しかし、第4表のとおり、硫安添加区の

見かけの窒素吸収量は、無調整区と間稼度であ

ったものの、見かけの N03欄N 吸収量は最も少

なかった。パラは NH1+を非常によく吸収し、培

養液に NH1+が存在すると N03ーよりも優先的に

吸収される(加藤、1997)0そのため、培養液に NH

4・N が僅かしか存在しなかった無調整区及び希

釈区よりも硫安添加区では NH1-Nが優先的に

吸収され、結果として N03・N の吸収量が少な

くなったものと考えられる。

希釈区では、養分施用量が不足したため、他

区よりも少なく、見かけの窒素吸収量が最も少

なく、総切り花本数が最も少なくなったと思わ

れる。

無調整豆の総切り花本数は、対照区よりもや

や少なかったものの、商品価鑑の高い60cm以上

の切り花本数は最も多かった。硫安添加区では

総切り花本数は対照区と同等となった。しかし、

NH1-Nを添加することで N03・N の吸収量が少

なく、廃棄量が多くなったと考えられる。本試

宅
B
ム

0
0
 



ロックウール養液栽培における排液を利用したかけ流し栽培がパラ収量及ぴ環境負荷軽減に与える影響

験の目的の背景には、 N03・N 排出量の削減によ

る環境負荷軽減があるため、ハイスピリット処

方を用いた排液を利用したかけ流し栽培は、排

液を無調整のままかけ流す方法が最も合理的で

あると考えられる。

2排液利用による排液量及び窒素削減効果の検

討

排液量並びに排液 N03・N及び NH4-N濃度の

測定結果を基に試算した結果、 10aのうち慣行

栽培を6.8a 、その慣行栽培の排液をかけ流す栽

培を3.2a導入することで、排液量は約72.9%、

窒素廃棄量は約67.3%削減できた。しかし、排

液を利用したかけ流し栽培から排出される排液

は再利用せず廃棄するため、この栽培方法では

排液量は低減できるものの、いくらかは施設外

へ廃棄される。

2001年に水質汚濁防止法施行令が改正され、

硝酸化合物などが新たに排水規制項自に指定さ

れたが、その排水基準は、アンモニア性窒素にO.

4を乗じたもの、東硝酸性窒素及び硝酸性窒素の

合計量が100mg/ L (ppm)以下と規定されて

いる。農業分野で適用されたと仮定すると、パ

ラロックウーノレ養液栽培では、給液の NH4-N

はほとんどパラに吸収されて排液にはほとんど

残らないことから、給排液の N03・N及びNH4-N

濃度の鴻定結果から排液の N03・N 濃度が100

ppmを下回れば、基準を満たすものと考えられ

る。しかし、第 1表のとおりの N03幽 N 濃度で

あった給液をかけ流した対熊区でも、排;夜率を

低減させた冬季で、は排液の NOγN濃度はl()()

ppmを超えており、また、その排液を無調整の

まま利用した無調整区の排液の N03・N 濃度は

最も高いときで、199ppmとなった(データ省略)。

そのため、排液を利用したかけ流し栽培技術を

普及させるためには、更なる N03-N窟棄量の

削減及び排液 N03・N濃度の低減を百擦として、

他の作物での再利用する技術等の開発を行う必

要がある。

3排液を科用したかけ流し栽培の適応品種の検

討

パラは品種により適正培養液濃度が異なる(加

藤、 1997)、(寺田ら、 1997) ことから、スタン

ダード系品種 fアヴァランチェ十J以外の、ス

プレー系 1品種及びスタンダード系 4品種につ

いて、排液を利用したかけ流し栽培の適応性を

検討した。総切り花本数は、「サムライ o8 J及

び「モントリヒトJでは排液区が対照区よりも

少なかったが、それ以外の品種では同等以上の

本数を確保することができた。また、「サムライ

o 8 Jでは、 60cm以上の切り花本数は排液区と

対照区とで同等であった。

以上の結果から、今回供試したスプレー系品

種「ファンファーノレj、スタンダー]..:'系品種 fサ

ムライ o8 J、「パタデコーラム「レボリューシ

ョン」及び実験①で供試したスタンダード系品

種「アヴァランチェ+Jは、排液かけ流し栽培

に利用でき、また、多くの品種が排液かけ流し

栽培に適応できると考えられる O ただし、供試

したスプレー系品種が 1種類であったこと、ス

タンダード系品種については調査期間が短期間

であったことから、更に検討を続ける必要があ

るものと思われる。

摘要

ロックウーノレ養液栽培の排液を給液として利

用するかけ流し栽培が、パラ収量、環境負荷に

与える影響及びこの栽培方法に対する品種の適

応性について検討した。

1収量及び環境負荷を考恵、すると、排液を利用

したかけ流し栽培は、排;夜を無調整のまま利

用する方法が最も合理的である。

(1)排液を無調整のままかけ流した場合、慣

行の新規培養液かけ流し栽培よりも、総切り

花本数は少なかったものの、 60cm以上の切り

花本数は多かった。

(2)排液に NH4-Nを添加した場合、総切り花

本数は'1貫行と同等であったが、 NH4-Nを添加

すると N03-Nの吸収量が少なく廃棄量が多

くなるため、この方法は N03・N 排出による

環境負荷軽減を呂的とした本技指には適さな

いと考えられる。

2栽培面積のうち約70%を慣行栽培、約30%を

慣行栽培排液を利用したかけ流し栽培とする

ことにより、全面積慣行栽培するよりも排液

量を72.9%、窒素廃棄量を67.3%削減できる。

つ山口む
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3排液を利用したかけ流し栽培に対する品種の

適応性について検討した結果、スプレー系品

種「ファンファーノレ」、スタンダード系品種

「サムライ o8 J、「レボリューション」及び

「パタデコーラ」では、総切り花本数又は60

cm以上の切り花本数が新規培養液かけ流し栽

培と同等であったことから、排液を利用した

かけ流し栽培に利用できると考えられる。
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