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72穴セル成型苗を利用したイチゴ促成栽培における育菖条件および

圏場の窒素含量が生育や収量に及ぼす影響
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Abstract 

E目fectsofthe shape and volume ofplugs， duration ofraising runner噌 plants，and soil nitrogen concentration before planting on 
the initial growth， development ofterminal and axillary inflorescences， and fruit yield in plllg四grown‘Akihime'，'Tochiotome' 

and ‘Benihoppe' strawberry plants w巴reinvestigated to develop a technique for division of labor between raising runner plants 

and fruit prodllction in strawberry forcing clllture. Runner plants excised from the mother plant formed root Cllll11pS in 20 days 

when grown in the rollnd-type 72-cell plllg tray (37 mLlcell) for all 3 cultivars. These plllg plants were the most sllitable for 

transplantation compared to those grown in other plllg trays (45 and 70 l11L1cell). When 'Benihoppe' plants raised in plllg trays 

for 20， 30 and 40 days w巴retransplanted on the same day， the 20-day-old plug plants showed a better rooting and initial growth 

20 days after transplanting cOl11pared to those of the older plug plants. Th巴frllit yields of terminal inflOl・巴scencewere also high 

in 20回 day-oldplllg plants. Furth巴rmore，in all 3 cllltivars， the flower blld emergence of terl11inal inflorescence tended to be 
delayed if a certain amollnt of nitrate nitrogen was present in the soil before fertilization， reslllting in decr巴asein frllit yield until 

March. The optimal nitrate nitrogen content (mg per 100 g dry soil) before fertilization was 2.5 to 6.3 in 'Akihime' and 4.4 to 

8.8 in‘Tochiotome' and ‘Benihoppe¥ 

Key Words : date off1ower bud emergence， division oflabor 
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緒言

促成イチゴの脊苗では，親株を含めた養成期聞が長いた

め，前作の収穫期や作業と重なり，労力負担が大きいうえ

に病害虫リスクが高い.またここ数年，法人による 1haク

ラスの大焼模経営から，高齢化が進んだ小競模で零細的家

族経営が多い従来のイチゴ産地まで，経営体が多様化して

いる. これら多様な経営体からは，その経営競模に関わら

ず果実生産商の外部供給，すなわち「育商と果実生産の分

業化jへの要望が以前にも増して強まっている.

そこで著者らのグループは 日本における将来的な「育
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苗と果実生産の分業化Jを見据えて，イチゴ、促成栽培のた

めの苗の大量生産および利用技術に関する研究・開発に着

手した.ここで述べる「育苗と果実生産の分業化(以下，

脊苗の分業化と略す)Jとは，果実生産者は一切の育苗作業

を行わず，荷生産者より屈けられた苗を本国に定植し，果

実生産・出荷のみに専念することである. この前提に基づ

き，栄養繁殖というイチゴの性状に合わせ，大量の苗を長

期的に確保する課題として，ランナーの発生条件の解明

CWatanabeら， 2009)， ランナー長期大量発生技術の開発

(驚藤ら， 2007)，ランナ一子株の貯蔵技術(山本ら， 2008) 

などについて成果が得られてきた.

一方，実際の利用場面を考慮、した出荷苗の形態や育苗条

件，務の利用技術についても知見や技術開発が必須であり，

著者らはその諜題に取り組んできた.育苗の分業化にさ当た

り， E吉生産者の立場からは苗の生産効率が高いことが重嬰

であり，それには単佼面積当たりの前の生産数の増大と，

育菌期間の短縮が不可欠である. このためには，野菜・花

き類の苗生産に広く普及しているセル成型苗(小ED，1993) 
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の利用が有効と考えられる.セル成型苗の利用については，

イチゴ栽培においてもいくつか報告が見られており ，18 ~ 

128穴(容量 20~ 300 mL)までのセルトレイを用いて，容

器の種類や採苗・定植時期，育苗日数，育商期間中の施肥

量が生育や収量に及ぼす影響が検討されている(石原ら，

1994;鹿野・大沼， 2004; )11下・吉田， 1998ヲ小林ら， 1997; 

津田ら， 1995) しかしこれらの研究は，ポリポット(容量

360 ~ 570 mL)を使用した従来の自家育苗の省力化に主眼

を置いたもので， コンパクトで短期間に出荷可能な商の作

l:l:lや，徹底した省コスト・省スペース化といった育苗の分

業化に必要な視点では研究されていない.実際に，セルト

レイとしては比較的大容量のものを用いている例が多く，

本来のセル成型苗とは異質なものと考えられているが，適

切な名称がないためにセル成型商と定義している間もある

(小林ら， 1997) 一方， )11下・吉田(I998) の報告では，

128穴セルトレイ(容量 20mL)を使用した場合， クラウ

ン径が小さく葉柄が徒長した苗となり，定槌後年内収量が

劣ったとしている.そこで著者らは， これら過去の報告を

踏まえ，健全な苗の生産が可能でかつ苗の生産効率を確保

できる規格として， 72穴のセルトレイを選択した.そして

本研究で試験!として，一定育苗期間における苗の生育や

移植時のハンドリングの良さなどから，適切な 72穴セルの

容量や形状を検討した.続いて，試験 lで得られた結果を

踏まえ試験 2として，定植後の根の活着度や初期収量から，

適切な育苗日数(苗の出荷までの日数)を検討した.

また，セノレ成型高のような比較的小型の苗の特性から，

本国への移{随時に基肥施用前の本闘に残存している窒素量

や定植時の基肥量により，その後の生育が大きく影響を受

ける.特にイチゴは，花芽分化が低窒素条件で捉進的に，

高窒素条件では抑制的に作用する(藤本， 1971; [町田・宇

田川， 2004b;田尻・西本， 1999;吉山ら， 1983) ことから，

基肥施用前もしくは定植時における本圃の土壌中の窒素含

量の把握，および，適正管理が重要視されている(粛藤・

矢部， 2005) セノレ成型商は脊苗期間が短いため，基本的に

は花芽が未分化の幼苗を定植することになるが，そうした

場合，本闘の窒素含量の影響が出菅や収穫時WJ，収量パター

ンに顕著に現れることが推測される.そこで試験 3として，

基JJ巴施用JJ'IJの土壌中の窒素含量が出菅や収穫時期，収量に

及ぼす影響を明らかにしようとした

なお，本研究では育苗の分業化に必要な技術の開発を優

先するため，現在主流となっているクリスマス需要に合致

するような，ポット育苗による促成栽培作型を必ずしも目

標としなかった.

材料および方法

本研究に関するすべての試験は，京都府綾部市の近畿中

菌四国農業研究センター綾部研究拠点(北緯 35017'，東経

135016'，標高 60.5m) で実施した.

1. 72穴セルトレイの容量および形状に関する適性試験

(試験 1)

いずれも 72穴のプラグマスター(容量 37mL丸形， 日

新農工産業，以下 PMとl略す)，根巻き防J1ニワンウェイセル

トレイ(容量 45mL角形，タキイ種苗，以下 uWと111各す)， 

トレイマスター(容量 70mL丸長形， 日新農工産業，以下

TMと略す)の 3種類を用いた.培土として，小型ポット

用イチゴ専用培土 (N:P2U5: Kp = 3: 10: 3)を用いた.

品種は‘章姫¥ ‘紅ほっぺ'および‘とちおとめ'の

3種を用いた.育苗方法は，均一で大量の苗を扱えること

を前提とするため， ランナ一子株の一斉採苗による挿し商

とした.各品種の親株ランナーから， 2 ~ 3葉期に達した

大きさの揃った子株を選抜して挿し芽した.2007年 4月 17

日に挿し苗後，遮光率 50%の被覆資材を 2枚重ねた遮光下

(遮光率約 75%) に移し，育苗開始後 6日目に 1枚， 10日

目に残りの I枚を拡去し 以後雨よけ条件下の架台上で育

苗した遮光中の 10日間は 1日3回，遮光材除去後は l日

2間の手濯水を行った.育IFJ開始後 15日目には， 1株当た

り5mgの窒素を大塚 A処方の培養液により，瀧水と合わ

せて施用した.

苗生産のうえで，育}21日数はできるだけ短い方が良いが，

根鉢が形成されていないセル成型苗は，商品として不適と

考えられる. Yamazakiら (2008) は， ‘さちのか'を用い

た挿し苗と鉢受けポット育苗の比較において，挿し苗後

2週間程度は発根量が少なく，地下部生体重が小さかった

と報告した.また，光合成速度は，挿し苗後 20日以降に安

定するとのデータを示している. このことから，本実験で

は育苗日数を 20日に設定した 挿し直後 20日目に，各セ

ルトレイの各品種から 6株ずつランダムに選抜し， クラウ

ン径，地上部および地下部の生体重および乾物霊，完全展

開第 2葉の葉柄長，その中央小葉の葉身長，葉I隔および葉

色 (SPAD-502， ミノルタ)を計測した また，移補作業時

のハンドリングの指標として，荷をトレイから抜いたl燥に

セル内に残った培土，および，周辺にこぼれ落ちた培土量

(以下，セル内に残った培土量)を調査した.

なお本試験は，通常の促成栽培における採苗時期とは異

なり， 4月に採苗して試験を実施した. これは，セル成型

苗を利用した育苗・栽培技術を開発するうえで，セルトレ

イの選択が最優先事項であり，試験に必要なランナー子株

数が得られた段階で、試験を開始したためである.

2. 定植後の初期生育や収量から見Tこ‘紅ほっぺ'におけ

るセル成型苗の適切な育苗日数の特定(試験 2)

品種は‘紅ほっぺ'を用い，育苗については試験 lの結

果を受けて 72穴 PMを使用し試験 1と同様に行った.前

述した Yamazakiら (2008) の報告と試験 lの結果を踏ま

え， 20日未満の育苗日数では地下部の生育が十分でない可

能性を考慮し，最短育苗日数を 20日とした.青苗日数 20，

30および 40臼の苗を得るために， 2007年 7月 7日， 17日

および 278の3回に分けて， 2 ~ 3葉期で共通した大きさ
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の子株を採苗した.追肥として，育宙開始 15日後より 10

日おきに，大塚 A処方の培養液を施用し，株あたり 5mg

の窒素を与えた. 8月 16日に花芽が未分化の箇を各 12株

(6株 2反復)，株間 25cmでパイプ。ハウス内の本聞に定植

した.

また，比較のため， '1賛行のポット脊苗区を設けた。 7月

7日にランナ一子株を黒ボク土，籾殻クンタン，パーク堆

肥，パーライト(容量比 =4:3:2:1)を混合して詰めた

10.5 cm径のポリポットに鉢受けした. 7月 22日に競株か

ら切り離して粒状化成肥料を3粒ずつ(窒素含量約 180mg) 

置き肥し， 8月 21臼に置き肥を除去した(窒素中断処理)

花芽分化は未確認の状態で， 9月 5悶に本闘に 10株を定植

した.

各区の頂花房，一次，ニ次および三次絞花房の出菅日を

記録し，頂花房，一次および二次!肢花房の 3月までの収量

および菅数を調査した.本闘定植後の栽培管理は，慣行の

{足成栽培に準じて行った.2007年 10月 15日にマルチング

を行い， 11 月 15 日~ 2008年 2月末まで日長が 14時間と

なるよう電照による長日処理を実施し，冬期のハウス内の

加温開始温度を 100CVこ設定した.

本田は，予めソルガム均一栽培と栽培後の連続散水を行

い，作土層内の窒素含量を低下させた.その結果，畝立て

前の土壌中の硝酸態、窒素含量は， RQフレックス(メルク)

の指示値から(山崎・六本木， 1992)， 5.3mg・100g-l乾土

となった.その後，畝間 120cmで畝立てし，各区とも定植

4El前に，施用後約 30日間の養分溶出を抑制する緩効性肥

料 (N:P20j: K20口 6:5 : 5) を施用した.その捺株当

たり窒素最が 3gとなるよう，執表層全面に混和した.

本間とは別に，定植後の根の活着度や生育調査用として，

各区 8株を市販の闇芸用プランタ(14L)に定植した.培

ことは籾殻クンタンとピートモスを等量ずっとし，本闘と向

様の肥料を混合して使用した.定植時と定植後 20日に，業

数， クラウン径，地上部および地下部の生体重および乾物

重，完全展開第 2葉の葉柄長，その中央小葉の葉身長，葉

脂，葉甑を計測した.定植時の計測には，定植個体とは別

の各区 6株を供試した.定植後 20日には，根のj話着度を表

す指標として，引抜抵抗値を測定した.引抜抵抗値の測定

には， DC12 Vの電動モータにより一定の速度で昇降する

El ff'装置，および，デジタルフォースゲージ (FGPぺ， 日

本電産シンポ)を使用した フォースゲージと槌物体の地

際部とを盟定し，昇持装置を上昇させて植物体が培地から

引き抜かれる擦の指示鑑を記録した.その後，ニュートン

(N) に換算し引抜抵抗値とした.

3. 碁肥施用前の土壌中の窒素含量が促成栽培セル成型苦

の生育に及ぼす影響(試験 3)

品種は‘主主姫¥ ‘紅ほっぺ'および‘とちおとめ'を用

いた.育芭は試験 10こ倣った.2008年 7月 16臼に採苗し，

72穴の PMに挿して 20日間育成した苗を供試した.

土壌中の窒素含量が異なる由場を作成するために，試験

2と同様にソルガムの均一栽培と連続散水によりJi作

こと罵内の窒素含量を低下させた.そのときの闘場内 5点(深

さ 10cm)から採取した土壌中の硝酸態窒素含量は， 2.5mgo 

100 g-l乾土であった.その後，畝間 120cmで5本畝立て

し，定植の 10日前に 0，2， 4， 6および 9kg・10a-1相当

の窒素 (10a当たりの定植数を 6，500株に設定)を硝酸アン

モニウムにより，各畝の表層全面に混和して施用した.そ

の後，臨場表面が乾かない程度に濯水を続け，定植 4日前

の基肥施用時に， 5つの畝の各 5点から土壌サンフ。ルを採取

し，再び硝酸態窒素含最を測定したところ，それぞれ 2.5，

4.4， 6.3， 8.8および 10.3mg 0 100 g-l乾土で、あった(以後，

これらの数値を各区の呼称に用いる).なお，硝酸アンモニ

ウムを用いて窒素量を調整しているため，硝酸態だけでな

くアンモニア態窒素含量も各畝で異なった しかし地床

栽培におけるイチゴ、生育への影響は，硝離態窒素に依る部

分が大きいと判断し，硝酸態窒素含量のみの測定とした.

定;憾の 4日前に，基肥として試験 2と同じ緩効性肥料を

窒素量に換算して 15kg・10a-1 (10 a当たりの定植数を

6，500株に設定)となるよう，畝表層全面に混和して施淘し

た.20日間育成したセル成型商を， 2008年 8月 5臼に窒素

含量を調整した 5つの畝に，株間を 25cmとして各品種 10

株ずつ花芽が未分化のまま定植した.なお，定檎臼を 8月

5日とした理由は，普通ポット青苗における鉢受け開始か

ら60日間の育苗を経て定植という形式を慣行法として， 9 

月 15日にポット商を定植する場合，その採苗日が 7月 16

日となり， これと向日にセル成型商用の採苗を行うという

前提で， 20日開の育苗後を定植日としたためである.定植

時 (8月 5El)，定植後 15日 (8月 20El)と 30日 (9月 4

日)に，六本木(1992) の報告にある葉柄汁液中の硝酸態、

窒素濃度の測定法に倣い，‘紅ほっぺ'の完全展開第 3葉の

葉柄における硝酸態イオン濃度を，各区 3i朱の 2反復で測

定した.生育調査として，定槌後 30臼に‘紅ほっぺ'につ

いて完全際関第 3葉の葉柄長，その中央小葉の葉身長，葉

幅を各区 6株について計測した また頂花穿，一次および

二次肢花房の出音院を観察し， 3月までの各花房収最を調

した 定植後の栽培管理は試験 2に{放った.

結果

1. 72穴セルトレイの容量および形状に関する適性試験

(試験 1)

第 l表には，各セノレトレイにおける挿し荷後 20日目の生

育状況を品種ごとに示した. ‘章姫'では，容量の大きい

TMにおいて生育が良好で，クラウン径，葉柄長，地上部・

地下部の生体重および乾物重とも他のセルトレイに比べて

有意に大きかった.PMとOWの間には生育差がなかった.

6とちおとめ'では， PMにおいてクラウン径や葉身長，葉

11:煽および地上部生体重が小さくなる傾向が見られたが，有

;意意な差はなかつTたこふ.

間に有意な生育差は見られなカか道つた セル内に残つたi培音土
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第 1表 セノレトレイの容量や形状が脊苗後 20日目の‘章姫¥‘とちおとめ'および‘紅ほっぺ'の前の生育に及ぼす影響 Z(試験 1)

品種 完全展開第2菜 生体重 (g) 乾物愛 (g)

セルトレイの種類

クラウン径葉栴長

中央小業 セノレ内に残った

業身長 業111同 業色 地上部地下部地上部地下部培土最 (mL)Y 

(mm) (cm) (cm) (cm) (SPAD) 

章姫
PM (37 mL，丸形) 6，5 b' 4目5b 4.2 a 3.4 a 34.9 a 1.44 b 0.82 b 0.31 b 0.08 b 0.0 
O W  (45 mL，角形) 6.6 b 4.6 b 4.2 a 3.4 a 34.8 a 1.63 b 0.81 b 0.35 b 0.08 b 1.3 
TM (70 mL，丸長7f~) 8.1 a 5.8 a 5.0 a 3.9 a 35.8 a 2.64 a 1.47a 0.60 a 0.16 a 0.0 

とちおとめ

PM (37 mL，丸形) 5.2 a 4.7 a 4.2 a 3.3 a 37.6 a 1.27 a 0.70 a 0.34 a 0.07 a 0.0 
OW  (45 mL，角形) 6.4 a 5.0 a 4.6乱 3.6 a 37.6乱 1.64 a 0.75 a 0.33 a 0.07 a 1.7 
TM (70 mL，丸長形) 5.8 a 4.4 a 4.4 a 3.6 a 38目8a 1.56 a 0.76 a 0.37 a 0.07 a 4.0 

紅ほっぺ

PM (37 mL，丸形 6.3a 5.5 a 4.2 a 3.6 a 34.2 a 1.67 a 0.70 a 0.42 a 0.08 a 1.4 

OW  (45 mL，角形 6.2a 5.0 a 3.9 a 3.4 a 36.2 a 1.57 a 0.68 a 0.37 a 0.07 a 13.0 

TM (70mL，丸長形 6.1a 6.0a 4.3 a 3.7 a 36.6 a 2.02 a 0.72a 0.47a 0.08a 22.7 

2データは 6個体の平均値

Y苗を引き抜く際にセノレ内に残った箔こにおよび，周辺にこぼれ落ちた情土i誌のことで，移植作業の際のハンドリングの指標と

して調査した

x 9111なるアノレファベット間には有意主主あり (τ比旬、 HSDTest， pく 0.05)

第2表 セノL成型1，"，の育前日数の違いが定植民Iおよび定備後 20 日目の生育に及ぼす影響~Z (試験2， ‘紅ほっぺ， ) 

完全展開第2葉 主主体重 (g) 乾物重 (g)

計測n寺j拐 予fi'i'iIヨ数3
中央小葉 引き抜き

クラウンf釜 葉柄長葉身長 当日陥 禁色 地上部地 fi部 地上部地下部抵抗値 (N)， 

(mm) (cm) (cm) (cm) (SPAD) 

20 Iヨ 4.4 a" 4.2 b 2.9 a 2.6 a 33.6 a 1.00 b 0.26 b 0.20 b 0.03 b 

定値n寺 30 EI 4.3 a 5.4 b 2.9 a 2.4 a 33.3 a 1.01 b 0.42 b 0.23 b 0.05 ab 

40 EI 4.8 a 7.5 a 3.0 a 2.7 a 31.1 a 1.43 a 0.72 a 0.33 a 0.10 a 

20日 7.2 a 8.9 a 5.2 a 4.5 a 36.7 a 4.12 a 1.33 a 0.80 a 0.14 a 10.07 a 

定{直後 20日 30 El 7.1 a 7.2 a 4.4 b 3.4 b 36.4 a 3.01 b 1.37 a 0.60 b 0.15 a 9.22 ab 
40日 6.4 a 7.9 a 4.4 b 3.6 b 34.7 a 2.78 b 1.69 a 0.57 b 0.19 a 8.23 b 

Z定植時の計測では 6il8l体，定植後 20日の計測では 8個体の平均値

、育1，"，日数 15，25および 35日に， 1株当たりの窒素設が 5mgとなるように大塚A処方による追胞を笑施

Xデジタノレフォースゲージ (FGP-l，Iヨヌji:';!1gifシンポ)と植物体の地際部を固定し， フォースゲージにつなげた自作昇降装置を

上昇させ，植物体が培地から引き抜かれる擦のフォースゲージの指示値を記録し，ニュートン (N) に換算した

W異なるアルファベット間には有意差あり (Tukey'sHSD Test， pく 0.05)

V設IJ定せず

は， ‘主主姫'ではすべてのトレイでほとんどなく， ‘とちお

とめ'ではτMとO Wで、わずかに残った ‘紅ほっぺ'で

は， PMのセル内に残った培土は少なかったが， OWとTM

ではともに約 113の量の培土がセル内に残った

2.定植後の初期生育や収量から見た‘紅ほっぺ'におけ

るセル成型苗の適切な育苗日数の特定(試験 2)

脊苗日数の異なるセル成型在iの定植時，および，定植後

20日目の生育状況を第2表に示した.定植時の苗の葉柄長，

地上部および地下部の生体重，乾物重は， 40日育苗亙で有

意に大きかったー

定植後 20日の時点では，必ずしも有意な差は認められな

いものの，育苗 ['1数が短いほどクラウン径，葉および地上

部生体重が大きくなる傾向になり，定植n寺の苗の性状とは

逆転していた活着の指標とした引抜抵抗(誌は， 20日育苗

区が 40['1 f亨苗区に対して有意に大きかった.禁色は有意な

差で、はないが，育苗日数が長いほど7さくなる傾向があった.

各脊E在日数のセル成型商について，各花房のI:l:¥苦までの

日数(出菅日)，苦数および 2008年 3月までの各花房収量

について第 3表に示した. /:1:¥菅までの日数のうち，定植~

頂花房出菅までの日数には差が見られなかったが， )頁花房

出菅~一次版花房出苦までの日数は， 20日育苗区が他区よ

り有意に短かった.以後，二次および三次肢花房までの/:1:¥

菅に要した日数には差はなかった 王子均出菅EIでは，一次

版花房以降の/:1:¥苦において， 20日青苗区が 40臼育街区よ
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第 3表 セル成型苗の青苗日数が各花房の出蕃までの臼数(出膏日，月/日)，菅数および収量に及ぼす影響z(試験 2，‘紅ほっぺ， ) 

各花E替の仕H'ii:までの日数〉 夜数九 収jit(g) X 

育]話法 脊前日数
頂7~ ìJj 一次!液花房 二次版花房 三次j奴花房 浪花房 一次)絞花m 頂花JJJ 一次!液花房二次11夜花綴 総収f註

セノレトレイ

↑fH子ポット

201ヨ
3013 
40臼

87.4 aW (11112) 24.3 b (12/8) 39.0 a 
87.6 a (11/11) 28.8 a (12112) 39.1 a 
88.4a (11113) 30.1 a (12113) 38.0a 

78.3 (11/3) 28.5 (11/30) 36.2 

(1118) 
(1119) 
(1/22) 

(114) 

'2007年 7月 7日， 17 EI， 27日?こ採苗し， 2007年 8月 16日に定航

42.7 a 
43.2 a 
44.0 a 

42.1 

(311 ) 
(3/3) 

(3/6) 

(2/14) 

27.0 a 
22.0 b 

21.3 b 

20.2 

21.4 a 

20.0 a 
20.6 a 

23.4 

252.7 a 
220.8 a 
208.7 a 

237.4 

131.4 a 

135.8 a 
141.0a 

147.2 

42.3 a 
36.5 a 
42.7 a 

106.4 

426.4 a 
393.1 a 
392.4 a 

491.0 

、出1'ifまでのお護士の起算1:11主， J資花ml土定11在日とし，一次，二次および三次絞花房については，頂7EI万，一次および二次!阪花房の出菅 13として各l友 12個

体の平均値をぶした
X 'fff数および収JiU主各区 12 総体の平均値で，各1~mの'{if数を市IH立後に]頁7EE言は 13，一次・二次!液花房は 11 飼にお一生数を調殺し 6g 以上の果実を 3 月米ま
で調査，なお，二次!肢1't)'草は'Ifi数の調査に至らない総体も昆られたため，ヨ7数のデータを省いた
、、異なるアノレファベット|潟には手ifM:t~あり (Tukey's HSD Test， pく 0.06)

り5日程度早かった.頂花房の膏数は， 20日脊苗区におい

て有意に多かった.収量は，有意差はないものの頂花房に

おいて 20日育前lRで多く， 40日育苗区で少なくなる傾向

があった.一次版花房の収量には差がなかった 3月末ま

での総収量は，環花房収量の影響を受けて， 20日育商i玄で

多くなる傾向があった.

慣行のポット育活区と比較すると，定績から頂花房出張7

までの日数において，セノレ成型商はいずれの区とも 10日程

度多かった.その他の花房では大きな差はなかったが，花

房の次数が進むにつれて出苦日の遅れが徐々に大きくなっ

た セル成型苗の二次肢花房収量は，慣行ポット育市民の

4割程度に留まり， 3月までの総収量でも劣る結果となった

3. 基肥施用前の土壌中の嚢素含量が促成栽培セル成型苗

の生育に及ぼす影響(試験 3)

定植時，定機後日日および 30日の‘紅ほっぺ'におけ

る完全展開第 3葉の葉柄汁液中硝駿イオン濃度を第 l関に

示した.定植後 15臼の各区の硝密室イオン濃度は，基肥施用

I諸の土壌中の窒素含量に比例する傾向が見られた.土壌中

の硝酸態窒素含量が 2.5mg ・100g-l 乾土の区では，定植時

より硝酸イオン濃度が 6割程度にi成少した定櫛後 30日で

は，各庶とも 250~ 300 mg ・100g-lとなり，いずれも高い

硝酸イオン濃度を示した.

‘紅ほっぺ'について，定植後 30日自に完全展開第 3葉

の生長を計測した結果を第 2図に示した.葉柄長，葉身長

および葉幅とも，土壌中の硝艶態窒素含量が多くなるにつ

れて大きくなる懐向があった.

品稜ごとに，各花房の出苦までの日数(1:1:¥菅日)につい

て調査した結果を第 4表に示した.各花房の出苦までの日

数は，いずれの品種でも土壌中の硝酸態窒素含量に比例し

て多くなる傾向を示した.特に‘意姫'の二次鮫花房の出

菅臼は 10.3mg・100g-l乾土区で他の区より 30日程度遅

れた.

第 3図に，品種ごとに 2009年 3月までの各花房収量を積

算した結果を示す.頂花房収量については 3品種とも土

壌中の硝費支態窒素含量の違いによる影響は見られず， ‘章

娘'は l株当たり 275~ 288 g，‘紅ほっぺ'は 262~ 282 g 

であった‘とちおとめ'は最も硝酸態窒素含量が少ない

2.5 mg • 100 g-l乾土区と，最も多い 10.3mg ・100g-l乾土

jまで他の区 (210~ 225 g)より少なくなる額向があったが，

有意な差ではなかった.一次版花房の 3月までの収量につ

いては， 3品種とも 10.3mg ・100g-I乾土区で、有意に少な

かった. 2.5 ~ 8.8 mg ・100g-I乾土区では， 1株当たり ‘主主
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第4図基肥施用前の土壌中の硝酸態安素含量が各品種の頂

花房の収量パターンに及ぼす影響*(試験 3)

*花房の菅数を 13{留に調整して 6g以上の果実を収穫

し各区 10{間体の収量を旬 (10日間)ごとに平均した

越して，セル成型苗の大量生産やその利用時に必要な基礎

的要素を明確にするため，本研究では 3つの試験を実施し

た. まず，セノレ成型苗の生産， または利用に当たって重要

なセルの容量や形状を試験 lにおいて検討した 使用する

セルトレイを72穴に固定したうえで比較した3種のセルト
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浪花房

姫'が 135~ 160 g， ‘とちおとめ'が 95~ 107 g， ‘紅ほっ

ぺ'が 188~202g であったのに対し， 10，3 l11g ・100g-I乾

土区では， ‘章娘'が約 67g， ‘とちおとめ'が約 45g， ‘紅

ほっぺ'が約 158gであった， 3月 ま で の 総 収 量は株当

たり ‘章姫'が 450g前後， ‘とちおとめ'が 320g前後，

千平ほっぺ'が 490g前後となる区が多かった， 10.3l11g"

100 g-I乾土区は， ‘掌姫' と‘とちおとめ'で有意に少な

く， 1株当たり‘章姫'が約 342g，‘古とちおとめ，が約 236g 

であり札，

第 4図には，各品種の頭花房の旬別収量パターンを示し

た. ‘章姫'では，土壌中の硝酸態窒素含量 8.8l11g・100g-I 

乾土以上の区で，収穫開始時期や収量ピーク時期が遅く，

また‘紅ほっぺ'では， 2.5l11g ・100g-I乾土区や 10.3l11g " 

100 g-I乾土区で収量ピーク時期が運かった.‘とちおとめ'

においても，この 2区ではピークを迎える時期が遅かった.

第 3図 基!JE施浴前の土壌中の硝駿態窒素含量が各品種の3月
までの収量に及ぼす影響z (試験 3)

z各区 10個体の平均値で，菅数を頂花房は 13，一次・二

次肢花房は 11{固に調撃し， 6 g以上の果実を調査

Y3月までの総収量， 3月までの一次絞花房収量および頂

花房収量について有意、差検定 (Tuk旬、 HSDTest)を実

施，異なるアノレファベット間には有意差あり (p< 0.05) 

イチゴ促成栽培における将来的な「育苗の分業化Jを見

a 

品穏と土壊中の筒酸態窒素含;監 (mg'100g-I乾土)

a 

第4表 基!J巴施用前のこと壌中の硝君主態蜜素量が‘章姫

月/日)に及ぼす影響(試験 3)

閤頂花房，口一次肢花房，口二次肢花房

(I!24) 

(I!22) 

(1f23) 

(1/29) 

(2/26) 

二次j知7EiJJ

a 

'ソルガム均~tU古と潅水により，土Ij';'I'の肥料成分を低 Fさせた後，
う J，~IJEl血Ill lìíi に. RQf丹ne凶x(メルク)て

つl川i仏t沓むまでの日z数Iの起r算J日は， fti1EiJJは定前日とし，一次および二次郎
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レイのうち，容量 70mLのTMでは‘主主姫'の生育が良好

であったが，その他では品種間，セルトレイの種類開でも

有意な違いは見られず¥いずれのセルトレイでも生育や外

観品質に問題はなかった

生育調査と j司時に，移植時のハンドリングの良否に関わ

る根鉢の形成について，セルから苗を引き抜く擦にセル内

に残った培土量を指標として検討した.地下部生体重が小

さい(発根量が少ない)傾向にあった‘紅ほっぺ'におい

ても，供試したトレイの中で最も容量の小さい 37mLのPM

では， 20日間で根鉢が形成され，セル内に残る培土最が少

なかった. 45mLのowでは， ‘紅ほっぺ'では十分に根

鉢が形成されず， 70mLの丸長形でもセル内に培ことが残ら

なかった‘章姫'においても， OWではわずかにセル内に

培土が残った.発根初期に太い一次根を発生させるイチゴ

の特性上， OWではセル内の角や辺周辺への細根の伸長が

足りず，培土を包み込む構造が 20日間の脊苗期間では十分

に形成できなかったと考えられる.このことから， 45mL 

以上の角形セルは，短日数での根鉢の形成に対する適性が

低いと考えられた.70mLのτMは， ‘紅ほっぺ'において

培地量に対して根の発根・伸長が明らかに不足しており，

育苗日数がさらに必要であった 津間ら(I995) が， ‘女

峰'を供試して 74mLの50穴丸形セルトレイの適用を検

討した場合も，育苗に 50臼開要したとしている.

‘とちおとめ'と‘紅ほっぺ'では，いずれのセルトレイ

でも地下部生体重に大差がなかった. しかし OWや TM

のセル内に残った培土量には差異が認められた.石原ら

(1996) は， ‘とちおとめ'の形態的特性として，太い不定

根(一次根)より細根の割合が高いとしている.両品種の

発根特性を比較した研究は見当たらないが，品種による発

恨特性や培地の含水量に対する発根量の違いなどが，本試

験での根鉢形成にも影響を与えた可能性がある.

根鉢形成は培地の含水量や温度などにも影響されるが，

本研究で供試したいずれの品種においても， 20日間という

育苗期間に根鉢が十分に形成された PMが，苗を生産また

は利用する両方の立場から霞れていると忠われる.生育に

遜色がない場合，小苗は移動・梱包や本画での移摘におい

て作業性が良いという利点も有することから， これを加味

して本試験からは72穴のセル成型萄にはPMが適している

と判断された.

苗を大量生産する際には，育苗日数が短いことが生産効

率を上げるうえで重要である.苗実需者の立場においても，

定植適期を過ぎて老化した苗は，生産性が劣ることが予概

されるため好まれない.また 届けられたセル成型商を直

ちに定植できるとは限らないため，生育に影響のなし

日数の許容範囲，すなわち定犠適期を明らかにしておくこ

とが重要である 一方，育苗日数を短縮した結果，根鉢形

成が不十分でハンドリングの悪い苗となっては，分業化す

るうえで「商品」として不適となる すでに引用した

Yamazakiら (2008)の‘さちのか'を用いた報告より，挿

し苗後 2遇間程度では，地下部生体重が小さく発根が十分

でないため，品種によらずセノレ成型苗の育苗日数としても

不足するものと考えられる. このことと試験 lの結果を踏

まえ， 20日間を最短の育苗日数として，セル成型商の適切

な育苗日数の検討を‘紅ほっぺ'をど用いて試験2で行った.

40 B育苗区の定植時の苗は，葉身長や葉幅に他lRと差奥が

ないのに対して，葉柄は有意に伸長した. これは生育が進

むことで過度の密糠状態となり，各個体で避陰反応、が引き

起こされ，葉柄が徒長したものと推察される.一方，定植

後の生育は， 20日育苗の場合に良好であった.苗の活着度

の指標とした引抜抵抗値も 20B育苗区で高く，定植後早期

に根系が発達して生育が旺盛になったと考えられる. しか

し育苗日数が 40日になると引き抜き時に褐変した根が多

く，新根の発生量は少なかった.本試験で採用したセルト

レイ(プラグマスター，容量 37mL丸形)は， 40日間育商

するには容量が小さく，根域制限により根の活性低下が生

じ，定植後の活着が悪、く生育が停滞したものと推察される.

この初期生育の差がそのまま頂花房の晋数の差となり，平

均 50g程度の収量差となって現れたと患われる.町田・

悶)11(2004a) は， ‘とちおとめ'を用いた頂花房分化後の

根域制限がイチゴの生育に及ぼす影響を検討し，根域制限

により根部新鮮重が少なく，花芽発達が遅延し，開花数が

減少したとしている.品種による違いはあるが，根域制限

された苗の生育概況としては，本研究も同様な結果が得ら

れたと考えられる.育商日数が長いほど葉色が薄くなる傾

向にあった原因も，新根の発生量が劣り，養水分ストレス

を生じやすかったことと関連しているのであろう.30日育

商においても， 20B育苗よりも定捕後の生育や収量が劣る

傾向にあることから，セノレ成型苗の定植まで， もしくは商

出荷までの適切な育苗臼数は，本セルトレイにおいて 20~

30日と判断できる.

試験2のように，セル成型苗の 8月中旬定植では，横行

のポット育衝による 9月 5B定植に比べ，定楠~頂花房の

出菅までの所要日数が 10臼程度多かった.イチゴの花芽分

化は，体内の窒素濃度の低下により早まることがすでに知

られている(古谷ら， 1988; JII盟・中校， 1977;泰松・木村，

1981) .吉田・森本 (2010) は， 130 mLのセルトレイ

においても 8月末頃に輩索中断することで花芽分化が早

まるとしている.本研究のポット(10.5cm 筏)育苗誌では

8月 21日より笠索中断処理を行ったが，セル成型苗では臨

場に 8月中旬に定植してからの窒素供給が断絶できていな

いため， 1翼花房の花芽分化が遅れたものと考えられる.そ

の後の各花房の出菅は，頂花房の遅れに加え，花房間の養

分競合や冬期の低慌による生長速度の低下などが相まっ

て，ポット育苗区に比べて徐々に遅れが大きくなったと推

察される.

このような窒索中断できないことによる花房の出曹の遅

れについて，試験 3で基肥施期前の土壌中の硝酸態窒素含

量の数値を目安に検討した.土壌中の窒素含量を 5段階に
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変えた盟場において， ‘紅ほっぺ'では第 i図に示すよう

に，定fi直後 15日には植物体内の硝酸イオン濃度が各土壌中

の硝駿態窒素含量に比例し第 2図に示す定植後 30日の葉

の生育差となって現れた また いずれの品種の各花房の

出昔日も，土壌中の硝酸態窒素含量が多いと遅れる傾向が

見られた.前述したように，土壌からの連続的な窒素供給

が遅れの主因と考えられる.特に‘主主姫' では，二二壌中の

硝般態窒素含量と各花房出畜EIとの反比例的な関係が明確

であった.一方， ‘とちおとめ， ‘紅ほっぺ'においては，

硝酸態窒素が最も少ない 2.5mg. 100 g-l乾土藍で， J貰花房

出苦までの所要日数が少なし、(出菅が早い)わけ‘で、はなかっ

た. これは，低窒素条件下での生脊速度の品種間差異によ

るものと考えられる.基)J巴に初期溶出を抑制する緩効性被

覆肥料を使用したため， 2.5 mg・100g-l乾土IRでは，定植

後の窒素供給が相当期間限定されたと推祭される. ‘主主姫'

では，そのような条件下でも比較的生育遅滞が生じなかっ

たのに対して， ‘とちおとめ'および‘紅ほっぺ'では，生

育自体が鈍化して花房の出菅も早まらなかったものと考え

られる.

3月までの総収量やi頁花房の収量パターンにも，ニi二壌中

の窒素含量の影響が現れた. 3品種とも，最も窒素含;量が

多い 10.3mg・100g-l乾土区で 3月までの総収量が低かっ

た(第 3図)• ‘主主姫'および‘紅ほっぺ' では，頂花房の

収量に試験区間差異はなかったが， 10.3 mg・100g一l乾ニi二誌

では一次!液花房の収最が他区に比べて劣った.両品種とも，

一次!J夜花房の出膏日は 8.8mg・100g-l乾土区と変わりな

かった.収量に差が生じた理由は，第 4~Jで示した各品種

の頂花房の収量パターンから説明できる.すなわち，両品

種とも 10.3mg・100g-l乾土区は，収量ピークが 2月上中

旬と他区に比べて遅く，一次!液花房の発達と頂花房の果実

成熟期が重なった.そのため花房間で養分競合を起こし，

株疲れによる一種の中休み現象(伏原・室医1， 1988;伏原

ら， 1984) を呈して一次m夜花房の発達が遅れ 3月までに

収穫できた果実数が減少したものと推察される.‘とちおと

め'では，頂花房の生育にも一次!肢花房発達との養分競合

が起こったと考えられる.基肥施用前の土壌中に残存する

笠素量の目安は，硝駿態、窒素を指標として，各花房の出苦

までの日数(出菅波，第 4表)， 3月までの総収量(第 3図)

および頂花房の収最パターン(第 4国)のそれぞれに影響

を及ぼさない値を基準とすると，‘章姫'では 2.5~ 6.3 mg・

100 g-l乾土， ‘とちおとめ'および‘紅ほっぺ'では 4.4~ 

8.8 mg • 100 g-l乾土であった

以上のように，本研究では育苗の分業化を念頭に置いた

イチゴ促成栽培でのセノレ成型苗の生産または利用につい

て，想定される苗生産者および苗実需者双方にとって重要

ないくつかの知見を得た.一つ自は， コンパクトでハンド

ザングが良く，育苗日数が比較的短期間で済むセルトレイ

の容量と形状の決定である.ニつ目は，当該セノしトレイを

使用した場合に，定;ft直後の根のj舌着や初期収最を含めた良

好ーな生育が得られる育商の最適日数である.王つ自は

および2で決定した内容を基に生産したセル成型苗を，実

際に栽培する場合に出苦や収穫時期，収量に影響を及ぼさ

ない基肥施用前の土壌中の備酸態窒素含量を指標とした窒

素量の許容範国である ただし本研究では，過去の文献を

踏まえて当初よりセルトレイの規格を 72穴に回定した.ラ

ンナ一子株のサイズや潅水，現度または遮光などの育苗条

件などにも挿し苗の生育は影響を受けるため，他の品種を

含めた{也のセルサイズでの比較・検討の余地は残されてい

ると考える.また，試験2においては，挿し苗後の発根量

が少ない傾向にある ‘紅ほっぺ'のみを供試した. このよ

うな品種で適切な育商日数が決定されることで，初期に発

根の旺盛な品種ではさらに育苗日数を短くすることができ

ると考えたためで、ある.この点において，他の品種で 72穴

セルトレイにおける最適育苗日数は奥なる可能性がある.

現在，育商を高冷地域に委託する「リレー苗」が一部実

用化されてはいるが，届いた苗の花芽分化の不安定さや，

i貫行のポット育苗に比べて収穫開始時期が遅れる(近藤・

小平)11，1996) といった問題が解消されておらず，大規模

な普及には至っていない.本研究で用いているセル成型商

は幼苗のため， リレー苗に比べても苗の段階で花芽分化を

安定させることは難しい.さらに地床栽培においては，

植後の窒素中断処理や温度環境の制御が困難であるため，

定締後に花芽分化を早める手段にも乏吋しいのが実情であ

る そのような状況で検討の余地が残されているのは，セ

ル成型磁の定槌時期で、ある.気象条件の年次変動にも影響

されるが，定植時期を変更することで現行の促成栽培に近

い作型開発も可能と考えられる.

摘要

イチゴ促成栽培における将来的な「育苗の分業化」を想

定して，市の供給者，実需者双方が活用または参照できる

ようなセノレ成型15の利用技術について，基盤的研究を行っ

た. ‘主主姫¥ ‘とちおとめ'および‘紅ほっぺ'の 3品種に

ついて，セルの容量と形状が生育や移植時のハンドワング

の良さに及ぼす影響を検討したところ， 72穴で iセル当た

り37mLの丸形セルトレイにおいて，挿し苗後 20日で根

鉢が良好に形成されセル容量 45mL 角形や 70mL丸長

形セルトレイと比較しても，生育に遜色がなかった この

セルトレイを用いた場合の適切な育苗日数について， ‘紅

ほっぺ'を用いて調査した.20 EI育苗のセル成型苗は定槌

後の根の活着が良く，地上部の生育も良かった. 1頁花房の

収量も，有意伎はないものの 30日や 40日育苗に比べて多

い傾向が見られた 20日間育苗したセル成型苗を，基肥施

用前の土壌中の硝酸態主主素含量が 8.8mg ・100g-l 乾土以上

の国場に定植すると‘章姫' ‘とちおとめ'および‘紅ほっ

ぺ'のいずれの品種でも各花房出苦日が遅れる傾向があり，

10.3 mg ・100g-l乾土では， 3月までの総収量が減少した.

これは頂花房の分化の遅れとともに，頂花房と一次!液花房
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の分化・発達期が重なることで養分競合が起こり，全体的

な生育遅延を招いたことが原因と考えられた.明らかな収

量低下を招かないための基肥施用前の土壌中の硝酸態窒素

含量の許容範聞は，‘章姫'では 2.5~ 6.3 mg・100g-I，‘と

ちおとめ'および‘紅ほっぺ'では 4.4~ 8.8 mg ・100g-I 

乾土と判断された.
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