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神奈川県における短節間セイヨウカボチャ (Cucurbitamaxima Duch.)品種

‘TC2A' の生育・収量特性

北宜裕，北浦健生，保谷明江

Characterization of a short-internode winter squash (Cucurhita m仰~ma Duch.) 

cultivar，‘TC2A'， in Kanagawa 

Nobuhirio KITA， Takeo KITAURA， and Akie HOYA 

摘要

神奈川において，短節問で果実品質の高いセイヨウカボチャ(Cucurbitamaxima Duch.)品種‘TC2A'を集約的なカボ

チャ栽培に利用するため，その生育特性を短節間性の発現に着目して 2007~2009 年の 3 年間にわたり調査した.

その結果，‘TC2A'の短節間性は， 3 月下旬から 4 月下旬播種までの作期で\かっ，第 l 果着果節までの節 (I l~

13節)までは安定して発揮されたが 5月以降の作期になると節位に関わりなく短節間性は消失した.また 4

月下旬までの適作期であっても，第 l果着果節より上位節になると短節間性は徐々に消失した.この適作期にお

ける栽植密度と収量について検討したところ， 100株/a(株間 50cm，畝111富2m) で最大値を示し，‘TC2A'の最適

栽植密度は 100株laであることが明らかになった.また，この場合，側枝を摘除せず放任管理にしても，発生し

た側枝にもよく着果することから，単位面積収量は整枝区より多収となった.以上の結果から， 'TC2A'は高い集

約栽培適性と省力性を有する収量性の高く，高品質な短節聞のセイヨウカボチャ品種であることが明らかになっ

た.今後，‘TC2A'を利用した早春どりトンネノレ青切りタマネギ栽培との一貫栽培体系への展開が期待される.

キーワード:短節問、西洋カボチャ、定植日、栽植密度

Summary 

Growth habit of a new winter squash (Cucurbita maxima Duch.) cuJtivar with shart interndes，‘TC2A " was det巴nnined

focusing on the expr巴ssionof the internode e10ngation growth under different growing period， p1anting density， and 
trimming for 3 years from 2007 to 2009 in Kanagawa prefecture， Japan. In most of the experiments， seedlings were planted 
directly inside a plastic tunn巴1that has just finished growing forcing onion cultivation and then grown until at the end of 

May when the plastic film was uncovered. Short internode was stably expressed to show bushy plal1t shape until the first 

fruit set node， generally at around 11 to 13th node， as far as sown by the end of April. The length of internodes above the 

first fruit set node， however， started to elongate to almost the same level with that of standard winter squash cultivars. In 
addition， the short internod巴 charact巴risticwas gradually lost when sown after May. Planting density tests revea1ed that the 

maximum yie1d was obtained when se巴dlingswere planted at th巴 densityof 100 plants/a (50 cm of plant spacing with 2 m 

of row) without any trimming， pinching and suckering lateral shoots. Thes巴r巴sultsdemonstrate that 'TC2A' is a promising 
winter squash cultivar that can be us巴din intensive agricultural practices 

Key words: short internod巴， Wll1t巴rsquash， planting date， planting density 

緒言

カボチャはアメリカ大陸を原産とするウリ科作物

で，平成 21年度には全国で作付面積 18，200ha，収穫

量 214，000tの生産があり(平成 21年度農林水産省生

産出荷統計)，炭水化物，カロテノイド及びビタミン類

を豊富に含む野菜として広く利用されている(日本食

品標準成分表 2010).神奈川県では，ほ場面積の大き

な三浦半島を中心に 256ha， 4，450 tの栽培があるが(平
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成 21年度農林水産省生産出荷統計)，つる性作物で栽

培面積が必要であるため，狭い農地が多く，直売を中

心とした都市農業が盛んな横浜や湘南地域では導入が

進んでいない.

作物としてのカボチャは 5種よりなり，一般に主茎

(つる)はよく伸長し，好適な生育条件下では側枝の

発生も旺盛である(熊沢 1965，Yamaguchi 1985). し

かし， ペポカボチャ(Cucurbitapepo)及びセイヨウカボ

チャ(C.maxima)の中には，短節間性でブッシュ型の生

育を示す品種・系統が存在することが知られている(中

川・上村 1959). 杉山ら (2009) はこの短節間性に着

目し，整枝・誘引・収穫作業の省力・軽作業化を可能

とし，かつ，高粉質で食味の良いセイヨウカボチャ品

種の育成に取り組み， 2008年に目的とする形質を有す

る‘TC2A' を育成した(品種登録番号 17187).

筆者らはこの 'TC2A'の短節間性に着目し，神奈川

のような都市農業地域においても集約的に作付できる

カボチャ品種としての導入・利用を考えた.導入にあ

たっては，本県で開発した集約的なトンネノレ青切タマ

ネギ栽培(北浦・北 2010) の後作の早熟作型として，

タマネギ栽培で使用した保温トンネノレをそのまま連続

して使うことにより農地の高度利用と省力化が図れる

ものと考えた. しかし ‘TC2A' の短節間性は栽培条

件や気象条件などによって大きく変動し，少なくとも

第 l果の着果節以降や遅い作期では失われるとされ

(杉山ら 2009)，育成地とは異なる神奈川における生

育特件ーについては全く不明であった.

そこで，本研究では，‘TC2A' を神奈川において集

約的なカボチャ栽培に利用するため，神奈川県平塚市

の神奈川県農業技術センターの試験研究ほ場において，

その生育特性を短節間性の発現に着 目して 2007------

2009年の 3年間にわたり検討した.その結果，神奈川

における 'TC2A'の基本的な生育特性，短節間性が安

定して発現する作期，短節間性の有利性を最大に発揮

できる最適栽植密度及び整枝管理方法等が明らかにな

ったので取りまとめて報告する

材料及び方法

1.供試品種

し、ずれの年次及び試験においても独立行政法人北

海道農業研究センターと株式会社渡辺採種場とが共同

育成した短節問のセイヨウカボチャ品種 'TC2A' (杉

山ら 2009)，同様の短節間性を示す 4つるなしゃっこ

通常の伸長性を示す普通品種として‘みやこ'及び zえ

びす'の4品種を各試験に合わせて選択して供試した.

なお， ‘TC2A'は， fまっとけ栗たん'という商品名で

すでに市販されている(杉山ら 2009). 

2.基本生育特性検定試験

基本生育特性検定は 2007年に，品種比較について

は 2008年に実施した.栽培には青切りタマネギ栽培に

利用した既設トンネノレ(幅 120cmの黒マルチ被覆ベッ

ドでトンネノレ聞の通路幅は 80cm，被覆資材は 0.75mm  

厚の 2条の換気孔付きの農サクピ(ユーラックカンキ

2号)をタマネギ収穫後，撤去せずにそのまま利用し

た.いずれの年次とも 3月 28日に播種し，ガラス温室

内で最低夜温 12
0
Cで慣行育苗後，本葉が 3------4枚まで

展開した 2007年は 4月 23日に， 2008年は 4月 16日

に，短節聞及び普通品種ともに上記の既設トンネノレ内

に，既設マノレチもそのままの状態で，株間 50cmでそ

れぞれ定植した(図 IA).なお，対照の普通品種は主

茎がトンネノレ設置間隔の 2mを越えて伸長することか

ら， トンネル・栽培ベッドは 1木おきに利用した. し

たがって，栽植密度は短節間品種では 100株/a，普通

品種は 50株/aとなった.試験区は l区 10株で 2また

は 3反復設定した.

施肥量は杉山ら(2009) の報告に準じたが， 2007年

は前作のタマネギ栽培で施用した肥料成分が残存して

いるものと想定し、基肥は無施用とし，定植後の生育

状況に合わせた追肥のみとした.追肥は 5月 8日及び

30日の 2固とし，複合化成肥料を用いて，それぞれ l

株当たり成分量で、 N:P20s:K20= 8:8:8 gとし，タマネギ

収穫後のマルチ開口部から土壌表面に落ちるよう施用

した.2008年の試験では，初期生育の株聞のばらつき

をなくすため，定植前に基肥として複合化成肥料を l

株当たり成分量で N:P20S・K20= 8:8:6 gを植穴に施用

し，土壌とよく混和した.その後， 5月 17日に追肥と

して基肥と同量の化成肥料を前年同様に施用した.

定植後は I株当たり lLずつ株元にかん水し， 2007 

年は 5月 25日まで， 2008年は 5月 22日までそれぞれ

トンネノレ被覆した. なお 5月上旬以降はトンネノレ内
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が高温になるため随時すそ換気を行った.

整枝管理については， 2007年の試験では第 l果の目

標着果節位を第 IO~I5 節とし，それに合わせて着果節

までに発生した側枝はすべて摘除し，第 l果着果節以

降は放任とした.主茎については，その伸長程度を同

じ条件で評価するため，第 1果の着果節の上位 10節で

摘芯した.着果は 5月 17日の雌花の開花始めからトン

ネル被覆を終了した 5月25日までは人工交配により行

い，それ以降は，訪花昆虫による自然着果とした.2008 

年の試験では，短節問品種は似IJ枝の摘除や主茎の摘芯

も行わなわない放任としたが，普通品種は第 1果着果

節位までは側枝を摘除し，それ以降は短節問品種と同

様に放任とした.着果については，雌花が開花し始め

た 5月上旬以降トンネノレの裾を終日 20cm程度開放し

て自然着果させた.

収穫は、着果日を起点とする日平均気温から算出し

た積算温度 1，0000C・日を目安に行い，収穫時に摘心

節位，総節数 3 節問長・ 2 全長等を測定した.病害虫防

除は，神奈川県の病害虫雑草防除指導指針に従った.

3.作期試験

'TC2A'の短節間性は日長と温度の影響を受ける

ことから(杉山ら 2009)，2008年 3月下旬以降， 7月

末までの聞に 2~4 週間間隔で 5 作期設定し，基本生育

特性検定試験と同様の方法で育苗・栽培した.設定し

た作期は以下の通りである :3月 28日まき 4月 16日

定植， 4月 28日まき 5月 23日定植 5月 28日まき 6

月 24日定植， 6月 12日まき 7月 8日定植及び 6月 27

日まき 7月 16日定植.栽植密度はいずれも 100株/a

(株間 50cm) とし区 5~10 株で 2 反復設定した.

なお， 3月 28日まきは定植後 5月 22日までトンネノレ

被覆したが，それ以降の作期については定植前に既設

トンネノレを撤去した.栽培は秋冬作の作村けが可能と

なる 9月中旬で打ち切った.

4.栽植密度試験

2008年 3月 28日まきでガラス温室内で慣行育苗後，

4月 16日に，栽植密度 152，100， 75及び 50株/a (対

応する株聞は，それぞれ 33，50， 67及び 100cm)の 4

水準を設定し，青切りタマネギ栽暗に利用 した既設ト

ンネノレ内に定植した.試験は l区 10株で2反復設定し，

施肥，定植及び定植後の栽培管理方法等については，

同年に実施した基木生育特性検定試験に準じた.

5.整枝管理試験

2009年 3月 25日に播種し，ガラス温室内で慣行育

苗後， 4月 27日に青切りタマネギ栽培に利用した既設

トンネノレ内に，基本生育特性検定試験に準じて株間 50

cmで定値した その後 5月 27日までトンネノレ被覆

し 5月上旬以降は随時トンネル裾換気を行った.定

植後，第 1果の着果節までに発生した側枝をすべて摘

除し，人工交配により着果させる整校区と，側枝は全

く摘除せず，着果も訪花昆虫による自然着果のみとす

る放任区の 2区を設定した.なお，整枝区での交配作

業は，雌花の開花が始まった 5月 20日から 5月 31日

まで、行った.追肥，収穫及び病害虫防除等についても

基本生育特性検定試験に準 じた.

結果

1.基本生育特性検定試験

3片 28日播種， 4月 16日定植とした 2007年の試験

では，定植初期にマノレチ内土壌全体が乾燥していたた

め，活着するまでの 4~5 日間は，晴天時に萎加!する株

が散見されたが，活着後は順調に生育し，側|枝も旺盛

に発生した.その後，第 1着果節までに発生した似IJ枝

を全て摘除したこともあり， 9rL節問品種で、極めてコン

パクトな草姿を示した(図 lB)，雌:花の開花は品種に

かかわりなく 5月 17日に始まり，同日から 5月 25日

まで、早朝に人工交配を行った.その結果，いずれの品

種とも国標の 10"-'15節に着果したが，平均着果節位は

短節間品種の方が普通品種より 3節程度低くなった

(表 1)，主茎を着果節の上位 10節で摘心したときの

収穫終了時の短節問品種と普通品種の生育パターンの

違いは顕著で(図 lC，1D)，実際に主茎長を測定した

ところ，短節問品種では 46~48 cmで普通品種の 248

~267 cmに比べ著しく短かった(表1)，この短節問性

の発現状況をさらに詳しく観察したところ，両品種と

も第 l果着果節までの節聞は著しく短いものの，それ

以降は徐々に短節間性が失われて節聞が長くなること，

また， 'TC2A' ではその傾向が強いことが明らかにな

った(図 lE).そこで，第 l果着果節前後の 5節問を

測定したところ，普通品種では品種及び節位にかかわ

りなく\O~14 Cl11で有意差は認められなかったのに対
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凶 1. 'TC2A' の生育，着巣及び主茎や11長. A: 2007年次の定植11奇， B 同6月12円

の生育状況， C及びD:同収穫時の普通品種(‘みやこ '及び‘えびす， )と短節問
品種(‘つるなしゃっこ， )と 'TC2A' の植物体及び着果位胃と主茎の{1/1長状削の

比較， E ‘TC2A' と短節問!?日重‘つるなしゃっこ (Ty) ，の節問伸長状況の比較

で，着果節位を0とした ときの下位節を負数で，上位節を正数で示す (表l参照) • 
F:2008年次における品種，作期及び栽植密J支の組合せ試験における生育状況 (2008年

6月24日)で， 111各号はCに同じ.Dでは宮市芳香'も参考品種として示した.

Il 

と同じ傾向を不した

(図 lE).このことか

ら， 3月下旬播種の通

常作型での 'TC2A'の

短節間性は第 l果着果

節まで、は維持されるが，

それ以降は徐々に失わ

れることが明らかにな

った

着果後 45~50 日， 積

算?At度で 1，0000C円を

越えてから収穫した各

品椅の完熟果の特性を

表 2 に示し た .

'TC2A'の宋:実は先端

が尖った特徴的な心JIi説

型であったが，それ以

外の品種はいずれも扇

平ないし極扇平の果形

であった. 'TC2A' の

果実表面は平滑で，県

色は波紋，花落ちが小

さく，果肉は濃時色で

厚く ，極粉質であった

がつるなしゃっ こ3

は果皮が傾めて硬く，

また，果実表面には多

数の不定形突起(こぶ)

が生成するとともに，

*1夫j質は粘質であった

(表 2，図 2) 果実の

大きさは えびす'が

平均果実亘 1，751g，横
し，短節問品種の ' TC2A' では 2.6~6. 1 cm，‘つるな

しゃっこ'では 2.3~3.5cm と普通種に比べ著しく短く，

また，品種問及び節位聞に有志:差が検出された.興味

深し、ことに， 'TC2A' では，第 l果着果節の上位節以

降の飾間が 5.0~6. 1 CI11とそれ以前の 2倍以上の長さ

になり，短節間性の発現程度が明らかに弱まっ た.ζ つ

るなしゃっこ'では第 1;果着巣節直 |て3節の節間長は

3.5 CI11で短節間性は維持されたが，それ以降は‘TC2A'

径 184mm で最も大きく，その他の品種は 1 ，293~1 ，470

g でこれらの品種聞に有意差は認められなかった(表

2) . 

'TC2A¥ιつるなしゃっこ¥‘えびす'及び ιみや

こ'を 2008年 3月 281オまき， 4月 16日定植で比較栽

府し，収量性等について検討した結果を表 3にとり ま

とめた 2007年の栽培結果と同様，普通品種は短節間
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lull種より 第 1;果着果節位がやや高く 表1 3JJT句まき栽i青における‘TC2A'及び対照カボチャ品積の生育特~!I:Z)

口Iコ口 干亜 tHl ;r~ ニビ茎長y)

第 l米右対ミ:則前後の節問長 (cm)x) なった. 1株当たりの平均着果数は

‘つるなしゃっこ'が 3.5果と多く
く川，f'.!ir> 着巣節位 (cm) -2節 l節 +1節 +2節

ifri(l-nの
+3節 .N.s:t'1叫} 

‘みやこ'が 2.0呆 とやや少なかっ

た.単位同積収量は 1株の占有面積

の差，すなわち栽植宥度を反映して

短節間品種での収量性が高 くなった.

とくに着果と果実肥大が良かった

<J.lii百ifaJI1iI11{IH>

TC2A 

つるなしゃっこ
I11『極付『内のイ1 百~:1'1り

< 'ìW .ìill，ldJN~ > 

み や ヤ

」

え びす
tHlf民 IFf 戸、]のイ~.ì1õセt")

品f噴trt:f:nのイi.日判叫

10.5 48 2.6 

10.5 46 2.3 
n5 ns ns 

13.2 248 10.6 

13.5 267 12.2 
I1S ns 115 

本* ** 権利ド

3.3 5.0 6.1 6.1 取羽B

2.5 2.8 3.1 3.5 司俳*

n5 調k司ド ** 本車

11.0 12.5 12.2 12.3 I、お

12.6 14.4 14.0 14.2 ns 

n5 1】S n5 IlS 

本* ** ホ* ** 
‘つるな しゃっこ'は 600kg/aと極

多収となった.‘TC2A' は 314kg/a 

で《つるなしゃっこ'の半分程度で

z)1'I府亜日は20071'下3fJ28日，定摘は同4月23日 アノレプア ベットj育"j':の災jJjJ号|別には品積問の
lsdfq引iiにより 1%水準でイT語、差あり

y)第 1*収機lI~fの iY.l I定他

あったが，普通品種の‘えびす'の

240 kg/aと比べると1.3倍の単位面

積収量が得られた. 上呆率は，果実

表面の不定形突起が多発した‘つる

なしゃっこ'が 72%でやや低い値と

なった

')-2筒:~~:県節の下位 l 節と|、{立2節の附， ー l 筒:~うJl~節とその下位 1 節の fll'l，什節 新果tmと
その |ー位 1i百jの[JfI， +nm 結果飴iの上イiU節と上位2釘jの問， +3古Ii 着果節の上位2節と J'.f!i:3
111iの11¥1

w)同 一品種における第 l果l~T*Eí'j位前後の節 II \J 長の一元配置分散分析で，件は 1%水準でイ17d
51ーあり， n sは有 I~:ltな し

，.)各rnGIについての問 品稀君、「の2品種間のWelchの検定及びU)t検定・で， "、ずれも件は1%水準
で有意差あり， nslま有13;業なし

以 ヒのよう に， 'TC2A'は，短節問で、果実品質が高

く，特植できるために単位面積収監が高いことなどか

ら，青切りタマネギ栽培に用いた保温トンネノレをその

まま利用した集約栽培に適する有望品種であるこ とが

明らかになった.

2.作期試験

‘TC2A'は作期が盛夏期以降になると普通品種と同

じ伸長性を示す(杉山 ら 2009).そこで 2008年 3

月下旬まきから日長が最も長くかっ高iffit期となる 7対

下手rJまきまでの問で 6作期を設定し，神奈川県におい

て短節間性を生かした栽培ができる作期の範囲につい

て中食言すした.

図3に播種時期による第 l果着巣節佐(A)と第 l果着

果節位までの平均節問長(8)の変化を示した.第 l果着

呆節位は， 5 J=j 28 日 まきまでは1O~ 15 節であっ たが，

6月 12日以降の播種期では 20節以上となり 6月 27

日まきでは 30節を越えた.また， 第 1.果着果節位まで

の平均節間長も同様の変化パターンを示 し， 3月 28日

放び 4月 28日まきでは 3.4 ~4.8 Cl11程度と顕著な短節

間十生を示したが， 5月 28日まきでは 6.8Cl11， 6月 27

日まきでは 9.1 cmとなり，普通品種より i互いものの，

短節間性は消失した.

作期別の収量性を表 4に示 した.3月 28円まきでは

図2 果実特性.A及びE: 'TC2A' ， 8及

びF: ‘つるなしゃっこ c及びG み

やこ D及びH: ‘えびす 具体的な数

値については表2参照.
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表23月下旬まき栽培における 'TC2A'及び対照カボチャ品種の収穫果笑(第l果)の特性z)

果実先端果重，)
果実のX) )花落の 果肉の

品種 果形 の形 (且) 縦径 横径
果梗径X 大きさx) 厚さx) 果肉色 食感

(mm) (mm) 
果f毛比 (mm) (mm) (mm) 

TC2A 心臓形 o 1，470 ab 1 [4 b 166 a 0.69 b 21 a 18 b 28 b 濃燈 極粉質

つるなしゃっこ極扇平 平 1，378 a 100 a 167 a 0.60 a 27 c 31 c 25 a i復策 京占 質

みやこ 蔚平 平 1，293 a 98 a 161 a 0.61 a 23 b 15 ab 24 a i農燈 極粉質

え びす 極扇平やや凹 1，751 b 105 a 184 b 0.57 a 23 b 26 c 24 a i農燈 粉質

}播種目は2007年3月28日，定値は|司4月23日 アルフアベット肩字異符号問には品種間のIsd解析により 1%水準で有志:差あり
，)収機した全個体の平均値
x)代表的な5果の平均値

表33月下旬まき栽培における 'TC2A' 及び対照カ

ボチャ品種別の収量性z)

13 

平均 l果重は約 1，200gとやや小さかったものの

株当たり 2.6果着果，単位面積収量は 314kg/aと多収と

なった. 4月 28日まきでは平均 1果重が 1，500gを越

え株当た り 2.4果着果，単位面積収量は 382kg/a 

と最も多収となった.一方， 5月 28日以降は作期が遅

く な る ほど 着果 が不安定となり株当たりの着 果数

も減少傾向を示した.ただし， 'TC2A' の特徴的な心

臓型の果形は作期が遅くなるにつれ乱れ、変形果の発

生につながった.

口口口 種
平均

収量 上果率平均 果 重
着果数

3.栽植密度試験

'TC2A' の適作型

である 3月下旬まき作

型で、行った栽植密度試

験結果を表 5に示した.

第 l果の着果節位は，

栽植密度 が最 も高 い

152株/a区では 11.4節

とやや低くなったが，

40 

30 

草起巨言匠 20 

~健

組長

10 

O 

く品種訴>
(果/株)

(kg/a) (よI!:数%) (g) 

く短百円問1品槌〉

TC2A 2.6 314 76.2 1，197 

つるなしゃっこ 3.5 600 72.5 1，738 
〈普通品種〉

み や
、F

2.0 131 100 1，312 」

え び す 2.9 240 89.7 1，655 

勺蚕種目は2008年3月28円，定値は|司4月16日.栽i遺221度は

短節間品種は100株/a(株間50cmx畦問2m)，普通品種は50

株/a(株間50cmx畦間4m)

12 

10 

雪 8

u以
~ 6 

也容併 4 

2 

O 
3/28 4/28 5/28 6/12 6/27 3/28 4/28 5/28 6112 6/27 

他の 3 試験区では 12~

13 節で差は認められ

なかった.一方，栽植

密度が低くなるにした

f面積日(月/日) f品種l:I (月/日)

図 3 ‘TC2A'における播種期別の第 l果の着果節位(A)及び第 l果着果節までの平

均節問長(B)の変化
栽櫛密度はいずれも 100株/a(株間 50cm，畦中高 2m)で，数値は全株または全収税巣の平均値.ノミー
は標準偏差を示す

がって l株当たりの平

均着果数は多く，平均 1果重は重くなる傾向

が認められた.その結果，単位面積収量は 100

株/a区が 314kg/aで最も多収となり， 75株/a

区が 299kg/aでこれに次いだ¥上果率は， 75 

株/a区で乱形果の発生により 61.4%とやや低

かったが，それ以外の試験区では 70%以上と

なった.なお，播種期試験と同様に，栽植密

度の差による果形の変化は認められなかった.

表4 'TC2A'における作期別収量及び果実形質z)

作期 平均
収量 上果率平均果重 ) 

着果数 果径比"
播種目 定植日 (泉/株)' (k山果数%) (g) 

3月28日 4月16日 2.6 314 76.2 1，197 

4月28日 5月23日 2.4 382 57.1 1，571 

5月28日 6月24日 1.4 213 64.7 1，527 

6月12日 7月 8日 1.0 104 85.7 1，035 

6月27日 7月16日 0.6 65 40.0 1，168 

0.72 

0.73 

0.66 

0.68 

0.81 

勺008年作の結果で，栽柏・密度はいずれも 100株la(株間50cm，畦幅
2m) 数値は全株または全収穫果の平均値
)')縦径/検筏
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表5 ‘TC2A'における栽槌密度と収量及び果実形質の関係z)

栽植 平均
収量; ヒ果率平均果重果筏比x)密度"、第 1果の 着果数

(株/a) 着果節イ立 (果/休)
(kg/a) (*数%)芭)

50 12.7 3.6 258 72.2 1，431 0.71 

75 12.3 2.9 299 61.4 1，365 0.72 

100 13.3 2.6 314 76.2 1，197 0.81 

152 11.4 1.7 267 78.4 1，035 0.71 

)播種日は2008年3月2811，定値は同4月16日.数値はいずれも全株また
は金収秘巣の平均値
y)株間は50株/aでは100cm，75株/aは67cm，100株/aは50cm及ひ'152株/aは
33cmで，畦幅はいずれも2m
x)縦径/桜i筏

4.整枝管理試験

栽植密度試験と同様の 3月下旬まきの最適作型で行

った整枝管理試験では，生育特性と収量性において整

枝区と放任区との聞に顕著な差が認められた(表 6). 

整校区では第 l雌花は安定して着果し，第 1果の平均

着果節位も 13.9節で，これまでの栽培試験とほぼ同等

の節位(表 l及び 5) となった.一方，放任区では，

訪花毘虫による自然着果としたこと及びほとんどの雌

花がトンネノレ内開花となったことから第 l雌花の着果

が不安定となり，着果節位は上位節に向かつて分散し

た.また，節問長は第 1雌花の着果の有無にかかわら

ず，第 1雌花着生節位の上位節で、は短節間性が徐々に

失われ，平均主茎長は 125cmと整枝区に比べ有意に長

くなるとともに，個体により大きく変動した.しかし，

収量について見てみると，側枝が良く発生した放任区

では，収穫期は 8月下旬まで分散・拡大したが，平均

果重 1，760gの果実が l株当たり主枝に1.5果，側枝に

1.1果の計 2.6果着果し， 単位面積収量は 455kg/aと多

収となった.これに対し，整枝区では，第 1果着果

節までの側枝を摘除し， 主枝のみに着果制限したた

め3 収穫期は 7月下旬'"'-'8月上旬に集中し，平均果

重は 2，163gと大果にはなったが， 1株当たりの着果

数は1.1果と少なかったため，単位面積収量は 238

kg/aと放任区の半分程度となった.なお，本試験で

は，果実の生育初期の強風で果実表面に大きな損傷

が発生するとともに，生育後半の高温により乱形果

及び裂果が多発し，整枝管理の有無にかかわらず上

果率が 50%程度と低くなった.

考察

本研究により，短節間で果実品質の高いセイヨウカ

ボチャ品種 'TC2A'は高い集約栽培適性を有すること

及びこの特性を活用すれば 3月下旬までに収穫が終了

する早春取りのトンネノレ青切りタマネギ栽培の後作と

して，その既設トンネノレを撤去せずにそのまま利用し

た連続栽培(北浦・北 2010)に適用できることが明ら

かになった.‘TC2A' をこの栽培体系で有効利用する

には，その短節間性の安定度を生育条件別に把握して

おく必要がある. 'TC2A' の短節間性の最も顕著な特

性は，杉山ら (2009) も認めているように，着果節以

降の上位節で、は短節間性が急速に消失することである.

同じ短節聞の ‘つるなしゃっこ'も類似の節間伸長特

性を示したが，その程度は 'TC2A'ほど顕著ではなか

った. したがって，着果節の上位節で認められる短節

間性の急速な消失は‘TC2A'に特徴的な特性であると

表6'TC2A'における側枝管理が生育，収量及び果実形質に及ぼす影響之)
考えられた

低節位での短節間性は， 5

平ザ重果径比w) 月下旬播種以降の作期でも

第1着果節ま 着果数
試験区 2校のy) 第 1果の での主税 (巣/株) 収量上僻

届理法) 着果節イ立x) xl 一一一一一一 (kω (果数紛

整校 区摘除 13.9土 2.6

放任 区放任 17.1土1.6

(cm(J 主枝側枝

60土 33 1.1 _u) 238 48.3 

125土 46 1.5 1.1 455 52.7 

nd nd nd 

2，163 

1，760 

0.72 

0.75 

ns 

勺香種目は2009年3月25日，定植は同4月27日.栽植密度はし、ずれも100株/a(株間50cm)で，数値は全
株または全収穫果の平均値
y)仰l枝は長さが5cm以下で、摘除
x)数値は平均値土標準偏差
w)縦径/横径

九及びH はt検定によりそれぞ、れ5及び1%水準て、有意差あり， nsは有意差な し， ndは試験区の設定上ま
たは収集データが存在しないため検定不能
u)該当来笑なし

消失した.杉山ら (2009)

は日長に着目し 8時間ま

たは 16時間日長で栽培し

たときの節間伸長特性を調

べ，両者には差が認められ

ないことを報告している.

また，比較的気温の低い作

期における 'TC2A'及び Eえ

びす 3 の第 1果の着果節位
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は，北海道，神奈川及び石垣島の 3箇所での栽培試験

いずれにおいても 12節前後で差は認められなし、(杉山

ら2009，)11上ら 2007).倉田(I976) は， 日本カボチ

ャ (Cmoschata) は低温・短日条件で雌花分化が促進

されるが，セイヨウカボチャの雌花の着果節位は生育

温度が低ければ日長にかかわりなく下がり， 30
0

C以上

の高温条件では上昇することを報告している.また，

'TC2A'の育成親系統の一つであるセイヨウカボチャ

品種‘錦芳香'を用い 生育初期が高温期となる抑制

作型において播種時期を変えて栽培した試験では，高

温期には雌花着生が著しく遅れることが報告されてい

る(北 1987).これらの結果を総合すると，今回，

'TC2A'を5月下旬以降に栽培したときに認められた

短節間性の消失には， 日長ではなく定植後の生育初期

の高温条件が強く関与している可能性が高い.これに

ついては，今後 3 育苗期の温度条件等を変えて検討を

進め，その要因を明らかにしていく予定である.

‘TC2A'の短節間性が維持され，かっ生育初期の気温

が生育適温期となる 4月下旬播種までの作期では，生

育のバラ ンスが良く，着果・結実も安定し 3 最も多収

となり，その後， 5月下旬以降の作期になると収量性

は低下した.‘TC2A' の特徴である心臓型の果形は，

作期により大きく変化しないが 3 播種期が遅くなるに

つれ果形が乱れやすくなることから，収量性及び果実

品質を考慮すると， 3月下旬から 4月下旬播種までが

‘TC2A' の最適作期であると考えられた.

栽植密度は，太陽光の利用効率と果実への同化産物

の転流・蓄積効率との関係を反映する重要な要因であ

る (Loomis・Conner1992). 本研究において最適な栽

植密度について検討した結果， 100株/a(株間 50cm， 

畝間 2m) としたときに単位面積収量が 314kg/aで最

大となった. Reiners and Riggs (1997， 1999) は普通型

及び中間型のペポ種を用いて，また，平井ら (2004)

は短節問品種の ‘つるなしゃっこ'を用いて栽植密度

と収量性について検討し，いずれも栽植密度を高める

と株当たりの着果数が減少し，かつ果実は小型化する

きる最適な栽植密度は 100株/aであることが明らかに

なった.

セイヨウカボチャの普通品種の栽培では，生育状況

に応じた適切な側枝管理や摘芯作業は不可欠で，栽培

に要する作業時間の 60%を占める(岩間 1947，倉田

1970，平井ら 2004) しかし， 'TC2A' ではこの作業

が不要なため大幅な省力化が可能となる(杉山ら

2009) .実際，今回行った整枝管理試験では，放任管理

にしても，発生した側枝によく着果し，その結果，収

穫期は 8月下旬まで分散・拡大するものの，最終的な

単位面積収量は整枝区より多収となった.放任栽培で

問題となりやすい着果の不安定さは，雌花の開花時期

に合わせてトンネノレを除覆し 3 訪花昆虫を積極的に誘

引するなどの工夫で解決できることから，本研究によ

り放任栽培できる 'TC2A'の省力性の有利性が改めて

確認された.

すでに市販されている短節問品種 4つるなしゃっ

こ'は，‘TC2A'に比べより安定した短節間性を示し，

かっ収量性も高いが，果皮表面に不定形突起が多発す

るほか，果肉の乾物率が低く 3 粘質で一般品種に比べ

食味が劣る(平井ら 2004).これに対し， 'TC2A' は

収量性では‘つるなしゃっこ'には及ばないが，果肉

は厚く，濃燈色で，極粉質で食味もよし、(杉山ら 2009). 

また，果実は先端がやや尖った特徴的な心臓型で，そ

の果形は栽植密度，作期あるいは整枝管理等にかかわ

らず安定していることなどから，果実についてみても

'TC2A'は普通品種と同等かそれ以上の商品性を有す

る短節間カボチャ品種であると評価できる.

以上のように，短節問品種‘TC2A'は高い集約栽培

適性と省力性を有するだけでなく収量性も高 く3 果実

は極粉質で食味がよい画期的なセイヨワカボチャ品種

である. とくに高い集約栽培適性はトンネノレ青切タマ

ネギ栽培との連続組合せ栽培を可能とし，省力性は規

模拡大や高齢化にも対応できることから，今後の普及

に期待したい

が，単位面積当たりの収穫果数が増加することを報告 謝辞

している.今回行った栽植密度試験でも，着果性及び 本研究の遂行にあたり独立行政法人北海道農業研

収量性において彼らと同様の試験結果が得られ， 究センター杉山慶太上席研究員には 'TC2A'の種子の

‘TC2A'の短節間性による高い集約栽培適性を発揮で 分譲及び本稿のご校闘をいただいた.ここに記して感
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謝の意を表する.
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