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防根給水ひもによるトマト砂栽培への組上置肥の適用

今野裕光・桝田正治*・村上賢治

岡山大学大学院自然、科学研究科 700-8530 岡山市北区津島中

Application of Placing Controlled-release Fertilizers on the Wick to Tomato Sand Culture in the Root-

proof Capillary Wick Watering System 

日iromitsuImano， Masaharu Masuda* and Kenji Murakami 

Okayama University， Graduate School ofN.αtural Science and Technology， Tsllshima-naka， Kita-kll， Okayama 700-8530， Japan 

Abstract 

The‘packed bag-fertilization (PF)' method of controlled-releas巴fertilizerwas applied to tomato sand culture using a root-

proof capillary wick watering system for eas巴ofmedia reuse. Plant growth， marketable fruit yield， and elution percentage of 
fertilizer were compared in four treatments， which were combined with growing media (mixed soil and sand) and the nutrient 

supply method (mixed fertilizer (MF) and PF method). Plants of medium-fruited tomato were grown for 132 days合om

September 2009 to February 2010， up to the 7th fruit truss. There were no diffi巴rencesin the plant growth and marketable fruit 

yield in soil and sand media， and in MF and PF. 1n sand media， the incidence of ‘green back'， a fruit-colouring disorder， 

increased at the later trusses compared with soil media. Also， fruit acidity of sand media at all trusses was lower than that of soil 

m巴dia.This reduction in fruit quality was probably caused by K20 deficiency in sand media. At the end of the experiment， the 
fertilizer bag was removed from the media and analyzed. The elution percentages of total-N (下N)and K20 were more than 

80%， which明rereslightly lower in sand than in soil media. There was little difference in the elution percentages between MF 

and PF of sand media. Apparent K20 absorption per plant in the sand decreased by 4 g compared to that in the soi1 media. This 

difference was caused by the nutrient contents of the media before planting. As a result， fruit quality in the sand media was 

lower than that in the soil media. 1n conc1usion， the PF in sand can sustain plant growth and yield at simi1ar lev巴Isas soil or MF 

and with a similar elution percentage of fertilizer. How巴ver，sand media should be designed to show an improved fertilizer 

effect of KzU from the first to end of the growth stages greater than for soil media to decrease th巴incid巴nceof ‘green back'合uit

and improve fruit quality. 

Key Words : fertilizer elution percentage， packed bag-fertilizer， reuse ofmedia 
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緒函

「肪棋給水ひも(以下， rひもJ)J栽培とは，帯状に切断

した毛管資材を根の侵入防止のために遮根透水シートで被

覆しこの資材を栽培容器の側面底部より挿入して給水す

る手法である(桝田， 2008). この手法は土壌養水分の流出

がないため，生育に必要なすべての養分を肥効調節型肥料

の形で最初に土壌混和しておけば，生育期間を通して水の

み与える栽培法が可能である. しかし，一度使用した培地

を再度利用するには，栽培終了後に残存肥料を培地から除

去することが困難なことから，土壌分析を行い，残存養分

量を勘案したうえで施肥設計を組む必要がある.また，肥効

調節型肥料を用いるため，残存した肥料の溶出速度も考慮

2011年 1月 17臼受付 2011of. 10月28日受濯.
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しなければならず，次作での施肥設計は非常に複雑となる.

著者らは，残存肥料の除去を容易にするため，所要肥料

を透水性の袋に入れて「ひもj上に置く「紐上置肥法(以

下，置肥)Jを提案し，土培地において混和処理と比較した

(今野ら， 2011). その結果，震肥は肥料養分の溶出が遅く，

生育および収量は若干劣り，施肥設計あるいは肥料袋の形

状に改養が必要であると考えられたが，生理障害もほとん

どなく生育し正常な果実を収護できることが示された.

しかし栽培後に培地を再科jfJする際，土が間化していた

ため根の除去ならびに培地を解すのに労力を要した

一方，培地に砂を用いれば，栽培終了後に水を切り乾燥

させることによって根と砂が容易に分離できることから，

土と比べて培地の再調整に要する労力は少なくてすむ.ま

た，砂は，易有効7.Kで示される物理性が栽培を行ってもほ

とんど変化しないとされ (Femandesら， 2007)，粒径に註

意すれば安定した毛管水の移動が確保できることから，

用性が高い
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培養液を施用する「ひもJ栽培においては，砂は中玉ト

マトで土壌改良材なしの単独使用でもよく (MaslIda・Zoha，

2010)，さらに大玉トマトでも土と同様の生育および収量が

得られた(桝自ら， 2010). 本試験では， rひもJ栽培にお

ける培地の再利用性を改良することを目的として，砂培地

に置肥法の適用を試み，ヰ!玉トマトの生脊，収量および肥

料養分の溶出率に及ぼす影響を調査した.

材料および方法

1. 栽培概要

本試験は，岡山大学農学部研究闘場の単棟加温ビニール

ハウス内で行った. トマト品種は，中玉系‘レッドオーレ'

(カネコ種苗)を供試した.栽培期は前報(今野ら， 2011) 

と問様の秋冬季である. 2009年 8月 20日，市販の播種用

培養土(たねまき培土，タキイ種苗)で、満たした 200穴セ

ルトレーに播種し， 9月2日(第 2葉展開時)に市販の域

養土を満たした 10.5cm径ポリポットに鉢上げした. 9月

19日(第1段花房の開花約I週前)に，栽培容器(縦 19cm x横

33.5 cm x高さ 15.5cm) をプラスチック板で横面を半分に

仕切って 2区画とし 区画当たり 3Lの培地に 1株定植

した以降，前報と同様の方法(今野ら， 2011)で「ひも」

給水を行った

培地は土と砂の 2種類とし，施肥は培地の下半分に肥料

を混和する混肥と，容器内の「ひもJ上に袋入り肥料を置

くi置肥の 2種類とした.それらの組み合わせで計 4処理区

を設け，各医に 8株を供試した 土培地IR(以下，土区)

には森重ら (2009) に準じ，畑土:パーク堆JJ巴:ビートモ

ス.パーライトェ 2:4: 1・1(v/v) の混合土を用いた.砂

j表地区(以下，砂区)は)11砂を 2mm以下に飾った後，粘

土質を洗い流したものを用いた. トマトの「ひも」栽培に

おいては， 0.25 ~ 1 mm径の川l砂が萎れによる枯死偲体も

なく望ましいとされるが (Zoha・桝田， 2009)，その粒径で

は入手した川砂の約 40%を廃棄することになり，非経済的

である.そのため，毛管力が比較的弱い 1~2mm径の粒

径も使用し， 0.25 mm未満の粒径については，流水によっ

て粘土成分を除去することで廃棄率を 15%以内とした.こ

の粒径は，大玉トマトにおいて適用できることが報告され

ている(桝田ら， 2010) 土および砂培地において，作物の

ない状態で「ひもj給水した場合の三相分布を第 l表に示

した.固相，液相，気棺の比率は，ゴニ培地で、それぞれ 2l.l，

51.3， 27.7% (v/v)，砂培地で、それぞれ 55.3，16.3， 28.4% 

(v/v) となり，気相は両培地でほとんど変わらず，砂培地

第 T表 オニおよび砂培地の三栢分布

三相分布[% (v/v)J 
培地

国相 液相 気相

土
砂

21.1 

55.3 
51.3 
16.3 

27.7 

23.4 

の方が土培地より液相が少なく，固相が多かった.また，

砂培地について 115，000aワグナーポットに体積含水率の異

なる砂を入れ，土壌 pF値を測定したところ 5，10， 15， 20 

% (v/v)で， pF値はそれぞれ lふ1.3， 1.0， 0だった.前

報(今野ら， 2011) では，置肥は混肥より肥料成分の溶出

率が低かったが， この原因は袋内部の肥料粒子の層が厚く

(中央部で 6~7 属)，水分が不足して溶出が不十分であっ

たことが考えられた.そこで，予備試験として前報(今野

ら， 2011)の4.5x 15.0 cmの3倍の表面積となる 13.5x 15.0 cm 

の袋(肥料粒子は均一で 2~3 層)を作成し，表面積の異

なる両袋の肥料成分の溶出率を比較した.その結果，栽培

後の肥料の乾物重は，拡張袋の方が有意に減少した. これ

は買肥袋を拡張し，粒子の層を薄くすることによって肥

料成分の溶出率が増加すること示しており，このことから，

本試験における置肥袋の大きさは 13.5x 15.0 cmとした.ま

た，袋の資材は，内部に水分が浸透しやすいと考えられる

防虫網で作製した.

定植直後は，水道水を培地表面から培地が卜分に湿る程

度に濯水し，定植 1週間後に培地表面が湿り毛細管現象が

十分に働いていることを確認すると同時に，培地からの蒸

発を抑制するため，籾殻を培地表面に約 2cm厚に敷L、た

栽培中に培4地中の溶液を採取するため，土壌溶液採取器

(ミズトール，大起理化工業)に連結されたポーラスカップ

を定被11寺に各処理区 3{思ずつ，置肥[乏では置fl巴の真上にす

混肥j豆ではそれに相応する場所に「ひも」と並行に設置し

た 栽培容器の配置は，給水管を中央に条間 40cmの2条

とし，主茎の|間隔が 38cmとなるように誘引した 栽培中

の地掘を概定するため，同条の中央付近にある土および砂

抵の二枚培容器に地視計を埠設した.受感部は，培地の上下

面より約 6cm位置の中央部とした地混は，各培地につき

2点を異なる条において測定した加担は 10月下旬から行

い，設定混度は 150Cとした また，内張りカーテンは 12

月上旬に設置し換気のため日中は片側面のみを開放し

室温が 300Cを超えた場合には強制換気した. トマトトー

ン100倍希釈液の散布により着果が確認できた時点で，1:T

果房最大 8果となるように摘果した.摘心は，第 7段果房

の第 1~3 番花へのホノレモン処理から l 週後に，同果房上

2葉を残して行った.摘葉については，各果房の果実をす

べて収穫した時点で，その果房以下の葉をすべて取り除い

た.2010年 2月 1臼に，全果実を収穫して栽培を終了した

栽培容器での生育期聞は， 136日間であった.

2. 定槙区酒 (1株)当たりの施肥設計および施与養分量

l株当たりの施肥設計および施与養分量を第 2表に示し

た 施肥設計は，前報(今野ら， 2011)で栽培後の肥料袋

内に多くの養分が残存していたため，前報(今野ら， 2011) 

より全体に溶出日数の早いものに置き換えた. し かしこ

の溶出日数の早期化によって，生育初期に肥料の濃度障害

が生じると想定されたため，一部は後期溶出型のシグモイ

ドJJEN(Sエコロングトータル 424(ジェイカムアグリ，以
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第2表定植区闘(l株)当たりの施肥設計および施与養分量

施肥処方
溶出波数施与量 保証(分析)養分量 (g)Z 

(タイプ (g) 下N N0
3
-N NH

4
-N P20S KヴO CaO MgO 

RE効調節型肥料
エコロングトータル 313

ノ/

Sエコロングトータノレ 424
ロングショウカル
エコカリコート 2038

40 

100 

100 

100 

100 

10 1.3 
10 1.3 
20 2.8 
20 2.4 
10 0.2 

小計 70 8.0 (8.2) y 

鶏ふん灰
土培地 (3L) 
砂か

合計
土区
砂か

10 

ZRE効調節型肥料は保証値で，それ以外は分析{践で示す
y括弧内の{陵は分析値を示す

x分析は行なっていない

O 

5.8 

4.4 

14.0 

12.6 

下すべての肥料は同社のものであるため省略))に置き換え

たうえで， ロングトータル 313を 10g (tota¥-N (以下， T峨

N) 1.3 g， P20S 1.1 g， Kp 1.3 g， MgO 0.2 g)減らした.以

上の施肥設計の変更によって 生育の初期~後期まで肥効

を確保すると問時に，初期溶出の抑制を図った.それ以外

はlIIJ報(今野ら， 2011) と向様で，エコカリコート 2038お

よびロングショウカノしを組み合わせた.全量 (70g) の各

養分量は分析値で下N，P20S' K20， CaOおよび MgOがそ

れぞれ 8.2，5.5， 9.1， 5.2および 0.5gであり， N03-NとNH4-

Nの比率は約 2:1となった.また，微量要素を補う意味で，

燃焼鶏ふん灰(南国興産)を区画(3L)当たり 10g混合

した.肥料と鶏ふん灰の施与養分量は全処理区で共通で

あったが，栽培前の培地に含有される養分含量は土と砂で

異なり，砂はすべての養分において土よりも少なかった.

その髄は，培地 3L当たり下N，P20S' K20， CaOおよび

MgOがそれぞれ土で 5.8，1.9， 4.¥， 4.8， 1.4 g，砂で 4.4，

0.1， 0.¥， 1.1， 0.¥ gであった.上記の肥料，鶏ふん灰およ

び培地の養分量を合計した値が， ¥豆画(¥株)当たりの施

与養分量である.

3. 巣実韻査

果実は着色時点で随時収穫し，総果数，可販果数，非百J

販巣数および果実重を記録した.果実品質については，各

果房の第 2番果を用いて糖度 (Brix%) と酸度(クエン酸

当量)を求めた.糖度は搾汁を屈折糖度計 (RA拘 250，KEM) 

で，酸j支は果実をホモジナイザーで破砕して遠心分離後，

上清を純水で希釈し， 0.01 MNaOHで滴定することによっ

て求めた.

4. 培地・肥料養分調査

1~2 週ごとに培地中溶液を採取し電気信導度および

pHを測定した.測定にはそれぞれ ECメーター (CM-21P，

東亜ディーケーケー)およびpHメーター (HM例 20P，東亜

0.65 0.65 1.1 1.3 O 。目2

0.65 0.65 1.1 1.3 。 0.2 
1.4 1.4 2.4 2.8 。 O 
2.4 O 。 O 4.6 O 
0.1 0.1 。 3.8 O O 

5.2 2.8 4.6 (5.5) 9.2 (9. J) 4.6 (5.2) 0.4 (0.5) 
ω 叩 1.6 1.7 2.0 0.4 

1.9 4.1 4.8 1.4 
0.1 0.1 1.1 0.1 

9.0 14.9 12.0 2.3 
7.2 10.9 8.3 1.0 

ディーケーケー)を用いた.置肥区の栽培後の培地および

袋中肥料の養分分析は，培地から袋を取り出してそれぞれ

について行った.袋中養分の溶出率は，栽培前後の含有量

から算出した.土・混把区では;培地と肥料の分離が困難で

あるため，残存肥料を含有した土を分析したが，砂・混肥

庶においては 2111111自の飾によって砂と被覆肥料粒子の分

離が可能だったため，その肥料粒子を分析した.なお，本

栽培法は一切の排液がないことから，栽培前の培地由来の

養分量と施与肥料由来の養分量の和から，栽培後のそれぞ

れの養分量の和を差しヲlいた備を，縞物の見かけの吸収量

として算定した. ここで「見かけJとしたのは，実際に横

物体の養分分析を行っていないためである.培地および肥

料の分析試料は 800Cで3日乾燥させた.T-Nはj者地および

肥料の乾燥試料を際砕し， CNコーダー (M下700，Yanaco) 

で測定した. P20Sは培地試料をトルオーグ法で抽出，発f立

させ，肥料試料を 1MHC¥で抽出し，パナドモリブデン・

イエロ一法で発色させた後，それぞれを分光光度計(V-6301

RM紫外可視分光光度計，日本分光)で比色定量した.K70， 

CaOおよび MgOは，培地試料を 1M CH3COONH4で抽出，

肥料試料を lMHCIで抽出した後，それぞれを原子吸光光

度計 (Z倒 6100偏光ゼーマン}京子l良光光度計， HITACHI)で

測定した.

結果

1. f世i置

土および砂区において，それぞれ 2点を異なる条で測定

したが同様の額向を示したので 点の結果を第 l区!に示

した.栽培期間の平均地温は土区で 17.90C，砂区で 18.00C

と蓋はなかった. しかし，最高地温の変動は砂区の方が大

きく，平均値は土区より 1.20C高い 22.60Cであった.最低

地温の変動も砂区の方が大きく，王子均値は最高地温とは逆
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可販巣収量および果突品質

砂

酸度

(g・100mL-1
) 

0.42 a 

0.41 a 

0.33 b 

0.35 b 

異なる英文字問に 5%水準で

糖度

(Brix%) 

7.9 a 

8.2 a 

7.9 a 

7.8 a 

第 3表

可販果収最

(kg/株)

2.3 a 

2.2 a 

Zチューキー多重検定により，

有意差あり

2.3 aZ 

2.0 a 

処理区

混肥
置肥

混肥
置肥

土

土

一一一最高地温

一一一平均 11

-最低 11

40 

[，J 25 

廼 20
翠
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35 

30 
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5 
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置肥
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千
土

70 

ハ

リ

ハ

リ

ハ

U

A

U

戸、J
4

・

今

J

?

-

(
州
議
、
)
制
民

60 

砂

4ーよ-

'.， '1'1"下.一

O 

30 

P 25 
張 20
安

15 

40 

35 

10 
日

Ul
 

7 6 5 4 3 2 

O 
5 

果房段位(段)
1113 12116 11118 10/21 

O 

9/23 

第2図 果房段位別の平均果実重

圏中の縦線は標準誤差 (n= 8) を示す
日付(月/日)

重が第 6段位以下の果房の果重より低かった.果実の糖度

は約 8%で，全処理院聞に有意差はなかった(第 3表) 一
方，酸度は砂区(約 0.35g ・100mL-1

)の方が土区(約 0.4g. 

100 mL-1
) より有意に低かったが，施肥法聞には両;培地と

もに差はなかった.

第 4表に可販果数および非可販果数と，その構成要素を

示した.総果数，可販果数および非可阪果数は，処理区間

に差がなかった.非可販果は，主に果実の等付近が正常に

着色しないグリーンパック果，および，裂果で構成された.

グリーンバック果は高設位で発生しその数は砂区の方が

土区より多くなる傾向にあったが，有意差が認められたの

砂・置肥区 (5.4果/株)と土・混)J巴区(1.1果/株)

土培地(上)および砂培地(下)における地瓶の推移

に土区より 0.30C低い 14.90Cであった 栽培初期 (9月下

旬)の地温は両培地とも高く，最高地温 300C，平均地温

250Cを超える日が続いたが， 10月以降は両培地とも平均

地祖 200C以下で推移した

2. 果実調査

第 3表に収穫果実の可奴果収量と品質を示した. 1株当

たりの可販果収量は，土区と砂区間に差はなかった.土区

の混肥と霞肥はそれぞれ 2.3，2.0 kg，砂区では 2.3，2.2 kg 

となり，施肥法問にも差はなかった.果房段位別の非可販

果を含む全果実の平均果重をみると，低段位において土区

は砂区より低く，両培地ともに置肥は混肥より低かった(第

2図).また，土・置ftE区以外の処理区では，第 7段位の果

第 1図

は，

可j坂果数および非可販果数とその構成要素第4表

非可販果数(果/株)可販果数

(果/株)

総果数

(果/株)
処理区

その他尻腐れ果グリーンパック泉裂果メ"-壬:+Z
口長 l

0.4 a 

0.6 a 

0.0 a 

0.0 a 

1.1 b 

2.1 ab 

4.4 a 

4.6 a 

5.9 a 

7.0 a 

48.9 a 

47.3 a 

54.8 a' 

54.3 a 

混肥
置肥

土

1.5 a 

1.6 a 

0.1 a 

0.0 a 

4.6 ab 

5.4 a 
1.3 a 

2.4 a 

7.1 a 

9.1 a 

45.9 a 

46.6 a 

53.0 a 

55.8 a 

混肥
置肥

砂

Z現れた症状の合計で、はなく，

Yチューキー多重検定により，

株当たりの非可!坂果の合計を示す

異なる英文字聞に 5%水準で有意差あり
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の簡のみであった.裂果は低段伎で発生し，株当たりの数

は処理区聞に差がなかった.その他，尻腐れ果，小果(19.9g 

以下)，乱形果および条腐れ果も発生したが，その数はわず

かで処理区間に差はなかった.

3. 培地・肥料養分調査

培地中溶液 ECおよびpHの推移を第 3園に示した.定槌

l週後に相当する 9月初日の ECは，こと区の混肥で24.0dS・

111ml，貴肥で 34.3dS' m-Iと置肥の方が高い値を示した.砂、

一+ー土混肥
四四一・一ー-11 長室1巴

35 一。…砂混日巴

30 I、
...図...11 置紀

ゴヘ 25
a 
宅20
) 

詰15

10 

5 

。
8 

7 

6 

5 

国0.. 4 

3 

2 

。
9/26 10/24 11121 12119 1116 

日付(月/日)

IRは土症と比べて著しく低く，混肥で 10.3dS・lnl，置肥

で 6.3dS・m-Iとなり，施肥法問には大きな差はなかった.

しかし定櫛 2，4選後では，土匹と同様に置肥の方が高い

値を示した.全処理区において，‘溶液 ECは，定植 l遇後

の9月 26日~定横 6週後の 10月 31日まで急激に低下し，

それ以降は土区で 4dS • m-I以下，砂区で 1dS • m-I以下

で大きな変化なく推移した.定植 l週後の pHは砂区の方

がこと区より約1.5高く，土広の混肥と置肥はそれぞれ 5.4，

5.2，砂区では 6.7，6.8となり，いずれも施肥法開に差はな

かった.定植 8週後の 11月 14日には，開じ施肥法におけ

る両培地問に差はなくなり，それ以降雨培地とも置肥の方

が混肥より低く推移した.

定植区画 cl株)内の肥料養分の溶出率を第 5表に示し

た.土・混肥区を除くすべての処理区において，各養分の

溶出率は下N，K20で 80.4~ 86.4%， P20S' CaOで 54.2~ 

62.8%， MgOで 48.7~ 52.2%となった.両培地の溶出率を

置肥において比較すると，それは土匿より砂区の方が低く，

その差は T-N，PPs， K20， CaOおよびMgOでそれぞれ

3ふ 6.5，5.0， 2.8および 3.1%であった.砂区における施

肥法の影響は Caにおいてのみ認められ，混肥で 62.8%，置

肥で 58.4%となった.

16 

塁審土 混肥
塁率 11 霞肥

ロ砂混肥
ロ11 置m:~

主、孝一lV 

権I8 
主語
己認 6 

4 

2 

O 

τ欄N P20S K20 CaO MgO 

第3図 培地中溶液 ECおよび pHの推移(定槌は 9月 19El) 第4図 栽熔期間における株当たりの見かけの養分吸収量

区l中の縦線は標準誤差 (n口 3)を示す 図中の縦線は標準誤差 (n= 8) を示す

第5表肥料養分の溶出率

溶出率(%)
処理区

τ~N P20S KヴO CaO MgO 

混DE 一一z
土

置肥 86.4 aY 61.9 a 85.9 a 61.2 ab 52.2 a 

砂
混肥 83.0 b 54.2 b 80.4 b 62.8 a 48.7 b 

震sE 82.9 b 55.4 b 80.9 b 58.4 b 49.1 b 

施与肥料養分 (g) 8.2 5.5 9.1 5.2 0.5 

z土・混肥IRは，肥料と培地の分離が由難であるため分析していない

yチューキー多重検定により，異なる英文字関に 5%水準で有意差あり
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株当たりの見かけーの養分吸収量を第 4図に示した.下N

では，施肥法が同じ場合，砂区の方が土!まより約 1g多かっ

た.土区の混肥と置肥はそれぞれ 7.0，7.4 g，砂区では 8.1，

8.4 gとなり，施肥法問には差はなかった P205は砂区の方

が土区より少なく，混肥で 2.1g，置肥で1.0g少なかった.

土区の混J1Eと置肥はそれぞれ 5.9，4.8 gとなり， I置肥の方

が少なかった.砂区では両施肥法とも 3.8gとなり，施肥法

問には差がなかった Kpでは，砂区の方が土広より約 4g

少なかった.土区の混肥と置肥はそれぞれ 13.6，13.1 g，砂

区では 9.0，9.1 gとなり，施肥法聞には差がなかった.CaO 

では，砂ほの方が土区より約 1g少なく，土，砂区とも施

肥法問には差がなかった.MgOも，砂IRの方が土IRより約

0.5 g少なく，土，砂区とも施肥法問には差がなかった.

考察

草丈と摘心部の新鮮:重・切断直径で、示される生育(デー

タ略)および可販果収量においては，土および砂区間に差

は認められなかった. この結果は，桝回ら (2010) の培養

液による「ひもJ栽培の報告と一致する.本試験に使用し

た土培地は，前報(今野ら， 201 J)でも十分な生育および

収量が得られている. このこ1::培地と砂培地の三相分布を比

較すると，砂培地の液1、自は 16.3%(v/v) と土培地の 51.3%

Cv/v)より顕著に低かった この体積合水率の場合の pF値

は， ワグナーポットを用いた鵠査より，砂培地では約 1と

非常に低い値を示した. この結果は，遠ILi(J 973) の異な

る粒径の石英砂を用いた実験結果と類似する.一方，土;惰

地は本試験では調査していないが，同じ体積含水率でも，

pF 11誌は砂と比較して黒ボク土，鹿沼ことのいずれも高い値を

示すことが報告されている(矢橋・金光， 1989). この報告

より，本試験に使用した土培地も砂培地より高い pF値で

あったことが推察される.上記のように，砂培地の体積含

水率が土培地より低くても生育，収量に差がなかったのは，

砂培地の土壌水分張力が低く維持できたためと考えられ

た また，両培地の施肥法問においても，生育および収量

の差は認められなかった.土培地を用いた前報(今野ら，

2011) では，置肥の方が混肥より生育および収量が有意に

低下したが，本試験ではそれらの差はなく，肥料袋拡大に

よる置肥のJl巴効改善効果が示されたものと考えられた

平均果重は，低投位で土区の方が砂豆より抵く，両培地

とも置肥の方が混肥より低くなる傾向にあった.生育初期

の溶液 ECは，元の培地に多くの養分が含有されていた土

豆の方が砂IRよりも高く，雨培地とも置肥の方が混阻より

顕著に高くなっており， このことが土佐および置肥におけ

る低段位での果重低下を生じさせていると考えられた こ

の関係においてみると，生育初期にみられる一時的な養分

過剰の影響は，砂匹より土庄の方が，混J1Eより置肥の方が

大きいことを示している.高段{立では，全処理区において

溶液 ECおよび平均果重の差はほとんどなくなり，生育初

期の養分過剰は全段位の可販果収最には影響しなかった.

定植 1週後にはいずれの処理院においても若干の萎れが観

され，シグモイド溶出肥料を用いた本試験の肥料設計に

おいても，栽培初期の溶出抑制はまだ不完全であることが

示唆された.全処理誌における生育初期の萎れを凶避する

ためには，リニア型溶出肥料であるエコロングトータル313

を，初期の溶出を抑制したシグモイド型溶出肥料にさらに

多く置き換える，あるいはエコロングトータル 313の40日

夕イプを 100日タイプに移すことによって，生育初期にお

ける肥料の養分溶出をより強く抑える必要があると考えら

れる この生育初期の溶出抑制は，土，砂区の置肥におけ

る低段位での果重低下を改善することにもなると思われ

る.定植 l選日以降には萎れもなくなり，溶液 ECは縞物

体の成長に伴って低下し，栽培中期以降では非常に低い{践

で推移した この傾向は，木下ら (2010) および今野ら

(2011 )の結果と一致する.土・ i宣肥区を除くすべての処理

区において，第 7段位の王子均果重が第 6段位までのそれら

と比較して低下したことから，栽培後期に養分が欠乏して

いたのではないかと推察された.土・[置肥区においては，

第 7段位まで平均果重が減少しなかったが， これは生育初

期の EC値が高く，強い塩ストレスを受けたことによって

植物の養分吸収が抑制され，後までJJ巴効が持続したためと

考えられた.生育初期の溶液pHは，二l二iまの方が砂区より

低い植を示したが， これは土培地に混合したビートモスの

影響と考えられる.仁|こ1期以降は土および砂区ともにl賢肥の

方が混肥より低下し，後期には pH4前後と非常に抵い{症を

示した.pH低下の要因は，肥料から溶1:1:¥した養分と根から

分泌される酸の 2つが考えられる.栽培後期の溶液 ECは

非常に低い植を示しており，肥料から溶出した養分がタイ

ムラグなく，ほとんど縞物に吸収されたものと考えられ，

肥料成分の溶出が pH低下の要因とは考えにくい.これは

おそらく，根酸の分泌に起罰しているものと考えられる.

培地から根を除去する際，混肥区で‘はノレートマットが「ひ

もJの周囲のみに形成されていたが， i宣肥区では「ひも」

だけでなく置問の向田にも形成されていることが観察さ

れ，ポーラスカップを置肥の真上に設置した置肥区は混Jl巴

区より根酸の影響を強く受け， pHが低下したものと考えら

れた. また， この低 pHが生育，収量および見かけの養分

吸収量に影響しなかったのは 誼JJEの周囲外の比較的根の

少ない場所では根酸の影響は少なく，第 3図に示した pH

よりも高く維持されていたものと推測される.

果実の糖度は処理区間に差はなかったが，いずれの段位

においても，酸度は砂区の方がニヒ区より低かった.土区と

砂ほのj習において，大きく異なっていた点は生育初期の浴

液 ECおよびpH，見かけの養分吸収量である.溶液の EC

およびpHに関しては，生育中期以降に差がなかったため，

砂区における酸度低下の原因とは考えにくい.一方，見か

けの養分吸収量についてみると， T-Nは砂区の方が土区よ

り多かったが，その他の養分は砂区の方が少なかった.果

実中における K含量と酸含量には，高い正の相関があるこ
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とが報告されている(1崎山， 1966).栽培当初，[8、培地中の

K20含有量は土より少なく，その結果として見かけの吸収

最も砂区の方が約4g~'ない値を示したものと考えられ，砂

区では土区より明らかに K供給が不足しており，果実酸度

が低下したと推測された.なお，袋肥料中の K，Oは 80%以

上溶出していたことから，砂区の果実酸含量を高めるには，

当初の施肥最を犠加する必要があると思われた.

非可販果のグワーンパック果は高段位で発生し，砂区で

多い傾向にあった.この捧筈果は K欠乏で発生することが

報告されており (Forster， 1973) ，砂区での多発は，見かけ

のK吸収量が低いことに起因していると考えられ，砂区の

グリーンパック果の発生率を減少させるには K20の施sE

最を増加する必要がある.裂果は，いずれも低段位で発生

したが， この障害果は高濃度培養液によって高まることが

報告されており (Ohtaら， 1993)，本試験でも生育初期の

高い溶液 ECが原因であると考えられた.また，本試験に

用いた肥料の NOrNとNH4-Nの比率は約2:1であったが，

尻腐れ果はほとんど発生しなかった.尻腐れ果の発生E容は，

施与される窒素のNH4-N比率が高くなると増加することが

知られている ここで施与した窒素の NOrNとNH4-Nの

比率は約 2:1であったにも関わらず，尻腐れ果がほとんど

発生しなかったのは，砂培地でも硝化作用は十分に働いて

いたためと忠われる砂培地における硝化作用については，

すでに遠山(J974) によって明らかにされている.

秋冬期においては，養液栽培で与える培養液の NOrNと

NH4判比率が 1: 1でも尻腐れ果は約 5%しか発生しないと

報告されており(池田・大沢， 1988)，本試験で尻腐れ果の

発生がほとんど認められなかったのも， 9月から袈年の 2

月の栽培時期が関係しており，低い気温と地混，あるいは

沼射が影響しているものと考えられた

平均地温約 180Cにおける， 136日間の条件下において，

土・混肥豆を除くすべての処理区の肥料養分の漆出率は，

τ~N および K20 で 80%以上と非常に高かった.しかし第

7段位で果実肥大が劣ったことから，この生育段階での下

Nおよび前述した K20の肥効をさらに強化する必要がある

と考えられた.使用した肥効誠節型肥料の養分漆出は，水

分と温度に依存する特性があるとされる.本試験の培地の

液相率はこと区で 51.3% (v/v) 砂|玄で 16.3% (v/v) と砂症

の方が顕著に低かったが，各養分の溶出率の主主は，砂区の

方が土区より最大で 6.5%低い程度にとどまった.また，培

地開の乎均地混には差がなかったことから，砂区のように

低い液担率でも土壌水分張力が低く維持できる;陵地であれ

ば，肥料成分は十分に溶出するものと考えられた.砂区の

施JJE法問で溶出率を比較してもほぼ同等であったため，生

育および収量が施肥法によって影響されなかったものと忠

われた畳肥の溶出率が前報(今野ら， 2011)より高まっ

たのは，肥料の溶出タイプを早期化したことと，肥料袋を

拡大したことによると考えられた.肥料の溶出率は，肥料

粒子と培地の接触面積の増加によって高まるとの報告もあ

り()I!III碕ら， 2008;佐藤ら， 2006)，本試験の袋入り肥料に

おいて安定した溶出を図るためには，袋中の肥料の層を薄

くして，肥料粒子へ水分を十分浸透させることが重要であ

るといえる.

以上より，再利用が容易である砂培地への農肥の適用は，

土培地の置肥と比較して肥料の溶出率がわずかに低下する

ものの，生育および収量に差は生じないことが明らかと

なった しかし，グリーンバック果の発生を抑制し，果実

の酸度を高めるためには，土培地より Kpの肥効を高める

必要があると考えられた

摘要

トマトの防根給水ひも栽培において，栽培後に肥料袋を

除去する「組上置肥(以下，置肥)Jを培地再利用が容易な

砂に適用し，生育，収量および養分溶出率について土培地

と比較した.また，同培地における混肥と置肥の施肥法の

違いについても|可様に調査した.供試材料には中玉トマト

を用い，第 7段摘心栽培とした.栽培期間は， 2009年 9月

~ 2010年 2月の 136日間であった.主主丈および摘心部の新

鮮重・切断直径には，全処理区間で

収量は砂と土区関に差はなく，両培地における施肥法関に

も差がなかった.砂区の果実は土広より全設{立で数度が{尽

く，高段位でグリーンパック果の発生率が高かった 肥料

を栽培後に;培地から取り出し分析したところ， total-Nおよ

びK20の溶出率は 80%を超えており，砂IRはゴ二区より若干

溶出率が低かった.砂託における施肥法聞には，溶出率に

ほとんど差はなかった 一方，見かけの養分吸収量は，特

にKpで少なく，砂肢が土区より約 4g低い値を示した.

これは元の培地の含有量に依存するものであり，砂区にお

ける果実酸度の低下とグリーンパック果の多発に関係して

いると考えられた.以上より，砂培地の肥料設計は，土1者

地よりも K20の肥効を高める必要があると考えられた.
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