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医重罰

イチゴのピートベンチ栽培における原水と給液管理方法が

収量および品質に及ぼす影響

堀川大輔・西本登志・矢奥泰章・米田祥二・後藤公美・佐野太郎・宍戸拓樹・前田茂一

Effects of water and control of nutrient solution on yield and 
quality of strawberry in ‘peat-bench' culture 

Daisuke HORIKAWA， Toshi NISHIMOTOラ YasuakiYAOKU， Hirotsugu YONEDAラ

Hiromi GOTO， Taro SANOラTakukiSHISHIDO， and Shigeichi MAEDA 

Summary 

This study was conducted to establish circulating hydroponics fおorstむI
reduce water consump戸tiぬon.Effects of the water origin and of the nutrient solution concentration were 
investigated. When the nutrient solution concentration in circulating hydroponics is equal， the fruit yield in 
the system using rainwater was higher than that in the system using groundwater. Using the same water， the 
fruit yield and quality in circulating hydroponics was similar to that in the non-circulation method when the 
EC value of solution in the former system was kept higher than that ofthe la抗er.

Key words: strawberry，‘peat幽 bench'culture， circulating hydroponics 

緒言

イチゴ (Fragariax仰 anassaDuchesne) は，奈良県

の農業における主要な生産品目であり，平成 20年度

の作付面積は 143ha，出荷量は 2，730tJ)である.他

品臣に比べて小面積で、高い収益性が見込める品屈で

はあるが，収穫や摘葉などの際の作業姿勢が悪く，

農家の身体的負担が大きいことが問題となっていた.

そこで奈良県では，平成 10年に，ピートモスを培地

とする簡易な高設栽培システムである奈長方式高設

栽培装霞「ピートベンチJを開発し 2) 農家の身体的

負担の軽減に成功した 6) 導入戸数と栽培面積は年々

増加し，平成 20年にはそれぞれ 64戸，約 8ha5
)とな

っている.既存のイチゴ農家の導入希望者のみなら

ず，イチゴ高設栽培に取り組もうとする新規就農希

望者は多く，今後の増加が予想される.

ピートベンチ栽培は，培地から不織布で余剰液が

排出されるかけ流し方式の養液栽堵 2)であり，給液の

自動化により施肥管理の省力化が実現されている.

必要水量は 200mL/株/日 2)とされており， 10aあたり

では約1.4kL/ fヨと算出される.原水としては一般的

に地下水が用いられているが，奈良県内には，汲み

げ直後に鉄イオンやマンガンイオンが不溶化し点

滴方式の給液チューブの目詰まりを引き起こす地下

水しか得られない地域が多く存在する.このような

地域でビートベンチ栽培を導入するには，地下水の

水質浄化あるいは雨水や水道水の利用が必要である.

水質浄化は，装置の導入に 300万円以上と多大な費

用を要する場合がある.また，給液の全てで雨水を

用いようとすれば，上記の必要水量と，本県の過去

10年の気象データでは 10月"-'5月に連続して降水が

ない期間は最長で 21日間であったことから想定して 1

貯水容量は 10aあたりで約 30tと膨大になる.水道

水のみを利用すると， 10aあたりの経費は，奈良県援

原市水道局の平成 22i:j三8月時点の料金体系による試

算で 12万円以上である.地下水の水質浄化に掛、かる

費用と比較すると雨水や水道水利用に掛かる費用は

小さいと忠われるが，いずれの場合も農家負担の軽

減のためには原水消費量の節減が必要と考えられる.

これまでに著者らは，ビートベンチ栽培において，

かけ流し方式と，培地から排出される余剰液を回収

利用する養液循環方式の両者で，給液量を 200ml/ 

株/日として 11月"-'3月の原水消費量を比較し，循環

方式の治費量がかけ流し方式のそれの 35弘であるこ

とを見出している(データ未発表).このことから，

ピートベンチ栽培において，イチゴへの必要水量を

確保しながら栽培期間中の原水消費量を節減するた

めには，養液舗環方式の採用が有効と考えられる.
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但し，循環方式でかけ流し方式と同じ養液を補充す

るだ、けの養液管理を行った場合，イチゴの収量はか

け流し方式と比較して循環方式で低下することが知

られている 4) また，ロックウール培地の養液循環方

式でのイチゴ‘女i峰'の保成栽培における養液管理

方法が報告されているが 3，4) ピートモス培地の養液

舗環方式において原水および養液管理方法の影響に

ついて検討した事例は見あたらない.

そこで，本試験では，イチゴのピートベンチ栽培

において，かけ流し方式と同等の収量および品質が

得られ，なおかつ， ECで制御できる養液循環方式の

確立を百的に，原水および EC制御時の基準値の影響

について検討を行った.

材料および方法

品種はιアスカルビー'を供した.雨よけハウス内で，

2009年 4月 14日に親株を定植し， 6 月 ~8 月にかけ

て直径 9cmの黒ポリエチレンポットに子苗を受け，

活着後にランナ一切断して青苗を行った.育蔀培地

は，ビートモスとパーミキュライトを体積比で 5:3に

混合した物を用いた.本国の栽培装置は，パイプハ

ウス(6mx22m)内に設置したピートベンチを用いた.

培地は，苦土石灰で pHを約 6，0に調整して微量要素

および界面活性剤を加えたピートモスを用い，容量

3，OLl株とした.定植は 2009年 9月 18日に株間 23cm 

の 2条千 鳥植 えで行い区 20株で 2区制とした.

マルチングを 10月 2013，内張被覆を 11月 1213 に

それぞれ行った.11月 16日から 4月 7日までは，濃

第H受処理方法

T able 1. List of treatments 

処理区 原水z 給j夜方法y

度制御を伴わない灯油燃境方式の炭酸ガス施用と，

17 時~20 時に 60W 白熱電球 150 個/lOa を用いた電照

をそれぞ、れ行った.加温は，ハウス内の気温が 80Cを

下回らない様に温嵐暖房機を用いて行った.他の管

理は，‘アスカノレビー'の促成栽培の慣行法に従った.

原水には雨水あるいは地下水を用い，給液方法は

循環方式またはかけ流し方式とした(第 l表).さらに，

循環方式では，第 1表に示すとおり，栽培期間毎の

養液調整の濃度基準値として， ECで3水準を設けた.

10月 1日より給液を開始し， 10月 1513までは，

全ての処理軍において大塚A処方でECO，6dS・m-1とし

た養液をかけ流した.余剰液は栽培槽の底部から下

垂させた不織布ラブマットu((株)ユニチカ)を用い

て強制排出させた.循環方式の各区では， 10月 16日

より，排出された余剰液を，傾斜を持たせて設置し

た 0.2mm厚の黒ポリエチレンフィルムで、受け，給液

用タンクに田収した.また，回収前のろ過を自的と

して，透水性ネットに 2mm自のふるいに通された砂

を約 300g充填し，フィルム上の余剰液の通り道に 1

つ設置した.養液の補充は， 1日の給液終了後に行っ

た.ECの調整は 10月 22日より開始し， 1~2 日に 1

回養液の補充後に行った.補充はかけ流し方式で用

いている養液で行い，調整は大塚 A処方用の濃j草原

液(大塚ハウス 1号 333g/Lおよび同 5号 O.4g/L，日IJ

に問 2号 222g/L)で、行った.

給液方法をかけ流し方式とした各処理区では，大

塚 A処方で第 1表の ECとした養液をかけ流した.

なお，養液調整時の EC測定には，携帯型 ECメータ

-D-24((株)堀場アドバンスドテクノ)を用いた.

2009年 12月 8日に，草高，草丈，葉身長および葉

養液濃度基準値

巴盗'm-
1
)

10月1白 10月16臼 11月18日 4月7臼
~10F.!15日 -11月17日 -4月6日 -28臼

雨水ECO.9循環 0.6 0.9 0.6 

雨水EC1.2循環 雨水 循環 0.6 0.9 1.2 0.9 
雨水EC1.5循環 0.9 1.5 0.9 
雨水かけ流し かけ流し 0.6 0.9 0.6 

地下水ECO.9循環 0.6 0.9 0.6 
地下水EC1.2循環 循環 0.9 1.2 0.9 

地下水 0.6 
地下水EC1.5徳潔 0.9 1.5 0.9 
地下水かけ流し かけ流し 0.6 0.9 0.6 

zセンター内で採水.地下水は，地下35mから汲みよげた後，凝集部としてポリ塩化アルミニウムを，殺菌剤と
して次亜塩素酸ナトリウムを添加している.

Y点滴チユ…ブストリームライン60(Netafim Ltd.)で絵液し給液量および給液芭数(;j:， 10月16日-4F.!10Bは50mll株/
自および4@]/日，ヰ月11悶-30Bは50mll株/田および8@]/1ヨとしたー給液タンク容量は12L(3.9 kl/10a相当)とした。

X10J奇1B-10月15臼はかけ流し方式とした.
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身幅を髄査した.2009年 12丹4日より収穫を開始し，

2010年 4月 30日まで 5g以上の果実の収穫果数およ

び果重を調査した.2010年 2月 8日， 3 yl 29日およ

び 4月 23日に各処理区より 2""'5果ずつ採取して，

硬度，糖度および酸度を調査した.硬度は，径 5mm

の円筒形プランジャーを装着したデジタノレフォース

ゲージ((株)イマダ)を用いて，果実表面の中央部

で測定した.糖度は，デジタノレ糖度計 PR-101 ((株)

アタゴ)，酸度は，果汁酸度計 CAMづ00 ((株)京都

電子工業)をそれぞれ用いて，果実の搾汁について

測定した.

毎週 l回，給液開始前の養液を採取し， pHおよび

無機成分を調査した.また，原水として用いた雨水

および地下水について，毎週 l囲， pH，無機成分お

よび ECを調査した. pHは，卓上型 pHメーター

ら23((株)堀場アドバンスドテクノ)で測定し，無機成

分は，イオン分析計 IA・300((株)東亜ディーケーケー)

で，陰イオン(硝酸イオン，リン酸イオン，硫化物イ

オン，塩化物イオン)と陽イオン(カリウムイオン，カ

ルシウムイオン，マグ不シウムイオン，ナトリウム

イオン)の各濃度を測定した.ECは，卓上型 ECメー

タ一CM珊 201((株)東亜ディーケーケー)を用いて測定

した.

結果

12月 8日の草高，草丈および葉身幅は，原水に雨

水を用いたIR(以下関水区とする)の中では，かけ流し

区と比較して EC1.2循環芭で大きく，原水に地下水

を用いた区(以下地下水区とする)の中では，かけ流し

区と比較して， EC1.2循環亙および EC1.5楯環IRで大

きかった(第 2表).また，給液方法と養液濃度基準値

が同じ場合，軍高，草丈，葉身長および葉身幅は，

地下水区と比較して雨水区で大きい額向が認められ

た.

収穫果重の合計は，雨水区の中では，かけ流し区

と比較して， ECO.9循環区で小さく， EC1.2循環区お

よび1.5循環区で間等であった(第 3表).また，収

穫果数についても詞様の領向が認められた.地下水

区の中では，収穫果重の合計は，かけ流し区と比較

して， ECO.9循環誌で小さく， EC1.2循環区および

EC1.5循環区で大きかった.また，収穫果数について

も同様の傾向が認められた.給液方法と養液濃度基

準値が同じ場合，収穫果重と平均果重は，地下水亙

と比較して関水区で大きい傾向が認められた.正常

果重率， 15g以上正常果重率は処理区聞に有意な差が

なかった.

果実の硬度は， 2月 8日においては，雨水かけ流し

震と比較して雨水 EC1.5循環区および地下水かけ流

し区で高く， 3月 29自においては，地下水かけ流し

区と比較して，雨水区の各循環区で低かった(第4表).

第2表養液循環における原水の種類および養液濃度がイチゴの
生育に及iます影響
Table 2. E仔ectof water origin and of nutrient solution 
concentration on growth of strawberry in circulating hydroponics 

処理区
主主高
(cm) 

草丈
(cm) 

雨水ECO.9徳環 18.6 cY 21.3 c 

薬身長z

(c同

9.8 b 

薬身中富z

(cm) 

9.0 c 
雨水EC1.2徳環 21.7 a 27.5 a 10.6 a 10.0 a 
雨水EC1.5循環 20‘5 ab 26.1 ab 10.6 a 9.9 ab 
雨水かlす流し 19.2 bc 25.3 b 10.2 ab 9.4 bc 

地下水ECO.9循環 14.8 d 19.9 c 8.3 c 7.8 d 
地下水印1.2循環 19.6 bc 24.6 b 10.0 ab 9.2 c 
地下水印1.5徳環 19.2bc 24.7b 10.1ab 9.4bc 

地下水かけ流し 15.7 d 21.4 c 8.9 c 8.2 d 

翻査包:12月8B
z展開第3薬中失小葉

YTukey法により隠ーカラム内で異なるアルファベット聞に5%水準
で有意差あり(n=40).

第33受養液循環における原水の種類および養液濃度がイチゴの収量に及ぼす影響
Table 3. Effect of water origin and of nutrient solution concentration on yield of strawberry in circulating hydroponics 

処理区z
収穫果重(g/株)y 収穫果数平均果重 正常果 15g以上正

12.Fl 1.Fl 2月 3月 4.Fl 計 (個/株) (g/果) 重率(弘)常菜霊薬(弘)

雨水田0.9循環 160 aX 85 bc 163 a 197 bcd 165 c 770 b 44.8 b 17.2 ab 86.5 a 61.3 a 
雨水EC1.2循環 151 a 140 ab 180 a 248 ab 241 ab 960 a 54.2 a 17.7 a 83.3 a 60.8 a 

雨水EC1.5循環 148 a 96 abc 186 a 263 a 215 abc 908 a 54.3 a 16.7 abc 80.1 a 54.2 a 

雨水かけ流し 154 a 125 abc 186 a 244 ab 242 a 950 a 53.8 a 17.7 a 82.8 a 59.5 a 
地下水印0.9循環 106 a 67 c 88 a 74 e 72d 406 d 27.0 c 15.1 cd 84.6 a 54.8 a 
地下水EC1.2循環 124 a 130 abc 153 a 184 cd 178 abc 768 b 49.8 ab 15.4 cd 85.9 a 54.6 a 

地下水EC1.5循環 123 a 151 a 143 a 218 abc 226 abc 861 ab 54.5 a 15.8 bcd 84.2 a 53.8 a 

地下水かけ流し 117 a 96 abc 112 a 152 d 169 abc 647 c 43.0 b 15.0 d 81.2 a 52.4 a 

z調査は20株/区の2反復で行った.

y収穫期間:12月4臼-4.Fl30日
XTukey法により同…カラム内で異なるアルファベット関に5弘水準で有意差あり(n=2)
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果実の糖度は， 2月 8日において雨水 EC1.2循環思と

比較して地下水 ECO.9循環区で、低かったが，その他

に処理車問に有意な差はなかった.果実の酸度は， 2 

月 8日においては，雨水 ECO.9指環区と比較して雨

水 EC1.5裾環区で高く， 3月 29日においては，地下

水 EC1.2循環区と比較して，雨水 ECO.9循環区，雨

水 EC1.5循環区および雨水かけ流し区で、低かった.

養液の pHは，雨水区においては概ね 5.0"-'6.0の範

閤で，地下水区においては概ね 6.5"-'7.0の範囲でそ

れぞれ推移した(第 1図).原水の pHは，雨水で概ね

4.5"-'6.0，地下水で概ね 7.0"-'7.5の範囲でそれぞれ推

移した.涼水の ECは，雨水で 0.01"-'0.09 dS・m-l，地

下水で 0.30"-'0.33dS・m-
1の範間でそれぞれ推移した

(第 5表).

養液の無機成分については，硝駿イオン濃度は，

給液方法と養液濃度基準値が向じ場合，地下水区と

比較して爵水区で高く推移した(第 2函).原水が向じ

場合，硝酸イオン濃度は，かけ流し涯と比較して，

ECO.9循環匹で低く， EC1.5循環区で高く推移した.

0 また， EC1.2循環震の硝酸イオン濃度が，かけ流し区

のそれと比較して 12月までやや高く月以降ほぼ

同じであった.

リン酸イオン濃度およびカリウムイオン濃度につ

いても，硝酸イオン濃度と間様の傾向が認められた

(第 3図，第ヰ図).

カルシウムイオン濃度は，かけ流し区と比較する

と，雨水区の中では， ECO.9循環震でほぼ同じで，

EC1.2循環区および EC1.5錆環区で高く推移し，地下

水区の中では， ECO.9循環臣で低く， EC1.2 i盾環匹で

ほぼ同じで， EC1.5循環豆で高く推移した(第 5図).

原水については，地下水のカルシウムイオン濃度が，

雨水のそれと比較して高く推移した.

マグネシウムイオン濃度および硫化物イオン濃度

は，用いる席、水にかかわらず，かけ流し区と比較し

て，各循環匹で高く推移した(第 6図，第 7図).

ナトリウムイオン濃度および塩化物イオン濃度は，

拾液方法と養液濃度基準髄が同じ場合，雨水産と比

較して地下水区で明らかに高く推移した(第 8函，第

9圏).また，用いる涼水にかかわらず，かけ流し区

と比較して各循環芭で高く推移し，地下水区の中で

比較すると， ECO.9循環症でその程度が大きかった.

原水については，地下水のナトリウムイオン濃度お

よび塩化物イオン濃度が，雨水のそれらと比較して

明らかに高く推移した.

考察

本試験では，イチゴのビートベンチ栽培において，

原水消費量の節減が期待できる養液循環方式の確立

を臣的として，通常考えられる原水として地下水，

代替として想定される原水として雨水を用いて， EC 

制御による簡易な給液管理方法を検討した.

収量は，給液方法および養液濃度基準{直が同じ場

合，原水に雨水を用いると，地下水を用いた場合と

比較して多かった.かけ流し方式開士で同じ ECを居

標に養液を希釈調整すると，地下水と比較して雨水

は原水自体の ECが常に低いため，雨水を用いた方が

調整に要する濃厚原液の量が多く，硝駿イオン，リ

ン酸イオン，カリウムイオンの各濃度が相対的に高

第4表主義液筏環における原水の種類および養液濃度がイチゴの品質に及ぼす彩饗

Table 4. E仔'ectof water origin and of nutrient solution concentration on quality of strawberry in circulating hydroponics 

処理区
硬度(gf) 糖度(弘) 酸度(弘)

2月8臼 3J奇29日 4月23日 2月88 3月298 4月23臼 2月8日 3月29日 4Fl238 

雨水ECO.9循環 173 abc' 154 bc 204 a 8.86 ab 8.55 a 9.77 a 0.58 b 0.70 b 0.76 a 

雨水EC1.2循環 152 bc 143 c 193 a 9.86 a 8.61 a 9.44 a 0.64 ab 0.70 ab 0.75 a 

雨水EC1.5循環 189 a 144むc 164 a 9.24 ab 8.21 a 9.40 a 0.66 a 0.66 b 0.80 a 

雨水かけ流し 145 c 156 abc 190 a 9.21 ab 8.54 a 9.46 a 0.61 ab 0.70 b 0.72 a 

地下水ξCO.9循環 155 abc 175 abc 193 a 8.79 b 8.95 a 9.48 a 0.59 ab 0.72 ab 0.76 a 

地下水EC1.2循環 172 abc 176 abc 194 a 9.59 ab 8.70 a 9.36 a 0.62 ab 0.80 a 0.77 a 

地下水EC1.5徳潔 171 abc 178 ab 192 a 9.4 7 ab 8.61 a 9.62 a 0.62 ab 0.76 ab 0.71 a 

地下水かけ流し 181 ab 190 a 200 a 9.28 ab 8.19 a 9.22 a 0.66 ab 0.76 ab 0.75 a 

'Tukey;去により潤ーカラム内で異なるアルファベット問に日水準で有意差あり(n=5-10).
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之データ然し
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いても窒素やリン酸といった養液の成分合有量に比

例して収量が多くなったと考えられる.地下水の EC

が雨水のそれに比べて常に高い原因は，地下水の方

が雨水に比べて，ナトリウムイオン濃度，塩化物イ

オン濃度，カルシウムイオン濃度およびマグネシウ

ムイオン濃度が明らかに高いことであると思われる.

くなった.著者らは，かけ流し方式のビートベンチ栽

培で，給液量が毘じ場合養液の窒素成分量が多いほ

ど‘アスカルビー'の収量が多かったことを確認して

おり(データ未発表)，宇田J11ら 8)は， NFTで‘麗紅'を

栽培し，圏試処方の養液濃度が高いほど収量が多か

ったとしている.これらの結果と関様，本試験にお
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--)(--m水

液の ECを l.2dS・m.1と，かけ流し方式の壊準的な濃

度 10)である 0.9dS・m-Iよりも高く設定することで，か

け流し方式と向等の収量が得られた.宇田川 9)は，

NFTによる養液循環方式のイチゴ‘女峰'の促成栽培

において，養液中のイオン濃度を測定して過不足を

補正しながら ECを調整する養液管理を行うと， EC 

また，イチゴにおける好適な土壌 pHは 5.0"'6.07
)

であり，養液の pHが，原水に罰水を用いた場合で概

ね5.0"'6.0，地下水を用いた場合で概ね 6.5"'7.0であ

ったことから，養液の pHも収量に女子影響を及ぼした

と考えられる.

関水を用いて給液方法を錆環方式とした場合，養
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調整のみの養液管理と比べて収量が明らかに多かっ

たと報告している.また，その要因として，両者と

も同じ基準値に ECを調整したにも関わらず，イオン

濃度を補正しながらの EC調整の場合は，養液中の硝

酸イオン濃度およびリン酸イオン濃度が基準値と同

等に維持できたが， EC調整のみの場合はそれらが基

準{産に比べ明らかに低かったことを挙げている.本

試験における循環方式では，イオン濃度の過不足を

補正しない EC調整のみで、養液管理を行ったが，養液

のECを 1.2dS噌 flとかけ流し方式のそれよりも高く

調整することで，かけ流し方式と i苛等の収量が得ら

れた.また， ECを1.2dSom-1で調整した循環養液の
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硝駿イオン濃度とリン酸イオン濃度は，かけ流し方

式のそれらと比較して， 12月まではやや高 く 月

以降は同等に維持されていた.一方，循環方式で EC

をかけ流し方式と同じ 0.9dS・m-1で調整すると，かけ

流し方式に比べて収量が少なく，循環養液中の硝酸

イオン濃度およびリン酸イオン濃度は，かけ流し方

式のそれらと比較して，栽培期間を通じて低く推移

した.これは，両循環亙の養液中の硫化物イオン濃

度が，かけ流し方式のそれと比較して明らかに高く

推移していたことから，養液中に蓄積して ECに影響

を及ぼし，かけ流し方式と同じ ECで調整すると硝酸

イオン濃度およびリン酸イオン濃度が相対的に低く

なったが，高く調整することでその分間イオン濃度

が高くなったためと考えられる.

これらのことより，描環方式では，養液中の硝酸

イオン濃度およびジン酸イオン濃度をかけ流し方式

のそれらと同等に維持できる基準 EC値を見出すこ

とで，循環方式で EC諦整のみの養液管理で、あっても，

かけ流し方式と同等の収量を得ることは可能である

と思われる.

地下水を用いた循環方式においても，雨水の場合

と開様，養液中の硫化物イオンがかけ流し方式のそ

れに比べて明らかに高く推移し，かけ流し方式と同

じECO.9dS・m-1で調整すると，養液中の硝駿イオン濃

度およびリン酸イオン濃度が相対的に低く推移し，

かけ流し方式に比べて収量が少なかった.そのこと

に加えて，循環方式において地下水を用いると，同

じ ECで調整して雨水を用いた場合に比べて収量が

少なく，養液中のナトリウムイオン濃度および塩化

物イオン濃度が明らかに高く推移した.開イオン濃

度は，地下水を用いたかけ流し方式の養液において，

地下水のそれらと同様に，また，地下水を用いた循

環方式の養液のそれらに比べ明らかに低く推移して

いる.そのことから，地下水由来の両イオンが， i盾
環方式では養液中に蓄積したものと考えられる.よ

って，地下水を用いる循環方式においては，雨水を

用いる場合とi司じ ECで調整すると，再イオンの影響

で，養液中の硝酸イオン濃度およびリン酸イオン濃

度が雨水を用いた場合に比べ低く推移し，収量が少

なかったと考えられる.

また，本試験では，養液を EC1.2dS・m-1で調整する

ことで，養液中の硝酸イオン濃度およびリン酸イオ

ン濃度が，かけ流し方式のそれらと比較して，12月

まではやや高く， 1月以降は同等に維持され，収量が

かけ流し方式のそれに比べ多かった.本試験で用い

た地下水の ECは約 0.3dS・m-1で，かけ流し方式の養

液のそれが 0.9dS-m・両者の和が 1.2dS-m-1であるこ

とからすると，ナトジウムイオン濃度および塩化物

イオン濃度が本試験の地下水より高く ，ECが 0.3

6・m-1より高い地下水を循環方式で用いる場合，その

地下水の EC値に 0.9を足した値を基準に養液管理を

行うことで，本試験と同等の結果が得られる可能性

はある.

本試験の結果，‘アスカルビー'のピートベンチ栽培

で，雨水を原水に用いて ECが 1.2dS・m-1となるよう

養液濃度を調整することで，かけ流し方式と関等の

収量性を有する箔環方式が実現できることが示唆さ

れた.

適要

イチゴのピートベンチ栽培において，原水消費量

の節減が期待できる養液循環方式の確立を試み，原

水の種類および養液濃度について検討した.その結

果，循環方式で養液濃度が問じ場合，原水に雨水を

用いた区は，地下水を用いた区と比較して，株あた

り収穫果重が大きかった.原水が同じ場合，かけ流

し方式と比較して循環方式で養液の ECを高く管理

することで，かけ流し方式と同等の収量および品質

が得られた.
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