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沖縄iとおけるトマトの砂栽培について

米盛境 保 水

Shigeyasu YoNEMom A modified sand culture of tomatoes 

using coral sands in Okinawa 

Summary 

(1) 1、omatoes were successfully grown for 4 years in sand culture using 

coral sand of Okinawa as a culture medium, which was storongly 

alkaline showing PH 8. 15 to 9. 2. 

(2) A fertilizer OKF-1 was diluted five hundred times (pH6-7, 

包C2. 1) and applied lo tomatぽ S al at a rate of 5ι／rd' two to three 

limes aweek. 

13) As日hownin figur巴 1, the culture bed was formed into isolated 

type of the bilg日 shape.Gravels were put out at the bottom of the 

bed, and sands of 15～20cm thick were piled on them. 

(4) Growth of st巴ms and leaves progressed favorably as well as b己arring

and d巴velopment of fruits. Averageψnumber of fruiting at each clus-

ter was 4. 6 and m回 nweight of fruit吉川s 237骨. In addition, any 

black end des巴乱sewas not observed 司uit己 at all . 

の） Deficiency of trace 巴lements was not obser V日d. Problems of wet 

injury, solt accmulation and sickness due to continuous cropping 

were solved this culture method. Fur therrnor巴， ther日 was no ne巴d

to control , t巴mperature, oxyg巴nsupply and concentration of differ-

ing from solution culture. Cultivating tomatoes on the strongly alka-

Ii ne coral sand was proo ved possible by the pre詰ent method. on the 

present method. 。口 the basis of these results, the sand culture d巴s-

erved above should also be recommended a日 a method in supplanting 

soil culture and solution culture that have some disadvantage‘ 

16）ぐfhis culture method might be promising for application introduced 

lo inferior・soil areas and cultivation at verandahs or roofs in urban 

communities because it de悶 not n巴eelany soil . Moreover it may be 

applied for protected culture as a new type culture methαl. 

ネ琉球大学Jf!l学部付ti,泌淡場
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はじめに

沖縄におけるトマトの栽培地は主にジャーガノレ土J;iJ!J詰if誌と？ーヂ土岐地f誌に分布している。ジャーガ

ノレー仁左記におけるトマト波法はj二j設がIfi粘土質江るJ九排水不良で，そのためilJf,J}や疫病， ilf他fおi'J与の発生

が多く，また上t認の鋭化が早いために作業総本が必い。一えi，マーヂ土壌ではニヒ淡pHが織性～微駿t':I:で

あるためJii)1ifr的iこカノレシウム欠乏による）ft'，ぐ2'れ泌が多発しトマト栽培iζ附維をきたしている。このよ

うにジャーがルiニtll!，マーヂ上演ともかなりの上織改良を行なわない｜線りトマトの安IE的役JYU災J{'f（ま附

燥である。ト？トは本米j会rt5J倒的jが比絞的長く，栄養生長とll~勉生長後j日i]ll告に進行しつつ必｝jのバラン

スをコントロ…ノレしはがら長期HIド~IζJI父かくを続ける野菜である。そのため地·.t山総境をまえi切にわたって良

好にき公定させ／jfuJJe;，かん水どを好適条件iζコントローノレすることがトマト殺t訟の滋本とはっている。 ζの

ようなことから近年培地環境が人為的にコント口一ノレrSJ認な設波紋埼がトマト iζ1よく災Ill化されつつあ

るが，後波紋tきには上告養液のi弘！支；Yl,Jifii, t官後j夜の絞殺補給， pH 調節， E ・ c調立rl~手の技術はもとより級

々の袋備が必攻ーとなってくる。また一方ことl;lJ!li内容がl去後液へ侵入した場合は：辺、激な拡散感染を起す致命

的な弱点、lが指摘されている。したがって縫波紋収受行なう切合は作物の主主政生態的知識や尚！交な施設技

校管理技術のlPH投与を必裂とし，さらに導入にあたっては他殺の談i泣化， lfiJJ)J化を不得火条fll：とするため

広く一般化にはき三っていない。そのような経緯から浪者はlilJ述のジャーガル土J.:Jil，マーヂニiニj設に代わる

新しい縫j議探索の一段として~11総の海｛沙をrl}J:せHこ fl］）持した新しいタイプの｛沙栽培法でトマト tli;J:査を数年

試み一応の成染を得たのでその経過と概裂を報告しfこい。

砂栽 培法の緩過

妙栽培γ創立総jみ jごい＊らによってい：Uこ本iニの山砂， JII紗等の必尖妙を対象として開発主れたものであ

る。その栽培法は第 i~Hζ示した手当成ベットおよび然j氏ベット Iニ iζ砂を約 5cmのJ認さに放さ約め殺泊旅

とし， hlli!IJするj肥料は液体肥料のN・P・K云袋議fごけで、｛似の徴主i史－糸は施Ji]しないという特!jjl,IょJj法

である。このj沙栽培法を芸H 表iζ示した戸j1総成海砂iζ~Iねしてメ口ンミ手の%14J:訟を試みたがアノレカリ i鈴li

や微fi1援活ミ欠乏が多発し，ベット内でも泊所的iζ＊分の過不足が生じ，特iζ冬i仰のi鉱泌時には是正しい生

Table. 1 Propertie日 ofcoral sand in Okinawa 

総 状 態 立主大谷本経I 二三4自分 :fii 干立 i圭分社1 j滋位以i：含ノki誰
pH 

i反ltlll j;~ 上ti在 fL隊中遊館i七容髭i比側約政相対tD m妙剃liJ> t占仁 0～3 3～6 8～9 

8.15 
l.48 2. 77 46.33 28.44 92.l 53.6 0.35 45. 9 50.8 48.7 0.11 29.2 29.5 29.3 

9. 20 

育陣容が認められた。それらの結;\j:1; から沖縄のifjj砂を培地にする場合はまず海li'}＇のpH 矯正と微沿＊~誌

の補給をf}i：行したJilli！！巴料に改鋳し， j自J11；；にほi也＊分の均一化，』怠Jj包かん＊の省力イじをはiるためのベット

総定i<D再検討が必袋となった。その結果肥料は後淡栽培の施肥越準であるI~立試処方 IC基づいて配合され

たOK F --lをぬ.mし，第 1凶iζ示すベット総長主を考案した。ベットはコンクリートの有践で底部lζ約

l. 0～2. 0 cm径の砂利を赦5-，そのよ邸i乙海砂を 15～20cmの！ばさに敷き詰めた舟J氏型の総書症状にした

ものである。その結果， E主好会J~jにわたりア Jレカリ｜邸＊や微成立g潟欠乏桜発生が全く認められなくなり

f!'\;ii1~JYJでも Jlli'tl閣な~予ぎをぷしアルカリや多様が協同となる生.f!Jl~f;t'.\.15- はほとんど改議されるようになっfら

また隔議ii.ベットの砂の以3を地すζ とによってll}t也の保7]<.カが強まり｝］包l]e;，かん7]<.の回数が大憾に縮小

されるようになった。以下改良された砂栽培法によるトマトのi却去について説明したい。
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coral s品nd

coral sand 

~問b日dwith out bottom bed 
isolat巴dtype b日d

Fig. 1 Types and structur己 of sand cul tur巴 bed

トマトの砂栽培法

。主試品綴l土i誠司うど犯すターンで、 1983{f'. 9 Yl 20日始櫛， J活基l!ftミはガ…デンパンlζ妙を詰めて熊｛総3HJi

j亡を 5cml百j隔で条嬬した。鉢あげは本tだが 1～2然j切の10月5日i乙7.5 cm｛去のボリポット tζ紗を絡めて

行fょった。 f'H'liは寒冷紗被純一ドの育的ハウス i付で行はい，総Ill~ ＇ま OKF-1の 1,000倍液を毎朝刊必か

ん水を殺ねて行なった0 'j_主総は本然 5～6：！箆JV］の 10JJ 25 E:l iこ総IL940cm，条ll¥130 cmの2条紛えとした。

店長Ii後のhiJiJJ巴はOKF ・ lの500｛初段 CE・c2.0～2. 5）で越 2～3践の割合で施lりした。 トマトの

｛土 ＼Lて法は；t校 iえも；仕立てで版:1,Jミは全部fl首｜徐し，各Jぷl万ともi対：／t後iζ奇形采，発符不良県会摘果し 1!11:

！廷当り 4 ～ 5 悩 ;j'j·；尽させた。主校のj~~芯；＇i 5 i野史jぷi皮下の本業 20rだ目で行ない4洛栄tむまでをi況かく調

ft対象とした。

.ff！·浜法： J'.立を関るために1~g花H寺iζ トマトトーンの 100 倍液を各住綴iζスプレー処践した。

定機後のl\'i丈，真~1次消去を摘芯i尽の 12 月 18 1:1 まで行ない，栄3!fの＠iij:fi正l主主5栄！万の{ff・!1毛利， :l'?i"t共数，

巣立LJJI.ぐされ約，条ぐされ泌，’そ』潟県，認：i采の発生について行なった。

病f出発生訓ずれま疫病と！なttli病についてllJ1から 2)]20日まで｛？なった。なおj出告はflit球大学j災学lffl耳、；

Ii品i込tti2ワ・jfラス室内でjl!UJ日ね条件ドで 1官s1"1°3 nまで行なった。

栽培結果および考察

改良烈の｛沙級生活法によるトマトの'.:I三夜状況と浜支のZt来状況のfJ，品設結果を努~2 表， 2お 3 去に示した。

生f'fは定組組後の~＇；］ ii~＼と慌fit＇［の影響でやや釘'illJJや務県｛\i:i1況が，：·:i くなり徒i主的な生，.\£1，となった。しかし挺

むは｛迎会総色で改良前の裁j説法iこ比絞して会期｜泌をi必じてアノレカ 1）昨夜，微Ill'必主総欠乏自主，｛ほ滋11'.!f(,I)緩

の々1=.脊陣容は全く認められなかった。

県災の1%!-Iミおよび肥大は努11栄弱から≪！CJミlζ4古巣し， JJ[＇.＼火状況も Ill制すであった。各jふ！！Ji｝の議決数は3

～61闘で低節鋭は少なく必fi11位になるにつれて多くなり平均およ足数は 4.6悩であった。！投rlJ.は務巣節が

1；’；jくえよるにつれて地加し 1!11:平均!M:Iliは237宮の1j:i:[i_～大去であった。 !1ミj診は第 1W:lfrから第 3!1U号才、

で、はiE.BRJE;の；（L)f~が多かったがm1 封切・にややf:i必りの総半身4で笠縦波がわずかに認められた。

JJ!.ぐされ病，条ぐされがJ，空駒栄，話：L!+I:ミfj；のlfMt:.はほとんど認められなかったが後半の第 4采磁の窓
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脳W: ！立ト γ トトーンのm後処理と必伎によるもので紗殺fti·が政援の係国ではないと｝~立われる。縦約，内

総病の発生秘資総！おまZl14表lζyおす.it重り健全であった。 2）］の降1:n，日照不足による佼約が必の…羽11ζ 

発生したが約死するまでには奈らはかった。

以上のように改良烈のトマトの砂裁I訟は改災詰ijl乙比較して集符の安定，来災の：務W:'!X'f.主およびi肥大効

果ならびに病＇； l;.Jl1Jifjljはどの好tl.iW: を1~｝. る乙とができた。

乙の改良奴｛沙＃il4l告は－は義波紋J告に比絞して培養液調節， j夜の温度調節，駿：＃！；布ll給などがイし必波である。

また ・・Jj，ニiニ銚＃il4t告によむ絞してお！8,j二上謀総当，肥料や；）＼の過不足’自の対策が緩めてm誌であり， さら

に今後~11純のハウス裁i告で予泌される jili作i域密，地1；員立とfti ，土壌病'.fl}等のIMJ®Iζ対しでも：；＜）＇易lζ処f]Ilで

きる条件そ呉研Iiしている。このように改良盟の砂栽治法はJl包培PGj'.flJ!が簡略化され，後j夜栽J:{jや二iニ耕裁I器

等の紛命的問題が少なく，両者・の長pfrが：；＜）＇易 iζrrx:り込め.：；，長所をねーする栽J:g't；去と言えよう。

改良般の｛沙総収ri支は劣；ぷ；土境地椴やJl:!J:自Mi保の鋭しい市街地のl~Jニやべ、ランダの家庭路Jj!fゃ』主役；舗装

の新しい裁培法としても有認とj忍われる。

1、able. 2 Growth of sand cultivated tomato桂昌 1、able. 4 Inf巴ctionof disease 
injuly 

(30 t~平均） ( 30 f朱， Z定数）

1~ 却 l),/8 iks q,Zs 1~／2 ］ ~ls 疫病 i~f 枯病

一一………一一一一…一一一一一一一…M一一一一一
$. :st.: 32.0 45.8 66.5 92.3 1182 132.0 i九 。 。
立主 数 7.1 10.7 14.4 17.6 19.6 20.9 

1ィ2。 。 。
1、able. 3. Fruits bearing of sand cultivated i~o 。 。

tomatoes 
1~3o 。 。

(30抹平均）‘十（30b長） l~ノ10 。 。
第 l果！ぷ第2采t乙t 第3県 税 策4E長級

J~－；20 。 。
* J]J 佼 42.0 66.0 90.0 124.0 

I~ノ30 。 。
IJfJ 1E 数 6.7 7.3 9.7 9.8 

与1 4 。
J雪！英数 3.8 5.7 5.5 4.2 

2山ノJO 2 。
ヨミ ［立＊骨 215.0 240.5 256.0 261.0 %。 。
llfJ :/E El 1215 l~ ノ18 1~3o 1ぺ5

1（文かく 13 1〆／20 2/3 2/ l l 2/z3 

lえぐされ；V:水 。 。 。 。
完全ぐされ泉＊ 。 。 。 。
空綿 5長＊ 。 。 。 2 
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繍婆

(1) pH が 8.15 ～ 9.2の強アノレカリ悦の~11総の海砂を沼地に使用して過去 4 'i1ミにほりトマトの砂i完成を

試みた。

¥2) 肥料はOKF-1の500倍波（P上I6～7，日c2. 1）を 51/rrl'で， UM2～3 lrH泌jりした。

。） 減収ベットは第 il滋の.iffi り JiH氏烈の制緩ベットで！邸~il Iζ｛沙手ilを数きそのiニi乙15～20cm浮の妙そ数

g,詰め栽i託床とした。

(4) 俳＊が災くなり厳密｛れ削！誌でアノレカリ附芯や微役立さ議欠乏縦の発生が全く認められfよかった。

(5) 主主・ •l'.!!i のそiミ脊や然災の答泉！他人1ま順調iζ行なわれ各県併の平均岩井i数は 4. 6j閥，平均泉浴は 237g 

でfJL ぐおれjfi~ミまずの発分＇·＇立会く認められなかった。

(6) 必アノレカリセi；のi}Ij｛沙でυ〉トマト j員法が i:iJil~とむり，ニiニ緋lζ上回交して緑t!L ~怒綴WJi~ ， i!li作隙＇.；！］＇.が W'f.

ii~ され，また:JfU夜l¥¥J告に上七絞して培技j夜調節， I者養液泌皮剥窓口，絞殺補給が不要である。しfこがつて

.2}.:;!&;J音法i立j二fJト;!;XJ{i法.t0よび

(7) オζiおu·さ iま上k議がイ~t足であるため劣五~｛二iニ泌i温f診やr何街地のベラン夕、や｝昼上で‘0）栽i音’施4没胤ユ5の新し

いt創出として有望！である。

なお，本栽培iの尖Ii砲にあたり多大えはお）Jを提供下さった砂漠開発研究所の鈴木娘夫氏~1：び iζ段：学科の

ぬ袋智ぷ，泌i底的ー校，ミ玉城言；主婦の諸Y:'\Iζ e長く Iiぷ泌する。またヌ~；報告の校ll!Jをしていただいた伎芸化学科

のた縦一弘教授はらびにj込学科のiば訓告夫教授に感謝の訟を表します。
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