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福岡農総試研幸HB 4 
Bull. Fukuoka Agric. Res. Cent. B -4 : 31～36 (1984) 

施設トマトの空洞果紡止対策に関する研究

2報 本圃の生育環境放ぴに摘葉、摘果が空刷果の発生に及ぼ、す影響

高尾宗明＠回仁｜二1幸孝

Studi巴S on the Preventive Measures for the Puffy Fruits of Tomato Plants in Vinyl House 

2) Effεct of the Growth Environments of Field, Defoliation and Fruit Thinning in Forcing 

Tomato Culture to Development of the Puffy Fruits 

Muneaki 1、AKAOand Yukitaka TANAKA 

Summary 

This study was carried out to establi呂h measures to prevent puffy tomatoes rn 

the vinyl house. we examined the effects on the yi日ld and the development of puffy 

fruit with reference to the field growth environment, defoli呂tion and fruit thinning 

in forcing culture from l宮75-1号80.

1) The plot without cheesecloth increased in yield and produced less puffy fruit 

than the plot where the amount of insolation was reduced to 40% by black cheese 

cloth. When the tomatoes grew 36 or 45 plants per 10 rrf, planting density of 36 

plants per lOrrf brought a larger yield and a great日rdecrease in puffy fruit than 

those of 45 plants per lOrrf. 

2) The tomato plants which had the fruit clusters exposed to the sunlight, produced 

less puffy fruit than those which were shaded by leaves or black cheesecloth. 

3) At night, the development of puffy fruit in the low temperature area (4 6 °C) , 

where plants were less vigorous, was less than in the high temperaturョ area(7-9 

°C) . The tomato plants with no mulch were less vigorous and produc吟d l日SS puffy 

fruit than those with polyvinyl mulch. 

4) By limiting the number of fruit per cluster to 3, the average weight of fruit 

harvested was increased as compared with 4. 2 fruit per cluster but its effect on 

the development of puffy fruit was comparatively low. 

5) In regard to the effect of the fertility of the field soil when the cultivation was 

heavy manure, the yield decreased slightly and puffy fruit decreased remarkably, 

however with medium manure, the plant grew vigorously 且nd puffy fruit increased. 

6) The development of puffy fruit was less with th巴 application of rice straw at 

lOOkg/a than with the application of straw compost at 200kg I a. 

緒扇
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前報において、施設トマトの空胴果発生に及ぼす

育部期の環境要因について検討を行い、光線不足に

よる芭費の低下及び生育をおう盛にする養水分並び

に温度管埋は空稿果の発生を助長することを報告した。

施設トマトの栽培では、者果率の向上を図るため

にホルモン剤の利用が不可欠であるが、ホルモン処

理果は授精巣に比べて、空駒栄の発生が明らかに多

い傾向にある。施設トマトの主要な作型である促成

栽培は半｛足成やハウス抑制栽よ去に比べて、青苗期は
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比較的長好な気女条件で経過する。しかし、去栄並

びに栄実の肥大；舗は／＊育iζイ~:i蕗＇＇j な低誕弱日 mu副lζ

当たるために、 nJ同巣などの生月！的不良l誌のft!J＝.が
多く、これが防止対策技術の擁立は促成トマトの生

産安定化を関る上で、極めて必要な課j泊である。

空胴果は胎臨犯のゼリー状物質の発達が；岳く、し

かも、果皮音f\の~育が促進される ζ とによりf主lと

空胴が発生するので、県ミの肥大程度と密接な関連

性が認められ〆しそのために、施設トマトのtミ収量

生産には空Ui~＇~！の発会が付随するケースが多い。

施設トマトの空II同号、1・ )r/l:iζ対する本闘の生育環境

の影響lとついては、上i；佼的限定された栽府条件ドに

おいて戸自主主HLノた試験例は多く比られる。 しかし、促

成トマトの良汀多収科技術を機立するために、実際

栽培条件ドlζおける今’IJliJ!t':の発生程度を収量性や商

品性との関速において検討した事例は比較的少な

い。そこで、若者等は 1975年から1980年にかけて

促成栽培において空IJ将来の発弓二IWLl：.による高品質生

産技術を確立するために、ヱド；閣における光線量、栽

槌密度、夜間気組、フィノレムマルチング、施肥量と

生わら胸！日などの1=t.Yf環境及び摘葉、摘果がl収量並

び1ζ72'胴果の発生lζ及l止す影響lζついて検討を行

い、 2• 3 の知Jt~，を付たので、その概要を報告す

る。

材料及び方法

試験 1.夜間気温及び光線量の影響

品種は‘来光K’を侠試して、 1975年 9月25Eliζ 

崎種した。定植は11月22LllC10m'当たり 39杉対l!'lえと

した。試験区はみ；闘の夜間気温を温風i暖房機で、7～

9 °Ciζ保った高夜治区と4～6℃の低夜品，l!X:を設け、

これに光線量として、無しゃ光氏とハウス内IC｛.＼＇.（合

しゃの＃ 600を 1rf!：被覆したしゃ光｜豆をそれぞれ組

み合わせて検討した。

試験2.夜間気温、よ姉ci密度；j主び1とフィノレムマjレ

ングの影響

4束〉包〈’を 197611ミlO)J2FHζ括原して 12月9El 

lζ定柿した。本鴎のtIずf環境として夜間気泌を 7～

9℃lζ官fillしたI子i]佼iliri区と 4～6°Cの低佼温医を設

け、乙れに 10m'当たり 15株と 36株のおむト（1＇＼＇統！交を組 lみ

合わせ、さらに、それぞ、れの区lζ透明ピニノレマルチ

の有無を設けて試験会hった。

なお、試験 1、2とも本闘の肥料は a当たり成分

遣？でN~ 2.8kg、P,O日二ニ 2.2kg、K,O二 2 . .5 kgを

主初~3 し、ハウス内の Llq二1の気i誌は24～27℃を自擦に

管理した。また、試験は 1ix: 20株の3反覆で行い、

第 5)1.1:房までi反穫した。

試験3.#1:実iと対する光線量の影響

‘I品ぴ］）旧光’を 1979年9月HHζ播種し、‘KNVF'

台に呼び接ぎした。定ffiは南北fnJきのハウス内lζ10

m'当たり 27株杭えとし、 W-f：立に誘引して8段果房で

摘心した。試験医は果実に対する採光条件を変え、

第 1巣房ぞ通路側l乙向け、第2県房以上は適宜に誘

引した対照区と採光条件を良くするために全巣房を

通路側lζ向けて、しかも葉陰にならぬように呆房を

葉の外鶴に引き出した採光広及び採光条件を長くし

た全果討を寒冷しゃの＃ 600で被覆し、！底部を開放

したしゃ光rs:を設けて検l1、Iした。

試験4 摘葉、摘県の）；0~等

‘束）¥';K’を 197s11:: 10 n 1 u lζ搭極し、 11月30Fl 

k定Miした。栽植方法は 10m'勺たり 361移転地えとし、

第 5l;t!:房で、摘心した。試験区として、第 1果房の直

上葉からげをの葉がそれぞれ成葉l乙達した時lζ葉の

先端部の小葉 1枚を掃除した摘葉区並びに各巣房と

も第l栄が政経 1c口元自主に記大した特に3栄iζ制限

した摘果区忠之び｛健全葉は摘除せずに全渠房とも 5果

を目標lζ者果した対照区を設けて検討した。

なお、記悶食3、4とも昼間気温は 24～27℃を目標

lζ、夜間気／品はら～7℃で管即した。試験は 1区16

株の 3[S:(¥jljで行った。

；式l淡5.床土及び本圃の施肥量と空胴果の発生

‘東光K’を供試して、 1976年10月 lHiζ播種

し、 1.5葉E誌に 15cm詰のどニル鉢le：移植した。鉢土

i土壌土と士宮：把を等生iζ混合し、鶏ふん、巡りん酸石

氏，塩化カリを主件、にして、日C1.49 mS/ cm、1！話
機態N22. 6 mg/ 100 gの標準肥料広とEC0.62 mS 

/cm、側線則13.2mg/ 100 gの少・／］［＇；［豆を設けた。定

植は11}]30[JIC行い、 10m''''ifこり 36株柏えとした。

本闘の施肥量については、基肥lζCDU化成s555 

を主体iζし、また、 ililll':iζりん{ij'j安カリとj夜肥を)jj

いて、 a当たりNニ 2.6kg、PフOs二ニ 2.4kg 、K,0 

= 2.6 kg を施m した標準P,[~料区及び、 3 要素とも標

準日記事4区の5jl;IJ±詳しとした多1111:;区を設け、 i未f：と本

聞のIll':＊＇同A それぞれ総lみ合わせて検討した。

込む験6. tj二わらの施l+Jと常胴果の発性

‘東W~K’、‘強力Jll:l:l1t ’を 197'7 年 9 月 25 日 lζ捕

縄した。 1.5葉Jtljk鉢上げしたGHRIX及び‘KNV

F' f1'P'.:I呼び接き、、し、その後は｜斗→管理とした肢ぎ

本l玄を設けた。とれに本！閣の訂機物源として、稲わ

ら堆肥与を a斗たり 200kg施射した対照区及び稲生わ

らを3cm特設に切断し、 a当り 100kg施｝討した／主わ

ら｛えの2処flll区をそれぞれに組み合わせて検討し
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た。自根区の定植は 11月15尽に、また、接ぎ水区は

11月18けにそれぞれ10rrf当たり 36株植えとした。ヱド

闘の肥料はいずれの区も a当たりN=2.8 kg、P,Os

= 2.4k足、 K,0= 2.6kgを』包用した。

なお、試験5、6の夜間気温は 17～21時と 6～8

時を 10℃、 21～6時を5～7°Ciζ設定した。また、

試怜は1区20株の2反覆で実施し、第5果房まで収

穫した。

たお、いずれの試験ちピニjレハウス内にうね幅

2 rnの3条較えとした。行楽ホjレモン斉Jjの使用はい

ずれの：~mちトマトトーン 80f音波の噴霧処理とし

た。ま fベ＇~完の空胴F把Eについては、収穫 ll ごと

に奇形県を除いた全巣だを切断して肉眼判定により

5段階に分間し、軽微な空隙が子室数の%以下に認

められる場合を‘微’、 lu］じく、子室数の%以l二の
場｛~を‘小’とした。さらに、空隙が子式全体に認

められるが、子室の厚さの係以下の場合そ‘中’、

対以上～%以下の場合を‘多’、同じく、弘以上の

場合を‘甚’として謁査した。

試験結果

試験 1.夜間気温及び光線主義の影饗

収量lζ対する各処珂の影響は光線量が夜間気温よ

り強く作用し、総収遣は各夜i品区ともしゃ光区が無

しゃ光区より著しく減収した。そのために、総収量

は低佼温・無しゃ光区が10a当たり 11.9tと最も多

く、高夜温＠無しゃ光区、低夜混・しゃ光区が乙

れに次ぎ、高夜温・しゃ光区が最も劣った（第1図）。
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空部果の発生iζ対する夜間気温並び、に光線還の影

しく、夜間気温の間では、生育がおう盛で渠

克の成熟日数の短い高夜組｜玄は低夜温区よ出品、発

した。また、光線遣の間では、光合成生産

社の方るしゃ光ばは無しゃ光区より多く発生した。

ところが、光線；遣と夜ti\l~＇＼ iAの組み合わせにより空

m,-0県の予告生状態はやや＇11~なり、しゃ光 Fではいずれ

の校同気沿もよ4い発生本を示したが、無しゃ光下で

は位夜温ばは丙夜温区より芝生が者1しく少ない傾向

去を＇F した〈第三 I~）。

試験2.夜間気温、栽植密度並びにフィルムマル

チングの影響

夜間気温を尚く管理したばは草たけが高く、やや

繁茂気味、なぐtff安示したつしかし、低夜温区は草姿

が小振りで草坊がややちった。また、マルチ区は無

マルチ区より 11'-';lJlの平均地温が0.5～ 1°C高く flt移

し、ややおう惑な生育を／示した。

総収量については、 （，S夜溢区は低夜温区より、ま

た、 36株！8:は45株区よりそれぞれ増収した。収量iζ

対すらマルチングの影簿は生育がやや劣った低夜

温.36株区では増収効果が高く、繁茂司味な生育を

宣した高夜温.45株区ではマルチ区が童話マルチ区よ

り多少減収する結果をぶした。

空胴果はし、ずれの処理区も第4、5果房lζ多く発

生し、商品性に及ぼす；：；~響が小さいものまでも含め

た全発生率は比較的大きい値を示した（第 3図）。
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：~ I勾夜間瓦温・栽作1密度・マルチングと空胴県の発生率

空嗣果に及ぼす件処理の影響は栄達生長考会促進す

る高夜温l［~は低夜弘区上り、また、マノレチ日は無マ

ルチ｜歪より発生が多く、受光量の少ない45株l玄は36

ドl五千文温 （氏夜温 高夜温 低夜温 株区より明らかlζ；：弘、予告生率を示した。そのため

第 1関夜開気温・光線量 第 2民 主嬬采の発生率 に、最も発生の多い高孜混.45株＠マルチ区は全発

と収量（ a当たり） 生率で70%1ζ達し、 36株＠無マルチi玄l品、ずれの夜



福両県農業総合試験場研究報告 B （園芸） 第 4+:)・ 34 

詩気、温もす己主が著しく少なく、 309ぢ強の数値を示し

fこO

試験3.果実に対する光線透の影響

総収品企は対照区立iZび、l乙採光｜玉とも10.a当たり12.5t

強をホLKが、しゃ光lベは対照区より 10.1ば減

収 Lt~ （冶4図）。
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第4図栄実の光線？｛：件2収量： 第5［玄l空胴果の
(a当どり） 発生率

空胴巣の全発生率は処理問に比較的差が少なかっ

た。しかし、商品性に支障のある‘中’程度以上の

発生率については、日向果が全果実の 30%,f割支を占

める対照、誌に比べて、合果実を日向果とした採光区

は8矧氏く、さらに、全楽実の受光量を40%存疫減

光したしゃ光区は対照区より 4%小さい伯が得られ

た（第5図）。

試験4圃摘葉、摘果の影響
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＼適度行'=IIf状態を示した。主た、摘栄区

（土誌1!1や茎径が大きく繁茂した草姿を！itした。

総収；量は 10a、＇Jt：り 13.7tを記諒した対照区lζ比

活r~tttび、lご Ji~<l果包は多少劣った〉しかし、 l

ごついては、葉而較が充分権保され、 l果

!;}''lt：り 4.2！是行活した対!FHl~ζ比べで、果実負担

の少t；.~ 、雨果Kは 42 巧大きく、また、市両遣が 15 ～

20台f減少した柄引くは3'::./ j¥ ,¥ ~イ与がH·~，れた。

十！RJ,1111の発lJど対する件処f'Hの；；｝~タ？については乏

定数の制［）震によみJ古車去来0）［方Ii：効＇，！！ははとんど認め

ら才Lなかった〉しかし、収考うが適j立に持；おされた摘

完｜よ（J対照区l乙比べて、＇｛＇ ij附＇，!Jl!OJj殺しい‘多’以

kの活ノJA~が 5.3 9，）低下した［事7[;;:J) " 

試験5キ床土及び本閣の施肥議と:2E嗣果の発生

前の1Lmこ付すらJ,i土肥料の民税jは比較的小さ

か勺た。本［1Jtlの施肥宮のlill切では11If期間中のECが

0.4～0.5 mS/cmfiB芝で牝科した校単肥料区は草勢

が強くややき？戊したが、 0.6～ 1mS/ cmの範匪iで、

推移した多IJ主誌は手設が細くて主主色が襟く、良くし

まった草姿をJした。

総収量は 10aざIf.こり 14.5tを記録した標肥（床

士）＠標肥（本圃）区が最もまさり、少肥＠標肥区

がこれに次ぎ、少月巴＠多肥区の収i遣が最も劣った。

空嗣W:の発生lζ対する床土肥料の影響は低段果房

lζ強く認められたが、処理間差は比較的小さく、標

肥区は少肥区よりもわずかに高い発生率を示した。

また、ヱド匿の方制思量は主iζf；段果房の空瞬果の発生

iζ強く影湾し、多目EiX＇ま標記 i豆よりも全発生if¥で

25～43形低い値が得られた。そのために、空胴の程

度が‘中’以トムの発生率は最も高い襟肥＠標肥区と
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最もイ品、少！！日・多肥iえの聞に 38%の大差が認められ

fこ。

試験 6. 生わらの施用と~胴巣の発生

生わら施用区は；j：植後2ヶ月間a活色がやや黄化

し、軽度のN飢餓状態をi乏した。また、外形的な生

育l乙対する生わらの必警は持ぎ木の有無によってや

や実なり、 ll根裁抗日立＇ i:わらlくが推肥区ーより葉長

や窪行が小（＇＼く、多少 Lてま〆〉

し、立与事の強し

認められだか勺fニ〉 ‘点J'tK’

した。しか

に著しし、ノさは

さ木！ベ、 n根

l>S.のいずれら生れら［！＇.. I坊主肥i予ムよりやや減収した。

しかし、‘強力旭光ヲの持ぎ本！乏については尚昼間

のi員長Jをは桶めて；J¥；＇.＼か〉たり

主n[tryl.誌の諮弓二；土政ぎ本；の有無によって去が認めら

れ、生ff均、おう盛心持ぎヌドi之はi’i根i主よりやや多く

発生した。ゴ：わら施用が空制弔治＇ tiζ及ぼす影響に

ついては、；追う木iべでは雨品訴とも生わら広が堆肥

｜主よりやや多く発1＋二したが、 t'HW>s:では処理問主が

比絞的小さか）t・. (;f¥ 10図）。
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考 察

促成践倍における空胴果の発生は初冬期lζ果実が

肥大する低段果房には比較的少ない。しかし、厳寒

期lζ着果し、成熟までK多くのH数与を要する中段果

IAには常生がやや多く、また、 i&a暖期lζ養水分の吸

収泣が増加して、果実の肥大がおう盛になる高段果

J;Jに最も発生が多く見られる。 ζの若栄位置による

空胴果の発生程支の差は生育段階別に栄養生長器官

のブモ育量や果実負担量が異なり、さらに、果実の肥

大期における気象の推移や果実の肥大速度などに基

づくも什と！立身されるι

本報古で検jすした；本闘の1=1•.ff環境の中では、しゃ

光や符柏などによる光合成器f~としての主計ζ対する

受光社ω減少は光合成機能事Jぽ下させ、~胴果の発

生を明らかに増加した〉さりに。弱！］照ドにおける

、ては、 1:6夜温守聞は芸葉の危

Yf誌を台湾 L く増大し、 ·~n~における光台成応物の藷

ったfこめか、染廷の先足度が：思く、’主胴果が

さユく m市Lf，：っまfニ、促if:ZJお培におけるフィルムマ

ルチングは；）＼分の保持や地必の上昇効栄がI~·；）く、明

るね1向をf示したっそのfニめに、

した（~校ti,えて＇＼＇fl~や密植条件ドで、のマ

ルチング、は米i室生i泊三品じよう気味となり、空踊来

予言生の増加iや~ミ突の肥大将J~ilJ傾向を示し、収量、品
立のいずれに対しでもflの効：誌が認められた。とこ

ろが、生行の方った低夜温計時や粗椋条件下で、のマ

ルチングは空絹果の先f主役多少増加するものの果実

の肥大会汗しく促進し、極めて高い増収効果が得ら

れfこ。
一方、 J!:r,a化生陀器γ；である果だに対する光線量

の増加は空m~H'E.度の激しい活実の発生ぞ抑制する傾

向を示した。本試技の対照l又におけるは立誘引法で

は果房が葉陰ゃうねの内側lζ向くなど、日向果の割

合が30%干盟主を示したのに対し、全渠｝書がI3向果に

なるようには射光を当てた採光区は設も空胴果の発

生が少なかった。さらに、全果関を採光区と同様に

日向lζ出した後、寒冷しゃにより 40忽程度減光した

しゃ光区は対照区と採光区の中間程度の発生状態を

示した。このことは、果実に対する受光条件により

日中の果実の品温が異なり、日陰果lζ比べて、日向

果は日中の平均値で 2.5°C、しゃ光果は 1.1°C高く

推移したために、受光条件の良い果実ほど果実舟の

代射機能が促進される鎮向にあり、しかも、果皮の

発育がやや抑制されたことなどに起因するものと推

察される。

さらに、施設内の気象環境を適度に調節して、高

品司の果実を長期間生産するためには、光合成産物

の供給器汗である葉と受容器官である果実との相互

の生長バランスを適度に保持することにより、果実

への光合成産物の移行＠蓄杭量を増大する乙とが極

めて重要である。そこで、ややおう盛な生育を示し

た場合lζ、第 1果房より上位の全葉について先端部

の小葉を摘除すると草勢はやや低下し、しかも、受

光産党勢が改善されたために空胴果の発生はやや減少

した。したがって、主葉が繁茂し相互しゃへいの程

度が高まると果皮部の肥大に対する胎座部の発達が
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明らかに低ドし、空胴栄の発生が助長されるので、

車体の発育法を適度lζ調節する汗理が望ましい。

さらに、光合成産物の主な蓄積部位である果実数

の制限が空胴果の発生lζ及ぼす影響については、加

藤2）の結果と異なり、発生率の低下はほとんど認め

られなかった。このことは、加藤l;t［~：実と！主主など

の乏容器官との聞に競合の少ない 2没摘心栽培で、検

討していみのに対して、本試験では 5段摘心減培と

したために、摘果により果＇）~負担は経減されるが、

l二位の茎i'.f'.；の生すを次第におう舟lζし、果皮の発育

を促進しt：ことが、ポfllii］巣の発！tJζ出響したものと

思考され芯〈〉

また、低温弱f:l照fにおける路肥誌の影響につい

ては、栽抗期間中iこ壬壌溶液濃度がおい値で推移し

た多記区は標記I~~ζ比べて茎葉がややしまった生青

を示したために、楽’yの程大はややちったが、果実

の充実度がよ吉く、空fl!，~果の常生〆与はやや減少した。

これらの結束は加藤ヨ）、正木 3）令の綴告と良く一致

した。生ずれζ対する土壌溶液濃度の影響は栽培時期

の光線量や温度表件によって異なるために、栽培期

間が長く1家変化の激しい促成賊培においては、好

適限度の総持は稚しい。促成トマトでは一般的に、

生汗前期の上壌水分は草姿の調節を重視して、 pF 

2.3～ 2.5程度に保つために、多肥区の士壌溶液濃

度が高まり、＇！＝.育を抑制したものと考えられる。

さらに、土壌に対する生わらの施用はI：壌物理性

の改善に有効であったが、施用後、生わらによるN

の固定が進み、土壌中の無機能Nは著しく減少し

た。したがって、生育前半期のN飢餓現象により葉

が芸化して光合成機能を低下させ、花器の発育や果

実の肥大に影響を及ぼしたために空蝉渠の発生が増

加したものと患考される。

施設トマトの空調栄発生を詰止するには、藤村 1)

によると、空樹巣の発生はおお果ホルモン斉ljの処理方

法により若：しく影響されるとしているので、処理時

の濃度や気極並びに花器の ageを考慮して適正な

使用につとめる。また、本；;jJ:t，~験並びに既往の報告に

より、空胴果の発生は定植後の生育環境と密接な関

連が認められたので、生育段階l乙応じた適切な養水

分？？理並びに気温、地損管理により草姿を適度lζ整

えて、外形的な生育lζ対する体内の栄建的な充実を

高める栽培管理が望ましい。さらに、ハウス内への

採光性や栽植Jj法並びに受光態勢を改善して光合成

能の増進を図る一方、光合成産物を効率良く果足へ

蓄積するために、各果房への果実の配分を適正l叶j

い、浪実への採光性や肥大速度を調節して、果実の

胎座部の発達を促し、充実した肥大を図ることが大

切である。

摘 要

施設トマトの空胴果防止対策技術を確立するため

に、 1975年から 1980年にかけて促成栽培の本圃にお

ける光線：正栽植密度、夜間気温、フィノレムマルチ

ング、施肥量と生わら施用などの生育環境及び摘

葉、摘果が収量並びに空胴1誌の発生lζ及ぼす杉響に

ついて検Hした。

1.無しゃ光区はノ＼ウス内の光線量を40%減光し

たしゃYetζより、また10rrf苛たり 36株植えは45株植

えより収濯が多く，空鯛采の発生は少なかった。

2.巣J廷に光線が当たるように果房を通路鶴i乙向

け、しかも、葉の外関にiちした採光区は果実の多く

が尽陰になった対照、区やf奈寒令しゃで果房を被覆し

たしゃ光広よりも空嗣果の諮生がやや少なかった。

3.夜間気損を4～6°C IC.設定した低夜温区は7

～9℃の高夜温区より、また無マノレチ区はマルチ区

より草勢がやや弱く、空胴果の発生は少なかった。

4 . 1果房当たりの者果数を全果房とも 3果l乙制

限した区は 1果房平t14.2果者果した対照区より、

果実の肥大は著しく優れたが、空胴果lと対する影響

は比較的小さかった。

5.栽培期間中の土壌のECが0.6～ 1mS/cm 

で推移した多肥区は0.4～ 0.5mS/cmの標準日巴料区

より収量はやや劣っfこが、空胴県は著しく減少し、

品冗が向上した。

6.生わらをa当り 100kg施用した区は堆肥200

kgを施出したKより J封印果の発生はやや多かった。
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