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培養液の施用濃度と摘果が高 CO2濃度条件下で育てたイチゴ‘女峰'の養分吸収と

収量，果実品質に及ぼす影響

稲角大地・吉田裕一 *.後藤丹十郎・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

Effect of Solution Strength and Fruit Thinning on Nutrient Uptake， Yield， and Fruit Quality of 

Strawberry ‘Nyoho' Grown with Sufficiently Elevated CO2 

Daichi Inazumi， Yuichi Yoshida*， Tanjuro Goto and Ke吋iMurakami 

Graduate School ofNatural Science， Okayama University， Tsushima-naka， Kita-ku， Okayama 700-8530 

Abstract 

The巴ffectsof solution strength and fruit thinning were investigated on strawb巴rries(Fragaria x ananassa Duch.守匂oho')

grown in peat bags in an elevated COz environment (800-2，500 ppm in the day tim巴， Novemb巴r4 to April 7). Three strengths 

(low-80%， standard-IOO%， and high-120%) of nutri巴ntsolution (N: 8.85， P: 0.85， K: 3.90， Ca: 2.05， Mg: 0.93 mM; half 

strength of Ohtsuka A solution) were compared in combination with 2 x 2 levels of fruit thinning in primary (11 vs. 7企uits)

and successiv巴lateral(7 vs. 5企uits)inf1orescences. For plants supplied with the 80% solution， nutri巴ntsupp1y was insufficient 

in November to December， and vegetative growth was 1ess vigorous in December and January. No significant effect of the 

solution strength was observed on the企uityi巴ld，but the concentration oftotal soluble solids (TSS) was significantly lower in 

fruits supplied with the 120% solution compared to the other 2 solutions. In the plants supplied with the 80% solution， nutrient 

uptake was lower than and almost巴qualto that in plants supplied with the standard solution， untillate January and thereafter， 

respectively. Thus， the solution strength should be modified to keep the EC value of drainage around 50 mS ・ m- 1 • The highest 

fruit yield but lowest m巴anfruit weight were obtained in plants thinned to 1117 fruits (primary and lateral inf10resc巴nces)，and 

the highest fruit w巴ightbut lowest yield were obtained in those thinned to 7/5 fruits. The decrease in the mean fruit weight was 

caused by the increas巴inthenumb巴rof inferior企uitsof each inf10rescence and also by competition for photosynthate， as fruit 

growth in secondary and tertiary inf10rescences was significantly retarded in plants of which the primary inf10rescence was 

thinned to 11 fruits than that of 7 fruits. TSS significantly decreased with an increase in th巴numb巴rof fruit left on lateral 

inf1orescences. Thus， intensive fruit thinning was clarified to improve the growth and quality of s位awbe汀yfruit 

Key Words : electric conductivity of drainage， fruit size， leaf area， tip bum， total soluble solid 

キーワード.チップパーン，排液 EC，果実肥大，可溶性固形物濃度，葉面積

緒盲

高 CO2濃度条件下では作物の光合成が促進され，イチゴ

を含む多くの施設栽培作物で収量が大きく増大することが

知られている(伊谷ら，1999; Kimball， 1983).一方，高 CO2

濃度条件下ではイチゴの養分吸収が旺盛になるため(伊谷

ら，1998， 1999)，無施用で栽培する場合より高い濃度の培

養液を施用する必要がある.多少の養分の過不足がイチゴ

の生育，収量に大きな影響を与えることはないと考えられ

ているが，香川県のように CO2施用が定着している産地で

は厳寒期を中心に比較的高い濃度の培養液が施用されてい
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る(近藤・小早川， 2001).ただし，高濃度培養液の施用は

しばしばチップノミーンの発生を助長する(吉田ら， 2003). 

そのため，‘章姫'のような草勢が強くチップノ〈ーンが発生

しやすい品種が栽培されている産地や， CO2施用が十分定

着していないと思われる産地では，経験的に低めの培養液

管理が推奨されてきた(竹内・塚本，1999). 

しかしながら， CO2施用条件下で通常より低濃度の培養

液を‘女峰'に施用した場合，標準濃度で施用した株と比

較して明らかに草勢が劣ることが観察された(著者ら，未

発表).イチゴの場合，草勢の低下は葉面積の減少による光

合成能力の低下を引き起こすため，収量・品質面で悪影響

を及ぼす可能性が高い.しかし十分な CO2濃度管理を

行った条件下で培養液の施用濃度がイチゴの品質・収量に

及ぼす影響についてはこれまで報告されていない.

また，イチゴの養水分吸収特性は日射量や CO2濃度など

によって大きく変動するため，季節的な環境条件の変化に
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にCO2は濃度 800~ 1，000 ppmを上限と して施用されるこ

とが多いが， 本実験では 6~ 16時に， 灯油燃焼式 CO2発

生装置 (CG-552T，ネポン)を暖房機 (KA-201，ネポン)

と連動して作動させ，早朝加温時 (6時以降最低 120C) の

補助熱源として利用した(吉田， 2011).その結果， 戸外の

最低気温が 50C以下であった 12~ 2月の聞は早朝のCO2

濃度が毎日 2，500ppm以上に達した(第 l図).その間，晴

天日のハウス 内 CO2濃度は換気が始まる 11時頃まで

1，000 ppm以上に維持され， 明期 (6~ 18時)の平均 CO2

濃度は，約 1，500ppmであった.その後明期の平均濃度は

徐々に低下したが， 3月下旬でおよそ 800ppmであった.

培養液には，大塚A処方 (N: 8.85， P: 0.85， K: 3.90， 

Ca : 2.05， Mg: 0.93 mM， 50%濃度時)を用い，標準濃度

区は定植後 30%，10月 21日から 40%，11月4日から50

%， 2月 3日から 40%，3月 31日から 30%の濃度で施用し

た 10月 21日から濃度をそれぞれ 1.2倍， 0.8倍とする高

濃度区と低濃度区を加えて 3水準とした(第 2図).摘果処

理は，頂果房の着果数を 11果または 7果とする 2水準と，
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合わせて培養液濃度を適切に変更することが重要である

イチゴの養液栽培において施用される培養液の濃度は排液

の養分濃度と ECに基づいて調節されることが多 く(Lieten，

1993;吉田ら，1996)，著者らもこれまで，排液中の N03-N

濃度の分析結果に基づいて，排液の ECを指標とした基準

を用いてきた(伊谷ら，1999). しかし，山崎 (1982)が述

べているように，異なる濃度の培養液で栽培した結果に基

づけば，培養液濃度を調整するうえでより妥当性の高い診

断基準を作成することが可能になると考えられる.

一方，近年イチ ゴ栽培において摘果は重要な技術として

定着するようになった(吉田ら， 1992;竹内・ 塚本， 1999). 

摘果によって平均果実重が大きくなり，収穫 ・調整労力の

削減や，出荷等級の向上に寄与することは明らかである.

しかし，果実の品質面あるいは個々の果実肥大に対する影

響まで評価した報告は見られない.

そこで本実験では， 高 CO2濃度条件下における培養液濃

度管理と摘果が‘女峰'の生育 ・収量と果実品質に及ぼす

影響について調査すると 同時に，摘果の有効性について検

討した.また，異なる濃度の培養液を施用した場合の排液

中無機養分濃度の変化を分析し みかけの養水分吸収に基

づく培養液濃度管理基準について考察した.
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第 1図 イチゴハウス内の気混， CO2濃度と 日射量の変化の事

例 (2010.2.16)
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材料および方法

空中採苗し， 2009年 7月 21日に挿し苗して育苗した‘女

111嘩'を用いた.既報 (吉田ら， 2003)と同様に 9月 14日に

1 L当たり 7gの苦土石灰を加えたビートモス (pH約 5.5)

16 Lを充填したピート バッグに株間 20cmで8株ずつ定植

した.栽培は岡山大学内のプラスチックハウスで行い，保

温を開始した 11月4日~翌年 2月 3日まで 23時から 2時

間の光中断を行った. 12 月 9 日 ~ 3 月 12 日 ま で保温のた

め固定の内張りを展張した.最低夜温は 80C，6 ~ 16時は

120C以上に加温し，最高気温は 280Cを目標に換気扇を制

御した.CO2 施用は 11 月 4 日 ~ 4 月 7 日に行った.一般的
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l次肢果房以降のすべての果房を 7果または 5果とする 2

水準を組み合わせて， 11果-7果， 7果-7果， 11果-5果

および 7果 5果の 4処理区を設けた.それらを組み合わ

ぜて合計 12処理区を設け，各処理区 2バッグ (16個体)を

供試した.栽培期聞を通じて l芽仕立てとして，株当たり

の葉数を 5~7 枚に維持した.

7果 7果区の高濃度区，標準濃度区および低濃度区にお

いては，週 3回，排液の量と ECを調査し，排液率 20%を

目標に日射比例制御による給液量(全天日射量 1kW・hr'

m-2当たり 25~ 60mL/株)を適宜変更した.毎週 l回排

液サンフ。ルを採取し既報(伊谷ら， 1998) と同様に無機

養分を測定し，給・排液量から養分の吸収量と廃棄量を算

出した.毎月中旬に 7果-7果区の新生第 3葉中心小葉の

葉長，葉幅および葉柄長を測定した 12 ~ 5月末まで成熟

果を収穫し，果数と重量を記録した.また，各果房の l番

果と 5番果を 5果ずつ採取し，果汁の可溶性固形物濃度

(TSS， PAL-1，アタゴ)と滴定酸度を測定した.

結果

本実験においては，培養液濃度と着果数の聞に有意な交
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互作用は認められなかったため，培養液濃度と着果数の影

響についてそれぞれの結果を分けて述べる.

1. 培養液濃度の影響

標準濃度区の排液 ECは， CO2施用期間中 (11月4日~
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り高くなる傾向にあった(第 2図).高濃度区では栽培期聞

を通じて 150~ 200 mS • m-Iで推移し 1月中旬まではほ

ぼ給液と 同じであったが，その後は給液より 高く 経過 した.

それに対し低濃度区では栽培期聞を通して排液 ECは給液

より 低く， 35 ~ 50 mS • m-Iで推移した.

排液中 N03-N濃度は 11月 4日の CO2施用開始後すべて

の処理区で急激に低下した(第 3図).また高濃度区， 標準

濃度区では栽培期聞を通じて 2mmol・L-1以上のN03-Nが

検出されたが， 低濃度区では著しく低く検出限界以下の場

合が多かった.こ の傾向はKでもほぼ同様であった(デー

タ略).また， 既報 (伊谷ら，1999;吉田ら， 1996)と同様

に，いずれの処理区においても太陽高度が高 くなり ， 日射

量が増大し始める 1月始めから培養液濃度を変更する まで

排液の ECとN03-N濃度が徐々に高 くなる傾向にあった.

みかけの N03-N 吸収量は 11 月中旬~ 2 月 上旬まで低濃度

区が，高濃度区， 標準濃度区に比べて少な くなっ た(第4

図 A)それ以降は低濃度区と他の2処理区との聞にほとん

ど差が認められなくなったが， 3月下旬以降は高濃度区の

吸収量が少なくなる傾向にあった. Ca (第 4図 B)など他

の養分についてもほぼ同様の傾向が認められた(データ

略).4月以降の吸水量は高濃度区が他の2処理区よ り少な

かった(第 4図 C).

葉面積を全期間の平均値で比較すると，標準濃度区と高
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第 6図 チップパーン発生に及ぼす培養液濃度の影響 (摘果4

処理区の平均)

横軸は果房順位(頂:頂果房， 1 ~ 6次:肢果房)

濃度区がそれぞれ， 71.4 cm2と72.9cm2であったの対して，

低濃度区は 60.7cm2と有意に小さくいく 0.01，Tukey's HSD 

test) ，特に 12月の低下が顕著であった(第 5図).葉柄長

は2月まで処理区間に差が認められなかったが 3月以降

は低濃度区が他の 2処理区と比較して 10~ 15%短く なっ

た(データ 略)

各果房 l番果のチップパーン発生に及ぼす培養液濃度の

影響を第 6図に示した.すべての処理区で 2次厳果房 l番

果のがくにチップ。バーンが多発し，高濃度区では発生率が

約 50%に達 した. また，高濃度区では頂果房~ 4 次肢果房，

標準濃度区では 1 ~ 3 次肢果房 低濃度区では2次肢果房

においてのみチッ プノ〈ーン発生が認められた.全果房を通

した平均の発生率は高濃度区が 10.9%であったのに対し

て，低濃度区では 3.6%であり ，発生程度も軽微であった

(データ略)• 

培養液濃度がイチ ゴ ‘女峰'の収量構成と果実品質に及

ぼす影響を第 l表に示した.総収量，平均果実重ともに濃

度聞に有意な差は認められなかったが， 低濃度区では 1月

までの果実が他の処理区よりやや小さかった (データ略)• 

全果房の平均値で比較すると，培養液濃度が高くなると

TSSが低下する傾向にあり，高濃度区では他の 2処理区と

比較 して有意に低く なった.各果房 1，5番果の TSSの変

第 1表 培養液濃度がイチゴ‘女峰'の収量構成と果実品質

に及ぼす影響 (摘果4処理区の平均)

培養液
収量 収穫果数平均果実重 TSSZ 滴定酸度 Y

(g/株) (個/株) (g) (%) (%) 

高濃度 742.9 aX 38.4 ab 19.4 a 8.98 a 0.96 a 
標準濃度 727.2a 37.1 b 19.6 a 9.22 b 0目96a 
低濃度 738.1 a 39.4 a 18.7 a 9.38 b 0.94 a 

z可溶性固形物濃度

Yクエン酸当量

x異なる文字聞に pく0.05で有意な差があることを示す

(Tukey's HSD test) 
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第 7図 培養液濃度が果実の可溶性固形物濃度 (1，5番果平

均)に及ぼす影響(摘果4処理区の平均)

ns， **， * :それぞれ有意差なし， 1%， 5%水準で有意な

差があることを示す

(4元配置分散分析， 培養液濃度×頂果房果数×肢果房果

数 x着果順位)
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第9図版果房の着果数が各果房 1，5番果の可溶性固形物濃

度に与える影響
ns，紳バ:それぞれ有意差なし， 1%， 5%水準で有意な

差があることを示す
(3元配置分散分析，培養液濃度×頂果房果数×肢果房

果数)
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第8図着果数(頂果房 11果または 7果，阪果房 7果または
5果)が各果房の果実重 (1，5番果平均)に及ぼ、す影響

(培養液 3処理区の平均)

ns，榊 :それぞれ有意差なし， 1%水準で有意な差がある
ことを示す

(4元配置分散分析，培養液濃度×頂果房果数×阪果房果
数×着果順位)
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房 1，5番果のみについて比較した場合，果実肥大に対する

版果房着果数の有意な影響は認められなかった.

頂果房の着果数が各果房の 1，5番果の果実品質に及ぼす

影響は認められなかった.しかし肢果房着果数の多い 7

果区の TSSと滴定酸度は，阪果房 5果区よりも有意に低く

なり(第2表)，特に5番果でその影響が大きかった(第9図)• 

第2表着果数がイチゴ‘女峰'の収量構成と果実品質に及

ぼす影響(培養液 3処理区の平均)

着果数 収量収穫果数平均果実重 TSSZ 滴定酸度Y

(頂果房一肢果房)(g /株)(個/株) (g) (%) (%) 

1. 培養液濃度の影響

イチゴは耐肥性が低く(大沢， 1960)，塩類濃度障害が発

生しやすいため，養液栽培においても定植直後の高温期に

は通常低濃度の培養液が施用されている.一方，高 CO2濃

度条件下では，養分のみかけの吸収濃度が高くなるため(伊

谷ら，1998)，厳寒期を中心に比較的高い濃度の培養液が施

用されている(伊谷ら， 1999;吉田ら， 1996). しかし‘章

姫'などのチップノミーンが発生しやすい品種では，低濃度

培養液が施用されることが多い(竹内ら， 1999). 

本実験においても，既報(吉田ら， 2003) と同様に 1月

中旬~2 月上旬に開花した 2 次肢果房を中心にチップノ〈ー

ンが多発する傾向が認められ，特に高濃度区で著しかった.

チップパーン発生には様々な要因が関与することが知られ

ている (Saure，1998) 高濃度区では排液の ECが高かった

ことから，高塩類濃度による根圏の水ポテンシャル低下(吉

田ら， 2003;吉田・谷岡， 2010) と厳寒期における夜間湿

度の低下(データ略)とが，強く影響したと考えられる.

一方，培養液濃度が高いほど果実の TSSが低下する傾向

にあった.隔山・町田 (1990) も本実験の高濃度区と同程

度の EC150 mS ・m-1の培養液で栽培したイチゴ果実は，

100 mS • m-1で栽培した果実より TSSが低くなると報告し

ている.また， ミカンの葉中窒素含量と糖度の聞には負の

相関が認められており (Tachibana・Yahata，1998) ，モモに

おいても，過剰施肥は糖度を低下させることが報告されて

察考
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化を第 7図に示した. 1次および 5次版果房以外のすべて

の果房で高濃度区の TSSは低くなり， 2 月下旬~3 月中旬

に収穫した 2次肢果房で特に顕著な差が認められた.

2. 摘果強度(着果数)の影響

摘果(着果数)の影響についてみると，株当たりの総収

量は着果数の多い 11果-7果区が 791gと最も多く，着果

数の少ない 7果-5果区が 687gと最も少なかった(第 2

表).平均果実重は着果数の少ない 7果-5果区が 21.2gと

最も大きく，着果数の多い 11果-7果区が 17.6gと最も小

さくなった 頂果房の着果数が収量に及ぼす影響はわずか

であったが，肢果房の着果数7果と 5果では，総収量に 10

%以上(約 80g/株)の聞きがあった.平均果実重は頂果

房，阪果房ともに着果数が多いほど小さくなった.着果数

が各果房の果実重 (1，5番果平均)に及ぼす影響を第 8図

に示した.頂果房の果実重に処理区間の差はなかったが， 1 

次および2次肢果房では，頂果房7果区の果実重が，頂果

房 11果区より 2g以上大きくなった. 4次肢果房以降につ

いては，処理区間で果実重に差は認められなかった.各果
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いる(買ら， 1999). イチゴについても Nが過剰になると

栄養成長が旺盛になることが知られており(Lieten，1993)， 

その結果，果実に転流する炭水化物が少なくなり， TSSが

低下したと推察される.

本実験の高濃度区では，栽培期聞を通じて排液 ECが

100mS' m一Iを下回ることはなかった.排液中の N03・N濃

度も 8mM以上で推移したことから，明らかに施肥過剰で

あったといえる結果的に根圏の水ポテンシャルが低下し，

3月下旬以降の養水分吸収量が減少したのであろう それ

に対して低濃度区では， 12月の排液中 N03
・Nが検出限界

以下となり 1月上旬までの養分吸収量が少なかった.ま

た， 12月および 1月の葉面積も他の 2処理区と比較して小

さくなったことから 1月中頃までは明らかに養分供給が

不十分であったといえる.一方 この時期標準濃度区では

排液中 NOrN濃度が約 4mmo1・L-1で，供給した培養液の

濃度より低く，ほぼ適正といえる濃度であった.太陽高度

が高くなり， 日射量が顕著に増大する 1月下旬には標準濃

度区の排液ECが給液ECを上回るようになった.本実験

では培養液濃度を 2月 3日に変更したが，それより 2週間

程度早く，排液 ECが 100mS' m-1を超えた 1月 20日頃に

は培養液濃度を大塚A処方 40%程度に低下させるべきで

あったと考えられる.

これまで著者らは，みかけの養分吸収濃度に近い濃度で

各肥料成分を施用することが望ましく(伊谷ら， 1998)，最

も重要なNの不足を避けるためには排液中の NOrN濃度

が極端に低下することは避けるべきであろうと考えてき

た.吉田ら (1999) の結果に基づき，排液EC70mS'm-1 

をN03
司Nが検出限界以下の濃度とならないよう維持するた

めの基準として栽培ならびに生産者への指導を行ってき

た.しかし本実験において培養液濃度を低下させた 2月

以降についてみれば，排液ECがそれぞれ 100mS・m-1前

後と 35~ 50 mS • m-1で推移した標準濃度区と低濃度区の

闘で，みかけの養分吸収量にほとんど差が認められなかっ

た(第4図).また， TSSは低濃度区がわずかだが高く推移

し(第 1表，第 7図)，草勢がやや劣っても収量に差は認め

られなかった(第 1表，第 5図).以上のことから，高 CO2

濃度条件下で栽培を行う場合であっても，従来の基準より

低濃度の培養液を施用することによって収量を低下させる

ことなし肥料コストや環境負荷を軽減することが可能と

考えられる.

2. 摘果強度(着果数)の影響

近藤・小早川 (2001)は本実験と同様に，着果数を多く

すると収穫果数が多くなり収量は増加するが，下位の小さ

な果実の増加により，平均果実重は低下したと報告してい

る.イチゴ果実の大きさは，花托皮層の細胞数と雌ずい数

に左右され，開花前からほぼ決まっているが，これは果実

の大きさの素質であり，肥大過程で内的，外的要因の影響

を受ける (Abbottら， 1970) .加藤ら (1998)は，摘果に

より摘除した果実に分配されるべき同化産物が，後続果房

の発達やその果実肥大を促進したと考察している.着果数

の増加に伴う平均果実重の低下には，素質の劣る下位の果

実の割合の増加や，果房内の競合による果実肥大の抑制と

ともに，前の果房の着果負担による開花前の花床組織の発

育抑制も影響することは間違いないであろう

本実験においても，竹内ら (1999) の結果と同様に着果

数の少ない頂果房7果区が頂果房 11果区より 1次， 2次肢

果房の果実肥大が旺盛で平均果実重も大きくなった.また，

肢果房の着果数が多い 7果区の収量は 5果区より高かった

が，平均果実重は明らかに小さかった(第2表)• しかし

第 8図に示したように個々の果実肥大には肢果房着果数の

影響が認められなかったことから，全収穫果に占める小さ

な果実の増加が，本実験における平均果実重低下の最も大

きな要因と考えられる.

これまでに着果数と果実品質の関係について調査した報

告は見られないが，本実験の結果では肢果房の着果数が少

ない 5果区はTSSが有意に高かった.その差はわずか 0.2

%であり，平均値として食味の違いを感じ取ることのでき

るレベルとはいえない.しかし第 9図に示したように 3

次肢果房 5番果では約 1%の差が認められ，収穫期前半を

中心に一時的ではあるが， 7呆区の下位果では明らかな品

質の低下が認められた.すなわち，着果数を制限すること

によって，荻原ら (1999)が指摘している低食味果の発生

が抑制され，低食味果の混入によって市場評価が低下する

リスクを未然に防ぐことが可能といえる.共選共販体制の

中では産地全体として取り組むことが必要になるが，強摘

果による果実品質の向上は，差別化による市場競争力強化

の手段として十分考慮されるべき方策のひとつであろう.

適正な着果量については，品種のみならず， CO2施用，

培養液濃度などの栽培管理や地域の気象条件などの様々な

要因が影響すると考えられ，統一的な結論を得ることは難

しい.しかし，本実験において着果数が7果と 5果の聞で

品質に有意な差が認められた.‘女峰'以外の品種であって

も，無摘果の産地では着果数を制限することによって果実

品質が大幅に向上する可能性が高いと考えられる.

結論として，高濃度 CO2施用条件下ではEC約 100mS'

m一lの培養液を施用した低濃度区では一時的に養分が不足

することが明らかになった.従ってこの時期には，より高

い濃度の培養液を与える必要があるといえる.しかし 2月

中旬以降は低濃度区と標準濃度区の聞に収量，品質や養水

分吸収量に差がなく， 1月中旬以降は慣行濃度よりも低い濃

度(排液 EC50mS・m-1前後)での栽培が可能であると考え

られる.11月および 12月の標準濃度区と 2月以降の低濃度

区の排液ECは，それぞれ 60mS'm-1以上と 50mS'm-1以

下であった.以上のことから排液EC50mS・m一Iが培養液濃

度管理の基準になり得ると考えられる.また，着果数を多

くすると収穫果数が増えその分収量が多くなるが，低温，寡

日照期を中心に果実の肥大が抑制されて果実が小さくな

り，果房内の高次分校上の果実品質が顕著に低下する.従っ
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て，低食味果混入のリスクや小果の収穫・調整労力の増大

という短所と小さな果実の販売上の重要性を十分比較検討

したうえで着果数を調整することが，イチゴの経営を安定

させるうえで重要な栽培管理の要点になると考えられる.

摘要

イチゴ‘女峰'を用いて，高 CO2濃度条件下(日中 800

~ 2，500ppm)での栽培における培養液濃度と摘果の影響に

ついて検討した.培養液は大塚A処方を 30~ 50%濃度で

適宜変更する慣行区を標準として，濃度をその1.2倍， 0.8 

倍とする高濃度区，低濃度区の 3水準，摘果処理として，頂

果房の着果数 11果または 7果と 1次肢果房以降の全果房の

着果数7果または5果のそれぞれ2水準を組み合わせて計

12処理区を設けた.低濃度培養液処理区では 12月および 1

月に養分の不足から生育が抑制され果実がやや小さくなっ

たが，培養液濃度聞で収量に有意な差は認められなかった.

ただし果実の可溶性固形物濃度は高濃度区が他の 2処理区

より低くなった.低濃度区の養分吸収量は 1月下旬までは

標準濃度区より少なかったが， 2月以降は標準濃度区とほぼ

同じであった.従って，供給する培養液の濃度は排液の EC

が約 50mS'm-1となるように適宜変更することが望ましい

と考えられる.摘果処理区間で比較すると，総収量は，着

果数の多い頂果房 11果肢果房7果区が最も多く，平均果

実重は着果数の少ない 7果 5果区が最も大きくなった.頂

果房の着果負担が大きいと 1~2 次肢果房の果実が小さく

なったことから，平均果実重の低下には下位の小さな果実

の増加だけでなく，前の果房の着果負担による果実の肥大

抑制も影響したと考えられる.また，果実の可溶性固形物

濃度は，着果数の少ない肢果房 5果区が 7果区より有意に

高くなり，収穫期聞を通じた摘果によって果実肥大が促進

されると同時に品質が向上することが明らかになった.
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