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I 緒 雪量
巨司

キヌサヤエンドウは伊豆地域で古くから高級食材

として首都圏に出荷されている特産野菜で， I成金

豆」の別名を持ち，地域の特性を生かした品目とな

っている.9月上旬から 11月にかけて収穫する秋採

り栽培は，高冷地と暖地の端境期にあたり他に競合

する産地が少ないため，収益性が高くブランド化さ

れている.静岡県農業試験場により，耐暑性を持つ

品種‘植選 1号， 4lや‘伊豆 1号'が育成されたが

8)，これらの品種は先端黄白化症に対して抵抗性が

なく， 1987年には産地で先端黄白化症の発生により，

新薬や茎の生育が停止し収量が激減する甚大な被害

が発生したg)そこで， ‘伊豆 1号'と同等の品

質・収量で，先端黄白化症に抵抗性のある品種を育

成するため，先端黄白化症抵抗性品種‘あずみ野 30

日絹爽PMR' と交雑し，更に 2度 g伊豆 1号'を戻

し交雑して，先端黄白化症抵抗性品種‘伊豆みど

り'を育成した 3). 現在では， ‘伊豆 1号'に加え

て‘伊豆みどり'の普及が進んで、いるが，生産者か

らキヌサヤエンドウの市場価格が高い 9月及び 10

月上旬時期の収量増加および優良階級品の増加が求

められている.一般的に夏まき栽培は分校が少ない

ため，畝幅は 1.3m程度，株間は 20~25 cmとされ

ている θ. しかし，現地では畝幅を狭くして，株聞

は 15cm程度にして 1箇所に 3株組支を耕音する方

法がとられている.そのため，生育とともに枝が過

密になるため，生育が悪くなる可能性が考えられる.

収量増加を図るにあたり，適正な栽植密度7)(こつい

て検討する必要がある.また，早期収量の確保を図

る上で， ‘伊豆みどり'を 1週間程度早まきする方

法が考えられるが， 2011年度には種時期を 7日及び

14日早めて収量・品質の違いについて試験を行った

結果，耕音後期になると生育が停滞し規格外品が増

加する傾向があることが確認された由ことから，問

題を解決する手段としては課題があることがわかっ

た.そこで，本研究では，産地の生産力を向上させ
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ることを目的に，現地で利用されている‘伊豆 1

号'と‘伊豆みどり'について，慣行の栽植密度に

よる生育や収量及び品質の比較を行うとともに，

‘伊豆みどり'の収量の増加及び優良階級の増加に

向けた栽植密度について検討したので，概要を報告

する

E 材料及び方法

1. ‘伊豆みどり'ど伊豆1号'の品種比較

(試験 1)

(1)品種‘伊豆1号'及び‘伊豆みどり'

ω栽培概要試験場所は，静岡県賀茂郡河津町見

高のキヌサヤエンドウ耕音ほ場で，標高225m，南

側向き，前験規模は1区3.0nrとし，それぞれ2区

を設けた.面積は 12nfである.栽植密度は慣行と

して 1m2当り 15株とした.は種は2012年7月31

日に行った.株数の調整として，各穴に4粒は種

し， 4株出芽していた場合は1株間引きを行い， 1 

穴当日槻こした.施肥，潅水及ひ誘引などの栽

培管理は現地慣子とした(元肥:キヌサヤ配合(N:P:K

=8:15:8) 3∞kgIlOa，追肥無し).生育調査は各区

10株行った.

(3)調査項目 調査日別の階級別収量， 1株当たり

分校数，第 1着花節位，第1着茨節位，銀行数，

全着爽節数，全優良分校数 (5節以上で着爽比率が

30%以上の分校)，主枝の節数，着爽節数，第1

から第3分校の分枝数(図 1)，節数，着爽節数，優

良分枝数及び優良分枝率とした.着花，着爽節位

は9月中旬に調査した.収穫調査は時期的な傾向

を把握することを目的とし， 9月 18日から 10月

30日まで週 1回実施したが， 10月の第2，4週に

ついては収量調査を行わず，その期間は生産者が

収穫した.11月以降は枯れ上がりが発生したため，

収量調査は 10月初日までとした.分校の調査は

11月 13日に行った.なお，階級は現地で使用され

ている規格である爽長7.0cm以上8.0cm未満，豆

とびのない最も品質が良いものを‘秀品'，爽長

7.0cm以上もしくは豆とびのあるものを寝品，

爽長7.0cm未満もしくは豆の肥大やとびのあるも

のを‘良品'とした.また，先端黄白化症の発生

の有無を確認、した

2. ・伊豆みどり'の栽植密度の違いによる比較

(試験2)

(1)品種 ‘伊豆みどり'

ω栽培概要前験場所は試験1と同様で，乱験規

模についても 1区3.0nrとし，それぞれ2区を設

けた.面積は 18nrである.栽植密度の設定につ

いて，低密度区は 1m2当り 10株，中密度区ぐ|賞

行)は1m2当り 15株及び高密度区は 1m2当り

30株と， 3段階設置した.分枝数の調査は各区2

株とし，それぞれ2反復とした.

。)調査項目

主枝

図1 キヌサヤエンドウの分枝

主枝から伸長した分枝を第1分枝，第1分校から伸長

した分校を第2分枝，第2分校から伸長した分枝を第3

分枝とした

E 結果及び考察

1. ‘伊豆みどり'と‘伊豆1号'の品種比較

(試験1)

表 1に，品種の違いによる時期別及び階級別の収

量(lrrf当り)を示す.調査日別及び暗級別の 1株当た

りの収量について， 10月2日は‘伊豆1号'の優品

が 33.9gと‘伊豆みどり'の 18.9gと比較して多く，

良品についても‘伊豆l号'が31.5gと， ‘伊豆み

どり'の 11.4gと比較して多くなったが，各収穫日

の収量の合計値は品種聞に有意差はみられなかった.

10月2日以外はいずれの階級においても，有意差は

みられなかった.

表 1 品種の違いによる時期別及び階級。別の収量

(1 rrf当たり) (詞験 1)

秀品 傍 品 毘品 骨計

収量(，，-l 収量(，，) 収量(.，.) 収量(，，)
収穫日 品種

伊豆みどり 5.4 19.9 5.3 30.6 
9月18日 司同宣豆L支ーーーー_p)_ _ _ _ _ _1_2"4 _ー目白!Q..7____;?@.J__

有責芽必 n.8. n.8. n.8. n.s 

伊豆みどり 16.7 15.5 20.8 53.0 
9月 25 日 _j~豆 1 号 _!0"4-_ _ _ _1_U _ _ _ _!!!..Q_ _ _ _ H.p 

手f長芸 n.8. n.8. n.8. n.s 

伊豆みどり 8.8 18.9bω 11.4b 39.0 

10月2日 _ _a-豆17ミー 10.6 33.9a 31.5a 76.0 
有量:茅 n.8. * 合 n.s 

伊豆みどり 5.4 38.0 31.0 74.4 
10月 16日ー _j~豆L 支ーーーー_J .2_ _ _ _ _ _1_7" 'z _ _ _ _~Q..7 _ーーー量Q.p__ 

有意差 n.8. n.8. n.8. n.s 
伊豆みどり 5.8 6.0 仕o 17.8 

10月30日 _j~豆L 支回一ーー_?2_ _ー回目 _1_5"~ 一一__!l.;?_ _ _ _ ;?~.p_ _ 
有煮普 n.8. n.8. n.s. n.s 

1)階級秀品焚長7.0cm以上8.0cm未満，豆とびのないもの
優品ー爽長7.0cm以上もしくは豆とびのあるもの
良品 茨長7.0cm未満もしくは豆の肥次やとびのあるもの

2) 分散分析により*は5%水準で有意差あり， n.8.は有意差なし

3) Tukeyの多重検定により異符号聞には5%水準で有意差あり
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表2fこキヌサヤエンドウの品種の違いによる分校

数，第1着花節位及ひ第1着爽節位を示した.収量

に及ぼす要因である 1株当たり分枝数について，

‘伊豆みどり'及び‘伊豆1号'に有意差はみられ

なかった.

表2 品種の違いによる分校数，第1着花

及び着爽節位(前験 1)

I株当tcり第1着花第1着爽
品種 分枝数1) 節位 節位

(本) (節) (節)
伊旦みどり 5.3 16.9 17.1 
伊豆l号 6.5 17.2 17.3 
有意差2) ll.S ll.S. ll.S. 

1)着爽が確認できた分枝
2)分散分析により ll.S.は有意差なし

表3に，品種の違いによる各分校数，節数，着爽

節数を示した.品種の違いによる全節数，全着爽数，

全優良分校数や，主枝の節数，着爽節数及び第 1，2， 

3分校の分枝数，節数，着爽節数，優良分校数及び

優良分枝率に有意差はみられなかった.なお，試験

期間中に先端黄白化症の発生はいずれの区において

も確認されなかった.

以上の結果から， ‘伊豆みどり'は現地で普及し

ている‘伊豆1号'と比較してほぼ同等の生育を示

した.収量増加が望まれる 9月下旬から 10月上旬の

時期は，先端黄白化症が発生しやすい高温条件。に

なることが予想されることから，収量の安定性を確

保する上でも‘伊豆みどり'の導入利用が望ましい

と考えられた

2. ‘伊豆みどり'の栽植密度の違いによる比較

(試験2)

表4に，栽植密度の違いによる時期別及び階級別

の単位面積当たりの収量を示した.ここでは‘伊豆

みどり'を用いて，栽植密度を3段階で検討した.

調査日別及び階級別の 1株当たりの収量について， 9 

月 18日は区間の差はみられなかったが， 9月25日

の秀品は中密度区じ慣行)16.7g，高密度区13.0gに

対し，低密度区が21.8gと最も高く，明らかな差が

みられた

10月2日は，秀品が低密度区で8.2g，中密度区

(慣行)が 8.7gに対し，高密度区は2.5gと低かった.

また，優品及び合計について，低密度区の収量が最

も高くなった.10月 16日及び10月30日はいずれ

の階級で差はみられなかった。

表4 栽植密度の違いによる時期別及び階級沙

別の収量(1rrf当たり) (試験2)

秀品 俸品 良品 合 計

重量(!!) 重量(!!) 重量(!!) 重量(!!)
収穫日 品種

伊豆みどり 5.4 19.9 5.3 30.6 
9月 18 日同__伊豆よきtEE--j員~?_ _ _ _ _ JJ"1_ _ _ _ ].Q}_ ・___~I;!.L.

有煮差'Z} ll.8. ll.8. ll.8. ll.8. 

伊豆みどり 16.7 15.5 20.8 53.0 
9月25日 "伊豆 l号 10.4 17.7 19.5 47.5 

有意差- n.s. n.s. ns. ni  

伊豆みどり 8.8 18.的ω 11.4b 39.0b 
10月2日 伊豆1号 10.6 33.9a 31.5a 76.0a 

ー__ _有資茅ーーーー--Zζーーーー--:;-ー"ーー--*--ーーーー五4一ー
伊豆みどり 5.4 38.0 31.0 74.4 

10月16日開園箇伊豆Lさt_ _ _ _ _ _U _ _ _ _ _ JJ.λ 一 _~Q之ーー 1Q.þ
有長差 0.8. ll.8. ll.8. n.s 

伊豆みどり 5.8 6.0 6.0 17.8 
10月初日 伊豆1号 3.2 15.2 11.2 29.5 

ー有最差ーーーーー-li n.s. n.s. n.s. 

1)階級秀品:焚長7.0cm以上8.0cm未満、豆とびのないもの

優品:爽長7.0cm以上もしくは豆とびのあるもの

良品 茨長7.0cm未満もしくは豆の肥大やとびのあるもの

2) 分散分析により吋土5%水準で有意差あり， n.sは有意差なし

3) Tukeyの多重検定により異符号聞には5%水準で有意差あり

表3 品種の違いによる各分枝の節数及び着爽節数(誌験1)

主夜 第 171夜 第2分校 第3分校

品種
全節数常識節数議分枝数"節数議分328よも分枝数節数議ぅ銭品分枝数節数議易黒

(目.) -，.~. ~~ ，~-~. (~叫(%)

伊豆みどり 80.8 47.8 3.0 35.8 13.3 2.8 51.0 24.3 2.0 70.0 2.0 21.3 9.8 1.0 47.5 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 

伊豆l号 115.5 49.3 3.0 38.3 14.5 3.3 57.3 25.5 2.3 73.3 3.3 20.0 9.0 0.8 25.0 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 

有意差4) ll.8. ll.8. ll.8. n.8. ll.8. ll.8. ll.8. ll.8. n.8. n.8. ll.8. ll.8. ll.8. n.8. ll.8. ll.8. ll.8. ll.8. ll.8. ll.8. 

1) 着焚が確認できた分枝の数
2) 5節以上で着爽のある節の比率が30%以上の分枝数
3) 優良分枝率はarCSln変換した数値により分散分析を行った
4) 分散分析により n.sは有意差なし
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表5に，栽植密度の違いによる分枝数，第1着花

節位，第1着節節位を示した. 1株当たり分校数の

有意差はみられなかったが，第1着花節位は中密度

区(慣行)が 16.9節と低密度区 18.2節よりも低くな

った.また，第 1着爽節位は低密度区が 18.3節と，

中密度区(慣行) 17.1節および高密度区 17.2節と比

較し最も高かった.

表5 栽植密度の違いによる分枝数，第1着花

及び着英節位(詞験2)

1株当r::.り第1着花第1着爽

栽植密度。 分枝数訪 節位 節位

(本) (節) 俊行)

低密度 7.8 18.2a') 18.3a 
中密度(慣行) 5.3 16.9b 17.1b 

高密度 3.3 17.1ab 17.2b 
有意差3) n s， * * 

1)低密度は10株1m
2
，中密度(慣行)は 15株1m

2，高密度は30株1m
2

2)着爽が確認できた分校

3)分散分析により*は5%水準で有意差あり， n.8，は有意差なし

4) Tukeyの多重検定により具符号聞には5%水準で有意差あり

表6に栽植密度の違いによる各分校，節数，着爽

節数を示した.全節数は，低密度区が 156.8節と最

も高かった.全着爽数でも低密度区が 68.0節と高く，

全優良分枝数は 5.3本と高かった.主枝の節数，着

爽節数の差はみられなかったが，第1分枝では，着

爽節数が高密度区で 7.0節と低かった.第2，3分校

の分校数，節数，着茨節数，優良分枝数及び優良分

校率に有意差はみられなかった.

以上のことから， ‘伊豆みどり'と‘伊豆1号Y

品種比較を行った結果， 10月2日の優品及び良品収

量の違いの他は，有意差はみられなかった. ‘伊豆

みどり'は，先端黄白化症J擢病性の‘伊豆 1号'に，

先端黄白化症の抵抗性を持たせるため，先端黄白化

症抵抗性品種‘あずみ野30s絹爽町四'を交雑さ

せた後に，生育特性や爽の収量性及び早晩性などに

ついて‘伊豆1号'と同等にするため，戻し強位の

親として‘伊豆1号'を2回連続戻し交雑を行って

いる.そのため， ‘伊豆みどり'の遺伝子の大部分

が‘伊豆1号'に置換されたと考えられるため，

‘伊豆みどり'に似た形質を示すものと思ゐれる.

伊豆みどり'の栽植密度について，低密度区の9月

25日の秀品の収量が有意に増加するとともに， 10

月2日は良品以外の階級で低密度区の収量が増加す

ることが確認された.また， 1株あたりの全節数，

全着爽節数及び全優良分校数が増加した.これは，

栽植密度を中密度区 t慣行)から低密度区にするこ

とで， 1株当たりの生育に必要とする地上部の体積

が増加し，光環境が改善される泊ことで分校が促進

され，主校以外の着爽節数が大幅に増加するととも

に，爽の品質が向上したことを示すものと考えられ

る.

本研究により， ‘伊豆みどり'が‘伊豆1号'と

同等の生育及び収量↑生を示すこと及び‘伊豆みど

り'の栽植密度の違いが分校数や階級別収量などに

及ぼす影響が明らかlこなった.産地では秋季の台風

の被害を想定し，栽植密度を高くして早期収量の確

保に努めようとしている生産者が多いが，むしろ逆

に9月下旬から 10月上旬にかけて秀品などの収量が

低下している現状が確認された.そこで、，キヌサヤ

エンドウの9月及び10月上旬時期の収量増加及。河憂

良階級品の増加を図る上で， ‘伊豆みどり'の栽植

密度を，慣行より低密度の 10株/rrrがよいと考えら

れた

N 摘要

先端黄白化症抵抗性品種‘伊豆みどり'の栽植密

度が収量と品質に及ぼす影響について調査した.栽

植密度は，低密度 (10株/rrl)，中密度(慣行:15株

表6 栽植密度の違いによる分槻リの節数及び着焚節数(試験2)

主枝 第1分枝 第2分校 第3分枝
} 全着英全優良一一一一一一一

栽植密度υ 全節数節数分枝数 着茨 着英優良債良 着爽優良優良 着焚優良優良
節数節数 分校数到節数 節数分枝配分zfe分枝数節数節数分枝数づ15f分校数節数節数分枝数官率

低密度 156.8a6l 68.0a 5.3a 8.6 15.5 3.5 2.3 32.8a 2.5 79.2 4.0 38.0 15.5 2.3 45.5 0.5 2.5 1.0 0.5 25.0 

中密度
80.8b 47.8ab 3.0ab 9.3 9.8 5.6 1.0 24.3ab 2.0 (慣行) 70.0 2.0 21.3 9.8 1.0 47.5 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 

高密度 76.8b 26.0b 1.0b 6.1 4.8 2.1 0.5 7.0b 0.5 50.0 1.8 12.5 4.8 0.5 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

有意差ω * n.8. n.8. n.8. n.s ム n.8. n.8. n.8. n.s. n.8. n目S. n.8. n.8. n.8. 0.8. n.S. n.8. 

1) 低癌度は10株/皿2 中密度(慣行)は 15株1m
2，高密度は30株1m

2

2) 着英が確認できた分枝の数

3) 5節以上で着爽のある節の比率が30%以上の分校数

4) 優良分枝率はarcsm変換した数値により分散分析を行った

5) 分散分析により Aは10%，吋土5%，**は1%水準で有意差あり， n.s.は有意差なし

6) Tukeyの多重検定により異符号聞には5%水準で有意差あり



キヌサヤエンドウ‘伊豆みどり'の栽植密度が収量・品質に及ぼす影響

1m') ，高密度 (30株1m')の3段階に設定した.そ

の結果，中密度区と比較して低密度区では， 9月25

日における秀品階級の収量が有意に多く， 10月2日

には良品以外の階級及び合計の収量が有意に多くな

った.11月 13日における 1株あたりの全節数，全着

爽節数及び全優良分校数が他区と比べて有意に多く

なった.これは，栽植密度を下げることにより 1株

当たりの生育可能な地上部の体積が増加した結果，

分枝が促進され，主枝以外の着爽節数が大幅に増加

したために，爽の品質が向上したものと考えられた.

以上の結果から，高価格が期待される 9月及び 10

月上旬時期の収量及び品質を向上させるためには，

‘伊豆みどり'を， 10株/rr?程度の栽植密度で耕吾

することが望ましいと考えられた
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