
イチゴ「とちおとめ」の窒素吸収特性と出らいを基準にした
土耕栽培施肥法の開発
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イチゴ「とちおとめ」の促成栽培において、連続うね利用栽培にも適する追肥主体の肥培管摘要：

理技術を開発するため、高設栽培方式でみかけの窒素吸収量の測定を行い、その結果に基づいた土

耕栽培施肥法の検討を行った。

１ 高設栽培の給液と排液の硝酸窒素量の差からみかけの日平均吸収量を測定した結果、全期間

の平均は5.8 株であった。日平均吸収量は、出らい時期から増加し、開花期にピークとなり、果mg/
実肥大期には減少した。

２ みかけの日平均吸収量に基づく最小限の日窒素施肥量は、各花房の出らいから２週間は8.5

株、２週間後に6.5 株、４週間後から次の花房の出らいまで4.5 株であると推察される。mg/ mg/ mg/
３ 土耕栽培において、基肥窒素量を慣行の約1 3の６ 10 施用し、頂花房の出らいからは、高/ kg/ a

設栽培の結果に基づいて液肥を施用する施肥法において、日当たり窒素施肥量の２～３日分を週３

、 、 、回または７日分を週１回施用した区は 基肥を20 10 施用した慣行区に比べ 収量はほぼ同等でkg/ a
合計窒素施用量は、慣行区と比べ約75％であった。

イチゴ、とちおとめ、高設栽培、連続うね利用栽培、窒素吸収量、施肥法キーワード：

Studies on Nitrogen Uptake And Fertilizer Application Method Based on
Bud Emargency of Strawberry cv.'Totiotome' on Forcing Culture

SAITOU Yaoko and YABE Kazunori

In order to establish a rational method of fertilizer application for continuous ridge useAbstract :
cultivation of strawberry cv. 'Totiotome' on forcing culture,nitrogen uptake was measured
approximately with the bench system ,and fertilizer application method based on the above results
was examined on soil culture.

About the average amount of the daily nutrient uptake calculated from the difference of concentration between1．
average of whole growth period was 5.8mg/stock per day,and theapplied solution and discharged one the,

average amount of the daily nutrient uptake increased the period of bud emergence , peaked at
flowering time,and decreased in fruit growth period.
2 rom the last issue,i he minimum amount of the daily nitrogen application is．F t is regarded that t

8.5mg/stock at bud emargence period(for 2 weeks),6.5mg/stock for next 2 weeks and 4.5mg/stock after
4weeks untill next bud emergence period.
3 ertilizer application method such as nitrogen of basal fertilizer is 1/3 amount of conventional．F

application (6kg/10a) and after the first bud emargence, liquid fertilizer is manured additionally
based on the result of bench system was attempted ,the yield of strawberry nitrogen for 2or3days was
manured three times a week or it for 7days was manured once a week was as same as conventional
application(20kg/10a), and the total amount of nitrogen was decreased to 75%.

Strawberry, Totiotome, Bench system, Continuous ridge use cultivation, NitrogenKey Words :
uptake, Fertilizer Aplication
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緒 言

促成イチゴの土耕栽培では、省力・軽作業化を図るた
1 2)めうねを崩さずに次作も栽培する 連続うね利用栽培、 、

。 、を導入する農家が増加している 愛知県の土耕栽培では

露地に定植し、えき花房分化確認後の10月下旬にビニル

被覆を行う栽培が一般的である。また、慣行の施肥法は

基肥主体で、補助的に液肥による追肥が行われている。

連続うね利用栽培では、肥料をうねの表層に混和するた

め、濃度障害を避けるには慣行より基肥量を大幅に減ら

し、降雨の影響がなくなるビニル被覆後の10月以降は、

液肥を主体とする施肥技術が必要である。

施肥の目安として、これまでにも施肥基準 や月毎の3)

葉柄窒素指標 が作成されている。しかし、施設イチゴ4)

栽培では、えき花房以降の分化時期が、気温や生育の状

態によって毎年変動し、開花・果実肥大期が一定でない

ため、個々の栽培への応用は難しい。そのため、生育ス

テージに応じた肥培管理方法を開発することが求められ

ている。

本試験では、本県における促成栽培の主要品種「とち

おとめ」について、各花房の出らいによる生育ステージ

別のみかけの窒素吸収量を高設栽培で調査し、それに基

づいて算出した株当たり日平均窒素施用量で栽培試験を

。 、 。行った その結果 一応の成果が得られたので報告する

材料及び方法

試験１ みかけの日平均吸収量の推定

供試品種として「とちおとめ」を用い、高設栽培でみ

かけの日平均吸収量を算出した。栽培概要は、親株定植

2002年４月23日、ランナー挿し７月10日、短日夜冷処理

８月９日～９月12日、定植９月12日、マルチング11月６

～７日、電照11月16日～翌年２月25日、最低温度は５℃

である。その他は慣行により行った。試験区は１区28株

の２連制とした。

、「 」（ ）高設栽培は ゆりかごシステム JAあいち経済連5）

で行い、培地はビートモス、バーク等の混合培養土「ゆ

りかごソイル （同左 、液肥は園試処方に大塚ハウス５」 ）

号を50g/1000 加えたものを用いた。給液はゆりかごシℓ

ステムのマニュアルに基づき、１回につき株当たり50ml

を１日に３～６回、ECは0.5～0.9で行った。排液は、週

１回回収し、イオンクロマトグラフでNO３－Nの濃度を

測定後、施用量との差からみかけの日平均吸収量を推定

した。

試験２ 出らいを基準にした施肥法による土耕栽培試験

、 （ ） 。育苗は ポット育苗 7.5cm黒ポリポット で行った

親株を2003年４月10日日に定植し、受けポット後、７月

31日にランナーを切り離し、短日夜冷処理は８月16日か

ら９月15日まで行った。

試験区の基肥窒素量は濃度障害を避けるため慣行区の

約1/3の６Kg/10aとし、うねの表層に施用後、鍬を用い

て約10cmの深さまで混和した。調査株の30%が出らいし

た日を出らい日とし、追肥の施用量は、出らい日を基準

に変更した。追肥は10月10日から開始し、１次、２次え

き花房では、出らい日から２週間は日平均窒素施用量を

8.5mg/株、２～４週間は6.5mg/株、４週間目から次の花

房の出らいまでは日平均4.5mg/株施用した（表１ 。３）

次えき花房以降は、分枝からの出らいを含む多数の花房

が並立するため、２月25日～４月９日は日平均8.5mg/株

、 。を与え その後収穫終了まで日平均6.5mg/株を施用した

１回当たりの施肥量を増やして、施肥回数を減らすこ

とが可能かを検討するために、窒素施用量の２～３日分

または７日分を１回に施用する区を設置し、それぞれ週

３回区、週１回区とした。慣行区は、基肥窒素量20kg/

10aをロータリーで全層処理し、追肥は12月10日から10

日ごとに１日当たり22mg/株を液肥混入機で施用した。

各区とも苦土石灰(100kg/10a 、BMようりん(40kg/10a））

、 （ 、は全層施用し 基肥には有機配合肥料イチゴ畑 6-5-4)

追肥にはスマイルK1号（15-8-16）を用いた。

本ぽのかん水は、稲葉ら の報告を参考にｐF1.9を目6)

安とし、週３回区の追肥施肥日に各区に設置したｐFメ

ーターを確認して行った。

、本ぽ定植は９月16日にうね間×株間を120cm×20cm

条間の２条植え（8000株／10a）とした。ビニルは周年

展張で、マルチングは10月16日、温度管理は、最低５℃

で加温し、換気温度は春秋季25℃、冬季28℃にセットし

た。電照は、11月27日～２月28日、炭酸ガス施用は11月

20日～２月５日に実施した。

試験区の規模は、１区46株の２連制で、生育調査、収

量調査は各２カ所ずつ、計４カ所、１カ所につき10株を

月１回調査した。生育調査は、第３展開葉の葉長及び小

葉葉身長を測定した。硝酸窒素の測定には第３葉の葉柄

を各区５株から採取し、RQフレックス（Merk社製）で硝

。 、酸イオン試験紙を用いて測定した 土壌中の硝酸窒素は

株間の作土を各区６カ所採取し、イオンクロマトグラフ

で測定した。糖度は、完全に着色した果実の先端1/3を

用い、各区10個デジタル糖度計で測定した。

試験結果及び考察

試験１ みかけの日平均NO3-N吸収量の推定

10月15日～4月28日のみかけの日平均NO3-N吸収量は、

最低が2002年12月20日の4.3mg/株、最高が2003年4月25

日の8.3mg/株で、全期間の平均は5.8mg/株であった（図

１ 。日平均吸収量の推移では、４回のピークが認めら）

れ、7.3～8.3mg/株であった。１、２回目のピークにお

いて、みかけの日平均吸収量は、開花前２～３週間前か

ら増加し、１回目のピークでは第１次えき花房の開花始

めの翌週、２回目のピークでは第２次えき花房開花始め

の週に７mg/株以上の値を示した。その後、見かけの日

平均吸収量は低下し、開花２～３週間後の果実肥大期に

は５mg/株以下と低くなった。
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表１ 試験区の設定

試験区 基肥 基肥 追 肥 施 用 追肥窒素施用方法

施肥量 施用方法 開始日

週３回区 750 ／株 表層条施肥 10月10日 出らい後２週間日平均8.5 株mg mg/
( ６ 10 ） 出らい後２～４週間日平均6.5 株N: kg/ a mg/

週１回区 出らい４週間以降日平均4.5 株mg/
１回に週３回区は上記の２～３日分、

週１回区は７日分を施用

慣行区 2500 ／株 全層施肥 12月10日 10日毎に22 株mg mg/
( 20 10 ）N: kg/ a

各区とも苦土石灰(100 10 、 ようりん(40 10 ）を全層施肥kg/ a BM kg/ a）

基肥は有機配合(いちご畑 6 5 4 、液肥は、養液土耕用液肥（スマイルＫ１号 15 8 16)を使用- - - -）

出らい日は、調査区の30 以上の株に出らいが認められた日とした。%
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みかけのNO3-N吸収量(10/15-4/30）　9.3ｋｇ/10a　、商品果収量(11/27-4/28）486.2ｇ/株

頂花房開花

始10/15

図１ 高設栽培におけるイチゴ「とちおとめ」のみかけの硝酸窒素吸収量と開花・収量の関係

本試験では、慣行の栽培管理に従い１月以降のわき芽

かきを中止したため、３回目、４回目のピークのある３

月下旬以降は、第３、４、５次えき花房が平行して開花

し、花房の区別が不可能であり、開花日の調査は行わな

かった。そのため、３回目、４回目のピークと開花日と

の関係は不明であるが、ピークの間隔が短く、他の２回

のピーク間に比べ日平均吸収量が大きいことから、複数

の花房が連続して開花していることに関係があるものと

思われる。４月28までの株当たり収量は、486.2ｇであ

った。

本試験において、全栽培試験を通してのNO3-Nのみかけ

の日平均吸収量は、5.8mg/株であった。宇田川 は 「女7) 、

峰」の循環式NFT水耕において9.01mg/株、中村 は「女8)

峰」の少量培土耕において、高濃度区が9.25g/株、中濃

、 。度区で7.67mg/株 低濃度区が4.47mg/株と報告している

本試験の結果は、中村らの中濃度区と低濃度区の値の中

間であった 「とちおとめ」は、多肥栽培で頂花房と第。

１次えき花房間の葉数が増加したり、乱形果が発生しや

すい と報告されており 「女峰」に比べ経済栽培に適す9) 、

る日平均NO3-N吸収量は低いものと推察される。

愛知県農業総合試験場研究報告第37号
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日平均吸収量の推移について、安田 らは、養液栽培10)

の促成作型で11月中旬頃にピークがあることを報告し、

中村らは、同様の結果から、定植～頂花房の開花着果頃

までは濃度を高く維持し、収穫期以降は低い管理の方が

良好であるとしている。本試験では同様の結果を示し、

さらに、12月以降にもピークを示す時期があること、各

ピークは出らい・開花と関係があることを観察した。

また、日平均NO3-N吸収量の増加は、開花の約２週間

前の出らい期からであると推察された。筆者ら は高収2）

量篤農家技術として各花房の出らいを重点に施肥量を増

加させる例を報告しているが、本試験の結果は同様な結

果を示した。

「 」以上よりみかけの日平均吸収量から見た とちおとめ

の窒素施肥量は、開花に10日程度先行する出らいを目安

に、7.5～8.5mg/株、出らいから２週間後に5.5～6.5mg/

株、４週間後に4.5～5.5mg/株を施用し、複数の花房が

平行して出らいする、第３次えき花房以降は6.5mg/株以

上であると思われる。

試験２ 出らいを基準にした施肥法による土耕栽培試験

試験１の結果より、表１のように出らい日を基準にし

た施肥法を検討した。また、基肥は慣行区の1/3の６kg/

10aとし、追肥時期は慣行区より60日早い頂花房開始期

（10月10日）より開始した。

、 。各試験区の窒素施用量の経過は 図２のとおりである

週３回区と週１回区とも、出らいが30％を超え、施肥量

を増やした時期は、10月中旬、11月下旬、1月下旬、2月

下旬の4回でほとんど同じであった。各区の窒素施用量

は 慣行区の22.5kg/10aに比べ 週３回区は74.2%の 16.、 、

7ｋｇ/10a、週１回区は76.4%の17.2kgで、追肥間隔が短

い週3回区のほうがやや少なかった（表2)。

葉柄窒素の推移は、図３のとおりである。いずれの区

も12月28日～２月３日が低く、２月27日以降再び高くな

った。慣行区は最高が2167.6ppm、最低が988.4ppmであ

ったのに比べ、週３回区はおのおの1874.5ppm、1145.8

ppmで葉柄窒素の変動幅が小さかった。週1回区は2779.7

ppm、765.9ppmで変動幅が最も大きく、３月30日、５月

１日には他の区より葉柄窒素の低下が大きかった。

土壌中硝酸濃度は、図４に示したように、２月２日、

３月30日が低く、１月３日、２月27日、５月１日が高か

った。週３回区は1.6～5.4mg/乾土100g、週１回区は1.5

～4.6mg/乾土100g、慣行区は1.4～4.7mg/乾土100gで、

液肥の施用間隔が短い週３回区は、２月27日まで他の２

区より高めに推移し、変動幅も小さかったが、３月以降

は他の２区と変わらなかった。

第３展開葉長の推移は図５で、１月29日が最小となる

U字型のグラフを示した。各試験区の間には有意差は認

められなかった。

収量の結果を表３、月別収量を図６に示す。慣行区の

） 、商品果収量が827.1g/株(6.6t/10a であったのに対して

週３回区は783.0g/株（6.3t/10a 、週１回区は790.3g/）

株(6.3t/10a)とほぼ同程度であった。月別収量は、11月

～３月は各区ともほとんど同じであるが、４月の収量は

慣行区が多かった。収穫始めは、週３回区、週１回区が

若干早く、商品果率は各区とも同程度であった。

糖度測定の結果を図7に示す。データをTukeyの多重比

較により検定した結果、週３回区の糖度は週１回区、慣

行区に比べp<0.01で有意に高かった。
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図２　試験区の窒素施用量の推移

出らい後、日平均窒素施用量8.5mg/株、２週間後に6.5mg/株、４週間後に4.5mg/株施
用した。週３回区は２～3日、週１回区は７日毎に日数分を施用
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表3 施肥方法と収量性（4月30日まで）

試験区 収 穫 総収量 商 品 果 収 商品

始め 量 果率

株 株 10 (％）g/ g/ t/ a慣 行 区

対比

週３回区 11 17 826.7 94.7 783.0 6.3 94.7/
週１回区 11 17 837.5 95.6 790.3 6.3 94.4/
慣行区 11 21 877.6 100.0 827.1 6.6 94.2/
各区10株×２カ所調査の２連制
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図３　出らいを基準にした施肥法による葉柄窒素の推移
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た。週３回区は２～3日、週１回区は７日毎に日数分を施用
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表２ 各区の窒素施用量

項 目 試験区

週３回区 週１回区 慣行区

基肥( 株) 750 750 2500mg/
追肥( 株） 1341 1399 308mg/
合計( 株) 2091 2149 2808mg/
基肥( 10 ) 6.0 6.0 20.0Kg/ a *
追肥( 10 ） 10.7 11.2 2.5Kg/ a
合計( 10 ) 16.7 17.2 22.5Kg/ a

% % %窒素量慣行区対比 74.2 76.4 100.0

栽植密度は8000株／10 で算出* a
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図７　出らいを基準にした施肥法による糖度の推移
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出らい後、日平均窒素施用量8.5mg/株、２週間後に6.5mg/株、４週間後に4.5mg/株施用した。週３回区は２～3日、週

１回区は７日毎に日数分を施用

トマト等の養液土耕栽培では、日当たりの必要な施肥量

を液肥で施す施肥法として、リアルタイム土壌診断・栄
1養診断よる精度の高い施肥管理体系が確立されている

。イチゴ栽培でも、取り組みが報告されている もの1) 12）

、 。の 施肥量や施肥時期などの施肥体系は確立していない

その要因として①土耕栽培では、ビニル被覆がない状態

で定植するため、基肥が不可欠である、②えき花房分化

前の多肥は開花期を遅延させる（田尻ら 、岩崎ら ）14) 15)

ため、出らいを連続させるために、えき花房花芽分化前

は窒素を控え、分化後は草勢維持のため施用量を増やす

必要がある（町田ら ）③えき花房の分化時期は、気温13)

や生育の状態によって毎年変動するため、月別または季

節別の指標では個々の栽培への適応が難しい点があげら

れる。そこで、本試験では、基肥を施用し、追肥は出ら

いを基準に施用量を変更する施肥法を検討した。この施

肥法は、基肥を慣行の1/3施用することで連続うね利用

栽培に適用でき、出らいを基準としたことで、花芽の検

鏡やリアルタイム栄養診断等のように器機を使用しなく

ても、ほ場の観察のみで施肥量の決定が可能である。

本試験の出らいを基準とした施肥法と慣行施肥法を比

較すると、収量は、10a当たり6.3tと慣行の6.6tとほぼ

同等で、現地における平均的な収量4.5t/10aを大きく上

回った。商品果率や生育に差は見られず、糖度は週３回

区が、慣行区より高い数字を示した。また、窒素施用量

は、週３回区が慣行区の74.2%、週１回区が76.4%と約25

%削減できた。

土壌中の窒素含量と葉柄窒素含量について、六本木ら

は 「女峰」を用い１月下旬の収穫開始まで400～600p4） 、

pm（硝酸イオン換算値1884～2826ppm 、２月下旬まで、）

300～500ppm（1415～2355ppm)、４月下旬収穫後期まで

は200～400ppm（942～1884ppm）が目安であるとしてい

る。品種と定植期が異なるため 「とちおとめ」の促成、

栽培とは単純に比較できないが、本試験においても葉柄

窒素含量は頂花房収穫開始までが最も高く、冬季には低

く、強制休眠が醒めて以降再び高くなる傾向が観察され

た。週１回区の変動が他の２区よりも大きかったのは、

１回の窒素施肥量が慣行では10日に22mg/株、週３回区

では最大22.5mg/株に比べ、週１回区は最大59.5mg/株と

齋藤・矢部：イチゴ「とちおとめ」の窒素吸収特性と出らいを基準にした土耕栽培施肥法の開発
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多かったためと考えられた。葉柄窒素の変動幅が小さか

った週３回区の数値をもとに、出らいを基準にした施肥

法における「とちおとめ」の葉柄硝酸窒素の指標は、頂

花房収穫開始時期の11月下旬には2000～3000ppm、第１

次えき花房～第２次えき花房開花期の12月末～２月上旬

は、1000～1500ppm、それ以降、収穫終了時までは、150

0～2000ppmであると思われる。

土壌中の無機態窒素含量は、六本木ら が初期まで６4）

～８mg/乾土100g、その後は４～６mg/乾土100g、井上ら

は「とよのか」において、収量５t/10a以上の高収農16)

家で、９～２月まで２～６mg/乾土100g、それ以降は２

～10mg/乾土100gであり、低収農家ほど変動が大きいこ

とを報告している。本試験では、週３回区は、追肥の間

隔が広い他の２区に比べ、１月から２月末までの土壌硝

酸窒素が高く、変動も小さかった。土壌窒素と葉柄窒素

の推移から、今回の施肥法においては、施肥間隔を短く

して１回の施用量を少なくした方が良いと思われた。

また、第２次えき花房出らい前の約１ヶ月間、日平均

窒素施用量を最も低い4.5mg/株と設定したが、このこと

が２月上旬の土壌窒素低減を招き、４月の収量低下につ

ながった可能性が考えられる。今後は、4.5mg/株の設定

を中止し、出らいから２週間は8.5mg/株、２～４週間は

6.5mg/株の２水準に設定する方が望ましいと思われる。

なお、環境の観点からはできるだけ硝酸窒素量を低く設

定するのが望ましいが、慣行に比較して週３回区で施肥

量の増加は0.9%とわずかである。

pF1.9を目安に潅水を実施したが、果実の肥大期に晴

天が続くと一時的に多量の潅水を必要とした。本施肥法

は１回の施肥量が多いので、濃度障害の危険もあると思

われた。今後は、給液間隔を短くするために液肥の施用
17）を自動化し、水分センサーを利用して即時制御潅水法

を検討することによって、生産の安定と省力化・軽作業

化を図れる土耕栽培システムを検討したい。
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