
台木品種、マルチの種類及び摘葉方法が‘とげなし紺美’の

促成栽培における収量と品質に及ぼす影響

＊ ＊＊ ＊長屋浩治 ・恒川靖弘 ・矢部和則

とげなし性ナス‘とげなし紺美’の促成栽培における台木品種、マルチの種類、摘葉方法が収摘要：

量と品質に及ぼす影響について検討した。

１ 台木品種については、供試品種のうち ‘赤虎’は初期生育が優れると共に第１花開花日が早く、、

対照の‘アカナス’と比較して、収量が多く、上中物率が高かった。

２ マルチの種類については、慣行の黒マルチと比較して、シルバーマルチは12月の果皮のアントシ

アン吸光度が高く、白黒ダブルマルチは収量が多かった。

３ 摘葉方法については、収量は冬期強・春期弱摘葉で多く、上中物率は春期弱摘葉区が高かった。

：ナス、とげなし、台木品種、マルチ、摘葉キーワード

Effects of Rootstock Variety, Mulching Materials, and Defoliation Method on Yield
and quality in Forcing Culture of Spineless Eggplant 'Togenashikonbi'.
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Effects of rootstock variety mulching film and defoliation method on yield and puality ofAbstract: ,

.spineless eggplant 'Togenashikonbi' were studied in the forcing culture
As for the rootstock variety 'Akatora' was the most suitable because the first flower flowering1. ,

day was the earliest among tested varieties and the yield and the rate of high-quality fruits were,

.more superior than 'Akanasu'
As for the mulching materials compared with the black mulching film the silver mulching film2. ,

raised the antosian absorbance of fruit skin and the white-black double mulching film was superior
in the yield so these films were suitable for the cultivation of 'Togenashikonbi',

As for the defoliation the yield of the plant applied the defoliation method like as heavily picked3. ,

leaves in the winter season and lightly picked leaves in the spring season was superior The rate of.

high-quality fruits harvested under the defoliation method like as lightly picked leaves in the spring
.season was high

ggplant Spineless Rootstock varieties Mulching DefoliationKey Words : E , , , ,
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緒 言

愛知県農総試で2003年に育成された‘とげなし紺美’

は、とげが発生しないため、収穫、選果などの作業にお

、 、‘ ’ 、いて快適 省力的な品種である上 千両 と比較して

厳寒期でも着果性が良く、収量が多く、品質が良いとい

う優れた特長がある 。課題としては、収穫開始が‘1),2)

千両’よりやや遅いことや、寡日照下で果皮色が淡くな

ること、春期以降、収量や品質が低下し易い等である。

、 、 、これらを解決するため 本研究では 収量と品質が優れ

初期収量が多い台木品種、果皮色対策として有効なマル

チ資材、日照を確保しながら草勢を維持できる摘葉方法

について検討した。

材料及び方法

１ 供試材料の栽培概要

育苗は、農業総合試験場園芸研究部のガラス温室で行

い、試験は、300 のビニールハウス内で行った。施肥m2

は、基肥としてスーパーロング180日タイプ（14 12 14)- -
を用い43 ／10ａ、追肥としてＩＢ化成(10 10 10)をkgN - -
用い、２月３日と４月20日に計15 ／10ａとした。kgN

、 、 、 。栽植密度は 畦間180 株間40 130株／ａとしたcm cm
２ 試験方法

試験１ 台木品種が収量、品質に及ぼす影響

2003年７月29日に ‘とげなし紺美’を播種した。台、

木は ‘トルバム・ビガー （タキイ種苗 ‘トナシム’、 ’ ）、

（タキイ種苗 、及び‘トレロ （ 全農岡山）を７月） ’ JA
７日 ‘アカナス （対照品種 （タキイ種苗）と‘アシ、 ’ ）

’（ ） 、‘ ’（ ）、スト タキイ種苗 を７月22日 赤虎 タキイ種苗

‘茄子の力 （神田育種農場 、及び‘耐病 （タキ’ ） ’VF
イ種苗）を７月25日に播種した。接ぎ木は ‘アカナ、

Vス ‘アシスト ‘赤虎 ‘茄子の力 、及び‘耐病’、 ’、 ’、 ’

’は８月17日 ‘トルバム・ビガー ‘トナシム’及F 、 ’、

‘ ’ 、 。び トレロ は８月23日に 斜め切断接ぎ木法で行った

９月25日に定植し、２本仕立てで主枝長約150 で摘cm
心、側枝は１芽切り戻し、摘葉は主枝の老化葉及び大葉

を中心に適宜行った。黒マルチは10月30日に被覆し、加

温は最低温度を11月14日から10℃、2004年１月９日から

13℃、３月17日から15℃に設定し、４月20まで行った。

換気温度は35℃とした。収穫は、10月20日に開始し、20

04年６月21日に終了した。

試験２ マルチの種類が収量、品質に及ぼす影響

2003年７月29日に ‘とげなし紺美’と‘千両 （タキ、 ’

イ種苗）を播種した。台木は、７月22日に播種した‘ア

カナス’を用いた。その他の栽培概要は、試験１と同様

に行った。マルチは、11月６日に、シルバーマルチ（厚

さ0.025 、幅1350 、白黒ダブルマルチ（厚さ0.mm mm）
025 、幅1350 ）及び黒マルチ（厚さ0.02 、幅mm mm mm
1350 ）を、被覆した。mm
試験３ 摘葉方法が収量、品質に及ぼす影響

2004年７月30日に ‘とげなし紺美’を播種した。台、

木は ‘赤虎’を７月27日に播種し、８月19日に、斜め、

切断接ぎ木法を行った。９月28日に定植し、収穫は、10

月25日に開始し、2005年５月30日に終了した。黒マルチ

は11月10日に被覆し、加温は11月15日から最低温度12℃

に設定して行った。摘葉処理は、表１に示したとおり冬

（ ） （ ）期 １月11日と２月24日 と春期 ３月16日と４月15日

に強度を変えて行い、２本の主枝の内側に垂れた大葉を

中心に実施した。慣行と比較して摘葉枚数が多い区を強

摘葉区、少ない区を弱摘葉区とした。なお、年内までは

収穫位置以下の主枝葉を適宜摘葉した。加温は、11月15

、 、 、日から 17時から20時まで13℃ 20時から６時まで11℃

６時から８時まで15℃に最低温度を設定して行った。換

気温度は35℃とした。その他の栽培概要は、試験１と同

様に行った。

３ 調査項目

生育は、草丈、茎径、第１花開花日、第１花開花節位

及び分枝下長を調査した。

果実は、130～140 程度で収穫し、曲がりや傷の程度g
、 、 。等によって上物 中物 下物に分別して果重を測定した

果皮のアントシアン濃度の程度は、直径１ にくりcm
ぬいた果皮３片をメタノール（含１％塩酸）50 で抽ml
出し、分光光度計（ 1600）で530 の吸光度を測UV- nm
定し、その数値でアントシアン吸光度として示した。

照度は、光電池照度計（東京光学機械株式会社）によ

り、約50 の高さで１区当たり10か所調査した。cm
、 、 、 。各試験とも 試験規模は １区５株 ２反復で行った

試験結果

１ 台木品種が収量、品質に及ぼす影響

草丈と茎径の結果を表２に示した。草丈は、10月1日

において ‘赤虎’が対照の‘アカナス’より高く ‘ト、 、

ルバム・ビガー ‘トナシム’及び‘トレロ’は、低か’、

った。主枝長について、10月30日は対照区との品種間差

は少なく、12月に入ると、ほとんどの品種で対照の‘ア

カナス’より高く、特に‘茄子の力 ‘トナシム’及び’、

‘トレロ’は90 以上と高かった。茎径は、10月１日cm
の調査において、ほとんどの品種で対照の‘アカナス’

より細く、特に‘トナシム’は細かった。しかし、10月

30日では逆転し、ほとんどの品種で対照の‘アカナス’

より太く、特に‘トルバム・ビガー ‘トナシム’及び’、

‘トレロ’は12 以上と太かった。12月は ‘トナシcm 、

ム’と‘トレロ’が ‘アカナス’より太く ‘赤虎 、、 、 ’

‘アシスト’及び‘耐病ＶＦ’は細かった。

表１　摘葉管理（主枝あたり摘葉枚数）

摘葉日 冬期強・春期弱 冬期強 春期弱 対照

1月11日 ２枚 ２枚 １枚 １枚

2月14日 ２枚 ２枚 １枚 １枚

3月16日 １枚 ２枚 １枚 ２枚

4月15日 １枚 ２枚 １枚 ２枚
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、 。第１花開花日 着生節位及び分枝下長は表３に示した

、‘ ’ 、‘ ’ 、第１花開花日は 赤虎 が アカナス とともに早く

‘トルバム・ビガー ‘トナシム’及び‘トレロ’は、’、

‘アカナス’より12～14日遅く、着生節位もやや高かっ

た。分枝下長は ‘トルバム・ビガー ‘トナシム’及、 ’、

び‘トレロ’は ‘アカナス’より低かった。収量は図、

１に示した。全ての品種が‘アカナス’より多く、

特に ‘赤虎 ‘茄子の力 ‘トルバム・ビガー’及び、 ’、 ’、

‘トレロ’が優れた ‘赤虎’と‘茄子の力’は、全期。

、‘ ’ ‘ ’ 、間を通して多く トルバム・ビガー と トレロ は

年内が少なく、４月以降多かった。

上中物率は図２に示した ‘トルバム・ビガー ‘ト。 ’、

レロ’及び‘赤虎’が ‘アカナス’より高かった。、
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図２　台木品種がとげなし紺美の上中物率に及ぼす影響
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図１　台木品種がとげなし紺美の収量に及ぼす影響

ｃｍ ｃｍ ｃｍ mm mm mm

赤虎 45.2 a
*2)

49.0 a 85.7 ab 8.2 a 11.0 de 9.0 bc

アシスト 42.3 a 48.7 ab 83.2 b 8.2 a 10.9 de 8.3 c

耐病ＶＦ 43.6 a 49.7 a 93.9 ab 8.1 a 11.2 d 9.9 b

茄子の力 42.8 a 48.2 ab 93.2 ab 8.4 a 11.5 cd 9.8 b

トルバム・ビガー 23.2 b 42.1 c 90.3 ab 8.2 a 14.2 a 12.0 a

トナシム 27.5 b 43.2 bc 93.3 ab 7.7 a 12.4 c 11.6 a

トレロ 26.0 b 42.3 c 94.4 a 8.0 a 13.7 b 12.3 a

アカナス（対照） 42.1 a 46.1 abc 84.1 ab 8.4 a 10.1 e 9.0 bc

＊１）　10月１日は最大茎径、10月30日は第１果直下、12月１日は第４果直下を調査

＊２）　アルファベットの異符号間にはTukeyの多重検定により５％レベルで有意差あり

12月1日 10月1日 10月30日 12月1日

表２　台木品種がとげなし紺美の生育に及ぼす影響

台木品種
茎径

＊１）
草丈 主枝長

10月1日 10月30日

愛知県農業総合試験場研究報告第37号

台木品種 第１花開花日

ｃｍ

赤虎 10月2日 9.5 a
*2)

39.6 a

アシスト 10月3日 9.5 a 36.9 abc

耐病ＶＦ 10月3日 9.4 a 37.9 ab

茄子の力 10月4日 9.9 a 39.7 a

トルバム・ビガー 10月16日 10.1 a 34.6 abc

トナシム 10月14日 9.9 a 33.1 c

トレロ 10月15日 10.0 a 34.9 b

アカナス（対照） 10月2日 9.4 a 36.0 abc

＊１）　分枝下長は10月30日に地際から２本仕立ての分岐までの長さを調査

＊２）　アルファベットの異符号間にはTukeyの多重検定により５％レベルで有意差あ

表３　台木品種がとげなし紺美の第１花開花日、節位及び分枝長に及ぼす影響

第１花着生節位 分枝下長
＊１）
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‘トルバム・ビガー’は、１月は低く、４月以降高かっ

た。

２ マルチの違いが収量、品質に及ぼす影響

畦面からの反射照度は、表４に示した ‘とげなし紺。

美’と‘千両’のいずれにおいても、12月は、シルバー

マルチと白黒ダブルマルチが慣行の黒マルチより高く、

、 。 、 、特に シルバーマルチが優れた ２月は 12月と異なり

白黒ダブルマルチが高かった。

アントシアン吸光度は、表５に示した ‘とげなし紺。

美’は、12月は、シルバーマルチと白黒ダブルマルチが

黒マルチより高く、照度と同様の傾向であった ‘千両。

’に関しては、マルチによる差はみられなかった。月別

でみると、２月、１月、12月の順に高い傾向があった。

‘千両’と比較して ‘とげなし紺美’は各処理とも12、

月は低く、２月は高かった。

収量は図３に示した ‘とげなし紺美’は、白黒ダブ。

ルマルチが17.9 ／株、シルバーマルチが15.4 ／株kg kg
と、黒マルチの14.1 ／株より多く、特に、白黒ダブkg

。 、 。ルマルチが優れた この傾向は ４月以降顕著であった

一方 ‘千両’の収量は、白黒ダブルマルチとシルバー、

マルチは、黒マルチより少なく、この傾向は年内～４月

に顕著であった。

上中物率は図４に示した ‘とげなし紺美’は、黒マ。

ルチ（慣行）と比較して、シルバーマルチと白黒ダブル

マルチが年内～２月は高く、３月以降は同等もしくは低

かった ‘千両’の上中物率は、黒マルチと比較して、。

シルバーマルチと白黒ダブルマルチは、２～３月に低か

った。

３ 摘葉方法が収量、品質に及ぼす影響

分枝部の照度は表６に示した。いずれの調査時期にお

いても、冬期に強く摘葉した冬期強・春期弱摘葉区と冬

期強摘葉区が慣行区より高かった。

収量は図５に示した。１～３月は冬期強・春期弱摘葉

区と冬期強摘葉区が3.4 ／株と、慣行区の2.9 ／株kg kg
より多かった。総収量は、冬期強・春期弱摘葉区が10.7

／株、冬期強摘葉区が10.3 株、春期弱摘葉区がkg kg/
10.2 ／株と、いずれも慣行区の9.7 ／株より多かkg kg
った。

上中物率は図５に示した。春期弱摘葉区が、調査期間

中を通して高く、特に３月以降は顕著だった。

図４　マルチの種類が上中物率に及ぼす影響
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図３　マルチの種類が収量に及ぼす影響
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長屋・恒川・矢部：台木品種、マルチの種類及び摘葉方法が‘とげなし紺美’の
促成栽培における収量と品質に及ぼす影響

シルバー 白黒 黒（慣行） シルバー 白黒 黒（慣行）

ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ

12月5日 589 346 97 608 303 77

2月25日 485 621 208 500 540 198

注　照度の測定は、約50cmの高さで、受光器を下向きにして行った

調査日

とげなし紺美 千両

表４　マルチの種類が畦面からの反射照度に及ぼす影響

とげなし紺美 千両

ｼﾙﾊﾞｰ 白黒 黒（慣行） ｼﾙﾊﾞｰ 白黒 黒（慣行）

12月5日 0.73 0.70 0.66 0.75 0.76 0.75

1月19日 0.79 0.79 0.87 0.82 0.84 0.81

2月22日 0.88 0.85 0.90 0.77 0.80 0.80

表５　マルチの種類がアントシアン吸光度に及ぼす影響

調査日
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考 察

ナスの安定生産には、青枯れ病等病害対策、低温伸長

性など不良環境耐性の付加、草勢維持を目的に、接ぎ木
３）栽培が行われている。用いる台木品種は、病害の種類

の他、穂木品種や作型 に応じて選択する必要がある。４）

本研究では ‘とげなし紺美’の高品質安定生産を図る、

ため、初期生育と春期以降の収量、品質が優れる台木品

種について検討した。

供試した８台木品種の内、初期生育が優れ、第１花開

花日が早かったのは ‘赤虎’であった。収量が多かっ、

たのは ‘赤虎 ‘茄子の力 ‘トルバム・ビガー’及、 ’、 ’、

び‘トレロ’であった ‘赤虎’と‘茄子の力’は、栽。

培期間を通して収量と品質が安定して優れ、これは、初

期生育とともに高温期の草勢も優れるためであると思わ

れる。一方 ‘トルバム・ビガー’と‘トレロ’の収量、

は、冬期に少なく、これは初期生育が遅かったためと考

えられる ‘トルバム・ビガー ‘トナシム’及び‘ト。 ’、

レロ’は、栽培種と縁の遠い近縁種であり、初期の生育

と収量が劣るのは、これらの台木の共通した特長である

と推測される。これらの結果から ‘とげなし紺美’に、

適した台木品種は ‘赤虎’と考えられる。、

マルチ栽培は ‘千両’では、冬期の草勢低下による、

首細果等不良果の発生対策として、地温確保を考慮に入

れた黒マルチが利用されている ‘とげなし紺美’は、。

厳寒期でも花粉稔性が高く花粉量が多いことや、着果性

が優れ、収量や品質が優れるなど、比較的低温耐性が強

いと考えられる 。そこで、地温確保の効果は少ないも1)

のの、果皮の着色対策に有効と考えられるシルバーマル

チや白黒ダブルマルチの利用について検討した。果皮色

の濃さを示すアントシアン吸光度は、12月が特に低く、

マルチの種類別でみると、シルバーマルチと白黒ダブル

マルチが、慣行の黒マルチより明らかに高かった。分枝

基部の反射照度も、シルバーマルチ、白黒ダブルマルチ

の順で黒マルチより高かったことから、反射型マルチに

より基部の照度を高めた結果、果皮色が向上したと考え

られる。１月と２月は、黒マルチが反射型マルチよりア

ントシアン吸光度が高い傾向があったが、１月以降は、

着果位置が高くなり、マルチからの反射照度の影響を受

けなかったためと考えられる。収量は、白黒ダブルマル

チが最も多く、この傾向は４月以降顕著だった。一般的

、 、 、に 反射型マルチは 黒マルチより地温が上昇しにくく

‘とげなし紺美’の生育適温に近いのではないかと推測

される。これらの結果から ‘とげなし紺美’には、白、

黒ダブルマルチが最も適していると考えられる。なお、

‘千両’では、黒マルチ、シルバーマルチ、白黒ダブル

マルチの順に収量が多く、この傾向は年内～４月に顕著

であり ‘とげなし紺美’と対照的な結果が得られた。、

したがって、黒マルチによる地温確保が必要な‘千両’

と異なり ‘とげなし紺美’は、低温耐性が強く、高品、

質安定生産には地温より採光を重視するべきと考えられ

る。

ナス栽培では、日照の確保、果皮色の向上を目的に、

。‘ ’ 、定期的な摘葉が行われる とげなし紺美 においても

寡日照下の果皮色対策として、冬期の摘葉は欠かせない

が、過剰な摘葉は、草勢の低下を招く恐れがある。そこ

で、時期別に摘葉の強度を変え、適切な摘葉方法につい

て検討した。冬期の収量は、１～２月に強めに摘葉した

冬期強・春期弱摘葉区と冬期強摘葉区が、慣行区より多

かった。総収量は、冬期強・春期弱摘葉区が最も多かっ

た。これらの結果から ‘とげなし紺美’は、冬期は強、
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冬期強・春期弱 冬期強 春期弱 慣行
ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ ｌｕｘ

1月18日 99 101 96 79
2月14日 177 196 152 163
3月31日 442 450 304 323
注　照度は、約50cmの高さにおける水平照度

表６　摘葉の違いが分枝部の照度に及ぼす影響
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く、春期以降は弱く摘葉することにより、寡日照下の日

照を確保しながら、草勢を維持し、収量の向上を図るこ

とができると考えられる。

、‘ ’ 、以上の結果 とげなし紺美 の高品質安定生産には

台木品種に‘赤虎’を用い、白黒ダブルマルチを行うと

共に、冬期に強く、春期以降に弱く摘葉することが、有

効であることが明らかになった。
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