
即時制御灌水システムを導入した隔離床栽培トマトの養液土耕栽培マニュアル

＊ ＊＊ ＊＊＊山田良三 ・川嶋和子 ・今川正弘

トマトの養液土耕栽培において、トマトの水分生理に適応した即時灌水制御と窒素の日施用量調摘要：

節方式を組み合わせた養液土耕栽培マニュアルを作成した。

灌水方法は圧力変換器付きpＦセンサと灌水制御器を組み合わせて、生育ステージ毎の適正なpＦ（土

壌水分）で灌水を行うシステムである。土中に埋設したpＦセンサと灌水制御器が土壌水分を常時モニ

タリングし、土壌水分が設定値以上になった時、即時に灌水する。灌水制御は促成トマト栽培では定植

後２週間程度はpＦ 、第２果房開花期から摘心まで 、摘心後はpＦ ～ に設定し、株当たり１1.6 2.2 2.2 2.4

回の灌水量を ～ とする。半促成栽培では、着果負担と高温が重なる時期にpＦ設定を に下100 200 2.0ml
げて尻腐れ果の発生を防ぐ。

日窒素施用量は、定植後は ～ ／株／日程度であるが、第３花房～第４花房開花時（第１～２10 30mg
果房が肥大期に入る）になると着果負担がしだいに大きくなるため、 ～ ／株／日程度まで増100 150mg

中の硝酸イオン濃度が急激に低下しないようにする。摘心時期（第１～２花房収穫期）加させ、葉柄汁液

以降は、１日当たり窒素施用量を段階的に 程度まで少なくし、５段果房収穫以降は０ とする。50mg mg

トマト、即時灌水制御、日窒素施用、養液土耕栽培、栄養診断、栽培マニュアル、隔離床キーワード：
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In Drip-fertigation culture of greenhouse tomato, we made immediate dripping contorol andAbstract：
a drip-fertigation manual which put effctive nourishment management by daily control of nitrogen
application ogether which fitted water physiology of a tomato.t

dripping method gains a pressure converter, pF sensor and a dripping controller drip waterＡ ａ
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～planting by forcing tomato cultivation around 2 weeks and dose quantity of one dripping with 100
200ml per each tomato plant.
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fruit burden graduary grows big at the third the fourth flowering time(the enlargement period of the
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緒 言

近年、施設果菜類や花き栽培で注目されている養液

土耕栽培は、土壌の本来持っている機能を最大限利用し

ながら、作物の生育に必要な養分と水を必要量だけ必要

な時間に与えるもので、施設土壌が最も陥りやすい塩類

集積を回避できるため、土壌に負荷の少ない栽培法とい

える。

本県は多様な野菜生産が発達し、なかでも温暖、多日

照な気候資源を利用した施設野菜生産は日本の施設園芸

をリードしてきた。しかしながら、施設栽培からの系外

への肥料の流出・排出等の環境負荷が増大しており、そ

の低減化が早急に求められている。このような状況のな

かで、施肥量の節減と節水効果が期待でき、設備導入に

要する初期投資が比較的少ない養液土耕栽培技術の確立

と実用化に関する試験 を平成11年から15年まで農水省７）

地域基幹研究開発促進事業として実施してきた。その中

で、養液土耕栽培におけるトマトを対象に、トマトの水

分生理に適応した灌水制御と窒素の日施用量調節方式に

よる効率的な栄養管理を組み合わせた施設トマトの高生

産・環境保全型養液土耕栽培システムについて検討して

きた。

本研究では、トマトの水分生理に適応した即時灌水制

御と葉柄汁液中の硝酸イオン濃度を指標とした窒素の日

施用量調節方式によるトマトの養液土耕栽培システムを

開発し、その栽培マニュアルを作成したので報告する。

材料及び方法

１ 栽培概要

所内ガラス温室内に設置した隔離ベッド（幅85㎝、55

㎝、深さ20㎝、土性は植壌土）に、慣行栽培区（窒素施

用量7.7ｇ／株、ロング100日タイプ）と養分を毎日点滴

チューブで施用する養液土耕区を設け、８月中旬は種

（品種：桃太郎ヨーク）、８月中下旬鉢上げ、９月上旬

の定植で促成トマトを栽培した。６段摘心で収穫は11月

下旬～２月下旬である。半促成トマトについても同様に

１月中旬は種、２月中旬鉢上げ、３月中旬定植、収穫期

間は５月下旬～７月上旬で栽培を行った。試験区の規模

は各区30株植え、２反復で行い、収量、品質はその内10

株ずつを調査した。また、栽培期間中の灌水量は水道メ

ータの読みとり、養液土耕区における施肥窒素量は、窒

素濃度と日毎の養液供給量から集計し、合計量を求めた。

２ ｐFセンサによる灌水制御

養液土耕区の灌水方法は圧力変換器付きpＦセンサと

灌水制御器を組み合わせて、生育ステージ毎の適正な

pＦ（土壌水分）で灌水するシステム で行った。対１，２）

照として慣行栽培区は200～300ml／株を１～３回／日を

タイマーによる自動灌水（雨天中止、曇天１／２）で行

った。養液土耕区はpＦセンサを隔離ベッド内に埋設

（位置は土壌水分を敏感に感知できるように点滴灌水チ

ューブの近傍とし、埋設の深さは15㎝）した（写真）。

設定するpＦ値は、定植後２週間程度はpＦ1.6、その

後しだいに設定値を上げて、第２花房開花期から摘心ま

では2.2、摘心後は2.2～2.4とした。土中に埋設したpＦ

センサと灌水制御器が土壌水分を常時モニタリングし、

土壌水分が設定値（ｍＶをpＦ値に換算して設定）以上

になった時、即時に必要量だけ灌水するようにした。１

回の灌水量は株当たり100ml及び200mlで、休止時間は30

分に設定し、灌水時間は施肥後の朝８時から午後２～３

時までとした。

写真 pＦセンサの設置

３ 窒素栄養診断

養液土耕栽培では、１日に与える窒素量が少なく、土

壌中の硝酸イオン濃度が低く推移するため、土壌溶液や

生土容積抽出法による土壌診断からの窒素日施用量を決

めることは難しい。そこで反射式光度計（RQフレック

ス）を用いた葉柄汁の硝酸イオン濃度を指標とすること

が適当と判断されるので、葉柄の採取部位並びに採取時

刻等について検討した。

採取時刻は午前９時から午後４時頃まで数時間間隔で

採取した。硝酸イオンの測定方法は、各７～８枚の小葉

を採取して、その葉柄を細かく裁断し、１ｇを乳鉢に入

れて、水10mlを加え、よくすりつぶしてからさらに20～

40倍になるよう希釈した液について硝酸イオン濃度を測

定した。

４ 硝酸イオンの代謝に関与する酵素活性

硝酸及び亜硝酸還元酵素活性について、測定部位並び

に光条件の違いが各酵素活性や汁液中の硝酸イオン濃度

に及ぼす影響を検討した。１段果収穫時期にトマト全体

を寒冷紗（遮光率30％）で覆った区とそのままの区を設

け、48時間後に各部位の小葉を採取して、葉身部を酵素

活性の測定に供した。植物体の抽出方法は乳鉢に新鮮重

１ｇ当たり各緩衝液を２倍量～４倍量入れ、ポリビニル

ポリピロリドン0.05ｇと少量の石英砂を加え、よく磨砕

し、懸濁液になったものを、8000rpmで20分間遠心し、

上澄み液を粗酵素液として直ちに活性測定に供した。亜

硝酸還元酵素については、緩衝液であらかじめ平衡化し

たセファデックスGｰ25カラムに通して脱硝酸塩処理を行

山田・川嶋・今川：即時制御灌水システムを導入した隔離床栽培トマトの養液土耕栽培マニュアル
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ったものを粗酵素液として測定に供した。

硝酸還元酵素活性はNADH依存とNADPH依存の両方につ

いて、亜硝酸酵素活性はNa S 0 －ビオローゲン法を用２ ２ ４

いた。測定は常法 に従い、操作はすべて４℃以下で行８）

った。

５ 日窒素施用量

養液栽培用の肥料は園試処方 に準じて、Ａ液とＢ液６）

にそれぞれ１単位の 倍量溶かしたものを原液とし、100
必要に応じて希釈して使用した。この原液中には窒素成

分が１Ｌ当たり24.2ｇ含まれる。培養液の施用は朝１回

とし、１株当たり1 が供給されるように時間を設定00ml
した。日窒素施用量は、田中 らが策定した葉柄汁液中９）

硝酸イオン濃度を用いた生育診断指標に基づいて、生育

ステージ毎に必要な日窒素施用量を決定し、１株当たり

施用量100 養液中に必要量の窒素成分が混入するようml
培養液濃度を適宜希釈した。

本養液管理は、窒素施用を主体としており、窒素施用

量に連動してカリウム施用量も変動するため、窒素施用

量が少ないと生育旺盛時期ではカリウム欠乏の起こる危

険性があるので、あらかじめ珪酸加里を１ａ当たり１kg

施用した。

試験結果

１ 生育収量・品質

表１に示すように可販果収量はタイマー制御区は10株

当たり28.5～29.6kgに対して、養液土耕栽培区は33.9～

39.3kgであり、養液液土耕栽培（精密灌水制御）の方が

慣行栽培（タイマー灌水制御）より19～38％増収した。

また、ベッド幅ではタイマー制御区では収量差はみられ

なかったが、養液液土耕栽培では85㎝の方が55㎝幅より

収量が多い傾向が認められた。尻腐れ果は55㎝幅のタイ

マー制御区でやや多く発生したが、養液土耕区では各区

ともほとんど発生しなかった。

糖度はタイマー制御区が5.2～6.1に対して養液土耕区

は5.6～6.8、酸度は各0.37～0.39、0.37～0.45で、養液

土耕区の方が糖度、酸度とも高い傾向が認められた。

２ 窒素栄養診断

窒素の栄養診断に適した部位については、図１に示す

ように根に近いほど葉柄汁液中の硝酸イオン濃度は高く、

上位ほど低濃度であった。しかし、着果部を見ると、肥

大期果実の直下葉（②の部位）の葉柄汁液の硝酸イオン

濃度は2020ppmで、上位の3600ppm、下位の4420ppmに比

較して低い傾向が認められた。また、１枚の複葉につい

ても先端部で2400ppm、中位部で1880ppm、基部では1460

ppmと硝酸イオン濃度には大きな開きが認められた。ま

た、葉柄汁液中の硝酸イオン濃度と採取条件（時刻、天

候）との関係では、晴天日には高く、雨天の日は低くな

る傾向が認められた（図２）。そこで、診断部位を決定

しておかないと、データの比較ができないので、肥大期

果実（ピンポン玉程度）の直下葉の中位にある小葉の葉

柄を診断部位に決定し、以後の調査はこの部位の葉柄を、

晴天日の10時以降に採取して硝酸イオン濃度を測定した。

図１ トマト葉柄採取部位と硝酸イオン濃度 図２ 葉柄の採取条件と汁液中の硝酸イオン濃度
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３ 窒素代謝に関与する酵素活性と硝酸イオン濃度

トマト根から吸収された硝酸イオンを、主に葉で還元

する硝酸及び亜硝酸還元酵素活性と、硝酸イオン濃度と

の関係を検討したところ、硝酸還元酵素活性は明かるい

試　　　験　　　区 可販果収量 同　比 秀品率 小　果 尻腐れ果 総収量 糖　度 酸　度

ｋｇ ％ ｋｇ ｋｇ ｋｇ brix ％

85タイマ制御 28.5 100 31 2.0 0.6 32.1

55タイマ制御 29.6 104 39 2.4 1.3 33.6

85精密制御（200ｍｌ） 39.3 138 36 1.9 0.0 43.3

55精密制御（100ｍｌ） 34.6 121 38 3.2 0.1 36.2 5.6～6.8 0.37～0.45

55精密制御（200ｍｌ） 33.9 119 27 1.7 0.0 37.8

　　　　　　　　　表1　　促成栽培トマトの収量及び品質（６段摘心） 　（10株当たり）

5.2～6.1 0.37～0.39
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条件下では、肥大期果実直下の葉では110.2Unit（μM/

mini/ｇ）あるのに対して着果部は23.3Unit、収穫果部

位では41.1Unitであった。一方、寒冷紗での30％遮光条

件下では同様な傾向は認められず、各部位とも47.2～49.

5Unitの範囲であった。亜硝酸還元酵素活性は光条件に

関係なく、上位部ほど高い傾向が認められた。また、硝

酸還元酵素活性と葉身汁液中の硝酸イオン濃度の関係は

光条件下では酵素活性の高い肥大果部位で硝酸イオン濃

度は1810ppm、収穫果部位は3570ppm、着果部位は2170pp

mで、酵素活性の高い肥大果部位は硝酸イオン濃度が低

くなる傾向が認められた。しかし、遮光条件下では葉の

採取部位による明確な差は認められなかった（表２）。

４ 灌水量並びに日窒素施用量

図３に隔離ベットでのトマト栽培期間中に要した灌水

量を、１回の潅水量（100 及び200 ／株）、と潅水ml ml
方法（タイマー制御、pＦセンサによる精密制御）を変

えて比較した結果を示した。両灌水制御区とも９月から

12月初めにかけてトマトの生育量や気象条件により日灌

水量の変動が非常に大きく、株当たり０～1500mlの範囲

で激しく変動した（タイマー制御区は必要に応じて手動

灌水も行った）。その後、12月中旬からは300～500mlの

間で比較的安定した灌水量の推移が観察された。

生育期間中の１株当たり灌水量はタイマー制御区が93

～97Ｌであるのに対して、養液土耕での精密灌水制御区

は68.5～97.6Ｌであった。55㎝幅の隔離ベッドで１回の

灌水量を100mlにした方が68.5Ｌで、200mlにした場合の

84.8Ｌより少なかった。また、85㎝幅の隔離ベッドでは

97.6Ｌでタイマー制御区とほぼ同程度であった（表３）。

窒素施用量は慣行区が7.7 ／株に対して養液土耕栽ｇ

培区では葉柄汁液診断指標に基づいて、各生育ステージ

毎の汁液中硝酸イオン濃度値を参考にして日窒素施用量

を増減した結果、合計量は6.0ｇ／株で、約20％の減肥

であった。

図３ 促成トマト生育期間中の灌水量

表３ 促成トマト生育期間中の株当たり灌水量

採取部位 ＮａＲ（NADH）活性 ＮｉＲ（NADH）活性 ＮＯ３濃度

葉　　　身 （硝酸還元酵素） （亜硝酸還元酵素） （硝酸イオン濃度）

μＭ/ｍｉｎｉ/ｇ μＭ/ｍｉｎｉ/ｇ ppm

着   果 23.3 642.0 2,170

肥大果 110.2 442.1 1,810

収穫果 41.1 198.4 3,570

着 　果 47.2 530.3 2,930

暗 肥大果 49.5 349.6 3,060

遮光率（３０%） 収穫果 48.3 317.3 2,570

明

　表２　　トマト葉の硝酸還元酵素及び亜硝酸還元酵素活性と硝酸イオン濃度

照　度

85タイマ 55タイマ 85精密灌水 55精密灌水 55精密灌水
制御 制御 制御200ｍｌ 制御200ｍｌ 制100ｍｌ

L L L L L

96.9（100） 93.1（　96） 97.6（101） 84.8（　88） 68.5（　71）
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５ 養液土耕栽培マニュアルの作成

pＦセンサー設置による即時灌水制御とトマト葉柄汁

液中の硝酸イオン濃度を指標とした窒素の日施用量調節

方式を組み合わせたトマトの養液土耕栽培試験の結果と

川嶋ら が行った栽培試験の結果を総合的に判断して、３ー５）

隔離床栽培トマトの養液土耕栽培マニュアルを作成した

（図４、５）。

促成トマト栽培では定植後の窒素施用量は10～30mg／

株／日程度であるが、第３花房～第４花房開花時（第１

～２果房が肥大期に入る）になると着果負担がしだいに
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大きくなり、養分吸収量も多くなった。そこで100mg／

株／日程度まで増加させ、葉柄汁液中（診断部位：肥大

期の果房直下葉の小葉の葉柄）の硝酸イオン濃度が急激

に低下（1000ppm以下）しないようにした。一方、半促

成栽培では、第３花房～第４花房開花時（第１～２果房

が肥大期に入る）は５月中旬に当たり、高温で生育も旺

盛であるため、同時期に150mg／株／日程度まで窒素施

用量を増加させた。摘心時期（第１～２果房収穫期）以

降は、両栽培型とも１日当たり窒素施用量を段階的に50

mg程度まで少なくし、５段果房収穫以降は０mgとした。

一方、養液土耕栽培での灌水制御は土壌中に埋設した

pＦセンサで土壌水分を常時モニタリングして、土壌水

分が設定値以上になった時即座に灌水（朝８時～午後３

時頃を目安）するものであるが、定植時には植穴に十分

灌水するため、活着するまでの５～７日間は無灌水とし

た。その後はpＦ1.6に設定し、生育ステージが進むにつ

れてしだいpＦを2.2～2.4程度まで上げた。半促成栽培

と促成栽培でのpＦ設定値の違いは、半促成栽培では生

育増大時期と地温上昇が重なり、着果負担が促成栽培よ

り増大するため、５月中旬から１段目果実の収穫時期ま

ではpＦ値を2.0程度まで下げて、尻腐れ果の発生を防ぐ

ようにした。

図４ 促成トマトの窒素施用量及び灌水制御

図５ 半促成トマトの窒素施用量及び灌水制御
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考 察

近年、施設栽培から系外への肥料の流出・排出等の環

境負荷が増大しており、その低減化が早急に求められて

いるが、その解決策として、施肥量の節減と節水効果が

期待でき、設備導入に要する初期投資が比較的少ない養

液土耕栽培が果菜類を中心に増加してきている。養液土

耕栽培は作物が必要とする養分と水を作物が必要とする
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時間に点滴チュ－ブを使って少量ずつ供給するシステム

であるため作物の生育を容易にコントロールできる栽培

法である。中でも隔離床栽培は、余剰の水分を精算する

ことができ、また、地下水の影響を受けないことから果

菜類の高品質生産の手段として優れている。しかし、こ

れら養液土耕栽培の利点は理解されているものの、個々

の果菜類に対する総合的な栽培マニュアルは作成されて

いない。そこで、本研究ではトマトの窒素栄養診断に基

づく施肥管理並びにpＦ値（土壌水分）を指標とする灌

水管理の面から養液土耕栽培マニュアルを作成しようと

したものである。

施肥にあたっては肥料成分のなかで最も生育に影響の

大きい窒素を作物の生育に合わせてどのように施用する

のかが問題になる。そして作物に対する適正な窒素施用

量を決定するためには、作物の栄養状態をリアルタイム

に、同時に簡便に測定して即座に施肥に反映させる必要

がある。山田ら は硝酸イオンの形でトマト根から吸収10）

された窒素成分が茎から枝へ、さらに葉柄を通って葉へ

移行する流れの中で、栄養診断に適した部位としてサン

プリングが簡単な葉柄が適当と報告している。本研究で

も、葉柄を診断部位としたが、さらに、葉柄の採取位置

や採取時刻、天候の影響等について検討した。その結果、

硝酸イオン濃度はこれらの要因で大きく異なることが明

らかで、データを共有する面からも葉柄の採取部位、採

取時刻等は同じくする必用があると考えられた。また、

硝酸イオンは、主に葉で還元されて、亜硝酸からアンモ

ニアへ次いでグルタミン、アミノ酸へと移行するが、根

から吸収した硝酸イオンを同化・利用していく過程で働

く窒素代謝関連の酵素活性を測定することは、窒素栄養

診断の面からも重要と思われる。硝酸酵素活性と硝酸イ

オン濃度の関係から、活性の高い部位（肥大期果実直下

の葉身）では葉柄中の硝酸イオン濃度が低いことが認め

られた。この現象は茎から葉への硝酸イオンの流れの中

で、茎から葉柄への移行速度より葉での同化・利用の方

が大きいことが原因と考えられた。加えて、寒冷紗での

遮光条件下では硝酸酵素活性が抑えられて、同化されな

い硝酸イオンが葉柄中に蓄積するが、光条件下では、果

実肥大が旺盛な部位での活性が高まり利用・同化がスム

ーズに進行すると推察された。

以上のことから、適正量の硝酸イオンが葉柄中をスム

ーズに移行しているかを判断する面からも、酵素活性の

測定は重要と考えられた。また、硝酸酵素活性と硝酸イ

オン濃度の関係からは、葉に十分に光が当たるように草

勢を仕立てることの重要性が示唆された。

施肥については、作物の生育ステージ毎に窒素栄養診

断基準値を基にして設定した量が毎朝１回（７時）供給

されるよう培養液濃度を変化させた。本養液管理では、

窒素施用を主体としており、窒素施用量に連動してカリ

ウム施用量も変動するため、窒素施用量が少ないと生育

旺盛時期ではカリウム欠乏の起こる危険性があるので、

生育状況を見ながら適宜追加する必要があると考えられ

た。また、鉄、マンガン、ホウ素等の微量要素は土壌か

ら供給されるので添加する必要はないと判断した。しか

し、隔離ベット栽培や、堆肥等有機物施用のない場合に

は連作により不足するようになるので考慮する必要があ

る。加里については、窒素成分より速く吸収される性質

を持つ成分なので、従来の慣行法では加里が先に吸収さ

れてしまい、作物生育が旺盛になると不足する現象がみ

られるが、養液土耕栽培ではカリウム欠乏が出にくいの

は毎日一定量が供給されるので、窒素成分とバランスの

取れた吸収がなされるためと考えられた。

灌水はpＦセンサを土中に埋設して、朝８時～午後２

～３時までを灌水設定時間とし、設定時間の範囲で１回

の灌水量を１株当たり100ｍｌ及び200ｍｌで比較した結

果から、少量ずつを頻繁に灌水する少量多頻度潅水の方

が、収量、品質が優れており、節水面からも有効である

と判断された。

本研究では、養液土耕栽培における窒素施用と灌水方

法について検討し、養液土耕栽培マニュアルを作成した

が、養液土耕栽培は、土壌の本来持っている機能を最大

限利用しながら、作物の生育に必要な養分と水を必要量

だけ必要な時間に与えるもので、施設土壌が最も陥りや

すい塩類集積を回避できる土壌に負荷の少ない栽培法と

考えられる。
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