
ハウスイチジクのコンテナ栽培における全量基肥施肥法

鬼頭郁代＊・成田秋義＊・高瀬輔久＊＊

摘要：ハウスイチジクのコンテナ栽培において施肥の省力化を図るため、窒素肥料とし

て被覆尿素肥料を用いた配合肥料による全量基肥栽培を検討した。

窒素肥料としてLP50とLPS100を２：３の割合で混合した地植えのハウスイチジク用配

合肥料（N：P2O5：K2O＝14：７：７）を、全量基肥として加温時に１回施用した。１樹当

たりの施用量を窒素成分で40gとすることで、IB化成の分施による慣行栽培と同等の結果

枝の生育及び果実収量が得られた。これにより、窒素施肥量は慣行栽培の３分の２に削

減でき、施肥回数は７回から１回となった。また、この施肥管理を３年間継続したが、

極端な樹勢の低下や果実収量の低下はみられなかった。

以上のことから、地植えのハウスイチジク用の全量基肥肥料はコンテナ栽培にも適応可

能であると判断され、本施肥法は窒素施肥量及び労力の削減につながる。
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The Method of Non-split Application with Coated Urea
on Fig Trees in Container Culture

KITO Ikuyo, NARITA Akiyoshi and TAKASE Sukehisa

Abstract: In order to dispense with the labor of fertilizer application for container cultured
fig trees in greenhouse, the method of non-split application of coated urea was studied.
For the method of non-split application, the mixed fertilizer for soil cultured fig trees in
greenhouse was applied when the greenhouse was begun to heat. The fertilizer contained

LP50 and LPS100 in the ratio of two to three as nitrogen fertilizer. The method of
non-split application with the amount of 40g nitrogen fertilizer per tree was equal to the
practical method of split application with IB compound fertilizer in growth of bearing
branch and yield. The amount of nitrogen fertilizer was reduced to two thirds and the
fertilizer application times were decreased from 7 to 1 by the method of non-split
application. Although the non-split application was continued for three years, reducing tree

vigor and yield were not found.

From these results, it was judged that the non-split application with mixed fertilizer for
soil cultured fig trees in greenhouse was useful for the container cultured fig trees. The
labor of fertilizer appliction and the rate of nitrogen fertilizer application were reduced.
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緒 言

愛知県は、イチジクの生産額が全国第１位の産地であ

る 。イチジクを主体とした経営体もあり、労力分散と
１）

収益性向上のため加温ハウス栽培が導入されている。

ハウス栽培では、樹勢が旺盛となって着果が不安定に

なる傾向が見られる。対策として根域を制限して樹勢を

調節するコンテナ栽培法が検討されてきた 。土壌か
２，３）

ら隔離するこの栽培法は、株枯病、疫病などの土壌病害

の発生等が回避できる利点もある。

イチジクでは、結果枝の伸長に伴って果実の着果や肥

大が進行し、収穫期間が長期に及ぶため追肥回数が多い。

地植えのイチジク栽培においては追肥回数を削減するた

め、肥効調節型肥料の利用が検討されてきた。現在では、

露地栽培用とハウス栽培用の２種類の全量基肥肥料が市

販され、施肥の労力軽減が図られるようになってきた。

一方、ハウスイチジクのコンテナ栽培では、主にIB化

成による施肥管理が行われている。この方法は、安定し

た果実生産が可能であるが、コンテナごとに約１か月ご

とに分施する必要があるので労力負担が大きく、施肥の

省力化が課題である。

そこで、ハウスイチジクのコンテナ栽培における全量

基肥栽培技術を確立するため、ハウス栽培用の全量基肥

肥料の適応性を検討した。

材料及び方法

１ 施肥法の違いがイチジクの生育及び果実生産に及ぼ

す影響

(1) 材料及び栽培方法

イチジクの品種は‘桝井ドーフィン’を用いた。2001

年に挿し木して主枝を２本養成した株を、バーク堆肥、

軽石、パーライト等を配合した培養土を40L詰めた収穫

用のコンテナ（内径 幅49×奥行き30×高さ33cm）に１

株ずつ定植した。コンテナは愛知県農業総合試験場園芸

研究部内のガラス温室に株間1.35ｍ、樹列間1.8ｍで設

置した。イチジクの樹形は一文字整枝に仕立て、１樹当

たりの結果枝本数は６本とした。

試験は加温による促成栽培で、2003年作から2005年作

の３年間実施した。主な耕種概要は表１に示した。試験

期間を通して、せん定は加温前の11月下旬から12月に実

施した。加温開始時期は、2003年作は2003年１月、2004

年作と2005年作はそれぞれ前年の12月とした。加温後は、

最低温度15℃、換気温度30℃で管理し、最低気温が15℃

を超えた段階で加温を停止した。結果枝は22節に伸長し

たものから順次摘心した。かん水は、１コンテナにつき

0.7～１Lを、生育に応じて１日に１～８回実施した。試

験規模は１区５樹とした。

肥料は窒素肥料として被覆尿素肥料のLP50とLPS100を

２：３の割合で混和したハウスイチジク用の配合肥料

（N：P O ：K O＝14：７：７）と、慣行栽培用にIB化成S2 5 2

1号（N：P O ：K O＝10：10：10）を使用した。2 5 2

(2) 試験区の構成

2003年作については、ハウスイチジク用の配合肥料を

窒素成分で１樹当たり30ｇ（以下LPS100-30g区）と、40

ｇ（以下LPS100-40g区）の２水準で設定し、IB化成S1号

を窒素成分で１樹当たり60ｇ施用した慣行栽培（以下慣

行区）と比較した（表２）。LP肥料を使用した配合肥料

区では加温開始時に全量施肥した。慣行区は、加温開始

時（2003年１月16日）に１回目を施肥し、その後は約１

か月ごとに７回に分けて施肥した。１回当たりの施用量

は１回目及び２回目は窒素成分で各５ｇ/樹、３回目以

降は各10ｇ/樹とした。肥料は全て培養土の表面に施用

した。

2004年作及び2005年作については、LPS100-40g区と慣

行区とを比較した。施肥は２作とも2003年作と同様に、

LPS100-40g区では加温開始時に窒素成分で40ｇ/樹を全

量を施用した。慣行区では、加温開始時に１回目の施肥

を実施し、１か月ごとに７回に分施した。施肥量は１回

目と２回目は窒素成分で５ｇ/樹、その後は10ｇ/樹とし

た。

(3) 調査項目及び方法

イチジクの生育は、結果枝長、結果枝径、節数につい

て、2003年作では2003年10月28日、2004年作では2004年

10月27日、2005年作では2005年９月20日に測定した。節

位ごとの着果状況は生育期間中に随時調査した。果実は

適熟となったものから随時収穫し、全果実について重量、

表１ 耕種概要

年 せん定 加温開始日 収穫始め 収穫終了

2003年作 2002年12月下旬 2003年１月16日 2003年６月18日 ９月22日

2004年作 2003年11月下旬 2003年12月12日 2004年５月26日 ９月10日

2005年作 2004年12月上旬 2004年12月20日 2005年５月30日 ９月６日

表２ 試験区の施肥設計

試験区 2003年作 2004年作 2005年作

N－P 0 －K O N－P 0 －K O N－P 0 －K O２ ５ ２ ２ ５ ２ ２ ５ ２

ｇ/樹 ｇ/樹 ｇ/樹

LPS100-30g 30－ 15－ 15

LPS100-40g 40－ 20－ 20 40－ 20－ 20 40－ 20－ 20

慣行 60－ 60－ 60 60－ 60－ 60 60－ 60－ 60
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果皮の着色を調査した。果皮の着色は、着色割合を10段

階（１：１割以下、10：全面着色）で評価した。糖度は、

収穫盛期に10果ずつ測定した。

葉柄汁液中の硝酸イオン濃度は、結果枝の中位節の葉

柄を１ｇ採取して20mlの蒸留水を加えて摩砕したものを

RQフレックス（メルク製）で測定した。

２ 被覆尿素肥料からの窒素溶出

コンテナ栽培における被覆尿素肥料からの窒素溶出量

を測定するため、2004年作において、LP50とLPS100を窒

素成分で１ｇずつ計量して肥料ごとにナイロンメッシュ

の袋に詰め、培養土を入れた無植栽のコンテナの表面に

並べた。加温開始時から通常の栽培と同様にかん水し、

１か月ごとに各肥料につき２袋ずつ回収して、肥料中に

残存する窒素量を測定した。

試験結果

１ LPS100-30g区と慣行区の比較

2003年作におけるLPS100-30g区の結果枝の生育は、慣

行区より結果枝節数が１節少なく、結果枝長は短く、結

果枝径が細かった（表３）。節位別の着果率については、

１～10節までは区による差がなかったが、11節以降では

LPS100-30g区が低かった（図１）。

１果重は、LPS100-30g区では慣行区よりも軽く、収量

も低かった。果実の着色割合は同程度で、LPS100-30g区

の糖度は慣行区より低かった（表４）。

結果枝中位節の葉柄汁液中硝酸イオン濃度は、LPS100

-30g区では常に慣行区よりも低く推移した（図２）。

２ LPS100-40g区と慣行区の比較

LPS100-40g区と慣行区の３年間の試験については以下

のとおりであった。

結果枝の生育について、結果枝長は、2004年作は慣行

区よりLPS100-40g区で短かったが、2003年作と2005年作

では同等であった。結果枝は両区ともほぼ摘心節位の22

節まで生育し、結果枝径についても３年間通して慣行と

同等であった（表３）。

収穫果実数、１果重及び収量は年度により差があるも

のの、同年作で比較するとLPS100-40g区は慣行区とほぼ

同等であった。果皮の着色と糖度についても慣行区と差

はなかった。果実糖度は、2003年、2004年と比較して１

樹当たり収量が多い2005年では低くなったが、肥料によ

る差は認められなかった（表４）。

節位別の着果率は、両区とも同様の傾向を示し、６～

10節ではほぼ90％以上と高かったが、１～５節及び16節

以降は80％未満であった（図１）。

収穫開始時期は、試験期間を通してLPS100-40g区が慣

行区よりも７～10日程度早くなった。収穫盛期には区に

よる差は認められなかった（図３）。

樹体内の窒素栄養状態の指標となる葉柄汁液中硝酸イ

オン濃度については、LPS100-40g区ではほぼ全期間を通

して慣行区と同等か低く推移した（図２）。

表３ 施肥法の違いが結果枝の生育に及ぼす影響

年 試験区 結果枝長 節数 結果枝径

cm mm

2003年 LPS100-30g 130.6 20.5 21.8

LPS100-40g 146.7 21.5 24.4

慣行 145.7 21.4 24.8

2004年 LPS100-40g 113.2b 21.3 20.7

慣行 132.3a 22.0 19.9

2005年 LPS100-40g 131.3 21.8 22.2

慣行 130.5 21.3 21.8

異符号間にはTukeyの多重比較において危険率５％で

有意差あり

図１ 施肥法の違いが節位別の着果率に及ぼす

影響（2003～2005年）

LPS100-30g区は2003年（単年）、LPS100-40g

区及び慣行区は2003～2005年の３年間の平均
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表４ 施肥法の違いが果実収量・品質に及ぼす影響

年 試験区 収量 収穫果実数 １果重 着色 糖度

kg/樹 個/樹 ｇ Brix.％

2003年 LPS100-30g 7.10 86.6 82.1 6.0 13.2b

LPS100-40g 7.65 94.2 81.2 6.3 15.4a

慣行 7.66 88.8 86.2 6.2 14.3ab

2004年 LPS100-40g 7.96 97.8 81.4 7.3 14.5

慣行 7.31 100.8 72.6 8.1 15.1

2005年 LPS100-40g 10.10 108.2 93.3 7.9 12.4

慣行 10.46 111.0 94.2 7.5 12.5

異符号間にはTukeyの多重比較において１％水準で有意差あり
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図２ 施肥法の違いが葉柄汁液中硝酸イオン濃度の

推移に及ぼす影響（2003～2005年）

図３ 施肥法の違いが収穫時期に及ぼす影響（2003

～2005年の３年間の平均）
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図４ 被覆尿素肥料からの窒素溶出の推移（2004年）

３ 被覆尿素肥料からの溶出

窒素肥料として用いたLP50、LPS100をコンテナの地表

面に施用した場合の溶出量の推移については、LP50では

施用直後から溶出が始まり、４か月で約50％、６か月で

約80％が溶出した。LPS100は３か月程度の抑制期間の後

に急速に溶出が進み、施用から約７か月後には80％が溶

出した（図４）。

考 察

イチジクは結果枝の生育に伴って基部から順次着果し

ていく性質があり、栄養生長と生殖生長が同時に進行す

るため肥効を長期間にわたり維持する必要がある。この

ため、他の果樹と比較して追肥回数が多い傾向があり、

施肥労力の削減は課題の一つである 。
４）

イチジクにおける施肥の効率化を図るため、全量基肥

型の配合肥料の開発が行われ、現在では露地栽培用とハ

ウス栽培用の２種類の全量基肥肥料が完成している。こ

れらの肥料の使用により施肥の労力が軽減し、園地状況

にもよるが施肥量も１～２割の削減が可能となっている 。
５，６）

一方、コンテナ栽培においては、IB化成の分施による

栽培が行われている。施肥回数が多いことに加えて、コ

ンテナごとへの施用であるため多大な労力を要するもの

の、これまで肥効調節型肥料を利用した施肥技術は検討

されていない。そこで、今回の試験では、ハウス栽培で

用いられている全量基肥型の配合肥料についてコンテナ

栽培への適応性を検討した。

2003年作において配合肥料の施肥量を検討したところ、

窒素成分を40ｇ/樹としたLPS100-40g区は、慣行のIB化

成とほぼ同等の結果枝の生長を示した。また、果実の１

果重は軽いものの収穫果実数は多くなり、収量も慣行区

と同等であった。一方、窒素成分を30ｇ/樹まで減らし

たLPS100-30g区の場合には、結果枝の伸長が抑えられて

11節以降の着果率が低下する傾向にあった。更に、１果
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重が軽くなり収量がやや減少し、糖度も低かった。樹体

内の窒素栄養状態と相関の高い葉柄汁液中の硝酸イオン

濃度 は、LPS100-30g区では慣行区よりも低く、慣行区
７）

と同等の果実収量が得られたLPS100-40g区と比較しても

低く推移していた。

以上のことからLPS100-30ｇ区では栽培期間中の窒素

肥料の施用量が十分でなく、慣行栽培よりも結果枝の生

育及び果実の生産性が劣ると考えられる。

LPS100-40g区については、2003年作における結果枝の

生育及び果実生産が慣行区と同等であると考えられたた

め、2005年作まで慣行区との比較を継続した。

イチジクの生育と施肥の関係については、着果開始期

までは主に貯蔵養分が利用され、着果開始期以降の生育

には当年の施肥が大きく影響すると言われている 。結
８）

果枝伸長期の窒素供給量が少ないと結果枝中位節以降で

不着果節が発生したり果実が十分に肥大しないなどの影

響が出る 。
９）

今回の試験において、イチジクは加温開始後約１か月

で発芽し、その後、結果枝の伸長に伴い展葉が進んで、

加温開始から２～2.5か月で着果開始期となった。加温

開始から4.5か月頃には摘心時期となり結果枝の伸長が

停止し、５～5.5か月後には収穫を開始した。収穫期間

は概ね３か月間であった。

着果開始期から摘心期にかけては結果枝の伸長が盛ん

な時期で着果数も増加し、多くの養分が必要である。結

果枝伸長期の施肥量については、結果枝の旺盛な生育に

見合うよう、着果開始期頃から窒素供給量が確保される

ことが望ましい。LP50とLPS100を２：３の比率で施用し

た場合の時期別の溶出量は、結果枝伸長期前半に当たる

施肥後２～３か月の溶出量が少なく、施肥後４～７か月、

すなわち、結果枝伸長期後半から収穫前半期にかけての

溶出量が多くなった。

2004年作及び2005年作のLPS100-40g区における葉柄汁

液中の硝酸イオン濃度は、結果枝の上位節での展葉期で

ある４月下旬から５月上旬頃に低下し、不着果節が発生

しやすくなるレベル に近づいた。このことから、全量
７）

基肥型の配合肥料区では結果枝の生育が旺盛になると一

時的に供給量が不足気味となる可能性が示唆された。し

かし、今回の試験では、LPS100-40g区における結果枝の

生育及び着果状況は慣行栽培と同等で、果実生産も試験

期間を通して差は認められなかった。

一方、イチジクの収穫時期についてみると、慣行区に

比べてLPS100-40g区で７～10日程度早まる傾向が、試験

期間を通して観察された。慣行区では加温開始から１か

月ごとに施肥を行い、初期の２回の施肥では窒素成分を

５ｇ/樹、その後は10ｇ/樹ずつを施用しており、収穫開

始期までの窒素量は40ｇ/樹であった。LPS100-40g区で

の窒素の溶出は加温後４～７か月頃までが多く、１か月

当たりの窒素溶出量は最大で８ｇ/樹程度となり、収穫

開始までの溶出量は約23ｇで、慣行区の半量程度であっ

た。

窒素の過剰吸収は、収穫期の遅れや果実の糖度の低下、

着色不良等の要因となることが知られている 。樹体の
10）

窒素栄養状態を表す葉柄汁液中の硝酸イオン濃度は、LP

S100-40g区では結果枝伸長期後半から収穫初期にかけて

慣行区と同等から低い値で推移する傾向にあり、このこ

とは、LPS100-40g区での窒素吸収量が慣行区よりも少な

いことを示している。窒素吸収量の違いは施肥量の差を

反映していると考えられ、収穫開始期までの施肥量が少

ないLPS100-40g区では下位節の果実の成熟が早まり、収

穫開始時期も早まったと推察される。LPS100-40g区にお

ける収穫期までの窒素溶出は、結果枝の生育前半期に溶

出が少ない点でやや課題が残るものの、イチジクの生育

には大きな影響はなく、従来よりも施肥量を減らせると

考えられる。更に、収穫期の早期化は収益性の向上につ

ながるため、今回試験に用いた配合肥料の利用は、生産

場面で副次的な効果を持つと思われる。

イチジクの収穫期間はおよそ３か月に及ぶため収穫期

間中も肥効を持続させるよう分施が行われている。しか

し、養液栽培によって生育期間中の窒素成分量をかえて

果実生産を行った試験結果では、摘心期以降の施肥量が

当年の果実収量や品質に及ぼす影響は小さいとの報告が

ある 。全量基肥型の配合肥料によるLPS100-40g区では、
11）

収穫期の窒素溶出量が慣行区よりも少なかったが、果実

の収量及び品質は慣行区と同等であったことから、収穫

期の窒素は減らせる可能性があると考えられる。ただし、

2003年のLPS100-30g区では、慣行区に比べて果実糖度が

やや低い傾向にあったことから、大幅な施肥量の削減は

果実品質に影響しかねない。また、イチジクでは、貯蔵

養分が次作で着果開始期頃までの生育に利用される 。
12）

今回の試験では、配合肥料区、慣行区とも１～５節での

着果率は80％未満とやや低くなる傾向が認められた。当

年の果実生産の安定に加えて、次作の初期生育を良好に

するために、収穫期及び収穫終了後の肥培管理技術につ

いて今後検討していく必要がある。

全量基肥型の配合肥料による栽培では、樹体内の窒素

レベルが低下する結果枝伸長期後半の窒素の溶出や、収

穫期以降の施肥管理に検討の余地もあるが、IB化成を利

用した慣行栽培の３分の２の窒素成分量で、ほぼ同等の

生育及び収量・品質が確保された。試験を終了した時点

での大幅な樹勢の低下は認められず、３年間はハウスイ

チジクのコンテナ栽培が可能であった。

以上の結果から総合的に、ハウスイチジク用の全量基

肥肥料はコンテナ栽培に適応可能であると判断される。

更に同肥料を利用することにより、施肥労力が大幅に削

減され、収穫期が早期化できると思われる。
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