
反射マルチ利用によるナス品種「とげなし紺美」の

品質及び収量の向上

川嶋和子＊・山下文秋＊＊・矢部和則＊＊＊

摘要：「とげなし紺美」の促成栽培においてマルチ資材の種類がナス果皮色の向上と収量

に及ぼす影響について検討した。

１．反射マルチの利用により、果皮色の外観評価値が高くなり、「千両」と同等まで向上

した。果皮から抽出したアントシアン類の量も有意に増加した。

２．反射マルチ区の可販果収量は14.2㎏で、白黒ダブルマルチの13.0㎏、黒マルチの12.6

㎏より増加した。増収効果は4月以降に顕著であった。反射区は秀品率も高かった。

３．反射マルチ区では、10月～5月のすべての時期で反射紫外線量が有意に増加した。30

㎝高、70㎝高における反射区の紫外線量は慣行区の8倍以上計測された。

４．反射マルチ下の地温は、慣行マルチ下に比べて低く推移した。平均地温の差は冬期で

0.5℃～1℃、3月以降は2～3℃であった。

以上のように、反射マルチの利用は冬季の紫外線反射量増加と夏期の地温抑制に効果が

認められ、果皮色の向上、可販果収量増加、秀品率向上に結びつく実用性の高い方法であ

った。

キーワード：ナス、とげなし紺美、反射マルチ、果皮色、可販果収量

Enhanced Cultivation of "Togenashi-Konbi" Spineless Eggplant Variety
Using Reflective Mulch

KAWASHIMA Kazuko,YAMASHITA Fumiaki and YABE Kazunori

Abstract: We studied the effects of different types of mulch materials on eggplant skin
color and crop yield in the forced cultivation of a spineless variety of eggplant known as
'Togenashi-Konbi'.
1.The skin color of fruit harvested from the plot using reflective mulch was evaluated
at one point above that of the other trial plots, and was equal with the Senryo plot.
The amount of anthocyanins extracted from the skin was also significantly higher.

2. The sellable fruits crop yield per plant was 14.2 kg in the reflective plot, thus
exceeding the 13.0 kg yield in the white mulch plot and the 12.6 kg yield in the
conventional black polyethylene mulch plot. The yield increased particularly from
April onwards. In addition, the ratio of excellent fruit in the reflective plot exceeded.

3. The amount of UV in the reflective plot measured each  month from October to May
was significantly higher  than that of all the other plots. In the case of those at heights
of 30 and 70 cm, the amount of UV in the reflective plot was measured at least eight
times more than that of UV in the conventional plot.

4．The reflective plot had a lower ground temperature than the conventional plot. The
difference in average ground temperatures was between 0.5-1ºC in winter and 2-3ºC
from March onwards.
As described above, the use of reflective mulch improved fruit skin color and led to

increased yields by increasing the amount of reflected UV and controlling the ground
temperature from March onwards. We therefore consider reflective mulch to be a highly
practical method capable of enhancing productivity.

Key Words: Egg Plant,Togenasi-Konbi,Reflective mulch,Skin Color,Yield
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緒 言

愛知県のナス生産は年間生産額39億円（平成19年度）、

全国第5位に位置する。主な作型は施設利用による促成

栽培である。品種は「千両」が用いられてきたが、栽

培管理や収穫・選果において、とげが不快な感情を与

えてきた1)。そこで当場では、とげを発生しない新品種

「とげなし紺美」を育成、2007年に品種登録した。こ

の新品種は、「千両」と同様の長卵形で、とげがないこ

とに加えて日持ち性や果皮の光沢が優れることから導

入が進んできた。しかし、寡日照下で果皮色が赤みを

帯びやすいこと、春から高温期にかけて草勢が弱く収

量や品質が低下することが課題とされている2)。

当県の促成栽培は9月の定植から翌年6月までの9ヶ月

にわたり、環境条件が大きく変動する。課題解決のた

めには、光や温度等の栽培環境を生育に適合するよう

に整えることが重要となる。そこで、簡単に効果が上

がる方法として、慣行栽培で用いられる黒色ポリマル

チに代えて、光反射率が高く地温抑制効果も併せ持つ

アルミ蒸着反射マルチ（以下、反射マルチ）の導入が

有効であろうと考えた。

新品種「とげなし紺美」の栽培方法については台木

品種、マルチ資材、摘葉方法が検討されており3)、マル

チは白黒ダブルマルチが適すると報告されている。し

かし、より反射率が高い反射マルチの検討は行われて

いない。そこで、反射マルチを用いた場合の光環境と

地温の変化を測定するとともに、ナス果実の品質向上

と増収の効果を検討したところ、いくつかの知見を得

たため報告する。

材料及び方法

１ 試験区の設定

試験は、2006年から2007年にかけて当場園芸研究部

内の360㎡のビニルハウスで行った。2006年10月1日に

畝上にマルチを敷設し、その材質が異なる3試験区を設

定した。試験区はアルミ蒸着反射フィルム（商品名：

ネオポリシャイン）を用いた反射区、白黒ダブルマル

チの白色面を上面に利用した白区、慣行栽培で多く用

いられている黒ポリマルチ区を慣行区とした。また、

対照として黒ポリマルチ下で「千両」を栽培し、千両

区とした。試験規模は、各区10株、2反復で行った。

２ 耕種概要

供試品種として、穂木は「とげなし紺美」（愛知農総

試育成）および「千両」（タキイ種苗）、台木には「赤

虎」（タキイ種苗）を用いた。

穂木は2006年8月1日、台木は7月27日に72穴セルトレ

イに播種し、8月22日に斜め切断接ぎ木を行った。9月1

日に10.5㎝ポリポットに鉢上げ後、9月19日に定植し、

畝幅180㎝、株間40㎝の一条植えとした。整枝は、V字

型主枝2本仕立てで行った。収穫開始は10月25日、収穫

終了は2007年6月10日とした。

施肥は、基肥として肥効調節型肥料（スーパーロン

グ180日タイプ：14－12－14）を用いて窒素成分で40㎏

/10ａを全面全層施用した。追肥は3月以降に4回実施し

園芸化成（10－10－10）で1回あたり窒素成分4㎏/10a

を施用した。栽培期間中の施肥量はN：P２0５：K２O＝56

－50－56㎏/10aであった。その他の栽培管理は当場の

慣行により行った。

３ 調査方法

(1) 紫外線量調査

ナス果皮の色素発現に関与する紫外線量について調

査した。時期別紫外線量は、定植1ヶ月後から毎月中旬

の晴天日の午前11時30分から12時の間に、うね表面か

らの高さ70㎝における紫外線量を計測した。また、果

実の着生段位による光環境の相違を推定するために、

寡日照期である12月21日に、高さ別の紫外線量を測定

した。

測定は、ハンディ型紫外線計測器（UV Light meter

UVA365、佐藤商事）を用いて、上方からの紫外線（UVA

：320nm～400nm）量と、下方のマルチ方向からの反射

紫外線量をそれぞれ計測した。測定高さは、うね表面

から30㎝（第1果房着生付近）、70㎝（第5果房の果実着

生付近）、150㎝（誘引番線から10㎝下、第10果房の果

実着生付近）とし、それぞれ主枝に沿って計測した。

上位葉の影による影響を小さくするために、1株あたり

の測定は第一主枝、第二主枝の2カ所で、各々3回ずつ

行った。各試験区5株、2反復計測した。

(2) 果皮色の評価

収穫果の果皮色は、週1回の頻度で評価した。評価は

当日収穫した果実について目視で行い、評点は5～1点

の5段階（5:濃黒紫色、4:黒紫色、3:紫色、2:赤紫色、

1:薄赤紫色）とし、出荷基準の秀品限界を4点、可販果

の限界を3点とした。評価する果実は、収穫果のうち果

形が秀品基準を満たすもの20果を用いて、1果毎に評点

をつけ平均値を算出した。

ナス果皮色の評価を裏付ける目的で、果皮に含まれ

るアントシアン量4)の測定を12月、2月、5月の3回実施

した。測定方法は恒川らの方法2)に準じた。すなわち、

収穫当日の果実3果の最太部の表皮を対角線上2カ所か

ら直径1㎝のディスクパンチャーで打ち抜き抽出用表皮

片とした。表皮片は1%塩酸酸性の80%メタノール溶液に

室温で3時間浸漬し、抽出液の530nmの吸光度をアント

シアン量の相対値とした。

(3) 生育収量調査

生育および収量調査は、各試験区について、生育中

庸な5株（10主枝）について2反復で行った。生育は、

11月20日に主枝長、主枝径、葉身長、葉幅を調査した。

主枝長は第一主枝と第二主枝の分岐部より成長点まで

の長さ、主枝径は第5段果房直下の主枝径、葉身長およ

び葉幅は第3段果実の直下葉をそれぞれ計測した。

収穫は、11月20日から6月10日までの間、1週間に2～

3回実施した。収穫は100～110gで行い、果実は等級ご

川嶋・山下・矢部：反射マルチ利用によるナス品種「とげなし紺美」の品質及び収量の向上
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とに分別して重量を測定した。

(4) 地温調査

マルチ材質による影響が大きく、ナスの草勢、収量

に関与する地温について経時的に調査した。11月1日～

6月10日の間、マルチ敷設下の深さ5㎝の地温を防水型

のサーミスタ線を使用して連続的に測定した。

試験結果

１ マルチ資材が果実付近の紫外線量に及ぼす影響

上方から垂直に測定位置に届いた紫外線量を第5果房

付近の高さ70㎝で計測した結果を図３に示した。時期

により紫外線量は大きく変動したが、試験区の差は認

められなかった。11～1月は60mW/㎝2以下、2～3月は130

～160mW/㎝2、4～5月は400mW/㎝以上に急増した。

同じ測定場所における下方からの反射紫外線量を図

２に示した。月毎に試験区間の値を比較すると、反射

区の紫外線量が他の試験よりも3～7倍量に増加し、す

べての月で1%水準で有意差が認められた。紫外線量の

時期別変動は、上方からの紫外線量と同様11～1月は少

なく、2～3月、4～5月に増加した。

12月の紫外線量を測定高さ別に図３、図４に示した。

上方からの紫外線量は測定位置150㎝高では試験区に関

係なく170mW/㎝2を超え、70㎝高及び30㎝高の紫外線量

より3倍以上多かった。いずれの測定高もマルチ資材の

差は認められなかった。反射紫外線量は、反射区の30

㎝高、70㎝高の紫外線量は14.0mW/㎝2、13.9mW/㎝2で、

同じ高さにおける白区の6.3mW/㎝2、4.0mW/㎝2、慣行区

の4.2mW/㎝2、1.7mW/㎝2に対してそれぞれ1%水準で有意

差が認められた。150㎝高における紫外線量は反射区は

9.0mW/㎝２でやや低かったが、他の試験区よりも増加し

た。

図１ 高さ70㎝（第5果房付近）における上方からの 図２ 高さ70㎝（第5果房）における下方からの

紫外線量の月別変動 反射紫外線量の月別変動

注）縦棒は標準誤差 注）縦棒は標準誤差

図３ 上方からの紫外線量の測定高さ別の比較 図４ 下方からの反射紫外線量の測定高さ別の比較

注）12月21日測定 縦棒は標準誤差 注）12月21日測定 縦棒は標準誤差

異なる英文字間には1%水準で有意差あり 異なる英文字間には1%水準で有意差あり

（Tukey-Kammer Test） （Tukey-Kammer Test）
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２ ナス収穫果実の果皮色

マルチの種類別・収穫時期別に果皮色を評価した結

果を表１に示した 「とげなし紺美」果皮色は、慣行栽。

培では12～3月および6月の評価値が低く、4～5月の評

点は高かったものの全期間の平均値は試験区間で最も

低かった。千両区は、6月の4.0点以外は4.5点～5.0点

の高い評点で、慣行の黒マルチ下においては「とげな

し紺美」よりも果皮色が濃いことが示された。

これに対して反射区では、すべての測定時期で4.7点

以上と評価点が高く時期別変動も最も小さかった。全

期間平均値は4.8点と最も高く、果皮色が改善され千両

区と同等であった。白区は、反射区と慣行区の中間の

評価値を示し、全期間平均値が4.3点と慣行区よりも高

かったものの反射区には及ばなかった。

果皮から抽出したアントシアン量を図５に示した。

反射区は、すべての時期において白区、慣行区よりも

アントシアン量が有意に多く、千両区と同等まで増加

。 、 、した 白区は 慣行区よりも多い傾向にあったものの

有意差は認められなかった。慣行区は、いずれの時期

も抽出量が少なかった。

表１ マルチの種類がナス果皮色の評価点に及ぼす影響

（数値は果皮色評価点）

試験区 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 全期間平均

反射区 5.0 4.7 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

白区 4.3 4.0 4.0 4.5 4.8 4.3 4.5 4.0 4.3

慣行区 4.0 3.8 3.8 4.1 3.9 4.5 4.3 3.5 3.9

千両区 4.5 5.0 4.8 4.9 5.0 4.6 4.8 4.0 4.7

注）評価点は、5:濃黒紫色、4:黒紫色、3:紫色、2:赤紫色、1:薄赤紫色 の5段階で1果ずつ評価した平均値

図５ ナス果皮から抽出したアントシアン類色素量の比較

注）縦棒は標準誤差

測定月毎に異なる英文字間には5%水準で有意差あり（Tukey-Kramer Test）

表２ マルチの種類がナスの生育に及ぼす影響

試験区 主枝長 葉身長 葉幅 主枝径

㎝ ㎝ ㎜ ㎜

反射区 118.7 a 39.8 a 19.8 a 13.5 a

白区 118.3 a 39.4 a 19.1 a 13.2 a

慣行区 119.8 a 39.4 a 19.8 a 13.4 a

千両区 114.4 a 32.6 b 19.1 a 13.2 a

注） 同じ項目間における異なる英文字間には5%水準で有意差あり（Tukey-Kramer Test）
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図６ マルチの種類が収穫時期別の可販果収量に 図７ 収穫時期別の秀品率の推移

及ぼす影響

表３ マルチの種類が時期別の日平均地温に及ぼす影響 （℃）

表４ マルチの種類が時期別の日最高温度に及ぼす影響 （℃）
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試験区 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

反射区 18.4 15.4 14.7 15.4 16.6 18.5 21.5 23.1

白区 18.6 15.4 15.1 16.0 17.9 20.3 23.7 25.0

慣行区 19.0 15.7 15.5 16.1 18.6 20.5 24.6 16.0

注）毎日の平均地温を月毎に平均した値

試験区 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

反射区 21.4 17.8 17.4 17.0 19.2 21.0 24.4 15.2

白区 22.6 18.5 19.1 18.1 21.8 24.0 28.4 28.6

慣行区 23.4 18.7 19.0 20.3 22.0 25.1 30.1 29.8

注）毎日の最高地温を月毎に平均した
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３ マルチ資材が生育、可販果収量、秀品率に及ぼす

影響

定植2ヶ月後の生育状況を表２に示した 「とげなし。

」 。紺美 の試験区間の比較では生育差がみられなかった

しかし千両区との比較では明らかに葉身長が長く 「と、

げなし紺美」は「千両」と比べて葉の大きさに違いが

見られた。

1株あたりの可販果収量を時期別に表した結果を図６

に示した。慣行の黒ポリマルチ下における「とげなし

紺美」と「千両」の比較では、千両区の14.6㎏/株に対

して慣行区が12.4㎏/株と少なかった。しかし反射区は

14.2㎏/株で慣行区よりも1.8㎏増収し、千両区と同等

であった。白区は13.0㎏/株で、慣行区よりも0.6㎏増

加した。時期別収量を検討すると、反射区は慣行区と

比べて年内収量及び4～6月が多く、白区よりも5～6月

が多かった。白区は、年内～3月は慣行区より多くなっ

たが、5月以降は慣行区と同量であった。

収穫果数全体に対する秀品果実数割合（秀品率）の
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時期別推移を図７に示した。「とげなし紺美」はいずれ

の試験区も年内～2月にかけて高い秀品率を示したが、

3月以降に低下する傾向が見られた。しかし、反射区は

白区や慣行区よりも全体に高いまま推移した。全期間

の平均秀品率は、反射区が76%と最も高く、次いで慣行

区の72%、白区の68%であった。一方、千両区は期間を

通して50%～70%の間で推移し、平均秀品率は 56%と低

かった。

４ マルチの種類と地温の変動

マルチ資材別の地温は、反射区、白区は慣行区より

も低い傾向があった。月毎の平均地温は、11～2月では

反射区、白区が慣行区より0.6～1℃低かった。3月以降、

反射区と慣行区の差は2～3℃に広がった（表３）。

1日の最高温度を月別に比較すると、反射区と慣行区

との温度差は12月に1.1℃、1月に1.6℃であったが、気

温が高くなるにつれて差が拡大し、3月は2.8℃、5月は

5.7℃に達した（表４）。白区の地温は、反射区と慣行

区の中間の値を示した。

考 察

「とげなし紺美」は、全くとげを発生しない特性を

持ち、整枝や収穫作業が快適であることから収穫時間

が20%以上短縮される。また、低温伸長性が優れ、つや

・果形が良く、日焼け果発生が少ない特長がある。一

方で、果皮色が淡いこと、高温期の草勢が弱く収量の

減少や果実品質が低下すること等が課題とされてい

る2)。果皮色は品種特性の一つであるが、栽培上の要因

は、従来品種よりも葉面積が大きくなりやすい性質を

持つために現行の摘葉方法では群落内の光環境が悪く

なりやすいことがあげられる。特に下部に位置する果

実には光が届きにくい。そこで、光反射効果が高いマ

ルチ資材を導入し、地表面からの光反射を利用して果

実に紫外線を当てることを試みた。同時に反射マルチ

の地温上昇抑制効果が根部環境を改善ことによる生産

性向上効果も検討した。

ナス果実の果皮色は、アントシアニン系色素のデル

フィニジンあるいはナスニンにより発色する。これら

の色素の発現には光線が強く関与しており特に370nm以

下の近紫外～紫外部の光線が重要とされ、光が弱いと

果皮色が薄くなることが指摘されている4)。従って、果

実色の改善には、なるべく強い紫外線領域の光を果実

面に当てることが必要となる。生育期の日照不足を補

うために、反射性能が高いマルチ資材を用いる方法は、

果樹や花き栽培で取り組まれ、知見が報告されている。

モモにおいては、アルミ蒸着フィルムやフラッシュ紡

糸不織布反射マルチにより、相対照度が低い樹冠下に

着生する果実の着色と糖度の上昇が認められ5)、カーネ

ーションについては切り花本数増加効果が報告されて

いる6,7)。ナスについては、長屋らが白黒ダブルマルチ

による果皮色改善効果を認めている3)。白黒ダブルマル

チは今回の白区にあたり、メーカーによると光反射率

は60%あるが紫外部波長の反射率は10～20%と高くない。

一方、反射区で用いたネオポリシャインは表面が鏡面

光沢のアルミ蒸着フィルムで、メーカー資料によると

紫外部も含む光反射率が90%とされ、高い効果が期待で

きると思われた。今回の試験における紫外線量の計測

結果は、上方からの紫外線量は差がなかったが、下方

からの反射紫外線量は反射区で明らかに増加した。特

にナス株の下方に位置する測定高30㎝（第1果房付近）、

70㎝（第5果房付近）では白区の3倍以上、慣行区の8倍

以上に増加した。この増加分はナス果実の着色に有効

に働くと推察された。

果皮色評価は、反射区では慣行区より明らかに改善

され、千両区と同等となった。加えて時期別変動も少

なく、安定した品質が保たれた。このことが、収穫調

査結果で示された秀品率の高さにも結びついたと思わ

れる。果皮色に関連するアントシアン抽出量も同様に

白区、慣行区よりも改善し、反射マルチによる果皮色

および秀品率向上の効果は高いと判断された。

ネオポリシャインの利用で生産が向上する報告の一

方で、ウンシュウミカンでは過度の反射光に起因する

日焼け果の発生も報告されている8)。この懸念について、

千両区は慣行マルチにかかわらず4月以降に日焼け果が

発生し可販果量が低下したが、「とげなし紺美」は日焼

け果の発生が皆無であった。この品種は果皮が堅めで

日焼け果が発生しにくい特性を有するため、光反射量

が増加する反射マルチ利用に全く支障はないと考えら

れた。

反射マルチの効果について、寡日照期の光量増加に

伴う同化量の増加も期待された。今回、反射区では秀

品率が高いまま可販果収量が増加したため、時期別に

検討すると、慣行区より増加したのは年内～2月および

4～6月、秀品率に差がみられたのは4月以降であった。

このうち年内～2月は、寡日照時期であり光反射の効果

があったと考えられる。しかし、栽培後半の日照が多

い時期の生産性向上には他の要因があると思われた。

そこで反射区の地温に着目すると、慣行区に比べて低

下することが認められた。平均地温は11～2月の低温期

には0.6～1℃低く、3～5月の高温期には2～3℃の上昇

抑制がみられた。最高気温は、冬季に2℃、夏季には5

℃以上の差があった。反射マルチは、冬季の地温確保

の効果が少なく、3月以降の地温上昇も抑制されたと考

えられる。山口によるカーネーション栽培に関する記

述によると9)、生育適温を超える夏期の栽培において反

射マルチによる地温抑制と生育促進効果が認められ、

これが増収要因である、とされている。「とげなし紺美」

の品種特性は前述のように、低温伸長性がよい反面、

高温期は草勢低下と収量・品質の低下が指摘されてい

る。生育適温について明らかにした報告はないものの、

反射マルチで3月以降に地温抑制された環境条件が「と

げなし紺美」の生育に適したことが推察される。反射

区では4月以降の秀品率が他試験区より高く、その要因

は果形の揃い、果色の向上、生理障害果（特にろうび

き果）の減少であった。反射区における地温抑制が草
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勢の維持に効果的に作用し、品質向上に結びついたと

思われた。

以上を総合的に判断すると、この品種においては冬

季の地温確保効果が多少劣っても、光環境向上と夏期

の地温抑制効果を重視するべきであろう。ただし、栽

培全体から考えれば冬期間の収量向上も重要であるた

め、地温の確保を含めた効率的な加温管理方法につい

て今後の課題として検討する必要がある。また、草勢

管理について今回ある程度の効果は得たものの、品種

に適切な施肥管理や灌水管理について検討する必要が

あろう。

資材変更に伴う生産費の増加について試算すると、

反射マルチは10aあたり73,000円の資材費がかかる。こ

れは通常の黒ポリマルチの3倍程度となり生産コストが

高くなる。しかし、本試験における可販果収量は1株あ

たり1.8㎏増加した。これを10a当たりに換算した場合、

慣行と比較して約2.0tの増収となる。全国主要市場に

おけるナスの年間の平均単価は287円/㎏10)（平成19年

度）とされ、これを適用すると収入は57万円以上増加

すると見込まれる。従って、経済性の面からも、反射

マルチの導入効果が認められた。
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