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施設と露地の違いにおける電球形蛍光灯の照度と小ギクの花芽抑制能力

平張施設の小ギク電照栽培で利用する24W電球形蛍光灯を同設置条件の露地［要 約］

栽培にて用いた場合、十分な花芽抑制効果が得られない。畝面の照度は、平張

施設内の測定値が露地よりも高い。露地で同等の照度を得るための条件は、

3×3m、高さ1.5mである。

小ギク、電照栽培、電球形蛍光灯、花芽抑制能力［キーワード］

沖縄県農業研究センター 野菜花き班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

露地電照ギクの光源のほとんどは白熱電球であるが、白熱電球は生産縮小の方向が示され

ており、代替光源が求められている。施設栽培では、電球形蛍光灯や一部LED電球への切替

が進んでる。本課題では、平張施設で利用されている24W電球形蛍光灯を露地栽培に用いた

場合の花芽抑制能力を調査し代替電照資材としての評価を行う。

［成果の内容・特徴］

１．電球間隔3m、畝面から光源までの高さ1.9mで24W電球形蛍光灯（図1）を用いた場合、平

張施設に比べ露地で栽培した小ギクの主茎節数が有意に低く、十分な花芽抑制効果が得

られない（図2 。）

２．電球形蛍光灯の畝面における照度は、平張施設内の測定値が露地よりも高い。一方、農

業用の75W白熱電球は、平張施設及び露地での照度の差は少ない（表1 。）

３．24W電球形蛍光灯を露地で用いる場合、花芽抑制が可能であった平張施設内と同等の照度を得

る条件は、電柱間隔3.0m、電球間隔3.0m、高さ1.5mである（表2 。）

［成果の活用面・留意点］

１．電球形蛍光灯の露地での使用における指導事項として活用する。

２．平張施設は、軒高2.3m、防虫ネット（白、側面0.6mm、屋根面1mm）で被覆している。

［残された問題点］

１．露地栽培にて設置条件を変えずに白熱電球の代替として十分に使用可能な光源はない。

２．露地での使用を前提とした光源の改良、開発をメーカー等に要求していく必要がある。

野菜・花き分野
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［具体的データ］

図１ 24W電球形蛍光灯

［研究情報］

研究課題名：キク日本一の沖縄ブランド維持のための生産基盤強化技術開発事業

課題ＩＤ：2012農011

予算区分：国庫(沖縄振興特別推進交付金)・キク日本一の沖縄ブランド維持のための生産

基盤強化技術開発事業

研究期間：平成24年度～平成25年度（事業期間 平成24年度～平成28年度）

研究担当者：渡邊武志

発表論文等：園学研.13(別2)488(2014）

特許取得予定の有無：無
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図２ 24W電球形蛍光灯の設置場所を違えた場合の主茎節数
光源は設置間隔3m、高さ1.9mとし、4時間の暗期中断を行った。

主茎節数は光源直下の株にて調査。エラーバーは標準偏差

**は同一品種間において1%水準で有意差あり（ｔ検定 n=24）

定植2013.12.17、摘心12.24、消灯2014.2.25、収穫調査4.20

**

**

表１　設置場所の違いにおける供試光源の畝面の水平照度

光源直下 光源中間下 光源直下 光源中間下
24W電球形蛍光灯 14 16 9 10
75W白熱電球（農業用） 30 26 30 27
z：光源は、畦面から光源下限部までの高さ1.9mで設置し、電照間隔は3mとした。
y：照度計（DX-200 竹村電機）を用いた。

供試光源z
照度（ｌｘ）y

平張施設 露地

表２　露地圃場における電照の設置高さ及び間隔を違えた場合の畝面の水平照度の比較

設置間隔(m)

測定位置x 光源直下 中央下w 光源直下 中央下

24W電球形蛍光灯 22 18 17 9

75W白熱電球y 51 35 42 17

24W電球形蛍光灯 7 8 5 5

75W白熱電球 36 34 29 19

z：露地圃場にて、設置高さ及び設置間隔で電照を4灯設置した。
y：農業用電球
x：測定位置の畝面に水平に照度計（DX-200 竹村電機）のセンサーを設置した
w：電照４灯の対角線が交わる地点の畝面

2.0

供試光源z
設置
高さ
（ｍ）

照度（ｌx)
3×3 4×4

1.5
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プロヘキサジオンカルシウム塩剤による輪ギクの花首長抑制効果と

花弁色への影響

プロヘキサジオンカルシウム塩剤の200～300倍液は、蕾の大きさが小豆大か［要 約］

ら大豆大の時に株頂部から１回散布することにより輪ギクの花首長を２～３割

短くする 黄系品種の 精興の秋 では花弁色に影響はないが 赤系品種の 花。 「 」 、 「

秀芳」では花弁色が淡くなり使用に適さない。

輪ギク、露地栽培、花首長抑制剤、プロヘキサジオンカルシウム塩剤［キーワード］

沖縄県農業研究センター 野菜花き班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

輪ギクの花首長抑制剤として使用してきたダミノジッド剤（商品名：ビーナイン）は201

1年12月から露地栽培での使用が禁止となった。現在代替資剤として唯一プロヘキサジオン

カルシウム塩剤（商品名：ビビフルフロアブル、以下PC塩剤）が登録されているが、本県に

、 。 、おける使用実績や効果に関する情報が乏しいため 抑制効果の検証を行う必要がある また

本県における輪ギク生産の７割は有色品種であるが、PC塩剤は黄系品種を除く有色品種の花

弁色が淡くなることが指摘されている。花弁色への影響も併せて調査する。

［成果の内容・特徴］

１．PC塩剤は、希釈倍率200-300倍の濃度で株頂上から上位葉に向けてスプレーで均一に散

布することにより、花首長を23-35％抑制する（表１ 。400倍液は花首長を抑制するが、）

効果が不安定である。

２．200-300倍液PC塩剤の花首長抑制効果は 「精興の秋」ではダミノジッド剤1000倍液と、

同等であったが 「花秀芳」ではやや劣る（表1 。、 ）

３．花首長抑制に適するPC塩剤の散布時期は、蕾の直径が小豆大（3-4mm）から大豆大（7-8

mm）の時である。発蕾直後では、抑制効果は得られない（表2 。）

４．PC塩剤500倍液は、1回散布では花首長の抑制効果は小さいが（表1 、2回散布すること）

により200倍液1回散布と同等の抑制効果を示す（表3 。）

５．PC塩剤は、黄系品種「精興の秋」の花弁色には影響を与えないが、赤系品種「花秀芳」

の花弁色を淡く（明度の上昇）させる。散布濃度（表1）や散布時期（表2）を変えてもこ

の傾向は変化しない。

［成果の活用面・留意点］

１．輪ギク栽培におけるPC塩剤使用の指導資料として活用する。

２．PC塩剤はダミノジッド剤よりも散布時期が限定され、花首長の抑制効果が劣る場合があ

ることに注意する。

３．本試験は2，3月出荷型において実施し、散布量は各薬剤の使用基準に従った（PC塩剤：

1.3ml/本、ダミノジッド剤：2.5ml/本 。散布にはハンドスプレーを使用した。）

４ 「花秀芳」に限らず、赤系品種の輪ギクでは、花弁色が淡くなるためPC塩剤は利用でき．

ない。

［残された問題点］

１．赤系品種に利用できる薬剤は無いため、花首の伸びにくい品種の育成を開始している。

野菜・花き分野
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［具体的データ］

［研究情報］

研究課題名：次世代沖縄ブランド作物特産化推進事業

花きのブランド力強化に向けたオリジナル品種の開発

課題ＩＤ：2012農012

予算区分：国庫(沖縄振興特別推進交付金)・次世代沖縄ブランド作物特産化推進事業

研究期間：平成24年～平成25年（事業期間 平成24～平成29年度）

研究担当者：津田宗一郎、関塚史朗

発表論文等：無

特許取得予定の有無：無

表２　PC塩剤散布時期別の花首長と最外花弁の明度

無処理 20 (100)w ax 81 a 20 (100) a 81 a
発雷時 20 (100) a 81 a 13 (65) b 82 a
小豆大 15 (75) b 82 a 14 (70) b 82 a
大豆大 14 (70) b 82 a 14 (70) b 82 a
無処理 30 (100) a 28 a 30 (100) a 28 a
発雷時 32 (107) a 28 a 23 (77) b 29 a
小豆大 23 (77) b 31 b 18 (60) b 28 a
大豆大 20 (67) b 32 b 22 (73) b 28 a

花首長 (mm)
ダミノジット剤1000倍(対照)

明度

＊散布時期: 1月中旬～下旬 　　z: 測器: 表１と同じ

y: 発蕾時の確認:目視、小豆大時: 蕾直径 ３～４mm、大豆大時: 蕾直径７～８mm
x: 異符号間で有意差あり(5％水準,Scheffe法)
w: (数値)は無処理を100とした時の値

花秀芳
（赤）

品種
（花弁色） 散布時期y

精興の秋
（黄）

PC塩剤300倍
明度z花首長 (mm)

表３　PC塩剤の散布回数と花首長と最外花弁の明度の関係

品種 （花弁色） 濃度と散布回数

無処理 15 (100)w ax 82 a
200倍・１回（小豆大)z 9 (60) bc 82 a
300倍・１回（小豆大） 11 (73) bc 82 a
300倍・２回 (小豆大、大豆大） 10 (67) bc 82 a
500倍・１回（小豆大） 12 (80) b 82 a
500倍・２回（小豆大、大豆大） 9 (60) c 82 a

明度y

精興の秋
(黄）

花首長(mm）

＊散布時期: 1月下旬～２月中旬

z: 小豆大時: 蕾直径 ３～４mm、大豆大時: 蕾直径７～８mm
y: 測器: 表１と同じ

x: 異符号間で有意差あり(5％水準，Scheffe法)
w: (数値)は無処理を100とした時の値

表１　PC塩剤による花首長と最外花弁の明度

 品種（花弁色） 試験区

無処理 20 (100)x ay 81 a
PC塩剤500倍 17 (85) a 82 a
PC塩剤400倍 15 (75) b 82 a
PC塩剤300倍 15 (75) b 82 a
PC塩剤200倍 13 (65) b 82 a
ダミノジッド剤1000倍(対照） 14 (70) b 82 a
ダミノジッド剤500倍(対照) 11 (55) b 81 a
無処理 30 (100) a 28 bc
PC塩剤500倍 26 (87) ab 30 abc
PC塩剤400倍 23 (77) bc 30 abc
PC塩剤300倍 23 (77) bc 31 ab
PC塩剤200倍 21 (70) bcd 32 a
ダミノジッド剤1000倍(対照) 18 (60) cd 28 c
ダミノジッド剤500倍(対照) 14 (47) d 27 c

z: 測機 (色彩色差計 CR-400 コニカミノルタ）

y: 異符号間で有意差有り(5%水準、scheffe法）

x: (数値)は無処理を100とした時の値

花首長（mm） 明度
z

精興の秋
（黄）

花秀芳
（赤）

＊ 散布時期:1月中旬、蕾直径が小豆大時(3～4mm)

野菜・花き分野
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沖縄県のキクに発生する主要アザミウマ2種に対する各種薬剤の殺虫効果

沖縄県のキク栽培で被害を与えていると考えられるクロゲハナアザミウマと［要 約］

ミナミキイロアザミウマに対する22薬剤の殺虫効果を調査した。クロゲハナア

ザミウマについては多くの薬剤の殺虫効果が高く、効果の低い薬剤は有機リン

系と 系であった。対照的に、ミナミキイロアザミウマでは効果の高い薬IGR
剤はエマメクチン安息香酸塩とスピノサド、フィプロニルの 剤のみで、有機3
リン系と合成ピレスロイド系の薬剤の効果は低かった。

キク、クロゲハナアザミウマ、ミナミキイロアザミウマ、薬剤感受性［キーワード］

沖縄県農業研究センター 病虫管理技術開発班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄県のキクに寄生するアザミウマの最優占種であるクロゲハナアザミウマ（以下、クロ

ゲ）と2番目に多いミナミキイロアザミウマ（以下、ミナミキイロ）に対する各種薬剤の殺

虫効果の情報は防除上重要であるが、双方の沖縄個体群について調査されたことはない。そ

こで、クロゲは沖縄本島、伊江島および久米島の計3個体群に対して、ミナミキイロは沖縄

本島の2個体群に対して、キクに登録のある薬剤のうち22薬剤の殺虫効果を実験室条件下で

調べた。

［成果の内容・特徴］

１．クロゲの成虫：全個体群で補正死亡率が90％以上であった薬剤は、有機リン系のアセ

フェート水溶剤とプロチオホス乳剤、カーバメート系のベンフラカルブマイクロカプセ

ル、合成ピレスロイド系のシペルメトリン乳剤、ネオニコチノイド系のイミダクロプリ

ド水和剤、クロチアニジン水和剤、その他のエマメクチン安息香酸塩、スピノサド水和

剤等計11剤であった（表 。有機リン系のマラソン乳剤とIGR系の3剤は殺虫効果が認め）

られなかった。

２．クロゲの幼虫：すべての個体群で補正死亡率が90%以上であった剤は、プロチオホス乳剤、ベ

ンフラカルブマイクロカプセル、シペルメトリン乳剤、イミダクロプリド水和剤、クロチアニ

ジン水和剤、エマメクチン安息香酸塩乳剤、クロルフェナピル水和剤、スピノサド水和剤お

よびフィプロニル水和剤の計9剤であった（表 。マラソン乳剤とIGR系の3剤は、いずれの個体）

群に対しても殺虫効果が認められなかった。

３．ミナミキイロの成虫：両個体群に対して補正死亡率が90％以上の高い効果を示した剤はエマ

メクチン安息香酸塩、スピノサド、フィプロニルの3剤のみであり、多数の薬剤が高い効果を示

したクロゲハナアザミウマの結果とは顕著に異なった（表 。有機リン系及び合成ピレスロイド）

系薬剤の効果は両個体群ともに低かった。なお、ミナミキイロはキクで増殖できないとされ

るため、成虫のみの試験とした。

［成果の活用面・留意点］

１．薬剤防除の指導における基礎資料とする。

２．薬剤は、かけムラのないよう、特に葉裏へ丁寧に散布すること。

３．クロゲは、2010年6月～7月に露地キク圃場から、ミナミキイロは、2011年6月～7月に施

設ナス圃場および露地スイカ圃場から採集した個体群を用いた。

野菜・花き分野
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［残された問題点］

１．栽培圃場における防除効果の検討。

［具体的データ］

クロゲハナアザミウマおよびミナミキイロアザミウマに対する各種薬剤の殺虫効果表

「 」 、 、- は対照区と比較して統計的に有意な殺虫効果が無いことを 空欄は試験がないことを

それぞれ示す

［研究情報］

研究課題名：キクを加害するアザミウマに関する研究

課題ＩＤ：2009農001

予算区分：県単・沖縄県産業振興重点研究推進事業

研究期間：H21年度～H23年度

研究担当者：喜久村智子、貴島圭介、大野 豪、普天間斎

発表論文等：日本応用動物昆虫学会誌58: 275-279、H24年度普及に移す技術の概要

特許取得予定の有無：無

系統 一般名 希釈倍率 成虫 幼虫 成虫 幼虫 成虫 幼虫

有機リン アセフェート 1000倍 100.0 80.5 100.0 85.0 100.0 100.0

プロチオホス 1000倍 90.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

マラソン 2000倍 - - 40.7 - - -

カーバメート マラソン、BPMC 1500倍 63.2 - 63.6 69.3 63.2 48.1

ベンフラカルブ 1000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

合成ピレスロイドアクリナトリン 1000倍 100.0 88.9 100.0 85.5 71.4 89.3

シペルメトリン 2000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ビフェントリン 4000倍 100.0 79.3 96.4 71.0 67.7 77.0

ネオニコチノイド アセタミプリド 2000倍 89.8 87.0 96.4 96.0 90.1 90.0

イミダクプリド 2000倍 95.1 100.0 100.0 92.5 100.0 96.3

クロチアニジン 2000倍 100.0 96.4 90.9 100.0 90.8 96.2

ジノテフラン 2000倍 90.8 82.7 86.3 49.2 83.3 78.6

チアメトキサム 2000倍 72.7 94.6 76.4 63.5 55.6 36.3

ニテンピラム 1000倍 89.1 89.3 96.2 85.5 95.6 96.3

IGR剤 ノバルロン 2000倍 - - - - - -

フルフェノクスロン 4000倍 - - - - - -

ルフェヌロン 1000倍 - - - - - -

その他 エマメクチン安息香酸塩 2000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

クロルフェナピル 2000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5

スピノサド 5000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

トルフェンピラド 1000倍 100.0 96.4 96.5 100.0 100.0 75.0

フィプロニル 2000倍 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

今帰仁個体群
伊江個体群

75.5

-

34.1

-

-

-

糸満個体群

-

73.1

69.4

55.4

96.7

52.5

54.1

58.4

68.2

93.3

-

44.3

-

67.6

-

20.7

-

93.9

34.1

30.9

56.7

35.7

50.1

76.6

90.5

97.0

94.2

100.0

-

30.0

補　　正　　死　　亡　　率　（%）

試　験　薬　剤 ミナミキイロアザミウマ成虫

久米島個体群

クロゲハナアザミウマ

糸満個体群
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キク圃場におけるクロゲハナアザミウマに対する各種薬剤の防除効果と

薬剤の散布ムラが防除効率に与える影響

室内試験においてクロゲハナアザミウマに対する殺虫効果が高い薬剤（イミ［要 約］

ダクロプリド水和剤、エマメクチン安息香酸塩乳剤、スピノサド水和剤、プロ

チオホス乳剤）は圃場においても有効性が認められ、葉裏まで丁寧に散布する

ことで虫数がより低く抑えられる。

キク、クロゲハナアザミウマ、散布ムラ、化学的防除、葉裏［キーワード］

沖縄県農業研究センター 病虫管理技術開発班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

キク圃場で問題となっているクロゲハナアザミウマは多くの散布薬剤に対する感受性が高

いことが室内試験により判明している（喜久村ら、2014）が、圃場での効果については未検

証である。また、キクは栽植密度が高いことから散布ムラが起こり防除効率が低下している

可能性が指摘されている。本研究では、室内試験で効果の高かった4薬剤の圃場における防

除効果を調べるとともに、通常の散布方法の区（通常散布区）とムラなく葉裏へ薬液が付着

する区（丁寧散布区）を設け、本種に対する防除効率に散布ムラが及ぼす影響を2薬剤につ

いて検証する。

［成果の内容・特徴］

１．葉あたりの成幼虫数は、無処理区では処理28日後まで明らかに増加するのに対し、イミ

ダクロプリド水和剤（アドマイヤーフロアブル 、エマメクチン安息香酸塩乳剤（アファ）

ーム乳剤 、スピノサド水和剤（スピノエース顆粒水和剤）及びプロチオホス乳剤（トク）

） 、 （ ）。チオン乳剤 の通常散布区では緩やかな増加を示し 無処理区に比べ有意に少ない 図1

２．丁寧散布区の葉あたり虫数は、エマメクチン区とイミダクロプリド区ともに、無処理区

および通常散布区に比べ有意に少ない（図1 。）

３．感水紙による薬液の付着程度（0～8の9段階評価、図2）の平均値は、葉表では通常散布

区と丁寧散布区間で違いはないが、葉裏では丁寧散布区の指数が高い（表 。）

［成果の活用面・留意点］

１．薬剤散布の指導における基礎資料とする。

２．施設圃場での試験であり降雨の影響はない。キクの品種は「沖の乙女 、栽植密度は株」

間13cm、条間13cmの4条植えとし、10.5cmポット植えのキクを配置した。

３．散布時の草丈は70～80cmで、散布量は両区とも10aあたり300Lである。

４．丁寧散布区においては、薬剤の付着程度を高めるため、ポットを畝から外し株を逆さに

した状態での散布も行った。

． 、 、５ 草丈が高いほど葉裏への散布が困難になるため 発生初期の防除に重点を置くとともに

、 。定植時の粒剤施用や親株圃場での防除 防虫ネット等による苗床への侵入防止も行うこと

６．平成24年度普及に移す技術の概要「キクのアザミウマ類の種構成および主要アザミウマ

2種に対する各種薬剤の殺虫効果」も参照。

野菜・花き分野
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［残された問題点］

１．栽培圃場における効果的な散布方法の検討。

［具体的データ］

図1 クロゲハナアザミウマの葉あたり寄生虫数の推移．

異なるアルファベット間で虫数に有意差がある（GLMM、 <0.01 ．P ）

表 薬剤処理区間における薬液の付着指標の比較*

*生長点から10cm（上 ，30cm（中）および50(下）cmの葉の表裏）

に感水紙を設置した．各高さ3カ所の平均値を示す．

図2 感水紙による薬液の

． ．付着指標 0～8の9段階

［研究情報］

研究課題名：先進技術を活用した総合的病害虫・雑草管理技術体系の確立

課題ＩＤ：2012農008

予算区分：その他・総合的病害虫管理技術確立事業

研究期間：H24年度～26年度

研究担当者：貴島圭介、喜久村智子、金城聖良

発表論文等：九州病害虫研究会報60(2014 ：84-89、H26年度普及に移す技術の概要）

特許取得予定の有無：無

a

c

b

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

散布前 2日 7日 15日 21日 28日

葉
あ
た
り
虫
数
（
±
S
E
)

散布後日数

無処理

イミダクロプリド水和剤

エマメクチン安息香酸塩乳剤

スピノサド水和剤

プロチオホス乳剤

イミダクロプリド水和剤（丁寧）

エマメクチン安息香酸塩乳剤（丁寧）

上位 中位 下位 上位 中位 下位

通常散布区 8.0 6.3 7.7 4.3 3.7 4.3

丁寧散布区 7.0 6.3 6.0 7.3 7.7 7.0

葉表 葉裏
処理区
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ニガウリにおける栄養障害の特徴

ニガウリにおける要素欠乏障害(N,P,K,Ca,Mg,Fe,Mn,Cu,Zn,B)および過剰障［要 約］

害(N,P,K,Mn,Cu,Zn,B)を水耕法により発現させ、栄養障害の症状一覧表と障害

がわかる写真集を作成した。

要素欠乏障害、過剰障害、水耕法、栄養障害、一覧表［キーワード］

沖縄県農業研究センター 土壌環境班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

栄養障害の症状は作物の種類により異なる場合が多く、対策が遅れ手遅れになるケー

スも多い。早急かつ的確に診断し対策を立てるために、外観に現れた症状で診断を行う

ことが重要である。そのためには、作物ごとの要素欠乏・過剰障害の特徴を明らかにす

る必要がある。沖縄県で栽培されている亜熱帯作物の多くは栄養障害が明らかにされて

いない。そこで、ニガウリにおける栄養障害の特徴を明らかにする。

［成果の内容・特徴］

、 、 、１ Mg． 欠乏症状は 中位葉～上位葉では葉脈を残してクロロシス(黄色)が生じ 新葉では

葉全面に黄化症状が現れる(表、図1)。

． 、 、 。２ Mn欠乏症状は 葉脈間からクロロシスが生じ 細かい網目模様の症状を示す中位葉の

上位葉にもクロロシスが生じるが、中位葉ほど網目模様がより鮮明になる(表、図2)。

３．B欠乏症状は、斑点状の黄色ネクロシス(壊死)が現れ、葉は落下傘葉で、かたくもろく

なり、茎部に亀裂、ねじれが生じる(表)。

、 、 （ ）。４ B． 過剰症状は 葉が変形し落下傘葉となり 葉脈間に褐色のクロロシスが現れる 表

の要素N、P、K、Ca、Fe、Cu、Znについて N、P、K、Mn、Cu、Znにつ５．その他 欠乏症状、

過剰症状を確認し、症状一覧表と障害の特徴が視覚的に確認できる写真集を作成いて

した。

［成果の活用面・留意点］

１．現場でのニガウリ栄養障害発生時の診断資料として活用する。

２．要素の欠乏・過剰診断は①病害虫や薬害ではないことの確認、②圃場環境や肥培管

理の聞き取り調査、③土壌・植物の養分分析を合わせて行い総合的に判断する必要が

ある。

３．特定元素の過剰は、過剰症状だけでなく、拮抗作用により他の元素の欠乏症状を引き起

こすこともある。

４．ニガウリの栄養障害写真集を作成し、配布する予定である。

［残された問題点］

他の品目における要素欠乏障害、および過剰障害の症状を発現させ、要素欠乏・過剰障害

の特徴を明らかにする。

野菜・花き分野
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［具体的データ］

表 ニガウリにおける栄養障害の症状一覧(一部抜粋)

中位葉の症状 上位葉の症状 生育初期から欠乏させた症状

図１ Ｍｇ欠乏症状

中位葉の症状 欠乏葉(左)と正常葉(右)

図２ Ｍｎ欠乏症状

［研究情報］

研究課題名：作物の微量要素欠乏・過剰による障害発生調査と対策技術の検証

2011農028課題ＩＤ：

予算区分：県単、国庫(光をそそぐ交付金(2011年度のみ))

研究期間：2011～2014年度（2011～2016年度）

研究担当者：寺村皓平、比嘉明美、久場峯子

発表論文等：無

特許取得予定の有無：無

区分 要素

K 葉の縁部が変形し、落下傘葉が観察された。 生育抑制

Ca
上位葉
-中位葉

①葉が矮小化･変形し、新葉形成が停止した。
②時間の経過とともに上位葉と頂芽は壊死した。
　直径1-2mm程度の斑点状の白色(透明)と褐色ネクロシスが出現した。

生育抑制

下位葉
①葉脈を残してクロロシス(黄色)が現れ、中位葉～上位葉に移った。
②下位葉には比較的大きな褐色斑点状のネクロシスが現れた。

上位葉
-中位葉

②新葉では葉全面に黄化症状が現れた。

Fe 上位葉 上位葉の葉全面でクロロシスが観察され、葉の展開にともない黄化が激しくなった。 やや生育抑制

B 上位葉
①斑点状の黄色ネクロシスが現れた。
②葉は落下傘葉で、かたくもろくなり、茎部に亀裂、ねじれが生じた。

生育抑制、枯死

中位葉 ①葉脈間からクロロシスが生じ、細かい網目模様の症状を示した。
上位葉 上位葉もクロロシスは生じたが、中位葉ほど症状が鮮明になった。

Zn
上位葉
-中位葉

上位葉から中位葉にかけて葉縁部が巻き上がった 生育抑制

B
下位葉
-中位葉

①葉は変形し、落下傘葉が観察された。
②葉脈間に褐色のクロロシスが現れた。

生育抑制

下位葉 葉の葉脈が黒褐変した。蔓に黒褐色の斑点。
上位葉 新葉はクロロシスを呈した。

栄養障害
葉位 葉や蔓の症状 生育状況

Mg 生育抑制

Mn 生育抑制、枯死

過
剰
障
害

欠
乏
障
害

Mn

 


