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着果節位がばらつくと空洞果や肥大不良の原因
となるため、整枝栽培をおすすめします。仕立て
方は、ハウス栽培の「夏武輝」やトンネル栽培の
「ガブリコＢ」で３本整枝１果どり、「紅まくら」
では４本整枝２果どりを基本とします。
着果節位は17～22節です。株元の果実は扁平

へんぺい

で
空洞となり、つる先の果実はタテ長で糖度が上が
りにくくなるので、着果節位は必ず守りましょう。
特に「紅まくら」は、株元近くで着果させると丸玉
となり果形が乱れやすいので注意してください。

大玉で品質のよい果実を収穫するには、交配前
に根を深く張らせることと、草勢を暴れさせない
栽培管理を行うことが大切です。摘芯後、子づる
が30㎝程度伸びてからは、交配まで極力潅水を控
えます。交配期に生長点から30～40㎝辺りに雌花
が開花していれば、適正な草勢です（図参照）。

５月以降に定植する場合もトンネルを設置し、
定植後の保温を心掛けます。７月以降は気温が高
いためトンネルを撤去する場合が多いですが、着
果節付近の葉は果実の肥大と糖度上昇に重要なの
で、品質維持のためには生育後半もトンネルは撤
去せずに果実付近の葉を風雨から守りましょう。

交配後は日中の温度を30℃程度で管理し、潅水
を多めにして肥大を促します。交配開始日から10
日程度経ったら、適正な節位にある大きさの揃っ
た果実を３本整枝なら１果、４本整枝なら２果残
して、ほかは摘果しましょう。摘果が不十分だと
肥大が悪くなるだけでなく、糖度も上がりにくく
なります。摘果時期の果実の大きさは、「夏武輝」
「ガブリコＢ」で直径10㎝、「紅まくら」で直径７
㎝前後です。また、摘果時にチッソ成分で10ａ当
たり約３㎏を追肥し、後半の草勢維持に努めます。
交配後30日以降はトンネルを広く開けて潅水を
少なめにし、糖度の上昇を促します。この時期か
ら葉がやや色褪せて生長点が止まってくれば、適
正な草勢です。草勢が強すぎてつるが茂ると二次
肥大して空洞果となりやすいので、マルチが少し
見える程度に生長点を摘み、草勢を抑えてくださ
い。特に「ガブリコＢ」はこの時期の草勢が強く
なりやすいので注意します。

収穫期には着果した節の巻きひげや葉が枯れて
きますが、適正な収穫期は交配日からの日数を基
本に決定するため、交配日が分かる目印を必ずつ
けておきます。交配から収穫までの期間は５～６
月収穫の「夏武輝」で50日、７～８月収穫の「紅
まくら」で45～48日、「ガブリコＢ」で48～50日
が目安です。天候により収穫までの日数が多少変
わるので、必ず試し割りをしてから収穫します。

整枝栽培で確実な着果を

交配前に適正な草勢にする

適熟果収穫を心掛ける
トンネルで
保温と雨よけを心掛ける

交配後の肥培管理で
肥大と糖度をアップ！

保温と雨よけのためのトン
ネルは交配後30日以降では
広く開け、潅水を少なめに
あたえることで糖度をさら
に高めることが可能。

■直売所出荷向け　スイカ標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種期 生育期 収穫期 

ハウス 

トンネル 

露　地 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

スイカ
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スーパーの店頭で見かけるスイカは丸く縞
しま

のあ
る果実が定番で、黒皮や枕形、タネなし（３倍体）
などの違いをアピールできるユニークな果実はあ
まり見かけません。そこで、直売所出荷では個性
的な品種も取り揃え、リピーターがつくよう挑戦
してみてはいかがでしょうか。

ハウスで５～６月に収穫する場合は、肥大時期
が低温にあたることで肉質がかたくなり、肥大し
にくくなるので、玉伸びするやわらかい肉質の品
種を選択しましょう。「夏武輝

か ぶ き

」は柔肉質で低温
時期でもよく肥大する大玉品種で、花粉が非常に
出やすく低温時期でも良品収穫が期待できます。

７月以降はスイカの出荷量が増えるため、外観
と品質で差別化を図るのがおすすめです。また、

肉質がやわらかくなりやすい時期なので、堅肉品
種を選定する必要があります。これらに適したお
すすめ品種は、「紅まくら」「ガブリコＢ

ビー

」です。
「ガブリコＢ」は黒い果皮の大玉３倍体品種で、
タネがほとんどなく非常に食べやすい品種です。
３倍体品種の中では着果させやすく、栽培容易な
品種ですが、草勢は強めなので、草勢が中位の台
木品種「ＦＲ

エフ アール

きずな」への接ぎ木をおすすめしま
す。また、花粉は稔性を持たないので、受粉には
普通種（タネあり品種）の花粉が必要です。

春先は柔肉質の品種を選択

夏は外観・品質で差別化を

スイカ担当

金子
かね こ

良平
りょうへい

夏武輝：秀品率の高い大玉品種。糖度が高く安定し、
食味がよい。

紅まくらR：見た目でのインパクトあり！ 独特の
甘い香りがあり、食味が優れる大玉枕形スイカ。

ガブリコＢ：高糖度、種子がほとんど入らない３倍
体種。黒皮の外観はほかとの差別化も可能。

定番からユニーク品種まで揃えてアピール！

第１図　子づる４本整枝２果どり栽培の模式図 第２図　交配期の草勢管理

摘果

摘果

整枝
摘果

親づるは
５～６節で摘芯

草勢が弱く肥大しない。
果形が扁平となりやすい。

対策：液肥と潅水で早めの草勢回
復を図り、着果節位を高く
する。

a

適正◎a
雌花の充実が悪く、
着果性が劣る。

対策：・交配後、着果節の５節上
まで孫づるを整枝する。
・追肥をしない。

a

株元 つる先株元～17節までは
交配前に孫づる除去

着果節位
（17～22節）

着果節位まで
孫づる除去

〔×弱い〕

〔◎適正〕

〔×強い〕

30㎝以下

30～40㎝

70㎝以上

15
16

17
18

19
20

私の一推し！
「紅まくら」でアピールしよう！
「紅まくら」は果形がユニークな枕形（楕円形）
で、７～８㎏の大玉収穫が期待できます。糖度は12
度前後と高めで、酸味が少ないので糖度以上の甘さ
が感じられます。また、他品種にはない独特の風味
があり、果形のユニークさだけでなく、食味でもア
ピールできる品種です。
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スイートコーンは、早朝の品質が最も高くなり
ます。また収穫してからの糖度の低下が早いので、
早朝に収穫し、早めに出荷することが重要です。
コーンは品種によって播種から収穫までの日数
がほぼ決まっています。したがって、①１品種で
播種期をずらす、②早生・中早生・中生の品種を
使い分ける、といった工夫によって、毎日朝どり
の高品質コーンを出荷しましょう。

根張りをよくするためには、深耕して堆肥
たい ひ

など
を多用し、排水性の悪い圃

ほ

場では高畝にすること
により、保水性と排水性のバランスのとれた土づ
くりを行います。
元肥は、チッソ、リン酸、カリの成分量で10ａ
当たりそれぞれ20～25㎏が目安です。

発芽が揃うと収穫期のばらつきが減り、少ない
労力で収穫できます。発芽を揃えるには地温を14
℃以上確保して播種することが重要で、14℃を下
回る場合はマルチやトンネルを張り、地温確保に
努めます。欠株防止には１穴当たり３～４粒播種
し、本葉３～４枚時に葉の緑色が濃く生育のよい
１株を残し、ほかの株は株元を切って間引きます。
花芽が分化する本葉５～６枚時に低温に当たる
と、ベアパウ（扁平果）の発生する可能性が高く
なるので、播種期を守りましょう。

ボリュームのある大穂を収穫するためには、出
穂期までに生育旺盛な株を作ることが重要になり

ます。そのために本葉６～８枚ごろと雄穂出穂期
の２回、それぞれチッソ成分量で10ａ当たり５kg
を速効性肥料で施します。くれぐれも追肥のタイ
ミングが遅れないよう、気をつけてください。
１回目の追肥時期以降は急速に生育が進みます。
開花期から収穫期までに水分が不足すると、先端
不稔、穂の肥大不足につながるので、潅水量を多
くし、乾燥させないよう適湿に保ちます。

収穫するのが早すぎると十分に糖度がのらず、
逆に遅れると急激に品質が低下するので、適期収
穫が重要になります。収穫適期は雌穂出穂日から
21～25日ごろで、絹糸が黒褐色に変色し、先端の
子実が肥大して黄変したころが合図です。絹糸出
穂日を記録し、収穫期がきたら試しむきをして熟
期を確認しましょう。

朝どり、高品質の
スイートコーンを連続出荷する

根張りをよくする土づくり、
肥料設計

甘みのあるコーンを
収穫するには…

収穫期のばらつきが減る播種

大穂を収穫するための
追肥・潅水

■直売所出荷向け　スイートコーン標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種期 
生育期 

トンネル 
収穫期 

トンネル 
直　　播 

マ ルチ 
露　　地 

マ ルチ 
抑　　制 

栽培型 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

（９０日タイプを使用） 

★この作型 
　にも 

　チャレンジ  ！ 

スイートコーン
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こんな利用法あります
ヤングコーンを収穫してみよう！

最近は上から２番目以降の穂を取り除かない無除
房栽培が基本となっていますが、穂が肥大する前に
収穫すると、ヤングコーンとして利用できます。

サラダや炒め物に
も利用できるヤン
グコーンの収穫。
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スイートコーンは収穫してからの糖度の低下が
早く、収穫直後のものと流通にのって時間が経過
したものとでは、糖度に大きな差が生じます。ま
た、粒の色によって黄色種、黄色と白色が混じる
バイカラー種、スーパーマーケットではほぼ見る
ことのない白色種と、３タイプに大別されます。
直売所ではこのような新鮮さ・カラーバリエーシ
ョンで差別化し、消費者にアピールしましょう！

「おひさまコーン」は84日タイプの中早生種で、
甘みが強く、粒皮がやわらかい極良質種です。粒
色が特に濃く鮮やかな黄色で、新鮮さが伝わりま
す。発芽、初期生育がよく、栽培しやすい品種で
す。86日タイプの中早生種なら「おひさまコーン
７
セブン

」で、苞葉付きで4 0 0ｇ以上の大穂がとれます。
粒皮が非常にやわらかく、甘みが強い食味極上の
極良質種です。
同じく86日タイプの中早生種「キャンベラ86」
は苞葉付きで420ｇ以上の大穂がとれ、その大き
さが魅力的な品種です。発芽がよく、栽培しやす
いのも特長です。また「キャンベラ90」は90日タ
イプの中生種で、樹勢が強く栽培しやすい品種で
す。苞葉付きで4 0 0ｇ以上の大穂がとれます。栽
培・環境条件によっては、１株から２穂の収穫が
できるのも魅力の一つです。市場のスイートコー
ンが少ない時期に収穫できる抑制栽培（播種：７

月上旬～８月上旬）におすすめできる品種です。
食味を重視する直売所には“おひさまコーン”
シリーズがおすすめです。しかし、焼きとうもろ
こしを楽しみたい場合は“キャンベラ”シリーズ
を使うようにします。“おひさまコーン”シリー
ズは、粒皮がやわらかすぎるため適しません。ぜ
ひ、ゆでて極良質の食味を堪能してください。

「カクテル84ＥＸ
　イー　エックス

」は84日タイプの中早生種で、
黄色い粒と白い粒が混じるバイカラー種です。粒
皮がやわらかく、甘みが強いのが最大の特長です。
また先端不稔が極めて少なく、苞葉付きで4 0 0ｇ
以上の揃いのよい穂が収穫できます。黄色粒、苞
葉の色が濃く、鮮度感が持続します。
「カクテル600」は86日タイプの中早生種で、
苞葉付きで420ｇ以上の大穂がとれるボリューム
感満点のバイカラー種です。また、発芽がよく栽
培しやすい品種で、先端不稔が少なく、粒の条揃
いにも優れます。
白色種では、90日タイプの中生種で粒色が白１
色の「ルーシー90」があります。粒皮が白で目を
引くので、差別化しやすい品種です。ただし、黄
色種、バイカラー種の花粉で受粉すると黄色の粒
が混じることがあるので、隔離栽培するか、開花
期が重ならないようにしてください。

おすすめの黄色種
おすすめの
バイカラー種、白色種

スイートコーン担当

池末
いけすえ

龍児
りゅう じ　鮮度感たっぷり！ 異なるタイプの品揃えでアピール！

おひさまコーンR：甘みが特に強く、やわらかい粒
皮の極良質黄色種。鮮やかな粒色は、より鮮度感を
伝える。

カクテル84EX：粒皮がやわらかく、糖度が高い極
良質のバイカラー種。黄色の粒色が鮮やかなので、
特に白と黄色のコントラストが美しい。

ルーシー90：量販店ではほとんど見られない白色種
だからこそ、直売所ならではの品揃えにおすすめ。
発芽、初期生育とも良好。
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オクラは連作するとネコブセンチュウの被害が
多くなるので、前作でオクラを栽培していない畑
を選びます。特に水田の後はネコブセンチュウの
被害が少ないのでおすすめです。
播種をする１カ月前には元肥を施しましょう。
オクラは吸肥力の強い作物なので、施肥は追肥主
体で考えます。畑に施す元肥は10ａ当たりチッソ
成分で15㎏、リン酸12㎏、カリ15㎏を基準としま
す。畝幅は２条植えの場合1 . 8ｍ（通路含）とし、
排水の悪い圃場はできるだけ高い畝を立てます。
また、トンネル栽培をする場合、播種の２週間前
にはトンネルを張って地温の上昇に努めます。

オクラは高温性の作物で、25～30℃が発芽適温
です。地温が低いと発芽が揃わず、発芽率も極端
に低下します。本葉３枚ごろまでは低温による立
枯病が発生しやすいので、無理な早まきは避けま
しょう。一般地での露地栽培の場合、播種は遅霜
の心配がなくなる５月上旬以降とします。
オクラは硬実種子のため、播種前日に種子を一
晩水に浸けておくと発芽がよくなります。直売所
出荷では少し狭めの株間20㎝、条間40㎝の２条ま
きがよいでしょう。１穴につき５～６粒まき、覆
土は１㎝程度で軽く鎮圧します。
間引きは本葉２～３枚が展開するころに、生育
の揃った株を２～３本残して根元からハサミで切
り取ります。

オクラは幼果を連続して収穫するので、肥料切
れを起こさせないことが重要なポイントになりま

す。１回目の追肥のタイミングは１番果の肥大が
始まったころで、速効性の化成肥料を10ａ当たり
チッソ成分で３㎏施します。以後、２週間に一度、
草勢が弱い場合は10日に一度程度の割合で追肥し
ます。液肥で施す場合はチッソ成分を１㎏とし、
５～７日間隔で施します。
草勢が急激に変化するとイボ果の発生が増え、
可販率が低下するので、的確な草勢判断・維持が
重要です。葉の形で判断する場合、葉の切れ込み
がほとんどない大きい葉なら強勢で、逆に切れ込
みが大きく小さい葉であると草勢が弱っています。
また、生長点から３節以内の上の方で花が咲いて
いるようだと草勢
が弱っていると判
断して、早めの追
肥を施します（図
参照）。 草勢がち
ょうどよい時には
収穫節より下２～
３枚を残してその
下を摘葉します
が、強い場合は収
穫節より下をすべ
て取り除きます。
弱い場合は摘葉を
控え、草勢の回復
を図ります。

良品出荷のための圃
ほ

場づくり

播種から間引きまでのポイント

草勢の判断と樹勢維持を
図るには…

■直売所出荷向け　オクラ標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種 生育期 トンネル 収穫期 

トンネル 

露　地 

栽培型 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

オクラ
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り
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草勢強

草勢弱

開花節位 草　勢
上から３節以内 弱　い
上から３～４節 正　常
上から５節以上 強すぎ

〔開花節でみる場合〕

図　草勢を見る目安
〔葉の形でみる場合〕
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５角莢品種は量販店との差別化が重要で、直売
所出荷では品質と新鮮さがポイントになります。
「グリーンソード」はイボ果の発生がごく少なく、
莢色が極濃緑で商品性が高いので、直売所出荷に
うってつけの品種です。栽培後半の樹勢が強くば
てにくいため、長期にわたり連続出荷が可能です。
トンネル栽培で早出しをねらう場合は、初期収
量が多い極早生品種の「アーリーファイブ」をお
すすめします。

丸莢、赤莢、多角莢の品種は一般になじみの薄
いものなので、調理法などを売り場に展示するな
どの工夫をすると、より注目を引くでしょう。
丸莢品種……「エメラルド」は丸莢でやわらか
く、食味がよい品種です。一般に流通している５
角莢品種は、収穫が遅れて大きくなってしまうと

筋張って、食味が極端に落ちてしまいますが、「エ
メラルド」は大莢になってもかたくなりにくく、
15㎝程度の大きさまで収穫が可能です。ただし、
やわらかい莢がセールスポイントなので、普段は
12㎝ほどの大きさでの出荷を心掛けます。
赤莢品種……「ベニー」は紫紅色の珍しい品種
です。加熱すると緑色に変化するので、７～８㎝
程度の小さめのサイズで収穫して生のまま使用す
ると、料理の彩りによいでしょう。やや節間が長
く草丈が高くなりやすいので、倒伏しないよう早
めの誘引が必要です。
多角莢品種……「クリムソン・スパインレス」
は量販店ではめったに見かけることのない、平均
８角の太めの莢が特長の品種です。輪切りで利用
すると５角莢との対比がおもしろいでしょう。

おすすめの５角莢品種

その他おすすめの品種

オクラ担当

浦霜
うらしも

聡一
そういちアピールしよう!    おいしくて品質のよいオクラ

グリーンソード：極濃緑でイボ果の少ない５角莢品
種で、直売所出荷にうってつけ。

ベニー：紫紅色の彩りが目を引く赤莢品種。熱を加
えると緑色に変化する。

クリムソン・スパインレス：平均８角となる莢が特
長。直売所ならではの品揃えにおすすめ。

私の一推し！
緑色と赤色のミニオクラセット
オクラの一般的な収穫サイズは８～10㎝ですが、
４～５㎝ほどのミニオクラで出荷する方法もあり
ます。料理の添え物として利用したり、そのまま
の形でサラダに入れたり、さらに丸のまま天ぷら
にしてもおいしく食べられます。品種は極早生で
草勢のおとなしい「ベターファイブ」と、赤莢種
の「ベニー」の組み合わせがよいでしょう。

栽 培 Q & A
Ｑ：オクラの鮮度保持、品質アップのポイントは？

Ａ：オクラは収穫後の品質低下が早い野菜です。日
中暑い時間帯に収穫すると果実がしなびやすく、
鮮度が長もちしません。できるだけ涼しい時間
帯に収穫を済ませ、収穫した果実は涼しい場所
で選別と袋詰めを行い、鮮度保持に努めます。
また、果実表面に傷がつくと稜角が茶色く変
色して品質低下につながります。風に振られて
傷つかないように、防風ネットを張ったり、囲
い込み誘引をするなどして、果実を傷つけない
よう心掛けます。調製の際にも果実に擦

す

り傷を
つけないよう注意して行います。
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タキイの耐病性品種を作りこなすには、何とい
っても初期から草勢を強めに作ることが最も重要
なポイントになります。

キュウリ栽培に水は不可欠です。特に収穫開始
期以降は、定期的な水分供給が必要になるので、
降雨のみに頼った潅水では草勢維持は難しくなり
ます。畑選びには日当たりや排水性に加え、水の
便も考慮することが大切です。潅水チューブの使
用は液肥による効率的な追肥も可能になるので、
草勢維持に役立ちます。

老化苗定植は活着を悪くするので、若苗定植が
鉄則です。９㎝ポットの苗なら本葉2 . 5 ～３枚が
定植適期です。また、定植時に「メネデール」な
どの発根促進剤を株当たり500p程度潅水すると、
活着により効果的です。

通常は下段６～７節まで摘花して着果させます
が、露地の“前進型”“普通型”では低温の影響を
受けると雌花が多くなるので、初期の着果負担が
大きくなり、草勢がつきにくくなる場合がありま
す。これには追肥よりも摘花を行うのが効果的で、
草勢が弱いと判断される時はさらに２～３節摘花
して着果節位を高くし、草勢回復を図ります。

追肥は、１番果の収穫と同時に開始します。１
週間に１回のペースで、粒状肥料ならチッソ成分

で１ａ当たり300ｇを基本とし、液肥ならチッソ
成分で150ｇを与えます。なお、粒状肥料の場合、
追肥後に潅水すると肥料が速やかにとけるので、
肥効が高まります。
潅水も追肥同様に定期的に行うことが大切で、
収穫開始期から１週間に１～２回行います。梅雨
明け後は水分が不足しますから、回数を増やし、
こまめな潅水を心掛けましょう。

潅水設備の設置

若苗定植で活着をスムーズに

着果節位を高くする

定期的な追肥・潅水

■直売所出荷向け　キュウリ標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種期 生育期 収穫期 

前進 
夏のめぐみ 

つや太郎 

夏すずみ 

夏ばやし 

Ｖロード 

シャキット 

普通 

抑制 

露
　
地 

栽培型 品　種 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

キュウリ

切
り
取
っ
て
売
り
場
の
陳
列
棚
用
ミ
ニ
ポ
ッ
プ
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

栽培ワンポイントアドバイス
草勢判断の勘どころ
草勢判断は本葉15～18枚程度（定植後およそ３
週間）のころに行います。
① 雌花の開花節から生長点までに展開葉が５～
６枚あれば順調で、それ以下なら弱いと判断し
ます（写真●q）。
② 開花節から発生している側枝の長さが小指以
上なら順調で、それ以下なら弱いと判断します
（写真●w）。
※上記２点を満たしていない場合は、前述のように摘花し

て着果節位を２～３節上げるようにします。

←↓
順調に草勢を維持している株。

●q

●w
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キュウリの直売所出荷では、何といっても“鮮
度のよさ”をうり

、、
にすることができます。朝どり

キュウリが食卓にのぼれば、消費者の方々もキュ
ウリ本来のおいしさを実感されることでしょう。
さらに、耐病性品種を用いた減農薬栽培で安全性
をアピールすることもできます。「夏すずみ」「夏
のめぐみ」「夏ばやし」は、うどんこ病、べと病に
耐病性があり、減農薬栽培が可能です。また「Ｖ

ブイ

ロード」「シャキット」は近年問題となっているウ
イルス病（ズッキーニ黄斑モザイクウイルス：Ｚ
ＹＭＶ）にも耐病性があるので、より栽培が安定
します。
その他の品種特長としては、「夏すずみ」や「Ｖ
ロード」は枝発生が安定しているので、収量の山
谷が少なく、長期栽培に最適です。「夏のめぐみ」
は低温期から枝発生と果実肥大が早いので、初期
から収量が上がります。また、果皮は濃緑で果形
安定性に優れることも特長に挙げられます。早ま
き栽培の“前進型”で良品多収をねらう場合にお
すすめします。
「夏ばやし」も「夏のめぐみ」同様、枝発生と
果実肥大の回転が早い品種です。耐暑性に優れる
ので、露地の“普通型”から遅まきの“露地抑制
栽培”に能力を発揮します。

近年は夏の猛暑が厳しく、一つの作型で長期間
にわたり品質のよいキュウリを出荷するのが難し
くなってきました。そこで、作型を二つに分ける
ことをおすすめします。
まず一つ目は露地栽培が可能になる時期に定植
する“前進型”、 二つ目は定植を１カ月程度遅く
する“普通型”です。“前進型”の「夏のめぐみ」
から、“普通型”の「夏ばやし」につなげる短期
２作切り替え栽培で、長期にわたり良品多収が可
能となります。

作期を分けて
安定多収を目指す！

キュウリ担当

木村
き むら

哲
さとる安全性と鮮度をアピールしよう！

Ｖロード：べと病・うどんこ病はもちろん、ウイル
ス病に耐病性があるので、安定した栽培が可能。

夏のめぐみR：低温期から枝発生、果実肥大が早く、
初期から安定して多収が期待できる。

夏ばやし：枝発生と果実肥大が早い。耐暑性がある
ので、露地の夏秋栽培や抑制栽培に適する。

私の一推し！
手に入りにくい四葉

すうよう

系
「シャキット」で差別化しよう！
キュウリが最も出回る盛夏期には、より食味に
優れる品種で差別化販売にチャレンジしてみては
いかがでしょうか。
「シャキット」は四葉系の歯切れのよい肉質に、
みずみずしさを加えた味わい深い品種です。四葉
系は流通量が少なく、スーパーでは手に入りにく
いので、直売所でのメリットを最大限に生かせる
品種といえるでしょう。
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連作は避け、２～３年の間隔で輪作をしましょ
う。また、秀品率向上に役立つ根粒菌の活動を活
発にするため、pHを６前後に改良しましょう。

インゲンは根の酸素要求量が多いので、有機質
を十分に施し、通気性のよい状態にする必要があ
ります。また、排水性の悪い圃

ほ

場は、高畝にして
排水をよくすることも大切です。
肥料設計については、つるあり種は生育初期に
草勢が強すぎるとつるぼけ

、、、、
するので、元肥を少な

く、追肥による追い込みを基本としてください。
元肥は10ａ当たりの成分量でチッソ12㎏、リン酸
20㎏、カリ12㎏で、追肥は１回当たりチッソ４㎏、
カリ４kgを目安として施します。追肥時期は、開
花後２週間に１回の割合です。一方、つるなし種
は全量元肥の形で施し、短期多収をねらいます。
施肥量の目安は10ａ当たりの成分量でチッソ15㎏、
リン酸20㎏、カリ20㎏です。

つるなし種は畝幅1 . 2～ 1 . 5ｍ、株間30～35㎝
で２条まき、つるあり種は畝幅1 . 8～２ｍ、株間
45～50㎝で２条まきとするのが基本です。密植し
すぎると光不足により落花したり莢色が悪くなり、
収量性や秀品率に悪影響が出るので注意します。
つるあり種はつるが伸びるまでに誘引用のネッ
トを張り、葉全体に光が当たるように誘引します。
一方、つるなし種は繁茂してくると倒伏すること
があるので、生育初期にひもを張るか、フラワー

ネットをかけるとよ
いでしょう。
また、取り忘れの
莢があると急速に株
が弱まります。くず
莢なども収穫の際に
取り除き、健全な生
育維持に努めます。

開花着莢時期に水
分が不足すると、曲
がり莢や短莢の原因
になります。この時
期はたっぷり潅水を
し、適湿を保つよう
に心掛けましょう。
また、マルチを使用
すると水分が保持で
き、つるなし種の場
合は、雨による泥の
跳ね上がりで発生し
やすい莢の腐敗を防
ぐこともできます。

連作障害回避と土のpH調整

インゲン栽培のための
土・肥料設計

品質重視の仕立て方

■直売所出荷向け　インゲン標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種 生育期 
つるなし収穫期 つるあり収穫期 

露　地 

栽培型 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

インゲン

切
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り
場
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良品収穫のための水管理

つるあり種は誘引用
のネットを適宜張り、
葉全体に光が当たる
ようにする。

開花着莢時期に適湿を保ち、品質の高
いインゲンを収穫したい。

隠
元
和

隠
元
和
尚
あ
尚
あ
り
が
と
う
と
う
 

隠
元
和
尚
あ
り
が
と
う
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インゲンには莢の形状の違いで大平莢、どじょ
う、関西と三つのタイプがあります。バラエティ
ーに富む品揃えで、それぞれの特徴を示し、消費
者の目を引き付けましょう！

つるあり種は誘引作業が必要になりますが、１
～２カ月間収穫を継続することができ、安定した
出荷が可能です。
直売所出荷用としておすすめの品種は大平莢の
「モロッコ」で、多肉でもっちりとした食感、飽
きのこないおいしさが最大の特長です。大平莢の
インゲンの中でも特においしく、栽培も容易で収
量も多い品種です。
どじょうタイプの「スラットワンダー」は、丸

莢でスジなしの品種です。曲がりが少なく、濃緑
でツヤがあるのが特長です。また、８～10㎝の長
さで収穫する小莢どりにも適します。
あっさりした味で、お浸しなどの和食に最適な
関西タイプの「黒種衣笠

くろたねきぬがさ

」もおすすめです。莢は
曲がりがほとんどなく、揃いが特によい品種です。
耐暑性があり、いつまいても着莢節位が低く安定
しています。

省力をねらうなら、誘引作業が不要のつるなし
種です。つるあり種に比べて収穫期間が短いので、
長期間にわたり収穫する場合は、播種日をずらし
た段まきをします。
大平莢のおすすめ品種は「耐病モロッコ（矮性）」
です。食味と風味がよく、さび病やウイルス病に
強い作りやすい品種です。
どじょうタイプの代表品種は「さつきみどり２
号」です。肉質がやわらかく、甘みがあり、食味
がよいのが最大の特長です。また、莢の肥大が早
く、莢色が濃い丸莢品種で関東地方で特におすす
めの品種です。
関西タイプのおすすめ品種は「初みどり２号」
です。莢色が濃く、莢が集中してつく収量性の高
い品種です。また、莢の曲がりと子実の目立ちが
非常に少なく、秀品率が高いのが特長です。

つるあり種なら…

つるなし種なら…

莢の形は３タイプ！ 目にも楽しい品揃えでアピールしよう！

モロッコ：“おいしさ”でおすすめの大平莢つるあ
り種。鮮緑色の莢も美しい。

さつきみどり２号：食味がよく、莢の色が特に濃い
つるなしどじょうインゲン。

黒種衣笠：曲がりがほとんどなく、揃いのよい莢が
特長。耐暑性と草勢が強い。

インゲン担当

池末
いけすえ

龍児
りゅう じ　

「スラットワンダー」は曲がりも少なく、濃緑の莢はゆでると
さらに美しい。

2008.タキイ最前線 春号80
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エダマメは野菜の中でもチッソの施肥量が少な
くてすむ野菜で、チッソが多いと過繁茂になって
しまいます。したがって、施肥する有機物（堆肥

たい ひ

）
の特性やチッソ成分量、前作残肥料などを考慮し
て施肥量を決めることが大切です。

エダマメは寒さに弱いため、一般地の露地栽培
では遅霜の心配がなくなる５月上旬から播種しま
す。発芽適温は25～30℃で、最低でも15℃以上の
地温が必要です。１穴３粒まきで２㎝ほど覆土し、
初生葉展開時に１本に間引きます。早まきではト
ンネルやマルチなどの被覆資材を使用し、適温を
確保しましょう。熟期の異なる品種を同時にまい
たり、同じ品種でも播種期を１週間間隔でずらし
てまくなど工夫することで、連続出荷も可能です。

エダマメの収穫適期は、開花後30～40日ごろで
す。この時期は最も食味に影響する糖類含量が最
大となる時期で、収穫が遅れると豆がかたくなり、
甘みも少なくなります。逆に早すぎると甘みがの
っていません。莢の厚みが増し、莢色が黄色にな
りかかったころ、すなわち畑全体を見回して色褪
せてきたころに、莢を指で押さえて豆が飛び出る
ようであれば収穫適期です。

エダマメは収穫後、急速にアミノ酸が減少して
食味が低下します。鮮度を保つには気温の低い早
朝に収穫し、涼しい場所で手早く出荷調製するこ
とがポイントです。出荷形態は“結束出荷”“もぎ
莢出荷”“枝つき出荷”の３種類があります。それ
ぞれ一長一短ありますが、“結束出荷”や“枝つ
き出荷”では根をつけた方が品質の低下が少ない
ので、少量をつけて調製するとよいでしょう。

多チッソは禁物！

播種の工夫で連続出荷

鮮度・出荷形態で差別化！

ここが重要！
食味向上のための収穫判断

■直売所出荷向け　エダマメ標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種 
ハウス・トンネル 

定植 
収穫期 

育苗期 生育期 

ハウス 
栽　培 

トンネル 

露　地 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

エダマメ

切
り
取
っ
て
売
り
場
の
陳
列
棚
用
ミ
ニ
ポ
ッ
プ
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

食味のよいエダマメを出荷
するには、適期に収穫する
こと、早朝に手早く収穫・
調製を行うことが大切。

エダマメこぼれ話
黒豆と茶豆の“おいしさ”の違い

エダマメの食べ合わせ

黒豆は、本来エダマメの甘みであるスクロース含
量は少ないのですが、ゆでることでデンプンが後味
のすっきりした甘みを持つマルトースに分解される
こと、またほかのエダマメに比べ、やわらかいこと
によって甘みをやや強く感じることで“すっきりと
したおいしさ”となります。
一方、茶豆はスクロースとアラニンによる甘みと、
香り米成分と同じ成分による独特の香りなどによっ
て“印象深いおいしさ”となるのです。

エダマメにはアルコールの分解を促進する働きが
あるビタミンB1・Ｃ、肝機能を高めるコリンを多く
含んでいるため、悪酔いや二日酔いを防ぐ効果があ
ります。昔から“ビールにエダマメ”は定番ですが、
納得の組み合わせなのです。
一方、悪い食べ合わせとしてはチーズが知られて
います。せっかくチーズに豊富に含まれるカルシウ
ムが、エダマメに含まれるフィチン酸により吸収が
妨げられてしまうのです。
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直売所出荷用としておすすめの品種は「快豆黒
かいとうくろ

頭巾
ず きん

」です。特長は何といっても“食味のよさ”
で、黒豆特有のコクと甘みを併せ持っています。
草姿はコンパクト（小葉・立性）で枝の上から下
までまんべんなく着莢するので、直売所でインパ
クトのある“切り枝出荷”や“枝つき束出荷”に
向きます。
外観重視で白毛品種を好む場合やトンネルでの
早出し出荷をねらうなら、「早生黒頭巾」がおす
すめです。小葉ですっきりとした草姿であり、倒
伏の危険の少ない品種です。また、とにかく作り
やすく黒豆特有の風味がたっぷりの品種といえば、
「濃

のう

姫
ひめ

」です。太くがっちりとした草姿で、分枝
発生が多く着莢率が高いため、多収を目指す方に
はおすすめです。莢数が多いので、直売所などで
“袋に詰め放題”などとした売り方はいかがでし
ょうか？　毛茸

もう じ

も茶色で、昔ながらのエダマメを
好まれる方にはおすすめです。

特に香りにこだわりのある方には、茶豆タイプ
をおすすめします。ＣＭやマスコミで取り上げら
れてブームとなった「白山だだちゃ豆」などは、
ほかのエダマメにはない独特の香りがうけたもの

です。タキイでおすすめする茶豆は「福成
ふくなり

」です。
「福成」は香りが高く、甘みに富んでいて食味が
抜群によいのが特長です。莢はやや小ぶりですが、
たくさんつき、香ばしい茶豆独特の香りが楽しめ
ます。注意する点としては、草丈はコンパクトで
すが、枝が横に広がるタイプなので密植には向き
ません。

普通エダマメは極早生から中生まで品種が豊富
で、熟期の違いによる品種の使い分けが可能です。
直売所出荷用としておすすめの品種は「富貴

ふう き

」
です。播種後80日で収穫できる中早生品種で、莢
色は濃い緑色で食味もよく、市場性は抜群です。
草勢は強く耐暑性に優れており、分枝数が多く莢
つきがよいため、多収をねらうには最適です。こ
の品種は、低温でも着莢数が多く、天成り性に優
れた中早生品種の「涼翠

りょうすい

」と、播種時期により使
い分けるとよいでしょう。
さらなるハウス・トンネルでの早出しを望まれ
る方には、栽培容易で低温着莢性の安定した、濃
緑で大莢の早生種「ビアフレンド」がおすすめで
す。また、見た目が美しい濃緑色の中生種「福獅

ふく じ

子
し

」も直売所出荷用に向きます。莢は大莢で３粒
莢率が高く、高温期にも着莢が安定し、多収がね
らえる品種です。

黒豆タイプ

茶豆タイプ

普通エダマメタイプ

直売所ならではの鮮度で勝負！

快豆黒頭巾：コクのある甘み、黒豆特有の風味が際
立つおすすめの中早生種。

福成：豊かな風味と食味のよさが特長の茶エダマメ。
生育日数約80日で収穫できる中早生種。

涼翠：着莢率に優れ３粒莢率の高い中早生種。トン
ネルでも露地でも安定して多収になる。

エダマメ担当

中山
なかやま

健治
けん じ
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施肥量の基準として、水田の後作などでは10ａ
当たりのチッソ成分で20～25㎏が目安になります
が、前作の残留肥料や土壌の肥沃度により調整し
ます。
上昇気温下での栽培となる春まき栽培では、結
球期にチッソ肥料が遅効きした場合、収穫時の裂
球や球腐敗などの原因となります。また、一般的
に収穫間際のチッソ肥料の過剰吸収は、葉物野菜
に関しては食味・甘さの低下を引き起こすことが
知られているので、必要以上の追肥は極力控える
ようにしましょう。施肥量の３分の２を元肥とし、
残りを追肥として中耕作業を兼ねて早めに施し、
収穫間際には肥効が落ち着くようにします。

上昇気温下での
収穫となる春まき
栽培は、生育スピ
ードが早く、収穫
適期の幅が狭くな
ります。過熟球で
の収穫は裂球など
の品質低下ととも
に、食味の低下も

引き起こします。今回紹介しました「北ひかり」
「ＹＲ春空」は早熟性があり、やわらかく品質重
視の品種ですから、特に８～９分結球で収穫し、
新鮮さ・食味にこだわってください。また、収穫
労力に合わせた計画的な播種、定植を行うことも
重要です。

生食が中心になる良質種では、農薬の使用を少
なくしていくことが消費者の「安心・安全」を満
足させることにつながります。農薬をできるだけ
使わない工夫として、ハウス育苗の場合は害虫の
侵入を遮断する目的でハウス入り口や換気部に防
虫ネットなどを設置します。アブラムシ・スリッ
プスなど小型の虫では0.6㎜、鱗翅目害虫では1.0
㎜ほどの目合が防除に適します。また、定植後は
アブラムシ、ナモグリバエなどの寄生源となる圃

ほ

場周辺の雑草の除去をしたり、鱗翅目害虫に対す
るフェロモントラップなどを使用します。
この時期に問題となる菌核病ですが、夏場１カ
月程度の湛水で病原菌が死滅するといわれていま
す。水田の後作に栽培するのも、本病害を回避す
る有効な手段です。
株間が広いほど通気性がよくなり、薬液がかか
りやすく、病虫害の軽減および薬剤散布回数の減
少にも効果的です。また球肥大を促進させる効果
があり、揃い性・在圃性も向上します。したがっ
て、やや広めの33～35㎝程度の株間での植え付け
をおすすめします。

肥培管理のポイント

新鮮球を収穫するには

「安心・安全」のための
病害虫防除

■直売所出荷向け　キャベツ標準栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

冷涼地 

中間地 

暖　地 

播種 定植 生育期 
収穫期 

通常育苗 温床育苗 

北ひかり 

YR春空 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

北ひかり 

YR春空 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

北ひかり 

YR春空 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

キャベツ

切
り
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っ
て
売
り
場
の
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列
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用
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鮮度や食味にこだわるなら、８～９分結球
での収穫がおすすめ！

ひ よく
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あるアンケートによると、野菜・果物の購入に
直売所を利用する理由の８割以上が“新鮮である”
ことでした。また“おいしい”“安心である”と
いうことも、近年の直売所人気を支える大きな要
因であることが分かります。今回紹介する“おい
しいキャベツ”を作り、“新鮮さ・安全性”をア
ピールすることによって、差別化を図ってみては
いかがでしょうか。

「ＹＲ
ワイアール

春空
はるぞら

」は良質種のやわらかさと、普通種
の味のよさを兼ね備えた中早生種です。食感はみ
ずみずしくサクサクしており、多くの生産者から
“甘くておいしい”と評価をいただいています。
味のよさを生かして、サラダだけでなく大きめの
短冊切りで食べていただくのもおすすめです。外
観は光沢のある緑色、球内色は黄色味が強く、カ
ット販売でも有利な品種といえます。また晩抽性、
玉揃いなど栽培しやすい特性も兼ね備えています。
「北ひかり」は食感が非常にやわらかくみずみ
ずしい、食味に優れる生食向きの極早生良質種で
す。球色は鮮緑色で、新鮮さをアピールするうえ
でも有利な品種です。

タキイおすすめ、
おいしいキャベツ！

“新鮮、安全、おいしい”キャベツでリピーター確保！

ＹＲ春空：良質種と普通種のよい点を併せ持った品
種。“甘くておいしい”味の面だけでなく、栽培し
やすい点もおすすめ。

北ひかり：生食向きの、やわらかくみずみずしい食
感！ しまりよく肥大し、裂球は比較的遅く収穫期
の幅が広い。

少し広めの株間で植え付け、病虫害がなく
揃いのよい収穫物を出荷したい（写真は収
穫直前、順調に生育した「ＹＲ春空」）。

キャベツ担当

城田
しろ た

良裕
よしひろ

栽 培 Q & A
Ｑ：育苗管理のポイントは？

Ａ：春の育苗では低温に注意しすぎるあまり、被覆
資材の除去や換気が遅れたりして、軟弱な苗に
なってしまうことがあります。十分な日照量を
確保すると同時に、日中は換気を心掛け、25℃
以上の高温にならないよう注意します。また暖
房設備が利用可能な場合は、最低気温10℃を目
安にします。
ポットやセルトレイを利用した育苗では、過
湿による軟弱徒長に注意します。午前中に潅水
を済ませ、夕方には培土表面が乾いている状態
が理想的です。またトレイを地面から30㎝以上
浮かせることにより、培土中に余分な水分が残
りにくくなります。定植の１週間から10日前に
は苗を外気に当て、徐々に定植後の環境に耐え
られるガッチリとしまった苗に仕上げることも
大切です。

セルトレイ育苗
などでは、過湿
条件による軟弱
徒長に注意。
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レタスの食味は、歯切れと水分によって大きく
左右されます。栽培期間中に土壌水分が不足して
生育が抑制されると、収穫物に強い苦味を感じる
ことがあります。生育スピードを一定に保って食
味のよいレタスを生産するには、土壌水分を適湿
に保ち、過剰なストレスを与えないことが大切で
す。マルチ栽培は露地栽培に比べて土壌水分の乾
湿差が少ないので、食味の向上には欠かすことが
できない栽培方法です。

“鮮度”はレタスの品質を大きく左右します。
気温が高くなれば鮮度の低下も早くなるので、収
穫物の温度を上げない工夫が必要です。高温期の
栽培では、午前中の気温が高くなる前に収穫する
ことで収穫後の店もちがよくなります。また、レ
タスは収穫時に切り口から乳液が出ますが、これ
を放置すると酸化して褐変し、新鮮味が失われま
す。収穫後、乳液が乾く前に水道水で洗浄するか、
きれいな布でふき取ると新鮮味が長続きします。

葉先が茶色く変色、壊死するチップバーン（石
灰欠乏症）は、商品価値を著しく低下させます。
予防するには良質な堆肥

たい ひ

の投入で土壌の物理性を
改善し、保水と排水のよい土づくりを行います。
また栽培圃

ほ

場の肥沃
ひ よく

度や作型・品種に合った適切
な肥培管理、干ばつ時の早期潅水なども有効です。

変形球が直接、食味不良につながるとはいえま
せんが、これは栽培した品種に適した環境で育っ
ていない証拠であり、安定生産をするうえでは見
逃すことができない重要な事象です。
タケノコ球（スパイラル球）：初期生育の抑制や
後期の過剰生育、結球期の干ばつ・多雨などで発
生します。栽培時期に合った品種の選定・施肥量
の見直し・土壌水分を適切に保つことが大切です。
タコ足球：外葉の発育不良、結球期の生育過剰で
発生しやすくなります。肋

ろく

の部分が折れやすくな
り、折れた部分から変色するため、品質の低下に
つながります。適した品種の選定と、健全な外葉
の育成・施肥量の見直しなどが必要です。
小球は栽培期間全般にわたり生育が抑えられた時、
過大球は生育が過剰の時に発生します。適正な土
壌水分の確保と施肥量の見直しを行います。

春から秋どりは梅雨・夕立・長雨など、降雨に
よる細菌性の病害発生が問題になりやすい作型で
す。細菌性病害の防除は、降雨前・後でいかに予
防散布を行うかがポイントです。特に結球始めま
での生育初期が、予防防除に最も効果的な時期に
なります。

食味向上を目指すには

鮮度を保つ工夫

生理障害対策には

変形球対策には

病害対策のポイント

■直売所出荷向け　レタス収穫時期別品種選定表 
（※この表は概ねの品種適作型を示すものです。詳しい適作型は品種 
　  ごとにご確認ください） 

 

サウザー 
カイザー 

玉レタス レッドリーフ グリーンリーフ その他 

サマーサージ 
晩抽レッドファイヤー 

ダンシング 
ガーデンベビー 
マノア 

マザーグリーン 
マザーレッド 
ガーデンベビー 
マノア 

マザーグリーン 
マザーレッド 
ガーデンベビー 
マノア 

マザーグリーン 
マザーレッド 
ガーデンベビー 
マノア 

マザーグリーン 
マザーレッド 

サウザー 
極早生シスコ 

サマーサージ 
晩抽レッドファイヤー 

ダンシング 

マリア 
バークレー 
ウィザード 
スターレイ 

レッドファルダー 
レッドファイヤー 

ダンシング 
グリーンウエーブ 

シスコ 
レガシー 
冬シスコ 
レイヤード 

レッドファルダー 
レッドファイヤー 

ダンシング 
グリーンウエーブ 

冷涼地 

中間地 

暖　地 

栽培型 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

レタス
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シ
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パ
リ
ッ
 

マザーマザーグリーン マザーグリーン 

マザマザーレッド マザーレッド 
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「バークレー」は早生で玉太りがよく作りやす
い品種で、食感は歯切れよく、みずみずしさが特
長のおいしいレタスです。また、玉太りがよく、
トウ立ちの遅い特性を持つのは「マリア」で、結
球が緩やかなため老化球になりにくい品種です。
「サウザー」はトウ立ちが遅く結球性に優れ、テ
リ・ツヤのある濃緑球で新鮮味あふれる品種です。

「レッドファルダー」は鮮やかな緑色と葉先の
濃赤色のコントラストがきれいな品種で、低温期
から適温期の栽培に適します。「レッドファルダ
ー」同様にコントラストがよく、気温の高い作型
でトウ立ちが遅い品種としては「サマーサージ」
があります。
グリーンリーフなら「ダンシング」で、草勢が
旺盛でトウ立ちが遅く、低温期から高温期まで幅
広い作型に適します。

リーフレタスの作りやすさと玉レタスのパリッ
とした食感を併せ持った新しい感覚の非結球レタ
ス、それが「マザーレッド」「マザーグリーン」

です。葉の大きさはややコンパクトながら、適度
な大きさで葉の枚数も多く、使いやすく食べやす
い品種です。「マノア」はミニタイプの半結球極
早生種で、ジューシーな食味が特長です。大変作
りやすく、レタス栽培を初めてされる方にうって
つけの品種です。

おすすめの玉レタス

その他のレタス類なら…

おすすめのレッドリーフ、
グリーンリーフ

鮮度感たっぷりのレタスで勝負！

リーフレタスの「マザーレッド」「マザーグリーン」
の食感はまるで玉レタス。苦味が少なく甘みのある
おすすめ品種。

レタス担当

石田
いし だ

了
さとる

おすすめの販売提案
「ガーデンベビー」のポット販売

「ガーデンベビー」は７種類のリーフレタス類
の種子がミックスされ、手軽に多彩な葉型・葉色
のベビーリーフが楽
しめる品種です。こ
の「ガーデンベビー」
を適当な大きさの容
器で栽培したものを
そのまま販売するこ
とで、“鑑賞・収穫
・新鮮”の付加価値
が生まれます。
また、葉色の変化
に富んだリーフレタ
ス類のベビーリーフ
で絵や文字を描き、
これを販売すること
でより一層の興味を
引くこともできます。

連結ポットなど適当な大きさの容器
で栽培・販売することで、付加価値
もつく。

文字や絵を描くことで、印象深い販
売も可能。

商品価値を低下させる生理障
害のチップバーン。

斑点細菌病が発生したレタス。変形球のひとつ、タケノコ球。

変形球のひとつ、タコ足球。

障害・病害の見られない、順調に
育ったレタス（品種：スターレイ）。

レタスの
障害・病害



ブリーダー 
おすすめの 
春まき草花 
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高温条件を好むけいとうは、吸肥力も旺盛で、
肥料を与えればどんどん大きく生長します。しか
し、実際の切り花出荷では、花は小ぶりで、茎は
細くかたい草姿が求められます。このため、肥料
は極力控え、密植栽培をして草勢を抑えた栽培を
することが重要です。
播種 けいとう栽培には直播栽培と移植栽培の２
通りがあります。
直播栽培
けいとうは本来移植を嫌うので、活着不良など
の心配がない直播栽培なら、定植作業そのものが
不要です。発芽適温は20～25℃と高めなので、早
まきは避け、露地栽培では彼岸桜の開花時期以降
に設定します。播種は２～４条（条間15㎝）の条
まきとし、薄く覆土をします。本葉が出揃ったら
７～10㎝間隔に間引きます。
移植栽培
育苗、定植の手間はかかりますが、直播栽培よ
りも株の揃いがよく、出荷率は高くなります。特
に７月の盆をねらった早出し出荷や、水はけの悪
い土壌などでは移植栽培の方がよいでしょう。育
苗箱や288穴程度のセル苗で本葉４枚程度まで育
苗し、根を傷めないよう注意して定植します。育
苗初期から生育が早いので、老化苗にしないよう
にしてください。６～８条で10㎝四方目のネット
を置いて定植します。
施肥 チッソ成分が多いと、茎葉が大きくなり株
のしまりが悪くなったり、茎が帯状に変形したり
することがあります。また、水はけのよい土壌の
方が良品生産に向きます。元肥は10ａ当たりチッ
ソ10㎏、リン酸とカリを20㎏以下とします。前作
の残肥がある場合は無肥料で構いません。葉色が

青々としているよりは、やや肥料切れぎみの薄め
の葉色で維持するようにすると、細くかたい茎に
なって品質がよくなります。追肥は葉色を見て、
薄い液肥で追うようにします。
栽培管理　倒伏や曲がり予防のため、フラワーネ
ットや周囲にひもを張ります。花が見えてきても
すぐには採花せず、十分ボール状に巻いてきてか
ら切るようにします。採花が遅れすぎるとタネが
ついて、花の下部が毛羽立ち品質が劣ります。
理想とする花の大きさは、ゴルフボールから卵
大ぐらいで、茎の直径は鉛筆程度の細いものが使
いやすいサイズになります。
病害虫 排水の悪い畑や、梅雨時期には立枯病の
発生が見られます。害虫ではシロオビノメイガや
ヨトウムシ、カナブンなどの食害、アブラムシの
発生などがあります。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 栽培型 

移植栽培 
（７月盆出荷） 

ハウス内育苗 

直播または育苗 

直播または育苗 

間引きまたは定植 

間引きまたは定植 

直播または 
移植栽培 
（８月盆出荷） 

直播または 
移植栽培 

（９月彼岸出荷） 

■直売所出荷向け　「久留米」系の切り花栽培　適期表 
　（※適期表はその地域の栽培の目安としてご利用ください） 

播種 育苗期 定植 生育期 出荷期 

けいとう

一つの鉢にたくさんのタネをまき、間引きをせず
にそのまま開花させることで、小さなロウソクをた
くさん並べたようなかわいい花鉢ができあがります。
色別だけでなく、花色をミックスしてタネをまいて
も構いません。けいとうは花びらが散ったり、花が
らが出ることもないので店頭での手入れも容易です。
栽培期間はタネまきから約２カ月と短期間です。
雨に当たらないよう、施設内で栽培します。温度が
確保できればタネまきは４月上旬から、順次８月中
旬ごろまで時期をずらして少しずつ行います。
鉢のサイズは２.５～３.５寸くらいが適当です。３
寸鉢なら30粒程度のタネをまんべんなく鉢全体にバ
ラまきします。発芽後は過湿に注意し、葉が込み合
うようになってきたら鉢のスペースを広げ、風通し
をよくして徒長しないようにします。「多粒まき栽
培」でもやはり肥料は少なめの管理が基本となりま
す。葉色が悪くなってきたら薄い液肥を１週間に１
回程度与えるようにします。葉を茂らせると鉢全体
のバランスが悪くなり、また株蒸れの原因にもなり
ます。

短期間で栽培可能な、羽毛咲き矮性種「キャッスル」
系の多粒まき栽培。色別や混合でも楽しめる。

「キャッスル」系を使ったアイデア栽培

人気の「多粒まき栽培」で
かわいい鉢仕立てに！



売上アップを 
目指す 
直売所出荷で 
いいもの作ろう ！ 

！ 
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高温・多湿の過酷な日本の夏でも容易に栽培で
きるけいとう（鶏頭）は、盆や秋のお彼岸用仏花
としてなくてはならない存在です。切り花単価は
決して高い品目ではありませんが、「安定した需
要がある」「作りやすく、露地栽培でコストをか
けずに栽培できる」「花もちがよく、咲いた状態
のまま畑でしばらく置けるので、採花日の調整が
可能」などの点で、直売所に適した長所を持って
おり、ぜひ出荷計画の中に組み込んでいただきた
いと思います。
代表的なタイプは、花がボール状に咲く「久留

く る

米
め

」系で、独特な花型と深く鮮明な花色が特長で
す。色目としては赤色の人気が最も高く、ほかに
も黄色、ピンク、２色咲きなどがあります。

定番の赤色系品種の中でも、色調が異なる花色
の利用で、バリエーションを持たせることができ
ます。葉色は緑葉で、茎は青軸の「青茎系」と、
茎葉に色のつく「赤茎系」があります。以下の「久
留米 緋紅色２号」「久留米 紅貴」は開花期も若干
異なり、出荷の時期に幅を出すことが可能です。
「久留米緋紅色２号」…花色は、明るい朱赤色
（青茎系）です。花型がよくしまり、丈の伸びる

中生種です。
「久留米紅貴

こう き

」…深みのある濃暗赤色で、開花
が早く、赤茎系のためシックな印象があります。
赤色系以外の「久留米」系品種も発色が鮮やか
で店頭の彩りを豊かにしてくれます。
「久留米ゴールド」…赤色系と対になる美しい
濃黄色。
「久留米ローズ」…花色は紫がかった濃ピンク
色で花型がよく、赤色系よりも明るい印象を与え
ます。
「久留米コロナ」…インパクトのある黄色と赤
色の咲き分け品種です。

私の一推し品種

けいとう担当

安井
やす い

勝
まさる露地栽培で低コスト品目！

久留米ゴールド：濃黄色の花冠で形がよく、赤色系
と対になって美しい。

「久留米」系は花がボール状に咲くのが特長。仏花として根強い人気があ
る。

久留米緋紅色２号：明るい緋紅色で、形がよく揃う
品質の高い品種。

久留米紅貴：赤茎系で、花冠は濃赤色でまとまりが
よい。


