
檜山南部版

ブロッコリー栽培のポイント

平成24年3月

檜山農業改良普及センター



目 次

１ 栽培概要 ・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 品種 ・・・・・・・・・・・・・・ １

３ 生育特性 ・・・・・・・・・・・・・・ ２

４ は種・育苗管理 ・・・・・・・・・ ３

５ 土壌条件と施肥 ・・・・・・・・・ ４

６ 定植 ・・・・・・・・・・・・・・ ６

７ 除草 ・・・・・・・・・・・・・・ ７

８ 生理障害一覧 ・・・・・・・・・ ８

９ 病害一覧 ・・・・・・・・・・ １０

１０ 害虫一覧 ・・・・・・・・・・ １３

１１ 収穫・出荷 ・・・・・・・・・・ １４



- 1 -

１栽培概要

作型 初春まき 春まき 初夏まき 夏まき
項目 (作型1～4) (作型5～10) (作型11～15) （作型16～18）

品 種 KHB-03 KB-073 スターラウンド スピードドーム

は種期 3/10～4/10 5/22～5/5 6/15～7/5 7/10～7/25

定植期 4/16～5/16 5/27～7/1 7/4～7/24 8/2～8/16

収穫期 6/18～7/15 7/16～8/26 8/27～9/30 10/1～10/20

在圃日数 55～65日 50～55日 55～60日 60～65日
(育苗日数) (35～40日) (25～30日) (20～25日) (20～25日)

栽植密度 72×35cm 72×40cm 72×37cm
(株数/10a) (3,968) (3,472) (3,753)

配布セルトレイ数 40冊（37冊＋予備苗3冊）

窒素 19.2 16.0 19.2 19.2
施
基肥 燐酸 20.0 18.0 20.0 20.0

肥
カリ 16.8 14.0 16.8 16.8

量
追肥 窒素 0～4.0 0～4.2 0～4.0 0～6.0

目標歩留まり(％) 85%以上 60%以上 75%以上 85%以上

品質目標 鮮緑色で花粒のしまり、揃いがよく１個重量250～300g

育苗方法 セル成型苗

目標苗令 2.5～3.0葉(128セル)

２ 品 種

品種名(種子供給元) 品 種 特 性（メーカー資料による）

「 お は よ う 」 は種後95日前後で収穫できる中早生品種。
（サカタ） 草姿は極立性で草勢やや強い。花蕾位置はやや低い。
（SK3-084） 花蕾は小粒、濃緑色で極ドーム型。花蕾形状の安定性高い。

低温時のアントシアン発生がなく、茎の空洞症も少ない。
栽培適応性高く、は種期および収穫期幅が広い。

「ＫＨＢ－０３」 春から随時は種できる早生の頂花蕾どり専用種。
（コハタ） 花蕾はドーム型で形状が安定している。

花蕾の粒の開きが遅いので、収穫適期が遅い。
空洞の発生が極少なく、特に高温期の収穫に高品質で安定して
いる。

「ＫＢ－０７３」 は種後80～85日前後で収穫できる極早生種。
（みかど協和） 草姿は立性で、側枝はほとんど発生しない。

草勢はややおとなしく、葉は濃緑でやや広い。
花蕾はスムーズなドーム型で、花蕾色は濃い。
初期生育が悪く草勢が伴わないと、花蕾の盛り上がりが悪くな
ったりする。
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品種名(種子供給元) 品 種 特 性（メーカー資料による）

「ＳＫ３－０８１」 は種後100～110日程度で収穫できる中生種。
（サカタ） 草勢強く、草姿極立性。

花蕾はスムーズな豊円形でしまり良く、小粒で特に粒色は鮮やか｡
花蕾形成期の耐暑性にすぐれ、色のりが良い。

「スターラウンド」 花蕾はドームになりやすく、高温時の作型でも不整形花蕾の発
（ホクレン） 生が極めて少ない。

キャッツアイやリーフィーの発生はやや少ない。
夏取り作型では、は種後83～87日の早生種。
早取り栽培では節間が短くなる。

「スピードドーム」 高温期の栽培においても暑さに強く、きれいな花蕾を形成し、
（みかど協和） 良品が安定して収穫できる。
（KB-052） 草勢がおとなしい極早生品種。

低温感応にも鈍感でボトニングの発生が極めて少ないことから、
春まき作型にも好適する。

３ 生育特性
（１）アブラナ科に属し、カリフラワーと同じく花蕾や花柄を食用とする。

（２）栄養生長における生育適温は18～20℃で、冷涼な気候を好む。

発芽 茎葉生育 花蕾生育

最低 適温 最高 適温 最低 適温 最高

4℃ 18～25℃ 35℃ 18～20℃ 5℃ 16～18℃ 25℃

（３）花蕾の出現は、一定の大きさになった植物体が低温に感応することによって誘発さ
れる。温度感応性は若苗ほど鈍感で、苗令が進むほど（大苗、老化苗）敏感になり短
期間で花芽を形成する。また、長日は花蕾形成を促進する。

早晩性 葉数 茎の太さ 気温・期間 積算温度（は種～収穫）

早生種 7～8枚 3㎜以上 22℃以下･4週間 1,500～1,800℃

中早生種 8～10枚 6㎜以上 16～20℃以下･４週間 1,650～1,950℃

中生種 10～12枚 6㎜以上 15～18℃以下･5週間 1,800～2,100℃

（４）花蕾は、出蕾時の葉数が多いほど、また成熟時の茎径が太いほど大きくなる。

（５）花蕾の発育適温は16～18℃で平均温度が25℃以上になるとさし葉（リーフィー）
が発生し、さらに小花蕾の発育不揃いや花蕾の局部的褐変を起こしやすい。

（６）早生種では、低温期におけるボトニングが発生しやすい。したがって､低温期に定
植する作型では育苗期間を長く取り、活着やその後の生育をスムーズに進めることが
大切である。

（７）最適ｐＨは5.5～6.0。5.0以下になると、根の生育阻害が顕著になり、著しい生
育不良を引き起こす。また、花蕾のアントシアニン（紫色）が発現しやすくなる。

（８）過剰な土壌水分によるストレスは、生殖成長（花蕾の生育）を阻害し、軟花蕾・小
花蕾の黄化・日持ち悪化の原因となる。極端な場合は栄養成長（茎葉の成長）を阻害
することもある。
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４ は種・育苗管理
（檜山南部ブロッコリー生産組合は、厚沢部町農業振興公社から苗供給される。）

育苗ハウス設置に必要なもの（10ａ当たり）
○ハウス：育苗面積…10㎡程度（実使用面積8㎡＋作業に必要な面積2㎡）
○土台（ミニコン＋垂木など）

資 材（10ａ分）
○セルトレイ（育苗苗箱）40冊････(128穴×40冊＝5,120本：定植本数最大時)
・栽埴密度によって必要枚数が異なるが、37冊＋予備苗3冊

○育苗土
床土(住化農業資材：スミソイル Ｎｰ150ロング）…3.5袋／45㍑袋
覆土(バーミキュライト）…0.5袋／70㍑袋

○トンネル資材

トレーの並べ方(２パターン)
資 材

縦3枚×横１４枚 縦２枚×横２１枚

ニ ト ポ ー ル 長さ2.4ｍ×８本 長さ2.4 ｍ×12本

ト ン ネ ル 用 ポ リ 幅５ｍ×長さ８ｍ 幅４ｍ×長さ１０ｍ

べたがけ用パオパオ 又はラブシート 幅2.5ｍ×長さ５ｍ 幅２ｍ×長さ７ｍ

小農具
○は種板、は種穴開け器具
○水稲育苗箱４２枚前後（できるだけ底穴が大きいものを使用）
○灌水用具（ホース、ノズル、タンク、ポンプ）、じょうろ
○シート(床土準備時に使用)
○暖房器・（扇風機）３月上旬～４月のみ使用
○温度計 （地温用、トンネル内又はハウス内用 計２本）

種 子
○約5,000粒（１缶）

【育苗管理】

初春育苗（３月上旬～４月上旬） 春～夏育苗（４月中旬以降）

①育苗初期（は種～子葉展開期）

・トンネル内は10℃以上確保。 適温 ・ハウス内は２５℃以下に設定。
・発芽までべたがけを実施。 17℃±2℃ ・べたがけの実施。
・夜間はトンネルをかけて保温、 ・外気温の上昇に応じてハウス内
日中はトンネルをはがす。 が高温になるため換気を行う。

・気温が低く温度が確保できない 昼夜温差は ・苗に直風が当たらないように、
場合は暖房を行う。 3～5℃確保 トレー位置の逆側でハウス肩換

・暖房機はトンネルの外に、サー 気を行う。
モはトンネル内に設 置する。

・は種日から数えて10日目頃に灌 灌水 ・灌水は、土の乾き具合を見なが
水を実施。 ら随時行う。
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②育苗中期（本葉展開期以降）

・本葉展開後は比較的低温にも耐 適温 ・ハウス内が高温であれば、屋外
えられるが、最低気温5℃以上 15℃±2℃ で管理する。
を確保する。 ・コナガ等の食害が心配される場

昼夜温差は 合は、防風ネット等を利用し、
３～５℃確保 害虫の侵入を防ぎながら適宜防

除を行う。

・灌水は、土の乾燥状態を見て実 灌水 ・高温期の晴天日は、毎朝灌水を
施する。 行う。

③育苗後期（定植１週間前頃）

・移植後、冷たい外気との遭遇に 適温 ・日中の高温は苗の老化を促進す
よるショックを和らげるため、 １２℃±２℃ るため、遮光資材の利用や換気
10～12℃程度で管理する。 の改善を行う。

・定植後の活着促進を図るため、 灌水 ・定植後の活着促進を図るため、
灌水量を減らす。 灌水量を減らす。

※ 灌水のタイミングは、セルの表面や下穴の湿り具合を確認する。ピートを含むため、
乾きすぎると吸水できない。
灌水のしすぎは根巻きが不十分になるとともに、立枯病やべと病を誘発するので注

意が必要。

※ 育苗はミニコンと垂木などを用いたエアプルーニグ方式で行う。べた置きに比べて
しっかりした根鉢が形成される。

５ 土壌条件と施肥
（１）排水良好でかつ保水性のある有機質に富んだ土壌が望ましい。土壌乾燥には比較的

強いが、湿害には弱いので排水不良地では高うね栽培を行う（培土、中耕を考慮した
高さとする）。

（２）ｐＨは輪作を考慮して5.7～6.0を目安に管理する（馬鈴薯を作付けする場合は、
5.5を目安とする）。

（３）アブラナ科野菜なので、根こぶ病の発生しないほ場を選び、4～5年以上の輪作を
守る。
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（４）施肥の基本は、生育特性にあわせて作型に応じて次のように考える。
ア 施肥法は基肥全層施用が基本で、追肥は最後の中耕時に窒素、加里を各4kg程度
をうね間に追肥する。泥炭土では20～30%程度減肥する必要がある。

イ ホウ素、モリブデン欠乏が出やすいので、良質の堆肥や微量要素の施用に努める。

施肥例（初春まき 作型1～4） （kg/10a）

肥料銘柄 施用量 窒素 燐酸 加里 苦土 ホウ素

ＮＳ６０４ 120 19.2 12.0 16.8 0.24
基 肥

苦土重焼燐 20 8.0 0.6

追 肥 ＮＳ２４８ 20 4.0 0.8 1.6

合 計 23.2 20.8 17.4 0.6 0.24

※追肥は地力の少ないほ場、生育が劣る場合に実施。時期は最終培土時。
※下層泥炭土壌など肥沃土壌の場合は上記施肥量より１０～２０％減肥する。

施肥例（春まき 作型5～10） （kg/10a）

肥料銘柄 施用量 窒素 燐酸 加里 苦土 ホウ素

ＮＳ６０４ 100 16.0 10.0 14.0 0.2
基 肥

苦土重焼燐 20 8.0 0.6

追 肥 硫 安 20 4.2

合 計 20.2 18.0 14.0 0.6 0.2

※追肥時期は最終培土時に実施。
※下層泥炭土壌など肥沃土壌の場合は上記施肥量より１０～２０％減肥する。

施肥例（初夏まき 作型11～15） （kg/10a）

肥料銘柄 施用量 窒素 燐酸 加里 苦土 ホウ素

ＮＳ６０４ 120 19.2 12.0 16.8 0.24
基 肥

苦土重焼燐 20 8.0 0.6

追 肥 ＮＳ２４８ 20 4.0 0.8 1.6

合 計 23.2 20.8 17.4 0.6 0.24

※追肥は地力の少ないほ場、生育が劣る場合に実施。時期は最終培土時。
※下層泥炭土壌など肥沃土壌の場合は上記施肥量より１０～２０％減肥する。

施肥例（夏まき 作型16～18） （kg/10a）

肥料銘柄 施用量 窒素 燐酸 加里 苦土 ホウ素

ＮＳ６０４ 120 19.2 12.0 16.8 0.24
基 肥

苦土重焼燐 20 8.0 0.6

追 肥 ＮＳ２４８ 30 6.0 1.2 2.4

合 計 25.2 21.2 19.2 0.6 0.24

※追肥は地力の少ないほ場、生育が劣る場合に実施。時期は最終培土時。
※下層泥炭土壌など肥沃土壌の場合は上記施肥量より１０～２０％減肥する。
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６ 定植
（１）定植前１週間程度はかん水を控え、定植日の朝に苗に十分水を与える。

（２）５月下旬以降の定植はコナガ･ヨトウガの多発時期にあたるため、薬剤の灌注処理
を行う。

使用基準 コ ア ハ ネ
ス ギ

オ モ ア
薬 剤 名 倍 率 ナ ン ザ

時 期 回 数 ム ヨ ミ
ト ウ

ガ シ ウ マ

オンコルマイクロカプセル 200倍 定植時 1 ○

プレバソンフロアブル５ 100倍 育苗期後半 3 ○ ○ ○

ジュリボフロアブル 200倍 ～定植当日 1 ○ ○ ○ ○ ○

（３）子葉が地上に出ており、セルが土に埋まる深さに定植する。特に晩霜被害が予想さ
れる作型は深植えの効果が高い。

（４）圃場条件や移植機速度により補植が必要な場合がある。このとき、浅植苗の手直し
を同時に行う。

深植えの事例

 

× ○ 

セル成型苗の定植深さ 

セルの表面と土壌面

が同じ高さでは、乾燥

害を受けやすく、活着

不良となりやすい。 

ヤヤ深植えが

良い 

ア
ブ
ラ
ム
シ
類
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作 型 定 植 の 留 意 点

初春まき （１）降霜害が問題となる。温暖な晴天日を選んで定植する。
（２）定植翌日が晴天よりも、曇天で降霜の心配のない日が安全。
（３）活着すれば霜害の影響は小さい。
（４）定植後降霜害を受けた場合は葉面散布剤を5日毎に2～3回施用する。

晩春まき （１）高温時に葉やけが問題となる。
（２）土壌乾燥が続いているときには、定植直前に耕起・砕土し､土壌水分

が高いうちに定植する。時間帯は午後涼しくなってからとする。
（３）軟腐病が発生しやすい7月下旬～8月中旬どりでは、風通しの良いほ

場を選定する。

７ 除草
定植から～定植後１ヶ月頃までカルチを使用して除草する。
・１回目：定植後１０日～２週間目頃の間に中耕・培土を兼ねて。
・２回目：定植後１ヶ月頃に追肥後の中耕を兼ねて。葉で覆われ始めるため機械作業の

限界となる。
※硬くなった土壌をほぐすことで根に酸素が供給され、生育促進につながる。

定植時 １回目培土時

最終培土時
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８ 生理障害一覧

障 害 名 障害の特徴 発 生 要 因 予 防 対 策

リーフィー ・花蕾の中に葉が差 ①追肥が遅れた ①品種にあわせ
し込む ことによる肥 た追肥体系

料の遅効き。
②花芽分化後25

多発作型：夏どり ℃以上の高温
に遭遇した。

③生殖成長中の
栄養成長

ボトニング ・茎葉生育が不十分 ①生育前半低温 ①低温期のマル
な状態で 花蕾が による肥料吸 チ栽培・被覆
形成されたことに 収阻害、栄養 資材の活用。
よる小花蕾、奇形 成長抑制。 ②ｐＨを5 .5以
花蕾。 ②低ｐＨによる 上に矯正。

肥料吸収阻害。③ほ場排水対策
③加湿によるス の実施。

多発作型：春どり トレス。

キャッツアイ ・花蕾がまだらに黄 ①花芽分化が部 ①良苗の生産。
色く、その模様は 分的に遅れる ②初期生育量の
ネコの目のように たことによる 確保。
見える。 現象。

②発生には品種
間差がある。

黄化花蕾（仮名） ・花蕾が老化した様 ①原因ははっき ①ブロッコリー
になり、数日で黄 りしていない に適したほ場
色～茶褐色に変色 が、過湿・肥 環境を整える。
する。 料不足・低ｐ

Ｈ・温度条件
のストレスな
どによって発
生する。

②収穫時の高温
も関与する。
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障 害 名 障害の特徴 発 生 要 因 予 防 対 策

不整形花蕾 ・小花蕾がバラバラ ①花芽分化期～ ①夜温を下げる
に大きくなり、花 収穫期にかけ ため、夕方灌
蕾が全体的に凹凸 て２５℃以上 水をする。
となる。 高温が連続し ②うねに風が通

・ひどい時は花蕾が たときに多発 りやすい方向
ほうき状に開く。 する。 で定植する。

多発作型：夏どり

小花黄化症（仮称） ・キャッツアイに似 ①花蕾が出来上 ①うねに風が通
た症状でキャッツ がってから収 りやすい方向
アイよりもまだら 穫までの間に で定植する。
症状が軽い。 25℃以上高温 ②商品性は劣り、

・黄色の部分は、蕾 が連続したと 規格を落とし
の生育が遅れてい きに多発する。 て販売する場
る。 合がある。

多発作型：夏どり

花茎空洞症 ・茎の中心部分が空 ①高温期に十分 ①夏どり作型の
洞になっている。 な時間をかけ 窒素施肥量の

ずに生育して 見直し。
しまう。

多発作型：夏どり ②窒素過多、土
壌水分過多、
ホウ素の吸収
阻害。

アントシアニン ・生育が悪く、葉や ①水はけの悪い ①排水対策
花蕾が紫色に変色 ほ場で多発す ②適期作付けの
する。 る。 実施。

②低温に連続し
て遭遇すると
発生する。

③リン酸が不足
している場合
にも発生する。
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９ 病害一覧

病 害 名 病害の詳細 予防のポイント

根こぶ病 多発作型 夏どり 輪 作
○３～５年以上の輪作を行う

伝染源 土壌
被害残さ 栽培管理

○常発地では夏どり作型を避
伝染様式 土壌･水媒 け、秋作型を作付けする。

○排水を図り、排水不良地や
発生部位 根 低湿地の夏どり作型作付け

を避ける。

症状 土壌管理
○晴天時にしおれ始める ○ｐＨを6.5以上に矯正する。
○生育が停滞する ○被害株を早めに抜き取り、
○根にのコブが見られる 焼却する。

軟腐病 多発作型 夏どり 栽培管理
(降雨後の多 ○ほ場の排水をよくする。
湿時に多発) ○気温が２０℃以上の時期は、

降雨直後の土壌の跳ね上げ
伝染源 土壌 に注意する。

○多発・常発地では、前作に
伝染様式 水滴・水媒 イネ科、マメ科を作付けす

・虫媒 ると未耕作地より菌密度が
(害虫による 減少する。
食害部や 傷
口から侵入) ほ場衛生

↑ベトベトに溶けている状態 ○被害株は早めに抜き取り、
では、ただならぬ腐敗臭を放 発生部位 主に、茎・ 焼却する。
出する。 葉柄

作業の工夫
症状 ○被害部分と健全部分で包丁
○茎・葉柄・花蕾などが を使い分け、作業具は洗浄
茶褐色になり腐敗し、 する。
腐敗臭を放つ。

花蕾腐敗症 多発作型 夏どり 栽培管理
○ほ場の透排水性改善する。

伝染源 不明 ○高うね栽培を行う。
○畝に風が通るよう、風上か

伝染様式 不明 ら風下にうねを設置する。

発生部位 花蕾 肥培管理
○窒素施用量をコントロール

症状 して茎葉の過繁茂を防ぐ。
○初め花蕾が水浸状とな
り、次第にアメ色→黒

↑初期症状は花蕾のワックス 褐色となる。
がなくなり、水浸状となって ○昼夜の高温多湿により
いる。 ほ場全体が侵される。
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病 害 名 病害の詳細 予防のポイント

黒腐病 多発作型 秋どり 栽培管理
○害虫の食害痕から菌が侵入

伝染源 土壌・被害 することが多いので、特に
残さ コナガ・モンシロチョウ・

ヨトウガの防除を徹底する。
伝染様式 土壌・種子

輪作
発生部位 主に葉・葉 ○ブロッコリー以外のアブラ

柄・茎 ナ科野菜も罹病性を持つの
で輪作を徹底する。

○初め、下葉に黒色の網
模様のような病斑が現 品種
れる→次第に病斑部分 ○品種により発病度に差があ
が黄～黄褐色になる→ るので、発病の少ない品種
病斑はさらに拡大し、 を選択する。
褐色のＶ字型となる。

○１株の３分の１が侵さ
れると生育が停滞し、
花蕾の生育も遅れる。

べと病 多発作型 秋どり 栽培管理
○ほ場の排水に努める

伝染源 被害残さ ○早期発見に努める

伝染様式 種子・風媒 肥培管理
○肥切れしないような施肥設

発生部位 葉 計を行う。秋どりは、気温
の低下とともに肥料の分解

症状 が低下するので、葉面散布
○下位葉から発生する。 による追肥が有効。
○初め暗緑色の小班がで
きる→小班が拡大し淡
黄色となる。

○葉の病斑部分の裏側に
白い霜状のカビが生え
ている。

モザイク病 多発作型 通年 栽培管理
○アブラムシに対する防除を

伝染源 アブラムシ 徹底する。

伝染様式 汁液伝染

発生部位 葉

症状
①モザイク症状(葉脈の
透化・緑帯など・葉の
奇形、萎縮）。

②黒色の斑点を生ずる。
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病 害 名 病害の詳細 予防のポイント

菌核病 多発作型 春どり 輪作
○輪作する作物の選択に注意

伝染様式 茎葉の傷口 する。
や萎れた下 レタス・パセリ・セルリー
葉から侵入 ・ナタネ・インゲン等はブ

ロッコリーと同様か、それ
発生部位 主に茎の地 以上に菌核病が発生しやす

際部 いので注意する。

症状 栽培管理
①初め下葉が萎れ、葉の ○菌核をほ場に残さない。
基部には水浸状の病斑 ○作付け前に天地返しを行い、
ができ、白色綿毛状の 地表面の菌核を5cm以上地
カビが生える。 中に埋め込む。

②地際部全体が白色の菌 ○病気の発生が予想される場
糸と黒色でネズミの糞 合、中耕時に石灰を100
状の菌核に侵される。 ～150kg/10a散布する。

③春の低温長雨により発
病しやすい。

黒すす病 多発作型 秋どり 栽培管理
○花蕾生育期の肥切れで発生

伝染源 種子、被害 しやすい。
残さ 気温が低く追肥効果が劣る

時期なので、葉面散布で対
伝染様式 種子､空気､ 応する。

水伝染 ○水滴が5時間以上乾かない
と多発しやすいので風通性

発生部位 葉、茎 を改善する。

症状（黒腐病に類似） ほ場衛生
①葉に径２～１０ミリ程 ○発病があった場合、初病葉
度の円形で淡褐色の病 が伝染源になるので、焼却
斑を生じる。 処分する。

②病斑部は乾固し、同心
円状の輪紋となる。
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病 害 名 病害の詳細 予防のポイント

黒斑細菌病 多発作型 春～秋どり 栽培管理
○多湿条件で発病しやすいた

伝染源 被害残さ、 め、ほ場の排水に努める。
種子

ほ場衛生
伝染様式 種子 ○発病した下葉は残さず焼却

風雨による 処分する。
土の跳ね上
がり
害虫加害

発生部位 葉、葉柄

症状
①葉脈間に褐色水浸状の
円型小斑点を生じる。

②斑点の中心部分に穴が
穴が空く。

③葉全体が枯れる

１０ 害虫一覧

害虫名 加害作物 特徴・形態

コナガ アブラナ科 年４～５回発生
【卵】長円形、直径0.5mm、

淡黄色、1粒ずつ産卵
【幼虫】やや紡錘形、老齢幼

虫10mm

モンシロチョウ アブラナ科 年２～３回発生
【卵】ﾄｯｸﾘ状、直径0.9mm、

淡黄色、1粒ずつ産卵
【幼虫】老齢幼虫28mm、緑

色、気門線は黄色、気門
は黒色
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害虫名 加害作物 特徴・形態

オオモンシロチョウ アブラナ科 年２～３回発生
【卵】ﾄｯｸﾘ状、直径1.0mm、

淡黄色、60～70粒の卵
塊で産卵

【幼虫】老齢幼虫35～42m
m、黄色や青灰白色の地
色に多数の黒斑

ヨトウガ アブラナ科を中心に、雑 年２回以上発生
食性 【卵】まんじゅう形、直径0.

5mm、灰色、数十～数百
粒の卵塊で産卵

【幼虫】老齢幼虫40mm、頭
部は茶褐色、胴部は暗灰
褐色

防除体系の考え方

防 除 体 系 の 考 え 方

生育初期～中期 使用基準で収穫前日数の長い薬剤(21日・14日)から病害虫の
発生状況に応じてローテーション散布を行う。ただし、ＢＴ剤や
ＩＧＲ剤など効果の発現が遅い薬剤については生育初期から散布
する。
殺菌剤は銅水和剤を中心には発蕾前（最終培土時）から散布する。

生 育 後 期 収穫前日数の短い薬剤(７日・３日)を病害虫に応じてローテーシ
ョン散布を行う。
殺菌剤は高温時に薬害の恐れがあるので注意する。微生物薬剤に

ついては多湿、夜温が高い条件で効果が高く、発生前に連続散布す
ると良い。

１１ 収穫・出荷
定植後６週目頃から花蕾を確認（早生種では５

週目頃）し、その後春・秋どりで＋１０～１４日後、
夏どりで＋５～１０日で収穫が始まる。
収穫期間は春・秋どりで７～１４日、夏どりで

３～７日程度を目安とする。

収穫は品温の低い早朝に行う
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（１）出荷規格
・茎の調整…１６㎝（花蕾の頂点から１６㎝）のところで切りそろえる。
・葉の調整…花蕾を５本程度の葉柄で囲むように、花蕾の頂点の高さに切りそろえる。
・規格…花蕾の直径で決定。

２Ｌ 直径 12.5㎝～14.0㎝未満のもの 16玉
Ｌ 〃 10.5㎝～12.5㎝未満のもの 20玉

Ｌ２４ 〃 ㎝～ ㎝未満のもの 24玉

（２）出荷等級
花蕾の凹凸具合や締まり具合、病害虫（花蕾腐敗症、ヨトウガの食害等）被害程度、花

蕾の凹凸・締まり具合で決定。
生理障害（キャッツアイ、リーフィー、黄化症花蕾）や花蕾腐敗症のものは廃棄（時期

によっては出荷できる場合もある）。
○Ａ品…病害虫・生理障害がなく、花蕾が円形で堅く締まっているもの。
○Ｂ品…Ａ品以外のもので、その都度組合で定める。

（３）出荷調整と荷姿
共選作業の効率化のために以下のものは共選場に持ち込まない。
①病害虫に侵されたもの。
②余分な茎葉。
③著しく生育不良なもの。
④生理障害が激しいもの。
⑤出荷規格に合わないもの（直径、茎の長さなど）。

共選作業（調整し、箱詰めする） Ａ品 出荷荷姿

担当普及指導員
主任普及指導員 黒澤 健治
主査 山口 和彦
主査 石澤 裕史
専門普及指導員 小澤 徹
専門普及指導員 坂本 祥一

製品花蕾


