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Ⅴ 収穫年の管理

１ 茎葉の刈り取り

(1) 冬期間に外ビニルを張ったまま越冬したハウス（通年被覆型ハウス）

茎葉の80％以上黄化し、主茎が指でつぶせるようになった時点で刈取りを実施し、保

温開始までに終了する。

(2) 冬期間に外ビニルを剥いだハウス

降雪によるハウスの倒壊のおそれがない時期から保温を開始するため、茎葉刈取りは

消雪後に行う。

(3) 茎葉の黄化の状態

(4) 茎葉の刈取り・持ち出し方法

①茎葉の刈取りは、「地際」と「フラワーネットのすぐ上」の２カ所を切断し、その後

支柱を取り除き、通路マルチを除去する。

②刈取った茎葉は、通路マルチの上に集めてハウス外へ持ち出す。

③枯れた擬葉も、できるだけレーキで集めてハウス外に持ち出す。

※収穫２年目以降で、ネットの下に側枝がない場合は「地際」を刈り取り、茎葉を上か

ら引き抜き、持ち出す。

黄化率50％程度
(平成13年12月3日)

ハウスビニル剥いで越冬

(平成13年12月3日)ハウスビニル張ったまま越冬

黄化率100％程度
(平成14年2月5日)

フラワーネットの位置

刈取位置

フラワーネットの位置

②刈取位置（フラワ－ネットのすぐ上）

①刈取位置（地際）

茎葉の刈取り位置

収穫２年目以降でネット下に側枝

がない場合は①のみでも可能
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２ 春施肥および堆肥の投入

(1) 培土くずし

①りん芽が10cm以上深くに位置していると、保温開始後のりん芽付近の温度が上がらず、

萌芽が遅れる。深い場合は10cm程度になるように通路に土壌を落として調節する。

③残った茎はできるだけ低いところまで切断する。

(2) 春施肥

①マルチ除去後にハウス全面に散布し、レーキ等でうね上を軽く混和する。

②春施肥例（前年の土壌診断結果に基づき施肥量を決定する。ただし期間被覆作型は、

越冬前の土壌診断結果に関わらず、減肥は不要である。

(3) 堆肥

①通路部分に5㌧/10a投入する。ただし、これまで多量の堆肥を施用し、土壌中のリ

ン酸、加里がともに100mg/100gを超えたほ場では、堆肥の施用を２年間休止し、土

壌養分の蓄積を抑制する。

②前年度斑点病が多発したハウスでは、地表面に残った茎葉をバーナーで焼くか、堆

肥や土で完全に被覆する（厚さ３cm程度）

(4) 春施肥・堆肥投入手順

春施肥・堆肥・培土深さの例

りん芽

10cm程度

●

春施肥は全面散布通路に堆肥
５㌧／10a
散布する。

施用量（kg/10a） 要素量（kg/10a）
時 期 肥料銘柄 備 考

10ａ 100坪 窒素 ﾘﾝ酸 加里

ポーラスＳ５５１ 40 13 6.0 6.0 4.4

茎葉刈 かき殻粉末 100 33 － － － pH6.5以上なら
取り後 は施用しない。

堆 肥 5㌧ 1.6㌧ － － －

①茎葉刈取後、残
さ物をハウス外
に持ち出す。

②春施肥はハウス
全面に散布後、
うね上をレーキ
等で混和する。

③堆肥は通路に投
入する。

④うね上に、固ま
った堆肥を置く
と春芽の曲がり
の原因になる。

春施肥・堆肥の投入手順
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３ 温度管理の目安とアスパラガスの若茎の特性

①凍霜害は－２℃で発生する。成茎（立茎する茎）の生育適温は15～25℃である。

②休眠は定植してから年数が経過するほど深くなる。

③以上を考慮して、立茎時期に凍霜害にならないように春芽収穫開始時期を決定する。

④温度管理の目安とアスパラガスの若茎の特性（温度計は地表付近に設置する）

４ 保温開始時期と春芽収穫期間

①春芽収穫期間が長すぎると、株の養分が消耗して目標とする立茎ができなくなり、夏

芽の収穫量が減少するとともに、長期的には株勢が低下し、欠株、収量低下の原因と

なる。

②収穫年数毎の適正な春芽収穫期間を遵守し、計画的に立茎することが重要なポイント

である。

５ 保温の準備

(1) 耐雪性のないハウス

積雪によるハウス倒壊の恐れがなくなってから保温を開始する。

温度管理の目安

地 温 気 温 （ ）は萌芽後30cmに到達する日数

℃
40 萌芽はするが伸長停止
35 萌芽は早いが伸長が鈍い
30 頂芽は開きやすい （3日）
25 （5～ 6日）
20 （7～ 8日）
15 （9～10日）
10 萌芽最低地温 （15日）
5 生長停止（アントシアン発生）
0 収穫後の鮮度保持（0℃に近いプラス温度）
-2 凍結する

※ 資料：長崎県加津差普及センター・重松（農業技術体系追録23号・Ｐ152）に一部加筆

若茎の特性
温度

保温・収穫・立茎開始日の目安

収穫年

１年目 ２年目 ３年目以降

か ん 水、 保温 開 始日 3/15～ 3/1～ 2/15～

春 芽 収 穫 開 始 日 4/1～ 3/20～ 3/15～

春 芽 収 穫 期 間 ( 日 ) 10～15 20～30 25～35

立 茎 開 始 日 4/10～ 4/10～ 4/10～

※地域によって、立茎開始時後の霜害が予想される場合は
保温開始日を遅らせる。



20

(2) 保温

外ビニル＋内カーテン（二重ハウス）＋トンネルの三重被覆を基本とし、通路マルチ

を行うとなお良い。

(3) 温度管理とかん水管理

通路にマルチ 一斉に萌芽した若茎ポールを利用した

トンネル設置例

支柱を利用した

トンネル設置例

保温方法

作 業
時 期

温度管理 かん水管理

保温開始前 ①保温開始前に、ハウス・トンネ ①保温開始前に十分かん水し、一
～萌芽 ル内にすきま風が入らないよう 斉萌芽を促進させる。

(蒸し込み期) に点検する。 ②保温開始前～萌芽までかん水量
②萌芽直前までは、外ビニル、ハ
ウス内カーテン及びトンネルを
密閉して蒸し込みを行う。

③萌芽まではトンネル内が40℃以
上になっても、りん芽位置の地
温はこれより低いので焼けるこ

とはない。

萌 芽 後 ①萌芽後の換気は25℃以上で行う。 ①気温の低い時期は、地温を下げ
(収 穫 中) ②温度調節 ないように晴天時の午前中にか

・温度を下げる時 ん水する。
トンネル→内カーテン→外ビニル ②かん水の判断はかん水チューブ
の順で開ける。 を設置している手前側、奥側株
※気温が上がりすぎたときに、ハ の付近を10cm程度掘って水分を
ウス外の冷たい空気を急に若茎 確かめる。
に直接当てないよう注意する。 ③春芽収穫終までのかん水量。

③夕方３時にはハウスビニルを閉
め、夜間は５℃以下にならない
ように努める。

④萌芽後トンネルはモヤを抜くた
めに時々開け、外ビニル・内カ
ーテンも朝に１日１回程度モヤ
抜きを行う。

間 隔 時 間 かん水量
（㍑/回）

(日/回) (時) １株 100坪

２～３日 晴天時 ２ 1,500
に１回 午前中

間 隔 時 間 かん水量
（㍑/回）

(日/回) (時) １株 100坪

７日に 晴天時 ２ 1,500
１回 午前中
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６ 追肥

(1) 追肥時期と間隔

①春芽収穫開始後20日目から20日間隔で９月中旬まで行う。

②立茎後・夏期に萌芽量が増えた場合は追肥間隔を狭める。

③収穫を早く終えた場合も、翌年の鱗芽の形成、養分の転流を進めるために、９月中旬

まで追肥を継続する。

(2) 追肥位置

うね上のかん水がかかる範囲に施用する。施肥後土壌と混和する。

７ かん水

(1) かん水を４日間隔で行う場合の例

曇りや雨の日を除いて、晴れまたは快晴の日のみ数える。

※ かん水日の数え方は14ページを参照。

(2) 手で土壌を握った時の感覚とかん水開始

深さ10cm程度の土壌が“握ると手のひらが濡れてよごれる(pF2.0）”状態より乾いて

いればかん水を開始する。

※ 土壌水分と手で握った感覚の表は14ページを参照。

(3) 立茎開始時期の目安

①収穫年数に応じた春芽収穫期間が経過したら立茎を開始する。ただし、株疲れ症状

が見られた時は、直ちに立茎を開始する。
②春芽収穫日数の目安 ③株疲れ症状

（前年秋の生育が順調な場合）

※春芽の収穫期間

が長いと欠株の

原因となるので

注意する。

部位 症状

穂先 開く・曲がり

萌芽 遅い・少ない

茎 扁平・曲がり・細い

節 荒い

収穫年数 収穫目安（日）

１年目 10～15

２年目 20～30

３年目以降 25～35

施肥量(kg/10a)

1回量 窒素 ﾘﾝ酸 加里 (kg/
100坪)

春芽収穫開始20日後
Ｓ２４８ 30 6.0 1.2 2.4 10 から20日間隔で９月

中旬まで行う。

ロングショウカル 120 14.4 40 立茎後、培土前に行
例 (70日） う。追肥を省略でき

エコロング250 90 18.0 4.5 9.0 30 るが、８月中旬以降
２ (140日) は生育を見ながら追

合計 32.4 4.5 9.0 肥を再開する。

肥料名
施肥量

施肥時期

例

１
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８ 立茎

(1) 立茎のポイント

(2) 成茎の選び方

(3) 収穫年別成茎の基準

(4) 立茎の考え方

成茎の選び方

① 目標とする場所に萌芽しない場合は「なるべく離れている茎」を選ぶ。

② まっすぐに伸びていて、勢いの良い茎を選ぶ。

③ 成茎に目印（テープナー、輪ゴム等）をつける。

④ 立茎開始から１ヶ月以内に立茎する茎を決定し、その後は目標本数に達してい
ない株だけ茎を立てる。

③成茎が目標の立茎位置に萌芽しない。

・ハウス全体で株疲れ症状が見られたら立茎を開始する。

・成茎の位置はなるべく離すが、近くてもやむを得ない。

・萌芽しない位置の若茎は基準に合わなくても立茎するが、

通路部分の若茎は立茎させず、収穫し続ける。

①目標とする成茎の図(成茎は赤テープ)

・夏芽は成茎とほぼ同じ太さの茎が萌芽するので、成茎の太

さは重要である。

・株全体で成茎の基準の範囲内なので、成茎が選びやすい。

・なるべく遠くの外側茎を選ぶ。

・成茎を外側へ変更する場合は、立茎開始１ヵ月以内にする。

②萌芽した茎が全て細い場合

・ハウス全体の場合（前年秋の生育が不十分の場合）

春芽収穫期間を短くするか、春芽収穫しないで立茎する。

・ハウス全体でない場合

成茎の基準の太さは期待できないので、ハウス全体で株疲

れ症状が見られたら立茎を開始する。

収穫年数

１年目 ２年目 ３年目以降
(本/株) (本/株) (本/ｍ)

茎数（茎） ４ 12～15

太さ (mm) 10～15mm（Ｍ太～Ｌ細）

離す間隔 10cm以上 20cm以上
立茎した成茎に
目印を付ける

立茎のポイント

① ハウス全体を観察し、春芽収穫後半に早めに成茎（立茎する茎）を立てる。

② 立茎は一斉に開始する。期間は立茎開始から１ヶ月～１ヶ月半程度である｡

③ 夏芽は成茎の付近に、同様な太さの茎が萌芽する。

④ 目標立茎本数に達したら収穫を再開する。

⑤ 基準に合わない茎は収穫し、余分な養分を消耗させない。
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(5) 成茎(立茎する茎)の選び方

(6) フラワーネットの設置

①立茎開始と同時にフラワーネットを70cmの高さに設置する。

②下段はフラワーネットを使用し、上段はハウスバンドを２～３段張り､茎葉を支える。

③成茎が生育するとフラワーネットに引っかかるので、毎日夕方ネットに入れる。

(7) 立茎開始～立茎終了までのかん水管理

①立茎期間中は節間を徒長させないように、かん水は控える。

間 隔 時 間 かん水量（㍑）

時 期
(日/回) (時) １株 100坪

立茎開始～立茎終了 3～4 晴天時午前中 ２ 1,500

２段目テープの

設置例

フラワーネットに

引っかかった成茎

株中央から
萌芽する

収穫が進むと、株
中央からりん芽群
の進む方向（外側）
に萌芽する。

成茎はなるべく離れている外側の
茎を選ぶ。目標の太さは10～15mm
であるが、最終的にはりん芽群の
茎径で判断する。

収穫茎が細い 成茎も細い

収穫茎が太い 成茎も太い

各りん芽群から１本
ずつ立茎させる

収穫が進む 収穫が進む

立茎の考え方（収穫１年目の場合）

：収穫する茎

：収穫済みの茎

：成茎（立茎する茎）

：同じりん芽群

茎の太さは、同じりん芽群では、
ほぼ同じ太さの茎が萌芽する。
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９ 中耕

(1) 中耕時期

立茎開始後10～14日以内に行う。

(2) 中耕の方法

１０ 摘心と側枝の整理

(1) 茎葉整理時期の目安

(2) 摘心位置・下枝整理位置

①ハウスの高さに余裕がある大型ハウスの摘心位置は170cm、小～中型ハウスは140㎝を

目安とし、下枝はいずれも70cm以下を整理する。

①テーラーで通路部分の堆肥と土壌（５cm程度）を混和する。

②テーラーで堆肥を混和した土壌で培土し、りん芽位置を15cm程度に調整する。

● りん芽
堆肥の混和

50cm程度

15c m

程 度
う ね

5～10cm

●

1 5 c m

うねりん芽

培土後のうねの高さ

10～15cm

摘心位置
170cm

下枝整理

位置70cm

茎葉整理時期の目安

① 成茎の擬葉が完全に展開した後に茎葉を整理する。

② 茎は硬くなり、薄い緑色から濃い緑色になった頃である。

③ 時期はおよそ立茎開始後１ヵ月半から２ヵ月後である。

④ 擬葉が完全に展開する前に摘心・側枝を整理すると、２次側枝の発生時期
が早くなる。
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(3) 茎葉の整理部位と除去方法

(4) 茎葉は整理しすぎないように注意する。

(5) 収穫・防除に入らない通路も、茎葉の整理を行う。

高さ 部位 摘心時 摘心後～８月中旬 ８月下旬以降

170cm 上位 摘心 整理 放任
以上 側枝 二次・三次側枝を

整理する。

放任 整理 放任
二次・三次側枝を ただし、若茎の
整理する。 着色が薄くなる

場合のみ行う。

70cm 下位 放任 整理 放任
以下 側枝 ただし、若茎の

着色が薄くなる
場合のみ行う。

立茎開始後１ヵ月 夏芽を収穫するた 翌年春芽を収穫
半から２ヵ月後で めの側枝が23本必 するための側枝

備 考 擬葉の展開が完全 要である。 が、下枝を含め
に終わってから摘 て27本以上必要
心を行う。 である。

※過繁茂だと、内部の茎葉が光合成できず、病害虫が発生しやすくなるの

で、８月中旬まではうねの向こう側の人が少し見える程度に整枝を行う。

茎葉の繁茂状態

（７月上旬）

２次側枝

（色の薄い枝）

下 枝

（70cm以下の側枝）

茎葉の繁茂状態

（10月下旬）

収
穫
防
除
通
路

ハ
ウ
ス
側
面

収
穫
防
除
通
路

非
使
用
通
路

ハ
ウ
ス
側
面

整枝
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１１ 夏季の換気とかん水管理

(1) 生育適温

生育適温は20～25℃、最低地温は10℃である。最低気温５℃で生育が停止する。

ハウス内温度（℃） 地温（℃）

適温 最高 最低 凍害発生 最低萌芽温度 生育停止

20～25 30 ５ －２ 10 ５

(2) 立茎開始から換気方法

時 期 作業および注意事項

立茎開始から ①温度調節は風上の換気量を少なくし（定植直後は10cm程度を目

～８月中旬 安に開ける）、風下で換気量を調節する。

②ハウス内温度25℃以上で換気する。

③夜温20℃以上であれば、夜間も換気する。ただし、風の強い地

帯では風の影響を受けない程度に開ける。

８月中旬～９月下旬 ①夜間・低温日（ハウス内温度15℃以下）はハウスを閉める。

②朝に気温が低下すると、ハウス内にモヤが発生し、病害の発生

を助長するので、気温が低くても、必ず朝にモヤ抜きをする。

10月１日以降 夜間もハウスを開け、外気に当ることにより養分転流を促す。

(3) かん水

間 隔 時 間 かん水量（㍑）
時 期 月/旬

１株 10a 100坪
(日/回) (時) 当り 当り 当り

立茎終了 1～3
立茎終了 ～8/中
～夏芽収穫終り ２ 4,500 1,500

8/下～ 2～4
夏芽収穫終り

※土壌が乾燥している場合は最大3,000㍑/100坪のかん水を行うが、保水性が小さいほ

場では、少量多回数かん水を行う。

※高温期の土壌水分が夏芽収量に大きな影響を与えるので、こまめなかん水を行う。

午 前 中
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１２ 夏芽終了時期の目安

(1) 収穫終了の目安

収穫１年目は８月いっぱいで収穫を終了する。収穫２年目以降は９月20日頃を収穫終

了の目安とするが、９月以降に株疲れ症状が目立つ場合は早目に収穫を終え、次年の春

芽収穫に向けた養分蓄積を進める。

(2) 株疲れ症状

株疲れの症状が出てきたら、収穫を終了する。症状は春芽同様である。

(3) 夏芽収穫終了後に萌芽する茎の整理

萌芽による養分の消費を防ぐため、１週間に１回程度若茎を整理する（掃除刈りを行

う）。

１３ 夏芽収穫終了後からの管理

(1) 養分転流の促進

貯蔵根に十分な養分を転流させるためには、自然に茎葉が枯れ上がるまで以下の項目

が重要になる。

項 目

① 茎葉が十分に繁茂している。

② 茎葉に病害虫の被害がなく、健全である。

③ 茎葉が45度以上傾かず、折損していない。

④ 土壌が乾燥していない。

(2) かん水

①夏芽収穫終了後は、自然に枯れ上がるようハウスを開放して外気(低温)に当て、養分

転流を促すため11月中旬まではかん水を行う。

②天候・土壌の水分状態を考慮しかん水間隔を決める。

間 隔 時 間 かん水量（㍑）

(日/回) (時) １株 10a 100坪

夏芽収穫終わり～11月中旬まで 3～4 晴天時午前中 ２ 4,500 1,500

部位 症状

穂先 開く・曲がり

萌芽 遅い・少ない

茎 扁平・曲がり・細い

節 荒い

10月末の茎葉の繁茂状態

時 期
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(3) 塩類集積の回避（冬期間ビニルを張って越冬するハウスのみ）

①冬期間ハウスビニルを剥がないハウスでは、塩類が年々集積する。

②このため、収穫１年目以降は収穫直後に、土壌のｐＨ・ＥＣを測定する。

③ＥＣ値が高いハウスは除塩のために、10月下旬～11月上旬の晴天日に100～200mmかん

水を行う。

④除塩を行ったハウスは、その後のかん水量に注意する。

(4) 10月上旬から翌年の春芽収穫開始までの作業（収穫２年目以降の管理）

越冬中のビニルの状況

張ったまま 剥ぐ

①ハウスの裾を開けて外気に当てる。 10月上旬

②ハウスビニルを剥いで越冬する場合は、ハウスの倒 － 積雪前
壊する恐れがない時期までビニルを張り、養分転流
の期間を長くする。

③ビニル除去時に支柱を撤去する。

④かん水の終了。 11/中旬頃まで
⑤かん水チューブを片付ける(マルチはそのまま）。

⑥除雪・融雪材散布 積雪に応じハ ３月に
ウスを除雪 融雪材散布

⑦茎葉の刈取り(黄化率80％以上)。 １/中旬～ 保温開始前
茎葉刈取後、ハウスの外へ持ち出し適正処分する。 保温開始前

⑧支柱・ネット・マルチを除去する。

⑨りん芽の位置が深い場合は、地表面からりん芽の深 茎葉刈取後 消雪直後
さが10cm程度の位置になるようにうね上の土壌を通
路に落として調節する。

⑩基肥はハウス全面に散布する。
⑪堆肥は通路に散布する。

⑫斑点病が多発したハウスでは、地面に散乱した茎葉
の残さ物をバーナーで焼却するか、堆肥や土で完全
に被覆する（厚さ３cm程度）。

⑬二重ハウス＋トンネルで保温を開始する。 ２月15日頃 積雪によるハ
・休眠は定植後年数が経つにしたがい深くなる。 (収穫2年目は ウス倒壊の危
・基本的に立茎開始時期は収穫年数にかかわらず同 3月1日頃～) 険性がなくな
時期である。 ってから保温

を開始する。
⑭春芽収穫開始。 ３月10日頃

10a当り
施肥量

全面散布 ポーラスS551 40kg うね上の肥
かき殻粉末 100kg 料は土壌と

混和する。

通 路 堆 肥 5㌧

散布場所 肥料銘柄 備 考

作 業
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