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１ 栽培基準
【露地】

作型 初春まき
春まき

晩春～
夏まき

区分 (ポット育苗) 初夏まき

は種期
３月中旬～下旬 ４月中旬～ 6月上旬～ ７月中旬～

(育苗20～30日) ５月下旬 7月上旬 ８月中旬

開花～収穫日数 7日～15日 5日～10日 7日～15日

収穫期
６月上旬～ ６月中旬～ ８月上旬～ ９月中旬～

７月下旬 ７月下旬 ９月上旬 １０月下旬

は種量 ４㍑/10a

栽植密度
畝間150cm 株間20cm 2粒まき

（3,333株/10a）

収量目標 1,000㎏/10a 600kg/10a

品 種 すず風30日 華夏絹莢 すず風30日

【ハウス】

作型
半促成 抑制

区分

は種期 ３月上旬～４月上旬 ７月中旬～８月中旬

開花～収穫日数 5日～7日

収穫期 ５月中旬～６月上旬 ９月中旬～10月下旬

は種量 ４㍑/10a

栽植密度
畝間150cm 株間20cm 2粒まき

（3,333株/10a）

収量目標 1,000kg/10a

２ 品種

品種名（種子供給元） 品 種 特 性

華夏絹莢 早生品種。草勢が強く、草丈300cmを超える。

（雪印種苗） 15節くらいから着花する。赤花。高温期に強い。莢色が濃い。

低温時はアントシアンの発生に注意。

すず風30日 極早生品種。草丈250ｃｍ程度、６節くらいから着花する。白

（原育種園） 花。初期草勢が強い多収品種。

華夏絹莢 すず風30日
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３ 生育特性
（1）マメ科の1年生植物である。豆が大きくなる前の未成熟な莢を収穫する。

（2）生育適温は15℃～20℃で涼しい気候を好む。５℃以下で生育が停滞し、25℃以

上になると受精能力の低下、落花、欠粒の発生などにより収量品質が低下する。

表 生育温度条件

発芽 生育

最低 適温 最高 最低 適温 最高

2℃ 8～18℃ 30℃ 5℃ 15～20℃ 25℃

（3）低温時に低節位分枝が増える傾向がある。

（4）1花柄2花であるが、25℃以上の高温時や花芽分化期の窒素不足により、花の退化

や落花がおきる。

（5）一般的な栽培では第１花は８～10節に着生するが、品種や日長により変動する。

（6）連作に著しく弱く、５年以上の輪作が好ましい。

4 ほ場準備
（1）土壌条件

・酸性に弱いので、は種時の土壌ｐＨ6.5を目標に土壌改良を行う。

・作物の中でも酸素要求量が多いため、排水改良と有機物施用を行

い、有効土層の拡大に努める。

・堆肥２ｔ/10aを前年秋に施用する。

・明渠、サブソイラなどを施工し、ほ場の排水改良を行う。

・降水量が多い場合は溝切りを行い、排水に努める。

（２）土壌消毒

やむを得ず連作を行う場合は、土壌消毒を行う。

クロルピクリン錠剤またはクロピクテープを使い、は種、定植前に畝内を土壌消毒する。

①畝をたて、真ん中に溝を掘る

②クロルピクリン錠剤を８cm間隔で並べる。またはクロピクテープを設置する。

③土を被覆しながらマルチをかける。

④消毒期間(表)が経過した後、マルチの穴開けをしてガス抜きを５日間行う。

！注意！

・劇物なので必ず手袋とマスクを着用して取り扱う。

・直射日光があたらない冷暗所に保管する。

・水分により包装が溶けガス化するので、素手での作業や降雨直後は施用しない。

表 消毒期間の目安

地温 消毒期間

７～10℃ 20～30日

10～15℃ 15～20日

15～25℃ 10～15日

25～30℃ 10日

+ガス抜き5日以上

通路の滞水

クロルピクリン錠剤 クロピクテープ
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5 肥料
＜春まき＞

＜全層春まき＞

肥料銘柄
施用量

窒素 リン酸 加里
（kg/10a）

NS２６２ 60 ９.６ 12.８ ９.６

エコロング４１３ 60 ８.４ ６.６ ７.８

高度燐特号 10 ０ ４.１ ０

合計 18.0 23.5 17.4

＜作条春まき＞

肥料銘柄
施用量 窒素 リン酸 加里

（kg/50m） （kg/10a）

NS２６２ ３ 5.0 6.7 5.0

エコロング４１３ ３ 5.9 4.6 5.9

高度燐特号 0.5 0 2.9 0

合計 10.9 14.2 10.9

＜夏まき＞

＜全層夏まき＞

肥料銘柄 施用量
窒素 リン酸 加里

（kg/10a）

NS２６２ 60 ９.６ 12.８ ９.６

エコロング４１３ 60 ８.４ ６.６ ７.８

合計 18.0 19.4 17.4

＜作条夏まき＞

肥料銘柄
施用量 窒素 リン酸 加里

（kg/50m） （kg/10a）

NS２６２ ３ 5.0 6.7 5.0

エコロング４１３ ３ 5.9 4.6 5.9

合計 10.9 11.3 10.9

＜作条施用は畝700ｍを10aとして計算＞

・作条施用は肥料が一カ所に固まらないように畝幅いっぱいにばらまくようにする。

・春は低温によりリン酸の効きが弱いことから、高度燐特号を施用する。

・基肥の量が多いとつるぼけ、莢の奇形につながるため、適正施肥に努める。

・土壌診断によりリン酸、加里が過剰な場合は含有率が低い肥料を検討する。

・緩効性肥料を施用しない場合は開花期、収穫始め、収穫期に窒素２kg/10aずつ追肥を

行う。 （園芸サスペンジョン5号で1回あたり14kg/10aをかん注）

※ECOジャストによる株元追肥の場合、生育初期はさやえんどうの根が張っていないた

め、植え穴付近にかん注する。
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６ は種・育苗管理
（１）栽植密度

3,333株/10aを基準とし、時期や品種に応じて

調整する。夏作型は枝が混みすぎると通気が悪くな

り病害虫が発生しやすくなるので注意が必要。

（２）は種

種子量は10aあたり約４㍑（百粒重により変動

がある、１㍑単位で販売）とする。

は種深度は２～３cm程度とするが、土壌の乾燥

時や砕土が粗い時は深めに、湿潤、砕土が細かい時

は浅めにするなど、土壌水分や砕土の状態に応じて、

は種し調整する。

根粒菌（えんどう用）を接種する。

（３）育苗

春先の低温時は育苗により初期生育を促進する。

ペーパーポット（規格:2号 598穴）、床土はポ

ットフミン100を使用する。

根が地面に活着しないようにトレーの下に根切り

用のシルバーポリトウなどを敷くか、トロ箱に入れ

る。トロ箱に入れる場合は乾燥を防ぐため隙間を土

で埋める

ハウス内の温度が5℃以上となるよう保温につと

める。

かん水は乾燥したら適宜行い、徒長を防ぐためか

け過ぎないように注意する。

育苗日数は気温によるが、15日程度。大苗だと

強風で茎が折れる危険があるため、定植の目安は本

葉が展開する前から１枚までの草丈が小さいうちに

行う。

（4）定植作業

定植前に水につけて吸水させておく。

ECOジャストによる追肥位置

ECOジャスト

による株元追肥

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ育苗

（分割して使用）
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７ 栽培管理

（１）ベッドづくり

ベッドは高さ20cm以上、幅40～60cmの高畝とする。砕土・

耕起から日を空けると土塊が大きくなり、うまく土が上がらない

ため、なるべく耕起同日にベッドづくりを行う。

（２）マルチング

春や秋などの涼しい時期は黒マルチかダークグリーンマルチで

地温を上昇させ、高温期の作型ではシルバーマルチや白黒マルチ

で地温抑制を行う。シルバーマルチはアブラムシやアザミウマ類

の忌避効果が期待できる。マルチの幅は120～135cm。

マルチの穴は5cm程度とし、市販されている「マルチ穴あけ道具」を使用するか、穴

あきマルチを使用する。

（３）ネット支柱立てと誘引

本葉４～5枚で巻きづるが出てくる

ので、その前に支柱を立てネットを張

っておく。杭打ち機を使用すると支柱

立てが楽になる。つるがネットに絡ま

ない状態であれば巻きひげをネットに

絡ませるように誘引する。

スズランテープなどを30～40cm間

隔で張り、つるを挟み付けて固定し、その後の生育に合わせ所々

固定する。

（４）かん水

夏場は高温、干ばつになりやすく、かん水の効果が高い。マル

チングの際、かん水チューブを設置し、かん水と液肥による追肥を行うことで曲がりの発

生や花落ちの抑制などに効果が期待できる。

かん水チューブ

穴あきマルチ

杭打ち機マジックハンマー
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（５）強風対策

さやえんどうは強風で茎が折れ

たり、ひもやネットにこすれて莢

に傷がつきやすい。

風が強い場所ではほ場の周りに

防風ネットを設置し、畝の向きを

風が吹く向きと平行にして風が通

り抜けるようにする。

また、ソルゴーなどの草丈が伸

びる緑肥をほ場周縁に作付し、障壁緑肥とす

ることも有効である。

（６）鳥害対策

夏頃になるとすずめやカワラヒワなどの鳥

類が花や莢をついばむことがある。

鳥類には「カイト鷹」を設置する事例で効

果がある。ただし、設置には十分なスペース

が必要となる。

８ 除草
植え穴から生えてくる雑草は適宜除草する。通路に除草シ

ートを敷いたり、リビングマルチとして緑肥をまくと除草に

効果的で、ぬかるみ防止にもなる。

除草剤を使用する場合は飛散防止キャップやドリフト低減

ノズルを使用し、さやえんどうに薬剤がかからないよう注意

する。

植え穴が大きいと雑草が生えやすくなるので、穴の大きさ

は８cm程度とする。

ほ場周りに雑草が多いと病害虫の発生源となる。

９ 生理障害
・へた枯れ

高温時に発生する。アザミウマ多発時も発生することが

あるので注意する。

・曲がり

肥料切れで樹勢が落ちた時、または過剰施肥で発生する。

適正施肥に努める。

・霜害

早春や晩秋の朝方発生する。アザミウマの火ぶくれ症状

に似ているが、より大きい。軽い霜であれば霜がおりてすぐに水を散布することで、火ぶ

くれ症状を抑えることができる。

・潮風害

台風や強風の際、海水がかかり茎や葉が赤くなり最後は枯れ上がる。強風で塩が飛んで

きたときは、スプレーヤーや動噴で素早く大量に水をかけて塩を落とすことが必要。

曲がり

防風ネット設置例

リビングマルチ(てまいらず)

防風緑肥ソルゴー

カイト鷹
鳥による傷
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１０ 病害虫防除
＊ポイント＊

・生育に合わせ水量を変える。例）生育初期100L/10a 収穫始め～200L/10a

・風が強い日や高温時はドリフトや薬害の危険性があるため、風の弱い早朝か夕方散布を

㎛心がける。100 以下の粒子径ではドリフトが増えるので、ドリフト低減ノズル(粒子

㎛径200 以上)を使用する。

・さやえんどうの病害虫防除は特に頻繁に行われるので収穫前日数に注意する。

「前日まで」＝散布から24時間以上経過してから収穫

・古い作型の枯れたさやえんどうをそのまま残しておくと、病害虫の発生源となるので、

早めに片付ける。

（１）病害

病気は予防が基本となる。銅剤や硫黄剤を定期的に予防散布し、発生時に治療効果のあ

る剤を散布する。

・うどんこ病（Erysiphe pisi de Candolle）

症状：葉、莢、茎の全体に発生する。発生初期は粉を

ふいたような白い斑点が下葉から発生する。広がると

株の枯れ上がりを早める。

特徴：罹病残渣で越年し、翌年の伝染源となる。乾燥

時に多発し、肥料切れは発生を助長する。

対策：過繁茂にしない。開花するまではイオウフロア

ブルで予防し、発生時は治療効果のある薬剤で発生を

抑える。水量を多めにし、葉裏までかかるようにする。

・エンドウ褐斑病（Ascochyta pinodes Jones）

・エンドウ褐紋病（Ascochyta pisi Libert）

症状：葉、莢、茎の全体に発生する。発生初期は黒褐

色の小斑点が下葉から発生する。さやの病斑はややへ

こみ中心は淡褐色を呈する。

特徴：種子及び罹病残渣で越年する。冷涼多雨で多発

する。

対策：過繁茂にしない。排水対策を行い過湿にならな

いようにする。銅剤などで予防し、発生時は治療効果

のある薬剤で発生拡大を抑える。

・灰色かび病（Botrytis cinerea persoon）

症状：葉、茎、花、莢に発生する。葉には淡褐色の輪紋の

円形病斑、さやにはややへこんだ褐色の病斑が生じる。灰

色のけばだったかびを生ずる。

特徴：多湿条件で多発する。さやに付着した花がらや花粉、

がくなどから発生しやすい。様々な植物に伝染し、伝染源

となる。

対策：排水対策を行い過湿にならないようにする。花がら

を落とす。

・立枯病（Fusarium arthrosporioides Sherbak-off, Fusarium abenaceum Sacc

ardo, Fusarium sporotrichioides Sherbakoff 3種類）

うどんこ病

褐紋病初期症状

褐紋病中期症状
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症状：根、茎に発生し被害株は生育不良になり、株は黄変し、ついには枯死する。罹病株

の地際部は黒褐変して細くなり、縦にしわを生じ、根は腐朽する。

特徴：土壌伝染し、連作ほ場で発生が多い。

対策：輪作を行い、発病ほ場での作付を避けるか土壌消毒を行う。

・根腐病（Fusarium solani）

症状：根、地際部の茎に発生する。根は黒褐色になり、腐敗する。

草丈が短くなり、下葉から黄化し、枯れ上がる。

特徴：土壌伝染し、長期間土壌で生存する。発病した株の根が土壌

中に残されると伝染源となる。土が乾燥していると発生が多い。

対策：輪作を行い、発病ほ場での作付を避けるか土壌消毒を行う。

（２）害虫

害虫は発生初期に素早く防除することが重要。虫によっては薬剤抵抗性を持っていたり、

大きくなると効かなくなることもあるので薬剤の選定には注意が必要である。

・ナモグリバエ

＜発生条件＞

４月下旬～５月上旬の強い南風で飛来することが多い。道

南では５月中旬に最初の成虫が羽化し、７世代が経過する。

＜農薬の散布＞

予防的には種後または定植後にスタークル粒剤を施用す

る。幼虫は葉に潜るため浸透移行性のある薬剤を散布する。

発生密度が高い場合は、全世代をたたくため脱皮阻害剤を併

用する。

・アザミウマ類(スリップス)

＜発生条件＞

タンポポやクローバーなどの周辺雑草などから飛来

し、花器に進入、花粉を食べ莢に産卵する。

高温期には約3週間で1世代を経過するので、真夏は

成虫から卵まで全世代がいると考えられる。

＜農薬の散布＞

開花時に防除し、薬液が花にかかるように散布する。

抵抗性固体が発生しやすいので、系統が異なる薬剤をローテーション散布する。

発生密度が高い場合は、全世代をたたくため脱皮阻害剤を併用する。

・ハダニ類

＜発生条件＞

高温乾燥条件で多発する。主に下部の葉裏に発生。発生

に気づきにくいので、乾燥時は特に注意する。多発すると

葉が黄化し、激発した場合はクモの巣状の巣をつくる。

＜農薬の散布＞

多発時は薬剤防除で防ぎきれないので、多発株や被害葉

を取り除いてから防除する。

スポット的に発生する場合が多いので、発生が多い場所

を中心に葉裏にかかるように散布を行う。

ハダニ類は抵抗性がつきやすいためローテーション防除を行う。

根腐病

アザミウマによる火ぶくれ症状

ナモグリバエ潜葉痕

ハダニ食跡
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・オオタバコガ

＜発生条件＞

風に乗って飛来し、その後、世代交代して8月の下旬頃から発生

が増加する。卵は１粒ずつ生長点付近に点々と産みつけ、1頭が

100個産卵する。幼虫は孵化するとすぐに莢の中に食入する。

＜農薬の散布＞

1頭発見したら、圃場全体を防除する。

食毒効果がある薬剤が効果が高い。ピレスロイド系統には抵

抗性が発達しているため、薬剤選定に注意する。

・ハスモンヨトウ（檜山南部では通称アオムシと呼ばれる）

＜発生条件＞

卵塊を産み付ける。成長すると昼間は土の中にいて夜間活動

するようになる。緑や茶色など個体により色が違う。

＜農薬の散布＞

早朝か夕方の防除が望ましい。抵抗性が発達しやすいためロ

ーテーション防除を行う。

・ウラナミシジミ

＜発生条件＞

本州から飛来し、８月頃から発生が本格化する。産卵は花

に多く、1卵ずつ産卵。幼虫が花や蕾、莢、葉を食害する。

幼虫が侵入した穴は小さく目視できない。莢は光に透かせば

僅かに茶色に見えるが、わかりにくいため選別時に注意が必

要。

＜農薬の散布＞

着蕾〜収穫期に防除する。ネオニコチノイド系は効果が低

いため注意する。

害虫対策は、

周辺の除草も行いましょう！

ヨトウガと食痕

自走式スプレーヤー

莢の中のウラナミシジミ若齢幼虫

オオタバコガ

(上)若齢幼虫 (下)老齢幼虫
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協力 JA新はこだて さやえんどう生産組合

上ノ国町


