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山梨総農セ研報 11:27~32 (2019) 

セルトレイを利用したアスパラガス伏せ込み促成栽培の省力化技術

窪田哲・萩原裕一＊
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l 緒言

山梨県峡北地域の野菜生産農家は，夏秋トマトに代

表されるように夏季冷涼な気候を利用した露地栽培が

主体であり，冬季の野菜栽培は少ないのが現状であ

る野菜の販売価格は低迷しており，経営の安定化を

図るためには年間を通した周年出荷体系が必要である

が，冬季に導入できる品目は一部の葉菜類に限られて

おり，収益性の高い新たな品目が強く求められている．

特に中小規模の農業生産法人では，収益の確保が難

しいことから，年間を通した雇用労力の確保が困難と

なっており，個人農家以上に冬季の新たな作目の確保

が課題となっている．そのような中で，年間を通して

需要があり，高標高地での栽培に適しており，比較的

栽培に労力を要しない品目の一つにアスパラガスがあ

げられる．

国内のアスパラガスの作型は，大きく露地栽培，露

地長期どり栽培，ハウス半促成長期どり栽培，伏せ込

み促成栽培に分類され， 11月を除き年間を通した栽培

が行われている（上杉・池内， 1998).

本県でのアスパラガスの生産は露地栽培が主体で，

桑園転換を図る中での品目として昭和 58年頃から低

暖地を中心に導入された（山梨県農政部， 2001). し

かし，他品目との労働力の重複や病気の蔓延等により

生産量は減少し，現在では中央市の一部と各地の直売

所での販売が見られる程度である．一方，伏せ込み促

成栽培は，冬季の収入源として北関東や東北地方など

で栽培が広がってきており，農閑期の労力が活用でき，

国産品が出回らない時期に出荷できることで，高値で

の取引が行われている．しかし，アスパラガスは発芽・

育苗適温が比較的高温なため，厳冬期である 1月に加

温されたハウス内での播種・育苗管理は光熱費が負担

となるうえ，鉢上げを経て定植期である 4月まで長期

間育苗する必要があり労力を要することから，導入は

＊専門学校山梨県立農業大学校

停滞している．

省力化を目的としたセルトレイ育苗は，促成栽培（武

田•本庄， 2003), 半促成長期どり栽培（執行， 1999)

など，いずれも冬季のハウス内での播種・育苗事例が

多い．播種期を前進化した 1年半株養成法（篠田ら，

2014)などの報告があるが，一月程度の育苗後，年内

に定植する作型であり圃場での株養成期間が長く病害

の発生が見られるなど課題が散見される．

そこで，本試験では県内への伏せ込み促成栽培を導

入するために，播種期を前進化することで加温施設を

必要とせず，セルトレイを用いた省力的な育苗方法を

確立することを目的とした．

II 材料及び方法

試験 1. 播種期の前進化とセルトレイの大きさが品質・

収量に及ぼす影響

供試品種は「ウェルカム」（サカタのタネ）を使用し，

異なる大きさのセルトレイを用いて，慣行栽培（対照

区） と生育，品質・収量を比較した．

試験区は，播種期を前年の 2014年8月15日に前進

化させたセルトレイ 50穴区， 128穴区， 200穴区であ

る．設置方法は，市販のネギ用培養土 (N-600mg/L)

を詰めた 50穴， 128穴， 200穴のセルトレイに，最高

室温を 25℃に設定したガラスハウス内で播種育苗し

た．地上部が枯死した後セルトレイのまま圃場内の

土中に伏せ込み，定植まで放置した．

慣行区は，最高室温を 25℃，最低室温を 15℃に設

定したガラスハウス内に設置したトンネル内の市販の

ネギ用培養土を詰めた 200穴セルトレイに 2015年 1

月20日に行った． トンネル内に電熱シートを敷設後，

地温を 30℃に設定し発芽まで管理した．発芽後は地温

の設定温度を 25℃とし，さらに萌芽が 2本程度見ら

れた後 20℃で管理を行った．その後 2015年2月
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15日に 7.5cmポリポットに鉢上げを行い，定植まで

20℃に設定したハウス内で育苗した．

耕種概要は以下のとおりである．播種は，種子を播

種前に流水（水道水）に 3日間浸漬したものを用いた．

定植は， 2015年4月3日に行った栽植密度は 140X 

40cm (1800株/10a) の 1条植えとし，雑草防止や乾

燥防止のため黒マルチを用い，また茎葉の倒伏を防ぐ

ためにフラワーネットを設置した施肥は肥効調節型

被覆肥料 (180日タイプ）を用い，窒素， リン酸，加

里を各成分量で 30kg/10aとした栽培期間中追肥は

行わず，かん水，病害虫防除除草等は適宜行った．

圃場における生育状態を確認するため， 2015年 8月

5日に株ごとに立茎本数を調査した

根株の掘り上げは，地上部の茎葉が黄化，枯死し，

休眠打破に必要な低温に十分に遭遇した (5℃以下の

積算時間がおおむね 100時間以上）と思われる 2015

年 12月 19日に行い，直ちに伏せ込みを行った伏せ

込みはハウス内に30cm程度掘り下げた伏せ込み床に

電熱シー トを敷設し，掘り上げた根株を隙間なく詰め

込み l列ごとに土をかけ，根の間に十分に土を詰め込

んだ．最終的に根株の燐芽群の上 5cm程度の覆土を

行った

伏せ込み後はかん水を十分に行い， 1週間程度放置

したのちトンネルを設置し，以降は地温 17℃で管理し

た

生育調査は，定植時の 2015年4月 3日と堀上時の

2015年 12月 19日に根株重および 2015年 8月 5日に

立茎本数について行ったまた収量調査は若茎を 1週

間に 3回収穫し，品質重量 出荷規格について行った．

試験 2.セルトレイの越冬方法の違いが苗の越冬率に

及ぼす影響

供試品種は「ウェルカム」を使用し，越冬時の埋設

方法の違いによる苗の越冬率を比較した

試験区は，埋設密着区，埋設区，地表直置き区とした．

埋設密着区は，越冬時にセルトレイごと土中に伏せ込

みセルの隙間まで土としつかり密着させて越冬させた

（第 1図）．埋設区は，伏せ込みは行うが土に十分に密

着させなかった地表直置き区はセルトレイをそのま

ま地表に直置きした全ての区において 50穴， 128穴，

200穴のセルト レイを供試した．処理は， 2014年 11

月 25日に開始した越冬率の調査は， 2015年4月 3

日に行った．

地表

＾
 

深さlO~lScm程度

（凍結しない深さ）

第1図セルトレイの埋設方法

Ill 結果

試験 1.播種期の前進化とセルトレイの大きさが品質・

収量に及ぼす影響

定植時の根重は， 50穴区が最も多く， 128穴区

200穴区と土の量が少なくなるほど少なくなり，対照

区が最も少なかった（第 1表）．

播種期とセルトレイの大きさの違いによる茎数は，

8月5日時点で 50穴区が 21.1本／株と最も多く，次

いで対照区となり， 200穴区は最も少なかった（第 l

表）．

堀上時の根重は 50穴区が最も多く，次いで対照区

128穴区， 200穴区の順であった（第 1表）．

総収量は 50穴区が最も多く，対照区と 128穴区が

同程度， 200穴区は少なかった（第 2表）．
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第1表播種期とセルトレイの大きさの違いが根重や圃場での茎数に及ぽす影響

セルトレイ 定植時z 圃場でのy 堀上時x

播種期 の大きさ の根重 茎数 の根重

(g/株） （本／株） (g/株）

50穴 0.98 21.1 2,101 

2014年8月15日 128穴 0.59 18.0 1,813 

200穴 0.35 16.8 1,662 

2015年1月20日 200穴（慣行） 0.15 16.1 2,042 

z 2015年4月3日 Y 2015年8月5日 X 2015年12月19日

第2表セルトレイの大きさの違いによる規格別収量

セルトレイの 出荷規格z 合計

大きさ ss s M L LL 3L 規格外 (kg/10a) 

50穴 29.2 93.4 114.5 271.1 67.3 14.0 24.4 613.9 

128穴 56.0 88.2 128.9 178.7 89.0 4.3 23.1 568.2 

200穴 57.2 70.4 109.6 160.2 52.4 0.0 33.5 483.3 

慣行 34.8 98.4 127.3 188.2 86.0 20.7 23.5 578.9 

z SS7~10g未満、 S10~14g、M14~19g、L19~30g、LL30~45g、3L45g以上

単価の高いL・LL規格は 50穴区が最も多く，次

いで対照区， 128穴区， 288穴区の順であった（第 2表）．

によらず，いずれの区とも 100%となった（第 3表）．

また，埋設区は，セルトレイの大きさが小さくなる

にしたがい越冬率が低くなった（第 3表）．

試験 2. セルトレイの越冬方法の違いが苗の越冬率に

及ぼす影響

埋設密着区の越冬率は，セルトレイの大きさの違い

地表直置き区の越冬率はセルトレイの大きさが小さ

くなるにしたがい低くなった．特に， 200穴セルトレ

イではすべての苗が枯死し，越冬しなかった（第 3表）．

第3表越冬方法とセルトレイの大きさの違いによる苗の越冬率

越冬方法

埋設密着区

埋設区

地表直置き区

セルトレイ 苗の越冬率※

の大きさ (%) 

50穴 100.0

128穴

200穴

50穴

128穴

200穴

50穴

128穴

200穴

※調査日：2015年4月3日

100.0 

100.0 

65.3 

48.4 

21.8 

25.5 

4.1 

0.0 
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IV 考察

冬季から春季にかけてアスパラガスの生産を担っ

ている伏せ込み促成栽培は群馬県昭和村が発祥であ

り（群馬県そ菜技術研究会， 1992), 現在では群馬県

のほかに東北地域で生産が拡大している（山口• 山

田， 2010). 本作型は，露地圃場で株養成を行い，低

温に十分遭遇させた後初冬に茎葉が黄化した後に刈

り取り，根株を掘り取る．アスパラガスの休眠は少な

くとも 16℃ 以下の低温に遭遇すると導入され（山口

ら， 2009), 8℃以下の低温もしくは 26℃ 以上の高温

に一定期間遭遇すると打破されることが知られている

（山口•前田， 2015). 品種や栽培年数により異なるが，

本試験で用いた「ウェルカム」の 1年生株では 5℃以

下の低温の積算が 100~120時間は必要とされており

（小泉ら， 2000), 本県高冷地でこの積算気温になる時

期は，例年 11月下旬頃となるため，根株の掘り上げ

はそれ以降に行うことが重要となるその後ハウス

内に設置した伏せ込み床に株を伏せ込み，伏せ込み床

を加温した後萌芽する若茎を収穫する作型である．

本作型の課題として，育苗方法の省力化があげられ

る．慣行栽培では 200穴セルトレイに播種後 7.5 cm 

ポリポットに鉢上げする方法が用いられているが，そ

の作業と育苗スペースの省力を期待できるセルトレイ

育苗について検討した．

また，慣行栽培では播種鉢上げともに厳冬期であ

る1月に加温されたハウス内で行われることから，光

熱費が負担となるため，併せて加温施設の必要がない

育苗方法を検討した．

今回の試験では，それぞれ 50穴， 128穴， 200穴の

セルトレイを用い，播種時期を加温施設の必要が無い

前年 8月に前進化した場合の定植時の根株重，生育の

指標として茎数堀上時の根株重および収量を慣行

栽培と比較した．

その結果，前年 8月に播種を前進化することで定植

時の根株重は，セルトレイの大きさが大きいほど多く

なり，その量は慣行と比べ顕著であった．

このことから，いずれの試験区においても堀上時の

根株重および収量の増加が期待された．武田ら (2003)

の報告によれば， 1月播種では土量の少ないセルトレ

イでは， 7.5cmポリポット（本試験慣行と同等）に比

ベ収量が劣るが，本試験での収量は 50穴および 128

穴セルトレイは，対照と同等以上であった．最も小さ

い200穴セルトレイのみが掘り上げ時の根株重，収量

が慣行を下回った．慣行の播種期に比べて 8月への前

倒し播種では育苗期間が長いことから， 50穴， 128穴

セルトレイであっても根が十分に生育し，慣行栽培に

劣らない収量が得られたと推測する． しかし， 200穴

セルトレイの根株重は，定植時には慣行より多かった

が，培養土量が少なく，根圏が狭いことから，半年

間の長い育苗期間では根が過剰に回り健全な根が少な

かったことによるものと考えられた．本作型で高収量

を上げるためには，大きな根株を養成することが必要

である（加藤ら， 1995) ことから， 200穴セルトレイ

を用いた育苗は難しいことが明らかとなった．

これらのことから， 50穴および 128穴セルトレイ

を利用して 8月に播種を行うことで， これまで課題と

なっていた鉢上げ労力の軽減化，加温施設の必要性が

解決でき，同時に育苗スペースと培養土量の削減取

扱いの容易さなども解決できると考えられた．

篠田らの報告 (2014) にあるように夏季に播種し定

植する作型では，本圃での株養成期間が長いため収量

は増加するが，病害の発生が多くなるうえ，当地域で

は冬季の強風と霜柱によるマルチの剥離が発生するた

め活用が難しい．そこでセルトレイのまま越冬し，春

季に定植する方法が必要となる．しかし苗の越冬方法

が課題であるため， これについて検討を行った．その

結果，セルトレイをセルの隙間まで土を密着させて埋

設することで，いずれの大きさのセルトレイにおいて

も苗の越冬率は 100%となった．土中に埋設した場合

でも土壌との密着が不十分であれば，越冬率が低下す

ることから，セルトレイを埋設し土壌と密着させるこ

とにより，地温と水分が確保され，苗の生存率が高く

なったと推察された．またセルトレイサイズが小さい

ほど苗の越冬率の低下が見られることから，確実に越

冬させるためには 50穴セルトレイを用いることが望

ましいと考えられた．

また， 8月播種の場合は育苗期間が長くなるため労

カの増加が予想されたが，地上部が枯死した 11月以

降はセルトレイごと土中に埋設し定植時まで特に管理

する必要はないため，萌芽が確認されたのちに，予め

準備した圃場に定植するため作業の省力化は解決でき

る．
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一般にアスパラガスは 10年以上の栽培が可能であ

るが，病害が蔓延することが危惧される．本方法では

圃場での栽培は 1年に限定されることから罹病する可

能性が少なく，継続的にアスパラガスを生産が可能と

なる．ただし，アスパラガスはアレロパシー活性が高

いことから（上杉， 1997), 数か所の圃場を確保し，

輪作していくことが大切である．

近年，伏せ込み促成栽培の専用品種が上市されてい

る．今後はこれらの品種を用いたさらなる生産安定や

収量増加による農家の経営向上につながる成果を期待

する．

v 摘要

山梨県高標高地へのアスパラガス伏せ込み促成栽培

を導入するために，播種期の前進化とセルトレイを用

いた鉢上げ作業の省力化による加温施設を必要としな

い育苗方法またその苗の越冬方法を明らかにした．

定植前年の 8月に播種することで加温施設が不要と

なった．また，育苗に 50穴または 128穴セルトレイ

を利用することで鉢上げ作業が不要となり，慣行栽培

と同等以上の収量が確保できた．

50穴セルトレイを使用し，セルトレイの隙間まで

土壌を確実に密着させた状態で土壌中に埋設すること

で，圃場での越冬率が 100%となった．
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窪田哲・萩原裕一：セルトレイを利用したアスパラガス伏せ込み促成栽培の省力化技術

Labor-saving technique for asparagus rootstock-planting 
forcing culture using cell trays 

Satoru KUBOTA, Yuichi HAGIHARA 

(Yamanashi Pref.Agritech.Cent.) 

Summary 

In order to introduce asparagus rootstock planting by forcing culture to the high-altitude areas of the Yamanashi prefecture, 

methods for raising and overwintering of seedlings were developed. The raising seedling method did not require a heating 

facility as the sowing date was brought forward and the use of cell trays saved potting labor. 

Seeding in August of the previous planting year eliminated the need for a heating facility. In addition, potting was 

unnecessary when utilizing 50 or 128 cell plug trays for raising seedlings. The yield was equal to or higher than that obtained 

b y conventional cultivation. 

A winter survival rate of 100% was achieved in the field by embedding the 50 cell plug trays in the soil and filling the gap 

in the trays completely with soil. 
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