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Abstract 

The objective of this study was to establish the cultivation technique for high yield with high profit in mother fern green 

asparagus (Asparagus officinalis し)cultivation. Effects of pinching and lower branch pruning on the yield and size of spears 

were invest伊 ted.The marketable yield， especially large (L) class spear yield with high unit price was the highest in both the 

summer and subsequent spring seasons， when mother ferns are pinched to a 140 cm height with removal ofthe lower branches 

at a 50 cm h巴ight.The marketable yield in summer spears showed maximum values when the width bet¥νeen pinching and the 

lowest branch heights was 80-90 cm. The marketable yield of spears in the subsequent spring increased with increases in both 

the width ofpinching and the lowest branch height to 90 cm. 

Key Words : marketable yield， mother fern， spring spears， summer spears， training 
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緒 Eヨ

アスパラガス (Asparagusofficinalis L.)を複数年にわた

り収穫する栽培法は，春芽収穫後の株養成期間に萌芽する

すべての茎を放任状態で繁茂させる作型(北海道型)(多

賀， 1989) と，春芽収穫後に一定数の立茎を行い，収穫と

株養成を並行して行う作型(台湾型) (Chen・Jean，1964) 

に大別できる 北海道型は生育適温期聞が短く，しかも梅

雨のない気象条件に適する栽培法であるのに対して，台湾、

型は生育適温期聞が長く ，比較的高温の地域で発達した栽

培法である目

圏内では長い間露地栽培が一般的であり ，西南暖地では

高温多湿により茎枯病が多発したため，生産地は北海道や

長野県などの冷涼地に限られていたが，雨除けハウス等の

導入(小林 ・新須， 1990)により，西南暖地でも広く栽培

されるようになった さらに立茎栽培が行われるようにな
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り，半促成長期どり栽培(池内，1998)へと発展した

西南l慶地における半促成長期どり栽培では 4月から立

茎を開始し， 12月下旬までの約 8か月 聞にわたり更新する

ことなく親茎を維持する アスパラガスの光合成速度と光

飽和点は萌芽開始 1 ~ 2 か月後に最大となり ， その後次第

に低下する(田中 ・長岡，1992) ことが知られているが，

立茎初期に相当する萌芽開始後の約 1 ~ 2 か月聞は同化養

分や無機養分は親茎自身の成長のために消費され，若茎へ

の転流はほとんどなく， 萌芽数は少ない(井上ら，2007). 

このことから，立茎期間中の親茎の光合成能力を高く 維持

して，同化養分を若茎と地下部に効率よく転流させること

が当年ならびに翌年の春芽の安定多収につながると考えら

れる.アスパラガスの半促成長期どり栽培において，立茎

期間の親茎が過繁茂になると，夏期の作業環境の悪化，換

気不足による病気の誘発，さらに採光不足による若茎の緑

色度の著しい低下を引き起こす.そこで，収穫の作業性の

向上，通風の向上による病害虫の耕種的防除効果の向上，

薬剤防除時の作業性と防除効果の向上，台風被害の軽減な

どを目的とした摘心 (大串， 1998a)や茎葉による若茎の伸

長阻害の防止，収穫や追肥などの作業性の向上，通風の向
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上，若茎の緑色度の向上などを目的とした下枝の除去が行

われている(大串， 1998b). 

重松 (1997) は親茎の直径を 10 ~ 12mmとし，立茎本

数を 9本 ・m-2(畦幅 150cmの場合，畦 1m当たり 13.5本)

とした場合，主茎の摘心位置は地上 120cmが最も多収であ

ると報告している.しかし， この方法では，立茎本数が多

すぎて過繁茂となり，作業性の低下，病気の発生，夏芽の

緑色度低下が懸念される また，親茎が細いと収穫される

若茎は M級以下が多くなる(安部ら， 1999) アスパラガ

スでは一般に M 級や S級に比べて L級の単価が高いが，

単価の高い太い若茎をより多く生産するための整校法につ

いて報告した例は少ない.

そこで，本研究では収量，特に高単価階級である太い若

茎 (L級)の増収を目的とした親茎の摘心位置と下校の除

去位置について検討した.

材料および方法

実験 1. 摘心の位置と生育・収量

材料として， 1997年 10月 14日に定植したアスパラガス

'UC-157' を供試した畦幅 150cm，株間 25cm， 1条植え

(250株 .a-I
) とした.

摘心位置と l次側校数の関係を明らかにするために， 3 

年生株， 5年生株， 9年生株を供試し，地上 50cm以下の下

校はすべて除去した状態の l次側枝数と親茎の茎径 (cm)

×草丈 (cm)x畦 1m当たりの茎数 (本実験では 11本)で

求められる生育指数(多賀， 1989)を各処理区当たり 20株

ずつ調査した なお，放任した親茎を供試し，高さ 50~ 

120 cm， 50 ~ 140 cm， 50 ~ 160 cmの l次側校数を測定し

た.無摘心区については地上 250cmまでの l次側枝数とし

た. 3年生株， 5年生株，9年生株の測定日は，それぞれ

2000年7月 14日， 2002年7月 15日， 2006年7月20日とした

また，摘心位置とアスパラガスの収量の関係を明らかに

するために，4年生株の時には均一栽培を行った 5年生株

を供試した. 2002年 4月 20日に立茎を開始し，親茎の太

さを直径 10~ 14mmに，立茎本数を 7.5本 ・m-2 (畦幅

150 cmの場合，畦 1m当たり 11;本)とした地上 120cm，

140 cm， 160 cmで摘心，さらに無摘心 (放任)の区を設け，

地上 50cm以下の下校はすべて除去した.

立茎開始後の 2002年 5~ 10月に夏芽を収穫し，翌年 l

月 20日から保温を開始して， 2003 年 2 ~ 4 月に春芽を収

穫した.各区 15m2の2反復で行い，収穫期間中は，25 cm 

以上の若茎を毎 日収穫し，先端部から25cmに調整した後，

聞きや曲がり等を除いた若茎の収量 (以下 「可販収量J)と

階級 (S級 :5 g以上 12g未満， M級:12 g以上 18g未満，

L級:18 g以上)を調査した.

実験 2.摘心および下枝除去の位置と収量

材料として，アスパラガス 'UC-157' の3年生株を供試

した 2000年 4月20日に立茎を開始し， 5 ~ 10月に夏芽を

収穫し， 2001年 l月 20日から保温を開始して， 2 ~ 4 月に

春芽を収穫した.摘心位置が地上 120cmでは下校の除去位

置を地上 50cm，70 cmとし，摘心位置が地上 140cmでは下

枝の除去位置を地上 50cm， 70 cm， 90 cmとした各区 15m2 

の3反復で行った.収穫調査の方法は実験 1に準じた

結果

実験 1.摘心の位置と生育・収量

親茎の摘心位置と発生した i次側枝数および生育指数の

関係を，親株の生育年数別に第 l 表に示した直径 10 ~

14mmの親茎の l次側枝数は 3，5， 9年生株のいずれにお

いても， 120cmの摘心では約 18本， 140 cmの摘心では約

24本， 160cmの摘心では約 29本であった また，生育指

数は 120cmの摘心では約 1500，140 cmの摘心では約 1800，

160 cmの摘心では約 2100であった.このように，親茎の

摘心位置が高いほど l次側校数が多くなり，生育指数も多

くなった.一方，無摘心では l次側校数は約 68本，生育指

数は約 3300と極めて多くなった しかし，側校数，生育指

数とも親株の生育年数による差はなかった

第 2表に示すとおり， 5年生株における年間の可販およ

びL級の収量は，摘心の位置 140cmの場合に最も多く ，次

いで 160cm，無摘心であり， 120 cmが最も少なか った.

160 cmで摘心した場合および無摘心では翌年の春芽収量は

多かったが，収穫期間の長い夏芽の収量は少なかった.ま

た L級の比率は，夏芽で差がなかったが，翌年の春芽で

は無摘心が最も高く ，次いで 160cm > 140 cm > 120 cmの

順となった.

実験 2.摘心および下枝除去の位置と収量

第 3表に示すとおり ，夏芽と翌年の春芽の可販収量， L級

の収量， L級の比率のいずれも 120cm摘心では下枝除去の

第1表 アスパラガスの摘心位置ま での側枝数と生育指数

3年生株 5年生株 9年生株

摘心位置 側校数
生育指数

側枝数
生育指数

側枝数
生育指数

(cm) (本/茎) (本/茎) (本/茎)

120 18.7 aZ 1474 aZ 18.5 aZ 1584 aZ 17.9 aZ 1606 aZ 

140 24.3 b 1720 b 24.1 b 1848 b 23.6 b 1874 b 

160 29.8 c 1966 c 29.7 c 2112 c 28.9 c 2142 c 

無摘，心 69.1 d 3072 d 68.0 d 3300 d 67.0 d 3347 d 

z同列の異なるアルファベット聞は Tukeyの多重検定 (5%水準)で有意差あり
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第 2表 アスパラガスの摘心位置が階級別収量に及ぼす影響 (5年生株)

階級別の可販収量 (kg• a-I) z 

摘心位置 夏芽 翌年の春芽 年間合計

(cm) L級 M級 s級 小計Y L 級 M級 S級 小計Y L級 M級 S 級 合計Y

120 cm 
108 48 31 188:t 15.2 89 23 21 133:t 12.0 197 71 52 321 :t 27.2 

(58) (26) ( 17) (100) (67) (17) ( 16) (100) (62) (22) (16) (100) 

140cm 
127 58 33 218:t 10.6 112 29 19 161:t 17.3 239 87 52 379:t 27.9 

(58) (27) (15) (100) (70) ( 18) ( 12) (100) (63) (23) (14) (100) 

160cm 
106 44 24 175:t 18.7 123 24 17 165:t15.9 230 68 42 339士34.6

(61) (25) ( 14) (100) (75) (15) (10) (100) (68) (20) (12) (100) 

無摘，心
89 42 24 154:t 7.1 136 22 13 171 :t 17.0 225 64 36 325:t 24.0 

(58) (27) (15) (100) (79) (13) (7) (100) (69) (20) (11) (100) 

Z括弧内の数値は重量%を表し，可販収量に対する各階級の割合として算出

Y平均値 ±標準誤差 (n= 2) 

第 3表 アスパラガス親茎の下校除去の位置が階級別収量に及ぼす影響 (3年生株)

整校の位置 階級別の可販収量 (kg・a-I)z 

(cm) 夏芽 翌年の春芽 年間合計

摘，心 下枝除去 L級 M級 s級 小計 L級 M 級 S級 小計 L級 M級 S級 合計

50 128 50 13 191 aY 118 14 5 137 a 246 63 19 328 a 

(慣行) (67) (26) (7) (100) (86) (10) (4) (100) (75) (19) (6) (100) 
120 

70 
115 47 18 179 a 72 16 6 94 b 187 63 24 273 b 

(64) (26) ( 10) (100) (77) (17) (6) (100) (68) (23) (9) (100) 

50 
142 38 12 192 a 131 17 5 153 a 273 55 16 345 a 

(74) (20) (6) (100) (86) (11 ) (3) (100) (79) ( 16) (5) (100) 

140 70 
129 45 15 189 a 103 21 7 131 a 232 66 22 320 a 

(68) (24) (8) (100) (79) (16) (5) (100) (73) (21 ) (7) (100) 

90 
78 36 14 128 b 64 17 5 86 b 142 53 19 214 b 

(61) (28) (11) (100) (74) (20) (6) (100) (66) (25) (9) (100) 

z括弧内の数値は重量%を表し，可販収量に対する各期間の割合として算出

Y各摘心位置の同列において異なるアルファベッ ト聞は最小有意差法により 5%水準で有意差あり

200 O 

位置 50cmの方が 70cmよりも多く ，140cm摘心では下校除

去の位置が 50cm と70cmで多く， 90cmでは少なかった.

第 l図には実験 lと実験 2から得られた摘心位置と下校

除去位置の幅 と夏芽および翌年の春芽の収量との関係を示

した.摘心位置と下校除去位置の幅が 80~ 90 cmの場合に

夏芽の収量は最大になった.すなわち，慣行の下校除去の

位置が 50cmの場合， 摘心位置が 130~ 140cmで収量が最

も多くなった.また，摘心位置と下枝除去位置の幅が広い

程翌年の春芽収量は多収 となったが， 幅 90cm以上では差

がみられなかった.
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.印は夏芽の平均値(0印は全データ)

Y = -0.0397; + 6.7393x -85.442 

R' = 0.9874 

企印は翌年の春芽の平均値(ム印は全データ)

Y = -0.0212x' + 4.6067x -86.849 

R' = 0.9978 

考 察

d. アスパラガスの単価は L級で最も高く ，次いでM級 (L

級の 2割安)， s級 (L級の 4割安)の順である. このよう

に，階級による価格差が非常に大きいこ とから収益性を向上

させるためには L級の割合を高くすることが有効である.

長期立茎栽培では， 親茎を追加することなく 継続して立

50 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 
摘心位置と下校除去位置の幅(cm)

第 1図 摘心位置と下校除去位置の幅が可販収量に及ぼす影響
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茎する方が夏芽の収量が多い(重松，1997).また，親茎が

太いほど若茎の平均 l本重は重くなる(井上ら，2007).そ

のため，立茎はその後の生産力を決定付けるという意味で，

栽培管理の中で最も重要な作業であるといえる.

二次分校の発生を抑制するために，親茎の摘心は萌芽約

60日後の完全展葉時に行う 通常，親茎が太い，貯蔵根の

Brixが高い，春芽の収穫期聞が短い，夜温が高い，濯水量

が多い等の条件下では親茎の節聞は長くなる傾向にあり ，

同じ摘心位置でも側枝数は減少する.さらに，親茎の摘心

位置が高いほど可販収量と太い若茎の収量が増加するとい

う報告(田中， 2004)もある 本研究では太い若茎の生産

を目 的に直径 10~ 14mmの親茎を立茎して，50 cm以下

の下枝を除去した場合，摘心から下校除去位置の幅を 80 ~

90cm程度(側校数 22~ 26本)にした場合に夏芽の収量

が最も多かったこの理由として，側校数が少なすぎると

光合成量が不足し，多すぎると呼吸による同化産物の消耗

が激しくなったり，換気の悪化による葉焼けや病害も誘発

しやすくなるためと考えられる.

一方で，翌年の春芽の収量は側校数が多いほど増加した

立茎期間中は親茎の光合成産物をエネノレギー源として夏芽

が萌芽，伸長するのに対し，春芽は貯蔵根に蓄積された貯

蔵糖をエネルギー源として伸長するため，前年秋に健全な

茎葉が多く ，地下部へより多く転流し，貯蔵根糖度が高ま

るほど増収したと考えられる.

アスパラガスの生産目標の一つに，300 kg • a-I以上の収

量の確保がある 本研究の結果，主校摘心と下枝除去の位

置を 70cm以上確保することにより 300kg. a-I以上の収量

をあげることができ，L級の割合も高まった.

北海道型の作型では，生育指数が 3000~ 4500が最適

(多賀，1989)であると いわれている.本研究でも生育指数

が大きいほど，翌年の春芽の収量は多かったが，夏芽の収

量は地上 140cmで摘心した区てe最も多収と なった.このこ

とは，第 l表からみて半促成長期どり栽培における最適生

育指数が 1700~ 1900程度であることを示している.西南

l慶地は寒冷地に比べて日射量が多いため ソースとなる親茎

は比較的少なくても十分機能し，また温度と湿度が高いた

め，親茎が繁茂し過ぎると呼吸による同化産物の消耗や葉

焼け，病害を誘発しやすくなると考えられる.

アスパラガスの株当たりの光合成量は立茎後 4か月 間

(5 ~ 8月)は高く維持されるが，それ以降 (9~ 10月)は，

根の貯蔵養分が若茎へ転流すると報告されている(伊藤ら，

1994).一方，根の貯蔵養分量は秩期に急激に増加し，翌春

の若茎生産への同化炭素の分配割合は後期の同化炭素ほど

高く ，9月以降の同化炭素は貯蔵根に分配され，春芽の生

産には主に秋期の光合成が寄与するとの報告もある(金森

ら，1990).従って，翌年の春芽の増収のためには夏芽の収

穫終了後も地上部茎葉を健全に保ち，スムーズな養分転流

を促すことが重要と考えられる.

以上のことから，西南暖地におけるアスパラガスの半促

成長期どり栽培では，親茎の側校数が 22~ 26本程度，す

なわち地上 140cmで摘心し， 50 cm以下の側枝を除去する

ことにより，夏芽と翌年春芽の可販収量，特に単価の高い

太い若茎 (L級)の収量が増加することが分かつた.

摘要

アスパラガスの半促成長期どり栽培における若茎の階級

別収量に及ぼす親茎の摘心と下枝の除去位置の影響を検討

した結果，親茎を地上 140cmで摘心し， 50cm以下の側枝

を除去することにより ，夏芽と翌年春芽の可販収量，特に単

価の高い太い若茎 (L級)の収量が増加した.摘心と下校除

去位置の幅が 80~ 90cmの場合に夏芽の収量は最大となっ

たまた，摘心と下校除去位置の幅が広い程翌年の春芽の収

量は増加したが，幅 90cm以上では差がみられなかった
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