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伏せ込み促成アスパラガス栽培における1年半株養成法が

茎枯病発生、根株および若茎の生育に及ぼす影響

小泉丈晴 ・中保博也事

緒 言

伏せ込み促成アスパラガスの2年株養成法は、養

成期間が長いために病害の発生が多く、さらに休眠

が深いことから生産が不安定とされ1)、群馬県内で

は年々栽培面積が減少している。一方、 l年株養成

法は、これらの点において2年株養成法より優れる

が、育苗に施設や労力がかかるため導入に踏みきれ

ない生産者が多い。そこで、 l年株養成法の育苗時

の労力を省力化し、 2年株養成法より養成期間を短

縮したl年半株(夏まき短期)養成法を筆者らは考

案した。群馬県利根農業総合事務所の調査 (2002)

によると、本養成法における 10a当たりの播種から

根株掘り取りまでの作業時間は、 l年株養成法より

50時間、 2年株養成法より 21時間それぞれ少なくな

り、省力化が可能であることが明らかにされている。

しかし、その収量性や病害の発生に及ぼす影響など

の報告はない。そこで、本報告では、 1年半株養成

法と慣行の株養成法とを比較し、根株の生育、茎枯

病の発生および若茎の収量に及ぼす影響を明らかに

した。

試験方法

試験区は、以下に示した3区を群馬県農業技術セ

ンター中山間地園芸研究センター(沼田市、標高:

390m) 内の同一ほ場に設置し比較した。本ぽにおけ

る試験区は1区20株、 3連制とし、品種は「グリーン

タワーJを用いた。茎枯病防除のため、 3区ともに

株養成時の茎葉生育中にTPN剤(商品名:ダコニー

ノレ1000) の1000倍液または銅剤(商品名 :Zボノレド

ー)の500倍液を1カ月当たり l回を目安に散布した。

l年半株養成区 2001年8月3日に培養土を詰めた200

穴のセルトレイに播種した。得られた苗を95cm幅の

黒ポリマルチフィルムを張った平床に、畦問140cm、

本群馬県利根沼田県民局利根農業事務所

(現群馬県立農林大 学校)

株間50cm、l条植え (la当たり 143株)の栽植様式で

9月17日に定植した。基肥としてla当たりの成分量

で窒素、リン酸、カリのそれぞれ1.5kg、1.9kg、

1.9kgを定植直前に施用した。12月10日に黒ポリマ

ルチフィルムを除去した後、凍害を受けないように

土寄せを実施し越冬させた。追肥として基肥と同量

を2002年6月4日と 7月22日の2回に等量に分けて施用

し、直ちに土寄せを実施した。

1年株養成区 2002年1月8日に培養土を詰めた200穴

のセルトレイに播種した。2月18日に直径9cmのポリ

鉢(容積O.3L) に百を鉢上げし、 2次育苗した。135

cm幅の黒ポリマルチフィルムを張った高畦床に、畦

問140cm、株間50cm、1条植えの栽植様式で5月1日に

定植した。施肥は基肥のみとし、 1年半株養成法の

基肥と同量を定植直前に施用した。

2年株養成区 2001年4月27日に培養土を詰めた200

穴のセルトレイに播種した。得られた苗を95cm幅の

黒ポリマルチフィルムを張った平床に、マルチ問

140cm、株間20cm、条間45cmの2条ちどり植え(Ia当

たり 714株)の栽植様式で5月30日に定植した。施肥

は基肥のみとし、 1年半株養成法の基肥と同量を定

植直前に施用した。 2002年3月12日に根株を掘り取

り、直ちに鱗芽群ごとに2""'-'4株程度に株分けし、畦

問140cm、株間50cm、1条植えの栽植様式で再び定植

した。2年目の施肥についても1年目と同量を施用し

た。以上の株養成期間の異なる3区について、 2002

年12月7日に茎葉を刈り取り、 12月9日に根株を掘り

取った。伏せ込み法およびその後の促成栽培法につ

いては、当研究センターの慣行法に準じた。

調査に当たっては、株養成時の2002年10月15日に

おける各試験区の茎枯病の発生について0""'-'3 (4段

階)の指数を用いて表し、発病度を算出した。また、

同年12月9日の根株掘り取り時に各試験区の両端の5

株(1、 2、18""'-'20株目)を除いた15株について根株

の生育を調査した後、伏せ込みを実施した。さらに、

促成栽培における2003年1月5日""'-'3月5日までの若茎

の収量について各試験区を比較した。
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結 果

l年半株養成法で養成された根株は、 l年株および

2年株養成法に比べて重く、鱗芽数が多かった。ま

た、貯蔵根の8rixが、 1年株養成法と同様に2年株養

表1伏せ込み促成アスパラガスの株養成法と根株生育

株養成法 根株重 鱗芽数 貯蔵根

(g/株個/株 Brix(%) 

1年半株 1，277a 29.3a 21.3a 

l年株 1，057b 24.7b 20.2a 

2年株 869c 28.5ab 17.9b 

分散分析 ** * ** 
注)同一英小文字聞には， Tukey法により5弛水準で有意差がないことを

示す(n=15、3反復)。
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図l 伏せ込み促成アスパラガスの株養成法が規格別若茎
収量に及ぼす影響

注)規格叫i上:17g以上， M:10g以上17g未満， S:7g以上10g来
満，外:7g未満，曲がり・曲がり症が発生し商品価値のなしもの
調査期間乏003年1 月 5 日 ~3月 5 日 (n=15， 3反街 。
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図2 伏せ込み促成アスパラガスの株養成法が茎枯病発生に
及ぼす影響

注)発病度=E(指数別発病株数×指数)-H調査株数X4)X100 

指数0:発病無し， 1・茎一部に病斑発生， 2茎数カ所に病斑が散
生.3:全身に病斑が散生.4:多数の病斑が連生して枯死

縦棒は標準誤差(n=20，3反復)を示す。

成法に比べて高かった(表1)。促成栽培におけるL

級以上の上位規格収量および総収量では、 l年株お

よび2年株養成法に比べて 1年半株養成法が優った

(図1)0 1年半株養成法における茎枯病の発生は、

1年株養成法と同様に少なかった(図2)。

考察

アスパラガスの発芽適温は25'"'-"30"C')とされ、 1

年株養成法では1月まき、 2年株養成法では4月まき

のため、育苗には温床が必要となる。しかし、 1年

半株養成法では、 8月上旬の夏季に播種する ため、

温床を必要としない。 さらに、 1年株養成法で行う2

次育苗を必要とせず、 2年株養成法で行う 2年目の春

における根株の掘り取り、分割増殖および定植作業

を必要としない省力的な株養成法である。

最近になり、群馬県内の産地では、 2年株養成法

において茎枯病の発生が問題となっている。本試験

においても2年株養成法では、茎枯病が発生し、減

収要因となった。一方、 l年半株養成法では、 1年株

養成法と同様に茎枯病の発生が軽微であった。これ

は、株養成期間が短いことによると推測される。

さらに、 1年半株養成法は、 1年株養成法および2

年株養成法と比べて、 L級以上の上位規格収量およ

び総収量が多い。 これは、 I年半株養成法は、 1年株

養成法に比べて株養成期間が長く、 2年株養成法で

行う 2年目の春における根株の分割をしないため、

根株が充実したものと考えられる。

以上の点から、 1年半株養成法は、省力的で、茎

枯病発生が少なく、収量の多い株養成法と考えられ

た。本株養成法は、 9月に苗を本ぽに定植するため、

それまでに収穫を終える作物の後作に適する。
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Asparagus Forcing Culture in a Hotbed by One and Half-year-old Rootstock 

Takeharu KOIZUMI and Hiroya NAKA1YO 
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