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1 .緒言

長崎県におけるアスパラガスの生産は，当センタ

ーで開発された雨除け耕音技術の確立（イ件・新須，

1990) l）により，ハウスで2～10月まで収穫する「半

促成長期どり耕音」が県内各地に普及し，収穫量で

全国第4位（2012年産野菜生産出荷統計）の生産県

となっている．

判足成長期どり耕音は， 2～4月に春芽を収穫し，

4月に親茎を立茎した後， 5～10月に夏芽を収穫す

る体系で，長期間収穫する耕吾対去である．しかし，

夏芽は年間収量の約60%を占めるが，生産者の高齢

化，気候t副長化が進む中，夏場の高温条件下での収

穫・管理作業は農家負担が大きく，労力に対して単

価が安く収益性が低い．また，夏場の管理作業不足

等により，褐f}£1丙や茎枯病などの病害の発生（内）11 

ら， 2009) Z），ヨトウムシやスリッフ。スなどの虫害

の発生 ωサ11, 2008) 3l，高温による期尭けや異常

茎などの生理障害が発生流木ら， 2008)4lし，夏

芽収量の減少のみならず，秋冬期に十分な同化養分

の蓄積ができなくなるため翌春芽収量の減少にもつ

ながり，収益の減少につながっている アスパラガP

ス半促成長期どり耕音において，夏季に追加立茎を

行うことで，夏芽の萌芽が1ヶ月間停滞することが

明らかになっている（畠：公， 1996) 5l .そこで，夏

季高温時期に追加立茎を行うことによる夏場の収

穫・管理作業時間の軽減効果について検証すると共

に，追加立茎が収量・品質・生育に及ぼす影響につ

いて検討した．

2.材料および方法

アスパラガス「UC157」を供試した.2008年3月に

180 niの単棟ノ号イフツ＼ウス内の幅 lOOcm，高さ 30cm

のフ。ラスチック枠成形床に株間25cm, 1剣直えで定

植した（図 1). 

図1 フ。ラスチック枠成形床

試験期間は2009年夏芽から 2013年春芽までの4

カ年実施した．

毎年全刈後，保温開始前までに堆肥（もみがら牛

糞堆目白 500kg・a-1，石灰資材（セルカ）を lOkg・a-1

施用した

基肥を 1月， 4月，追肥を3, 7, 8, 9, 10月

に合計でN 37.2kg・a一1,P20s 18. 5kg・a-1,K20 

21. 3kg・a-1施用した

親茎の立茎は， 4月中旬に 10本・ml立茎し，追加

立茎を行う区（以降，追加立茎区とする）と，追加

立茎を行わない区（以降，慣行区とする）の2処理
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区を設け，追加立茎区は8月1日から親茎から萌芽

した若宝2本（20本＂illI）を続けて立茎し，総本数

を30本・m lとした（図2).追加立茎完了後，萌芽

慣

行

~＇切開1糊骨｜

問吋？？？｜
」ー曾＼二j

親株は10本・m・l

追
加
立
支
瓦

8/1～9/14までは収穫とかん水は週1田
親株10本・m・1+8月1日から20本・m・1を追加〔追加立茎〕

図2 追加立茎管理方法

した若宝は収穫した．追加立茎した茎葉は基本的に

は放任としたが，頂部が天井ビニーノレlこ接触もしく

は垂れて通路を塞ぐ場合は摘心した． 1区あたりの

株数は8株× 3反復とした

管理については，追加立茎区は8月1日から9月

14日までは，かん水，収穫および茎葉管理同盟 1日

とし， 9月 15日以降ほ｜貴行区と同じ管理とした

収量についての調査は，追加立茎による影響を調

べるために，夏芽を前半と後半に分けて調査した（図

3) .春芽を収穫開始から4月30日まで，夏芽前半

を5月1日から7月31日まで，夏芽後半を8月1日

1）収量

夏芽後半の収量は，慣行区比19%と大幅に減少した

が，翌年春芽は145%，夏芽前半は131%とそれぞれ増

6 7 8 9 10 11 12 

夏芽前半 ｜ 夏芽後半

骨骨
追加 収穫

立茎 立茎 終了

図3夏季追加立茎の栽培体系

から 10月 31日までとし，調査項目は時期別，階

）
温
始
一

C
保
開
一

級別の収量 ・本数とした月別単価（JA全農ながさ

き調べ）は2009年から 2011年の3カ年の平均単価

を用いた．

茎葉の黄化状況は，色差計（NF-333, 日本電色工

業（株））により，各区 15本の親茎の主茎の地上5cm・

15cm ・ 30cm高さの表面のLヰ， a*,b半値を測定した

(L＊；明度（プラスほど明るい， a本；マイナスほ

ど緑色 b＊；プラスほど黄色）．

株直下の照度は，デ、ジタル照度計（IM5, TOPC側）

を使用し，株元地際より真上を向いた状態で計測し

た．

春芽の糖度は， 2013年春芽を用い，若室を 25cm

の長さに調整後発生する切り下繍劃から lOmmの

断片を秀品の上位階級（M級以上（12g・本一l以上））

から5本とり，その搾汁i夜をデ、ジタノレ屈折計（RX-9000

α，アタゴ）により Brix%を測定した．

労働音刊面に用いた労働時間は，実収量等を勘案し

て長崎県農林業五準技術を基に収穫，かん・7.k，茎葉

管理について試算した．

3.結果

収し，年間可販収量は98%とほぼ同等となった（表1,

図4).附汲別害1］合では，可販率は同等で、あった.M・

Sの割合は追加立茎区が19%と｜貫行区の33%より低
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夏季追加立茎が収量に及ぼす影響（2009年～2012年平均）

夏J年後半Z 1手芽y 夏3才：rliI'4主Y

24-
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時期Jjljの階育期lj収量では，追加立茎区で春芽の2L

以上の収量が｛貴行匹比217%,Lの収量は間123%とな

L 

の収量

った．夏芽前半の2L以上の収童話討節子比197%,

の収量は同135%となり，上位階級（L以上）

5.0 

が大きく増加した．

上位階＇＆ J収量の増加に伴い，平均1本草も優れる傾

5J'J 6月
0.0 向となった（図5). 

10月

月別収量比較白009～2012年平均船

g)g SJ'J 7)1 

図6
9月ともに慣行よ月別収量は，追加立茎中の8月，

り大掘に減少した（図6). 
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2）春芽の収穫開始日

追加立茎処理が翌年春芽の収穫開始日に及ぼす影

響については，追加立茎区，慣行区ともに年次変動に

よる早晩の違いはあるが，し、ずれの年においても追加

立茎区が6日から11日早まった（表2). 

表2 春芽収穫開始日

2010年 2011年 2012年

区十壬ムリ↓灰－一

加
行
一
引

冶
岨
府
関
一
主
江

2/17 

2/23 

6日

2/10 

2/21 

11日

3/10 

3/19 

9日

3）地上部茎藁の状況

追加立茎区では，追加した茎葉は親茎立茎の摘芯位

置（地上部120～140cm）よりも上部に伸長し，ハウ

ス天井に到達するか，垂れて茎葉上部に重なるなど慣

行区よりも繁茂した（写真1).病害の発生は秋雨時

期に褐斑病の発生が微発生したが影響はなかった（デ

ータ省略）．茎葉の黄色状況は追加立茎区が慣行区よ

りやや遅れる傾向にあった（写真2，表3, 4) . 

2013年 1月9日の全刈り調査において，茎葉生重量

は追加立茎区が95kg・ a -iとなり慣行区より44%増加

しかなり繁茂する傾向にあった（写真2，図 7).

写真1 生育期茎葉繁茂状況（左：追加立茎区，

右・慣行区）

写真2 全刈時の茎葉状況（左：慣行区，右：追

加立茎区）

表3 茎葉黄化状況（12月）

L* 

追加立茎区 63.9 

慣行区 61. 7 

a* b* 

33.0 

38.4 

8.4 

9.8 

有意差z n.s. n.s. *** 
※2012年12月19日調査
z t検定による． ***:0.1%レベルで有意差有り

n.s.：有意差無し

表4 茎葉黄化状況（全刈時）

L* a本 b* 

29. 7 

32.6 

追加立茎区 64.5 

慣行区 63.4 

-1.3 

0.1 

有意差z n.s. n.s. 本

※2013年1月17日調査

z t検定による． *:5%レベルで有意差有り

n.s.：有意差無し

100 
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ゴ、 60
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qρ 
よ温t

刷
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榊｜

20 

。
追加立茎区 慣行区

図7 全刈時茎葉生重量（2013年 1月9日）



が増加した．年間の労働時間は，夏芽後半の減少と春

削被することができた．一方，春芽および夏芽前半は

慣行区より収量が増加することにより収穫出荷時間

芽および夏芽前半の増加で相殺され慣行と同等とな

1週間後には6%前後となり，その後追加立茎区

翌年の春芽の収穫開始時における切り下部の糖度

4月末まで6～4%を維持しながら， 3曇やかに減少し

た一方，慣行区は収穫開始当初は高い数値を示した

とが可能で，夏季高温時期の労働時間を79時間・lOa-1

追加立茎期間中（8月1日～9月 14日）は，収穫・

かん水・茎葉整理等の耕音管理を週 1回に制限するこ

高く推移し，その後急J敷に収穫量が増加しだしてから

は，追加立茎区は収穫開始から約1週間は8%以上と

。
（
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春芽若茎の糖度と累積収量の推移（2013

年春芽）
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0 
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5）翌年の春芽の糖度但rix）と累榔民量

4/9 

・追加立茎結度

企 ill行結度

－ 追加立茎娯税収品

ーーー・慣行累積収量

と同様に推移した（図9). 

－、－．

6）労働瑚聞試算
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った （表5). 
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慣行区

度となり（図8），追加立茎の若茎は，慣行区に比べ緑

（追加立茎後期）の屋外の照度120kl山時の』｜貫行

の屋外の照度lOOkl邸時にノ＼

区2.5kluxに対し，追加立茎区0.9kluxと64.6%低い照

1. 6kluxに対し，追加立茎区は1.2kluxと25.4%低く，

若室の色（上：慣行区，下．追加立茎区）

8月9日15時 屋 外lOOklux，ハウス内 4lklux

9月7日14時 。屋外120klux，ハウス内 85klux

9月7日14日寺

2.5 

(20%遮光）内における株元の照度は，

遮光率 1

64.6% 

4）株元の照度と若茎の着色への影響

株元の照度（2011年）

色が薄し、傾向で、あった（写真3). 

・追加立茎区

ロ慣行区

8月9日15日寺

（追加立茎初期）
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三i三｛足成長期どりアスパラガ、スにおける

~~5 による労働時開削減効果試算
• lQ I 

半年間合計

(8～lOJJ) (2～4月） (5～7月）

収穫f/Jl{iif 

かん水

十35

0 

十43

0 

0 

÷43 

※記載項目以外のII寺IIせはい！？？：とみなし者路

フ）

夏芽後半の平均単価はそれぞ、れ

1,292円・kg1, 929円・kg1, 77 4pj . kg lであり，

アスパラガスの単収は，半促成長期どり和音の導

入により飛躍的に伸び，併せて本県の主権音面積も伸

びてきた．自縛県アスパラガスの現状G）は，

アンケート（H21年1丹実施）結果によると， 50～

60代が生産者の中心で， 70代以上の生患者が全体の

26% （面積で 18%）を占めている．また，

る単収伸び悩みの要困として病気

られ

不徹忠株の老齢化， ト5にあげらオして

おり，近年，生産者の高齢化が進む中で，

温条件下での収穫・ とって負担

が大きくなっている．そこで，本研究において，

季に親茎を追加立茎することによる夏場のi又穫管理

作業時間の軽減効果と収轟品質や生育に及ぼす影

響について検討を行った．

夏事室力自立茎を行うことで夏芽の収量は大幅に減

少した．追加立茎期間中の減収は， と開様で

あり，通常立茎時の萌芽数の減少と同じ現象で，茎

" 1ei;.' -
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額は， i車力日立茎区では，高単価の春芽および麦芽前半

の収量が増加するため，年間の販売金額制節子区より

やや増加した（表6). 

表6 販売金額試算 （円.a i) 

年［I¥]合計

998 

迫力n立芸区 9,173 104,391 76,799 190,363 

ぜ：行［5{ 47宅166 70,642 57,863 175,671 

※平均単価は，全農調べ2009～201i年3ヵ年平均

※金窓口は，期間合jの階級別平均販売当J.{rfjj×WJlllJfiJ:の階級以j

rifJ坂数litで計算

4幽考

葉の伸長・展葉に養分が｛吏用され，続く

が抑制されたためと考える． しかしながら， 9丹15

日以降通常の管理に戻しでも萌芽の抑制出続き，収

穫終了時まで収量が大きく回慢することはなかった．

このことは，迫力日 し，増加した茎葉

の維持充実に者室隣芽への養分供給がなされなかっ

たためと，思われる．また， る

ことから慎行よりも休眠幕入時期が早いことが考え

られ，追加立茎期間中のかん水制限が水分ストレス

となり擬［該自守1*11畏状態になった可能性と，追加立茎

で新芸を展開させることにより茎棄が若返り， f相良

性が浅くなった可能性が考えられる．今後，休日間企

や保溢開始時期等についての研究を行う必要’性があ

る．

追加立茎以降の若茎は，茎葉が繁茂するため，株元

のR破が低下し，立百繭暖地産夏芽で市場からの要望が

、緑色が濃し とは相反し緑色が薄く
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る傾向が強く， JA全農ながさきとしては大きな問題は

ないとのコメントではあるが，若蓄の色については注

意を要する．また，過繁茂になることからハウス内天

井部・サイドペサ亘路等の空間が狭まり風通しが悪くな

り，秋雨時期に施長性病害が発生しやすくなるため追

加立茎前の開徐の徹農は必須である．併せて，本技術

を導入する場合は，ハウスの規格や立地環境等を考産

する必、要がある．茎葉の黄化は，やや遅れる傾向であ

迫力目立茎中45日間は収穫，かん7］＇（，防除を含めた茎

葉管理を逓l間に制限でき，夏季高塩時期の労働時間

を削按ずることが可能で、あった．年間労働時間は，翌

年の春芽および夏芽前半が増収による収覆時間増と

なるため，夏芽後半の減少、と相殺され慣？と向等とな

ったが，高温時期の労力削減は，雇用型経営の場合で

あれば単髄が安い時期でもあり効果が高いι思われ

る．

るが，萌芽開安部寺期は早まることから， l月中旬まで 夏季追加立茎法は， 「単価は低いが収量を上げ

に黄化が完了し，全刈りすれ椛系温割安部寺期への影響 るため暑いなか収穫・管理作業をするJ栽培から

はないものと思われる．

翌年の春芽および夏芽前半（2月の収穫開始から

通常立茎を経て7月末まで）の増収の要因としては，

20本・m1迫力B立茎により茎葉が23%増加したため地

上部濯葉中に前回一る町議分の絶対量きが増加し，貯

蔵様へ翻賞されたものと考えられる水上ら7)

切り下の糖度と貯蔵根糖度の相関が高いことを証明

しており，収穫開始時期の切下の糖度が高いことから

追加立茎により貯蔵根糖度が高くなったことが示唆

される．

5. 

半促成長期どりアスパラガスにおいて，夏事島加

立茎法の期待される効果は，

1）春芽および夏芽前半（2～7月）の増収，

2）春芽の前進化，

3）夏季高温時期の労力の軽減，

「夏場の作業を減らして，高単価の作業しやすい

春芽を増収するj栽培を実現する癌期的技術とし

てとらえている．また，夏季の労力削減や春芽の

収穫開始持期の平進化による作型分散が期待でき，

高齢生産者の生産継続や規模拡大が可能となり農

家所得向上の観点からの成果も得られる技術であ

る．栽培面積が平成16年，単i肢は平成14年をピー

クに減少傾向にある本県アスパラガス生産の活性

化につながるものと期待する．

4）年間収量および販売金額の増加による農家所得

向上，

5）耕剖本系の組み合わせによる柔控訴見模拡大であ

る．
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Effects of the methods of additional mother stems in Summer in semi-forcing Culture Long period Cropping 

Aspsrsgus are sur滋narizedas follows. 

1) Increase of yj eld in spring bud and the first half of a surnmer bud 

2) Advance of a spring bud 

3) Reduction of the labor in summer high temperature 

4) Improvement of income by Arounf year yields and the sales amount expansion 

5) A cultivation scale expansion by the combination of a cultivation system 
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