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育　苗

野菜栽培では苗半作といわれ、育苗は極めて重

要な作業である。果菜類では苗の素質や育苗中の

花芽の着生状態の良否が、また葉菜類では育苗管

理の適否によって苗素質に差ができて生育障害を

招くことがあり、定植後の生育や品質・収量に大

きな影響を及ぼす。このため、良い床土の準備と

光、温度、湿度などの育苗の環境整備が大切となる。

床土

□良い床土の条件
①物理性の良いこと

一般には団粒構造が発達して、灌水した水がよく

浸透し、しかもむらなく保水できることが大切であ

る。このような土であれば排水もよく、酸素の量も

多く、根の発育がよく養分の吸収が盛んとなる。

原土に対して有機物の量を増やすと、排水性や

通気性は良好となるが、保水性は悪くなるので、

作物の種類に合わせて原土と有機物を適切に配合

することが重要である。

②化学性の良いこと

育苗中の養分吸収の良否が、生育や収量に大きく

影響する場合が多い。ｐＨ、ＥＣが適切で、養分のバラ

ンスがとれているように必要な養分の適量を予め土

に与えておくことが大切であり、それらの養分が均

等に混合されていないと苗の生育が不揃いとなる。

なお育苗床土への施肥量が多い事例もみられ、

養分過剰による生育抑制を起こさないような床土

を作るよう配慮する。

③病害虫のおそれがないこと

育苗時から病害虫が発生すると、苗の生産計画に

支障をきたす他、定植後の生育にも大きく影響する。

苗の時は、特に病害虫に犯されやすいので、無

病で病虫害の心配のない土を用意しなければなら

ない。特に土壌伝染性の病害に対しては細心の注

意が必要である。

④育苗する作物の種類に適応すること

作物の種類により適する床土の条件が異なるの

で、作物の性質をよく知っておく必要がある。例

えば、ナス類に比べキュウリなどのウリ類は、土

壌中の酸素濃度が高めで根の発育が旺盛となるの

で、土の通気性をよくする必要がある。

□床土の必要量の求め方
【例　キュウリ】 10ａ当たり播種量2,500粒

①播種床面積

条間６cm×種子間隔３cm×2,500粒＝4.5㎡

②播種床土量

床面積4.5㎡×深さ５cm＝0.225

③鉢育苗土量

１鉢（12cm径ポリポット）当たり0.8L

0.8L×2,500鉢＝2.0

□床土の作り方
前年の夏頃から原土と有機物を堆積して切返しを

した熟成床土と、使用する直前に作成する速成床土

がある。熟成床土は切返し作業に労力がかかること

や、肥料養分の流亡等均質なものができないことも

あり、より簡易な速成床土を作成する事例が多い。

熟成床土

①原土と有機物の準備

原土は病害虫に汚染されていない畑の深土や水

田の土で、粘土質に砂が混じったものが望ましい。

有機物としては、堆厩肥や落葉のよく腐熟した

ものを用いる。

②堆積

夏期の高温時（７～８月）に原土と有機物を、それ

ぞれ15cm程度の厚さの層に、交互に積み上げてい

く。その際、タンカル、ようりん等の土壌改良資材

を原土の上に、化成肥料等を有機物の上に添加する。

肥料分の流亡を防ぎ、腐熟を促進するため、堆

積した上をこも等で覆う。

表－１　育苗ポリポット１鉢当たりの土量のめやす

表－２　原土１ 当たりの養分施用量

g
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表－４　ＥＣ測定による床土の施肥のめやす

□床土、苗床の土壌消毒
無病の山土や水田の土を確保できない場合は、

畑の土を使うことになるが、その場合は床土の消

毒が必要になる。土壌消毒は危険な作業を伴うの

で十分に注意して行なう。

①焼土　

鉄板や大鍋の上に、土壌を15～30㎝に盛り、下

から加熱する。土の温度が80℃（表面が白く乾く

程度）になったら止め、上から濡れむしろをかけ

て２時間むす。

床土は手でにぎって崩れない程度の水分状態に

なっていることを確認して行う。大量の処理には

向かない。

焼土は土壌の団粒構造が壊れ、単粒になる欠点

がある。

②土壌くん蒸剤による消毒

クロルピクリン錠剤を用いた床土の消毒手順

クロルピクリン剤には一般的な液剤の他に取扱

を容易にした錠剤やテープ剤がある。育苗床土の

ような小規模な消毒では錠剤が利用しやすい。

①土壌水分の目安は、湿り気があり土を握って放

すと2～3個に割れる程度とする。

②土を30cmの高さに積み、30×30cmごとに深さ

15cmの穴をあける。

③1穴当たり1錠を内包装のまま施用し、直ちに覆

土する。

④更に30cmの高さに土を積み上げて同様に錠剤を

置く。

⑤これを繰り返し最後に土を積み上げた後は上に

錠剤をおかずにポリエチレン等で被覆する。

⑥地温が15℃以上の場合、処理後10日ほど被覆し、

その後ガス抜きする。できればガス抜き後、7

日程放置してから使用する。地温が15℃以下の

場合、ガス抜きまで10～14日以上、ガス抜き

から播種、定植までを7～10日以上に延長する。

⑦錠剤使用量は1 当たり35個。

□市販野菜育苗床土の利用
自家製育苗床土の作成にかかる労力軽減や苗の

均一化をはかるため、園芸用育苗培土の利用が一

般的となっている。

基本的に無病で均一であるため、苗の安定生産

には利用価値が高い。

数多くの野菜用育苗培土が市販されているが、

野菜の種類により適する培土が異なるため、培土

③切り返し

堆積した床土は、約１カ月後切り返しを行なう。

その際、土と堆肥がよく混ざるようにし、同時に

ｐＨを測定し、6.5を目標にタンカル等を混入し矯

正する。切り返しは２回くらい行なうとよい。

速成床土

熟成床土に比べ省力化でき、短期間で使用可能

な床土を作成できる。

時期的には使用する１週間前までには作成しておく。

病害虫発生の恐れがない無病の山土や水田の土

を原土とし、有機物と土壌改良資材（石灰、よう

りん）を混ぜ、さらにチッソ、リンサン、カリを

よく混ぜ合わせる。

有機物は完熟堆肥や、よく腐熟した腐葉土を用いる。

未熟の有機物を使うとガス障害を起こすので注意

する。同様に米糠、油粕、魚粕、石灰窒素は使用しない。

もみがらは入手しやすい有機物資材だが、生のも

のは土壌微生物が分解する際、チッソを栄養源とし

て消費するため、苗が窒素飢餓におちいるので使用

しない。粉砕しよく腐熟したもみがら堆肥を用いる。

もみがらくん炭は、通気性、排水性がよく軽い

床土ができるため作業性も優れるが、焼きすぎる

とｐＨが高くなり、床土のｐＨがアルカリ側にな

る場合もあるので注意する。

園芸用として市販されているピートモスは保水

性に優れ床土の有機物源として優れている。ピート

モスはｐＨが低く強酸性であるため一般にはｐＨ

調整されたものが市販されているが、未調整のも

のは酸性を矯正し使用する。

床土を作成したら必ずｐＨ、ＥＣを確認し、生

育障害の恐れがあれば再調整する。

表－３　速成床土作成のめやす

※ｐＨ調整のため炭カルか苦土石灰を3～5kg/ 程度を施用する
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育苗ポットの用土としては粉状の培土は鉢詰め

や移植作業がやり易く、保水性に富むが排水性が

やや劣るので、1回当たりの灌水量に注意を要する。

粒状の培土は排水性は良好だが灌水回数が多くな

り、徒長ぎみになるので注意を要する。

主な園芸用育苗培土の種類と特性は表－５のと

おりである。

の特性を良く理解し選択することが大切である。

果菜類にはある程度粒径の大きい資材の適応性

が高く、葉菜類ではピートモス等の配合割合が比

較的多く、比重の小さい資材の適応性が高い。

目的とする作物への適応性を損なわない程度に

自家製床土と市販育苗培土を適宜混用して使用し

てもよい。

例えば播種床の場合、ECの高い培土は、発芽勢

が低下するのでそのまま使用しない。粒状のもの、

比重の重いものも同様に、粉状で肥料分のない山

土などを混合して用いることが望ましい。

表－５　主な野菜用育苗培土

【配線条数と配線間隔の決め方】

配線条数＝（電熱線の長さ－温床の幅）÷温床の長さ

配線間隔＝温床の幅÷（配線条数＋１）

冷床

春、暖かくなってからの育苗で加温を必

要としない場合は冷床を利用する。

保温資材としてビニール等を準備する。

床土は良質なものとし、床土の下にはモ

ミガラなどで断熱層を作る。

播種床の準備

前年の夏から秋にかけて作った床土を利

用するが、篩にかけて礫を除き、播種の４

～５日前に準備する。温床の場合は予め地

温を上げておく。

図－１　電熱温床の設置のしかた

苗床

□苗床の種類
電熱温床

熱量の目安は、２月育苗では播種床3.3㎡当た

り400Ｗ（500Ｗ電熱線１本で4.1㎡）、仮植床3.3

㎡当たり250Ｗ（500Ｗ電熱線１本で6.6㎡）、３

月育苗では播種床3.3㎡当たり250Ｗ、仮植床3.3

㎡当たり150Ｗ（500Ｗ電熱線１本当たり10.8㎡）

以上は必要で、必ずサーモスタットを使用する。

電熱線は500Ｗ／200Ｖ・60ｍが使われている場

合が多い。

【配線時の注意点】

①線は互いに触れないように真っ直ぐに張り、わ

ずかにゆとりをもたせて支柱にかける。

②配線後の土入れは線を動かさないように注意する。

③配線は長辺と平行に行なう。温床の外側から熱

が逃げやすいため外側を狭く中央部を広めに

配線する。

④配線の間隔は広くて30cm、狭くて６cmくらい

とする。
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に応じ寒冷紗等で日よけをする。

セル成型苗

キャベツ、ネギ、タマネギ、レタス、ブロッコリ

ー、カリフラワーなどの葉菜類やトマト、キュウ

リ、メロン、ナスなどの果菜類では、セル成型苗

等を利用することで育苗の省力化が図られている。

キャベツでは200穴～300穴プラスチック製や

発泡スチロール製セルトレイ、ネギでは200～

400穴プラスチック製セルトレイや264穴チェー

ンポットが使用されている。トマトでは、72穴プ

ラスチック製セルトレイに播種された苗を、４～

５号ポットに鉢上げをし、育苗してから定植が行

なわれている。

セル成型育苗は、１株当たりの土量が少ないこ

とから、育苗日数が長い場合は育苗途中に肥料切

れが起こるので、追肥が必要である。

葉菜類のセル成型育苗では、育苗培土１リット

ル当たり超微粒の被覆燐硝安加里肥料（マイクロ

ロングトータル）２～４ｇを混用してからセルに

充填し、播種、育苗を行なうと、育苗中は無追肥で

も苗の生育が高まる。さらに、定植後の初期生育

も促進され、収穫期の前進化や増収が可能となる。

また、気象条件等により育苗日数が予定より長

引いた場合でも、苗質劣化が防がれ、良苗が確保

できる。使用する超微粒被覆肥料は、育苗日数の

比較的短いキャベツなどでは40～70日タイプ、育

苗日数の長いネギなどでは100日タイプが適する。

セル成形苗は培土量が少ないことから１回当た

りの灌水量が制限され乾燥しやすい。またトレイ

の構造上、各セル間での水分の移動がないため、

各セルに確実に灌水できるようにする。容積が少

ないため１回当たりの灌水量が制限される。灌水

回数により量を調節し、苗の徒長を抑えて根鉢形

成を促進する。

なお底面給水とすると均一に給水ができ、生育

の揃った苗が得られるが、常時湛水しないような

工夫が必要である。

セルトレイを直接地面におくと根が外に出て根

鉢が形成されないため、育苗ベンチやコンテナ等

を利用して地面から浮かせてセル底部を空気にさ

らす（エアプルーニング）ようにして置く。

□接木　
トマトやキュウリなどの果菜類では、接木苗の

利用が一般的となっている。接木は①土壌伝染性

病害の回避を第一の目的としているが、この他に

□育苗方法
温床育苗

低温期の育苗は温度、湿度、光の管理と順化の

良否が良苗育成のポイントとなる。

種子消毒

種子伝染する病害や、播種直後の土壌からの伝

染が想定される場合はあらかじめ薬剤の粉衣など

種子消毒を行う。

市販種子で消毒済みのものはどのような薬剤を

使用しているかよく確認し、薬剤の総使用回数な

ど農薬使用基準を遵守するようにする。

催芽

スイカやユウガオ（台木）など発芽が揃いにく

いものは、予め十分吸水させ、加温して芽が切れ

始めてから播種するとよい。

播種

発芽を均一にするために、播種床は均一になら

し十分灌水し、溝をつけてから条播する。溝の深

さはトマトなどの小さい種子で６mm位、カボチ

ャなどの大きい種子で８mm位とする。

キュウリ、メロン、カボチャ等を播種する際は、

発芽した子葉が重ならないように、種子を横に同

一の方向にする。また、播いた種子を軽く指で押

さえ、土によくつくようにすると発芽が揃う。覆

土が厚かったり、粘質の強い土を使うと、酸素不

足が原因で発芽不良を起こす。

間引きは生育に応じて適宜行なうが、葉の奇形

なものや、生育の劣っている株を間引く。

灌水

灌水は午前中に行ない、夕方には乾くようにす

る。寒いときは地温に近い温度の温湯を使って、

地温を下げないようにする。水はやりすぎると苗

の徒長につながるので控えめとする。

順化、ずらし

苗をポット等に移植し、活着したら日光をよく

当てるとともに、温湿度の過度の上昇を抑えるた

めの換気が必要となる。特に、定植を間近にひか

えた苗は、ビニール等の被覆物を開けて、順化を

図ることが大切である。また、育苗期間中、夜間

の過湿が苗の軟弱徒長や病害の発生を助長するの

で注意するとともに、葉が重なり合わないように

適宜ポットの間隔を広げることが大切である。

冷床育苗

高温期の育苗は雨よけハウスや露地で行なうが、

高温乾燥や強雨から苗を守ることが大切である。

露地でもビニールトンネル等で雨よけをし、必要

育苗
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②低温伸長性、耐暑性の付与③品質、収量性の向上

④吸肥力の向上、草勢の強化などが上げられる。

本県では主に表のような野菜で接木苗が利用さ

れている。

接木方法

接ぎ木方法は様々な名称が付けられているが、

果菜類では呼び接ぎ、挿し接ぎ、割り接ぎの３つ

に分類することができ、これらを基本とた各種の

改良法がある。

一般にスイカでは挿し接ぎ（断根挿し継ぎ）、キ

ュウリでは呼び接ぎ、ナスでは割り接ぎが多い。

近年は育苗センターにおいて接木苗が供給され

る事例が多く、県内ではトマトの育苗は全農式幼

苗接ぎ木が主流となっている。

接ぎ木は穂木と台木ともに好適ステージがあり、

これを揃えることが最も大切である。作物及び接

ぎ木方法により穂木と台木の播種時期がそれぞれ

異なるなど、作業を計画的に行なうことが大切で

ある。

接ぎ木後は活着促進のための最適条件下におく

養生管理が必要となる。例えば、トマトでは昼温

28℃、夜温25℃、湿度90％、光量５klx、風速

30cm/sec、ナス、ウリ類は昼夜温28℃、光量３

klx、またウリ類は湿度93％、風速20cm/secが最

適条件となる。ナエピットや順化装置などを利用

し、これらの条件に近い管理をすれば、接ぎ木の

活着率が短期間でより向上する。

割り接ぎ

台木の茎を水平に切断し、その切断面から下方

に向かって切り込み、その割れ目にクサビ状に削

った穂木をはめ込んで、クリップなどで固定する。

台木と穂木の切断面が大きいと、接合面積が広く

なり圧着しやすい。穂木が細くても台木切断面の

切り込み位置を選ぶことによって、穂木と台木の

接合面積や相互の形成層を合わせることができる。

挿接ぎに準じた入念な養生管理を要する。

図－３　呼び接ぎの手順

図－２　割り接ぎの手順

1cm

1.5cm

呼び接ぎ

台木、穂木ともに根をつけて掘り上げ、キュウ

リなどウリ類では胚軸部、トマトでは第１～第３

節間部の茎を、台木は斜め下に切り下げ、穂木は

斜め上に切り上げて、直径の２／３程度の切れ目

をつくり、その部分を相互にかみ合わせてクリッ

プで固定する。穂木、台木ともに根をつけて管理

するため、活着率は高いが、作業に時間がかかる。

片葉切断接ぎ

キュウリの機械化接ぎ木に適した接ぎ木法とし

て開発された。

台木用カボチャの片側の子葉と芯の部分を斜め

に切断し、そこに胚軸で斜めに切断したキュウリ

を合わせ接ぎする。接木の活着率向上のため台木

の子葉は残すが芯の部分を確実に除去できる方法

として考案された。

図－４　片葉切断接ぎの手順

育苗
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図－５　押し接ぎの手順

図－６　トマトの幼苗接ぎ木（板木　1995）

挿し接ぎ

ウリ科では、台木の子葉間の生長点を切断した

胚軸の中央、または水平に切断した胚軸の断面部

あるいは胚軸の側面部などに竹ヘラを斜め下方ま

たは垂直下方に挿して穴をあける。その穴にクサ

ビ状または片面を斜めに削って尖らせた穂木を挿

し込む。接ぎ木クリップが不要で作業は早いが熟

練を要し、養生、順化の管理によっては活着率が

低くなる。

断根挿し接ぎ

接合方法は挿し接ぎと同じだが、台木の根を切

断した状態で接ぎ木し、挿し木して発根させる。

根を付けないので手や作業台が汚れず、能率が高

い。養生はより綿密な管理が要求される。

全農式幼苗接ぎ木法

本県においてトマトの接ぎ木苗生産では主流と

なっている。斜め合わせ接ぎを基本としてセル苗

に適した接ぎ木法として考案された。

接ぎ木作業が簡単で、比較的短い時間で能率よ

く接ぎ木ができる。活着促進装置ナエピットを利

用して、活着に最適な気象環境条件を与えること

により、３～４日の短期間で確実に活着できるの

で、面倒な養生管理を必要としない。

作業面ではセルトレイ、育苗培土を利用して多

数の苗を集合状態のまま、能率よく接ぎ木し、移

動、搬送することができる。セル成型苗（プラグ

苗）として栽培者に提供できるので、鉢上げ移植

の作業が楽で、苗の植えいたみが少なくてすむ。

接ぎ木ロボットを組み合わせることにより、接

ぎ木苗の大量生産にも対応できる。




