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ジャガイモ
ジャガイモ（馬鈴薯）はナス科ソラヌム属に属する 1 年生植物、南米アンデス地域の原産
である。収穫物は地中に肥大した塊茎である。栽培が非常に容易で、土壌適応性が広く、養
分要求が厳しくないうえ、収量が非常に多いので、世界中に広がる。野菜に分類されながら、
主食とする地域も多い。また、重要なデンプン原料として用途が広い。
農林水産省の 2019 年統計データでは、本邦のジャガイモ栽培面積 7.2 万ヘクタール、収
穫量 236 万トン、平均収量 3270kg／10a、栽培面積の 69％が北海道、11％が九州地域であ
る。
世界に転じると、FAO の 2018 年統計データによれば、世界のジャガイモ栽培面積 2239
万ヘクタール、収量 4 億 5849 万トン。栽培面積が 100 万ヘクタールを超えたのは中国、イ
ンド、ロシア、ウクライナである。
1. ジャガイモの生育ステージ
ジャガイモは涼しい気候を好む作物で、地温 5℃以上であれば、生育が可能となる。地上
茎葉の生育適温は 15～25℃、地下塊茎の肥大適温は 15～18℃といわれ、25℃を超えた高
温が続くと、生理障害が多発し、収量が減り、品質も劣る。本邦では冷涼地を除き、ジャガ
イモの栽培は高温多雨の夏季を避けることがカギである。
ジャガイモはその植付け時期により春作と秋作に分けられる。本邦では北海道と東北、関
東が春作だけで、四国・九州の温暖地域では春作と秋作とも栽培される。通常、北海道と東
北では 4 月下旬～5 月下旬植付け、8 月下旬～10 月収穫。関東と東海地域では 3 月中旬～4
月上旬に植付け、7 月に収穫、九州では春作が 2 月～3 月上旬に植付け、5 月下旬～6 月に
収穫、秋作が 9 月植付け、12 月収穫が普通である。南アジアやアフリカ、南米の熱帯地域
では高温の夏季を避けるため、11～12 月植付け、翌 2～3 月収穫の冬作もある。品種にもよ
るが、植付けから収穫まで所要日数が 90～120 日だけで、生育期間の短い作物とも言える。
ジャガイモは花や子実を収穫するものではないので、その生育ステージが栄養成長と生
殖成長ではなく、地下塊茎の生育状況に応じて分けられる。アメリカ植物病理学会が出版し
た「Potato Health Management」によれば、ジャガイモの生育ステージは発芽期（Sprout
Development）
、栄養成長期（Vegetative Growth）
、塊茎形成期（Tuber Set/Initiation）
、
塊茎肥大期（Tuber Bulking）と成熟期（Maturation）の 5 段階に分けられる。図 1 はジャ
ガイモの生育ステージと各ステージに主に行う農作業を示す。
発芽期は植付け後、種イモの目から発芽して地面に芽が出て本葉が展開するまでの期間
である。
気温と植付け覆土の厚さにより、
種イモの植え付けから発芽まで 20～30 日かかる。
春先気温が低い日が続くと発芽までに 1 ヶ月以上かかる時もある。従って、予め浴光催芽
を行ってから植付ける必要がある。発芽期の苗生育に必要な養分は種イモの貯蔵養分に依
存する。本葉が出てからは根が土壌から養分を吸収し始め、従属栄養から独立栄養に移行す
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る。発芽期の植株は生長が非常に緩やかで、主茎が柔らかく、まだ分枝がなく、葉も小さい。

図 1. ジャガイモの生育ステージと主な農作業

栄養成長期は植株が地面に出て、本葉が展開してから塊茎が形成し始まるまでの期間で
ある。この時期に茎の地下部から塊茎となる水平状分枝（ストロン）が多数発生する。
塊茎形成期は茎の地下部から発生したストロンの先端生長点に塊茎が発生した時期であ
る。約 2 週間で植株に 20～30 個の大豆～そら豆位の小さな若イモが形成される。すべての
若イモが成長するわけではなく、一部が肥大せず、そのまま消失してしまう。最終収穫でき
るジャガイモの個数はこの時期の天候、養分と土壌水分に大きく影響される。なお、塊茎形
成期に花を咲き始める。
茎の地下部からストロンの発生が終了してから塊茎肥大期に入る。塊茎に根からの養分
と葉の光合成で合成した炭水化物が蓄積して次第に肥大し、草丈が最高となる。植付け季節
と天候などにより、塊茎肥大期が 45～60 日続く。
成熟期は茎や葉が黄ばみ、下葉が枯れ始めてから地上部が完全に枯れたまでの期間であ
る。葉の光合成が次第に減少し、茎葉の養分もイモに転流して、イモの肥大が次第に遅くな
る。地上部がほぼ枯れた状態になった時点で収穫となる。アメリカなどでは機械の収穫効率
を上げるため、茎葉枯凋剤を散布して、地上部を枯れさせて、イモが地下茎から離れ、バラ
バラになった状態になってから収穫に入る。
二、 ジャガイモ栽培の主な農作業
ジャガイモ栽培の農作業はその作業順で主に畑の耕起と整地、基肥施用、催芽、種イモの
植付け、中耕・培土、病害虫と雑草防除、収穫前の茎葉処理、収穫とイモの風乾・選別であ
る。図 2 は各地域のジャガイモ栽培暦である。
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図 2. ジャガイモの栽培暦

北海道や宮城、秋田など冷涼地域では、春の融雪後から畑を耕起、整地して、4 月中旬～
5 月に種イモの植付け、6 月に中耕・培土、8 月中旬～10 月収穫を行う。
関東や東海地域では、盛夏の高温を避けるために、3 月上旬から植付けが開始し、4 月中
旬までに終了しなければならない。7 月上旬～8 月上旬に収穫する。
四国・九州の暖地では、年に 2 作が可能である。春作は 2 月上旬～3 月上旬が種イモの植
付け、5 月中旬～6 月下旬に収穫する。秋作は 9 月に植付け、12 月上旬～1 月上旬に収穫す
る。
以下はジャガイモ栽培の具体的な農作業を説明する。なお、病害虫防除のために同じ圃場
での連作を避けるべきである。
1. 耕起と整地
ジャガイモは耐湿性の弱い作物で、土壌水分が多いと、植株が発病しやすく、形成したイ
モも腐りやすい。従って、栽培には地下水位が 30cm 以下で、周辺の圃場（水田）や農業用
水路からの浸入水がなく、排水が良好な圃場を選択する。また、収穫の利便さと降雨後の積
水による湿害を防ぐために必ずうねを立てて栽培する。
耕起とは畑の土を耕し、栽培に適した大きさの土塊にする作業である。耕起は前作物の残
渣を土の中にすき込んで腐熟を促進させることや土の中に空気を入れて乾燥を促進し、有
機態窒素を無機化させるなどの役割もある。整地とは耕起された土塊をさらに細かく砕き、
植付けに適する状態にする作業である。
一般的な耕起用の機械は、トラクタに取り付けるプラウまたはロータリである。整地はト
ラクタに取り付けるロータリーハロまたはディスクハロ、ツースハロなどを使用する。なお、
ロータリには正転（ダウンカット）ロータリと逆転（アップカット）ロータリに分けられる。
アップカットロータリは、ダウンカットロータリに比べて土が細かくなりやすく、作土の表
面に細かい土の層ができるが、所要動力大きく、一回り大きなトラクタが必要となる。
整地した後、
植付けの前にうね立て機を使って、うね幅約 50～60cm
（うね面 35～40cm）
、
通路幅約 30～35cm、うね高 20～25cm のうねを立てる。
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畑の耕起と整地作業に下記の注意事項がある。
① 土壌水分が多すぎると、耕起した土塊が大きく、整地の際に土を細かく砕きにくく、作
業効率が悪くなるので、必ず畑が乾燥の状態で耕起作業を行う。
② 耕起深度（耕深）が 20～25cm 程度を目安に行う。耕深が浅過ぎるとジャガイモの根は
りが劣り、乾燥に弱く、生育が悪くなるほか、塊茎が土面に露出しやすく、日焼けや粗皮（ラ
セット）等の発生につながる。また、前作の残渣物が土の表面に露出しやすいなどの問題も
発生する。整地のハロ耕深が 10～15cm を目安に行う。
③ 耕起の作業速度が速いまたはロータリ軸の回転数が遅いと、耕うん爪が土を切削するピ
ッチが大きくなるので、耕起時の土塊が大きくなる。逆に作業速度が遅いまたはロータリ軸
の回転数が速いと、ピッチが小さくなり、土塊が細かくなる。したがって、作業速度とロー
タリ軸の回転数に注意して作業する必要がある。
③ 若イモの発生と肥大域を確保するために、うね高が 20cm 以上の高うねにする。
2. 農薬・基肥施用
ジャガイモは病害虫と雑草の発生が多く、事前に防除することにより、その後の栽培管理
が楽になる。耕起・整地の同時に土壌害虫予防用の殺虫剤とそうか病予防用の農薬を圃場に
均一に散布したほうが良い。また、圃場の耕起前に茎葉処理型の除草剤を散布するかまたは
種イモの植付け後に土壌処理型の除草剤を散布して、初期段階に雑草を撲滅する必要があ
る。
10a のジャガイモ栽培には大体窒素 7～12kg、りん酸 10～12kg、加里 10～12kg の肥料
を施用する。全量基肥にして、追肥を行なわないことが多い。ただし、前作種類と土質、有
機物の投入有無により圃場ごとに大きく異なるので、作付け前に土壌診断を行い、適正な施
肥設計が必要である。
基肥の施肥方式は圃場全面全層施肥とうね内局部全層施肥がある。圃場全面全層施肥は
圃場の耕起前か耕起した後、整地の前に基肥を施用する。粒状肥料の散布はブロードキャス
タ、粉状肥料の散布はライムソーワ等の機械を利用する。施肥後、耕起と整地で肥料を耕作
土層に均一に混合させてからうね立てを行う。
うね内局部全層施肥はうね立て施肥機を使い、うね立ての同時に基肥をうね内に施用し
て、うね内の土壌と混合させる。またはうねを立ててからうねの中央に施肥溝を開き、基肥
を施肥溝に施入してから覆土する。
具体的な基肥の施肥方法及び施肥量の詳細は本 HP の「肥料施用学」をご参考ください。
ジャガイモ生育の適正土壌 pH が 5.7 前後である。pH5.0 未満の強酸性土壌では生育が阻
害されるが、pH6.5 を超えた場合は、pH が高いほどそうか病に罹病しやすくなる。pH5.0
以下の強酸性土壌では消石灰や苦土石灰などの石灰質肥料を使って、土壌 pH を調整する必
要があるが、調整後の pH を 6.5 に超えないように施用量を適宜に調整する。調整方法は、
耕起または整地前にライムソーワ等の機械を使って、石灰質肥料を畑に撒いてから耕起・整
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地で耕作土層に均一に混合させる。
農薬と基肥施用には下記の注意事項がある。
① 肥料中の窒素は圃場に施用された後、降雨により流失される恐れがある。また、施用後
の時間が経つと窒素はアンモニア化作用や硝化作用により損失が大きくなり、りん酸が土
壌のりん酸固定により難溶化される。あまりに早く施肥することは肥料の利用効率が下が
るので、植付け直前に基肥を施用する。
② 石灰質肥料を使って土壌 pH を調整する場合は、pH が 6.5 を超えないように注意する
必要がある。
③ 薬害防止のために、圃場の耕起前に除草剤を散布する場合は、茎葉処理型の除草剤を使
い、散布した 7～15 日後に耕起作業を行う。種イモの植付け後に除草剤を散布する場合は、
土壌処理型の除草剤を使い、植付け後、速やかに散布する。
3. 催芽
ジャガイモは塊茎を使って繁殖するものであるが、その発芽が難しく、30～50 日もかか
る。従って、種イモをそのまま植付けではなく、催芽して、芽が萌生してから植付けを行う。
催芽は下記の手順で行う。
① 種イモの準備： 2S～S サイズ（50g 未満のイモ）は分割せず、全粒植えの場合は 10a
の種イモ植付け量が 140～150kg であるが、M～L サイズ（50g を超えたイモ）は 2～4 分
割して植え付けるので、10a の植付け量が約 200kg である。
② 種イモ消毒： そうか病、黒あざ病などは種イモに付着して、伝染するので、必ず催芽
の前に種イモを消毒する。消毒は専用の種子消毒剤もしくは適する農薬をラベルの記載に
沿って希釈し、種イモを消毒液に投入して所定時間で浸漬する。薬害防止のため、必ず希釈
倍率と浸漬時間を守る。
消毒した種イモは長時間濡れたままにしておくと発芽が妨害されるので、消毒後速やか
に風通しの良い場所で陰干しする。
③ 浴光催芽： ジャガイモの萌芽に時間がかかるため、植付け予定日より 50 日以上前か
ら催芽を行う。また、発芽を促進するおよび芽長を揃えるために、必ず太陽光を浴びながら
催芽する。通常、消毒した種イモを光の入る樹脂製コンテナーに入れて、ビニールハウスな
ど保温できるところで催芽を行う。
芽が 5mm 程度萌生したら催芽を終了し、植付けを行う。
④ 種イモ切り
種イモを節約するために、芽の出た種イモはその大きさに応じて数塊に分けて切る。通常、
下記のように分割する。
重さ 50g 未満の小さいイモは、分割しない。重さ 50～80g のイモは 2 つに切る。重さ 80
～120g のイモは 3 つに切る。重さ 120g 以上のイモは 4 つに切る。ジャガイモの芽が頂部
に集中しているため、その切り方は図 3 に示すように、頂芽を通して頂部からストロン（尾
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部）に縦に切り、一つの塊に少なくとも 2 つ以上の芽があり、重さ 25g 以上を有する。細
長いイモなどやむを得ず胴切りの場合は、萌芽を揃うために、頂部側とストロン側を分別し
て纏めて植え付ける。

図 3. 種イモの切り方
種イモ切り作業は植付けの 3～5 日前に行い、切った後植付けまでに風通しの良い暗所で
切り口を乾かす。切ってからすぐ植付けの場合は、土壌中の微生物が切り口に付着して繁殖
するので、植えた種イモが病気にかかりやすくなる。避けるべきである。
催芽作業には下記の注意事項がある。
① 形の悪いイモが催芽後の分割と植付けに不便なので、できるだけ形の良いイモを選んで
種イモにする。また、腐敗しているイモやそうか病、黒あざ病などの病害に感染しているイ
モは病気の発生源になるので、必ず除去する。
② 種イモのサイズにより全粒植えや 2 つ切り、3 つ切り、4 つ切りなどが混ぜて植えると、
生育がばらつきので、事前に種イモのサイズによって仕分けして、同一規格ごとに催芽と植
付けする。
③ 萌芽後のイモや分割切断したイモは消毒処理により薬害を生じやすいので、種イモの萌
芽前に切断せずに消毒処理を行う。
④ 萌芽を揃うために、コンテナーに 1/3 程度で種イモを入れるほか、週 1 回の程度でコン
テナー内の種イモを上下に入れ替えて、すべての種イモが日光に当てられるようにする。
⑤ 催芽温度が 25℃を超えると黒色心腐が発生しやすいため、ハウス内の温度を 10～20℃
にして、日中の温度を 25℃超えないように十分換気する。また、多湿の環境では芽を徒長
しやすいので、湿度を低く保つようにする。
⑥ 種イモを分割して切る作業に於いて、病気の伝播を防ぐために、腐り、黒変、褐変した
イモを切った場合は、必ず刃物をよく洗浄・消毒してから次のイモを切る。
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4. 植付け
うねに深さ 10～15cm の植穴を掘り、種イモの芽が上に向くように植穴に入れて、覆土
する。通常では種イモの上の覆土の厚さが 7～10cm になるようにするが、マルチ栽培の場
合は中耕・培土を行わないので、覆土の厚さが 15～20cm になるように植穴を深く掘る。覆
土が浅い場合は、茎の地下部が短く、塊茎形成期に発生した水平状分枝数（ストロン）が少
なく、形成したイモの数が少ないうえ、若イモが地面に露出しやすく、日焼けや粗皮（ラセ
ット）等の発生につながる。覆土が深すぎると、逆に萌芽の不揃いや黒あざ病が発生しやす
くなるので、注意が必要である。
通常、うね幅 85～90cm、株間 22～26cm の 1 条植付けにする。10a の栽培密度は 4500
～5000 株とする。図 4 は種イモの植付け模式図である。

図 4. 種イモの植付け模式図

植付け作業には下記の注意事項がある。
① 北海道や東北の冷涼地域ではジャガイモの生育期間を十分確保するため、融雪後、速や
かに圃場を乾かし、耕起・整地を行い、可能な限り早く植付けを行う。
② 圃場土壌が過湿の状態では、植えた種イモが腐りやすいので、降雨後の植付けを避ける
べきである。圃場が乾燥してから植付けを行う。
③ 覆土の厚さは 7～10cm が適当である。覆土が薄すぎると若イモの形成数が少なく、日焼
けや粗皮（ラセット）等の発生につながる。覆土が深すぎると、逆に萌芽の不揃いや黒あざ
病が発生しやすくなる。ただし、マルチ栽培の場合は中耕・培土作業がないので、覆土厚が
15～20cm にする。
5. 追肥
ジャガイモの栽培期間が短いため、通常は追肥をしない。一部の農家は増収のために栄養
成長期の中耕・培土作業に合わせて 10a あたり成分量で窒素 2～3kg、りん酸 2～3kg、加
里 2～3kg の化成肥料を追肥する。但し、追肥、特に窒素の追肥が過多の場合は一部のイモ
が過剰に肥大し、中心に空洞の発生、イモ変形、イモ割れなど品質低下現象が起こる恐れが
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ある。
6. 中耕・培土
中耕とは、中耕ローター等でジャガイモのうね間を耕うんする作業である。その効果は除
草しつつ、固くなった土を軟らかくして空気を入れるほか、地表排水を向上させ、圃場の過
湿状態を解消する役割もある。
培土では、中耕の際にうね間の土を耕起して、うねに覆土する作業である。その効果は植
株の倒伏防止と若イモの発生と肥大域の確保のほか、イモの表皮緑化、中心空洞、褐色心腐
の発生を予防する役割もある。
大規模栽培は 1 回の中耕・培土を行う。通常、植株が草丈 20～30cm になり、5～8 枚の
本葉を展開した際に行い、時期としては芽が地面に出て本葉を展開してから 10～20 日の間
である。培土の覆土厚が 10cm 以上にする。小規模栽培や 1 回の培土で覆土厚が 10cm 以上
確保できない場合は 1 回目の中耕・培土を行った 7～10 日後に 2 回目の中耕・培土を行い、
合計覆土厚が 10cm 以上、できれば 15cm 以上にする。図 5 は中耕・培土作業の模式図であ
る。

図 5. 中耕・培土作業の模式図

中耕・培土作業には下記の注意事項がある。
① 圃場の土壌水分が高い場合は、中耕で耕起した土塊が大きくなり、培土効果が低減する
ので、作業を避ける。晴天が続いている日に中耕・培土を行うのが理想である。
② 培土後のうねの形状は、かまぼこ形となるようにする。うね中央が窪のような M 字型で
は株の周辺に水が溜まりやすく、疫病が発生しやすくなる。うね中央が突起した富士山型で
はイモの日焼け、粗皮が発生しやすい。
③ 中耕・培土が遅れると根やストロンを損傷する恐れがあり、6～7 割の植株につぼみが着
くまでに作業を終える必要がある。開花が始まったら、中耕・培土作業を行わない。
④ 培土量が不足する場合は、ストロンの形成数が少なく、イモの日焼けや粗皮（ラセット）
等の発生につながるので、覆土厚 10cm 以上を確保する。できれば、覆土厚 15cm にした方
が良い。1 回目の培土が 10cm 以上の覆土厚を確保できない場合は、早急に 2 回目の培土を
行う。
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6. 病害虫と雑草防除
ジャガイモは病害虫の発生が多く、被害を受けたジャガイモが減収のほか、収穫したイモ
が商品にならない恐れもあるので、初期防除が肝要である。ジャガイモ栽培によく発生する
病害虫名と防除法は表 1 にまとめる。
表 1. ジャガイモ栽培によく発生する病害虫とその防除法
病害虫名

病原菌・害虫

疫病

糸状菌

発生時期・被害症状

防除法

栄養成長期～成熟期に発生、下葉に暗緑色の

土壌消毒、輪作、

小斑点ができ、しだいに拡大して暗褐色にな

抵抗性品種の使

る。病斑部の葉の裏には、健全部との境付近

用、種イモ消毒、

に霜状のかびが生える。若い茎と葉柄、花梗

薬剤散布

に暗紫褐色の病斑がしばしばみられる。イモ
では表面が暗色となり、内部にも褐色のえ死
ができる。多湿環境に発生しやすく、水やり
や降雨で泥が株に跳ねあがって感染する。
そうか病

黒あざ病

細菌

糸状菌

イモの表面に 5～10mm 程度の褐色円形病斑

土壌 pH を 5.7 以

を形成し、ひどくなると盛り上がりや凹んだ

下に調整、輪作、

病斑になる。石灰や鶏糞を多用してアルカリ

抵抗性品種の使

性になった土壌で発生しやすい。

用、種イモ消毒、

茎の地際やイモに褐色または黒色の病斑があ

輪作、種イモ消

り、下葉の黄化や頂葉が巻き上がる症状が発

毒、薬剤散布

生する。黒くずイモや緑化イモが増える。
軟腐病

細菌

根の部分が腐って、異臭を放つ。進行すると

輪作、種イモ消

株が枯れてしまう。栽培中だけでなく、貯蔵

毒、圃場排水、薬

中のイモにも症状が出る。感染しているイモ

剤散布

が次々と腐っていき、一緒に保存している健
全なイモにも感染し腐敗が広がる。
青枯れ病

モザイク

細菌

ウイルス

病
ヨトウム

シ

輪作、圃場排水、

め、数日内に枯れてしまう。

薬剤散布

葉の表面にモザイク模様が出来て、進行する

アブラムシ防除

と生育が止まる。アブラムシによる伝播。
昆虫

シ
アブラム

葉が青いままで突然萎れたような症状が出始

成虫が葉に産卵して、孵化した幼虫が葉を食

薬剤散布

害する。
昆虫

発芽～塊茎肥大期に発生、葉から汁液を吸う。 薬剤散布
吸汁によって生育不良となるほか、モザイク
病を伝播する。
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雑草が太陽光を遮断して、肥料も奪い取るので、ジャガイモの生育に悪影響を与える。た
だし、ジャガイモは初期生長が早く、草丈も高いため、栽培初期に雑草を防除すれば、大き
な問題にならない。ただし、栽培後期に雑草の発生が収穫の邪魔になるので、収穫効率を上
げるためにも雑草防除が必要である。
ジャガイモ畑に発生する主な雑草はほとんどイネ科の 1 年草であり、その種類を表 2 に
示す。
表 2. ジャガイモ畑に発生する主な雑草
雑草名

スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、カズノコグサ、カラスノエンドウ、ヤエム
グラ、ネズミムギ、カラスムギ、イヌカミツレ、ヒメシバ、タデ類など

雑草は除草剤による初期除草と中耕除草で防除する。通常、初期除草は植付け後に土壌処
理型の除草剤を散布して、初期段階に雑草を撲滅する。秋作の場合は、耕起・整地の前に茎
葉処理型の除草剤を散布することもできる。発芽してから栄養成長期に中耕・培土で除草す
る。また、栽培期間中に雑草の発生状態により選択性イネ科雑草除草剤の全面散布または非
選択性茎葉処理剤のうね間散布などを行うこともできる。
7. 茎葉処理
ジャガイモの茎葉が黄色くなり、茎がしなびてきた頃には収穫適期である。四国・九州の
温暖地域では春作の収穫期に梅雨時期と重なってイモが腐りやすいので、「新ジャガイモ」
として梅雨入り前に収穫することもできる。
「新ジャガイモ」は下葉が黄変した時期（黄変
期）に試し掘りを行い、イモが十分肥大したことを確認してから収穫する。
ジャガイモは地下塊茎を収穫する作物なので、収穫適期に入ったら、地下塊茎の成熟を促
し、収穫効率を上げるために、収穫前に茎葉処理が必要である。ただし、家庭菜園など小規
模栽培の場合は、茎葉処理が不要である。
本邦では、茎葉処理作業はフレールモアやリーフチョッパーなどの草刈り機で地面より
約 10cm の高さから茎葉を切断して、うね間に捨てるか、圃場から搬出する。図 6 はリーフ
チョッパーによるジャガイモの茎葉処理の写真である。
大規模栽培では茎葉処理の効率を上げるために草刈り機を使って茎葉を切断するのでは
なく、茎葉枯凋剤を散布して、地上部を枯れさせる方法を採用する。図 7 は茎葉枯凋剤の散
布による茎葉処理の写真である。
茎葉処理には下記の注意事項がある。
① 草刈り機を使って茎葉を切断する場合は、切断後の疫病、軟腐病の発生を防ぐために、
晴れた好天気に行い、切断面を十分乾燥させる。
② イモの緑化発生と食風味の低下を防ぐために、培土を削らないように地際から 10cm 以
上の高さで茎葉を切断する。
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③ 疫病、軟腐病の発生を防ぐために、切断した茎葉をうねの上に残さず、うね間に捨てる
か圃場から搬出する。
④ マルチ栽培の場合は、茎葉処理後の地面高温によるイモへの悪影響を防ぐためにマルチ
剥き機などを使用して、マルチを曳いて回収する。

図 6. リーフチョッパーによる茎葉処理

図 7. 茎葉枯凋剤の散布による茎葉処理

8. 収穫
各地域の気候条件と栽培品種および茎葉処理の方法にもよるが、大体草刈り機での茎葉
処理は処理してから 7～10 日経過後、茎葉枯凋剤散布での茎葉処理は茎葉が枯れてから収
穫作業を行う。
手作業で収穫する場合はスコップやクワで株元より約 20cm 離れたところから土を掘り
出し、イモを拾いあげる。重労働で、効率も悪いので、大規模栽培ではジャガイモ収穫機械
を使って収穫を行う。
多くの農機メーカーがジャガイモ収穫機を製造しているが、原理はみんな同じである。大
型のジャガイモ収穫機はトラクタけん引式と自走式があり、前方にうねを掘削できるよう
に掘削深度と傾斜角度が調整可能な 2～4 枚のプレート（掘り取り刃）を装着して、1 回の
走行で 2～4 列のうねを収穫する。まず、プレートをうね間の通路面のところまでに降ろし
てうねに沿って進み、うねの土壌全体を掘り起こす。プレートの後方に装着しているバーコ
ンベアが掘り出した土とイモをすくい上げ、砕土を振り落として、イモと大きめの残留物と
ともに篩分けベルトに送る。篩分けベルトは根、葉、土、石を篩い除き、イモをホッパーに
送る。図 8 は大型ジャガイモ収穫機の収穫作業写真である。
小型のジャガイモ収穫機がトラクタでけん引するもので、1 枚のプレート（掘り取り刃）
しかなく、1 回の走行で 1 列のうねを収穫する。シンプルの機械は篩分けベルトがなく、掘
り上げたジャガイモをバーコンベアーで後ろに運ぶ際に土を振り落としてから地表面に置
き、その後は人手で拾い上げる。一部の収穫機は掘り上げたジャガイモをコンベアーでコン
テナーに送り、回収することができる。図 9 は小型ジャガイモ収穫機の収穫写真である。
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ちなみにジャガイモ収穫機はサツマイモ、サトイモ、玉ねぎなどの収穫にも使用できる。

図 8. 大型ジャガイモ収穫機による収穫

図 9. 小型ジャガイモ収穫機による収穫

収穫作業には下記の注意事項がある。
① 茎葉処理後、長期間放置するとイモの腐敗が発生しやすくなるので、10 日以内に収穫を
行う。
② 掘り出したイモと土をうまく分別し、イモに付着している土を減らすために、晴天で圃
場が乾いている状態で収穫を行う。
③ 掘り出したイモを回収する際に、規格外品（腐敗イモ、傷イモ、日焼けイモ、奇形イモ、
虫害イモなど）を混入させないように選別して回収する。
ジャガイモの収穫後、緑化イモ、規格外イモ、小粒イモはそのまま圃場に放置しておくと、
翌年に萌芽して野良イモとなる。野良イモは雑草と見なされ、次の作物の生育阻害や病害の
発生源となる恐れがあるので、できる限り回収して場外に処分する。回収しきれない場合は、
イモを腐敗させるか、ある程度芽が伸びた時点で除草剤を散布して、除去する。収穫後すぐ
耕作を行うことはイモを深く埋める可能性があり、逆に腐敗を遅らせるので、避けるべきで
ある。
9. 風乾・選別
収穫したジャガイモは水分が高く、ストロンの切り面から多くの汁液が滲出しているた
め、腐敗が発生しやすいので、樹脂製コンテナーに入れて、風通しの良い冷涼暗所に置き、
5～7 日程度の風乾を行う必要がある。風乾はジャガイモに付着している土を乾燥させ、落
としやすいようにする役割もある。図 10 はジャガイモの風乾作業の写真である。
風乾作業には下記の注意事項がある。
① 風乾場に太陽光が差し込むと、イモが緑化してしまうので、イモに光が当たらないよう
に必ず遮光対策を行う。
② 風通しの悪いところは、大型扇風機を設置して、強制通風を行う。
③ 風乾中に時々イモの腐敗発生状況を確認し、腐敗したイモを直ちに除去する。
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図 10. ジャガイモの風乾

図 11. ジャガイモの選別作業

（山健屋より引用）

（エグチベジフルより引用）

風乾処理を行った後、再度選別を行う。イモをコンベアーに載せて、土 や 根 な ど を 落 と
し た 後 、人 手 で 腐敗イモ、傷イモ、日焼けイモ、奇形イモ、虫害イモなどを除去する。イ
モをサイズに分別してから段ボールに詰め込んで出荷する。貯蔵する場合は樹脂製コンテ
ナーに積み込み、風通しの良い冷涼暗所に保管する。図 11 はジャガイモ選別作業の写真で
ある。
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