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キュウリ 

 

キュウリは、ウリ科キュウリ属に属する 1 年生つる性植物である。インドまたはヒマラ

ヤ山麓が原産とされ、平安時代に本邦に伝来され、大正時代以降に食用として大規模に栽培

されるようになった。果実の約 95%が水分とされ、歯応えのある食感とすっきりとした味

わいがあり、主に生食に供されるほか、漬物としても人気がある。 

キュウリは品種が多く、各地域に特色の品種があるが、本邦では果実の全体が緑色で皮が

薄く、歯切れ良い白イボ系品種が人気で、その栽培面積と収量が 9割以上を占める。 

 農林水産省の 2019 年統計データでは、本邦のキュウリ栽培面積 1.03 万ヘクタール、収

穫量 54.81万トン。主な栽培地域は群馬、福島、宮崎、埼玉である。ただし、家庭菜園や自

家用の栽培と収量が算入されていないので、実際の栽培面積と収量がさらに多くなるはず

である。 

 一方、FAO（国連食糧農業機関）の 2018年統計データによれば、世界のキュウリ栽培面

積 303万ヘクタール、収穫量 1億 3151万トンで、収穫量が 100万トンを超えたのは中国、

イラン、トルコ、ロシア、メキシコの順である。 

 

1. キュウリの生育ステージ 

キュウリは生育スピードが早く、種まきから初収穫まで約 70日、果菜類の中で最も生育

の早い部類に属する。また、生育期間が長く、気象条件がよければ、収穫が始まってから数

か月間継続的に収穫することが可能である。温暖な気候を好み、発芽適温 25～30℃、生育

適温 18～30℃、10℃以下では生育が止まり、3℃以下では凍死する。35℃以上では生育が

阻害される。生育には強い光が必要であり、光が不足すると軟弱徒長し、側枝の発生不足や

曲がり果が増加する。また、浅根性で乾燥には弱く、水が不足すると、果実の肥大が著しく

悪くなり、曲がり果や尻細果など変形果を生じやすくなる。本邦ではハウスなどの施設栽培

が主流となり、露地栽培が少なくなっている。 

露地栽培では春播きと初夏播きに分けられる。春播きは 4～5月播種、5～6月定植、6～

9月収穫する。初夏播きは 6～7月播種、7～8月定植、8～11月収穫する。10月以降気温が

下がることに伴い、生長が止まり、開花と着果ができなくなり、霜が降ると枯死してしまう。 

一方、ハウスなど加温できる施設栽培では、年間を通じて栽培できるので、播種と定植時

期をずらせば、通年に収穫することができる。 

キュウリの生育ステージは栄養成長期と生殖成長期に分けられる。栽培上の都合で、栄養

成長期は発芽期、育苗期にさらに分けられるが、生殖成長期は開花と結果期だけである。た

だし、キュウリは生殖成長期に入っても続々と新梢が伸び、わき芽と新葉が絶えずに発生し、

そのつるにつぼみが次々にできて開花と着果する。したがって、キュウリの生殖成長期は栄

養成長期と共存している。図 1 はキュウリの栽培ステージと各ステージに主に行う農作業

を示す。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E6%84%9F
https://ymmfarm.com/cultivation/veg/cucumber#kikeika
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図 1. キュウリの栽培ステージと主な農作業 

 

キュウリは苗を順調に育ち、丈夫な植株を作るために直播きではなく、地床またはポット

で育苗してから圃場に定植する手法が採用される。また、草勢を強くして、栽培期間と収穫

期間を長くするために、接木苗が多用される。 

発芽期は播種から苗が初の本葉が出るまでの期間である。25℃では播種後 4～5日発芽す

るが、それより低い温度ではさらに日数がかかる。地上に子葉が出るまでに苗の生長に必要

な養分は種子の貯蔵養分に依頼して、外部から水分だけを吸収する従属栄養期である。子葉

が出てからは根が土から養分を吸収し始め、種子からの従属栄養から独立栄養に移行する。 

育苗期は発芽後 3～4枚の本葉が展開して、圃場に定植するまでの期間である。発芽後初

の本葉が出た時点で間引きを行う。接木苗を作る場合は、間引きせず、壮健な苗を選んで穂

木として使う。接木したら、大きなポットに鉢上げする。苗が本葉 3～4枚出てから圃場に

定植する。育苗期は実生苗が大体播種してから約 30 日、接木苗が播種してから 35～40 日

までの期間である。 

定植後、活着した苗は続々と親づるが伸び、新葉を展開して、わき芽も順次に発生し、子

づると孫づるとして伸びる。親づると子づる、孫づるには花蕾が発生する。花は雄花と雌花

に分かれて、雌花だけが結果する。生育初期に根が十分に伸ばさせ、丈夫な植株を作ること

がキュウリ栽培の秘訣であるので、通常、親づるの 5節～6節までのわき芽と雌花はすべて

摘み取り、それより上にあるわき芽は子づるとして伸ばす。7節以上の親づると子づるに着

果させる。 

キュウリはつる性植物なので、その茎が柔らかく、自立が難しいので、支柱とネットで支

える必要がある。親づるは支柱とネットの先端まで届いたら摘芯し、子づると孫づるを伸ば

して、着果させた方は収量が増える。 

本邦では主に生食に供するため、果実の長さが約 20cmに成長したら収穫適期となる。漬
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物用では果実をさらに成長させてから収穫すれば、収量が増えるうえ、果肉が厚く、皮がや

や硬くなり、漬物としての食感がよくなる。 

大体 15～20回収穫した後、発生した子づると孫づるが急に細くなり、尻細果と曲がり果

が多く見られたら、草勢が弱くなった症状である。この時点で、栽培を終了し、株を抜き取

り処分する。 

 

二、 キュウリ栽培の主な農作業 

 キュウリ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、播種と育苗、定植、

誘引、灌漑、追肥、病害虫と雑草防除、収穫である。図 2は各地域の露地キュウリ栽培暦で

ある。 

 

図 2. 各地の露地キュウリ栽培暦 

 

北海道や東北のような寒冷地域および海抜の高い高原冷涼地ではキュウリの露地栽培は

通常 5月上旬から播種して、約 30日の育苗を経て、6月上旬から圃場に定植する。なお、

播種は 7 月上旬まで、定植は 7 月末までが可能である。6 月上旬に定植したものは 7 月上

旬から収穫が開始して、9 月末まで収穫が可能となる。気温が下がった 10 月上旬に栽培を

終了する。 

 関東や東海の中間地域では、暖かくなった 4月中旬から播種して、5月中旬から圃場に定

植することとなる。なお、播種は 7月中旬まで、定植も 8月中旬までが可能である。収穫時

期は 6 月上旬から 10 月中旬までにして、最高気温が 20℃以下に下がった時点で栽培を終

了する。 

 四国・九州の暖地ではキュウリの生育に適する期間が長いので、通常、4月上旬～7月下

旬に播種して、5 月上旬～8 月中旬に定植、5 月下旬～11 月中旬に収穫する。最高気温が

20℃以下に下がった 11月中旬に栽培を終了する。 

一方、生産量と収穫物の品質の観点からキュウリはハウスなど施設栽培に適する果菜の

一つである。新鮮な果菜の少ない冬春季節には施設栽培のキュウリの人気が高い。本邦では

1990 年代からキュウリの施設栽培がブームとなり、2000 年代以降はキュウリのハウス栽
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培が主流となっている。図 3はハウス栽培キュウリの栽培暦である。 

 

図 3. ハウス栽培キュウリの栽培暦 

 

 通常、ハウスなどの施設栽培キュウリは梅雨明けした夏高温時期を除けば、年中栽培する

ことができる。大体、8月下旬から翌 3月上旬までに播種して、約 30日の育苗期を経て、

9月下旬から翌 4月上旬までに施設に定植し、10月中旬から翌 7月上旬まで収穫する。1作

の栽培期間が定植してから約 90～120日で、15～20回ほど収穫することができる。毎回の

栽培を終えてから、残留した植物残渣を処分して、ハウス内を消毒して、次作に備える。な

お、ハウスキュウリの栽培暦は各地ともほぼ同じである。 

 以下はキュウリ栽培の具体的な農作業を説明する。なお、キュウリは病害虫に対する抵抗

性が弱く、露地栽培では同じ圃場での連作を避けるべきである。施設栽培では、毎回栽培し

た後に施設内に消毒を行えば、連作が可能である。 

1. 耕起と整地 

キュウリは浅根性作物で、栽培期間も長いので、主根は地中深さ 25～30cm まで伸びる

ことがあるが、養水分を吸収する側根と細根は主に地面 15cm以内の表層土に分布して、柔

らかい通気性と保水性のよい土壌が適している。土が過湿になると、つる割病、斑点細菌病、

灰色カビ病などが起きやすく、植株の早期衰退につながるので、地下水位が 50cm 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、排水が良く、透水性（水はけ）の良

い砂壌土または壌土質の圃場を選択する。粘土の多い埴土と重粘土の圃場を避ける。また、

生育を良くして、管理と収穫の利便さ、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、

定植に適する状態にする作業である。 

キュウリは根系の分布が広く、収穫と施肥、摘芯・摘葉などの農作業も頻繁に行うので、

必ずうね栽培を行う。整地した後、定植の前にクワまたはうね立て機を使って、うねを立て

る。慣行栽培では 2 条栽培を採用することが多いが、1 条栽培を採用するところもある。2

条栽培の場合はうね間 180～200cm（うね面 120～130cm、通路幅 50～60cm）、うね高 15

～20cmにする。1条栽培の場合はうね間 120～140cm（うね面約 60～70cm、通路幅 50～
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60cm）、うね高 15～20cmのうねにする。 

露地栽培では保温、土壌水分の急激変動および雑草発生を防止するため、うね立て後、マ

ルチを敷いた方が良いが、ハウス栽培ではマルチの必要がない。 

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 キュウリは浅根性の作物で、耕起深度（耕深）が 20～25cmにして、整地のハロ耕深が

15cmを目安に行う。ただし、接木苗の場合は、台木のカボチャが深根性で、耕起深度（耕

深）が 25～30cmにした方が良い。 

 

2. 土壌 pH調整と基肥施用 

キュウリはその生育の適正土壌 pHが 6.0～6.5で、酸性土壌には生育が抑制されるので、

土壌 pH調整とカルシウム、マグネシウムを補充するために苦土石灰など石灰質肥料を施用

する必要がある。石灰質肥料を施用する場合は、土壌 pHが 7.0を超えないように施用量を

適宜に調整する 

キュウリは定植後の栽培期間が 3～4か月あり、収穫頻度が高く、収穫量も多いので、必

要な施肥量は 10aあたりに窒素と加里がそれぞれ 40～50kg、りん酸 30～40kgである。基

肥のほか、5～8 回の追肥が必要である。したがって、基肥と追肥の配分は基肥 1/3～1/2、

追肥 1/2～2/3 にする。大体基肥の施用量が 10a あたりに窒素、りん酸と加里がそれぞれ

20kgである。りん酸全量を基肥にすることで、追肥が窒素と加里にすることもできる。10a

あたりに堆肥 1500～2000kg を基肥として使う場合は、窒素、りん酸と加里の施用量がそ

れぞれ 5kg減らすことができる。 

石灰質肥料は全面全層施肥を行う。圃場を耕起する前に石灰質肥料を全面撒き、堆肥を使

う場合は同時に堆肥も撒き、耕うんを通して作土層に混合させてからうね立てを行う。 

基肥はうね内局部全層施肥またはうね内局部深層施肥を行う。うね内局部全層施肥はう

ね立て機を使って、うねを作ると同時に肥料をうね内に施用し、作土と混合する方法である。

うね内局部深層施肥は苗を定植する際に、定植穴をやや深く掘り、肥料を穴に撒いてから薄

く覆土して、その上に苗を定植する方法である。 

土壌 pH調整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

の時間が経つと土壌のアンモニア化作用や硝化作用により窒素の損失が大きくなる。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、定植の 5～10日前にうね立てを行い、それに合わせて基肥を施用する。 

② 酸性土壌はキュウリの生育を阻害するほか、キュウリもカルシウムを多量吸収する作物

なので、土壌 pH調整を兼ねて、石灰質肥料を必ず施用する。 

③ 石灰質肥料を使って土壌 pH を調整する場合は、pH が 7.0 を超えないように注意する
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必要がある。 

施設を利用する養液土耕では、土壌 pHの調整と基肥の施用が不要である。キュウリ生育

に必要な養分は養液を通じて供給する。 

 

3. 実生苗の播種・育苗 

キュウリは苗期の生育が緩慢で、露地栽培では圃場への直播きでは栽培期間が限られる

ほか、害虫にやられることも多いので、必ず地床またはポリポットに播種して、育苗ハウス

などにある程度に育ててから圃場に定植する。 

地床育苗の場合は育苗ハウスに幅約 100cm、高さ約 15cm の育苗床を作って、少量の化

成肥料を撒いて床土と混合させる。床面に条間約 10cm の間隔で三角クワの先端か先端の

尖った木棒または金属棒で幅 2～3cm、深さ 1cmほどの浅い播種溝を開き、2～3cmほどの

間隔で種を播種溝に播いてから 0.5～1cmほど覆土し、平クワか手のひらで覆土をしっかり

押さえてから水を撒く。 

育苗ハウス内の気温が 22～25℃の場合は播種してから 4～5 日後に発芽して、地面に子

葉が出た。気温が低い場合は、発芽までの日数が長くなる。 

発芽後、本葉 1～2枚が展開した際に間引きを行ない、密生部の一部の苗や弱い苗、奇形

の苗を引き抜く。播種してから約 30 日後、本葉 3～4 枚が展開した際にスコップや移植ゴ

テで地床の 10cmほどの深さで苗の根を切断して、掘り出して圃場に定植する。その播種と

育苗の模式図は図 4－Aに示す。 

 

      図 4. キュウリの実生苗の育苗模式図（A：地床育苗、B：ポット育苗） 

 

ポット育苗の場合は 9cm のポリポットを用意して、一つのポットに種子 2～3 粒を播い
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て、薄く覆土して灌水する。市販の育苗用土は肥料を事前に添加しているので、肥料を入れ

る必要がないが、普通の畑土で育苗する場合は事前に培土を消毒して、化成肥料を混ぜる必

要がある。 

播種したポリポットをビニールハウスなどに置き、25℃前後を保つ。播種後、1日 1回灌

水して、湿潤状態に保つ。4～5日後に発芽して、子葉が土面に出る。 

発芽後、本葉 1～2枚が展開した際に間引きを行ない、壮健な苗 1本を残し、ほかの苗を

除去する。播種してから約 30 日後、本葉 3～4 枚展開した際に圃場または栽培施設に定植

する。その播種と育苗の模式図は図 4－Bに示す。 

播種・育苗には下記の注意事項がある。 

① キュウリの発芽温度は 15～35℃、最適発芽温度 25℃前後である。15℃未満の低温では

発芽せず、35℃を超える高温では発芽率が大幅に低下し、発芽した苗も弱くなるので、早春

では保温できる育苗ハウスで、温度を 20℃以上に保つ。夏と初秋では風通しの良いところ

で、寒冷紗など遮熱資材で日中の高温強日射を遮断する。 

② 発芽率を上げるために、発芽が揃うまでは覆土の表面が乾いたら湿る程度の灌水を行う。 

③ 出芽後は苗の徒長を防ぐため、昼間 25℃以下、夜間 15℃以上の温度を維持して、苗を

萎れさせないように適宜灌水する。定植の数日前に育苗ハウスを開けて、苗を外温になじま

せる。 

④ ポット育苗の場合は保温と根切れ防止のためポットの下にビニール（通水のための穴が

開いたもの）や遮根シートなどを敷く。ポットの下から根が出てきたまたは葉が重なってい

る場合はポットずらしを行う。 

 

4. 接木苗の播種、接ぎ、育苗 

キュウリは生育が早く、養水分の吸収量が多いため、実生苗が根の原因で草勢が弱くなり

やすい。従って、根の吸収能力を高め、つる割病など土壌伝染性病害や土壌養水分などの変

化に対応して、草勢を長く維持するために、カボチャを台木にする接木苗を勧める。 

ただし、接木苗を作るには時間と技術が必要で、露地での大規模栽培では実生苗が主流で、

接木苗が主にハウス栽培に使われる。 

接木苗は下記の通りに作られる。 

① 台木の選択 

台木はカボチャを使う。カボチャ台木には、ブルーム（果皮に白い粉状の物質）の無いキ

ュウリを生産するために使われるブルームレス台木とブルームの出る台木カボチャの 2 種

類があり、市場に出す生食用キュウリには見栄のためにブルームレス台木を使うが、漬物用

キュウリは食味の良いブルームの出る台木が良い。 

また、台木の種類が違うと、穂木と台木の接ぎ方も異なる。通常、ブルームレス台木は苗

軸が細めのものが多く、呼び接ぎの方法で行う。ブルームの出る台木は苗軸が太めなので、

割り接ぎの方法で行う。 

https://ymmfarm.com/cultivation/veg/cucumber#tsuruware
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/seedling#graft
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/seedling#graft
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/seedling#graft
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② 催芽と播種 

穂木のキュウリ種は 2～3 時間、台木のカボチャ種は 3～4 時間水につけ、その後種子を

濡れた布で包み、ビニールの袋などに入れ 25℃前後で 12～14 時間保ち、白い芽の先が見

える状態にしてから播種する。 

セルトレイを使う場合はセル穴 3～4cm、深 4.5～5cm の 72 穴または 128 穴の育苗用セ

ルトレイに 1セルに 1粒の種子を播いてから覆土する。地床育苗の場合は穂木が条間 6cm、

種間 2～3cm、台木が条間 8～10cm、種間 4～5cmになるように播種する。 

台木と穂木の苗軸サイズを合わせるために、台木と穂木の播種時期を若干ずらす必要が

ある。呼び接ぎの場合は、まず穂木のキュウリを播種して、2～3 日後に台木のカボチャを

播種する。割り接ぎの場合は逆に台木のカボチャを先に播種して、5～7 日後に穂木のキュ

ウリを播種する。 

③ 播種後の管理 

 発芽を揃うために発芽まではセルトレイや地床に不織布などを覆って乾燥を防ぐ。土面

に子葉が見えたら、速やかに不織布などを撤去する。また、発芽までに育苗ハウス内の気温

を 23～28℃に維持し、一斉発芽を促す。 

 発芽後、徐々に気温を下げて子葉展開時に 20℃前後にして、接木作業の 2～3日前から灌

水量を控え、太陽光を十分浴びさせて、穂木と台木の苗軸を太く成長させる。 

④ 接木の時期 

 呼び接ぎの実施時期は大体穂木が播種 12～14日後、穂木の草丈が 5～6cm、第 1本葉が

500円玉大になった頃、台木が播種 10日後、子葉が完全に展開して、第 1本葉が子葉の間

に出た頃である。 

一方、割り接ぎの実施時期は大体台木が播種 14～16 日後、台木の草丈が 5～6cm、第 1

本葉が 500 円玉大になった頃、穂木が播種 7～10 日後、子葉が完全に展開して、子葉の間

に萌発した本葉が見えた頃である。 

⑤ 接木の方法 

1) 呼び接ぎ： 呼び接ぎとは台木と穂木の苗軸を融合させる方法である。台木と穂木とも

根をつけた状態であるので、活着までの管理が容易で活着率が高い。使う道具は安全カミソ

リの刃と接木クリップ（接木フレンド）である。操作方法は図 5に書いた順序通りに行う。 

カボチャ台木の子葉の上からカミソリを使って生長点を切り取る。 ⇒ カミソリを使っ

て台木のうぶ毛を軽く取ってから子葉カーブの外側の軸を斜め下方に半分ほど切り下げる。 

⇒ カミソリを使ってキュウリ穂木のうぶ毛を取って、本葉側を子葉から下 2～3cm の位

置で斜め上方に半分ほど切り上げる。 ⇒ 台木と穂木の切断面をかみ合わせ、台木の子葉

の上に穂木の子葉が重なるようにして、接ぎ木クリップで穂木側から押さえるように挟む。 

⇒ 接ぎ口の樹液が固まってから台木と穂木を 9cmのポリポットに鉢上げをする。 ⇒ 約

7日後、活着を確認してから穂木側の養水分が全部台木側から供給されるように穂木の接ぎ

部より下の茎を切断する。 
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図 5. キュウリ苗の呼び接ぎ操作の模式図 

 

2）割り接ぎ： 割り接ぎとは台木の苗軸に溝を切り開け、穂木を挿し込んで、融合させる

方法である。台木が根を付いているが、穂木が根から完全に離断された状態で、接木を成功

させるには一定の技術と経験が必要である。使う道具は安全カミソリの刃と接木クリップ

（接木フレンド）である。操作方法は図 6の通り下記の順序で行う。 

 カボチャ台木の子葉の上から本葉と生長点を除去する。 ⇒ 2 枚子葉の付け根からカミ

ソリを使って縦に苗軸を割る。 ⇒ カミソリを使ってキュウリ穂木を子葉の下約 2～3cm

のところに切断し、根を除去する ⇒ 子葉を有する穂木の苗軸がクサビ型になるように

切り口を V字型にカットする。 ⇒ 穂木を台木に開けている溝に挿し込み、穂木の切断面

と台木の切断面が互いに密着させるように接ぎ木クリップで挟む。 ⇒ 接ぎ部の樹液が固

まってから台木と穂木を 9cmのポリポットに鉢上げをする。 

 

図 6. キュウリ苗の割り接ぎ操作の模式図 
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 接木作業には下記の注意事項がある。 

① 台木と穂木の乾燥を避けるため、作業は日陰で、風が当たらない所で行う。 

② 穂木と台木の切り口をよく密着させるために新品のよく切れる安全カミソリ刃を使う。 

③ 作業は穂木の調整から始める。 

④ 穂木の調製が終わったら、切り口を乾かさないように速やかに台木の調整に入り、短時

間に接ぎ合わせて仕上げする。 

⑤ 接ぎ木が終わった苗は、すぐに鉢上げをせず、苗を横に寝かせ、湿ったタオルで覆う。

しばらくすると切り口の樹液が固まるので、それから鉢上げした方がよい。 

⑥ 鉢上げした後、接ぎ部を早く癒着させるために接ぎ部を水で濡らさないように慎重に潅

水する。 

⑦ 活着するまで、苗を日陰でトンネルをかけ、白色寒冷紗などで遮光する。活着してから

ゆっくり日光に当てて慣らす。途中で苗が萎れるようになった場合は霧吹きで軽く葉を湿

らせておく。 

 

5. 定植 

 実生苗は播種してから約 30日後、草丈 20～30cm、3～4枚本葉を展開した時点で圃場に

定植する。接木苗は接木してから約 25～30 日後、3～4 枚本葉を展開した時点で圃場に定

植する。 

ポットから苗を取り出し、培土が付いている状態で定植する。 

 

図 7. キュウリの定植模式図（A：2 条植え、B：1 条植え） 

 

通常、2 条植えの場合は条間 60～70cm、株間 60～75cm、1 条植えの場合は株間 60～

75cmとする。うねに移植ゴテなどで直径 10～12cm、深さ 10cmほどの定植穴をあけ、鉢

土の表面が完全に埋まるように植え付ける。基肥がうね内局部深層施肥の場合は定植穴の

底に化成肥料の粒を撒いてから薄く覆土して、苗を植え付ける。10aあたりに 1,100～1,300

本を植え付ける。植付け後、たっぷりと水を撒く。図 7は定植の模式図である。 

 定植作業の注意事項は下記の通りである。 
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① 定植密度は春に定植したものは栽培期間が長く、生長も旺盛なので、株間 70～75cmに

して、夏以降に定植したものは株の生長が控えられることが多いので、株間はやや狭くして、

60～70cmにする。 

② 露地栽培では乾燥防止と雑草対策のためにマルチをした方が良い。 

③ 苗の活着を促進するため、鉢土を崩さないように苗を取り出して、鉢土と一緒に植える。

定植後に必ずたっぷり灌水する。 

④ 害虫防除のために、定植する前にオルトラン粒剤などの殺虫剤を定植穴に散布する。  

 

6. 支柱立てと誘引 

キュウリはつる性植物で、茎が柔らかく、自立が不可能である。栽培には支柱とネットで

株を支える必要がある。苗を定植する前または定植後に定植穴の傍に長さ 1.8～2m の竹ま

たは鉄パイプを支柱にして立てる。支柱を垂直にする直立型と支柱を斜めにして、上部を交

差させる合掌型がある。通常、2 条植えでは合掌型（図 8－A）、1条植えでは直立型（図 8

－B）を採用する。なお、合掌型は安定性がよい。支柱を立ててからネット（「キュウリネッ

ト」など）を支柱に張る。 

定植後に苗の 3～5枚目本葉の所で紐を使って支柱またはネットに結びつける。その後植

株の生長に伴い、つるに発生したヒゲ（巻きヒゲ）が勝手にネットに絡みつくので、人手で

の誘引が不要である。 

 

図 8. キュウリの誘引模式図（A：合掌型立て誘引、B：直立型立て誘引）  

           

ハウス栽培の場合は支柱を使わず、天井から紐またはネットを垂らして、つるを吊って誘

引する方法もある。ただし、キュウリは子づると孫づるの発生が多く、地上部のつる、葉と

果実が重く、ハウスの鉄骨が耐えるかなどの問題が起こりやすいので、勧められる方法では

ない。 
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7. 仕立てと整枝 

 キュウリの慣行栽培が 1本仕立てを採用する。すなわち、定植後、親づる 1本にして、5

～6節までのわき芽と雌花を全部取り除き、6～7節以上の節についている雌花を着果させ、

わき芽を子づるとして伸ばすことは、キュウリ栽培の基本形である。 

 親づるの 6～7節以上のわき芽から伸びた子づるに雌花がついたら、その先についている

葉を 2 枚残すように摘芯して、着果した果実を成長させて収穫する。摘芯された子づるの

わき芽が伸びて孫づるとなるが、孫づるに雌花がついたら、その先についている葉を 2 枚

残すように摘芯して、着果した果実を成長させて収穫する。この作業を繰り返して行う。こ

れは整枝の仕方である。 

 親づるが 20～25節に伸び、支柱とネットの先端に到着したら、摘芯する。代わりに親づ

るの中部から発生した 1 本の子づるを親づるとして伸ばす。図 9 はキュウリの仕立てと整

枝模式図である。 

 

図 9. キュウリの仕立てと整枝模式図 

 

 収穫が始まったら、親づると子づる、孫づる下部の古い葉、黄色の老化した葉、病害虫に

侵された葉を取り除く。これによって、株の風通しや採光を良くして果実品質を高め、管理

作業もしやすくなる。 

 仕立てと整枝作業に下記の注意事項がある。 

① 親づるが倒伏したり、巻きひげが絡み合ったりする前に早めに支柱とネットにつる上げ

する。その後は勝手に支柱とネットに絡みつき、人手での誘引が不要である。 

② つる上げした後、親づるの地際から 30cm前後の高さ（親づるの 5～6節まで）を目安に

それより下のわき芽と雌花をすべて除去する。 

③ 草形を乱さないように子づると孫づるに雌花がついたら、その先の葉を 2枚残して摘芯
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し、養分を果実に集中させる。子づると孫づるを摘芯せず、そのまま放置すると、養分が栄

養成長に行ってしまい、果実の肥大が悪く、風通しも悪く、病害虫が発生しやすくなる。 

④ 株の風通しや採光を良くするために、つる下部の古葉と病害虫に侵された葉を随時に摘

葉する。ただし、下葉を摘みすぎると草勢の低下を招きやすいので注意が必要である。 

 

8. 追肥 

キュウリは定植後の栽培期間が 3～4 か月あり、収穫頻度が高く、収穫量も多いので、5

～8回の追肥が必要である。 

1回目の追肥は定植後 30～40日経過して、最初の果実を収穫した後に行う。株の根元か

ら約 15～30cm 離れたところに深さ 5～10cm ほどの施肥穴または短い施肥溝を開け、10a

あたりに窒素と加里 3～5kg、りん酸 2kgほどの化成肥料を入れてから覆土する。りん酸全

量を基肥とする場合は、追肥は窒素と加里だけにする。その後も 15 日ごとに追肥を行う。

毎回の追肥は前回と異なる場所に深さ5～10cmほどの施肥穴または短い施肥溝を開け、10a

あたりに窒素と加里 3～5kg、りん酸 2kgほどの化成肥料を入れてから覆土する。草勢が弱

くなった場合は窒素と加里を含む液肥で適宜に灌漑または葉面散布にすれば、草勢回復に

役立つ。 

施設内の養液土耕では、毎日養分を含む養液を与えるので、追肥が不要である。養液土耕

栽培に使う肥料などについて、本 HPの肥料施用学の「養液土耕用肥料」を参照ください。 

追肥作業には下記の注意事項がある。 

① 肥料焼けおよび根系損傷を防ぐために施肥穴や施肥溝を株元から 15cm 以上離れたとこ

ろに開く。毎回追肥の施肥穴や施肥溝は異なる場所に開く。 

② 追肥した後、速やかに覆土する。 

③ 曲がり果、尻細果が多く発生する場合は草勢が弱くなった症状で、肥料切れと水分不足

の可能性がある。窒素と加里を含む液肥で適宜に灌漑または葉面散布にすれば、草勢回復に

役立つ。 

 

9. 灌漑 

 キュウリは浅根性で乾燥には弱い作物である。また、生育スピードが早く、着果数が多く、

果実の含水量も高いので、ほかの果菜類に比べ、水分需要量が非常に多い。そのため、水分

が不足すると、果実の肥大が著しく悪くなったり、曲がり果や尻細果など変形果を生じやす

くなったりして、減収につながる。 

通常、露地栽培の場合は、降雨と地下水で土壌水分がある程度維持できるが、ハウス栽培

では雨水が入らず、灌漑が必要である。特に収穫が始まると果実肥大の負担が株にかかると

ともに株の蒸散量が急速に増えるので、水不足にならないように適時灌漑を行う必要があ

る。土壌に乾燥を感じた場合は、通路が湿った状態までにまとまった量の水を灌漑する。 

灌漑作業に下記の注意事項がある。 
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① 曲がり果や尻細果の発生が増えた場合は、肥料切れと水分不足で草勢が弱くなった症状

であるので、速やかに灌漑を行う。 

② 灌水量を多めにする。1 回当たりの灌水量が少なすぎると、うねの作土層の上層しか濡

れず、下層域に達していないので、作土層の上層と中層域だけが乾湿を繰り返し、下層の地

下水供給域とのつながりができず、逆に根の活性が弱くなり、草勢がさらに悪くなる恐れが

ある。 

③ 子づるや孫づるが過多で栄養成長が過繁茂の場合、灌水を控え、摘葉を少し強めに行い、

採光や通風をよくする。 

 

10. 中耕 

中耕とは、クワまたは中耕ローター等を使って条間、株間と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。 

キュウリの露地栽培ではクワなどを使って、うね面とうね肩を軽く耕すだけに留まる。マ

ルチの場合は中耕が不用である。 

 中耕には下記の注意事項がある。 

① 中耕は必ず行う農作業ではないので、行わなくても問題がない。 

② キュウリは浅根性作物で、養水分を吸収する細根のほとんどが 10～15cm以内の表層土

に存在している。中耕による根への損傷を防ぐために、中耕作業は土の表面を薄く軽く耕す

に限る。 

 

11. 受粉処理と摘果 

 キュウリは雌雄異花の植物で、つるの節に雌花と雄花が別々に発生する。自然条件下での

雌花の受粉は昆虫により行われる。しかし、キュウリは単為結果性が強く、受粉しなくても

着果する性質があるため、人工授粉の必要がない。 

また、キュウリは開花・着果後 7～10日で収穫するので、果実の生長サイクルが早い。果

実を充実させるための摘果の必要がない。 

 

12. 病害虫と雑草防除、生理障害の対策 

キュウリは病気に対する抵抗性が弱く、害虫の被害も受けやすい。被害を受けると減収の

ほか、果実に病気による腐りまたは虫の食い痕などが発生して、商品にならない恐れもある

ので、病害虫の防除が肝要である。キュウリ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. キュウリ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 発生時期・被害症状 防除法 
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斑点細菌

病 

細菌 全生育期間を通じて葉、茎及び果実に発生す

る。葉に水浸状で暗褐色の小斑点を生じる。

斑点は次第に広がって径 3mm ほどの葉脈に

囲まれた多角形の病斑となる。果実では先端

に近い部分に発生が多く、はじめ油浸状の小

斑点を生じ、のちに病斑部分を中心に亀裂を

生じて白色のヤニを分泌する。茎と葉柄に発

生すると暗緑色水浸状の病斑を生じ、のちに

白色に変わってヤニを出す。病斑部から先の

茎葉が萎凋・枯死することもある。 

種子消毒、発病

苗は定植しな

い、発病株の早

期除去、窒素肥

料の過剰施用を

控える。 

べと病 糸状菌 全生育期間を通じて葉に発生。まず、下葉か

ら発生し、次第に上葉に広がる。初め淡黄色

で、境界のはっきりしない小さな斑点を生じ、

後に拡大して淡褐色に変わり、葉脈に囲まれ

た多角形の病斑となる。激しく発生した場合

は下葉が全部枯れ、先端の新葉だけが残る。

収量が著しく低下し、また曲がり果が多くな

る。気温 20～24℃、多湿条件で多発する。肥

料切れや草勢が弱ったときにも発生しやす

い。密植すると発生しやすくなる。 

連作を避ける、

土壌消毒、薬剤

散布、圃場排水、

適正な肥培管

理、密植を避け、

通風・透光をよ

くする。 

うどんこ

病 

糸状菌 早春と晩秋の湿度が比較的低い季節に発生す

る。下葉から発生し、表面に小麦粉をふりか

けたような白いかびを生じる。後に灰白色と

なり、その中に黒色の小粒（子のう殻）が形成

される。発病のひどいときは葉が枯れる。気

温 20℃前後、比較的低い湿度（50～80％）で

多発する。昼夜の温度差が大きいときも発生

しやすい。日当たりが悪く、肥料の効きすぎ

も発病を助長する。 

薬剤散布、適正

な肥培管理、密

植を避け、通風・

透光をよくす

る。 

つる割病 糸状菌 全生育期間を通じて発生。下葉から黄化し、

萎凋する。病勢が進展すると、上位葉に及び、

やがて、株全体が萎凋して枯死する。地際部

に近い茎が裂けるように割れて、割れた部分

からカビが生え、茶褐色のヤニが出たことが

ある。茎の導管部は上部まで褐変しており、

導管内に菌糸、小型分生子がみられる。春～

連作を避ける、

土壌消毒、薬剤

散布、圃場排水、

カボチャ台木の

接木苗を使う。 
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秋の気温が高い時期に発生しやすい。 

モザイク

病、緑斑モ

ザイク病 

ウイルス 全生育期間を通じて葉と果実に発生。葉では

小さな褪色斑点を多数つくり、それが融合し

てモザイク症状になる。新葉では淡黄色の斑

紋、葉面に小さなしわを生じる。果実では果

梗に近い部分に褪色斑点または濃緑斑点とこ

ぶができ、酷い場合は果実が曲がったりねじ

れたりして奇形となる。株全体は萎縮する。

アブラムシによる伝播。 

アブラムシの防

除、発病株の早

期除去。 

ウリハム

シ 

昆虫 体長7～8mmの茶色の甲虫は植株に飛来して

葉や果実を食害し、穴を開ける。 

薬剤散布 

オンシツ

コナジラ

ミ 

昆虫 成虫は葉の裏に群棲し、葉を吸汁して加害す

るほか、ウイルス病を伝播する。 

薬剤散布 

アブラム

シ 

昆虫 全生育期間に発生。葉から汁液を吸う。吸汁

によって生育不良となる。ウイルス病を伝播

する。 

薬剤散布 

ナミハダ

ニ 

ダニ類 葉裏に群棲して吸汁加害し、葉に白い斑点が

できる。 

薬剤散布 

 

病気と害虫は圃場を観察して、発生初期からの防除に努める。露地栽培では防虫ネットで

は害虫の被害を軽減させる効果がある。定植時に定植穴に浸透移行性殺虫剤（オルトランな

ど）を撒いて、初期の害虫防除に非常に有効である。 

キュウリは定植後の生育が速く、葉が多く、草丈も高いので、雑草との競争に負けること

がめったにない。直播きではなく、育苗して、本葉 3～4枚展開した壮健な苗を圃場に定植

することを勧める。 

キュウリの圃場に発生する雑草はほとんど 1 年生草である。除草剤による初期除草と中

耕除草で防除する。通常、初期除草は定植直後に株間とうね間に土壌処理型の除草剤を散布

する。その後、栽培期間中に発生する雑草は中耕除草で除去する。マルチ栽培は雑草の発生

を強く抑える効果がある。 

キュウリの生理障害は主に曲がり果、尻太果、尻細果、肩こけ果がある。生理障害は病気

ではないが、品質が悪く、商品にならず、減収となる。その症状、発生原因と対策は下記の

通りである。 

① 曲がり果： 果実が曲がってしまった。中心軸より 2cm以上も曲がったもの。 

発生原因は光合成産物、肥料、水分などが不足すると発生しやすくなる。特に乾燥（空気

の湿度不足、土壌中の水分不足）や密植、過繁茂による採光不良が主な原因である。また、
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支柱やネットなどに当たり、物理的に曲がる場合もある。 

対策は追肥を行い、適宜に灌漑して、土壌乾燥を防ぐなど。多発する場合は、摘葉・整枝

を強化して、採光を改善する一方、窒素と加里を含む液肥で土壌施用または葉面散布を行う。 

② 尻太果： 果実の先端にだけ種子ができて、尻部のあたりが肥大化したもの。 

発生原因は高温、多灌水による水分過多、過度摘葉により、草勢が衰弱して果実への養分

転流不足時に発生しやすくなる。 

対策は摘葉や摘芯を軽くして、適宜に灌水と追肥を行い、栄養成長を促し、草勢を維持す

る。 

③ 尻細果： 果実の先端にだけ種子ができず、尻部のあたりが急に細くなったもの。 

 発生原因は高温により養分と水分不足で果実への養分転流不足時に発生しやすくなる。 

対策は適宜に灌水と追肥を行い、摘葉を控え、栄養成長を促し、草勢を維持する。 

④ 肩こけ果： 果実のヘタにくびれができ、そこから肩が張ったように膨らんだ形になるも

の。 

発生原因は低温による果実の肥大が悪く、栄養過多または日照不足により果実の肥大が

不均一となった。 

対策はハウス内の温度を上げて、採光性をよくして、摘葉・摘芯で草勢の調節を図る。 

 

13. 収穫 

キュウリは開花後、着果した果実の生育が速く、大体 7 日後に長さ 20cm ほどに肥大す

る。生食用キュウリは夏季では開花後 7日、春秋季では開花後 10日頃が収穫の目安である。

長さが 25cm以上に成長した果実は皮が硬くなり、種も発生するので、食味が悪くなる。通

常、圃場には週 2～3回巡回して、長さ 20cmに達した果実を収穫する。 

一方、漬物用キュウリは厚い果肉とやや硬い果皮が好みなので、開花後 10～14日頃、長

さ 23cm以上に達したものを収穫して使う。 

キュウリは機械での収穫が無理なので、すべて人手による収穫である。ハサミで果実を果

柄部から切断して、1個ずつ収穫する。曲がり果、尻太果、尻細果、肩こけ果など生理障害

の果実や病害虫の被害を受けた果実も収穫して、株に残さない。 

収穫が遅れて果実が肥大すると、養分を果実内部の種に集中して行ってしまうので、株の

開花と着果、果実の肥大に悪影響を及ぼす。そのためにこまめに収穫していくことが大切で

ある。 

収穫作業の注意事項が下記の通りである。 

① キュウリは、収穫後の果実を長持ちさせるために気温の低い午前中に収穫するのがベス

トである。また、午前中の収穫は果柄の切り口がその日のうちに乾くので、病気の伝播防止

に有利である。 

② 収穫したキュウリは生きているので、直射日光や高温を浴びると、水分が蒸発して、品

質が低下する。従って、収穫後は直ちに冷暗所へ運び、品温を上げないように努める。 
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③ ハサミで切って収穫する場合は株に傷口ができるので、病気の伝染を防ぐために収穫前

と収穫後にハサミをきちんと消毒する。 

④ 曲がり果、尻太果、尻細果、肩こけ果など生理障害の果実や病害虫の被害を受けた果実

を見つけたら即時に摘み取る。株に残すと、養分がそこに行ってしまい、次の雌花の発生と

着果を遅らせ、ほかの果実の肥大にも悪影響を及ぼす。 

 

14. 調整・選別 

 収穫したキュウリは目視で病害虫の被害を受けたものや曲がり果、尻太果、尻細果、肩こ

け果などの不良ものを選別・除去する。ハサミで果実の果柄を 5mm以内に短く切る。規格

に合わせて箱詰する。 

調整・選別作業時に果実への打撲を与えないよう丁寧に取り扱う。 

キュウリは収穫後も生きて、成熟し続け、傷むのが早く、細菌やカビも繁殖するので、長

期貯蔵が不可能である。鮮度維持のために箱詰したものは速やかに 5～10℃まで冷却してか

ら出荷する。 


