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メロン 

 

メロンは、ウリ科キュウリ属の 1年生つる性植物で、キュウリの近縁種である。北アフリ

カや中近東が原産地と推定されたが、最近の遺伝子研究によれば、インドが原産地という説

もある。最初はキュウリよりは若干甘いという程度で、サラダや酢漬けに供される野菜の 1

種であった。その後、数世紀に及ぶ品種改良の結果、甘いメロンが作られるようになった。

本邦に伝わった時期は不明であるが、最初はマクワウリ（真桑瓜）という種類で、庶民の果

物として愛された。現在メロンの代名詞となったネット系メロンは大正 14年（1925年）に

イギリスから導入された品種である。 

メロンの果肉は水分が 90%以上含まれ、甘く多汁で、含まれるカリウムは疲労回復なら

びに利尿作用があるため、夏バテによる食欲不振の予防にもなり、代表的な高級果物として

人気がある。また、特有の甘い風味と香りから飲料や菓子のフレーバーにも多用される。 

メロンは品種が多いが、本邦では通常、果肉色により赤肉種、青肉種、白肉種に分類され

る。赤肉種は夕張メロン、クインシーメロンなど、青肉種はアンデスメロン、プリンスメロ

ン、タカミメロン、アールスメロンなど、白肉種はホームランメロン、ハネデューメロンな

どがある。また、表皮にネット状斑紋の有無によりネット系メロンとノーネット系メロンに

分けられる。 

本邦では赤肉種と青肉種が人気で、栽培面積と収量が 9 割以上を占める。農林水産省と

全国農業協同組合連合会（JA全農）の基準ではメロンは果実ではなく、果菜類に分類され

る。 

 農林水産省の 2019年統計データでは、本邦のメロン栽培面積 6410ヘクタール、収穫量

15.6万トン、出荷量 14.2万トン、そのうち温室栽培のネット系メロンは栽培面積 644ヘク

タール、収穫量 1.71 万トン、出荷量 1.64 万トン、ほぼ 1 割強を占める。主な栽培地は茨

城、北海道、熊本、山形と青森である。 

 一方、FAO（国連食糧農業機関）の 2018年統計データによれば、世界のメロン栽培面積

140.6万ヘクタール、収穫量 4014万トン、収穫量が 100万トンを超えたのは中国、トルコ、

イラン、インドの順である。 

  

1. メロンの生育ステージ 

メロンは温暖乾燥の気候を好み、発芽適温 25～30℃、生育適温も 20～30℃で、最適生育

温度は 25℃前後である。15℃以下では生育が止まり、3℃以下では凍死する。また、33℃を

超えると生育が抑制される。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、開

花と着果不良で、果実の肥大も阻害される。メロンの根は浅根性だが、側根と細根が多く、

養水分吸収力が高い。乾燥にやや強く、過湿に弱く、水はけが悪いとつる割病などが発生し

やすいので、排水と通気性の良い土壌を好む。本邦では主に露地のトンネル栽培であるが、

高級志向のネット系メロンは品質要求が厳しいので、気象条件の変動が制御できるハウス
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または温室で栽培を行う。 

メロンはその生育条件として最低気温 15℃以上が必要である。通常、3～4月播種、4～5

月定植、6月下旬～8月下旬収穫する。概して温暖地では播種と定植、収穫が早く、寒冷地

では播種と定植、収穫が遅くなる。トンネルを使えば、栽培と収穫をさらに早くすることが

できる。温室栽培の場合は季節に関係なく年間を通じて栽培することが可能である。 

メロン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、茎葉展開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、メロンは開花と結果期に入っても続々と新梢が伸び、脇芽と新葉が発生す

るので、生殖成長期は栄養成長期と共存している。図 1 はメロンの栽培ステージと各ステ

ージに主に行う農作業を示す。 

 

図 1. メロンの栽培ステージと主な農作業 

 

メロンは春先の低温季節に苗を順調に育ち、丈夫な植株を作るために直播きではなく、加

温できるハウス内の地床か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。 

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。25～30℃では播種後 3～5日ほ

ど発芽するが、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。 

根の養水分吸収能力強化と土壌病害耐性向上のために、できれば接ぎ木苗を作る。特にネ

ット系メロンは必ずつる割れ病抵抗性のあるメロン種（大井、バーネットヒルフェボリット

など台木専用種）を台木にして接ぎ木苗にする。ノーネット系メロンは接ぎ木苗にする必要

性がないが、カボチャを台木にして接ぎ木にすれば、より簡単に栽培することができる。接

ぎ木はメロン苗の子葉が完全に展開した時点で行う。接ぎ木した後、9～12cm のポットに

鉢上げして育苗する。 

育苗期は発芽後（接木の場合は接ぎ後）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。その期間は大体播種してから 35日前後までである。 
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メロンは果菜類の中でも温度管理と水分管理が難しく、露地栽培では品質の良い果実を

収穫するために外部気象の影響を緩和することのできるトンネル栽培を勧める。定植の 10

～14日前に圃場にトンネルを張り、定植後の地温を 20℃以上に上げておく必要がある。 

定植後、活着した苗が続々と茎を伸び、新葉を展開して、脇芽も順次に発生し、子づると

孫づるとして伸びる。この時期は茎葉展開期である。良い果実を得るために整枝仕立てを行

う必要がある。通常、メロンは定植活着後、新葉が展開してから本葉 5枚のところでその先

を摘芯し、脇芽から伸びた生育の良い子づる 2～3本を伸ばす。着果前は余分の子づると孫

づるをすべて取り除く。 

メロンはつる性植物で、茎が柔らかく、地面に張って生育するので、露地栽培では支柱で

支える必要がない。ただし、支柱を使って誘引すれば、着果率が上がり、収穫が早くなる。

特にネット系メロンは果実の外形を重視するため、誘引することが多い。 

つるに本葉 7～8枚が展開してから花が咲き始まる。花は雄花と雌花に分かれて、雌花は

側枝の第 1 節に、雄花は主枝に着生する。良質の果実を得るには定植後に根を十分に伸ば

して、丈夫な植株を作る必要がある。そのために慣行栽培では子づるの 10節までに出た孫

づるを早めに除去し、11～16 節から出た孫づるを結果枝として、その雌花に受粉を行い、

着果させる。なお、主枝の 25節前後に摘芯し、結果枝の雌花着生節も授粉後にその上の葉

2枚を残して摘芯する。 

着果後、つる 1本に良い果実 2個を残して不整果、変形果を摘果して栄養を集中させる。

着果節以降の子づるまたは孫づるは先端の 2～3本を「遊ぶづる」として残して他を全部除

去する。 

誘導無しの地這い栽培では受粉後の 15～20 日から、1～2 回玉直しを行うことで果実の

形が良くなり、色付きも良くなる。 

メロンは品種にもよるが、大体ノーネット系メロンは、受粉して 40日ほど経ち、香りが

出始めた頃、ネット系メロンは、受粉後 55日前後が収穫適期となる。外観では果実がつい

ている結果枝の葉が葉縁から枯れ始め、完熟に近づくと葉全体が黄色くなる頃に収穫する。 

 

二、 メロン栽培の主な農作業 

 メロン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、

仕立て・整枝、授粉、摘果、追肥、病害虫と雑草防除、収穫である。図 2は各地域の露地メ

ロン栽培暦である。 

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通常 4 月中旬～5 月中

旬に播種して、加温のできる育苗ハウスなどに約 35日の育苗を経て、最低気温が 15℃を超

え、晩霜の恐れがなくなった 5月下旬から 6月中旬に定植する。8月中旬～9月上旬に収穫

する。低温対策として、マルチとトンネルが不可欠である。 

 関東や東海の中間地域では、通常 4月上旬～5月上旬に播種して、加温のできる育苗ハウ

スなどに約 35 日の育苗を経て、5 月中旬～6 月中旬に圃場に定植する。収穫時期は梅雨明
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けした 7月中旬～8月下旬である。ただし、トンネル栽培では 2～3週間早く播種すること

ができ、6月下旬からの収穫が可能である。 

 

図 2. 各地の露地メロン栽培暦 

 

 四国・九州の暖地では、通常 3月下旬～4月中旬に播種して、加温のできる育苗ハウスな

どに約 35 日の育苗を経て、5 月上旬～下旬に圃場に定植する。収穫時期は梅雨明けした 7

月上旬～8 月下旬である。ただし、トンネル栽培では 2～3 週間早く播種することができ、

6月中旬からの収穫が可能である。 

 一方、高級品として取り扱うネット系メロンはハウス栽培が不可欠である。加温せずの栽

培では露地のトンネル栽培に準ずるが、加温できる場合は、収穫時期を事前に決めれば、播

種と定植を逆算することができる。大体、収穫予定時期から逆算して、約 100～120日前に

播種、約 70～80日前に定植する。ただし、メロンの生長に高温と強日照が必要で、晩秋か

ら早春までのシーズンにはハウス栽培でもうまく行かない場合が多いので、低温短日時期

の栽培を避けた方が良い。 

 以下はメロン栽培の具体的な農作業を説明する。なお、メロンは病害虫に対する抵抗性が

強くないので、同じ圃場での連作を避けるべきである。 

1. 耕起と整地 

メロンは浅根性作物であるが、主根は地中深さ 30cmまで伸びる。カボチャを台木とする

接木苗は主根が地中深さ 30～50cm以上伸びることがある。排水不良地では、湿害により、

生育が劣るだけでなく、べと病、疫病、つる枯病などが発生しやすく、植株の早期衰退につ

ながる。従って、メロン栽培は地下水位が 50cm以下で、排水性の良い砂壌土と壌土、周辺

の圃場（水田）や農業用水路からの浸入水がない圃場を選び、埴土や重粘土のような粘土の

多い透水性や通気性の悪い圃場を避ける。 

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。 
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メロンは根系の分布が広く、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

湿害を防ぐためにうねを立てて栽培する。また、地温維持、天候変動の緩和と雑草対策とし

てマルチとトンネルにした方がよい。 

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。誘引せずの地這

い栽培では 1条栽培で、うね間 240～280cm（うね面 150cm、通路幅 70～100cm）、うね高

15～20cmの高うねにする。誘引栽培では 2条栽培が多いので、うね間 250～270cm（うね

面 130～150cm、通路幅 100cm）うね高 15～20cm のうねにする。なお、トンネル栽培で

はうねを立ててからマルチを敷き、トンネルを立てる。 

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）は実生苗では 25～30cm、接木苗では 30～35cm にして、整地のハロ

耕深が 15cmを目安に行う。 

③ 事前に地温を上げ、定植した苗をスムーズに活着させるために、うね立て後、定植の 10

～15日前に黒マルチを敷く。トンネル栽培の場合は同時にトンネルを立てる。 

 

2. 土壌 pH調整と基肥施用 

メロンはその生育の適正土壌 pHが 6.0～6.5である。5.5以下の酸性土壌には生育が抑制

される。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。土壌 pHを石灰質肥料で調整する場合は、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。 

土壌 pHを改良する場合は、圃場を耕起する前に石灰質肥料を全面撒き、耕うんを通して

作土層に混合させる。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。 

メロンの必要な施肥量は 10aあたりに窒素 15～20kg、りん酸 10～15kgと加里 20～30kg

ほどである。慣行栽培では基本として追肥をしないので、大体基肥の施用量が 10a あたり

に窒素、りん酸、加里がそれぞれ 15kgにする。不足の窒素と加里は着果後の葉面散布で補

う。 

メロンは塩素を多量吸収し、果実に集積する習性がある。塩化加里を施用すると、果実に

塩素濃度が高くなり、微かな塩味を帯び、味が悪くなる。したがって、加里養分は塩化加里

を避け、必ず硫酸加里を使う。 

基肥は局部深層施肥を行う。すなわち、苗を定植する際に、定植穴をやや深く掘り、基肥

を穴に撒いてから覆土して、その上に苗を定植する。 

メロンは吸肥力が強いので、茎葉展開期に窒素が多すぎると、つるが伸び過ぎて、新葉が

多く発生するが、花は雄花ばかりで、雌花がなかなかつかないいわゆるツルボケ現象が発生

しやすい。基肥に窒素を控えめにする。また、前作の種類と施肥量、土壌タイプを考慮して、
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基肥の施肥量を適宜に加減する。 

土壌 pH調整と基肥施用には下記の注意事項がある。 

① 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

必要がある。 

② メロンは吸肥力が強いので、前作に残った養分を積極的に吸収することができる。基肥

の施肥量が過多で、特に窒素の施用量が多い場合は、茎葉が徒長して、雌花が発生せず、着

果しても落果する恐れがある。基肥中の窒素量を控えて、過剰施肥を避ける。 

③ ノーネット系メロンはネット系メロンに比べると養分要求量が少なく、多肥栽培すると

果形のみだれ、果皮の色抜け、裂果などが発生しやすいので、施肥量を少なめにする。 

④ メロンは塩素を多量吸収し、果実に集積する習性がある。果実に塩素濃度が高い場合は

味が悪くなるので、塩素を多く含む塩化加里と塩安の施用を避ける。 

 

3. 実生苗の播種・育苗 

メロンは高温強日照の気候が好み、発芽と苗の生長には 20℃以上の温度が必要なので、

圃場への直播きでは播種時期が晩春から真夏の間にしかなく、その後の生育期間が限られ、

果実の肥大と成熟が抑制される。必ず加温できる育苗ハウスなどに播種と育苗して、ある程

度に育ててから圃場に定植する。 

メロンの実生は根の養水分吸収能力が衰退しやすく、草勢の安定性が悪く、土壌病害を罹

りやすいなどの短所があり、接木苗に比べて栽培管理が難しい。現在、実生苗を使うのは主

に露地栽培のプリンスメロンを代表とするマクワ型メロンなどの一部に限られている。 

通常、実生苗は地床育苗かポット育苗で、本葉 3～4 枚が展開した後に圃場に定植する。 

発芽を揃わせ、発芽率を上げるために、種の催芽を行う必要がある。催芽の方法は播種前

日に種を 35～40℃のぬるま湯に半日浸漬して、濡れた布などで包み、30～35℃に一夜を保

温し、種子先端が軽く開く程度で播種する。 

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 1～2cm 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 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 25～30℃の場合は播種してから 3～5 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。発芽後は昼間 25～30℃、夜間

15～20℃の変温で育苗する。 

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 30～35 日後、本葉 3～4 枚が展開した際にスコップや移植

ゴテで地床から苗を掘り出して、壮健な苗を選んで圃場に定植する。その播種と育苗の模式

図は図 3－Aに示す。 
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ポット育苗の場合は 9～12cm のポリポットを用意して、一つのポットに種子 2～3 粒を

播いて、1cm ほど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、少量

の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、25～30℃を保つ。播種後、1 日 1 回

灌水して、湿潤状態に保つ。3～5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 30～35 日後、本葉 3～4 枚展開した際に圃場に定植する。その播

種と育苗の模式図は図 3－Bに示す。 

 

      図 3. メロン実生苗の育苗模式図（A：地床育苗、B：ポット育苗） 

 

播種・育苗には下記の注意事項がある。 

① メロンの発芽温度は 20～35℃、最適発芽温度 25～30℃前後である。16℃未満の低温で

は発芽せず、35℃を超える高温では発芽した苗が弱くなるので、発芽時の育苗ハウス内の地

温を 25～30℃に保つように加温する。 

② 発芽率を上げるために、播種前に催芽を行い、播種後は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 25～30℃程度、夜間 15～20℃程度の温度を維持し

て、苗を萎れさせないように適宜灌水する。 

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。 
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4. 接木苗の播種、接ぎ、育苗 

メロンは生長に養水分の需要量が多いため、実生苗が根の原因で草勢が弱くなりやすく、

生育が安定しないうえ、つる割病など土壌伝染性病害に弱い。従って、根の吸収能力、特に

低温環境での吸収能力を高め、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う

まく対応して、草勢を長く維持するために、接木苗を使う農家が多い。特にネット系メロン

はほとんど接木苗を使う。 

接木苗は下記の通りに作られる。 

① 台木の選択 

メロン用の台木はつる割れ病抵抗性のメロンとカボチャがある。それぞれの特徴は下記

の通りである。 

つる割れ病抵抗性のメロン台木の特徴は、①接ぎ作業がしやすく、活着もしやすい。②着

果が安定する。③果実の品質（肉質や糖度）が安定する。 

カボチャ台木の特徴は、①低温と高温環境にきわめて強い。②品種によって接ぎ木が馴染

まないこともある。③生理障害の発生が少ない。④吸肥力が強く草勢の強化によい。⑤果実

の肉質や糖度はやや劣る。 

台木の選択基本は、土壌病害対策および着果性と果実の品質を優先させる場合はつる割

れ病抵抗性のメロン台木、低温時の養水分吸収能力を高め、草勢の強化と土壌病害対策の場

合にはカボチャの台木を選択する。通常、品質重視のネット系メロンはメロンの台木、ノー

ネット系メロンはカボチャの台木を使う。 

② 催芽と播種 

穂木とメロン台木の種は播種前日に 35～40℃のぬるま湯に半日浸漬して、濡れた布など

で包み、30～35℃に一夜を保温し、種子先端が軽く開く程度で播種する。カボチャ台木の

種は 3～6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。 

播種はセルトレイを使う。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。 

接ぎ作業時に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ずら

す必要がある。よく利用する割り接ぎと挿し接ぎの場合は台木のメロンまたはカボチャを

先に播種して、6～8日後に穂木のメロンを播種する。 

③ 播種後の管理 

 発芽を揃うために発芽までに不織布などでセルトレイ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 25

～30℃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 20～25℃にして、接ぎ作業の 2～3 日前から

灌水量を控え、日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 

https://ymmfarm.com/cultivation/veg/cucumber#tsuruware
https://ymmfarm.com/cultivation/veg/cucumber#tsuruware
https://ymmfarm.com/cultivation/basis/seedling#graft
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割り接ぎと挿し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 7～8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はじめた頃である。 

⑤ 接木の方法 

1）割り接ぎ： 割り接ぎとは台木の苗軸に縦溝を切り開け、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。使用する道具は安全カミソリの刃と接木ク

リップ（接木フレンド）だけである。操作方法は図 4の通り下記の順序で行う。 

 

図 4. メロン苗の割り接ぎ操作の模式図 

 

 台木の子葉の上からカミソリを使って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。 ⇒ 穂木を台木に割った溝に挿し込み、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 9～12cmのポリポットに鉢上げをする。 

 

2) 挿し接ぎ： 挿し接ぎとは台木の苗軸中央に穴を開け、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、爪楊枝または先

端の尖った細い棒と接木クリップ（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。 

台木の子葉の上からカミソリを使って本葉と生長点を除去する。 ⇒ 爪楊枝の尖った先

を使って台木の苗軸をやや斜め下に挿し込み、穴を開ける。 ⇒ カミソリを使って穂木を
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子葉の下約 2cm のところに切断し、根を除去する。⇒ カミソリを使って鉛筆を削るよう

に子葉を有する穂木の苗軸を尖らせる。 ⇒ 台木の子葉の上に穂木の子葉が重なるように

穂木の尖った先端を台木の苗軸に開けた穴に挿し込む。⇒ 接ぎ木クリップで接ぎ部を挟

む。 ⇒ 接ぎ口の樹液が固まってから台木と穂木を 9～12cm のポリポットに鉢上げをす

る。 

 

図 5. メロン苗の挿し接ぎ操作の模式図 

 

 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 30～35日後、草丈約 20cm、3～4枚本葉を展開した時点で、接木
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苗は接木してから約 35日後、3～4枚本葉を展開した時点で圃場に定植する。 

地床育苗では定植の前日にたっぷり灌水して、スコップまたは移植ゴテで培土の付いた

状態で苗を掘り出して定植する。ポット育苗では 3~5 日前に灌水を控え、定植の前日にた

っぷり灌水して、当日にポットから鉢土を崩さないように苗を取り出して定植する。 

通常、誘引なしの地這い栽培では 1条植えで、株間 60～80cmにして、10aあたりに 400

～450 本を植え付ける。一方、誘引のある栽培では 2 条植えで、条間 60～70cm、株間 60

～80cm にして、10a あたりに 800～1000 本を植え付ける。うねを覆うマルチの上に移植

ゴテなどを使って直径 10～12cm、深さ 10～12cmほどの定植穴をあけて、定植穴の底に基

肥としての化成肥料の粒を撒いてから 3～5cm ほど覆土して、その覆土の上に苗を植え付

ける。なお、鉢土の表面がやや露出するように浅植えにする。植付け後、たっぷりと水を撒

く。図 6は定植の模式図である。 

 

図 6. メロンの定植模式図（A：1条植え、B：2条植え） 

 

 定植作業の注意事項は下記の通りである。 

① 地這い栽培では株が地面に這って生長するので、密植を避ける。誘引栽培では株が地上

の空間を利用するので、条間と株間をやや狭くして、栽培本数を増やし、増収を図る。 

② 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。 

③  接木苗は、接ぎ部が土に埋まらないように注意する。  

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。  

⑤ 地温維持、土壌乾燥と雑草対策としてトンネルを利用する場合は。定植の 10～15 日前

にトンネルを立てる。 

 

6. 支柱立てと誘引 

メロンはつる性植物で、茎が柔らかく、自立が不可能であるが、地面に這っても生育に支
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障が出ないので、わざわざ支柱を立てて株を支える必要がない。ただし、高級志向のネット

系メロンは外観と品質が重要視され、誘引が必要である。また、ハウス栽培の場合は誘引す

れば、密植ができるうえ、生長が早く、着果率が上がり、果実の形状も良く、収穫も早くな

り、ハウス利用率が上がるなどの利点があるので、ほとんど支柱を使って、誘引を行う。 

誘引の場合は定植した後に定植穴の傍に長さ 1.8～2.5m の竹または鉄パイプを支柱とし

て垂直に立てる。支柱間にも竹または鉄パイプを横にして数段つながる。株の生長に伴い、

ビニールひもなどを使ってつるを支柱に結びつける。メロンの巻きひげが弱く、勝手に支柱

に絡みつくことができず、必ずひもを使って、支柱に結び付ける。 

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。図 7はメロンの誘引模式図である。 

 

図 7. メロンの誘引模式図（A：支柱での誘引、B：紐またはネットでの誘引） 

 

7. 仕立てと整枝 

メロンの親づるは雌花の数が少なく、頂芽優勢のため、わき芽から発生した子づるの伸び

も悪い。通常、親づるを除去して、子づるを伸ばして、その子づるに着果させる。すなわち、

定植活着後、親づるに新葉 1～2枚が発生してから本葉 5枚の所に摘芯して、わき芽から発

生した子づるを伸ばす。 

慣行栽培では通常子づる 2～3本仕立てにする。すなわち、親づるを摘芯してから勢いの

良い子づるを 2～3本残して伸ばせるが、ほかの子づるを摘み取る。 

草勢を養成するために子づるの第 10 節までに発生した孫づるをすべて摘み取る。また、

子づるが第 20～25 節に伸びた時点でその先端を摘芯してその伸びを止める。摘芯により、
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結果枝としての孫つるの発生が促される。 

通常、第11～16節を着果節としてこれらの節に発生した孫づるに咲く雌花を着果させる。

着果後、孫づるに 2葉を残して、摘芯して養分を果実に集中させる。着果節と先端に残す 2

～3本の「遊びづる」を除き、その他の孫づるを摘み取る。なお、遊びづるはその生長を放

任する。 

図 8はメロンの子づる 2本仕立ての模式図である。 

 

図 8. メロンの仕立てと整枝模式図 

 

仕立てと整枝作業の注意事項は下記の通りである。 

① 親づるの第 1 葉のわき芽が形成した第 1 子づるは生育不良が多いので、必ず除去して、

第 2葉以降に発生した子づるを伸ばす。 

② 通常、ネット系メロンや大玉ノーネット系メロンは子づる 2本仕立て、小玉ノーネット

系メロンは子づる 3本仕立てとする。 

② 親づるを摘芯した後、発生した子づるが約 5cm伸びた時点で勢いのある 2～3本を選ん

で残し、他は除去する。 

③ 草勢養成のために、低節位の孫づるを摘み取り、着果させない。最適の着果位置は子づ

るの 11～15節である。 

④ 着果用孫づるの発生を促すために、子づるが 20～25節まで伸びた時点で摘芯する。 

⑤ 着果後、着果節以外の孫づるは先端の「遊びづる」を除き、早めに摘み取る。 

⑥ 草勢を維持し、根の吸収活性を保ち、果実肥大の養分を確保するため、子づるを摘芯し

てから先端の 2～3本孫づるを「遊びづる」として残す。 
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8. 受粉処理と摘果、着果後の管理 

 子づる 2～3 本仕立ての場合は、子づるが本葉 7～8 枚展開してから花が咲き始まる。メ

ロンは雌雄異花の植物で、雄花が主枝の節に、雌花は側枝の第 1節に発生する。自然条件下

での雌花の受粉は昆虫により行われる。ハウス栽培または雨の日や低温で授粉昆虫の活動

が鈍い場合は、確実に着果させるために人工授粉を行った方が良い。 

人工授粉のやり方は当日に咲き始めた雄花を取って、花びらを取り除き、雄しべを剥きだ

す。剥きだした雄しべの先端を雌花の柱頭に擦り付けるだけである。図 9 は人工授粉の模

式図である。 

雌花が早朝に開花して、その開花期間が短く、午後になって萎むので、受粉が早いほど着

果が良くなる。雌花が開花したら、遅くても朝の 10時前には人工授粉を行う。 

   

図 9. メロンの人工授粉模式図             図 10. 着果後の整枝模式図 

 

果実に充分の栄養を供給するために、子づる 1本に 2果、1株 4～6果の収穫が目安であ

る。通常、授粉 7～10 日後、果実がピンポン玉位（直径約 4cm）に肥大したところに形の

良い果実を残して、ほかの果実を早めに摘み取り、栄養を集中させる。なお、果実に付着し

ている枯れた花弁は灰色かび病の防除のため早めに除去する。 

また、授粉後、着果した側枝に 2 葉を残して、その先を摘芯し、栄養を果実に集中させ

る。図 10はメロン着果後の整枝模式図である。 

地這い栽培では、着果後の幼果は、果皮が軟らかいので、強風により圃場の石などのすり

傷がつきやすく、果皮に傷痕に残り、見た目が悪くなるので、うねに黒マルチを敷き、トン

ネルを立てることで、果皮の擦り傷とだんご虫による果皮の食害、カビの侵入を防ぐ効果が

ある。 

また、果実の果皮が日光を浴びないと色がつかず、地面に接している部分が色の付かない

白いグランドマークが形成される。果実の色と形を整えるため、着果後 15～20日頃、果実

の位置を変える「玉直し」を 1～2回行い、果実全体に日光を浴びて、色をしっかり付ける

ようにする。 

「玉直し」の代わりにメロン用マットを使用することもできる。マットを果実の下に敷く

ことで、太陽光がマットに反射され、果実下部の着色不良を解消するほか、果実が土と接触

せず、病気の予防にもなる。ネット系メロンでは果皮にネットの発生が均一になる効果もあ
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る。 

ハウス栽培では誘引を行っているため、果実重量の分散と果実の均一肥大のために「玉吊

り」作業が必要である。着果 15～20日後にビニールひもとフックを使って、果実の着生し

ている側枝を支柱に吊る。 

 受粉処理と摘果作業の注意事項は下記の通りである。 

① 確実に受粉するために、雄しべの先端を柱頭全体にむらなく十分こすりつける。また、

授粉は午前中 10時までに完了する。 

② 着果後、1つるに 2個、1株に 4～6個の収穫を目標にして余分の果実を摘果する。 

③ 低節位に着果した果実は小玉で、扁平な果実になりやすい。高節位に着果した果実は大

玉になりやすいが、糖度が上がりにくく、長玉になりやすい。変形果や病虫害果でなければ、

11～15節の果実を優先的に残す。 

 

9. 追肥 

メロンは養分吸収能力が強いので、肥料過多の場合は、茎葉が徒長して、「ツルボケ」と

なる恐れがある。追肥は原則として行わない。特にカボチャを台木とする接木苗は追肥を避

ける。ただし、保肥力の悪い砂地または基肥不足で、草勢が弱い場合は 1回の追肥を行う。 

追肥の場合は、着果した果実がピンポン玉ぐらいに肥大して、摘果した後に行なう。10a

あたりに窒素 5～8kg、加里 10～15kg を施用する。その施肥方法はマルチの片側を捲り上

げて、肥料をうね肩にすじ状に撒いてからクワを使って、肥料と土が混ざるように軽く耕し

てから再びマルチを戻す。 

追肥しない代わりに、着果 25日後にりん酸一加里と尿素を主成分とする葉面散布用肥料

を希釈して 1～2回葉面散布を行うと、果実の肥大と糖度増加、品質向上に有効である。 

 

10. 灌漑 

 メロンは乾燥には強い作物である。通常、降雨と地下水で土壌水分がある程度維持できる

ため、灌漑が不要である。ただし、雨が長期間に降らず、土壌が乾燥した場合は、灌漑を行

えば、開花と着果、果実の初期肥大促進に有効である。ハウス栽培では土壌に乾燥を感じた

場合は、灌漑を行う。 

灌漑は土壌水分の急激な変化を回避するため、少量多回で行う。 

 

11. 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。 

地這い栽培の場合は。大体マルチを敷くほか、トンネルを立てることが多いので、中耕を

行う必要がない。 
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12. 病害虫と雑草防除、生理障害の対策 

メロンは病気に対する抵抗性が弱く、害虫の被害を受けやすい。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。メロン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. メロン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 

べと病 糸状菌 全生育期間を通じて葉に発生。初め黄色の円

形病斑を生じ、やがて暗緑褐色で円形～多角

形の葉脈に仕切られた病斑となる。湿度が高

いときには裏面にすす状のかびを生じる。発

病が激しいと葉全体が枯死して枯れ上がる。

気象条件によっては急激に上葉に進展し、小

型、水浸状多角形の病斑が多数形成される。

気温 20～25℃、降雨が続く季節やハウス内が

多湿の環境で多発しやすい。 

薬剤散布、圃場

排水、密植を避

ける。 

つる割病 糸状菌 全生育期間を通じて茎と葉に発生。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。

気温の高い時期に発生しやすい。 

連作を避ける、

接木苗使用、土

壌消毒、薬剤散

布、圃場排水。 

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。 

疫病 糸状菌 全生育期間を通じて葉、茎及び果実に発生す

る。葉では最初が暗色、やや円形の水浸状斑

高うね栽培、圃

場排水、薬剤防
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点を生じ、後に乾燥して褐色の病斑となる。

降雨が続くと、病斑部が拡大して葉全体が軟

腐し、葉柄から下垂する。茎では地際や畝間

のように滞水しやすい場所に伸びた茎がくび

れて暗褐色になり、軟腐する。果実では初め

に白色、粉状のかびを生じ、汚白色に変わり、

ビロード状でちぎりにくい塊になる。果肉は

軟化、腐敗する。若い果実ほど発病しやすい。

多湿の圃場に発生が多い。 

除 

つる枯病 糸状菌 全生育期間を通じて茎・葉・果柄・果実に発

生。葉には淡黄褐色の不整形の大型斑点を生

じる。茎では地際部と節の部分が侵されるこ

とが多く、病変部は淡褐色、水浸状の病斑を

生じて軟化し、乾くと灰白色になり、被害部

位より先が枯死することが多い。果実では未

熟果の時に感染すると、淡黄褐色のヤニをと

もなった斑点が現れ、収穫後の商品価値がな

くなる。降雨の多い時期に多発し、土がはね

上がることで被害が増加する。 

連作を避ける、

高うね栽培、土

壌消毒、薬剤散

布、圃場排水。 

菌核病 糸状菌 茎、葉、果実に発生。茎では初め油浸状の病斑

を生じ、拡大するとともに病斑上に白色、綿

毛状の菌糸を生じ、のちに黒色、ネズミの糞

状の菌核を形成する。症状が進み、病斑が茎

を取り巻くようになると、その上部は萎れて

やがて枯死する。葉では水浸状で大型の病斑

を形成し、白色、綿毛状の菌糸を生じる。果実

では初め暗緑色水浸状の小斑点を生じ、次第

に拡大して大型の病斑となる。表面には白色、

綿毛状の菌糸を生じ、果実は軟化腐敗する。

果実病斑にもネズミの糞状の菌核を形成す

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。 

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

アブラムシとオ

ンシツコナジラ

ミの防除、発病

株の早期除去。 
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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。

アブラムシまたはオンシツコナジラミによる

伝播。 

ハモグリ

バエ 

昆虫 成虫が葉に内部に産卵して、孵化した幼虫は

葉の内部組織を食害して、白いスジ状の食害

痕が生じる。ひどい場合には葉全体が白変し、

その後褐変する。幼苗期に激しく食害される

と生育が抑制される。 

防虫ネット、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。トンネル栽

培やハウス栽培に発生しやすい。 

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 主に葉の裏面に寄生して吸汁加害する。被害

葉は裏側が褐変し、多発生の場合には表側も

褐変して、早期落葉を引き起こすことがある。

花の形成と咲き、果実肥大と着色に影響する。

トンネル栽培やハウス栽培に発生しやすい。 

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。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。 

メロンの圃場に発生する雑草はほとんど 1 年生草である。地這い栽培のメロンは誘引が

なく、地面に這って生長するため、雑草との競争に負けることが多い。従って、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ほか、マルチを敷くこと

で雑草の初期防除に非常に有効である。また、定植直後にうね間に土壌処理型の除草剤を散

布することで、雑草の初期防除に有効である。 

メロンの生理障害は主に裂果、発酵果、肩こけ果、ネット不良果がある。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 裂果： 果実に亀裂が入り、外観では果皮が割れている。 

 発生原因は土壌水分の急激な変化である。乾燥が続いた後に急に降雨になり、土壌水分が

急増して、果実が内側から一気に肥大するのに、果皮の成長がついていけず、亀裂が発生す

る。ほかに肥料が急に効き始めたり、日中温度の急上昇となったりなど、果実が急に生長し

たことで果皮が開裂するもある。 
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 対策はマルチ栽培とトンネル栽培で、降雨による土壌水分の急激な変化を緩和させる。ま

た、窒素肥料の過剰施用を避け、適正な肥培管理を行う。 

② 発酵果： 果皮の変化を伴わず、果肉の熟度が異常に早く進んだ果実（実くずれ果）お

よび未熟な状態で果肉が水浸状等に悪変した果実（心腐れ果）。 

 発生原因は果実肥大期の低温と成熟期の高温に遭い、草勢が強すぎで、果実の肥大が早く

進んだ。または果実の肥大後期～成熟期に窒素と加里過多のため、カルシウムの吸収が阻害

されることも発生の誘因である。高温の年にカボチャ台木の接木栽培で多発する傾向があ

る。 

 対策は台木の選択（耐性のメロン台木を選ぶ）、施肥量（特に窒素量）を控えるほか、草

勢調整を行う。 

③ 肩こけ果： 果実の上部が細いが、下部が正常の状態を保つ奇形になった果実。 

 発生原因は受粉期の低温や水分不足などによる受粉不良で、果実上部に発生した種が少

なく、果肉の肥大が悪くなった。 

 対策は人工授粉を行い、適正着果（着果節位と着果数）、適正な肥培管理を行う。 

④ ネット不良果： ネット系メロンの果皮にネット状斑紋が形成不良で、乱れている。 

 発生原因は果実が肥大しすぎるによる果皮の硬化が不均一または直射日光が果皮の一部

に強く当たってその部分だけが硬化が進んだことで起きた現象である。窒素過多および空

気中の湿度が低いことにより、果皮のネット形成が阻害される場合もある。 

 対策は草勢の維持、適正な肥培管理（窒素過剰を抑える）、適正着果を行う。また、授粉

約 15日後、ネットが形成する前に果実の下にメロンマットを敷いて、その後も 1～2回「玉

直し」を行い、ネットの均一形成に効果がある。 

 

13. 収穫 

品種にもよるが、ネット系メロンでは大体開花してから 50～60日後、ノーネット系メロ

ンでは開花してから 40～50日後が収穫の目安である。通常、人工授粉後に授粉日を書いて

ある標識棒を果実の近所に挿して、それを収穫時期の目安にするほか、下記の状況を参考に

して、収穫時期を決める。 

① 果実の付け根に付いた葉の縁が枯れて、果梗がロウ色に変色している。 

② 果実が品種特有の色に変化する。特にノーネット系メロンはその変化が観察しやすい。 

③ 果実がほんのりとした甘い香りが出始める。 

④ ネット系メロンはネットがへた部へ上がり、尻の花落ち部にひびが入る。 

⑤ プリンスメロンは成熟期に入ると果梗のつけ根にわずかな離層ができ始め、へたがとれ

やすくなる。 

 品種と天候などの要因で、年によって、授粉から適熟までの日数が異なることが多い。収

穫の前に必ず試し割りをして、糖度と肉質をチェックし、授粉から成熟までの必要日数を確

認してから収穫日を決める。 
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メロンの収穫は機械に適さず、すべて人手での収穫である。 

プリンスメロンなどノーネット系メロンは成熟期に入ると果梗のつけ根に離層ができ、

へたがとれやすくなるので、手で果実を持ってひねるだけで、ツルから簡単に外すことが出

来る。 

ネット系メロンは成熟期に入っても、離層がわずかしかないので、手でひねって取ること

が難しいので、ハサミを使って収穫する。通常、果実の外観をよくするために、果梗を側枝

から直接切断するのではなく、果実を中心に側枝の両端を 5～10cm 残して、T 字型になる

ように専用のハサミで主枝から側枝と果実を一緒に切り取る。 

収穫作業の注意事項が下記の通りである。 

① 収穫が早すぎると、果実は未熟で糖度が低く、果皮に近い部分が甘くない。収穫が遅す

ぎると、果実が過熟になり、果肉が崩れて水っぽくなる。 

② 収穫後の果実を長持ちさせるため気温の低い午前中に行う。また、午前中の収穫はヘタ

の取れた傷口がその日のうちに乾くので、輸送中に起きる病気の伝播防止に有利である。 

③ 収穫した果実は生きているので、直射日光や高温を浴びると、品質が低下しやすくなる。

収穫後は圃場に置かず、バケツなどに入れて、風通しの良い日陰の場所へ運ぶ。 

④ 奇形果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、ほかの果実の肥大に悪影響を及ぼす。 

 

14. 調整・選別 

 収穫したメロンは目視で病害虫の被害を受けたものや裂果、肩こけ果、ネット不良果など

不良ものを選別・除去して、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。 

メロンは収穫後も生きて、成熟し続け、長期貯蔵が不可能である。鮮度維持のために箱詰

したものは早めに出荷する。なお、品質保持のために出荷と保管条件は常温（20～25℃）と

暗所である。低温保管と出荷は絶対やめる。 

 メロンが収穫後 5～10 日の追熟期間を設けることで、果肉がさらに柔らかくなり、甘さ

が増え、香りも強くなる。通常、お客様がメロンを購入してから自ら追熟を行う。 


