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タマネギ 

 

タマネギは、ヒガンバナ科ネギ属に属する多年草、原産地は中央アジアで、地下に鱗片状

の葉鞘が多層重なって鱗茎を形成する。肥大した鱗茎は特異な刺激性の匂いがあり、生では

辛味と独特の香りであるが、加熱すると甘い味に変化する。また、カルシウムやりん、鉄な

どのミネラルやビタミン B1、B2も含んでいて、煮物、炒め物、揚げ物などの各種料理やサ

ラダにも適している。収穫後に長期間の貯蔵に耐え、利用範囲が広く、野菜としての消費量

が多い。 

タマネギは大体辛くて刺激成分の多い東ヨーロッパ系と、甘くて刺激成分の少ない南ヨ

ーロッパ系に分けられ、さらに表皮の色から黄色系、赤色系、白色系などに分けられる。本

邦では収量の多い東ヨーロッパ系黄色の辛タマネギが主流であるが、刺激成分の少ない甘

みのある南ヨーロッパ系赤タマネギがサラダに適するため、栽培面積も多い。 

 農林水産省の 2019 年統計データでは、本邦のタマネギ栽培面積 2.59 ヘクタール、収穫

量 131.9 万トン。最大の栽培地は北海道で、全国栽培面積の 56.4％も占める。次いで佐賀

県と兵庫県である。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（国際連合食糧農業機関）の統計データによれば、2018年世界のタマネギ栽

培面積 616万ヘクタール、収量 1億 2155万トンである。主な栽培国は中国、インド、アメ

リカ、パキスタンである 

 

1. タマネギの生育ステージ 

タマネギは涼しい気候を好み、発芽温度 10～25℃、最適発芽温度 20℃、生育適温は 10

～25℃である。寒さに強く、生育初期に－8℃の低温にも耐えるが、暑さに弱く、25℃を超

えると、その生育が抑制される。本邦ではタマネギは春播き秋収穫と秋播き翌春収穫の 2タ

イプである。 

春播きタマネギは 2月下旬～3月中旬播種、5月上旬定植、8～9月に収穫する。秋播きタ

マネギは 9月播種、11月定植、翌年 4～6月に収穫する。栽培面積が一番多い北海道では冬

が厳しいので、すべて春播き秋収穫であるが、本州では高温多湿の夏季を避けるために、ほ

とんど秋播き翌春収穫の栽培である。なお、春播き用品種と秋播き用品種が全く異なり、混

用ができない。 

タマネギ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。栽培の都合上、栄養成

長期は育苗期、定植活着期、茎葉伸長期、鱗茎肥大期、鱗茎肥大完了期、生殖成長期は抽苔

開花期と子実成熟期にさらに分けられる。タマネギはほとんど 1代交雑種を栽培するため、

種苗会社の採種用を別にして、通常鱗茎肥大完了期に収穫するので、抽苔開花期以降まで栽

培する意味がない。図 1はタマネギの栽培ステージと各ステージに主に行う農作業を示す。 
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図 1. タマネギの栽培ステージと主な農作業 

 

タマネギは発芽に時間がかかり、幼苗の生育も非常に緩慢であるため、幼苗の栽培管理、

特に春播きの早春低温から苗を守るために直播きではなく、保温できる苗床かセルトレイ

で育苗してから移植するという手法を採用する。 

育苗期は播種から苗が 2～4枚の本葉が出て、定植するまでの期間である。18～20℃の地

温では播種後 7 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。地上に本

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。本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。種播きしてから約 45～55 日後、苗が 2～4 枚の本葉が出

て、草丈 20cm～25cm、茎の太さ 5～7mmまで生長した時点で、圃場に定植する。 

定植活着期は苗が圃場に移植してから活着するまでの期間である。定植してから約 7～10

日後活着し、新根が発生して、圃場から養分を吸収して生長を続く。 

茎葉伸長期は定植後活着した苗が次々と新葉を展開して盛んに伸びる時期である。葉色

は次第に濃くなるが、茎の節間がほとんど伸長しないため、地上茎が極端に短く、筒状の葉

は基部が重ねた放射状に伸長している状態である。まだ鱗茎が形成されていない。 

植株が約 8～10 本の本葉を展開して、葉の高さ約 70cm に達した段階で、葉の基部にあ

たる葉鞘が茎を囲むように鱗茎を形成し、次第に肥大する。鱗茎肥大期に入ると、新葉の展

開がなく、既存の葉も伸長が止まる。吸収された養分と光合成産物がすべて鱗茎に転流し、

肥大した鱗茎に蓄積する。この期間に玉の内部には数枚の新葉が発生と肥大するが、鱗茎内

に留まり、地面に出て展開することがない。鱗茎の形成と肥大には日長条件が大きく関与し、

短日種・中日種・長日種それぞれに品種系統で分化している。大体、北海道で栽培される春

まきの品種が鱗茎を形成するために 14時間以上の長日条件、本州で栽培される秋まきの品

種が鱗茎の形成に 12～14 時間程度の中日条件が必要である。品種系統が間違っていると、

鱗茎が形成せずか形成しても大きな玉にならない。日照 12時間未満の短日種は主に東南ア

ジアとアフリカに栽培され、秋に植えて冬の短日条件下に鱗茎を形成して、春に収穫するも

ので、本邦の栽培には適しない。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E8%8C%8E
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鱗茎が一定程度の肥大に到達すると、その生長が止まり、鱗茎肥大完了期に入る。葉鞘の

頂部が委縮して、葉は根元から自然に倒れ、次第に枯れる。鱗茎肥大完了期は収穫の適期で

もある。全体の 80％程度の葉が倒れ、その葉がまだ青いうちに収穫すると、収量が最大で

ある。なお、鱗茎肥大完了期に到達した後、鱗茎は収穫の有無に関係なく、数か月の休眠に

入る。 

採種を目的とする場合は収穫したタマネギから最も理想的で優れた性質を有する玉を選

抜し、9月頃に球を圃場に定植する。冬の低温を遭遇させ、花芽を分化させる。翌年の 5～

6 月に抽苔し、6～7 月頃に開花・結実をする。熟した種実を刈り取って乾燥する。種播き

から玉の選抜などを経て、採種に至るまで約 2年かかる。 

 

二、 タマネギ栽培の主な農作業 

 タマネギ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、育苗、定植、追肥、

中耕・培土、病害虫と雑草防除、収穫と調製・選別である。図 2は各地域のタマネギ栽培暦

である。 

 

図 2. 各地のタマネギ栽培暦 

 

北海道や東北のような寒冷地域では冬が寒くて、秋播きタマネギの栽培には不向きであ

る。春播き栽培は 2 月下旬～3 月中旬に播種して、加温ハウスの育苗を経て、4 月下旬～5

月中旬に圃場に定植する。120～140日栽培して、8月下旬～9月に収穫する。 

 関東や東海の中間地域では、高温多湿の夏がタマネギの生育に悪影響を及ぼすので、主に

秋播きタマネギを栽培する。9月中旬～10月上旬に播種して、11月～12月上旬に圃場に定

植して、翌年 4月中旬～5月に早生種、5月～6月中旬に中・晩生種を収穫する。関東地域

で春播きタマネギを栽培する場合は極早生種を選んで、1 月中旬～2 月中旬に播種と育苗、

3月中旬～4月上旬に定植して、6月下旬～7月中旬に収穫する。 

 四国・九州の暖地では、高温時期が長いので、春播きタマネギの生育には不向きで、秋播

きタマネギしか栽培されていない。9月中旬～10月上旬に播種して、11月～12月上旬に圃

場に定植して、翌年 4～5月に早生種、5月～6月中旬に中・晩生種を収穫する。 

 以下はタマネギ栽培の具体的な農作業を説明する。なお、タマネギは病害に対する抵抗性
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が強く、同じ圃場での連作が可能である。 

1. 耕起と整地 

タマネギは主根が短く、細根も少なく、90％以上の根が 20cmの作土層に分布するので、

乾燥に弱く、水不足で玉の肥大が抑制される。従って、保肥性と保水性のよい土壌が適して

いる。良質のタマネギを育てるために地下水位が 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、排水の良い粘土質の壌土または埴土質の圃場を選択する。ただ

し、土が過湿になると、湿害やべと病、灰色腐敗病が発生しやすくなるので、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、基本としてうね栽培を行

う。北海道のような冷涼地では保温のためにうね立てマルチ栽培がさらに良い。 

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、

種まきに適する状態にする作業である。 

整地した後、種まきの前にうね立て機を使って、うねを立てる。タマネギは 4条植えが多

く、うね間 120～140cm（うね面約 90～100cm）、通路幅約 30cm、うね高 15～20cmのう

ねにする。 

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 タマネギは浅根性の作物で、耕起深度（耕深）が 20～25cmで充分であるが、耕深が浅

過ぎると前作の残渣物が土の表面に露出しやすいなどの問題が発生する。整地のハロ耕深

が 15cmを目安に行う。 

 

2. 土壌 pH調整と基肥施用 

タマネギ生育の適正土壌 pHが 6.0～6.8で、酸性土壌に弱いので、土壌 pH6.0未満の弱

酸性土壌でも pH調整とカルシウム補充のために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。 

タマネギの生育期間が長いが、養分需要量が割と少ないほうで、必要な施肥量は 10a あ

たりに窒素、りん酸と加里がそれぞれ 18～25kgである。1500～2500kgの堆肥を基肥とし

て施用する場合は、窒素、りん酸、加里の施肥量それぞれ 5kg を減らすことができる。な

お、早生種は 1～2回の追肥が必要で、大体、全施肥量の 2/3～3/4を基肥に、1/3～1/4を追

肥に配分する。中生～晩生種は 2～3回の追肥が必要で、全施肥量の半分を基肥にして、半

分を追肥にする。ただし、極早生種は全量基肥にして、追肥を行わない。 

前作種類と土質、堆肥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。 

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、耕うんを
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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を採用する。うね立て機などを使って、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。 

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 未熟な堆肥や硬い固形物のある堆肥はタマネギ根系の発育に悪影響を及ぼし、生育阻害

の発生と収穫物の品質低下の原因となるので、その施用を極力避ける。 

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。 

 

3. 播種・育苗 

タマネギは初期生長が非常に遅く、健壮の苗を育つには育苗してから圃場に定植したほ

うがよい。特に北海道などの冷涼地では、春先の低温でタマネギの発芽と幼苗の生育を阻害

するので、必ずハウス内に育苗してから定植する方法を採る。 

育苗は、大面積栽培の場合は苗床を使うが、小規模栽培の場合はセルトレイを使った方が

良いかもしれない。栽培面積 10a あたりの必要な苗床面積は約 20m2 で、200 または 280

穴のセルトレイは 100～110枚が必要である。 

苗床は日当たり、風通し、水はけ、水もちのよい場所、また、育苗期間が 50～55日と長

いので、肥沃の場所を選択する。春播きでは加温できるハウス内での育苗が必要である。 

 

           図 3. 苗床育苗の播種模式図 

 

幅 75～80cm、高さ 10cmほどの苗床を作り、苗床に条間 10cmほどの間隔に深さ 1cmほ

どの浅い播種溝をつけ、種を 2cm ほどの間隔で条播きする。薄く覆土してしっかりと鎮圧
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してからたっぷり水を撒く。土が乾燥すると発芽率が悪くなるので、もみ殻を撒いたり、不

織布などをベタ掛けたりしておく。秋播きの場合は、高温強日射を遮蔽するために不織布に

代わり、寒冷紗をかける。播種の模式図は図 3に示す。 

苗床の地温を 20℃前後に維持して、種まきの約 7 日後に発芽する。発芽後、不織布など

を取り除く。草丈が 6～7cmの頃、混んでいるところを間引きするが、通常は間引きの必要

がない。苗の生育が悪い場合は液肥で追肥する。図 4-Aは苗床育苗の写真である。 

セルトレイを使う場合はセル穴 20～24mm、深 40～45mm の 200 穴または 288 穴の育

苗トレイを用意して、1つのセルに 1粒の種子を播いて、薄く覆土してから灌水する。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に化成肥料を混ぜる必要がある。乾燥を防ぐために播種したセル

トレイに寒冷紗等を被覆し、ビニールハウスなど暖かい所に置き、20℃を保ち、1日 1回灌

水して、湿潤状態に保つ。図 4-Bはセルトレイ育苗の写真である。 

 

図 4. タマネギの育苗（A：苗床育苗、B：セルトレイ育苗）（トーホクより引用） 

 

発芽後、本葉 2枚目が出てきてから、灌水をやや控える。多湿の場合は苗が徒長したり、

立枯病やかびの発生が多くなったりする恐れがある。 

苗床育苗では播種 50～55 日後。3～4 枚本葉が発生して、茎の太さが 5～7mm、草丈が

20～25cm に成長した時点で圃場に定植する。セルトレイ育苗では播種 45～50 日後 2～3

枚本葉が発生して、茎の太さが 5mm、草丈が 20cmほどに成長した時点で圃場に定植する。 

定植の 10～14日前に灌水量を減らして、根を丈夫にして、定植後の活着力を高める。秋

播きの場合は気温が高く降雨が多いと苗が徒長傾向となるので、定植の 5～6日前の好天に

苗の葉先をカットして、腐敗病予防のため薬剤による防除を実施する。葉を切る長さの目安

は 5～7cmで、草丈長の 1/3以内に控える。 

播種・育苗作業の注意事項は下記の通りである。 

① 春播き用品種と秋播き用品種が全く異なり、混用ができない。 
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② 春播きでは徒長と腐敗病などを防ぐためにハウス内の温度は 25℃を超えないように

20℃前後を保ち、適宜換気を行う。 

③ 苗の生育不良を発見した場合は、適宜に追肥を行う。追肥する場合は、葉の露が落ちて

からムラなく散布し、直ちに十分水を撒いて葉から肥料を洗い流す。液肥を散布する場合は

散布後の水撒きが不要である。 

④ 苗が徒長した場合は定植の前に剪葉が必要であるが、徒長していない場合は、剪葉を避

ける。 

 

4. 定植 

 苗床で育苗する場合は播種 50～55日後、苗が 3～4 枚本葉が出て、草丈が 20～25cm に

成長した時点で圃場に定植する。苗の根を傷めないように移植ゴテで苗を掘り起こして、1

本ずつに分ける。 

セルトレイで育苗する場合は、播種 45～50日後、苗が 2～3枚本葉が出て、草丈が約 20cm

に成長した時点で圃場に定植する。定植の 5～7日前にまず灌水を打ち切り、移植前日には

1回たっぷり灌水して、セルに水が充分に浸みるようにすれば、苗がセルから抜きやすくな

る。 

 うねに両サイドの条間 20cm、中央の条間 20cm、株間 10～15cmの 4条植えにして、指

や棒で深さ 4～5cmの穴をあけ、苗の白い部分の半分くらいが埋まるように植え付ける。植

付け後、たっぷりと水を撒く。10aあたりに 22,000～30,000本を植え付ける。図 5は定植

の模式図である。 

春播き栽培の場合は、地温を上げるためにマルチした方がよい。マルチする場合は、うね

立て後、すぐマルチを敷き、マルチに穴を開けて苗を植付ける。 

 

図 5. タマネギの定植模式図 

 

 定植作業の注意事項は下記の通りである。 
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① 適期に植付けする。春播きタマネギは、苗の植え付けが早すぎると、根付く前に晩霜の

寒さで凍死してしまい、植付けが遅すぎると、晩秋に入っても玉の肥大が不十分で減収とな

る。秋播きタマネギは、苗の植え付けが遅れると、根付く前に寒さに負け、冬を越せずに枯

れてしまい、植え付けが早すぎと、春先に抽苔しやすくなる。 

② 1～2枚本葉の小さすぎる苗は生長しても大きい玉にならず、4枚以上の本葉を展開した

大苗は抽苔しやすくなり、特に大苗の早植えは、抽苔を誘起する最大の要因である。従って、

苗床育苗では 3～4枚本葉の苗、セルトレイ育苗では 2～3枚本葉の苗が最適である。 

③ タマネギは浅植えが基本である。苗の白い部分が半分くらい埋まる程度でよい。苗の緑

色の部分まで埋めるように深植えとすれば、肥大した鱗茎が縦長で丸みのない玉になって

しまう。 

④ 定植後の活着を促進するため、必ずたっぷり灌水する。  

 

5. 追肥 

タマネギの栽培期間が 120～200日もあるため、追肥が必要である。 

春播きタマネギは 1～2回の追肥を行う。1回目は、定植 35～45日後に本葉 7～8枚が展

開して、鱗茎肥大期に入る前に行い、10a あたりに窒素、りん酸と加里がそれぞれ 3～5kg

の化成肥料を施用する。養分不足で生育が悪い場合は 2回目の追肥を行う。その時期は 1回

目の追肥が行ってから 25～30日経過後、10aあたりに窒素、りん酸と加里がそれぞれ 3kg

の化成肥料を施用する。 

秋播きタマネギは 2～3 回の追肥を行う。早生種は 12 月下旬～1 月上旬に 1 回目の追肥

で、2月上旬に 2回目の追肥を行う。窒素、りん酸と加里がそれぞれ 3～5kgの化成肥料を

施用する。中生～晩生種は、年内に追肥せず、翌 1月上旬に 1回目、2月上旬に 2回目、3

月上旬に 3回目の追肥を行う。毎回窒素、りん酸と加里がそれぞれ 3～5kgの化成肥料を施

用する。但し、3回ではなく、翌 1月中旬と 2月中～下旬の 2回追肥に減らしても問題がな

い。 

追肥は条間に沿ってすじ状に撒く。 

追肥作業には下記の注意事項がある。 

① 春播きの極早生種とマルチ栽培では追肥しない。 

② 肥料焼けを防ぐために肥料を株にかからないように撒く。 

③ タマネギはその辛味と独特の香りがほとんど有機硫黄化合物なので、硫安など硫黄を含

む肥料を使うと、玉の辛味と香りが濃厚になり、商品品質が上がる。 

④ 施肥量が多すぎると、地上部の生育が過繁茂をもたらし、病害虫が発生しやすくなり、

玉の締りも悪く、腐敗しやすく、貯蔵性が低下する。また、多肥、特に窒素が過多の環境で

はタマネギの分球が発生しやすくなり、商品価値が下がる。 

⑤ 最後の追肥は鱗茎肥大期の初期に済ませる。鱗茎肥大期の中期以降に追肥をすると玉の

締りが悪く、収穫した玉の風乾歩合と糖度が下がり、日持ちを悪くし腐敗しやすく、品質の
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低下をもたらす。 

 

6. 中耕・培土 

 タマネギは栽培密度が高く、玉もうね面に露出しているため、中耕・培土作業は植株に傷

つけやすくなる。雑草対策をしっかり行えば、中耕・培土の必要がない。 

 

7. 病害虫と雑草防除、生理障害の対策 

タマネギは病害虫への抵抗性が強く、被害を受けにくいが、被害を受けると減収のほか、

玉に病気による腐敗や虫の食い痕が残り、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。タマネギ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. タマネギ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する。生育が遅

れ、葉に光沢がなくなって淡黄緑色になり、

黄白色で楕円形または紡錘形の比較的大きな

斑点を生じ、横にやや湾曲するように伸びる。

多湿時には病斑に白色または暗紫色のかびが

発生する。被害葉の多くは折れて枯死する。

降雨の続く春と秋に多く発生する。 

連作を避ける、

苗床の土壌消

毒、薬剤散布、圃

場排水、収穫後

畑に残った枯葉

や被害株を除去

する 

苗立枯れ

病 

糸状菌 育苗期に発生。発芽後、本葉 1～2枚展開した

際に葉が青白くなり、軟化してくびれができ、

やがて倒伏し、枯れてしまう。 

育苗用土の消毒 

灰色腐敗

病 

糸状菌 秋播きタマネギは 3月～4月に多く発生する。

下葉の 2～3枚が黄化や軟化し、萎れて、玉の

肥大も悪くなる。症状が進むと立枯れたよう

になり、葉が鮭肉色や白色に変色・萎凋して

枯死する。玉は軟化して赤褐色となり、灰白

色で粉状のカビが生じる。窒素が多いと発生

を助長する。 

連作を避ける、

抵抗性品種を選

ぶ、薬剤散布、窒

素肥料の施用量

を控える 

白色疫病 

 

糸状菌 全生育期間を通じて葉身、葉鞘に発生する。

葉身では、はじめ中央部に油浸状緑色不整形

の不明瞭な病斑を生じ、のち白色に変わり病

斑から折れて下垂、枯死する。降雨後、圃場の

低湿地を中心に集団的に発生することが多

い。温暖多雨と急激に広がる。 

連作を避ける、

苗床の土壌消

毒、薬剤散布、圃

場排水 
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灰色カビ

病 

糸状菌 秋播きタマネギの生育後半の温暖期に発生。

感染初期は下葉に 2mm 程度の輪郭が不明瞭

な汚白色～淡黄色のかすり状楕円形の斑点が

現れる。斑点の表面にかびが生じることはな

い。 

抵抗性品種を選

ぶ、薬剤散布 

タネバエ 昆虫 幼虫が定植直後の幼苗の根部基部に潜入して

葉鞘を食害するので、葉が萎れてやがて枯死

する。食害された部分が腐敗し、その中に幼

虫をみることができる。 

薬剤散布 

ネギアザ

ミウマ 

昆虫 成虫、幼虫とも葉の表層組織を食べるので、

食害跡が白く変色して、かすり状になる。夏

期は被害が増大する。 

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ほか、モザイク病を

伝播する。 

薬剤散布 

 

圃場をよく観察して、病気と害虫の発生初期から防除に努め、まん延させないようにする。 

タマネギは定植後初期の生育が緩慢であり、加えて葉形が細長く、地表面の遮蔽が少ない

から雑草による被害を受けやすい。栽培初期に雑草を徹底的に防除することが肝心である。 

タマネギ畑に発生する主な雑草はほとんど 1 年生草であり、特にイネ科雑草が多く発生

する。その種類を表 2に示す。 

 

 表 2. タマネギ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、シロザ、スベリヒユ、オ

オオナモ、ニシキアオイ、イヌホオズキ、マルバルコウ、アレチウリ、ハコベ、タデ

類など 

 

雑草はマルチによる雑草の生育阻害と選択性除草剤による除草で防除する。通常、定植時

に土壌処理型除草剤を散布して、雑草の初期発生を押える。栽培期間中にイネ科雑草専用の

除草剤を散布する。 

タマネギの生理障害は主に皮むけと分球という現象である。 

皮むけは玉の胴部分の皮むけと尻部分の皮むけがある。胴部分の皮むけは、タマネギの玉

側面の皮部分が剥けたような症状である。その原因は定植時期の遅れや栽培中の茎葉の傷

み、薬害など、または光合成不足などにより生育不良が発生し、葉鞘が極端に薄くなり、破

れやすくなることである。対策は苗が 3～4枚本葉が展開したら直ちに定植を行う。中耕・
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培土をしない。病害虫防除時に農薬の施用方法を厳守するなどである。 

尻部分の皮むけは収穫直後に発生した場合は、収穫の遅れが原因である。すでに葉が倒れ

て収穫時期になったにも関わらず、収穫せずに放置していると、玉の尻部分が湿った土によ

る影響でその皮がむける現象が発生する。対策は収穫時期になったら適時に収穫を行う。 

貯蔵期に発生した尻部分の皮むけは、収穫後に玉の根切りの不完全または根切りの遅れ

が原因である。まだ生きている根が空気中の湿気を吸い、二次生長を起こして、玉の尻部分

が膨れてしまい、皮むけ現象が起きる。対応策は収穫後早めに根切りを行い、玉を速やかに

乾燥させる。 

 タマネギの分球とは、1株 1玉のはずだが、玉の内部が分裂し、2個以上の玉が発生した

現象である。分球したタマネギの玉は形が崩れ、小さな玉になってしまい、商品価値が失う。

分球は秋播きタマネギに限って発生するもので、春播きタマネギにはほとんど見られない。

植株の生育が旺盛すぎる時に誘発される。特に大苗の定植や肥料の多施、むやみに株間を広

げるなどで多発しやすくなる。対策は ①品種ごとに適正な時期に植え付け、早植えしない。

②2～4枚本葉を展開した苗を選んで定植する。③追肥は適量と適時に行う。 

 

8. 収穫 

タマネギは鱗茎が十分に肥大し、完了した時点で、葉が根元から自然に倒れ、次第に枯れ

て、休眠に入る。葉が倒れた時点では収穫期に入る。通常、春播きタマネギでは早生種が定

植 120日後、中生種と晩生種が定植 140～150日後、秋播きタマネギでは早生種が翌春 4～

5月頃、中生種と晩生種が 5月～6月頃に収穫期に入る。収穫期に入ったら、葉が完全に枯

れる前に収穫する。図 6はタマネギが収穫期に入った様子の写真である。 

 

図 6. タマネギの収穫期（A：生長中のタマネギ、B：収穫期に入ったタマネギ） 

 

タマネギは根が浅く、玉が地面に露出して、収穫しやすい作物である。その収穫方法は人

力収穫と機械収穫がある。 

 小規模栽培はほとんど人力で収穫を行う。晴天に葉の付け根を掴んで、真上に引き抜き、
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うねに置いて、圃場で 2～3 日程度乾かし、カッターやハサミなどで葉の付け根を 2cm ほ

ど残して葉を切り、玉の尻部の根を切り、土を落として、コンテナーに入れる。 

大規模栽培は機械収穫が主流である。タマネギの機械収穫は茎葉処理機、掘取り機または

根切り機、ピッカーなどから構成される。 

茎葉処理機はタマネギの収穫を容易に行うために葉を切る機械である（図 7）。回転する

カッターで倒れた玉ネギの葉を切り取る。機械の両サイドにうね肩に倒れている葉を起こ

す回転ブラシが付いて、1走行で 1うね 4条のタマネギの葉を切ることができる。 

  

図 7. タマネギ茎葉処理機           図 11. タマネギピッカー 

（愛菜ファームより引用）          （畑のへきなん美人より引用） 

 

掘取り機はタマネギの玉を掘り起こす機械である。小型（歩行型）の掘取り機は前方に 2

本の掘取刃を装着して、掘取刃でうねの土を浮かせた後、2本のスポンジベルトで玉を引き

抜く。 1 走行で 2条のタマネギを収穫できる（図 8）。なお、小型（歩行型）の掘取り機は

事前に茎葉処理の必要がなく、葉が付いた状態で掘り出すことができる。大型の掘取り機は

前方にプレート（掘り取り刃）を装着して、1 回の走行で 1 うね 4 条のタマネギを掘り出

す。掘り上げたタマネギを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、乾燥させる（図 9）。なお、大型掘取り機はジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、ニン

ジンなどの収穫に転用することができる。 

北海道では、掘取り機ではなく、根切り機を使い、収穫前にタマネギの根を切って、植株

を土から完全に離し、茎葉を枯らしてからピッカーで玉を拾い上げる収穫方法が主流であ

る。タマネギを収穫する 10～14日前に根を切って、茎葉を枯らす。これにより、根がひっ

かかることがなく、収穫作業が行いやすくなる一方、収穫後の乾燥も早くに完了させるメリ

ットがある。根切り作業を実施してから 10～14日前後でタマネギの葉が枯れあがり、その

状況を確認した後に、デガーを使ってうねごとのタマネギを 1 つに寄せ集めてからピッカ

ーで拾い上げる。図 10はタマネギ根切り機の作業と根切り後のタマネギ圃場の様子を示す

写真である。 

ピッカーは掘り出したタマネギを拾い上げ、コンテナーに入れる機械である（図 11）。特



「実用作物栽培学」                     BSI生物科学研究所 

 

13 

 

殊構造の掻込ゴム羽根で圃場に並べられたタマネギを掻き上げて、コンベアーで玉を後方

に運ぶ際に土やゴミを振い落してから収納用コンテナーに入れる。 

   

図 8. 小型（歩行型）タマネギ掘り取り機     図 9. 大型タマネギ掘取り機          

（三菱マヒンドラ農機より引用）         （ヤンマーより引用）      

 

 

図 10. タマネギの根切り作業と根切りを行った 14日後の圃場写真（JAきたみらいより引用） 

 

収穫作業に下記の注意事項がある。 

① 葉が完全に枯れた後の収穫はその後の貯蔵に玉の腐敗が発生しやすくなるので、葉が倒

れたが、まだ青いうちに収穫を行うべきである。 

② 降雨後、土が湿っていると、玉に多くの泥が付いて、その後の乾燥に時間がかかる。ま

た、玉も水分が多く、収穫作業による傷みやすくなるので、収穫はできるだけ土が乾いてい

る晴れの日に行う。 

③ 収穫後、タマネギを畑に 2～3 日ほど置いて、天日乾燥を経て外側が乾いてからコンテ

ナーに回収する。収穫後すぐ回収する場合は、玉が多湿になり、多くの土が付着して、その

後の調整、選別に支障が出るほか、腐敗しやすくなる。 

 

9. 調整・選別 

 収穫したタマネギはタマネギ調整機（タッピングマシン）に投入して、玉首部の葉と尻部
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の根を切り除く。機械で切り除かなかった葉や根を最後に人手で切る。 

葉や根を切り落としたタマネギは選果に移す。人手で傷玉、分球玉、腐敗玉などを取り除

く。図 12はタマネギの選別作業写真である。 

選別後、乾燥工程に移す。小規模栽培の場合は、コンテナーに入れて風通しのよいハウ

スに置くか網袋に入れてから軒下にかけて自然乾燥させる。大規模栽培の場合は鉄コンテ

ナーに入れて、タマネギ乾燥機で 7～10 日通風乾燥を行う。ビニールハウスに農業用温風

暖房機を使って、40℃の温風で 2～3日で乾燥することもできる。玉の首部を摘まんでみて

内部に水分を感じなければ、乾燥を終了する。図 13はタマネギ乾燥施設の写真である。 

  

図 12. タマネギの選果          図 13. タマネギの通風乾燥施設 

（JA新すながわより引用）        （JA あわじ島より引用） 

 

乾燥後、品種やサイズごとに段ボールに詰めてから出荷する。長期保存の場合は、コンテ

ナーのままで日に当たらないように風通しの良い小屋などに貯蔵する。 

タマネギの調整・選別作業には下記の注意事項がある。 

① 玉の葉切り作業では首部から茎を 2cmほど残して、ほかの葉を切る。残される茎の長さ

が 1cm 未満の場合は病原菌が茎の切断面から侵入しやすくなり、乾燥後の黒かび病による

腐敗玉の発生率が高くなる。 

② 尻部の根をできるだけ完全に切り落とす。根が多く残されると、空気中の水分を吸収し

て、二次生長を起こし、玉の尻部分に皮むけが起きる。 

③ 収穫後に玉の除湿乾燥を速やかに行う。乾燥が遅れると、玉の黒かび病発生率が高くな

る。 

④ 乾燥する前に必ず傷玉、腐敗玉などを除去する。残されると、乾燥中に黒かび病を伝染

し、まん延する恐れがある。 

⑤ 常温の通風乾燥でよいが、加温乾燥の場合は温風の温度が 40℃程度でよい。温度が高す

ぎると、乾燥後の貯蔵に玉の腐敗が発生しやすくなる。 

 


