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イチゴ 

 

イチゴは、バラ科オランダイチゴ属の多年生植物である。北アメリカと南アメリカが原産

地で、江戸時代後期に本邦に伝わってきた。果実は多汁で甘酸っぱく、ビタミン C が豊富

である他、抗酸化物質として知られるアントシアニンや抗癌作用のあるエラグ酸を含む。生

食の他、ショートケーキ、タルト、イチゴ大福などの洋・和菓子の材料としても用い、ジャ

ムに加工されることも多い。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。 

イチゴは品種が多いが、その花芽分化の特性と栽培・収穫時期の違いにより一季成り性品

種と四季成り性品種に分けられる。最大の特徴は春季に限って開花と結果する一季成り性

イチゴに対し、四季成り性イチゴが春から秋にわたって開花と結果が可能である。本邦では

収量、品質と味が重視して、栽培されている品種はほとんど一季成り性であるが、寒冷地の

北海道と東北には四季成り性イチゴ品種も少量栽培されている。ただし、ヨーロッパでは冬

春の気候が厳しいので、南欧を除き、夏から晩秋まで収穫のできる四季成り性イチゴが多く

栽培されている。 

 農林水産省の 2019 年統計データでは、本邦のイチゴ栽培面積 5110 ヘクタール、収穫量

16.52万トン、出荷量 15.21万トン、ほとんど温室促成栽培の一季成り性品種である。主な

栽培地は栃木、福岡、熊本、静岡、長崎と愛知である。なお、農林水産省と全国農業協同組

合連合会（JA全農）の基準ではイチゴは果実ではなく、果菜類に分類される。 

 一方、FAO（国連食糧農業機関）の 2018年統計データによれば、世界のイチゴ栽培面積

48.3 万ヘクタール、収穫量 1130 万トン、収穫量が 100 万トンを超えたのは中国とアメリ

カだけである。 

 本邦は四季成り性イチゴの栽培が北海道と東北の一部農家に限られ、栽培面積も極僅か

なので、本篇は一季成り性イチゴに絞ってその栽培を説明する。 

 

一、イチゴの生育ステージ 

イチゴは世界各地で栽培が行われているが、その土地と気候に合う品種と特有の栽培法

がある。東アジアの日本、韓国、台湾と中国は多雨湿潤気候に属しており、本来はイチゴの

栽培に好適な気候ではないが、露地のトンネル被覆による保温と雨除けの栽培技術と温室

による促成栽培技術が普及され、良質のイチゴの生産が可能となった。 

イチゴは涼しい気候を好み、生育適温 10～30℃であるが、茎葉の最適生育温度は 20～

25℃、果実の肥大適温は昼間 20～25℃、夜間 15～20℃。10℃以下では生育が止まり、休眠

に入る。また、30℃を超えると生育が抑制され、特に果実の肥大に大きく支障が出る。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。イチゴの根は浅根性で、養水分吸収力が高くないが、過湿に強く、排水と通気性

の良い土壌を好む。本邦では主に温度調節のできる施設による促成栽培であるが、一部の農

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88_(%E6%B4%8B%E8%8F%93%E5%AD%90)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%8B%E8%8F%93%E5%AD%90
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家は露地のトンネル栽培を行う。 

イチゴは初秋の気温低下と日長の短縮により花芽が分化し、その後の低温により休眠に

入る。春になって温度が上昇すると休眠から覚醒して、開花・結果する。自然環境では 11

月末頃休眠が最も深く、翌春 3～4月に休眠から覚醒し、開花と結果する。露地のマルチま

たはトンネル栽培では通常 9～10 月に植え付け、翌 3～4 月に平均気温が 10℃以上になる

と開花と結果、4～7 月の間に収穫する。施設による促成栽培では、低温暗黒による苗冷蔵

処理や高冷地育苗の夜冷短日処理などにより花芽分化を促進して、9～10月植え付け、11月

から開花と結果、12月～翌 5月まで収穫する。 

イチゴ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、イチゴは開花と結果期に入っても続々とランナー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 はイチゴ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. イチゴの栽培ステージと主な農作業 

 

イチゴは、他の野菜と比べて、採取した種子が休眠する性質があり、種を播く前に休眠打

破の処理が必要である上、発芽温度と苗に病原菌と病原ウイルスを感染させないような環

境管理が複雑であることを考えて、通常、前年の植株から発生したランナーと呼ばれる側枝

から採苗する。 

5～7 月に親株から伸びてきたランナーを圃場の土に付けたままか、土の入った育苗ポッ

トに入れて発根させる。ランナーが浮いてしまう場合は、U字に曲げた針金などを使って土

に着かせる。ランナーが発根活着後、ハサミで親株と切り離す。苗床に移植して育苗する。

露地栽培では苗をそのままで育ち、9～10月頃に定植するが、施設による促成栽培では苗を

高冷地に移して夜冷短日処理か、または野菜予冷庫などに入れて低温暗黒による冷蔵処理
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により花芽分化を促進して、9～10月に圃場に定植する。 

定植時に重要なポイントはイチゴ苗の株の向きである。イチゴは親株から発生したラン

ナーの伸び方向と反対側に花が咲き実をつけるので、ランナーとの反対側を通路に向けて

植え付けることで収穫などの作業がやりやすくなる。 

定植後、活着した苗が続々と新葉を展開して、脇芽から形成されるランナーも順次に発生

する。この時期は茎葉展開期である。良い果実を得ることと収穫作業をしやすくするために、

伸びてくる不要なランナーを摘み取る。特に露地栽培では過密状態を避けるために必ず不

要なランナーを除去する。一方、施設による促成栽培、特に「高設栽培」ではランナーを伸

ばして株全体の光合成を増やし、甘いイチゴを多く収穫することができるので、十分に日光

を当てられる環境には一部のランナーを残した方が良い。 

イチゴは昆虫による受粉が必要である。施設栽培ではミツバチなどを施設内に放してイ

チゴを受粉させるが、授粉昆虫のない環境では、形の良いイチゴを実らせるために人工授粉

の作業が必要である。 

イチゴの果実に艶があり、全体が赤くなった頃は収穫適期で、出荷時期や個々の品種に合

った着色度合いを見極めて収穫する。特に高温期はイチゴ果実の着色が早く進むので、採り

遅れのないようにする。 

露地栽培では、収穫期の終えたイチゴはそのまま残して、翌年の栽培と収穫にすることが

できるが、施設促成栽培では、5月下旬～6月中旬にイチゴの植株を撤去して、設備を点検、

消毒などを行う。 

 

二、 イチゴ栽培の主な農作業 

 イチゴ栽培の農作業はその作業順で主に露地栽培の場合は採苗と育苗、畑の耕起と整地、

基肥施用、定植、追肥、中耕、灌漑、病害虫と雑草防除、収穫である。図 2は各地域の露地

イチゴ栽培暦である。 

 

図 2. 各地の露地イチゴ栽培暦 

 

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冬の低温と積雪期間が

長いので、ハウスなど施設での加温促成栽培には不適である。通常、7～8 月にランナーか
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ら育苗して、8月下旬～9月中旬に定植する。秋の気温低下と短日により花芽が分化してか

ら 11月に休眠に入る。春先に休眠が打破され、4月中旬から生長が再開し、4月下旬～6月

上旬に開花して、6月上旬～7月中旬に収穫する。四季成り性イチゴでは春先の 4月から生

長が再開されてから 6月上旬～10月上旬まで収穫が可能である。 

 関東や東海の中間地域では、露地栽培の場合は 6月下旬～9月上旬にランナーから採苗と

育苗し、9 月中旬～10 月中旬に圃場に定植する。秋の気温低下と短日により花芽が分化し

てから大体 11月下旬から休眠に入る。春先に休眠が打破され、3月上旬から生長が再開し、

3 月中旬～5 月上旬に開花して、5 月上旬～6 月中旬に収穫する。なお、ほとんど施設促成

栽培方式を採用するため、露地栽培を採用する農家が極わずかである。 

 四国・九州の暖地では通常、施設促成栽培方式を採用するが、一部の農家は生産コストを

削減するため、露地栽培を採用するところもある。通常、6月下旬～9月下旬にランナーか

ら採苗と育苗し、9 月下旬～10 月下旬に圃場に定植する。秋の気温低下と短日により花芽

が分化してから大体 12 月上旬から休眠に入る。春先に休眠が打破され、2 月下旬～3 月上

旬から生長が再開し、3月中旬～5月上旬に開花して、4月中旬～6月中旬に収穫する。 

草勢の維持と収量、果実品質、需要期に合う供給などの視点からイチゴは施設の促成栽培

に最適である。特にクリスマスシーズンと 3～5月果物出荷の少ない時期には新鮮なイチゴ

が歓迎される。施設栽培の場合は採苗と育苗、栽培ベッドの設置、定植、追肥・灌水、病害

虫防除、収穫である。図 3はイチゴの施設促成栽培暦である。 

 

図 3. イチゴの施設促成栽培暦 

 

 通常、北海道や北東北のような寒冷地では冬の厳寒と積雪はイチゴの施設促成栽培には

不適である。どうしても春先にイチゴを収穫したい場合は、ハウスでの半促成栽培を採用す

る。その方法は 7月～10月上旬にランナーから採苗と育苗して、10月中～下旬にハウスに

定植する。11月に休眠に入ってから 1月中~下旬まで加温せず、そのままにする。1月中旬

以降にハウス内に加温し、生長を再開させる。2 月から開花し、3 月上旬～5 月末までに収

穫する。 

 関東と東海の中間地域では、ほとんど施設の促成栽培を利用している。6～7 月にランナ

ーから採苗し、高冷地の夜冷短日処理や予冷庫などの低温暗黒による苗冷蔵処理により花
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芽分化を促し、9 月に施設に定植する。定植後、施設内に 20～25℃を維持して、生長を継

続させる。11月から開花して、12月～5月中旬まで収穫する。 

 九州・四国の温暖地域では、基本として施設の促成栽培を利用する。6～7 月にランナー

から採苗して、高冷地の夜冷短日処理や予冷庫などの低温暗黒による苗冷蔵処理により花

芽分化を促し、9月中旬～10月上旬に施設に定植する。定植後、施設内に 20～25℃を維持

して、生長を継続させる。10月下旬から開花して、11月下旬～4月末まで収穫する。 

 以下はイチゴ栽培の具体的な農作業を説明する。なお、イチゴ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、栽培終了後、植

物残渣をすべて搬出して処分し、培地を含む施設内にきちんと消毒を行えば、連作が可能で

ある。 

1. 採苗と育苗 

 イチゴは種があるが、種子を播き、苗を育成する場合は発芽率の低さと苗期の長さから現

実ではない。従って、出荷用イチゴ栽培ではその苗はすべて親株の腋芽から伸びたランナー

（側枝、ほふく茎）が形成した子株を利用する。種子からの栽培は新品種の育成などに限ら

れている。 

 ランナーからの採苗はまず、生育がよく、果実の数量と品質の良い株を選んで、親株とす

る。次いで、5～7 月に親株から伸びてくるランナーが込み合わないように誘引し、発生し

た子株に地面に固定するまたは土の入った 9～12cmのポリポットに固定して、発根させる。

子株が根を発生して、活着した後、ランナーから切り離し、育苗に移す。 

 育苗は苗床育苗とポット育苗がある。通常、露地栽培は苗床育苗、施設の促成栽培はポッ

ト育苗を採用する。 

① 苗床育苗 

親株から伸びたランナーを圃場に付かせる。子株が発根してから親株から切り離し、子株

を掘り出して、用意されている地床に移植する。最初はランナーから切り離した子株を条間

10cm、株間 10cm で植える。約 1 ヶ月後に 2 回目の移植を行い、良い苗を選んで、条間

15cm、株間15cmで移植し、成苗まで育てる。2回目の移植を省くために最初から条間15cm、

株間 15cmで植えることもできる。図 4－Aは苗床育苗の模式図である。 

② ポット育苗 

 親株から伸びたランナーを培土の入った 9～12cmのポリポットに固定して、発根させる。

約 20 日後、子株が根が発生し、活着してから親株から切り離し、育苗ハウスに移す。図 4

－Bはポット育苗の模式図である。 

 子株が成長後、花や実は親株から発生したランナーの伸び方向と反対側に付く特性があ

るので、定植時に苗の植え方向が分かるように子株を親株から切り離す際に、親株側からの

ランナーを 2～3cm にするようにやや長く残し、反対側に伸びるランナーを 1cm ほど短く

残すように切る（図 4）。 
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図 4. イチゴの育苗（A：苗床育苗、B：ポット育苗） 

 

 イチゴの花芽分化は低温と短日の気象条件が必要である。すなわち、自然環境に於いて、

秋の涼しい温度と短日で花芽分化を誘起し、その後の冬の低温で休眠に入り、春先の気温上

昇に伴い休眠から覚醒し、生長が再開されてから開花・結果する特性がある。イチゴの花芽

分化と温度・日長との関係は図 5に示す。 

 

図 5. イチゴの花芽分化と休眠と気温・日長との関係 

 

 露地栽培では、育成した苗が定植後、自然の気候変化により、晩秋まで花芽分化を完了し、

休眠に入って冬を過ごす。春の気温上昇により休眠から覚醒して、夏の高温季節までに開花

と着果、果実肥大と成熟となる。 

 一方、施設での促成栽培では 11月下旬からの収穫を狙うために、夏季の高温長日シーズ

ンに採苗した苗を高冷地に移して、夜冷短日処理したり、予冷庫などに入れて低温暗黒処理

したりして、花芽分化を促す。9 月上旬までに花芽分化を完了させ、10 月上旬までに定植

を行う。 

 よく利用される低温暗黒処理は次のように行う。まず、ポットから苗を取り出し、鉢土を

振るい落として、コンテナーに伏せ込む。保水性の良いピートモスとバーミキュライトの混

合用土（容積比 1：2）を使って、十分な水を含ませ、苗の根が露出しない程度の厚さに苗
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にかける。苗の入れたコンテナーを野菜出荷用の予冷庫などの低温倉庫に入れ、10～13℃

で約 20日を保管して、花芽分化を誘起する。処理後、コンテナーから苗を取り出し、その

まま施設に定植する。小規模栽培では、苗をポットごとにコンテナーに載せて、予冷庫など

に入れて低温暗黒処理を行う。 

 採苗・育苗作業には下記の注意事項がある。 

① 親株が栽培年数の増加に伴い、草勢が次第に弱くなり、ランナーと子株の発生が悪くな

る。通常 2～3年を目安に親株を更新する。一番良いのは前年に植えた 2年目の親株である。 

② ランナー上の子株をうまく発根させ、活着するために、土は適度に湿った状態を保つ。 

③ 子株が浮いた場合は、U字に曲げた針金などを使って子株をしっかり土に付かせる。 

④ ランナーから発生した一番目の子株（太郎株）は親株の病気などを強く受け継ぐ傾向が

あるので、廃棄して、二番目以降の子株（次郎株、三郎株など）を育苗に使う。また、小さ

すぎて貧弱な苗も取り除く。 

⑤ 子株を親株から切り離す際に、子株の花房が出る側が分かるように親株側のランナーを

2～3cmほどやや長く残して、もう一方のランナーを 1cmほど短く残すように切る。 

⑥ ポット育苗の場合は花芽分化を促すために、培土の肥料、特に窒素量を控えて、8 月に

入ってから苗に追肥せず、断根ずらし（ポットをずらして、伸びた根を切断させる）を行う。 

⑦ 苗の低温暗黒処理は花芽分化が苗の窒素濃度に強く影響を受ける。窒素濃度が高い場合

は花芽分化株の比率が低くなる。花芽分化率を高めるためにポットに使う培土の肥料混入

量を抑えて、育苗中の追肥も控える。 

  

2. 露地栽培の耕起と整地または施設栽培の栽培ベンチと栽培槽の設置 

① 露地栽培の耕起と整地 

イチゴは浅根性作物で、根系は主に地中深さ 10～20cm の表層土に分布する。乾燥に弱

いが、多湿には強く、吸肥力もかなり強いので、露地栽培では地下水位が 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、排水性と保水性が良く、耕作土層の深

い肥沃の壌土と埴土、特に水田から畑に転換した圃場に適している。また、生育を良くして、

管理と収穫の利便さ、灌漑または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。 

整地した後、定植の前にクワやうね立て機を使って、うねを立てる。慣行栽培は 1条栽培

と 2条栽培がある。1条栽培ではうね間 100～110cm（うね面 40～50cm、通路幅約 50cm）、

2 条栽培ではうね間 120～130cm（うね面 60～70cm、通路幅約 50cm）にして、うね高が

20cmの高うねにする。 
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保温と土壌水分の急激変動および雑草発生を防止するため、うね立てと基肥施用後、必ず

黒マルチを敷く。 

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 イチゴは浅根性の作物で、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。 

 

② 施設栽培のうね立てまたは栽培ベンチ・栽培槽の設置 

 イチゴの施設栽培では従来の土耕栽培と高設栽培がある。土耕栽培は露地栽培とほぼ同

じで、土を使う栽培方法である。異なるところは、収量増と品質向上を狙うために 2条栽培

にして、うね幅 120～130cm（うね面 60～70cm、通路幅約 50cm）、うね高 30cm以上の高

うねにする。また、うねの型崩れを防ぐために発泡スチロール板などを使ってうねの側面を

補強する必要がある。また、マルチは黒色マルチのほか白色マルチも多く使用されている。 

土耕の場合は圃場ごとに土壌環境が異なるため、土壌の性質に合わせた栽培が求められ、

その肥培管理が面倒である。また、土壌由来の病害虫の感染が起きやすい。通常、安定した

栽培を行うために、高設栽培を採用する。すなわち、施設内に栽培ベンチを設置して、土の

代わりに性質の安定している調合培地を使う。 

 栽培ベンチは高さが 70cm 以上、段数としても 1 段、1.5 段、2 段、3 段などがある。通

常、鉄角材または鉄パイプ製の高さ約 1m の 1 段ベンチを使い、ベンチの上に栽培槽を設

置する。栽培槽は塩化ビニールまたは高密度発泡スチロールの成形品で、内側に不織布とビ

ニール防根の 2 重シートを張り付ける。ベンチの高さと栽培槽の規格がメーカーによって

異なり、統一されていないが、よく使われている 2条栽培のベンチ幅が 50～60cm、ベンチ

間の通路が大体 70～100cmとする。 

 通常、高設栽培に使う培地は土ではなく、ピートモス、ヤシガラなど植物性繊維とバーミ

キュライト、パーライトなど軽量多孔質の無機鉱物を調合した培養土を使う。 

図 6は施設内の土耕栽培と高設栽培ベンチ栽培の写真である。 

 

図 6. イチゴの施設栽培写真（A：高うね土耕栽培、B：高設栽培）（施設園芸.com より引用） 
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3. 土壌 pH調整と基肥施用 

イチゴ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。露地栽培と施設の土耕栽培では、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使って、土壌 pH が 7.0 を超えないように施用する。 

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。 

土耕栽培のイチゴは必要な施肥量が 10aあたりに窒素とりん酸 20kgと加里 25～30kgほ

どである。基肥のほか、2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 2/3、

追肥 1/3 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 10～

15kgである。堆肥などを基肥として 10aに 1500～2500kg 使う場合は、窒素，りん酸と加

里が 5～8kg減らすことができる。 

基肥はうね内局部全層施肥を行う。うね内局部全層施肥は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。 

施設高設栽培では、ピートモスやヤシガラを配合した培地の養液土耕を利用することが

多い。市販される調整済みの培地は初回使用に pH調整が不要であるが、栽培 2年目以降の

古い培地は、培地消毒終了後に pHを測定して、5.5以下の場合には炭酸カルシウムの粉（炭

カル）を使い、7.0以上の場合には酸度矯正を行っていないピートモスないしは pHダウン

剤を使い、6.5程度になるように培地の pH矯正を行う。 

また、養液栽培の場合は基肥などが不要で、定期的に養分を含む液肥を施用すればよい。

詳細は本HPの「肥料施用学」編の「養液栽培」と「養液栽培用肥料」を参照ください。 

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、うね内局部全層施肥は定植の 5～15 日前にうね立てを行い、それに合わせ

て基肥を施用して、施用後マルチを敷く。 

② 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。 

③ 施設の高設栽培の養液土耕では、土壌 pH の調整と基肥の施用が不要である。イチゴ生

育に必要な養分は養液を通じて供給する。 

④ イチゴは塩素を吸収して、果実に蓄積する習性がある。果実に塩素が集積した場合は、

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、土耕では硫酸

加里、養液栽培では硫酸加里、硝酸加里またはりん酸一加里を使う。 

⑤ イチゴはカルシウムを多量吸収する作物で、カルシウムが不足すると新葉の展開時に葉

縁の枯れとがく先端の枯れ、生長点を含む芯葉壊死などいわゆる「チップバーン」症状が発

生しやすい。土耕栽培では pH調整に合わせて苦土石灰などの石灰質肥料、養液栽培では硝
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酸カルシウムなどの可溶性カルシウム肥料の施用が不可欠である。 

 

4. 定植 

 露地栽培の場合は、夏季を過ぎ、最高気温が 25℃前後に下がった時期に育成した苗を圃

場に定植する。時期としては寒冷地では 8 月下旬～9 月中旬、中間地では 10 月～11 月上

旬、温暖地では 10月中旬～11月中旬である。 

地床育苗の場合は、定植前日に充分灌水して、移植ゴテまたはスコップで苗を掘り出して、

根に培土が付いている状態で定植する。ポット育苗の場合は定植前日に充分灌水して、定植

の際根鉢が壊れないようにして苗を取り出し、鉢土が付いている状態で定植する。 

露地 1 条植えでは株間 20～25cm、2 条栽培では条間 25cm、株間 20～25cm とする。施

設促成栽培の土耕栽培では条間 25cm、株間 20～25cmの 2条栽培とする。うねを被覆して

いるマルチの上に移植ゴテなどで定植穴をあけてから、苗の根元の中心に膨らんでいる王

冠に似た生長点（通常、クラウンと呼ばれる）を埋めないように浅植えする。 

植付け後、たっぷりと水を撒く。10aあたりに 4,000～6,000本を植える。 

施設高設栽培では条間 20～25cm、株間 20～25cmの 2条栽培とする。栽培槽を覆うマル

チの上に移植ゴテなどで培地に定植穴をあけ、苗の根元の中心に膨らんでいるクラウンを

埋めないように浅植えする。植付け後、水だけで 2～3日灌水してから、薄い養液に転換し、

苗が慣れてから徐々養液の濃度を上げる。 

図 7は定植の模式図である。 

 

図 7. イチゴの定植模式図 

 

定植作業の注意事項は下記の通りである。 

① イチゴは親株とつながっていたランナーの反対方向に花が咲き実をつけるので、ランナ

ーとの反対側を通路に向けて植え付けることが重要である。すなわち、1条植えでは、ラン

ナー側を北側に向けて植えることで、花房と着果した果実を南側に集中させ、十分な光を当

てることで、収量増と品質向上に有利である。2条植えでは、ランナー側をうねの中央に向

かい合わせるよう植えることで、花房と着果した果実をうねの両外側に集中させることで、

十分な光を当てるうえ、栽培管理と収穫も楽になる。 

② 植え付けの深さは苗のクラウンが植床面よりやや浮いている程度の浅植えとし、クラウ



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

 

11 

 

ンを埋め込んだ深植えは生育を悪くし、病気発生の原因ともなるので注意する。 

③ 根が活着するまでの約 1週間は、特に土が乾燥状態にならないように管理する。 

 

5. マルチとトンネル 

 イチゴの栽培は地温維持と安定、乾燥防止と雑草対策、果実の品質向上のために露地栽培

と施設促成栽培ともマルチが必要である。 

 通常、露地栽培は黒ビニールシート、施設促成栽培は白い不織布と透湿防水シートをマル

チとして使用する。露地栽培と施設の土耕栽培はうねを立ててマルチを敷くが、施設高設栽

培は栽培槽を設置して、培地を入れた後に栽培槽外側をマルチで包む。 

 また、露地栽培では、イチゴが越冬後、休眠から覚醒した春先にトンネルを立てれば、開

花と着果、果実の成熟が促進されるほか、害虫と鳥類による果実への被害を減らす効果があ

るので、お勧めする。 

 

6. 追肥 

露地栽培では追肥は2回を行う。1回目は10～11月に株が越冬前に根を張らせるために、

苗が活着後、新葉が出た時点で 10aあたりに窒素とりん酸 3～5kg、加里 5～10kgを施用す

る。2回目は 3～4月、開花が始まった時点で 10aあたりに窒素とりん酸 3～5kg、加里 5～

10kgを施用する。追肥は根と葉に直接触れないようにマルチの片側を捲り上げて、肥料を

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。次の

追肥は違う側に撒き、両側を交代で施肥する。 

また、着果後にりん酸一加里と尿素を主成分とする液肥を 15～20日間隔で葉面散布を行

うと、果実の肥大と糖度増加、品質向上、収量増に有効である。 

施設の土耕栽培では追肥量と回数が植株の生育状況、特に葉色と着果状況を見て、適宜に

調整する。 

施設の養液栽培では、養分が常に養液から供給するので、追肥を行う必要がない。 

草勢は葉色と葉肉の厚さ、葉柄とランナーの色などで総合的に判断する。葉色は暗濃緑色

より明緑色の方が健全である。葉肉が厚くてゆったりとしている形状がよい。養分不足の場

合は葉が小さく、新葉の発生が少なく、開花数も少ない。また、窒素不足の場合は下位葉や

葉柄、ランナーが赤褐色を呈し、組織が硬化し、葉に紫褐色の輪紋症状が出る。カルシウム

不足の場合はチップバーンが発生する。 

草勢が弱くなったと判断した場合は、追肥量を多めに増やすか、速効性の液肥で追肥する。 

追肥作業には下記の注意事項がある。 

① 肥料焼けを防ぐために追肥は株元から 10～15cm以上離れたところに撒く。 

② 追肥した後、軽く耕して覆土する。 

③ 草勢が悪い場合は、速効性の液肥を使って、草勢の早期回復を狙う。 

④ 追肥の加里は塩化加里を使用せず、硫酸加里、硝酸加里またはりん酸一加里を使う。 
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7. 灌漑 

 イチゴは浅根性作物で、乾燥には弱い。また、着果数が多く、果実の含水量も高いので、

水分需要量が多い。水分が不足すると、花房の発生が止まり、落花が多くなり、果実の肥大

が著しく悪くなる。 

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、春先に生育

が再開された後、天候にもよるが、開花始めまでは 5～7日に 1回灌漑を行う。開花後、果

実の肥大を促すために、3～5日に 1回灌漑を行う。 

施設の土耕栽培では雨水が入らず、灌漑が必要である。土壌水分の変動により、大体 3～

5日おきに 1回灌漑を行う必要がある。特に開花と着果後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、まとまった量の水を灌漑する。 

施設の養液栽培では、毎日養液が流れるので、施設内の気温と日射強度により、養液の濃

度と量を適宜に調節する。 

灌漑作業に下記の注意事項がある。 

① 花房の発生が止まり、落花が増えた場合は、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、速やかに追肥と灌漑を行う。 

② 露地栽培のうね間灌水は夕方に行い、翌朝にはうね間に水が溜まっていないようにする。 

③ 高温乾燥時期に追肥と灌水の代わりに液肥を薄めて 5～10日ごとに 1回灌漑して、草勢

の維持に効果がある。 

 

8. 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。 

露地栽培ではマルチを使っているので、クワなどを使って、2～3 回通路を軽く耕すだけ

に留まる。 

施設の促成栽培では、中耕が不要である。  

 

9. 摘葉とランナー取り 

イチゴ栽培には枯れ葉の除去が大事である。枯葉を除去することで、株元の通気と採光が

良くなり、病気予防、特に灰色カビ病の予防に役立つ。 

露地栽培では、寒冷地は融雪後、中間地と温暖地は生長再開後に枯れ葉をすみやかに摘除

する。その後も随時、枯れ葉を見つけ次第に除去する。 

施設促成栽培では、枯れ葉を見つけ次第に除去する。 

イチゴが開花後、株からのランナーが多く発生して、伸びてくる。開花と果実肥大期にラ

ンナーは果実から養分を奪うほか、株の通気と採光に悪影響を与え、土壌病気の伝播にも助
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長するので、ランナーが伸びてきたら、株元から摘み取る。ただし、施設の高設栽培ではラ

ンナーを伸ばして株全体の光合成を増やし、甘いイチゴを多く収穫することができるので、

十分に日光を当てられる環境には一部のランナーを残した方が良いと考える農家がいる。 

イチゴ収穫後に伸びるランナーは採苗に使えるので、6月以降に伸びてきたランナーを摘

み取る必要がなく、そのまま残す。 

摘葉とランナー取り作業に下記の注意事項がある。 

① 摘葉により新根の発生を助長することが可能となるが、過度に摘葉を行うと葉面積の不

足で、光合成産物が足りず、果実の肥大が影響され、収量と果実の糖度低下をきたすので、

一株当たり最低 16枚以上の葉は残すようにする。 

② 露地栽培と施設の土耕栽培では開花・結実期に伸びてくるランナーは株元からすべて摘

み取るが、施設の高設栽培では一部のランナーを残した方が良いかもしれない。 

 

10. 開花・受粉 

 露地栽培では休眠覚醒後、平均気温が 10℃を上回る 3 月下旬～4 月に開花する。施設促

成栽培では株の休眠がないので、定植活着後、新葉が展開しながら開花する。 

イチゴは雄しべと雌しべの両方を備えた「両性花」であるが、着果には雄しべの花粉を雌

しべの柱頭に受粉させる必要がある。自然環境に於いて受粉はミツバチ、ハエなどの授粉昆

虫により行う。従って、露地栽培では開花が始まったら、受粉のためにトンネルのビニール

を開放して、授粉昆虫の進入を容易にする。 

施設促成栽培では外部昆虫の侵入ができないため、施設内にミツバチまたはマルハナバ

チの巣箱を入れて、授粉させる。 

イチゴの花は雌しべが先に成熟し、その後に雄しべが成熟して花粉を放出する雌性先熟

性花である。開花 1日目は雄しべの薬から花粉が出ておらず、2日目以降初めては花粉が出

る。また、開花から 5日を過ぎると雄しべ、雌しべともに受粉能力が低下し始め、受粉でき

た場合も奇形果の発生確率が高くなる傾向にある。したがって、イチゴの受粉は開花後 2～

4日の間に済ませる必要がある。開花から 5日後は花びらが落ち始め、受粉できなくなる恐

れがあるので注意が必要である。 

一般的には 25℃がイチゴの花粉発芽に最適な気温とされている。35℃を超えると雌しべ

が枯死し、雄しべの花粉も損傷してしまい、受粉不可となる。また、0℃以下の低温条件に

おいても雌しべが枯死して受粉ができなくなる。 

一方、ミツバチが 15℃以下では巣を出ず、盛んに訪花活動を行う気温は 20～25℃、25℃

以上の気温が高くなっても訪花するミツバチの数は増えない。マルハナバチの活動適温は

10～25℃で 30℃を越える高温下では活動は著しく弱まり、35℃以上になると訪花をしない。 

したがって、施設促成栽培では花の受粉に適した温度で管理することが重要である。目安

としては日中の温度が 15～25℃、夜間は 10℃程度を維持する。春先に施設内の温度が上が

り過ぎる場合は、換気や遮光によって適温を確保する。 
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また、施設内にミツバチまたはマルハナバチの数が多すぎて、過剰に訪花した場合は葯が

採られすぎ、花弁や花柱が痛んで黒変した花が発生し、着果した果実も奇形果になりやすい。

従って、施設内の授粉昆虫の訪花活動数の適正範囲は、ミツバチでは 1a（100m2）当たり

3～20匹、クロマルハナバチでは 1a（100m2）当たり 1～2匹程度と言われる。施設内のハ

チ放飼の目安はミツバチが 10a当たり 1群（6,000～8,000匹）、10a以上の連棟ハウスの場

合は 2群（12,000匹）、クロマルハナバチが 10a当たり 1箱（30～50匹）である。 

授粉昆虫の代わりに人工授粉もある。柔らかい筆や綿棒などを使って、咲いている花の雄

しべと雌しべを軽く撫でまわせ、花粉を柱頭に付けるだけである。ただし、人工授粉は効率

が非常に悪いため、家庭菜園に限られ、大規模栽培では当然無理の話である。 

 

11. 病害虫と雑草防除、生理障害の対策 

イチゴ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などが発生して、商品にならないので、病害虫の防除が肝要であ

る。イチゴ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. イチゴ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 

灰色カビ

病 

糸状菌 定植後に葉と果実に発生。最初は下葉など枯

死した部分に病原菌が寄生増殖し、これが有

力な伝染源となって、他の葉と果実が侵され

発病する。発病した場合は、葉、葉柄、果梗、

がく、果実が褐変あるいは黒褐変し、湿気の

少ないときには硬くなり、多湿のときには軟

化腐敗し、灰色のカビを密生する。20℃くら

いで多湿の環境に発生しやすい。特に 12月～

4 月頃施設栽培に発生が多い。密植しすぎた

り、軟弱な成長となったり、過繁茂になると

発生しやすい。 

マルチをして、

土壌からの病菌

の伝染を防止す

る。密植を避け、

発病果、発病葉

を速やかに取り

除く。薬剤防除。 

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

薬剤防除、適正

な肥培管理、密

植を避け、通風・

透光をよくす

る。 
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も発病を助長する。 

炭疽病 

 

糸状菌 主に育苗期にランナーと葉に発生。ランナー

や葉柄に発生する病斑は長径 3～7mm の黒

色、少し陥没した紡錘形～楕円形で、病斑が

拡大するとランナーや葉柄をとりまき、折れ

たりして先端部は枯れる。葉には淡墨～黒色

で汚斑状の斑点型病斑を生じる。多湿時には

病斑上に鮭肉色の粘塊状または粉状の分生子

層を形成する。クラウン部(冠部)が侵され、株

が枯れる。 

無病健全な親株

を選ぶ。発病株

とその近辺の株

を早期除去。薬

剤防除。適切な

肥培管理。 

アザミウ

マ 

昆虫 成虫・幼虫ともに花に寄生し、花弁やガクを

食害するため、加害部が変色したり萎縮した

りして、着果率と果実の肥大に影響を及ぼし、

減収する。また、幼虫が果実表面を長期間食

害して、果実が褐変症状を生じ、商品になら

ない。 

圃場内および周

辺の雑草を除去

して、アザミウ

マの寄生場所や

薬剤散布時の避

難場所を減ら

す。薬剤散布。栽

培終了時に施設

内を燻蒸処理。 

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。 

薬剤散布。 

ナミハダ

ニ 

ダニ類 葉を生息して吸汁して加害する。加害部分は

白いカスリ状の斑点が見られる。施設内の乾

燥する環境で発生しやすい。 

薬剤散布。天敵

放飼。栽培終了

時に施設内を燻

蒸処理。 

 

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。露地栽培ではトンネルを使

うと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、害虫の防除に非常に有効である。 

イチゴの圃場に発生する雑草はほとんど 1年生草である。イチゴは定植後の生育が遅く、

株丈も低いので、雑草との競争に負けることが多い。通常、露地栽培で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手で引き抜

く。マルチ栽培は雑草の発生を強く抑える効果がある。 

イチゴの生理障害は主に乱形果（鶏冠状果）、着色や肥大不良果、チップバーンである。

生理障害は病気ではないが、商品にならず、減収となる。その対策は下記の通りである。 

① 乱形果（鶏冠状果）： 果実は本来の丸みを帯びた形ではなく、鶏のとさか状を呈する。
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一番果での発生が多い。 

発生原因は育苗時の花芽分化時期に窒素の効き過ぎやホウ素の欠乏などによって起こる

といわれる。 

対策は育苗時には、適正な施肥を行うとともに、乾燥や過湿を避ける。定植後の肥培管理

をしっかり行うほか、温度管理に注意する。低温期には保温を行い、場合によっては適宜に

加温を行う。 

② 着色や肥大不良果： 果実の着色や肥大が不良。 

発生原因は果実肥大時に低温や日照不足が続き、草勢低下により果実への養分供給不足

で発生する。 

対策は肥培管理をしっかり行い、草勢を維持するために、施設内の温度を昼間 20℃、夜

間 10℃以上を保つ。 

③ チップバーン： 株の新しい葉の葉縁が褐変し枯死し、中央部がやや盛り上がったよう

な現象。花と果実の萼片先端が褐変して枯死することもある。株のカルシウム吸収不足によ

るカルシウムの欠乏症状である。主に細胞分裂の盛んな新葉や生長点などの新しい組織に

現れる。 

 発生原因は主に土壌または培地中のカルシウム不足または土壌中の塩基（カリウム、マグ

ネシウム、アンモニア等）バランスの崩れによりカルシウムの吸収が阻害される。ほかに根

の傷み等による根量不足や土壌の乾燥や高温により根の吸収機能が阻害されるなども原因

になる。 

 対策は適切な肥培管理を行い、硝酸カルシウムのような水溶性カルシウム肥料を初期生

育時から定期的に施用することでカルシウム欠乏症の予防に効果的である。 

 

12. 収穫 

一般的なイチゴは果実に艶があり、赤く着色した頃が収穫適期になるが、出荷時期や個々

の品種に合った着色の度合いを見極めて収穫する。特に高温期はイチゴの着色が早く進む

ので採り遅れのないようにする。 

収穫が早過ぎると果実が成熟不足で、糖度が低く、甘みと香りが足りず、食感が劣る。収

穫が遅れると、果実が過熟して、果肉が変色して、ぶよぶよ柔らかくなっているうえ、腐り

やすく、カビくさい臭いがすることもあり、食用に適しない。 

イチゴ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。ハサミで果実のヘタ

の近くの果梗を切って収穫する。 

収穫作業の注意事項が下記の通りである。 

① イチゴは、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、午前中の収穫は果梗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 ハサミで収穫する際に、果実についている果梗の長さを 7～10mmに揃える。 
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③ 果実は軟らかく、力を加えると傷みやすいため、果実を強く掴んだり、押したりする場

合は潰れる可能性が大きいので、押さないように注意する。 

④ 収穫したイチゴは直射日光や高温を浴びると、水分が蒸発して、腐りやすくなり、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。 

⑤ 収穫の際に株に無理に引っ張らないように注意する。株を引っ張ると、茎と根が傷付け

られ、その後に着果が悪くなり、果実が肥大しにくくなる恐れがある。 

 

13. 調整・選別 

 収穫したイチゴは目視で病害虫の被害を受けたものや乱形果、着色不良果、過熟果などの

不良ものを選別・除去する。規格に合わせて、専用の PET樹脂トレーに詰めてからさらに

専用段ボールに詰めて出荷する。 

イチゴは傷むのが早く、長期貯蔵が不可能である。鮮度維持のために速やかに 5～10℃ま

で冷却してから出荷する。 


