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スイカ 

 

スイカは、ウリ科スイカ属に属する 1 年生つる性植物である。アフリカサバンナ地帯や

砂漠地域の原産で、日本に伝わった時期は室町時代以降とされる。スイカの果肉は水分が

90%以上含まれ、甘くて多汁で、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、

暑さで体力を消耗し、水分を過剰摂取することで起こりがちな夏バテに効果があるとされ、

夏季の代表的な果物として人気がある。また、中国などではスイカの種を炒って歯で割り、

中身を食べるほか、酒のつまみ、料理、菓子などにも用いられている。 

スイカは品種が多いが、通常、果実の外形と大きさ、果肉の色により大玉赤肉系、小玉赤

肉系、黒皮系、長形（マダーボール）、黄肉系などに分けられる。本邦では球形の果肉が赤

く、水分の多い大玉赤肉系と小玉赤肉系が人気で、栽培面積と収量が 9割以上を占める。な

お、農林水産省と全国農業協同組合連合会（JA 全農）の基準ではスイカは果実ではなく、

果菜類に分類される。 

 農林水産省の 2019年統計データでは、本邦のスイカ栽培面積 9640ヘクタール、収穫量

32.42 万トン、出荷量 27.91 万トン。栽培面積が 500 ヘクタールを超えたのは熊本、千葉、

山形と新潟の順である。 

 一方、FAO（国連食糧農業機関）の 2018年統計データによれば、世界のスイカ栽培面積

475万ヘクタール、収穫量 1億 6696万トン、収穫量が 400万トンを超えたのは中国、イラ

ン、インド、トルコの順である。 

  

1. スイカの生育ステージ 

スイカ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 25～30℃である。15℃以下では生育が止まり、3℃以下では直ちに凍死する。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。根の養水分吸収力が高く、乾燥に強いが、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。本邦では主に露地のマルチ栽培やトンネル栽培である。一部の農家は晩

春～初夏に早期出荷を図るため、ハウスでの促成栽培を行う。 

スイカ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、4～6

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。寒冷地では保温のためにトンネル栽培が勧める。 

スイカ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、スイカは開花と結果期に入っても続々とつるが伸び、脇芽と新葉が発生す

る。したがって、スイカの生殖成長期は栄養成長期と共存している。図 1はスイカの栽培ス

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/%E8%B5%A4%E8%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E8%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E8%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E8%82%89
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図 1. スイカの栽培ステージと主な農作業 

 

スイカ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、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。接木苗はセルトレイまたはポ

ットに種を播いて、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。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増強と土壌病害耐性向上のために、必ずユウガオ（カンピョウ）また

はカボチャ、トウガン（冬瓜）を台木にして接ぎ木苗を作る。なお、接ぎ木はスイカ苗の子

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。 

育苗期は苗が 4～5枚の本葉を展開して、圃場に定植するまでの期間である。大体播種し

てから 40～50日までの期間である。 

定植後、活着した苗が続々とつるを伸び、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、大玉系品種では定植活着後、新葉が展開してから親づるに本葉 5～

6 枚残して摘芯する。脇芽から伸びた子づるを 3～4 本伸ばす。小玉系品種では親づるが本

葉 6～7 枚展開してから摘芯し、子づるを 5～6 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。 

スイカはつる性植物で、茎が柔らかく、自立ができない。通常、果実が重いうえ、果皮が

厚く、地面に置いても病害虫に侵されることが少ないので、支柱とネットで支える必要がな

い。ただし、小玉系品種は支柱とネットを使って誘導すれば、着果率が上がり、収穫が早く

なる。 

子づるに本葉 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

だけが結果する。良質の果実を得るには定植後に根を十分に伸ばし、葉を多く展開させて、

丈夫な植株を作る必要がある。そのために大玉系品種では 16 節程度まで雄花を残して、1

～2 番目の雌花を除去して、16～22 節にある 3 番目の雌花に受粉を行い、着果させる。小
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玉系品種では 10節程度まで雄花を残して、1番目の雌花を除去し、11～20節にある 3番目

と 4 番目の雌花に受粉を行い、着果させる。着果後、大玉系品種では株 1 本に良い果実 2

個、小玉系品種では株 1本に 5～8個を残して不整果、変形果を摘果して栄養を集中させる。

着果節以降の孫づるは除去せず、草勢に応じて放任する。なお、小玉系品種は 1番果を収穫

してから再び着果させ、2番果を収穫することもできる。 

果皮の着色と果肉の成熟度を均一にするために、着果後 30 日を過ぎてから 2～3 回果実

の位置を変えるいわゆる「玉返し」を行う。 

スイカは品種にもよるが、大体大玉系品種では開花受粉してから 45～50日後、小玉系品

種では開花受粉してから35～40日後、着果節から出た巻きひげが根元まですっかり枯れて、

果実のヘタにうぶ毛がなくなり、黄色味が帯びてくるようになったら収穫適期である。収穫

が遅れると果肉が崩れ、柔らかくなり、味がぼけてしまう。 

 

二、 スイカ栽培の主な農作業 

 スイカ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、摘果、追肥、病害虫と雑草防除、収穫である。図 2は各地域のスイカ栽培暦

である。 

 

図 2. 各地のスイカ栽培暦 

 

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通常 4 月上旬から下旬

に播種して、加温のできる育苗ハウスなどに 40～45 日の育苗を経て、最低気温が 10℃を

超え、晩霜の恐れがなくなった 5月中旬から 6月上旬に定植する。7月下旬～8月下旬に収

穫する。9月上旬に栽培を終了する。低温対策として、マルチとトンネルが必要である。 

 関東や東海の中間地域では、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 40～45 日の育苗を経て、5 月上旬～6 月上旬に圃場に定植する。収穫時期は梅雨

明けした 7月中旬～8月中旬である。一方、晩春と初夏の収穫を狙う促成栽培では、2月下

旬～3 月中旬に播種して、加温のできる育苗ハウスなどに 40～45 日の育苗を経て、4 月上

旬～下旬にハウスに定植して 5月下旬～7月上旬に収穫する。なお、促成栽培はほとんど生
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長と収穫の早い小玉系品種である。 

 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 40～45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 月中旬である。一方、晩春と初夏の収穫を狙う促成栽培では、2 月中旬～3 月

中旬に播種して、加温のできる育苗ハウスなどに 40～45 日の育苗を経て、3 月下旬～4 月

下旬にハウスに定植して、5月中旬～7月上旬に収穫する。なお、促成栽培はほとんど生長

と収穫の早い小玉系品種で、ハウス内の加温が不要である。 

 以下はスイカ栽培の具体的な農作業を説明する。なお、スイカ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 

スイカは直根性作物で、主根は地中深さ 30cmまで伸びる。慣行栽培にはつる割病など土

壌病害の対策で、ほとんどユウガオまたはカボチャを台木とする接木苗を栽培するので、主

根が地中深さ 30～50cm 以上伸びることがある。スイカは養水分の吸収能力が強く、土壌

の適応性が広いが、排水不良地では湿害が生じ、生育が劣るだけでなく、疫病、炭疽病、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ので、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ぶ。 

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。 

スイカ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、地温維持と雑草対策としてマルチにする。 

整地した後、定植の前にクワまたはうね立て機を使って、うね間 250～300cm（うね面

100～120cm、通路幅 140～170cm）、うね高 10～15cm にする。うね立てしてからマルチ

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 スイカの接木苗は耕起深度（耕深）が 30～35cmにして、実生苗は耕起深度（耕深）が

25～30cmにする。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 

スイカ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。 
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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。 

スイカの必要な施肥量は 10aあたりに窒素 20kg、りん酸 10kgと加里 30kgほどである。

基肥のほか、1～2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、

りん酸全量を基肥にして、追肥が窒素と加里にする。 

スイカは塩素を多量吸収して、果実に集積する習性がある。塩化加里と塩安など塩素の多

い肥料を施用すると、果実の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、塩安と塩化加里を避け、加里養分は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。 

スイカ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、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 スイカの接木苗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 スイカ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 

スイカは高温強日射の気候が好み、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と初夏にしかなく、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。 

スイカの実生は根の養水分吸収能力がやや弱く、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、栽培には一定の経験が必要で、現在、実生苗を使う栽培がごく一部

の農家に限られている。 

通常、実生苗は地床育苗かポット育苗で、本葉 4～5 枚が展開した後に圃場に定植する。 

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
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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、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 40 日後、本葉 4～5 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 3－Aに示す。 

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、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、25～30℃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 40 日後、本葉 4～5 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. スイカの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 スイカの発芽温度は 20～35℃、最適発芽温度 25～30℃前後である。15℃未満の低温で
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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、育

苗ハウスの温度を 25～30℃に保つように加温する。 

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℃程度、夜間 15℃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。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 

スイカは生育が早く、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。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、ほとんどのスイカの栽培農家は接木苗を使っている。 

接木苗は下記の通りに作られる。 

① 台木の選択 

スイカ用の台木はユウガオとカボチャ、トウカンがある。それぞれの特徴は下記の通りで

ある。 

ユウガオ（カンピョウ）台木の特徴は、①低温に強い。②接ぎ木しやすく、活着もしやす

い。③着果が安定する。④果実の品質が安定する。 

カボチャ台木の特徴は、①低温にきわめて強い。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

度はユウガオよりやや劣る。 

トウカン（冬瓜）台木の特徴は、①接ぎ木しやすく、活着もしやすい。②着果が安定する。

③果実の品質が一番良く、実生に似ている。④低温に弱く、吸肥力がユウガオより劣る。 

台木の選択基本は、低温時の養水分吸収能力を高め、着果と果実の品質を優先させる場合

はユウガオの台木、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。現時

点ではユウガオの台木が 90％以上を占め、残りはカボチャの台木で、トウカンの台木が僅

かしかない。 

② 催芽と播種 

穂木のスイカ種は 2～3時間、台木のユウガオ種またはカボチャ種は 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。 

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。 

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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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の場合は台木のユウガオまたはカボチャを先に播種して、6～8 日後

に穂木のスイカを播種する。呼び接ぎの場合は、逆にまず穂木のスイカを播種して、2～3日

後に台木のユウガオまたはカボチャを播種する。 

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℃前後にして、接木作業の 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 

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 7～8日後、子葉が完全に展開して、子葉の間に萌発し

た本葉が見えた頃である。 

一方、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。 

⑤ 接木の方法 

1）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. スイカ苗の割り接ぎ操作の模式図 
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 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) 呼び接ぎ： 呼び接ぎとは台木と穂木の苗軸を互いに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）だけである。操作方法は図 5に書いた順序通

りに行う。 

 

図 5. スイカ苗の呼び接ぎ操作の模式図 

 

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 9～12cm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。 

 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
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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 40日後、草丈 20～30cm、4～5枚本葉を展開した時点で、接木

苗は接木してから約 30～40日後、4～5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。 

慣行栽培では 1条植えで、株間 80～100cmとする。うねを覆うマルチの上に移植ゴテな

どで直径 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

土の表面が完全に埋まるようにやや浅植えにする。10a あたりに 300～450 本を植え付け

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. スイカの定植模式図 

 

 定植作業の注意事項は下記の通りである。 

① 定植密度は大玉系品種では株間 100cmにして、密植を避ける。小玉系品種では株の生長

が控えられることが多いので、株間はやや狭くして、80～90cmにする。 



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

 

11 

 

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、接いだ部分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 保温、乾燥防止と防虫対策のとしてトンネルを利用する場合は。定植後、早めにトンネ

ルを立てる。 

 

6. 支柱立てと誘引 

スイカはつる性植物で、茎が柔らかく、自立が不可能であるが、果実の果皮が固くて丈夫

で、地面に這っても生育に支障が出ないので、支柱とネットで支える必要がない。ただし、

ハウスを利用する促成栽培の小玉系品種は支柱とネットを使って、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、収穫も若干早くなる利点がある。 

誘引の場合は定植した後に定植穴の傍に長さ 1.8～2m の竹または鉄パイプを斜めにして、

上部を交差させる合掌型に立てる。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。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。 

 

7. 仕立てと整枝 

スイカ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、収量増のために、親づるを除去して、子づるに開花と着果をさせる仕立てに

する。すなわち、定植活着後、親づるに新葉 2～3 枚が発生してから本葉 6～7 枚の所に摘

芯して、わき芽から発生した子づるを伸ばす。 

大玉系品種では通常 3～4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 3～4 本残して、ほかの子づるを取り除く。小玉系品種では 5～6 本仕立てにする

ことが多い。すなわち、親づるを摘芯してから勢いの良い子づる 5～6本を残す。 

大玉系品種は草勢を養成するために子づる 16節以下の 1番と 2番の雌花を摘み取り、着

果させない。第 16～第 20節に咲く 3番目の雌花に着果させる。なお、1本の子づるに 1果

を着果させる。子づるが着果するまでに着果節までのわき芽をすべて摘み取る。着果後、そ

の着果節より上の節のわき芽を放任して、孫づるとして伸ばせる。 

小玉系品種は草勢の養成と早めの収穫のバランスを考えて、1番目の雌花を摘み取り、第

11～第 20節に咲く 2番と 3番目の雌花に着果させる。なお、1本の子づるに最大 2果まで

着果させる。子づるが着果するまでに着果節までのわき芽をすべて摘み取る。着果後、その

着果節より上の節のわき芽を放任して、孫づるとして伸ばせる。 

図 7は大玉系品種の子づる 3本仕立ての模式図である。 

仕立てと整枝作業の注意事項は下記の通りである。 

① 整枝が遅れると、次々に子づると孫づるが発生して、つると葉が込み合い、わからなく
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なるので、余分の子づると孫づるの除去は適時に行う。 

② 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。 

③ 親づるを摘芯した後、発生した子づるが 15～20cm伸びた時点で勢いのあるものを選ん

で残し、他は除去する。 

④ 草勢養成のために、低節位の雌花を摘み取り、着果させない。1 番果の最適の着果位置

は大玉系品種では 16～20節、小玉系品種では 10～16節である。 

 

図 7. スイカの仕立てと整枝模式図 

（1番目と 2番目の雌花を摘み取り、3番目以降の雌花を着果させる） 

 

8. 受粉処理と摘果、着果後の管理 

 スイカは雌雄異花の植物で、雌花と雄花が別々の節に発生する。自然条件下での雌花の受

粉は昆虫により行われる。雨の日や株元の雌花の付近に雄花が少ない場合は、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 8 は人工授粉の模

式図である。 

ただし、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。 

果実に充分の栄養を供給するために、大玉品種ではつる 1 本に 1 果、小玉品種では 2 果
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の着果が目安である。なお、大玉系品種では果実が卵～野球ボール位（直径 5～7cm）に肥

大したところに 1 株に形の良い果実を 2 個だけ残して、それ以外は早めに摘果して栄養を

集中させる。小玉系品種では果実がピンポン玉～卵位（直径約 4～5cm）に肥大した際に 1

本のつるに最大 2果、1株 5～8果の形の良い果実を残して、それ以外は早めに摘果して栄

養を集中させる。 

  

           図 8. スイカの人工授粉模式図 

 

着果後、幼果の頃は、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、可能な場合は定植後、うね間にワラや刈草

を敷き、ツルがワラに巻きヒゲを絡ませて伸長するので、地表に固定されて風雨にも強くな

るほか、だんご虫による果皮の食害およびカビの侵入を防ぐ効果もある。 

また、果実の果皮が日光を浴びないと色がつかず、地面に接している色の付かない白い部

分はグランドマークと呼ばれている。果実の色と形を整えるため、着果してから約 30日後、

果皮の色がある程度濃くなってきたら、果実の位置を変える「玉返し」を 2～3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。 

「玉返し」の代わりにスイカ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。 

 受粉処理と摘果作業の注意事項は下記の通りである。 

① 子づるの 1番目の雌花が着果しても良い果実にならないので、早めに摘み取り、着果さ

せないようにする。大玉品種では 3 番目の雌花、小玉品種では 2 番目と 3 番目の雌花に人

工授粉を行い、着果させる。 

② 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。 

③ 大玉品種では 1株に最大 2個、小玉品種では 1株に 5～8個を収穫するように摘果する。

また、変形果などを見つけたら早めに摘果する。 
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9. 追肥 

慣行栽培では、スイカの追肥は 1 回だけで、着果した果実がピンポン玉～卵ぐらいに肥

大した際に行なう。10aあたりに窒素 8～10kg、加里 10～15kgを株の根元から 20～30cm

離れたところに撒いて、中耕を兼ねて軽く覆土する。小玉系品種は 2回採りの場合に、1番

果を収穫してから 2 番果がピンポン玉ぐらい肥大した際に 2 回目の追肥を行なう。10a あ

たりに窒素 5kg、加里 10kgほどを株の根元から 20～30cm離れたところに撒いて、中耕を

兼ねて軽く覆土する。 

また、大玉系品種では着果 30 日後、小玉系品種では着果 25 日後にりん酸一加里と尿素

を主成分とする液肥を 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 

 スイカ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。 

灌漑はうねの通路が湿った状態までにまとまった量の水を灌漑する。 

 

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。 

スイカは地面に這っているつるの節から不定根が発生することがある。不定根と言って

も養分を吸収する能力がある。中耕によって茎と葉が損傷されることが多いので、追肥の後、

クワなどを使って、施肥部位に土の表面を薄く軽く耕して、軽く覆土するだけに留まる。 

 

12. 病害虫と雑草防除、生理障害の対策 

スイカは病気に対する抵抗性がやや強いが、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。スイカ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. スイカ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 

炭疽病 糸状菌 全生育期間を通じて葉、茎及び果実に発生。

葉では初めに黄褐色の円形の病斑を生じ、中

連作を避ける、

土壌消毒、薬剤
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央が破れやすくなる。葉柄や茎には紡錘形の

くぼんだ病斑を生じ、果実では円形～楕円形

の深くくぼんだ病斑を生じる。多湿時には病

斑部に鮭肉色の粘質物（胞子のかたまり）を

生じる。多湿の環境に多発する。 

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、

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

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。 

高うね栽培、圃

場排水、薬剤防

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

連作を避ける、

土壌消毒、薬剤

散布、圃場排水。 
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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。 

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

葉を食害し、穴を開ける。 

防虫ネット、薬

剤散布 

オオタバ

コガ 

昆虫 成虫が葉に産卵し、孵化した幼虫は果実に侵

入して果肉をかじる。幼虫が多くの実を渡り

歩くので、幼虫の数が少なくても被害が大き

くなる。 

防虫ネット、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。 

スイカは支柱立てと誘引がなく、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 4～5枚展開した壮健な苗を圃場に定植

することを勧める。 

スイカの圃場に発生する雑草はほとんど 1 年生草である。マルチ栽培は雑草の発生を強
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く抑える効果があり、可能な場合はうねを立ててからマルチを敷く。また、定植直後にうね

間に土壌処理型の除草剤を散布して、雑草の初期防除に有効である。 

スイカの生理障害は主に変形果、割果・裂果、黄帯果、肉質悪変果、空洞果がある。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 変形果（奇形果）： 果実の形がいびつで、品種固有の形状を示さない。 

発生原因は開花期に低温の影響で雌花の受粉不良により、果実の肥大が不均一になった。

または「玉返し」を行わず、果実が偏円形となっている。 

対策は雌花開花の午前中に早めに人工授粉を行う。着果約 30日後、2週間ごとに 1回「玉

返し」、計 2～3回を行い、果実をまんべんなく日光に浴びせる。 

② 割果・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、果実が急に生長す

ることで果皮が開裂するもある。 

 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。追

肥を適時適量に行い、適正な肥培管理を行う。 

③ 黄帯果： スイカの果肉に糖度の低い黄色いスジがある。 

 発生原因は高温、乾燥、窒素過多のために、カルシウムやホウ素の吸収が阻害され、成熟

にかかっている段階には糖度の低いスジ状の果肉が残されている。高温・乾燥の年に接ぎ木

栽培で多発する傾向がある。 

 対策は台木の選択（ユウガオまたはトウカンにする）、草勢調整（追肥量を減らして、灌

漑を行う）、着果節位（3番目の雌花にする）などである。 

④ 肉質悪変果： 果実の果肉が崩れ、粉っぽい。食感が非常に悪くなる。 

 発生原因は収穫が遅れ、果実が過熟になったためである。 

 スイカの収穫時期を見極めることが難しいため、対策は人工授粉を行った日付の書いた

標識棒を果実の傍に立て、着果節の巻きひげの枯れ具合を観察するなど、収穫が遅れないよ

うにする。 

⑤ 空洞果： 果実の中央が空洞となっている。 

 発生原因は果実が肥大する際に、果皮が大きく膨らんでいくのに、中の果肉の生長が追い

付かず、中心が割れて空洞になった。1番目と 2番目の雌花が空洞果になる確率が高い。ま

た、果実は中央から成熟していくため、成熟した果肉に亀裂が発生しやすい。収穫が遅れる

と、亀裂の生じた果肉が収縮して、空洞が大きくなることもある。 

 対策は 1番目と 2番目の雌花を摘み取り、3番目以降の雌花に着果させる。収穫時期を見

極め、適期に収穫する。 
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13. 収穫 

品種にもよるが、大玉系品種では大体開花してから 45～50日後、小玉系品種では開花し

てから 35～40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 着果節の巻きひげが根元まで枯れている。 

② 果実の肩が張り、光沢が出てくる。 

③ 果梗部のうぶ毛がなくなり、黄色味を帯びてきた。 

④ 果実の尻部の花落ち部分のへこみが深くなり、弾力が出てくる。 

⑤ 果実の肩を手で叩いて低い音がする（経験が必要である）。 

スイカの収穫は機械に適さず、すべて人手での収穫である。専用のハサミで果実の果梗を

3～5cm残して切り取る。 

収穫が早すぎると、果実は未熟で果肉の赤色が薄く、水っぽくて甘くない。収穫が遅すぎ

ると、果実が過熟になり、果肉が崩れ、粉っぽくなり、食感が悪くなる。また、過熟の果実

は保存中に腐りやすくなる。 

収穫作業の注意事項が下記の通りである。 

① 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 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。

従って、収穫後は圃場に置かず、風通しの良い日陰の場所へ運ぶ。 

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 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 

 収穫したスイカは目視で病害虫の被害を受けたものや変形果、割果・裂果など不良ものを

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。 

スイカは収穫後も生きて、成熟し続け、傷むのが早く、長期貯蔵が不可能である。鮮度維

持のために箱詰したものは速やかに出荷する。 

 


