
カボチャ

＜トンネル＞

(1) 化学肥料の使用量（窒素成分）及び化学合成農薬の使用成分回数の上限

品目 作 型
化学肥料の使用量

(窒素成分量 kg/10a)

化学合成農薬の

使用成分回数(回)

カボチャ トンネル 7.5 13

(2)施肥

ア 土壌管理

(ｱ) 土づくり

カボチャの土壌適応性は広いが過湿には弱いため、低湿地を避け、排水の良い

ほ場に作付けする。

(ｲ) 土壌診断

カボチャの最適な土壌 pH（KCl）は 6.0～6.5 で、これを目標に pH を矯正する。

(ｳ) 地力維持

土壌の物理性、生物性、地力の維持には、たい肥など有機物の利用が有効であ

る。また、緑肥の導入も土壌の炭素補給には有効である。

イ 減化学肥料栽培における有機物利用と肥料の組み合わせ

(ｱ) 肥料の組み合わせ

カボチャの化学肥料窒素施肥基準量は 15kg/10a である。たい肥・有機質肥料

併用、たい肥・化学肥料併用、有機質・化学肥料併用など有機物と化学肥料をう

まく組み合わせて、化学肥料の使用を基準量の半分（窒素成分量 7.5kg/10a）以

下にする。さらに、基肥は緩効性肥料または有機質肥料を主体に、生育中～後期

に肥効が維持できるように追肥は２回に分けて施用する。

(ｲ) 有機質肥料及びたい肥の利用

たい肥を用いた施肥設計は、「第２章－２－(2)家畜ふんたい肥の肥料としての

利用法」を参考に行う。一般的に家畜ふんたい肥は、窒素に比べリン酸、カリの

含有量が多いため、窒素を基準に施用するとリン酸、カリが過剰施用になる場合

がある。このような場合、リン酸、カリ含有量が低い化学肥料や窒素単肥との組

み合わせ等でリン酸、カリ施肥量を調整する。

市販の有機入り肥料（50％有機入り肥料等）は、減化学肥料栽培に使用が可能

である。なお、配合肥料に表示されている有機質の割合（有機○○％など）は、

特に示されていない場合には重量に対する割合である。さらに、配合肥料を用い

る場合、保証成分に占める有機質の割合は製造または販売元に確認する必要があ

る。

また、たい肥などの成分保証がなされていない有機物を用いる場合、成分が表

示されているもの、分析値が明示されているものを優先して使用する。



(3) 病害虫・雑草防除

ア 発生する主要病害虫と発生消長

病害・・うどんこ病、べと病、疫病、モザイク病

害虫・・アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類、ネコブセンチュウ類

※（生育ステージの凡例 ○：は種、△：仮植・鉢上げ、 ：トンネルマルチ定植、□：収穫期間）

イ 防除法

(ｱ) 病害

被害部位や株は見つけ次第除去し、収穫後の残渣はできるだけ丁寧に集めて処

分する。多湿地では高畝にするなど、排水を良好にする。薬剤耐性菌の出現を防

ぐため、系統が異なる薬剤のローテーション散布を徹底する。

ａ うどんこ病

病原菌は、多湿から乾燥まで広範囲の湿度条件下で蔓延する。老化した下葉

から発生しやすく、多発すると早期に葉が枯れあがり減収するおそれがある。

密植を避け、老化葉はなるべく除去する。

ｂ べと病

発病適温は 20～25℃で、降雨が続く場合やトンネル内が多湿条件になると発

病が多くなる。摘葉を行って過繁茂を避け風通しを良くするなど、湿度を上げ

ない管理を行う。一度発生すると急速に進展するおそれがあるので、予防散布

や発生初期の防除を徹底するとともに、薬液が葉裏にもかかるよう丁寧に散布

する。

ｃ 疫病

葉、茎および果実に発生する。土壌中の病原菌が第一次伝染源となり、梅雨

期に降雨が続いて高温多湿になると多発生する。ほ場の排水を良くするととも

に、厚めの敷わらやポリマルチを敷いて、果実や茎が土壌に直接触れないよう

にする。

ｄ ウイルス病（ＺＹＭＶ、ＣＭＶ、ＷＭＶ）

病原ウイルスはアブラムシ類によって媒介されるため、アブラムシ類の防除

を徹底する。感染すると、はじめ新葉に黄色斑点やモザイク症状が現れ、のち
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に萎縮して緑色濃淡の不規則なモザイク症状となり果実が奇形化するなどし

て、収量が低下する。発病株は、速やかに抜き取り処分する。また、汁液伝染

するので、発病ほ場では、手指やハサミを消毒しながら管理作業を行い、感染

が疑わしい株の管理作業は最後に行う。

(ｲ) 害虫

育苗ハウスには防虫ネット(１mm 目合い以下)を展張し、害虫のハウス外からの

侵入を防ぐ。

ａ アブラムシ類

育苗期から発生するため、育苗ハウスへの飛び込み、衣類への付着による持

ち込みに注意する。定植後～生育初期の発生は、生長点部分の萎縮による生育

遅延を引き起こしたり、ＣＭＶ等のウイルスを媒介したりするため、定植時に

防除効果が高く残効の長いネオニコチノイド系粒剤を処理する。また、粒剤の

残効が切れ、再び発生が見られる月上旬にジメトエート乳剤、あるいはネオニ

コチノイド系の散布剤を散布する。また、果実にアブラムシ類の排泄物による

すす病を生じないよう、多発生が見込まれる時はオレート液剤（成分回数０回）

を定期的に散布する。

ｂ ハダニ類

定植後、本葉が硬化する時期から発生する。初期防除が重要であるため、６

月上旬に、殺ダニ効果の高いカネマイトフロアブル（成分回数１回）を散布す

る。多発時にはアカリタッチ乳剤（成分回数０回）等の薬剤を複数回散布する。

ｃ アザミウマ類

カボチャに対してアザミウマ類はあまり被害を及ぼさないが、花粉を食害し

て着果率を減少させることがあるので、多発時には人工交配前にアファーム乳

剤（生分解数１回）を散布する。または、湿度が高い条件では、ボタニガード

ES（成分回数０回）を散布する。

ｄ ネコブセンチュウ

ネコブセンチュウは根部にこぶを生じて生育を遅延させるため、定植前にネマ

トリンエース粒剤あるいは土壌消毒剤を施用し、あらかじめ防除しておく。被害

が見られる圃場では、前年度にクロタラリアなどの対抗植物を作付けするのも有

効である。

(ｳ) 雑草

雑草は病害虫の発生源となるため、株元にマルチを張り、伸張したつるの下に

稲わら、麦わらなどを敷き、雑草抑制に努める。

(4) 参考モデル例

ア 施肥

①たい肥・化成肥料併用タイプ

総量 化学合成成分量
基肥 豚ぷんたい肥 ( 2.0 3.0 2.0 ) 0 750 7.5 0
追肥 NK化成 （ 15 0 15 ) 15 50 7.5 7.5
計 15.0 7.5

・豚ぷんたい肥の窒素肥効率は50%で試算した。

・追肥は１回あたり窒素成分で3.75kg/10aを２回に分施する。

②有機質肥料・化学肥料併用タイプ

総量 化学合成成分量
基肥 ロイヤルベスト ( 6.0 8.0 4.0 ) 9 150 9.0 0.8

窒素成分量(kg/10a)

・豚ぷんたい肥は一般的に、窒素成分に比べてリン酸やカリ成分含有量が多い傾向があるため、土壌中にこれらの成分が過剰に蓄積しないよう
窒素の代替率は60%程度とする。

時期 資材名(N-P2O5-K2O%) 化学合成された窒素成分(%) 施肥量(kg/10a)

施肥量(kg/10a)
窒素成分量(kg/10a)

時期 資材名(N-P2O5-K2O%) 化学合成された窒素成分(%)



イ 病害虫・雑草防除

は種：3月上旬、定植4月上旬、収穫7月上旬

月 旬 作業 対象病害虫
農薬名

（成分回数）
希釈倍率または

処理量

3 下 定植前 ネコブセンチュウ類
ネマトリンエース粒剤

（1）
20kg/10a

ネキリムシ類
ダイアジノン粒剤5

（1）
4～6kg/10a

5 上 アブラムシ類
ジメトエート乳剤

（1）
1000～2000倍

成分回数合計 9回

※ここに記載した農薬は、2012年8月20日現在登録のある薬剤である。

4 上 定植

2000～4000倍

・べと病が発生した場合は、フォリオブラボ顆粒水和剤（成分回数2回）等を発生初期に散布する。

・疫病が発生した場合は、フェスティバルC水和剤（成分回数1回）等を発生初期に散布する。

･コナジラミ類が多発生した場合は、サンマイトフロアブル（成分回数1回）等を散布する。

・ハダニ類が多発生したときは、アカリタッチ乳剤（成分回数0回）を複数回散布する。

6 中 うどんこ病
モレスタン水和剤

（1）

べと病
ダコニール1000

（1）
1000倍

うどんこ病
イオウフロアブル

（0）
500倍

べと病、疫病
ジマンダイセン水和剤

（1）
600倍

500倍

アルバリン／スタークル
粒剤（1）

2g/株アブラムシ類

4 下

下

ハダニ類
カネマイトフロアブル

（1）

アザミウマ類
アファーム乳剤

（１）

5 中 うどんこ病
イオウフロアブル

（0）

◎本表は、予防を主体とした防除体系であるため、病害虫の発生が認められた場合は、以下を参考
に薬剤を散布する。

2000倍

1000倍

6 上

5


