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レタス栽培資料
令和３年８月２３日
美馬農業支援センター

１ 栽培のポイント
１）ほ場の選定と土づくり

ほ場の選定
・排水性、保水性がよい、膨軟なほ場を選ぶ。
・採光、通風のよいほ場を選定する。

土づくり
・定植一ヶ月以上前に完熟堆肥等を施用し、深耕する。
例）10aあたり

牛ふん堆肥：2～3t、
石灰資材 ホワイトM30：80kg または、苦土石灰:120kg

※稲刈り後に生ワラをすき込む場合は、石灰窒素を10aあたり40～60kgを遅く
とも定植2週間前に施用し、数回耕耘しながら腐熟を促進する。
※pHは6.5～7.0を目標に土壌改良を行う。

２）排水対策
・排水路の整備、明渠、高畦、心土破砕等

３）定植準備
・基肥は定植10日前までに全層施用する。
畦立ては土壌条件の良い時に実施し、高畦にする。

作型 施肥成分量（kg） 施肥例

窒素 リン酸 カリ
秋どり 11～14 9～11 10～12 美馬うまいレタス 120kg

15～20 12～16 14～18 美馬うまいレタス 140kg
年内どり 粒状ジャンプ 20kg

美馬うまいレタス 200kg
冬どり 20～25 16～20 16～20 粒状ジャンプ 20kg

ナンチク 600kg
美馬うまいレタス 120kg

春どり※ 15 12 14 粒状ジャンプ 20kg

※春どりは、前作がある場合は20～30%減肥する。

・地温の調整、土壌水分の保持、雑草の発生防止等のために、黒マルチを用
いる。
・マルチを張る前の水分状態が生育を大きく左右するため、水分状態に注意
する。



- 2 -

４）畝間、株間
・畦幅180cm、株間30～33cmの4条植え（10aあたり6,600～7,400本）とする。
・厳寒期（2月）どりのトンネル栽培では、
畦幅180cm、株間27cm、3条植え（10aあたり6,100本）として畦のやや
中ほどに植え付けると玉揃いが良くなる。

５）定植
・定植は風のない曇った涼しい日に、本葉３～４枚の若苗を定植する。
・定植時の植え付けは、セル苗が地上部に出ないように注意する。
・定植後はかん水を兼ね液肥を施用する。 ○ × ×
・斑点細菌病の予防のため、オリゼメート粒剤
(６～９kg/10a)を土壌混和しておく。
・育苗後半から定植当日にセルトレイに
ジュリボフロアブルを潅注するとヨトウムシ等
の防除に有効である。

６）かん水
・外葉形成期の乾燥は小玉のまま硬くなり品質の良いものができないため、
乾燥が続いたときは畦間の半分ぐらいの深さにかん水し、１時間後に落水
する。

７）病害虫防除
・結球期までの初期防除の徹底を図る。
・トンネル栽培では、トンネル内に病害虫を持ち込まないため、被覆前に
防除を徹底する。

８）霜害対策
・12月どりでは凍霜害を受けることがあるので、保温と防霜を兼ねてパスラ
イト等の不織布をべた掛けする。

９）トンネル管理
被覆開始時期

・レタスは生育適温が15～25℃と涼しい気象条件を好む。
このため、トンネル栽培は被覆による高温条件で生育を進めることよりも、
霜による凍害を防ぎ低温での生育の遅れや停止を防ぐために行う。

・トンネル被覆は平均気温が10℃（例年12月上旬）からかける。

温度管理と換気
・トンネル内の温度管理は日中25℃以上にならな 温度管理の目安
いように管理し、生育適温に保つ。 生育ステージ 温度

被覆直後 18～20℃

・結球開始前７日頃に数日間の高温にあうと結球 外葉生育期 20～25℃
異常（タケノコ球、過大軟球）が出やすくなる 結球開始期 20℃
ため、結球開始期前から徹底した換気に努める。 結球期 20℃

収穫直前 20℃

・年明け以降に収穫する作型で使用されている小型トンネルは、容積が小さい
ため温度が上昇しやすく、厳冬期の２月頃でも晴天時の日中にはトンネル内
の温度が30℃以上となることがあるため注意する。
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・晴天の日には、午前中の早い時間からトンネルの南側及び東側を大きく開
放して換気を行いトンネル内の温度が上がりすぎないようにする。

・トンネル内は夜間まで温度を維持するため、午後は早めに閉める。

２ 異常結球

種類 症状 原因

タコ足球 玉尻の結球葉の中肋が突出 外葉の不十分な生育
肥料過剰

不結球 葉が伸び上がり玉にならない 高温、乾燥
低温による生育不良

タケノコ球 内部葉がよじれながらタケノコ 結球前期の過剰生育
状になる 外葉の生育不良

小球 早く巻き肥大しないで小玉 低日照、低温、乾燥
施肥量不足

過大軟球 風船形に大玉、内部が充実して 過剰肥料
いない

分球 球頭が複数に分かれて結球 結球期の高温及び乾燥

チップバーン 葉の先端や周辺部が焼けたり焦 カルシウム不足
げたりしている

タケノコ球

チップバーン

不結球

小球 過大軟球 分球

中肋部突出球(タコ足球)
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３ 病害虫対策について
〇主要病害虫の発生特長

〇オオタバコガ
１）特徴

・年間４～５回発生する。
・卵は１卵ずつ産みつけるため、圃場の広範囲に被害が発生する。
・直径４～５mm前後の穴をあけて、内部に食入する。このため、薬剤がかかり
にくく、中齢期以降の幼虫は、薬剤抵抗性が強くなる。

２）防除
・幼虫が潜り込む前に防除する。
・３齢を過ぎるとレタスの芯に向かって食入するため特に注意する。
・新しい食害痕や糞を発見した場合は必ずその周囲に幼虫がいるので、注意深
く調べる。
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〇アブラムシ類
１）特徴

・卵ではなく、小さい幼虫を生む。
・成虫になるまで７日程度で増殖が早い。
・ウイルスを媒介するおそれがある。
・結球し始めた葉の内側や表面にも寄生するため、虫の排泄物が球上に付着し
て黒く汚れ、商品価値がなくなる。

２）防除
・定植時に粒剤を施用する。
・葉の裏側にいるアブラムシを見逃さないように注視する。

〇ナモグリバエ
１）特徴

・例年３月中旬以降に発生するが、暖冬の影響によって発生が目立つ。
・発生量が少ない場合、被害は外葉にとどまる。
・発生量が多くなると被害が結球葉にまで達し、実害が生じる。

２）防除
・定植時に粒剤を施用する。
・３月上旬の発生初期に防除を行う。
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○べと病
１）症状

・葉の表面に、葉脈に囲まれた淡黄色あるいは黄緑色の退色病斑を生じる。

・葉裏の病斑部には白いかびが見られる。
・幼苗から発生が見られ病勢が進むと、葉は緑から次第に黄変して枯死する。
・出荷後に発症することもある。

２）病原菌

・病原：糸状菌（かび）

・低温（10～15℃）の多湿条件下で最も発病しやすい。菌の発育適温10℃。

・おもに空気伝染性（植物遺体中に卵胞子を形成，不良環境によく耐えて、長

期間土壌中で生存し、夏や冬を越して次の第一次伝染源となる）。

３）耕種的防除

・日の出から10時頃まで葉が濡れていると感染しやすいため、早朝のかん水を

避ける。

・多湿条件でまん延しやすいため、圃場の排水を良くするとともに、トンネル

内が過湿にならないように換気する。

・周囲への感染拡大を防ぐため、また植物遺体中に卵胞子を形成するので被害

残さを圃場外に処分する。

・肥料切れ、窒素過多にならないように注意する。

・連作を避ける。

４）薬剤防除

・発生初期から（予防的に）、薬剤が葉裏に十分付着するよう散布する。

・防除は、農薬散布後に葉が乾く時間帯に行う。
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○斑点細菌病

１）症状

・結球してから発生が多くなり、初め葉縁付近から発生する。

・葉縁では淡黒褐色不整形の油浸状病斑が現れ、病斑部と健全部との境がはっ

きりしている。

・拡大するとＶ字型に枯れ込む。

葉身部では、はじめは水侵状の小斑点として現れ、のち褐色不整形の病斑と

なる。

２）病原菌

・病原：細菌

・土壌中で越冬し、土壌伝染および空気伝染する。

・比較的気温の低い多湿条件下で発病しやすいため、早春や晩秋に発生が多く

なり、夏の高温時は少ない。

・雲雨天が続くと急速に拡大する。

３）対策

・土壌からのはね上がりをできるだけ少なくするため、マルチ栽培を行う。

・トンネル内は湿度が高く結露しやすいので、片側換気にして裾を少しあけた

ままにするか、朝夕被覆の開閉を十分に行うようにして、トンネル内が高温

多湿にならない管理を行う。また、圃場の排水をよくする。

・連作を避ける

・雑草が伝染源となる可能性があるので、圃場内および畦畔の除草を行う。

・収穫後できるだけ被害葉を圃場から持ち出し、圃場にすき込まない。

４）薬剤防除

・発生前あるいは発生初期から（予防的に）薬剤が葉裏に十分付着するよう散

布する。
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○菌核病

１）症状

・結球期以降、外葉基部の地際部から発生することが多い。はじめ褐色水侵状

の病斑ができ、のち拡大して株元から腐敗する。

・株元には白色で綿状の菌糸が大量に形成され、黒いネズミの糞状の菌核が形

成される。

・菌糸および菌核の色で灰色かび病と区別できる。

２）病原菌

・病原：糸状菌（かび）

・生育適温は20℃前後でやや低温を好むため、春と秋の曇雨天が続いた時に発

生が多い。

・発病した病斑部に菌核を形成し、残渣とともに土壌中に埋没して伝染源とな

る。また、罹病残渣上の菌糸も伝染源になり得る。

・土壌中の菌核は最適な湿度と20℃前後のやや低温条件下で、地表に子のうを

形成する子のう盤から子のう胞子が風媒伝染し、レタス葉に到達すると感染

して発病に至る。

３）対策

・発病株は早めに抜き取り、菌核を圃場に残さないようにする。

・現在発病が見られていない圃場でも、薬剤は必ずトンネル被覆前までに散布

する。

・圃場の排水を良くするとともに、トンネル被覆後は、トンネル内部が過湿に

ならないように換気に留意する。

・水田裏作を利用すると、夏期の湛水期間中に土中の菌核は死滅する。

４）薬剤防除

・発生前あるいは発生初期から（予防的に）、薬剤が葉裏に十分付着するよう散

布する。

・発病株は早期の発見し、抜き取って処分し、直ちに薬剤散布する。

・耐性菌出現の恐れがあるので同一系統の薬剤の連用は避ける。



- 9 -

○すそ枯病

１）症状

・地際の葉柄に褐色の病斑を生じ、次第に拡大して葉全体に拡がり、地際が腐
敗して枯れる。

・結球開始期から病勢が進展してくる。
・外葉部の褐色病斑が結球部にまで及び、結球葉にもあめ色の病斑がみられ、
そこから腐敗が進む。

・ルーペで見ると、葉柄基部に黒褐色の小粒点を生じ、地際部から折れやすい。
・灰色かび病と異なり、水浸状に腐敗する症状はない。

２）病原菌
・病原：糸状菌（かび）

・主に菌核の状態で土壌中に生存している。

・やや低温で雨が多く、土壌湿度が高いと発生しやすい。

３）対策

・発生圃場での連作を避ける。

・土中の病原菌を遮断するため、マルチを施し、深植は避ける。
・高畦栽培で圃場の排水促すなど、加湿対策を行う。

４）薬剤防除

・薬剤散布は、株元や葉裏に薬液が十分付着するように行う。



- 10 -

４ 各作型におけるポイント

○年内どり栽培
外葉形成期までは適温以上となるため、外葉は簡単に大きくなり、結球から
球肥大へと順調に進む。

気温対策について
・高温により、タケノコ球やタコ足球になる場合がある。
・定植期は暑いので、苗がしおれないよう夕方の涼しい時間に定植し、灌水
を行う。
・高温条件下で栽培される年内どりは、肥料が効きやすいために大玉化しや
すい反面、タコ足や過大軟球が発生し、秀品率が低下する傾向があるため、
施肥量に注意する。

・気温が低い年には、11月下旬以降、被覆が必要となる。

湿害対策について
・排水が悪い圃場では、湿害を受けやすいので、作付け前に排水対策を行う。
・水がたまりやすい場所を把握しておく。
・高畦、明渠、心土破砕を心がける。
・台風対策として、べたがけ資材による風雨避けなどを行う。

病害虫について
・発生しやすい病害虫は、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ネキリムシ、
斑点細菌病、すそ枯病など。

○冬どり栽培
収穫期に気温が低くなる作型である。特に２月どりの場合は、外葉形成期か
ら気温が低くなる。

大玉生産について
・低温による小玉化や収穫の遅れが問題となることがある。
・土づくりと３条植栽培により大玉化させる。

３条植えのメリット
◆長所
大玉化が期待できる。
収穫回数が２～３回で済む。
収穫期間が２～３週間と短縮される。

◆短所
栽植本数が少なくなる。
→３条植え栽培でも株間を27㎝程度にすることによって、慣行区の95～82％
に抑えることが可能である。
暖冬年には４条植のほうが収量が多くなる傾向がある。

・不織布のべたがけ
厳寒期において、球がこぶし大になった時期にトンネル内に更にパオパオ
をべたがけするなどの工夫を施すと、球の肥大を促進する効果がある。
(１月中旬～２月中旬どり。ただし、春先にかかる場合は長くても15日程度
となる。)
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トンネル管理
・トンネル被覆は，平均気温が10℃以下となってから行う。
・日差しが弱い時期なので、必ず新しいものを使用する。
・トンネルの開閉管理を徹底する。

その他対策
・活着後に新しい葉が出てきたタイミングで、メリット青400倍等を葉面散布
すると生育が促進され、大きな外葉の形成に効果がある。

・トンネル被覆する前に、必ず薬剤を散布する。

○春どり栽培
４～５月どりは生育初期は低温だが、結球開始期以降は気温が上昇し、すぐ
に大玉になるため、収穫遅れに注意する。
４～５月どりは、収穫が短期間に集中するので、定植面積は労力に応じて決
める。

トンネル管理

①３月どり
・被覆 … 12月以降
・換気 … 冬どりに準じる。

②４月どり
・被覆 … 定植時から３月下旬。しばらくトンネル密閉。
・換気 … 定植後はしばらくトンネルを密閉。３月以降は徐々に換気を行

う。
③５月どり
・被覆 … 暖冬年は被覆なしでも生育するが、３月中旬までは被覆したほ

うが無難。


