
 

富農営販発第 529 号 

平成 30 年 12 月 25 日 

いちご 1～2月の管理について 

１． 温度管理 

○生育に必要な温度の確保 

→以下を目安に管理をしてください。（温度測定は果実付近で） 

日平均温度：25～27℃  夜温：6～7℃ 

葉が展開するまでに必要な積算温度 ：150℃/日平均気温 

開花から着色までに必要な積算温度 ：600℃/日平均温度 

＜日平均気温と生育の関係＞ 

日平均気温 葉が展開するまで 開花から着色するまで 

15℃（理想） 0.10日 40日 

12℃ 12.5日 50日 

10℃（低温） 0.15日 60日 

→日の出すぐから最適な温度を維持してください。 

・暖房機や炭酸ガス発生機による早朝加温を実施する 

・午前中早くから換気をしない 

・すきま風が入らないような工夫をする 

※日が出てからいかに早く、エネルギーを作る（光合成作用）、根や果実に運ぶ（転

流作用）能力を最大限に発揮できる温度（15℃以上）にすることがポイントです。 

＜生理反応と気温（限界低温・限界高温・適温）の関係表＞ 

生理反応 限界低温 適温 限界高温 

光合成作用促進 10℃ 15～20℃ 30℃ 

転流作用促進 13℃ 16～24℃ 30℃ 

呼吸作用抑制 3～5℃  5～ 8℃ 10℃ 

花芽発達～開花 10～15℃ 15～24℃ 25℃ 

開花～受精 0℃ 15～24℃ 35℃ 

果実の肥大（昼温） 10～15℃ 20～24℃ 35℃ 

果実の肥大（夜温） 0℃  6～10℃ 14℃ 

葉の生育伸長（気温） 20℃ 20～25℃ 28～30℃ 

根の生育伸長（地温） 13～15℃ 18～23℃ 25℃ 

水分吸収（地温） 9～12℃ 18～21℃ 25℃ 

肥料の吸収（地温） 12～15℃ 18～21℃ 25℃ 

ミツバチ飛行（気温） 14℃ 18～22℃ 30℃ 

マルハナバチ飛行（気温） 6℃ 12～30℃ 33℃ 



 

２． 障害果 

○白ろう果 

→成熟しても果皮の一部あるいは大部分が白いままで着色しません。 

→日照不足・低温管理などに注意してください。 

○頂部軟質果 

→多肥・大量灌水・多湿などに注意してください。 

３． 管理作業 

○灌水管理 

→株の状態や気象条件等を確認したうえで 

それぞれの圃場条件に即した灌水間隔で実施してください。 

→pF 1.5～1.7を目安としてください。（pFメーターがある場合） 

→少量多頻度灌水を徹底して下さい。 

※朝、新葉に溢液が出る程度が理想的（右写真参考） 

※多量の灌水は果実品質の悪化、 

地温が低下し根に損害を与える危険性あり 

→高設の場合は、給排水の液量およびEC濃度を確認してください。 

※目安は吸水量で150～180ml、吸水EC濃度で0.3mS/cm 

○追肥 

→樹勢が低下し、株疲れを起こしていれば、灌水時に液肥による追肥を行ってください。 

→液肥施用の際は少量多頻度灌水で品質の維持に努めてください。 

○摘果 

→下記の表を参考にし、必要以上の花（果実）は摘花（果）するようにしてください。 

＜品種別1花房あたりの着果数目安＞ 

品種 1次腋花房 2次腋花房以降 

紅ほっぺ・きらぴ香 7果 3～5果 

章姫 8～11果 5～6果 

→L果以上の収穫となるよう心掛けて下さい。 

→根張り不足・連続出蕾・株疲れ等が考えられる場合は、強めの摘果をして樹勢を落さ

ないように努めてください。 

○芽数管理 

→きらぴ香の場合は、連続出蕾で心止まり芽になることがあるため、芽は残しておく 

○定期防除  

→株疲れになるとうどんこ病が発生しやすい状況になるので注意しましょう。 

→春先のﾊﾀﾞﾆ・ｱｻﾞﾐｳﾏの発生を減らすため、1月からの防除を徹底してください。 

写真：溢液の様子 



 

４． 次年度親株管理 

→計画的に株数管理を行ってください。 

採苗株数    ：親株1株から20～25株 

10a当たり親株 ：一般的に400～500株 

→定植後のランナー発生に影響するので、冬でも施肥をお願いします。 

・月に1回ほどＩB化成を1株あたり2～4粒ほど施肥 

・灌水は定期的に乾かさない程度 

→親株は3～4年毎で更新してください。 

※防除履歴を未提出の方は提出をお願いします。 

※今年「いちご病害虫防除ガイド」が新しくなりました。 

まだお持ちでない方は JA富士市営農販売課いちご担当までお尋ねください。  



 

＜定期防除例＞ 

□天敵を利用する場合 

※上記の薬剤は天敵への影響が少ないものとなります。 

□普通防除の場合（天敵を使用しない） 

時 期 対 象 農 薬 名 回数 ミツバチ 日数 倍 率 

1 

 

月 

上 

中 

旬 

うどんこ病 プロパティフロアブル 3 - 前日 
3,000 

～4,000 

ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
マッチ乳剤 4 1日 前日 

1,000 

～2,000 

ﾊﾀﾞﾆ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・うどんこ病 
エコピタ液剤 - 1日 前日 0,100 

下 

旬 

ﾊﾀﾞﾆ類 マイトコーネフロアブル 2 1日 前日 1,000 

うどんこ病・炭疽病 

灰色かび病 
シグナムWDG 2 1日 前日 2,000 

2 

 

月 

上 

中 

旬 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ベネビアOD 3 1日 前日 2,000 

ﾊﾀﾞﾆ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・うどんこ病 
エコピタ液剤 - 1日 前日 0,100 

うどんこ病・灰色かび病 アフェットフロアブル 3 1日 前日 2,000 

下 

旬 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
モスピラン顆粒水溶剤 2 2日 前日 2,000 

うどんこ病・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊﾀﾞﾆ類 
粘着くん液剤 - 1日 前日 0,100 

うどんこ病・灰色かび病 フルピカフロアブル 3 1日 前日 
2,000 

～3,000 

 

時 期 対 象 農 薬 名 回数 ミツバチ 日数 倍 率 

1月下旬 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ファインセーブフロアブル 3 1日 前日 
1,000 

～2,000 

うどんこ病・灰色かび病 アフェットフロアブル 3 1日 前日 2,000 

ﾊﾀﾞﾆ類 ダニサラバフロアブル 2 1日 前日 1,000 

2月下旬 

ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
マッチ乳剤 4 1日 前日 

1,000 

～2,000 

うどんこ病・炭疽病 

灰色かび病 
シグナムWDG 2 1日 前日 2,000 


