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 今 月 の 農 政 情 報  

 

「第３９回岐阜県花き品評会」を開催 

１ はじめに 

 近年、情報の収集や発信するためのツールが次々と開発され、消費者のライフスタイ

ル及び消費者ニーズが多様化しており、花き業界においても、多様化するマーケットに

即した商品づくりが切に求められている。また、花きの輸入が拡大し、海外産の国内シ

ェアが増加する中、消費者に国産及び県産花きの品質の高さをＰＲしていくことが必要

となっている。 

本品評会は、花き生産者へ技術研鑽の場を提供し、花きの品質と商品企画力の向上を

図るとともに、消費者に対し岐阜県で生産される花きへの関心を高め、消費の拡大を図

ることを目的として、県では毎年１回、花き生産者を対象とし、花フェスタ記念公園（可

児市）や県内大型ショッピングセンターにおいて品評会を開催している。 

今年度は、清流の国ぎふ花き戦略会議が主催する県産花き及び花き文化団体ＰＲイベ

ント「ぎふフラワーフェスティバル２０１９」内で開催した。 

 

２ 開催概要 

（１） 期間：令和元年１０月４日（金）～６日（日） 

①  審 査：４日（金）１３：００～１５：００ 

②  展 示：５日（土）終日 

    ６日（日） ９：００～１０：３０ 

③  即 売：６日（日）１１：００～１２：００ 

④  表彰式：６日（日）１５：００～１５：４０ 

（２） 場所：花フェスタ記念公園 花のミュージアム 

(可児市瀬田１５８４‐１) 

（３） 主催：岐阜県、岐阜県園芸特産振興会 

（４） 出品点数：約１００点 

（５） 来園者：約２，５００名 

 

３ 審査結果 

 ・審査は、県内花き流通・小売業界及び県関係機関で構成 

する５名の審査員により実施。 

 ・鉢物では、従来品は高品質で仕上げられており、品種や 

  器が目新しいものも多数みられ、多様化するマーケット 

に即した商品づくりが高く評価された。 

 ・切り花では、トルコキキョウとバラが多く出品され、特 

にトルコキキョウは、軸の太さや花弁の状態の良さなど 

が評価された。 

・最優秀賞の農林水産大臣賞にはチェッカーベリー（鉢物） 

が選ばれた。草姿は置き場を選ばないコンパクトなもの 

でありながら実付きがとても良く、商品性が高いと評価 

された。 

・岐阜県知事賞に選ばれたトルコキキョウ「ミンクリップ 

ス」（切花）はパステル系だが発色が良く、茎の長さや 

審査の様子 

ﾁｪｯｶｰﾍﾞﾘｰ 

ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ﾐﾝｸﾘｯﾌﾟｽ 
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輪のしまりが生花店等で扱いやすいバランスとなっていると評価された。 

 

受賞者一覧 

賞名 受賞者 品目 

農林水産大臣賞 野々田 知 ﾁｪｯｶｰﾍﾞﾘｰ 

岐阜県知事賞 中嶋 一博 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ﾐﾝｸﾘｯﾌﾟｽ 

農林水産省生産局長賞 若原 成行 ﾌﾗﾝﾈﾙﾌﾗﾜｰ ﾌｧﾝｼｰﾏﾘｴ 

農林水産省東海農政局長賞 河野 鉄博 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾏﾑ 単色植 

岐阜県議会議長賞 川尻 透叶 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ｾﾚﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ３型 

日本花き生産協会長賞 川尻 翼 ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ｱﾝﾃｨｰｶ 

日本花き卸売市場協会長賞 白木 裕人 ｺｳﾓﾘﾗﾝ ﾋﾞﾌﾙｶﾂﾑ 

日本花普及ｾﾝﾀｰ会長賞 横川 信二 ﾌﾗﾝﾈﾙﾌﾗﾜｰ ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾀｰ 

岐阜県農政部長賞 若松 定雄 ﾊﾞﾗ ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 

東海地域花き普及・振興協議会長賞 車戸 良輔 ｷｸ 太陽 

岐阜県園芸特産振興会長賞 浅野 寿晴 ﾕｰﾌｫﾙﾋﾞｱ ﾎﾜｲﾄﾗﾌﾞ＆千紅花火混植 

全国農業協同組合連合会岐阜県本部会長賞  山田 良彦 ﾊﾞﾗ ｻﾑﾗｲ 

岐阜花き流通ｾﾝﾀｰ農業協同組合代表理事組合長賞 (有)ｻﾝｺﾌ ﾎﾟﾘｽﾃｶﾑ 

岐阜生花市場協同組合理事長賞 佐伯 有朋 ｾﾀﾞﾑ 

花ﾌｪｽﾀ記念公園所長賞 澤部 昇 ｻﾝｾﾍﾞﾘｱ ｸﾞｲﾈﾝｼｽﾏﾘﾉﾝ 

岐阜県花商組合長賞 宇野 充辰 ﾊﾞﾗ ｱﾑｰﾙﾄﾜﾚ 

岐阜園芸商組合長賞 (有)樹香苑 ﾖｳｼｭｺﾊﾞﾝﾉｷ ﾊﾟｳﾀﾞｰｽﾉｰ 

花き園芸新聞社賞 和田 純男 ﾊﾞﾗ ﾚﾃﾞｨﾗﾌﾞ 

 

４ 来場者人気投票結果 

・５日（土）に来場された方を対象に人気投票を実施。一票につき切花、鉢花（苗物

含む）それぞれ４点まで選んで投票していただいた。（投票人数：４１名） 

 切花（上位３点）              鉢物（上位３点） 

１位 ﾊﾞﾗ ｻﾑﾗｲ 山田 良彦 

ｶﾞｰﾍﾞﾗ ｻｸﾗﾓﾁ 高橋 明利 

ｶﾞｰﾍﾞﾗ ｴﾚﾅ 高橋 明利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１位 ｱｽﾀｰﾋﾞｸﾄﾘｱﾌｧﾆｰ

＆ﾋﾟﾝｸﾌｧﾆｰ混植 

浅野 寿晴 

ﾓﾓｼｷﾌﾞ ﾋﾟﾝｸﾊﾟｰ

ﾙ 

堀部 徳雄 

２位 ﾁｪｯｶｰﾍﾞﾘｰ 野々田 知 

ﾊﾞﾗ ｻﾑﾗｲ ｶﾞｰﾍﾞﾗ ｻｸﾗﾓﾁ 

ｶﾞｰﾍﾞﾗ ｴﾚﾅ 

ｱｽﾀｰ ﾋﾞｸﾄﾘｱ 

ﾌｧﾆｰ＆ﾋﾟﾝｸﾌｧﾆｰ混植 

 

ﾓﾓｼｷﾌﾞ ﾋﾟﾝｸﾊﾟｰﾙ 
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

これまでの気象経過 

◆ ９月下旬～１０月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

９月下旬は、はじめと終わりは台風や前

線の影響により、曇りや雨となったが、中

頃は高気圧に覆われて晴れが多くなった。

平均気温は岐阜はかなり高く、高山は高く

なった。降水量は岐阜、高山とも少なくな

った。日照時間は岐阜は平年並、高山は多

くなった。 

１０月上旬は、天気は周期的に変わった。

４日は台風から変わった低気圧や前線の影

響により大雨となった所があった。平均

気温は岐阜、高山ともかなり高くなった。

降水量は岐阜、高山とも少なくなった。

日照時間は、岐阜、高山とも平年並とな

った。 

１０月中旬は、はじめと終わり頃は台

風や前線の影響により曇りや雨となった

が、中頃は高気圧に覆われて晴れた日が

あった。平均気温は岐阜、高山とも高くな

った。降水量は岐阜、高山ともかなり多く

なった。日照時間は岐阜は少なく、高山は

かなり少なくなった。 

１０月下旬は、天気は周期的に変わり、

中頃は低気圧の影響により大雨となった。 

平均気温は岐阜、高山ともかなり高くなっ 

た。降水量は岐阜、高山ともかなり多くな 

った。日照時間は岐阜、高山とも少なくな 

った。 

 

 今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 １１月９日～１２月８日までの天候見通し  

名古屋地方気象台１１月７日発表  

 平年に比べ晴れの日が多い見込みである。向こう１か月の平均気温は、平年並または

高い確率ともに４０％である。降水量は、平年並または少ない確率ともに４０％である。

日照時間は、平年並または多い確率ともに４０％である。 

 週別の気温は、１週目は、平年並または高い確率ともに４０％である。２週目は、平

年並または低い確立ともに４０％である。３～４週目は、平年並みまたは高い確率とも

に４０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多い

が、期間の中頃は低気圧や寒気の影響で雲が広がりやすく雨の降る所がある見込みであ

る。２週目は、湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多い見込みであ

る。３～４週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。 

2019 夏作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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１ 麦  類 ～播種作業の遅延対策～ 

今年の 10 月の天候は、気温は平年より高いが、降水量は平年比の 263％（10/1～10/25 

アメダス岐阜）と非常に多く、ほ場の条件をみながら大麦や小麦「イワイノダイチ」の

播種作業は進んでいる。また、11 月になると平坦地において小麦「さとのそら」および

「タマイズミ」の播種作業が本格化する。 

11 月 7 日付けで名古屋地方気象台から発表された東海地域１か月予報では、11 月上旬

から 12 月上旬にかけて、平均気温は平年並または高い確率がともに 40％であり、平年に

比べ晴れの日が多い予報であるが、天候に十分注意し播種遅れのないよう計画的に作業

を進めよう。 

(1) 排水対策 

ア 水稲収穫後は、土壌条件を見ながら速やかに額縁明きょや弾丸暗きょによる排水対

策を施し乾田化を図る。 

 ＜理由＞ 

・水稲収穫から麦播種までが、ほ場の排水性を図るための重要な期間となる。 

・播種作業期間中、降雨後も直ぐに作業が再開できるように、地表水の排除、透      

水性改善、および地下水位低下等に役立つ。 

イ 播種作業後は、額縁明きょの補修をし、明きょと水尻を確実につなぐ。 

＜理由＞ 

・排水対策が栽培期間中の湿害対策につながる。 

・山間部では、特に融雪後の排水対策につながる。 

(2) 適期播種に向けた作業計画 

ア 播種の遅れは、播性に関係なく、低温期に生育させるための生育量が十分確保でき

ない。播種期が遅くなった場合は、若干厚播きや増肥の検討が必要である。 

イ 過湿条件となりやすいほ場では、播種晩限を考慮しつつ、良好な土壌水分条件にな

るまで待つ。なお、山間部などの早い秋霜や低温により湿田条件となりやすい地域

では、その年のほ場条件を優先して、播種時期の前倒しの作業体系も検討する。 

  ＜理由＞ 

・湿ったほ場で慌てて播種するよりも、数日播種が遅れても土壌水分条件が回復 

したほ場の方が、その後に十分な生育量を得ることが多い。 

 

 

２ 大  豆 ～収穫期の降雨対策～ 

11 月となり中山間地域では中生品種の収穫作業が始まった。また平坦地の晩生品種の

生育は概ね平年並みに進んでいると思われるので計画的に作業の準備をする。 

今後 11 月から１月の間の平均気温では平年並または高い確率ともに 40％で、平年と同

様に晴れの日が多いとの予報である（東海地域３か月予報：名古屋地方気象台 10 月 25

日発表）。また、12 月以降も山間部を除き降水量が平年並または多い確率とも 40％と高

く、計画的に収穫作業を進めることが大切である。大豆の成熟期は、葉が完全に落ちて

莢を振るとカラカラと音がして十分に乾いた時期であり、コンバイン収穫にはさらに１

週間程度経過した時期が適する。 

(1) 速やかな収穫 

・収穫前に大きな雑草や青立ち株を除く。 

・地際から 10～15cm 程度上で刈って泥を噛まないようにする。 
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・倒伏している方向に収穫していくと、抜根株が増え汚損が増えるため注意する。 

・作業速度を遅くし、粒の損傷や収穫ロスを少なくする。 

(2) 汚損粒対策 

・汚損粒の発生を防ぐため、コンバインの刈取り高を通常より高くして刈り取りを行

う。 

・大豆クリーナー設備があるところでは、必要に応じて大豆クリーナーを使用する。 

(3) 乾燥時のしわ粒、裂皮粒の回避対策 

・収穫後は速やかに乾燥調製施設へ搬入する。 

・乾燥機を利用する際、しわ粒や裂皮粒の発生をできるだけ防ぐため、子実水分が 20％

以上の場合は最初に常温の通風乾燥を行う。  

 

 

３ 野 菜 ～施設園芸における省エネルギー対策～ 

10 月下旬を過ぎ昼間の気温は相変わらず高温傾向であるものの、朝晩は 10℃前後にな

っている。 

思わぬ低温に遭遇すると生育の遅延、停滞を招くためサイドビニール、カーテンなど

保温の用意を遅れず行う必要がある。11 月下旬には加温機等の利用が本格化する。経費

の中で大きな部分を占める燃料費を節減することは重要な課題である。 

ここでは、燃料使用量の節減の手段として、(1)加温機の点検整備等による対策(2)ハ

ウス等の対策(3)温度管理による対策 について説明する。低温管理で収量が落ち、減収

とならないよう、経営として効果が出るよう努める必要がある。 

(1)加温機の点検整備等による対策 

○バーナーの点検 

・ディヒューザの清掃、エアシャッターの調整等により炎を最適な状態に保つ。 

・定期的にノズル交換をする。燃焼によりノズルの噴射口が大きくなり、燃費が悪く

なることがあるので、１年に１回程度ノズルを交換する。 

○不完全燃焼の防止 

・ハウスに外気を取り入れる。専用の空気取り入れ口を設置し、不完全燃焼をしない

ようにする。 

○缶体の掃除 

・年に一回は必ず煙管、スクリュープレートの掃除を行う。 

・掃除は、加温シーズン終了直後に行うことで、缶体の腐食を防止する。 

○温度ムラの改善 

・加温機の能力に適合したダクトの大きさと本数を確保する。 

・送風運転や循環扇を併用し、ハウス内の温度ムラを少なくする。 

 (2)ハウス等の対策 

○内張りを多重にする 

・三重張りは、二重張りより２０～３０％の燃料節減効果がある。イチゴでは、二重

被覆に加えて、外気温の影響を受けやすい外側に最も近い畦にトンネル被覆する。 

○ハウスの気密性を高める 

・ハウスの被覆資材に穴や隙間がないか点検し、補修テープ等を貼付し、気密性を高

める。 

・出入り口、天窓部、サイド換気部、ハウス谷部（連棟）、四隅の接合部（特に内張

ビニール）などからの冷気の侵入が見られるので、点検し、補修や多重張りとして
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気密性を高める。 

・ハウスの内張天井やサイド部分の資材には、保温性の高いものを使用する。 

○昼間の太陽光の利用 

・ハウス内に太陽光を多く取り入れるため、内張資材は昼間は開けておく。このこと

により地温が上昇し、夜温を高く保つことができる。 

・外張り被覆資材の汚れをおとすため、時々洗浄する。 

○防風網等の設置 

・ハウスに直接冷風が吹き付けないよう、防風網をハウス北側とハウス西側に設置 

する。 

(3)温度管理による対策 

○変温管理 

・４段サーモ等の利用により、植物の特性や天候に応じた変温管理を行い、燃料の節

減に努める。 

○適正な夜温管理 

・温度センサーの設置場所によって、燃料消費にも違いが生じるため、適正な場所に

設置する。また、施設内の温度管理は、暖房機等の設定温度でなく、実際の測定温

度により行う。 

○日中の温度確保 

・換気センサーがむきだしで、正確な温度が測定できず、昼間に低温管理となってい

る場合がある。センサーには通風筒を設置し、適正な温度管理を行う。 

 

 

４ 果 樹 

～生育状況～ 

県内の果樹の生育について、平坦地のカキは、「早秋」「太秋」が 10 月下旬で概ね終

了し、収穫期はやや遅れ小玉傾向であった。11 月から「富有」の収穫が始まるが、着色

は平年と比べ非常に遅れているため収穫期は例年より遅れる見込みである。果実肥大も

小玉傾向となっている（図１）。 

中山間地のクリは収穫が終了し、収穫期は昨年より遅れたが概ね平年並みであった。

現地における収量は昨年より多かったが平年より少なく、やや小玉傾向であった。飛騨

地域のリンゴは、主力品種の「ふじ」の収穫が 11 月中旬から始まる。収穫期は平年並み

と予想され、果実肥大もほぼ平年並みで推移している（図２）。 

９～10 月にかけ平坦地の柿園では、果樹カメムシ類

（ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ、ﾂﾔｱｵｶﾒﾑｼ等）の飛来が急増し、吸汁

被害果が例年になく多い状況となっている。ここ数年、

９月以降の果樹カメムシ類の発生が多い傾向にあり、

防除体系の検討等今後の対策が必要である。 

 

 

 

 

写真１ 10 月下旬となっても果実を加害するチャバネアオカメムシ（岐阜市の柿園） 
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図１ カキの果実肥大と着色推移（農業技術センター、富有 10/15 現在） 

 

  

図２ リンゴの果実肥大（中山間農業研究所、ふじ 10/28 現在） 

 

～気象災害対策～ 

（1）早霜の被害 

 11 月に入ると霜が降り始める。岐阜地方気象台の観測では岐阜市の初霜日の平年

値は 11/20 となっているが、年によって強い霜が早く降りることもある。県内では

カキ（富有）やミカン（温州みかん）が収穫期となり、年によって果実へ多大の被

害が生じることもある。  

 カキの場合、強い霜が降りると果実表面が凍り、それが解けて部分的に軟化し（写

真２）、出荷できなくなる。  

 ミカンの果実は、凍害に遭うと果皮の水分が抜け、果皮にハリがなくなり、苦み

を発生させることがある。また、霜の程度によっては落葉することもある。  

 

(2)早霜対策 

・気象予報に十分注意しながら、収穫期に達した果実は早めに収穫する。  

・樹全体を被覆資材等で被覆する（ 0.5～１℃の保温と防霜効果がある）（写真３）。  
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写真２  凍害を受けた「富有」    写真３  寒冷紗を被覆したみかん園  
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

海外から侵入してくる害虫 

 

植物保護分野では、近年外国からの侵入病害虫が大きな問題となっている。その理由

として、農薬抵抗性を持っていたり、天敵がいないことにより、防除が困難なことが多

い点があげられる。 

人が持ち込む荷物については、植物防疫法に基づく輸入検査が行われている。しかし、

現在まで、確定はされていないもののイネミズゾウムシ(水稲害虫)、アルファルファタ

コゾウムシ(牧草、レンゲの害虫)は輸入された乾草とともに我が国に侵入し、定着した

とみられている。また、水稲害虫のトビイロウンカは、偏西風に乗って中国大陸から日

本に飛来している。このように、原因の人為、自然を問わず、日本は常に侵入害虫の脅

威にさらされている。 

病害についても、りんごの火傷病など侵入を警戒している病害があり、ウメ輪紋病ウ

イルス(プラムポックスウイルス)が 2009 年に東京都青梅市のウメで国内初の感染が確認

され、県内では 2015 年に観賞用ウメで感染が初確認された。また、2016 年に各務原市で

新たな発生が確認され、同市内の一部地域が植物防疫法に基づく緊急防除区域に指定さ

れた。このように病害についても害虫同様、つねに侵入警戒が必要な状況である。 

今回は、最近の侵入害虫のうち、クビアカツヤカミキリとツマジロクサヨトウについ

て紹介する。 

 

○クビアカツヤカミキリ 

 

(写真は、岐阜県森林研究所提供) 

 

本種は、体長 20～40mm のやや大きめのカミキリムシで、鮮やかな赤色の胸と光沢のあ

る黒い体をしていて、見誤ることはない(写真 1)。幼虫は樹皮下から木部に食入し、大量

のフラス(糞と木くずの混ざったもの)を排出する(写真 2、3)。木の根元にうずたかく集

積した大量のフラスは、ナラ枯れの原因であるカシノナガキクイムシのマスアタックに

よる大量のフラスを連想させる。ナラ枯れは、菌（カビ）による伝染性の萎凋病（感染

木が急激に枯死する病気）で、病原菌をカシノナガキクイムシという養菌性キクイムシ

が媒介する。非常に多数の幼虫による集中的な穿入害が特徴的で「マスアタック」と呼

ばれる。 

本種は中国原産で、自然分布域は中国、モンゴル、ロシア連邦、朝鮮半島、ベトナム

北部である。2008 年にアメリカ合衆国ワシントン州、イギリス西部の港湾都市ブリスト

写真 1 クビアカツヤカミキリ成虫

（左：♂，右：♀） 

写真 2 幼虫が排出したフラス 
写真 3 樹皮を削って掘り出した幼虫 



- 10 - 

 

ルで、それぞれ本種が発見されたが、いずれも定着には至らなかった。ドイツでは 2011

年に初発見され、防除の結果、根絶宣言が出された。しかし、2016 年に再確認され、現

在も調査等が継続中で根絶には至っていない。イタリアでは、2012 年に初確認され、分

布が拡大中である。 

日本では、2011 年に埼玉県で雄成虫が初発見され、2012 年以降、埼玉県、栃木県、群

馬県、東京都、愛知県、大阪府、徳島県の７都府県で果樹対象に発生予察特殊報が発表

された。これらの都府県では、特殊報が発表される数年前にはすでにサクラで発生が確

認されていた。また、和歌山県や奈良県では本種の成虫が採集されているものの、サク

ラや果樹の被害は確認されていない。国内ではサクラ、スモモ、ウメ、モモを加害し、

多数の幼虫に加害されると枯死すること等から、本種は 2018 年 1 月に特定外来生物に指

定された。 

本種の幼虫は木部に食害して、通常は 2 回冬を越してから、6 月中旬から 7 月下旬に羽

化してくる。1 雌当たりの産卵数は比較的多く、平均で 382 個、最大で 1,256 個という報

告がある。このことが大量の幼虫による集中加害につながっているのかも知れない。 

本種は木部に食入するので、殺虫剤をフラスの出ている穴に注入する防除が行われる

が、手間がかかるうえに、見落としもあり、高い効果を上げることは難しい。他には、

被害樹の幹に網掛けをして、羽化してくる成虫を一網打尽にすることができるが、羽化

後はすぐに交尾して産卵するため、常に捕殺しないと効果が上がらない。性フェロモン

による発生予察や防除など新しい方法の開発が期待される。なお、本種は特定外来生物

に指定されていて、移動などに規制があるため、防除に当たっては、関係機関の指導を

受けながら行う必要がある。 

 

○ツマジロクサヨトウ 

 

 

 

南北アメリカ原産のガで、同じ属にはスジキリヨトウ(芝)、ハスモンヨトウ(野菜、畑

作物、花き、果樹)、シロイチモジヨトウ(野菜、花き)などの重要害虫が含まれる。成虫

の大きさは、前翅の長さが雄で約 10～15mm とハスモンヨトウ雄の 14～17mm よりやや小

さい。雄成虫の前翅先端部には白い紋があり、大きさはハスモンヨトウの白紋より小さ

い(写真４)。メス成虫の前翅には白紋はなく、斑紋での近縁種との区別ができないため、

同定は交尾器の検鏡や DNA 検査により行われる(写真５)。 

宿主植物はアブラナ科、イネ科、ウリ科、キク科、ナス科、ナデシコ科、ヒルガオ科、

マメ科など 80 種以上が知られている。北アメリカでは主にトウモロコシと綿花を好むト

ウモロコシ系統と主にイネ、芝などを好むイネ系統があり、両系統で性フェロモンの成

分が異なることが分かっている。 

雌成虫の寿命は約 13～18 日で、一生の間に平均 1,500 個、最大で 2,000 個以上の卵を

産む。成虫の飛翔能力は極めて高く、1 日に 100km 移動するとされ、産卵を始める前には

500km 以上も移動すると言われている。北アメリカでは、越冬地であるフロリダ州、テキ

サス州から春に北上し、フロリダ州からはカナダへ移動、テキサス州からは、ロッキー

写真 4 ツマジロクサヨトウ雄成虫 写真 5 ツマジロクサヨトウ雌成虫 写真 6 ツマジロクサヨトウ幼虫 

写真は農林水産省資料より 
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山脈沿いに北東に移動することが知られている。 

25℃条件下での発育期間は、卵期間は 3 日、幼虫期間は 16 日、蛹期間は 17 日である。

幼虫は通常 6 齢を経過し、6 齢幼虫の体長は約 40mm で、頭部の Y 字型の白い模様が特徴

である(写真６)。 

本種は 2016 年にアフリカ大陸に侵入し、2018 年にインドに、同年末にはイエメン、ス

リランカ、バングラデシュに侵入した。さらに 2019 年初めには中国、タイ、ミャンマー

で侵入が確認され、中国では１月に発見されてから５月までに 16 省(区)に急速に広がっ

た。 

このため、農林水産省では我が国への侵入を警戒していたところ、2019 年 7 月に鹿児

島県の飼料用トウモロコシで初確認され、2019 年 10 月 24 日現在、24 府県で侵入を確認、

発生予察特殊報が発表された。現在はツマジロクサヨトウに登録のある農薬はないが、

植物防疫法第 29 条第１項の規定による防除を行うための農薬が指定され、それらによる

防除が行われている。また、本種が確認されていない都道府県でも、緊急の侵入警戒調

査が実施されている。当県では、現在のところ本種は未確認であるが、いつ侵入しても

不思議ではなく、警戒が必要である。 

 

同じ種の害虫が多くの国で同時に発見される理由は不明であり、人為によるものか自

然現象なのかを含めて、今後の研究による解明が望まれる。いずれにしても、現在いる

害虫に注意するだけでなく、これから侵入が想定される害虫にも注目していくことがま

すます重要になってきたと言える。 
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本県オリジナル「ローダンセマム・クレールシリーズ」の紹介 
 

１ はじめに 

 本県の花き生産は鉢物生産を中心に発展し、特に岐

阜花き流通センター農業協同組合の開設により、生産

者数や栽培面積、販売額など産地が飛躍的に拡大した。 

しかし、平成１１年頃をピークに、全国的に花きの

生産面積や販売額が減少傾向にあり、特に、鉢物の価

格の低迷は著しく本県の花き経営を圧迫している。 

 その中、岐阜県では、全国に先駆け「花き条例」を

制定し、暮らしに根付いた花づくり・花かざりを推進

するため、「清流の国ぎふ花き戦略会議」を設置して、新たな花きの開発と生産、消費拡

大を推進している。  

 岐阜県農業技術センター花き部においては、かねてから品種の育成に取組んでおり、

これまでも、バラ、トルコキキョウを中心に多くの品種が栽培に供された。最近では、

フランネルフラワーの鉢物・切花両タイプの育成を進めており、高い市場評価を得てい

る。  

 今回は、新たな育成品種として平成２８年度に種苗登録出願された「ローダンセマム・

クレールシリーズ」を紹介し、鉢花生産への導入啓発を図りたい。  

 

２ 岐阜県農業技術センターにおける新たなローダンセマムの育成 

（１）育成経過  

 ○品目の少ない冬春期（１～３月）において、北アフリカ等の山岳地帯が原産で、キ

ク科で耐寒性のあるローダンセマムに着目した。  

 ○既存の品種は・・・  

  ・花茎が弱く開花期に倒れやすい。ほふく性で草姿がまとまりにくい  

  ・花色が白か淡いピンクと少なく。花径も小さい  

 ○改良ポイントは・・・  

  ☆花茎が太く丈夫で、コンパクトにまとまる品種を育成  

  ☆花は大きく（４cm⇒６cm）、花色が広がった（濃色を加えた）  

 

３ 品種紹介 

 

【クレールローズ】  

 

 

○平成２８年６月、種苗登録出願  

○クレールシリーズ中、最も開花が早い  

○花色は濃いピンクで、中心は黒褐色  

○分枝がやや少なく、上方に伸びやすい  

○草姿が乱れると花数が減少するため、摘心      

を適切に行う必要がある  
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【クレールピーチ】  

 

○平成２８年６月、種苗登録出願  

○クレールローズの次に開花する  

○花色は、表面は白で裏が淡いピンクのバイカ  

ラーで中心は黄色  

○ローズよりも分枝がよく、こんもりまとまっ              

た草姿となる  

 

 

 

 

【クレールチェリー】  

 

○平成３０年２月に種苗登録出願  

○ピーチより数日遅れて開花する  

○花色は淡いピンクで中心は黒褐色  

○分枝が少ないため、採穂に向けては親株を多  

めに確保しておく  

○シリーズ中では、株張りしにくい性質がある  

ため、摘心を数回実施しボリュームを出す  

 

 

 

【クレールルージュ】  

 

○平成３０年２月に種苗登録出願  

○シリーズ中で最も開花が遅く、ピーチより  

も、１０日程度遅く開花する  

○花色は濃ピンクで中心は黒褐色  

 他には無い花色である  

○分枝に優れるため花数は多い。  

○株のボリュームが出やすく、草姿は乱れや  

すい  

 

 

 

４ 栽培体系 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

弱 追 夏越し＜遮光等開始＞ 　　矮　　
基本 剪 肥 　　追 　　化　追
作型 定 　　肥 　　剤  肥 　　　　出  荷

　　▲ 　　●　▲
摘 芯

挿し木

鉢上げ
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５ 栽培のポイント 

（１）親株の保持と夏越し  

 ○開花の終わるころ（５月）に、花茎を除く程度に切戻しを行う。 

 ○根詰まりしている場合は、６月上旬までにひとまわり大きい鉢に鉢替えする。 

緩効性肥料で追肥する。（梅雨明け時には肥効が無いようにする） 

○夏越しには、積極的に遮光ネット（遮光率７０％程度）を利用するとともに、パッ

ト＆ファンや冷房のある冷涼な場所で管理するのが望ましい。 

○分枝が少ない場合は、高温期でも弱い剪定を繰り返し、枝数を増やすと良い。  

（２）挿し木  

○親株と挿し穂の選定 

・蕾が無く４cm以上に伸びた側枝が多くある親株が望ましい。 

・挿し穂は、４cm ほどに伸び蕾がない枝が理想だが、５mm 大までの小さい蕾が着い

た枝までなら使用できる。  

○挿し穂の調整 

・採穂したら、４cm前後の長さに調整しさらに下葉を       

１cm程度除去する。蕾があればそれも除去する。 

・ハサミ等で挿し穂をカットする場合は、事前に刃先

を消毒すると良く、カット途中でも適宜消毒すると

良い。 

○発根促進剤にインドール酪酸0.40％液剤を用いる（２倍希釈液に基部を５～１０秒

浸漬）。病気の蔓延防止のため、希釈液はこまめに取り換える。 

○セルトレイを使用する場合は、蒸れ防止のために72穴の方が良く、用土は調整ピー

トを主体とした保水性の良い用土が適する。１cmほど用土に挿しこむ。 

○作業後は、直射の当たらないミスト下に置いて発根を促す。 

用土が乾燥しないようにミスト散布するが、高温時は過湿で病気が発生しやすくなる

ため、１日５～６回程度が望ましい。 

○病気が発生した場合は、蔓延防止のため直ちに被害株を除去し、灌水回数や方法の

見直しを行うとともに薬剤散布を行う。 

(３)鉢上げ 

○挿し木の約３週間後に発根状況を確認し、３号～３.５号のポリポットに鉢上げする。 

○鉢土は調整ピート単用の場合、100日タイプのロング肥料 

を、１リットルあたり５ｇ程度混合する。 

○鉢上げ後はたっぷりと灌水し、その後活着までは控えめ         

の灌水とする。  

(４)追肥 

○100日タイプのロング肥料を基肥に用いた場合、定植後60  

日程度で追肥を行う。 

○追肥は、緩効性の IB 化成ならば、３号または 3.5 号鉢あ

たり約 1.8g（３粒程度）を約 30 日ごとに追肥する。  

(５)かん水管理 

○鉢上げから約１か月は、過湿に注意し、かん水は１週間に１～２回程度とする。 

○それ以降は、過湿・乾燥に注意し生育状況を見ながら、１週間に２回程度とする。 

○発蕾以降は、鉢の大きさや乾燥程度、気温を考慮し、かん水回数をを変更する。 

(６)摘芯 

○頂芽が約５cm以上に伸びたら、下部の２～３cm程度を残して適宜摘芯を行う。 

○無加温栽培の場合は、頂花蕾は早めに除去し側枝を成長させ、開花数を確保する。 
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○クレールローズは伸びやすいため、特に摘芯を徹底する。 

(７)矮化剤 

○クレールシリーズは、花茎が丈夫でコンパクトに仕上がりやすいが、多少の品種間

差があり、より商品性を高めるため矮化剤散布を行う。 

○散布のタイミングは、側花蕾が確認でき、その花茎が伸びていない頃である。 

○矮化剤は、パクロプトラゾール21.5％液の3,000倍希釈液を葉が湿る程度に散布する。

また、品種及び花茎の伸びによっては、再散布することも可能である。 

(８)出荷 

○出荷前の１ヶ月（最終摘芯以降）は、最低気温０℃、最高気温２５℃以下が望まし

い。 

○数本の花茎の一番花の開花が始まった頃に出荷する。 

○春期は、他品目との競合が激しく価格が不安定なため、３月までの出荷が望ましい。 

(９)病害虫 

○病虫害の発生は比較的少なく、定期的な防除により、大きな被害の心配はない。 

主な病虫害は以下のとおり。 

【灰色かび病】 

ハウス内が過湿になると発生する。特に晩秋期の保温開始時は注意が必要である。 

株間を広げ通気を良くするとともに、発生株は直ちに廃棄し、治療効果のある薬剤を 

散布する。 

【アブラムシ】 

放置すると株全体が黒ずみ商品価値がなくなるので、早期防除に努める。 

【スリップス類】 

葉や花を加害し、ウイルス病を媒介する。開花期以降は急激に発生が多くなり、高温

期にはさらに多発するので注意する。効果のある薬剤を定期的に散布する。 

【ハダニ】 

まれに発生する。よく観察し発生を確認したら、効果のある薬剤を散布する。 

 

６ 出荷分散への新たな技術開発 

 ４月以降の競合期を避け、出荷時期の前進化を図るため、農業技術センターでは、

夜間冷房を利用し開花期の前進化を試みたため以下に紹介する。 

 


