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 今 月 の 農 政 情 報  

 

「『清流の国ぎふ』ＧＡＰ食材フェア」を東京都内レストランで開催 

 

１ はじめに 

「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）」という言葉が浸透してきた。２０１５年の国連サミットで採

択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことであり、「貧困」、

「飢餓」、「エネルギー」など国際社会が取り組むべき１７の目標が掲げられている。 

ＳＤＧｓを達成するためには、農業分野では食品安全や環境保全、労働安全などの持続可能な農

業生産につながる「ＧＡＰ（農業生産工程管理）」の取組みが重要であり、ＳＤＧｓに沿った大会

運営を目指す「２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会」（以下、「オリ・パラ大会」

という）では、大会で提供される料理の食材については、ＧＡＰにより生産されたものであること

が調達基準となっている。 

また、ＧＡＰは経営改善につながる取組みであり、県では、平成２９年度からの３年間でＧＡＰ

指導員（普及指導員・農業革新支援専門員）を１０２名養成するとともに、平成２９年１１月には

国のガイドラインに準拠した「岐阜県ＧＡＰ確認制度」の運用を開始するなどＧＡＰを推進してき

た。 

この結果、県内のＧＡＰ認証等（畜産関

係ＧＡＰ及び水産エコラベル含む）の取得

件数は、４件（H29.3）から７６件（R1.8）

まで増加し、ＧＡＰ認証等の取得により「ほ

場や倉庫がすっきりした」、「農薬や資材

の管理が容易になった」など経営改善効果

が認められる一方、「認証等に要するコス

トがかさむ」、「取引先からＧＡＰ取得の

要求がない」、「販売が有利になるわけで

はない」と経済的なメリットの低さや、関係者や消費者の認知度の低さが課題となっている。 

そこで、オリ・パラ大会を見据え、首都圏での県産ＧＡＰ食材の認知度向上と利用促進を図るた

め、民間企業がＧＡＰの普及・認知度向上を目的として今年３月に都内にオープンしたＧＡＰ食材

ビュッフェレストラン「グランイート銀座」において、他県に先駆け「『清流の国ぎふ』ＧＡＰ食

材フェア」を開催した。 

 

２ 開催概要 

   ①  期 間：令和元年７月２日（火） 

～７月１５日（月祝）の１４日間 

  ② 場 所：グランイート銀座 

東京都中央区銀座西２－２ 

銀座インズ２ ２階 

  ③ 主 催：株式会社グランイート、岐阜県 

  ④ 来店者：1,282名 

（うちランチ 810名、ディナー472名）     グランイート銀座外観 

  ⑤ 内 容：岐阜県産ＧＡＰ食材を活用したビュッフェメニューの提供 

        ○ランチ  11:00～15:30 平日 1,950円、土日祝 2,300円 

        ○ディナー 17:00～22:00 平日 3,500円、土日祝 3,800円 

         （価格は税別、アルコール類は別料金、飛騨牛・鮎はディナーのみで提供） 

認証の種類 H29.3月 R1.8月
Global G.A.P. 1 9
ASIAGAP 0 2
JGAP 3 20
岐阜県GAP 0 32
GAP取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｽﾃﾑ 0 10
水産ｴｺﾗﾍﾞﾙ（MEL,AEL） 0 3

合計 4 76

ＧＡＰ認証等取得状況（件数）
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３ 開催結果 

・初日のオープニングイベントには、マスコミ、飲食事業者、農林水産省、内閣官房東京オリ・

パラ大会推進本部事務局等の国関係者など４６名が参加し、「飛騨牛はうわさどおり美味し

かった」や「岐阜県の食材の豊富さを実感した」などの感想が聞かれた。 

・本イベントの様子は、「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部

事務局フェイスブック」にて紹介されたほか、「岐阜新聞」、「東京新聞」、「商業界 ONLINE」、

「ニッポン応援女子部インスタグラム」など多数のメディアに掲載された。 

・フェア期間中には１，２８２名が来店し、農業高校産ＧＡＰ米をはじめ県産ＧＡＰ食材２５

品目を使ったメニューを提供したほか、同店が力を入れる「お茶コーナー」では美濃いび茶

（ＡＳＩＡＧＡＰ取得）の提供や、専用ランチョンマットなどのＰＲ資材を活用し、岐阜県

のイメージアップを図った。 

・納品食材がどのように使用されているか確認するために来店した生産者からは、店の立地や

雰囲気、料理の質など概ね好評で、「従業員の励みになった」、「別の機会にも協力したい」

など前向きな意見があった。 

 

   
    武田代表・あいさつ     小宮次長・県産食材ＰＲ    池田元ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ日本代表 

 

    記者向け撮影会       揖斐川町・美濃いび茶ＰＲ   店舗入り口での食材展示 

   

専用ランチョンマット      食材供給者の銘板         冷菜コーナー 

   

温菜コーナー          ごはんコーナー        デザートコーナー 
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＜使用食材と提供メニュー＞ 

No 品種等 認証の種類 提供メニュー 

1 

米（はつしも） JGAP、県 GAP 
炊き込みご飯 

米（こしひかり） Global G.A.P. 

米（龍の瞳） Global G.A.P. 白飯 

2 卵 GAP取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｽﾃﾑ 卵かけごはん 

3 ねぎ JGAP ネギペペロンチーノ、薬味 

4 飛騨牛 JGAP ステーキ 

5 鮎 水産ｴｺﾗﾍﾞﾙ(AEL) 塩焼き 

6 
鶏（奥美濃古地鶏） GAP取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｽﾃﾑ 鉄板焼き 

鶏（ブロイラー） GAP取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｽﾃﾑ ソテー 

7 きゅうり ASIA GAP 

サラダ 

8 スプラウト JGAP 

9 ルッコラ JGAP 

10 リーフレタス JGAP 

11 水菜 県 GAP 

12 枝豆 県 GAP 釜揚げ枝豆 

13 ほうれんそう 県 GAP ナムル 

14 もやし JGAP 
キムチ 

15 エゴマ 県 GAP 

16 からし菜 JGAP おひたし 

17 なめこ JGAP バターソテー 

18 春菊 JGAP 天ぷら 

19 トマト 
Global G.A.P.、JGAP、

県 GAP 
グリルトマト 

20 だいこん Global G.A.P. 大根ステーキ 

21 小松菜 県 GAP ソテー 

22 チンゲン菜 JGAP ソテー 

23 自然薯 県 GAP ソテー、から揚げ 

24 ブルーベリー JGAP ジェラート 

25 緑茶、紅茶 ASIA GAP ジェラート、緑茶、紅茶 

 

４ 今後の取組み 

   今回、初めて東京都内の消費者に県産ＧＡＰ食材をＰＲすることができ、フェアを契機に県

産ＧＡＰ食材の販路拡大が期待される。 

また、首都圏に向けては、調達基準を満たす食材リストを、随時、オリ・パラ大会等への飲

食提供事業者に情報提供を行うほか、ケータリング事業者やホテル・レストランなどのシェフ

等を招へいする「産地見学会」を、今年は６月に続いて９月にも開催し、県産ＧＡＰ食材のＰ

Ｒを行う予定である。 

   県内及び中京地域に向けては、「地産地消 week ぎふ」参加店舗や、名古屋市東区に設置し

た岐阜県の情報発信拠点「ギフツプレミアム」などでＰＲ販売を行う。 

このほか、ＧＡＰの価値を生産・加工・流通・小売に携わる事業者が共有し、ＧＡＰの拡大・

定着を図るため、今年４月に「食品安全でつなぐフードチェーン交流会」を開催したところで

あるが、今後は交流からマッチングへとつなげるための取組みを継続していく必要がある。 
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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 

◆ ７月下旬～８月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

７月下旬は、高気圧に覆われて晴れた日も

あったが、湿った空気や台風第６号の影響に

より大雨となった所があった。平均気温は岐

阜は平年並であり、高山は高くなった。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、高山とも平年並みとなった。 

８月上旬は、太平洋高気圧に覆われておお

むね晴れたが、湿った空気の影響で午後は非

常に激しい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、岐阜はかなり少なく、高山は少なくな

った。日照時間は、岐阜、高山ともかなり多

くなった。 

８月中旬は、高気圧に覆われて概ね晴れた

が、湿った空気の影響により局地的に非常に

激しい雨となった日があった。中頃は台風第

１０号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、高山とも多くなった。日照時間は岐

阜、高山とも平年並みとなった。 

 

 

 

  

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ８月３１日～９月３０日までの天候見通し  

名古屋地方気象台８月２９日発表  

 天気は数日の周期で変わる見込みである。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率６０％である。 

 週別の気温は、１週目～２週目は、高い確率６０％である。３～４週目は、平年並または高い確

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、前線や湿った空気の影響で曇りや雨となる見

込みである。２週目～４週目は、高気圧と低気圧が交互に通過して、平年と同様に天気は数日の周

期で変わる見込みである。 

 

 

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 水  稲  ～適期収穫・かん水対策～ 

(1) これまでの生育状況 

     平坦地域の５月植え「コシヒカリ」は一部倒伏も見られるなか、収穫作業が進んでいる。 

今年は７月のやや低温で少ない日照時間の影響により、中山間地では水稲の生育量が平年よ

りもやや少ない傾向となり、平坦地では「ハツシモ岐阜ＳＬ」の草丈が伸びている傾向がみら

れる。 

また、今年の水稲の出穂期は概ね平年並とみられるが、出穂以降の気温（半旬別の平均値）

が平年より高かったため、県内の「コシヒカリ」では、白未熟粒など品質への影響が心配され

る。 

(2) 適期収穫 

出穂後の積算温度のみに頼らず、登熟の進みを

ほ場で確認し、的確に収穫を開始する。帯緑籾割

合が 10％～５％程度で確実に収穫・乾燥調製され

た米は、胴割れも少なく、玄米特有のツヤを有し、

良効な外観品質を保つことが出来る。 

経営規模が大きいなど計画的な収穫作業を行

うために積算温度情報を活用する場合には、収穫

の作業規模を考慮し、帯緑籾割合 15％になった時

を収穫の開始時期とする。帯緑籾割合が５％を下

回ると地域によっては刈り遅れとなり、胴割れや

茶米を増やすことになるため注意が必要である。 

     また、穀粒水分により収穫適期を判断すること

ができる。水稲の収穫は、籾水分 25～26％で開

始する。籾水分 25％程度の時には水分 20～30％と低い籾があり、一方水分 20％程度の時には

既に水分 15％の籾がある。 

(3) かん水 

     大型収穫作業機の作業性を確保するため早期落水をしている地域がみられる。土壌条件によ

っては早期落水の必要性も考えられるが、早過ぎる落水は米の品質低下にも影響する。ほ場が

乾き天水頼みで雨が降らず、止葉が黄化してしまう事態とならないよう用水の水が来なくなる

前に必ず通水（或いは湛水）をして土壌水分を維持しておく。今年は９月以降も気温が平年並

から高い傾向が続く予報となっており注意が必要である。 

 

 

２ 大  豆  ～かん水・病害虫対策～ 

(1) かん水 

「大豆」は、湿害に弱い反面、水分要求量が大きい。「根粒」は、大豆以上に水分不足に弱

く、開花期以降に水分不足になると窒素固定能力が大きく低下する。 

開花期以降乾燥が続く場合は、開花期の畝間かん水が効果的である。ただし、長時間にわた

り水が停滞すると逆効果となるので、確実に排水できるようにしたうえで、滞水時間は 10ａ

あたり２時間以内を目途とする。 

(2) 病害虫 

平坦地域ではハスモンヨトウが平年よりやや多く発生している。今後さらに発生量が増加

（拡大）する期間となるため、県病害虫防除所の情報等を基に注意する。特に、幼虫の食害（白

化葉）が見られた場合は、手遅れにならないよう早急に防除を行う。 

図 適期収穫と玄米品質 
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３ 野菜 ～強風対策～ 

 これからの時期は毎年、降雨により秋野菜のは種、定植作業が遅れることが多いため、計画的な

作業の実施に努める。 

そしてこの時期は、台風により風に弱い葉菜類の栽培や冬春野菜の育苗施設に大きな被害が発生

することが多い。 

強風によって、野菜は折損し、浸冠水によって枯れたり、傷んだりすることはもちろん、病害の

併発も多くなる。 

表―１ 野菜の種類別冠水抵抗性（９月中旬） 渡辺ら（1948） 

冠水程度 作物名 

数時間で障害を受けるもの だいこん、はくさい、なす、大豆 

１日間   〃 さつまいも、にんじん、ごぼう 

数日間でも殆ど影響のないも

の      

さといも 

 

施設導入及び更新に関しては、耐候性ハウスなどの導入により、施設構造の改善に努める。常に

新しい気象情報の入手に留意し、施設の補強に努める。 

 

 (1)事前対策 

①施設では、筋かい・支柱等により、補強に努めるとともに、施設を密封し、フィルムの破損、 

 はがれに注意して風を吹き込ませないようにする。フィルムがゆるんでいると強風にあおられ 

 て被害を生じやすいので、妻面の補強、マイカー線、ラセン杭などの点検を行う。 

②強風（20m/s以上）が予想される場合は、パイプハウス等では、ビニールの除去も検討する。 

③露地栽培では、寒冷紗、不織布等で被覆するとともに、防風ネット等を設置する。 

④台風通過後の防除、葉面散布等は速やかに行う必要があるので、資材等は事前に準備しておく。  

 

(2)事後対策 

①台風通過後、出来るだけ早く液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。 

②短時間の冠水で被害をうけるので、速やかな排水に努める。 

③風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後、速やかに防除を行う。 

④露地なす等で倒伏したものは、支柱を利用して出来る限り早めに起こす。 

⑤回復の見込みのない野菜は、まき直しをするか、他の野菜に転作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ べたがけ下と露地の風速の比較 

（岡田、1986） 
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品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2019 3/8 3/27 4/12 4/9 4/13 4/19 - - 483 13.3

2018 3/12 3/13 4/5 4/2 4/4 4/7 8/6 8/16 439 13.4
平年 3/15 3/26 4/10 4/8 4/12 4/18 8/5 8/17 389 12.6

あきづき 2019 3/6 3/26 4/11 4/8 4/12 4/19 - -

2018 3/14 3/19 4/4 4/2 4/3 4/7 9/10 9/10 395 13.1
平年 3/15 3/25 4/9 4/8 4/11 4/17 9/17 9/18 465 12.9

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

収穫期開花期

～ほ場条件の整備～ 

(1)日照時間が低下してくると降雨後のほ場の乾きが遅くなるので、計画的な作付けを行うには、 

 ほ場内や周囲の明渠による排水を徹底する。 

(2)土壌水分が適当な時に耕起、畝立て、は種、定植までの作業を行えるよう計画をする。 

(3)発芽の揃いや定植した苗の活着具合は、土壌の砕土の仕方が影響するので、ほ場条件の良い 

 ときにしっかりと耕起を行う。 

(4)発芽を揃えるには、は種後の覆土深を一定にすることも重要で、乾燥気味な時は特にしっか 

 り鎮圧をする。 

 

４ 果樹 ～各生育と台風対策～ 

（１）カキ 

開花期以降、平年並みの生育で推移し、８月下旬時点で果実肥大は概ね平年並みであるが、着色

はやや遅れている（表１、図１）。今後の果実肥大及び着色は９月の気温（平均気温 23℃以下に

遭遇する時期の早晩）に左右される。 

（２）ナシ 

「幸水」の収穫が概ね終了し、今後、「豊水」以降の品種へと移行する。「幸水」は収穫開始は

平年並みであったが８月中旬以降の日照不足により収穫終わりは遅れ、「豊水」の収穫開始はやや

遅れる傾向にある。農業技術センターのデータでは「幸水」は大玉傾向であるが（表２、図２）、

現地ではやや大玉の果実肥大となっている。「幸水」は糖度は高く食味は良好であったが、日焼け

果が多く発生した。 

（３）クリ 

着毬状況は、「丹沢」「筑波」で昨年より多く平年より少ない傾向、「ぽろたん」で昨年、平年

より少ない傾向である（表３）。中山間農業研究所中津川支所では極早生品種「えな宝来」の収穫

が 8/27から始まり昨年より５日遅くなっているが、一部の産地では８月下旬（8/26～）からクリ

出荷が始まり、概ね平年並みのスタートとなった。 

（４）モモ 

飛騨地域のモモは、「白鳳」「昭和白桃」が早い産地では収穫が概ね終了した。「白鳳」の収穫

期は概ね平年並みで、果実は平年よりやや大玉で糖度はやや低い傾向である（表４）。 

（５）リンゴ 

開花期以降、平年並みの生育で推移し、８月下旬時点で「つがる」「ふじ」の果実肥大は概ね平

年並みである（図４）。今後、収穫期を迎えるが、概ね平年並みの収穫期が予想される。 

これから県内の秋果実の収穫本番を迎える。本年も９月以降は気温が高い予想となっているため、

各樹種とも早め早めのかん水に心掛ける。また、台風の襲来しやすい時期になってきたため、事前

対策の実施をお願いしたい。 

表１ カキ品種別の着色状況（カラーチャート値、農業技術センター8/25現在） 

  R1 H30 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ26 平年 

早 秋 1.1 1.5 1.3 1.7 1.5 1.5  1.4 

太 秋 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7  0.7 

富 有 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4  0.4 

表２ ナシの生育相（農業技術センター8/25現在） 

表
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品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2019 3/19 5/4 4/26 4/30 5/7 8/1 8/13 316 14.5

2018 3/22 4/23 4/21 4/22 4/27 7/27 8/7 321 17.1
平年 3/28 4/27 4/27 4/29 5/4 8/1 8/12 311 15.7

昭和 2019 3/18 5/5 4/27 5/1 5/7
白桃 2018 3/23 4/23 4/21 4/22 4/28 8/14 8/21 284 15.4

平年 3/28 4/28 4/28 4/30 5/5 8/17 8/27 349 16.0
※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

収穫期開花期

表３ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、8/25現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重 総収量

　/母枝 　/母枝 始 盛 終 （ｇ） (樹）
丹沢 2019 (3/31) (4/29) (6/17) (6/14) (8.5) (6.7)

(新支所） 2018 3/30 4/20 6/8 6/5 9.4 8.3 8/26 - 9/11 - -
(3/31) (4/21) (6/10) (6/6) (7.2) (5.2) (9/5) (9/10) (9/16) (24.9) (0.8)

平年 4/1 4/27 6/15 6/12 11.7 9.3 8/30 9/9 9/16 27.0 13
筑波 2019 (3/29) (5/1) (6/23) (6/13) (12.2) (9.4)

(新支所） 2018 3/28 4/19 6/9 6/4 13.9 11.8 9/14 - 10/3 - -
(3/29) (4/21) (6/10) (6/5) (8.5) (4.5) (9/23) (9/29) (10/7) (24.8) (0.9)

平年 3/29 4/26 6/16 6/11 18.3 14.5 9/18 9/30 10/8 26.0 15.1
ぽろたん 2019 (3/30) (4/27) (6/15) (6/17) (5.7) (3.5)
(新支所） 2018 3/29 4/18 6/8 6/6 - - 9/5 - 9/20 - -

(3/30) (4/20) (6/10) (6/6) (6.4) (3.8) (9/13) (9/21) (9/27) (24.6) (0.7)
平年 3/30 4/27 6/15 6/14 7.0 5.6 9/10 9/17 9/24 27.2 10.5

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均（旧支所データ）
（　）内は移転した新支所（標高440ｍ）の4年生樹の生育 旧支所の調査樹はH31以降調査せず

収穫期雌花
満開

雄花
満開

 

 

表４ モモの生育相（中山間農業研究所本所、8/25現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ カキの果実肥大推移（左から早秋、太秋、富有、農業技術センター8/25現在） 

  

図２ ナシの果実肥大推移（左から幸水、あきづき、農業技術センター8/25現在） 
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図３ モモの果実肥大推移（白鳳、中山間農業研究所本所 8/19現在） 

  

図４ リンゴの果実肥大推移（ふじ、中山間農業研究所本所 8/19現在） 

 

         

（６） 台風対策 

 ８月 15～16日にかけ台風 10号による強風を受けた。大きな被害はなかったが、今後も台風シー

ズンが続く。ここ２年、本県の果樹は９月以降の台風により、落葉、枝折れ、果実のスレ、落果な

ど被害を受け、翌年の作柄にも影響を与えている。事前対策を十分に行い、被害を軽減する必要が

ある。事前対策、事後対策の詳細については、台風対策情報を参考に、日頃から台風対策を意識し

て管理していただきたい。 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報 

 

予防医学の発想による土壌病害管理（ヘソディム） 

１ はじめに  

 土壌病害（注１）は、発病後の防除が難しいため、発生すると被害が急速に拡大する。また、発

生による経済損失が大きく、耕作放棄、産地崩壊の要因ともなる。 

 国全体では、土壌病害による年間経済損失額は約 350 億円にのぼるとも言われる重要病害であ

る。 

  

２ ヘソディムとは 

 一般に病害対策は、栽培前に対策の要否を判断し、対策を講じることが必要となる。 

 しかし、土壌病害は発病するまでの期間が比較的長いことや、その間の気象要因（高温・浸水・

冠水など）の影響を受けるため、さらに発病予測を難しくしている。 

 そこで、予防医学の発想（健康診断の発想）である以下の２つの考え方で対策を講じている。 

  ①病気が「いつ」「どの程度」起きるかの予測を重視しない。 

  ②診断項目の基準値に基づき健康状態を評価し、予防対策を実施する。 

  

 例えば、健康診断で中性脂肪が高いと分析されても、動脈硬化から「いつ」脳梗塞、脳出血とな

り「どの程度」障害がでるかは予測できない。しかし予防のため診断値によっては、「経過観察」

「食事療法」「軽い運動」「飲酒の減」「体重のコントロール」と取り組む内容が増えてくる。 

  

 この発想を土壌病害対策にあてはめ「健康診断に基づく土壌病害管理」（Health checkup based 

Soil―borne Disease Management）、略称「ヘソディム（HeSoDiM）」が開発された。（TSUSHIMA 

and YOSHIDA, 2012） 

 

 
(独)農業環境技術研究所 

次世代土壌病害診断（ヘソディム）マニュアル 指導者向けより 
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３ ヘソディムの流れ 

 ヘソディムは前図のように「診断」→「評価」→「対策」の１セットからなっている。 

(１)診断：「全病害に共通の診断項目」と「各病害に特徴的な診断項目」から構成されている。 

    ポイント：コストを考慮し、最小限の項目を設定する。 

(２)評価：診断項目毎の基準値をもとに、畑の「発病しやすさ」を総合評価する。 

    ポイント：レベル１（軽度）～３（重度）の３段階で評価する。 

(３)対策：「発病しやすさ」のレベルに応じて実際の対策を決める。 

    ポイント：レベル 3では効果が低くとも、レベル 1では有効という場合があり得る。 

         対策の判断基準として使える。 

 

４ ヘソディムマニュアルの例  

 岐阜県では加工・業務用キャベツの栽培が１０年ほど経過し、土壌病害の発生の懸念が高まって

いる。群馬県農業技術センターで作成された「キャベツバーティシリウム萎凋病の診断・対策支援

マニュアル」をヘソディムのマニュアル例としてあげる。 

 なお、具体的な対策方法は省略した。 

（１）発病の診断  

  ①地上部の診断（黄化やしおれ株の有・無） 

  ②収穫時の茎の褐変割合（褐変無・５％未満・５％以上）   

   ＊ピシウム腐敗病、黒腐病と混同しないように特徴がＨＰには掲載されている。 

（２）ほ場の状態（発病しやすさ）の評価 

ほ場の外観 

 

収穫時の結球部 

切り口の褐変 

レベル 

 

異常なし 褐変なし レベル１ 

 

黄化・萎凋した株がある 

 

褐変した株あり（５％未満） 

 

レベル２ 

 

黄化・萎凋した株がある 

 

褐変した株あり（５％以上） 

 

レベル３ 

 

注意事項） 

※ほ場の外観と結球部の状態が異なる場合は高いレベルを採用する。 

※5%の被害が出ると、10aあたり約 27,000円の減収になる。 

 この場合、土壌くん蒸剤で防除した方が経済的に増収になるため、5％をレベル 2とレベル 3の

境界と設定している。 

 〇ほ場の状態レベルの説明 

  

レベル 発病の程度 次年度の対策 

 

レベル１ なし～軽度 現在の栽培を継続 

発病調査を継続 

レベル２ 中程度 対策が必要 

 

レベル３ 重度 対策が不可欠 
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（３）レベル別の対策 

レベル 

 

エンバク 

野生種 

作型の変更 抵抗性品種 殺線虫剤＊ 土壌くん蒸剤

＊ 

レベル１ 〇  現在の品種   

レベル２ 〇 〇 中～強 〇  

レベル３ 〇 〇 強  〇 

＊推奨する対策 

 

  

５ ヘソディムに期待する効果 

 ほ場ごとに発病リスクを評価し、最も効果的な対策を選定することで土壌消毒剤の使用削減等の

コスト削減・省力化となり生産者の生産者向上につながる。また、環境負荷の軽減、労働安全の面

で農業、農地利用の持続に寄与すると考える。 

  

 

 【従来の土壌病害管理】       【リスク評価後は、ほ場別病害管理】 

 ほ場①～⑨、全てをくん蒸      レベル１（くん蒸なし）：①、⑤、⑦、⑧ 

                   レベル２（抵抗性品種導入）：②、④ 

                   レベル３（抵抗性品種＋くん蒸）：③、⑥、⑨ 

  

⑦

⑧

⑨

① ② ③

④

⑤

⑥

 

 

 

 

６ ヘソディムマニュアルの利用について 

 ヘソディムマニュアルは農業・食品産業技術総合機構機構のホームページよりダウンロードでき

る。マニュアルは地域・産地の実情に応じて調整が必要となることがあるため、ヘソディムマニュ

アルの簡易作成マニュアルも同ホームページに掲載されているので参考にされたい。 

 http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/hesodim2/ 

 

（注１） 

 土壌病害は土壌伝染性病害ともいう。病原が土壌中に生息していて、作物が栽培されると、根や

茎に寄生し、根腐れや地上部の黄化、萎凋(いちょう)、立ち枯れなどをおこす病気の総称である 

 

 

 

 

 

⑤ ⑨

① ② ③
④

⑥ ⑦
⑧

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/hesodim2/
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高冷地野菜の栽培環境と品種について 

 

はじめに 

標高が高い中山間地域では、平坦地では気温が高すぎて夏期に栽培できないホウレンソウ、トマ

ト、ダイコン等を、夏期の冷涼な気候を利用して栽培している。しかし、全期間が生育に適した環

境ではなく、トマトの育苗期や収穫の後半は、気温が低く保温や加温が必要となる。ダイコンでは

春先の播種では、トンネルやべたがけがけによる保温が行われている。 

また、ホウレンソウやダイコンでは、日長が長くなる時期には品種選択が品質に重要な役割を果

たしており、中山間地域においても環境調節や品種選択が必要である。 

 

１ 野菜栽培における環境と作型 

(1)温度（気温） 

 野菜にはそれぞれ生育適温があり、自然環境だけに頼ると野菜の生産時期は限定され長期出荷

が困難になる。このため、高標高地域では、高温を好む野菜はハウスやトンネル等を利用して保

温や加温することで不足する温度を補い、暑さに弱い野菜は、高温期に寒冷紗等で遮光などをし

て温度の上昇を防ぎ、生育を安定させている。 

●高温を好む野菜  

 暑さに強く高温性で、春から秋にかけて栽培できる。ウリ類、ナス類、豆類などの果実を収穫

するものや、さつまいもやさといも等の塊根類などがある。しかし、盛夏は暑すぎて栽培しにく

いものが多くある。  

●低温を好む野菜  

 涼しい気候に適し、葉や根を収穫するものが多く、春と秋に栽培される。  

●耐寒性がある野菜  

 低温を好む野菜の中で特に寒さに強いもので、ネギ類、ホウレンソウ、ツケナ類などがある。

秋まきして越冬させ、冬から春に収穫するものがある。 

(2)地温 

 地上部の生育を良くするためには、根を深く広く張らせる必要がある。そのためには根の生育

に適した地温で栽培する必要があり、高標高地域では温度の確保が生育に影響する。果菜類のハ

ウス栽培では、マルチ栽培を合わせて行うことで初期生育を促進させている。一般的に地温は果

菜類で 15℃以上、葉根菜類で５℃以上が必要となる。一方、高温期には生育障害軽減のために

地温抑制の必要がある。 

(3)花芽分化 

 野菜の中で果菜類や豆類は花が咲いて実が成らないと意味がないが、逆に葉・根菜類ではタネ

を取る場合を除けば、花が咲いては困ることになる。このため、播種時期（気温・日長）や苗の

大きさ等に注意して栽培する必要がある。 

(4)長日植物と短日植物 

 短日植物の場合、花成を起こす真の要因は昼の明期間の短さではなく、夜の暗期間（連続した

暗期間）の長さである。短日植物は、境界日長以下になって初めて花成を開始する。 

 これに対して、長日植物では境界日長が明瞭ではなく、日長が長くなるほど花成が速くなると

いう量的な反応になる。 

(5)春化と脱春化 

 大部分の長日性の葉根菜類は、花成には春化（ﾊﾞｰﾅﾘｾﾞ-ｼｮﾝ）が必要で、岐阜県の高冷地野菜

ではダイコンがこれに該当する。ダイコンは、発芽前の胚の状態から低温に感応し始める「ｼｰﾄﾞ
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ﾊﾞｰﾅﾘｾﾞｰｼｮﾝ型植物」（種子春化型）である。シード（種子）といっても休眠中の乾燥種子は低温

感応はしない。まず低温に遭遇して、その後長日になると花成が進んでいく。 

「ﾊﾞｰﾅﾘｾﾞｰｼｮﾝ」の低温効果はその後の高温によって軽減されたり消去されたりする。この現

象を「ﾃﾞｨﾊﾞｰﾅﾘｾﾞｰｼｮﾝ」（脱春化）と呼ぶ。 

 (6)作型 

  日本で栽培されている多くの野菜は海外を原産地としており、日本の気候はそれらの野菜に合

っていないことが多く、播種から収穫までの栽培環境を整える必要がある。そのため、日本では

野菜の周年供給のために「作型」が確立した。「作型」は、「地域や季節に応じて異なる自然環境

において、作物の経済的栽培を行うための、類型的技術体系」と定義される。 そして、「その技

術体系の主なる構成要素として、環境調節技術・品種選定および栽培管理技術がある」としてい

る。「作型」は、「環境調節技術」と「品種選択（改良）」が主な柱となっている。 

 周年供給に環境調節が必要な果菜類等では、主に環境制御(加・保温)の時期で分類している。 

「普通栽培」   ：育苗期を除く全ての生育期間、自然に近い気象条件で栽培。ハウス栽培でも、

温度調節をせず雨を回避するだけの「雨よけ栽培」も普通栽培。  

「早熟栽培」  ：育苗期間のみ保・加温する。 

「半促成栽培」 ：栽培期間の前半を保・加温する。 

「促成栽培」  ：全栽培期間を保・加温する。 

「抑制栽培」  ：露地栽培の収穫期を遅らせ、必要なら晩秋に保・加温する。 

         これに対して、キャベツ等の適地と品種を選ぶだけで周年栽培ができる野菜

の作型では、「春まき」「秋まき」等の播種期で呼ばれることが一般的である。 

 ※「雨よけ栽培」：フィルムにより被覆を行ない、雨がかからないようにして野菜を栽培する方

法。作物に直接降雨があたらないようにすることで、病害発生を防いだり、

作物の品質を向上させることができる。雨よけ施設導入の副次的効果として、

天井以外の部分の被覆を加えることで保温が可能となり、作期の前進・延長

がはかられるようになった。 

 

２ 岐阜県の高冷地野菜の作型・品種選択 

(1)夏秋トマト 

  飛騨、東濃、中濃地域において、雨よけハウスで栽培され夏から秋に出荷される。トマトの

品種は、現在ではどの品種もほとんど日長に関係なく開花するようになっており、夏秋作型に

おいても花成の日長性を気にする必要がない。一方、日照不足の落花に対する影響は大きい。 

 

(2)夏秋いちご 

  夏秋いちごは、郡上市高鷲町において産地が形成されている。雨よけハウスで栽培が行われ、

おもに 4月下旬に定植を行い、7月上旬～10月中旬の収穫となる。品種は四季成り性の「すず

あかね」が採用されている。 

いちごの四季成り性品種は、「量的日長植物」であるとされている。15～25℃程度の温度で

あれば短日条件でも長日条件でも連続的に花芽分化が起こるが、日長が長いほど開花花房が多

くなる（西山ら、1999）。一方で昼 30℃/夜 25℃の高温条件では、長日条件では花芽分化する

が 12～15時間以下の日長条件では花芽分化が起こらなくなる（西山ら、2009）。このため、産

地では栽培条件として標高 800ｍ以上を推奨しており、花粉の稔性も考慮して梅雨明けから 9

月上旬くらいまでは遮光資材の利用が必要である。 
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(3)夏ホウレンソウ 

 飛騨、中濃、東濃で栽培され、中でも飛騨の産地は関西市場での夏ホウレンソウのシェア

は一番である。雨よけハウスで栽培され、雪解け等の条件が良ければ2月下旬から播種が行わ

れ、夏ホウレンソウとしては10月上旬まで播種が行われる。年に4～5回栽培され、１作後に

土壌病害回避のために土壌消毒が実施される。 

生育適温は15～20℃でやや低温条件を好む。高温には弱く23℃を超えると生育が抑制され、

25℃以上で土壌水分が多いと土壌病害が多発する。このため、夏期の栽培には８月上旬の平

均気温21～25℃の冷涼地が適する。平均気温23℃以上となる時期では発芽が不揃いとなるの

で、は種時に遮光資材を天井ビニルの上にかける。 

  花芽分化に対しては、は種後 15～30 日で花芽分化した後、長日長によって花芽の発育（抽

台）が促進される。５月中旬～下旬のは種で花芽分化・抽台ともに最も早いが、８月以降のは

種では、長日長に感応しやすい東洋種でもほとんど抽台の心配がない。長日長のほかに高温も

抽台を促進する働きがある。品種を選択する上では、高温期でも重量があり葉の色が濃いもの

を選びたい。また、草姿は立性で収穫しやすく、調整時に折れにくいものがよい。大型農家で

は収穫作業の機械化も進んでおり、機械収穫向きの品種も重要である。 

○主な晩抽性品種 

  

  

 

 

 

 

 

(4)夏ダイコン 

冷涼な気候を好み、生育適温は20℃前後である。発芽の適温は15～30℃、葉の生育適温は

平均17～20℃で、地下部が最大生長を行う適温は平均17～23℃である。は種後20日くらいま

では、気温に対して鈍感であり、その後、肥大期には敏感となる。一方、耐寒性は比較的強

く、葉は0℃以下になっても被害は少ないが、肥大した根部は被害を受けやすい。発芽の適温

は15～30℃で、4℃以下、35℃以上では発芽が抑制される。 

ダイコンのような大面積が必要な野菜では、環境調節が困難で露地栽培が多くなるため、作

型に応じた品種を選択する。ダイコンは冷涼な気候を好むため、昔から秋から冬に収穫する栽

培がほとんどであった。しかし、寒冷地での春まき栽培では、気温上昇中の栽培で初期の低温

と後期の高温が障害となる。高標高地域では、気温が低い４～６月上旬までは気温に応じて脱

春化及び生育促進のための保温対策を必要とする。 

  ４～５月播種の品種は、比較的低温でも障害を受けず低温伸長性及び強い晩抽性を有する品

種を選び、６月以降に播種する品種については、高温期に安定した品質を発揮し、病害虫に強

い品種を選ぶ。抽根の長さについては、長すぎると曲りの発生が懸念され、短すぎると収穫作

業に支障が出る。 
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○ひるがのダイコン品種体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○脱春化（ﾃﾞｨﾊﾞｰﾅﾘｾﾞｰｼｮﾝ）のための技術 

 ひるがの高原では、播種が始まる４月中旬

から５月中旬まではトンネル栽培が行われ、

４月中はトンネルとべたがけの併用で温度

を確保する。また、トンネル栽培終了後も６

月上旬くらいまでは不織布のべたがけが行

われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昼間の気温が上がりすぎるときは、被覆の開閉が必要である 

が、穴あきのトンネルフィルムを使うと省力できる。 
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品種 播種時期 特　　性

春　泉 ４月15日～30日
非常に強い晩抽性及び低温伸長性を有し、４月は種開始時からのは種に最適。ただ
し、遅まきすると長根になるので５月以降はは種しない。

夢　誉 ５月１日～５月15日
青首部分が鮮やかで外観が優れる。生育が早く、収穫が遅れると割れ多発や過剰肥
大につながる。は種後５５日での収穫を目安とする。萎黄病に強くない点も注意。

役者一番 ５月25日～６月10日
形状は太く短根の傾向はあるが、肌がきれいで出荷調製における作業性が優れる。
晩抽性は強くないので、保温対策は原則実施する。

天　寿 ６月１日～８月１日
曲がりが少なく揃いも良い。夏期高温時に安定した品質を発揮する。生育は比較的
緩やかで、基肥は多めに入れて肥料切れさせない管理が大切。晩抽性は強くないの
で６月上旬のは種では保温対策を実施する。

夏麒麟 ６月15日～８月10日
晩抽性が無いため、６月中旬以降のは種とする。モザイクウィルス、萎黄病に強
く、横縞症やワッカ症にも強い。正品率が高く、揃いが非常に良い。

[トンネル＋べたがけ] [トンネル] [べたがけ] 

図 ダイコンの温度管理 


