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  今 月 の 農 政 情 報   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 県は、県内の花き業界等組織で構成する清流の国ぎふ花き戦略会議と連携し、平成２７年１１月に策

定した「清流の国ぎふ花き振興計画」の５つを施策の柱として花き振興を推進している。 

 今年度は、普及組織の多大なるご協力のもと、「第２８回全国園芸鉢物研究岐阜大会」をはじめとす

る、花き振興に関する３つの大きな行事を開催した。 

 

 

１ 「第２８回全国園芸鉢物研究岐阜大会」について 

  全国園芸鉢物研究大会は、全国の花き生産者団体を統括する（一社）日本花き生産協会の鉢物部会が中

心となり、開催県の業界団体等と連携して原則２年に１回開催しており、当県での開催は、平成１９年 

１１月以来１０年ぶりで３回目となる。今大会をもって、全国園芸鉢物研究大会は終了となる。 

  大会は、表彰行事を主とする式典、トークバトル、交流会、産地視察の４つの内容で構成され、トーク

バトルでは、「花き業界を Ｖ字回復させるシナリオは？ ＝需要創造＝」を大きなテーマに、会場にボク

シングリングを設置して、「生産」「流通」「小売」各業界の代表がリング上で主張を闘わせるという、これ

までにないスタイルでディスカッションを行った。 

  サブテーマの一つとして、「セリ値の低さ」が取り上げられ、ゴング開始直後は生産側が市場や小売側を

罵り、それに応酬する場面も見られたが、刻々と変わる時代にどう対応すべきか真剣に討論した。市場と

しては、セリが「作れば売れた」時代には機能していたことを認め、今は業態を予約取引へと大きくシフ

トしていると主張した。さらに、生産者側は小売側に「消費のトレンドを生産者にフィードバックしてほ

しい」と要望する一方、小売側からは「生産者は商品開発への積極性が足りない。小売の陳列場をもっと

活用してほしい。トライ＆エラーを繰り返して初めて売れる商品がわかる」と、積極さと連携の必要性を

主張した。また、観客が自らリングに上がり、「罵り合う暇などない」「各業界の連携が第一」と主張する

など、互いを認め合う必要性も示された。「顧客獲得のためにはＳＮＳの活用が欠かせない」など具体的な

提案もあり、討論の最後にはバトラーと会場全体で声を合わせて、「業界一体となってＶ字回復に取り組む

ぞ」と意気込みが示された。 

式典では、（一社）日本花き生産協会鉢物部会功績者表彰があり、当県から佐竹靜氏が鉢物部会記念賞

を受賞した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

花き振興行事 開催結果について 
第２８回全国園芸鉢物研究岐阜大会（平成２９年１０月６日（金）､７日（土）） 

ぎふフラワーフェスティバル２０１７（平成２９年１０月７日（土）､８日（日）） 

花いけバトル関ケ原の合戦２０１７（平成２９年１０月１４日(土)） 
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○ 参加者数 ３２０人（全国の鉢花生産者、市場・小売・物流の各業界関係者、岐阜市、県など） 

○ 開 催 日 平成２９年１０月６日（金）、７日（土） 

○ 場  所 １日目「式典」「トークバトル※」「交流会」  岐阜グランドホテル（岐阜市） 

             ２日目 「産地視察」 

                   Ａコース フローラナナミ（岐阜市）、(有)サンコフ（本巣市） 

                   Ｂコース (有)フローラシマベ（岐阜市）、（農）ロイヤルグリーン（本巣市） 

                   Ａ･Ｂコース共通 ぎふフラワーフェスティバル会場（花フェスタ記念公園・可児市） 

○ 「トークバトル※」について 

     レフリー（コーディネーター）  佐分利 応貴氏（（公財）笹川平和財団 国際事業部長） 

     バトラー（パネラー） 生産代表 山本 勝氏（東海園芸(株)） 

                   加藤孝義氏（(株)岐孝園） 

              流通代表 藤澤俊三氏（(株)フラワーオークションジャパン） 

                   福永哲也氏（豊明花き(株)） 

              小売代表 徳本修一氏（(株)総合園芸） 

                   尾崎明弘氏（(株)オザキフラワーパーク） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

◆（一社）日本花き生産協会鉢物部会功績者表彰において、 

大垣市の佐竹靜氏が鉢物部会記念賞を受賞 

◆トークバトルでは、「価格」「ものづくり」「流通」「販売促進」「花のある生活を広げるために」 

の５つのテーマで、バトラーがそれぞれの立場で主張 
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２ 「ぎふフラワーフェスティバル２０１７」について 

  昨年度に引き続き、花き振興の拠点施設である花フェスタ記念公園において、今年で３回目を迎えるぎ

ふフラワーフェスティバルを開催した。 

  ステージでは、全国で活躍する華道家同士が５分間で花をいけ、良いと思った方を観客一人一人が選択

し、勝敗を決める花いけバトルを開催し、全国園芸鉢物研究岐阜大会の参加者が観戦した。また、来場者

５組が、日頃の感謝の気持ちを花束に添えてパートナーに贈る花贈りイベントなど、花き業界が企画した

イベントで会場を盛り上げた。 

  催事では、品質や技術の高さを競う第３７回岐阜県花き品評会、県民が参加する寄せ植えコンテスト、

花き文化団体が講師となり様々なタイプの花飾りを作成する体験教室、国際園芸アカデミーによるデザイ

ン花壇や庭園制作の披露など、花きを様々な角度から紹介した。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

◆フラワーアレンジの作成が楽しめる体験教室   ◆花き文化団体が制作した写真スポット 

農林水産大臣賞受賞品種 

◆第３７回岐阜県花き品評会の主な受賞結果（敬称略） 

賞 品種等 受賞者 

農林水産大臣賞 

岐阜県知事賞 

農林水産省生産局長賞 

農林水産省東海農政局長賞 

岐阜県議会議長賞 

(一社)日本花き生産協会賞 

ダリア ショーンテール 

フランネルフラワーエンジェルスター 

キク エポック 

大輪トゲナシハナキリン 

トルコギキョウセンブリッチホワイト 

パオン＆千紅花火 

森 恵子 

秋栃福三 

小坂勝治 

川尻 翼 

(農)ロイヤルグリーン 

(有)浅野園芸 

 

◆感謝の気持ちを伝える花贈りイベント        ◆県試験研究機関の紹介 
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３ 「花いけバトル関ケ原の合戦２０１７」について 

  東西文化の結節点となった関ケ原を舞台に、花の魅力を再発見することを目的として、今年度で２度目

となる花いけバトルを、関ケ原町陣場野公園において開催した。 

  今回、花いけバトルでは２つの催事に取り組んだ。ひとつは、県が主催する武将シリーズの第四弾、鹿

児島県出身の西軍の武将「島津義弘」をテーマとしたオープニングイベントに合わせて「戦国花いけ演武」

を披露すること、もう一つは、東軍西軍５人ずつに分かれて花いけバトルを実施することである。 

  前者では、岐阜県代表が「清流」をテーマに、また鹿児島県が「桜島」をテーマに５分間で生け込んだ。

この催事により、オープニングイベントの岐阜県と鹿児島県の友好ムードを盛り上げた。 

  後者では、全国で活躍する華道家が、５分という短時間で、いかに自己表現するかに集中し、己の限界

に挑戦する姿勢を示したことで、観客を魅了した。 

 

 

 

 

 
４ 終わりに 

花き振興を産業・文化の両面から推進するためには、業界全体がひとつの方向に向かって進むことが必

要であり、その推進エンジンが、行政、教育機関、生産者団体、花き文化団体、市場・小売団体の１６組

織で構成する「清流の国ぎふ花き戦略会議」である。 

  今後も、県は引き続き、構成団体とともに、清流の国ぎふ花き振興計画における５つの施策の柱「花き

の文化の振興」「園芸福祉の推進」「花育の推進」「花きの安定供給」「花きの販路の開拓」を着実に推進す

るため、各種の取組みを実施する。 

 

◆「戦国花いけ演武」で、岐阜県代表の柿本亜矢氏

と、鹿児島県代表の肝付憲一氏 
◆「花いけバトル関ケ原の合戦」では、東軍西軍

各５人が、共同でみこしを制作 
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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月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ９月下旬は、高気圧に覆われ晴れとなった日が多か

ったが、旬の終わりに低気圧の影響で雨となった日が

あった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに平年並で、降水量は、

岐阜少なく、高山は平年並となり、日照時間は、岐阜、

高山とも多かった。 

 10月上旬は、高気圧に覆われ晴れが多く、旬の初め

と中ごろは、気圧の谷や湿った空気の影響で雨となっ

た日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山とも平年並で、降水量は、

岐阜はかなり多く、高山は少なく、日照時間は、岐阜、

高山とも平年並みとなった。 

 10月中旬は、前線や湿った空気の影響により曇りや

雨となった日が多かった。 

 平均気温は、岐阜、高山とも平年並で、降水量は、

岐阜は多く、高山はかなり多く、日照時間は、岐阜、

高山ともかなり少なかった。 

  

 

  

               

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 １０月２８日～１１月２７日までの天候見通し   

名古屋地方気象台１０月２６日発表 

  

 平年に比べ晴れの日が多い。 

 向こう１か月の平均気温は、平年並の確率が５０％で、降水量は、平年並または多い確率ともに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、平年並または低い確率ともに４０％で、２週目は、平年並みの確率が５０％で

ある。 

 

 

2017 夏作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 麦  類 ～播種作業の遅延対策～ 

今年は 10 月の天候に恵まれず、降水量（10/1～10/25）は台風 21 号の影響もあり平年比 200％を

超えた（岐阜市：428mm 387%、恵那：272mm 245%、飛騨：250mm 215%）。また、雨や曇天の日が多

く日中の気温は平年並みでも朝晩の冷えが少ない状況であった。この影響により、麦の播種作業が

進まない状況にある。 

10 月下旬から 11 月下旬にかけて、比較的晴れの日が多いとの予報である（東海地域１か月予報：

名古屋地方気象台 10 月 26 日発表）。この天候を十分に活用し、計画的に作業を進めよう。 

(1) 排水対策 

・ 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。 

      ※ 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、

地下水位低下等の排水対策に役立つ。 

    ・ 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繋ぐ。 

※ 山間部では、特に融雪後の排水対策に繋がるため、確実に行う。 

(2) 適期播種に向けた作業計画 

    ・ 播種の遅れは、播性に関係なく、低温期に生育させるために生育量が十分確保できないため、

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。 

    ・ 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。 

※ 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

の方が十分な生育量を得ることが多い。 

    ・ 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。 

 

 

 

２ 野  菜  ～施設園芸における省エネルギー対策～ 

いよいよ加温機等の利用が本格化する。燃料費は下落傾向にあるものの、経費の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。 
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     ・ 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、二重被覆した上に、

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は時々洗浄し、取り除いておく。 

   ○ 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、ハウス西に設置する。 

(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、昼間に低温管理している場合がある。セン

サーには通風筒を設置し、適正な温度管理を行う。 

 

 

 

３ 果  樹 

＜生育状況＞ 

平坦地でのカキの収穫期は、「早秋」「太秋」が平年よりやや遅れたものの、果実品質は９月以降の気温

が低温、多雨から肥大状況は良好で平年より大きかった。ただし、糖度は品種によりばらついた（表１）。

11月から「富有」の収穫が始まるが、生育は良好で、肥大は平年より大きく、着色は平年並みの状況となっ

ている（図１）。 

中山間地のクリは、すべての品種が終了した。各品種とも収穫期は昨年より遅れたが概ね平年並みであっ

た。また、果実は小玉傾向であったものの、収量は多かった(表２)。 

飛騨地域のリンゴは、すでに収穫が終了した「つがる」は、平年より収穫期が 4～5日遅れ、小玉傾向だっ

た（表３）。11月中旬から収穫が始まる「ふじ」の果実肥大は平年より小さく推移している（図３）。 

また、今年は 9月以降に台風 18号及び 21号の影響でカキでは枝折れ、落葉の被害があったが、被害は軽

かった。しかし飛騨のリンゴでは収穫前の落果が目立ち、一部では倒木の被害も遭った。台風の事後対策を

徹底し、次年度に向けた対応をお願いしたい。 
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表１ カキの生育相（農業技術センター、10/25現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2017 3/15 4/13 5/19 5/20 5/23 10/4 10/10 10/16 283 17.7

2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18 9/27 10/4 10/11 293 17.3
平年 3/15 4/6 5/17 5/19 5/21 10/2 10/4 10/9 242 16.3

太秋 2017 3/18 4/13 5/19 5/20 5/23 10/18 384 16.0
2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19 10/17 10/28 11/9 399 17.2
平年 3/20 4/10 5/17 5/19 5/22 10/15 10/24 11/1 340 17.2

富有 2017 3/21 4/14 5/21 5/22 5/24
2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20 11/14 11/28 12/5 276 16.3
平年 3/20 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/18 11/29 273 17.0

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、10/16最終） 

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 （ｇ） (樹）
丹沢 2017 4/7 4/30 6/16 6/12 11.5 10.7 8/31 9/11 29.4 15.1

2016 4/1 4/24 6/10 6/8 7.8 7.4 8/25 9/3 29.8 12.9
平年 3/31 4/27 6/15 6/12 11.9 9.4 8/31 9/9 25.7 12.6

筑波 2017 4/5 4/29 6/17 6/11 19.9 18.6 9/19 10/1 22.4 18.4
2016 3/29 4/22 6/12 6/7 19.5 17.4 9/15 9/25 29.5 19.1
平年 3/29 4/26 6/16 6/11 17.3 17.3 9/18 10/1 25.9 14.8

ぽろたん 2017 4/6 4/28 6/16 6/13 10.1 8.5 9/11 9/18 24.9 17.6
2016 3/29 4/22 6/11 6/9 6.8 6.4 9/6 9/13 33.9 11.3
平年 3/30 4/27 6/16 6/14 6.5 5.1 9/11 9/17 28.1 9.6

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

収穫期雌花
満開

雄花
満開

表３ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、10/19現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2017 4/7 4/21 5/7 5/11 5/16 9/8 9/25 282 13.2

2016 3/31 4/10 4/26 4/30 5/6 9/3 9/16 263 12.9
平年 4/4 4/18 5/3 5/6 5/12 9/4 9/20 347 13.6

ふじ 2017 4/8 4/21 5/7 5/11 5/16
2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6 11/10 11/30 317 15.0
平年 4/4 4/17 5/3 5/6 5/12 11/11 11/30 368 15.8

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、10/25現在） 
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＜果樹の気象災害＞ 

(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（温州ミカン）

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、強い霜が降りると表面が凍り、それが解けて部分的

に軟化し（写真１）、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２）。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ リンゴ果実肥大推移（ふじ、10/26現在） 

写真１ 凍害を受けた富有 

写真２ 寒冷紗を被覆したミカン園 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

オリジナル花き品種を活用したブランド化への取組について 

 

１ はじめに 

花き生産が全国的に低迷するなか、他産地との差別化や種苗費の削減、話題性による単価維持など生産者

の新品種育成への期待は大きく、各県ではオリジナル品種の育成とブランド化の取組を推進している。 

９月に岐阜県で開催された関東・東海・北陸ブロック花き関係調査研究会（16都県参加）では、ブランド

化、新品種・新技術、産地化、担い手などについて、各都県の取組を発表した。 

その中で、本県を含む７県がオリジナル品種を活用したブランド化への取組について報告しており、その

状況について紹介する（表）。 

 

 

表 各県のオリジナル花きを活用した生産振興への取組状況 

県名 対象品目 活動内容 活動成果 課題 

石川県 フリージ

ア（切花） 

「エアリ

ーフロー

ラシリー

ズ」（ 10

品種） 

・生産振興への取組 

水稲育苗ハウスを活用した栽

培の現地実証を行い、既存花き

生産者だけでなく大規模水稲

経営体への作付を推進。 

 県域の生産者組織を立ち上げ、

共販体制で推進。 

・ＰＲへの取組 

 育成段階から生花店、卸売市場

の意見により品種選抜 

 生産、流通、小売り団体からな

るプロモーション実行委員会

を設置 

 専門家アドバイスによる商品

コンセプトやブランディング 

・豊富なカラーバリエーシ

ョンによる差別化で、既

存品種に比べ高単価で取

引され、全国小売店から

も出荷依頼 

・大規模水稲経営体など新

たな生産者の育成 

・ニーズに見合っ

た生産拡大 

栃木県 あじさい

（鉢物） 

「きらき

ら星」 

・「きらきら星部会」を設立し、

規格統一に向けた栽培技術向

上、ブランド化に向けたポップ

の作成等を実施。 

・普及と試験場が連携した栽培マ

ニュアルに基づく施肥、草姿コ

ントロール技術の支援、現地実

証による技術の平準化、普及啓

発の実施。 

・普及と試験場が連携して

栽培技術向上に努めた結

果、花色、草姿が安定し、

有利販売に繋がった。 

・品質の高位平準

化 

・新系統と併せた

ブランド化 

 

埼玉県 シクラメ

ン（鉢物） 

芳香シク

ラメン(６

品種) 

・芳香性野生種と園芸種の交配に

より芳香シクラメンを育成 

・県ブランド農産物推進品目とし

てブランド化推進 

・養分吸収、生育特性に基づく栽

培マニュアル作成と栽培指導 

・栽培マニュアルの作成 

・芳香シクラメン協議会の

設置 

 

・小鉢パッケージ

商品の試作と知

財取得によるブ

ランド化 
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山梨県 ピラミッ

ドアジサ

イ（鉢花・

切花）「山

梨 24-1」 

・栽培特性、開花調節技術など、

試験研究結果の研修会や、実証

ほ設置による切花特性把握。 

・市場商談会等でのＰＲ 

・栽培特性、開花調節技術

など、試験研究結果の研

修会や、実証ほ設置によ

る切花特性把握。 

・市場商談会等でのＰＲ 

・「山梨 24-1」の

定着と高品質化

生産技術の確立 

三重県 サツキ「伊

勢路錦」

「三重サ

ツ キ ( 大

盃) 

・伊勢路錦の現地実証、特性調査 

・普及組織及び関係機関が連携し

た販売戦略の構築 

・三重サツキの小葉、枝が密生等

優良系統の絞り込み 

・現地実証、特性調査に基

づいた栽培マニュアルの

作成と栽培普及支援 

 

・公共工事の需要

調査とホームユ

ース利用促進 

愛知県 キク（切

花・鉢物） 

「かがり

弁キク」 

 

 

・輪キクの需要減少の懸念から新

たな需要喚起への取組 

・切花だけでなく、鉢物での試作

の検討 

・品種の特徴、求められる形質等

の継続的な情報交換 

・切花栽培出荷マニュアルの作成及び販路の開

拓 

・試験研究と普及が連携した鉢物栽培体系の確

立と商品化 

岐阜県 フランネ

ルフラワ

ー「フェア

リームー

ン」 

・普及組織及び試験研究機関が連

携した、現地実証及び栽培指導 

・品角高位平準化に向けた生産者

組織運営支援 

・実需者評価による商品性の向上 

・試験研究データ及び現地

実証に基づいた栽培マニ

ュアルの作成 

・品質向上による出荷量の

増加 

・商品化率の向上 

・品質の高位平準

化 

 

２ 主な取組内容 

 各県ともオリジナル品目の栽培技術確立に向けた実証ほの設置による現地で

の栽培実証や特性調査を実施するとともに、各県農業試験場と連携した栽培マ

ニュアル作成や技術支援を実施している。 

 

 切花では、石川県のフリージア「エアリーフローラ」は育成段階から実需者

である生花店や市場の意見を聞き、ブランド化推進のための実行委員会に流通

小売団体も参画するなど、マーケットインの姿勢を強く打ち出した取組が発表

された。また、大規模水稲経営体では、育苗ハウスを活用した冬春品目の作付

を推進し生産拡大を進めている。 

 山梨県では、開花とともに鮮赤紫色に変化するピラミッドアジサイ 

を育成し、切花および鉢物での技術確立を進めている。 

 

 鉢物では、栃木県のあじさい「きらきら星」のブランド化に向け、 

「きらきら星部会」を 13名で設置し、試験研究機関と各地域の普及指導員が連

携して栽培マニュアルを作成し、施肥、草姿改善など栽培技術の統一に向けた

指導や実証ほの設置などによる技術の平準化の推進などの取組について報告さ

れた。 

 また、埼玉県では「芳香シクラメン」の小鉢パッケージ商品開発を行い、特

許取得によるブランド化を進める計画も報告された。 

 愛知県からは、キクの新たな需要喚起を提案するために、かがり弁菊を３色

（白、黄、赤紫）育成し、切花のみでなく、鉢物としての商品化も検討してい

くと報告された 

 岐阜県からは、フランネルフラワーのブランド化への取組について紹介した。 

エアリーフローラ 

きらきら星 
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３ 今後の課題 

 りんどう出荷量日本一の岩手県の八幡平市では、早くからオリジナル品種の育成に積極的に取り組んでお

り、平成４年には「安代町花き開発センター（現八幡平市花き研究開発センター）」を設置し、平成２６年

にはオリジナル品種作付割合 98%（30品種）と独自の品種構成と差別化により平成 17年以降１０年連続で１

０億円以上の販売額を維持している。 

 また、新品種開発を継続するために、受益者である生産者から販売額の２％を徴収し、そこから研究開発

事業費を拠出する仕組みが出来上がっていることも特徴的である。 

 本県の岐阜フランネル研究会（鉢物フランネルフラワー生産者で構成する生産振興組織）では、従来は県

育成品種のみを取扱い品種としてきたが、研究会員が育成した品種「リトルエンジェル」（小輪多花品種）

についても研究会扱い品種とし、フランネルフラワーという岐阜県のブランド価値を高めるため、希望する

研究会員は生産できる体制としている。 

 このように、オリジナル品種は産地の競争力強化には有効であるが、それ以上に新品種の特性を把握し、

栽培体系を確立することがより重要である。 

 そのため、本県においても引き続き普及組織と試験研究機関が密に連携して現地へのスムーズな技術移転

や生産者組織の活動支援を取り組む必要がある。 

 「花きの品種は消耗品」と言われるように、優れた品種でも多くが数年で実需者に飽きられることから、

市場からは新規性が求められるが、優れた品種の育成には時間を要する。 

 品種としての魅力だけでなく、新しい商品規格の提案や出荷時期の拡大など、常に飽きさせない提案を行

うことも必要がある。 

  



 

- 13 - 

 

ＩＰＭの最前線 
                                       

はじめに 

ＩＰＭ(総合的病害虫管理)が提唱されたのは、1960年代であった。しかし、日本でＩＰＭが普及し始めた

のは 1990年代に入ってからで、実に 30年の年月が必要であった。裏を返せば、それだけ農薬という資材が

魅力的であった、という側面があったといえよう。 

本稿では、ＩＰＭの最前線と題して、まだ研究段階であって、実用化には多くの課題が残されている話題

を含めて、いくつかの話題を紹介したい。最前線を説明する前に、まずＩＰＭについて簡単におさらいをし

ておく。 

 

＜ＩＰＭとは＞ 

ＩＰＭは Integrated Pest Managementの略で、総合的病害虫管理などと訳されている。定義はＦＡＯもの

を紹介する。ＦＡＯの定義では、 

『Integrated Pest Management (ＩＰＭ)とは、農作物に対する有害生物制御に応用可能な全ての技術

を精緻に考慮し、それらの発生増加を抑制する適切な方法を総合的に組み合わせ、農薬やその他の防除

対策の実施は経済的に正当なレベルに保ちつつ、人や環境へのリスクを軽減または最小限に抑えること

を意味する。ＩＰＭでは、農業生態系撹乱の可能性をより少なくし、有害生物の発生を抑える自然界の

仕組みをうまく活かすことにより健全な農作物を育てることが重要視されている。』(農薬工業会 訳) 

有害生物には、鳥獣や雑草などが含まれる。しかし、それらは病害虫とは大きく異なることから、本稿で

は病害虫に限定して説明をする。 

さて、ＩＰＭは、もともとは農薬を合理的に使用して、その結果生態系のかく乱を少なくしようという概

念から始まり、そのためには、病害虫を皆殺しにして、ほ場には農作物以外の存在を許さないのではなくて、

経済的に損害のない限り、病害虫と共存しようという主張を中心に置いていた。時代が進むにつれ、環境保

護やヒトへの安全という点が社会からの強い要請となったのに対応して、ＩＰＭの概念にもそれらを追加さ

れ、上のような定義になった。 

病害虫を経済的に被害が出ないように管理するために、様々な手法を可能な限り合理的に組み合わせて適

用することがうたわれている。そこでは、天敵だけでなく、農薬も必要な資材の一つとして位置づけられて

いる。 

次に、ＩＰＭで利用可能と思われる個別技術について紹介する。 

 

○  天敵利用 

ＩＰＭが普及し始めた時代には、天敵として利用できるものがほとんどなかったこともあり、農薬を

合理的に使用することが中心であった。しかし、天敵が農薬登録されて入手可能になると、徐々に現場

への普及が進んでいった。また、農薬登録された天敵製剤の数も急激に増加してきた。そして、現在で

はＩＰＭの基幹技術として天敵利用は欠かせないものになっている。 

一方、天敵利用の現場への普及には多くの課題が残されており、研究機関ではそれらの解決のため、

多くの研究室で研究が進められている。 

害虫の場合、天敵利用には、農作物―害虫―天敵という 3者からなる系をほ場に作り出して、害虫の

密度を制御することになる。しかし、実際のほ場の生態系は、多くの生物が複雑な関係性を持って存在

している。従って、完全に系を制御するためには、ほ場の生態系の詳細な理解が必要になる。残念なが

ら、この部分はまだ多くが解明されていない。また、一種類の害虫に複数種の天敵を組み合わせて使用

したり、複数種の害虫に複数種の天敵を使用したり、という場合に、理論的に害虫防除が可能かどうか

は、まだ解明されていない。要は、共倒れにならない保証はないわけである。 

しかし幸い、そのような面はさておき、多くの害虫について、マニュアルに従って天敵を利用すれば、

ＩＰＭが可能となってきている。天敵利用上の残された課題の一つに、ほ場内で天敵の密度が安定しな

いことがあげられる。 
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ここでは、その解決策の一つを紹介する。 

国の研究事業で開発された「バンカーシート」という資材が最近、実用化された。これは、天敵の導

入適期の判断が難しい、天敵がほ場に定着しにくい、天敵が定着しなかった場合は再度導入するために

負担が大きい、といった問題点を解決するために開発された。 

バンカーシートは、天敵製剤を天敵の餌とともに、耐水性の筒(シェルター)に入れたもので、天敵が

内部で増殖しながら、徐々にほ場に拡散していくものである。天敵が増殖してからでないと、ほ場に拡

散しないし、天敵が自らほ場内を分散するため、ほ場内の天敵密度が上昇するのに、1 か月くらいかか

るものの、いったん上昇すると天敵密度が安定するのが特徴である。今後の普及が期待される。 

 

○  プラントアクチベーター 

プラントアクチベーターとは、抵抗性誘導剤という意味であり、農作物にもともと備わる防御能力(ヒ

トの免疫に相当するもの)を発揮させて、病害の発生を防ぐものである。通常の殺菌剤のように、病原菌

を殺すのではないため、薬剤耐性菌の発生がないといわれており、大きな利点といえる。 

古くは、プロペナゾールが実用化されている。この薬剤は、水稲のいもち病に対して非常に効果が高

い。しかし、その作用機作は長い間不明であった。抵抗性誘導が学会で注目されるようになったころ、

実はプロペナゾールの薬効は抵抗性誘導であることがわかり、世界初の抵抗性誘導剤として脚光を浴び

た。その後、数種類のプラントアクチベーターが実用化されたものの、その数はまだ少ないといえよう。 

プラントアクチベーターが活性化させる植物の防御能力には、いくつかの系があることがわかってお

り、既存のプラントアクチベーターが活性化しない系を活性化させる物質が発見されており、実験的に

は従来のプラントアクチベーターで防除ができない病害に対して、有効であることが解明されてきた。

この物質が実用化されれば、ＩＰＭの武器の一つが、また増えるという点で、早期の実用化が待たれる。 

 

○  ＬＡＭＰ法による炭そ病診断 

イチゴの炭そ病は、イチゴ栽培において最も重要な病害の一つであり、現在は予防を徹底するために

薬剤防除が徹底されている。少しでも感染の機会を減らすために、苗の段階で無病苗を作ることが肝心

である。しかし、感染しても病徴が現れるまでに一定の期間が経過するため、感染していても病徴が見

られない株(潜在感染株)が生産現場やほ場に持ち込まれてしまい、病害の発生を引き起こすことが大き

な課題であった。 

そこで、病原菌の遺伝子解析(LAMP法)により、いちご炭そ病の迅速診断が可能にされ、イチゴの大産

地である栃木県では、健全苗の生産に活用されている。診断手順等がマニュアル化されており、ある程

度の研修ののちに診断作業を行うことが可能である。 

遺伝子診断の経験のない者でも実行できるように技術の標準化が進み、また、無病苗生産過程への組

込みが体系化されれば、ＩＰＭの大きな武器となると期待される。 

 

○  ＵＶ－Ｂ(紫外線) 

病原菌の中には、紫外線の UV-B照射で密度を減らせるものがあることがわかっており、いちごのうど

んこ病で実用化されている。 

ＵＶ－Ｂ照射器具は、当初は直管蛍光灯型のもので、最近、電球型蛍光灯に改良された。ＵＶ－Ｂは、

紫外線であり、人体に有害なため、点灯中は張り紙などにより、人がハウスに入らないようにしたり、

点灯している蛍光灯を直視しないようにしたりすることが必要で、この点は他の方法と異なり、注意が

必要である。 

 

○  光利用(緑色/青色) 

可視光線の利用も進んでいて、ここでは緑色光と青色光による害虫防除について紹介する。 

モモノゴマダラノメイガはモモをはじめとする果樹の害虫であり、農薬以外の防除方法の開発が望ま

れている。佐野(2017)によれば、もものモモノゴマダラノメイガに対して、緑色 LEDの点灯が有効であ

ることが明らかになった。約 1.3lux以上の照度で効果があり、照度が高くなると効果も高まる結果が得
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られている。 

約 7a のモモ園の中心部に緑色 LED を１基設置し、点灯部を地上 6m とした。また、この LED から 7m

の位置、点灯部を地上 2mにした補助 LEDを設置して、効果が安定したという。 

今後、被害抑制効果を安定させることができれば、普及に移せると期待される。 

次に近年、短波長で発光可能な LEDが開発されてきて、特定の波長の光に対する害虫の反応が研究さ

れ始めている。堀(2017)によれば、波長 375～735nmの青色光をショウジョウバエの蛹に照射したところ、

羽化せずに死亡することが明らかになった。蛹だけでなく、卵、幼虫、成虫に対しても青色光照射は殺

虫効果があることも明らかにされた。ショウジョウバエ以外の昆虫に対しても殺虫効果が認められてい

る。殺虫効果の高い照射条件や発育段階、光の波長は様々で、また、どのような仕組みで殺虫効果が現

れるかは不明で、今後の解明が待たれる。 

これらの光利用は、新しい害虫防除方法としての進展が期待され、実用化されれば、ＩＰＭに活用で

きると考えられる。 

 

おわりに 

本稿では、ＩＰＭに応用が期待できる技術をいくつか紹介した。作物によっては、天敵利用マニュアルと

いった、ＩＰＭ個別技術マニュアルやさらに進んだＩＰＭマニュアルも出てきている。今後は、個別技術の

開発、実用化と並行して、体系として組み立ててＩＰＭマニュアルとして、指導者や農業者が活用していく

ことが必要になる。 

 


