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  今 月 の 農 政 情 報   

 

飛騨牛、富有柿、鮎を中心とした農畜水産物の輸出促進 

～観光・食・モノ三位一体で売り込む海外戦略プロジェクト～ 
 

１ はじめに 

 わが国は少子・高齢化の進展による本格的な人口減少社会を迎えており、農産物の主な出荷先としての国

内マーケットは、将来的に縮小していくものと見込まれる。 

 一方で、近年、中国をはじめとするアジア地域では、経済がめざましく発展し、富裕層の増加や日本食ブ

ームの進展を背景として、日本産農産物の新たな受け皿として魅力あるマーケットを形成しつつある。 

 こうした中で、県産農産物の出荷額の更なる向上を図っていくため、既存の国内での流通・販売に加え、

海外へも販路を拡大していくことは、攻めの農業により農業を再生していく上で重要な施策であり、他産地

に遅れをとらぬよう、早い段階から流通ルートの開拓等の取組を進めていく必要がある。 

 そこで県では、平成 21年から「清流の国ぎふ」をキーワードにし、本県の「観光、食、モノ」を一体化さ

せ、県への観光誘客（インバウンド）、農林水産物は地場産品の輸出（アウトバウンド）の両面で促進する「飛

騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト」を積極的に展開している。 

具体的には、まず、輸出の可能性があると思われる国・地域に県が主体となりテスト輸出を行い、一定の

感触を得られた国・地域について、流通経路の構築などの条件整備を進め、継続的な輸出が可能となった段

階で民間主体の輸出へと移行していくこととしている。 

 

２ 岐阜県農産物の輸出の取組み 

(1) 平成 16年 ～香港へ富有柿を輸出 

       はじめは、香港を主ターゲットとして富有柿を中心に、①レセプション等における情報発信力の高

い要人へのＰＲ、②店舗でのフェアの開催、③小売店やレス

トランとの継続販売に向けた商談を行い、「知ってもらう」「試

してもらう」「継続的に買ってもらう」と段階的に取り組んで

きた。 

 

(2) 平成 20年 ～香港へ飛騨牛を輸出 

      高山市の食肉処理施設である飛騨ミート農業協同組合連合

会（以下、ＪＡ飛騨ミートと略す。）から、飛騨牛の香港向け

初輸送を開始。ここから、飛騨牛の海外展開が本格化した。 

                                                                  県内から香港に向けて初出荷 

(3) 平成 25年 ～タイへ鮎を初輸出 

      タイの高級日本料理店において、レストラン関係者等の業界関係者を対象とした「岐阜県・飛騨牛

フェア」を開催し、本県産鮎を海外において初めて披露した。 

 

(4) 平成 26年 ～ＥＵ（フランス）へ飛騨牛が初上陸 

      フランスにおける県の知名度向上と飛騨牛や地酒をはじめとする地場産品の販路開拓・拡大、及び

誘客促進を図るため、ホテル・ウエストミンスターとの共催で、現地の政財界の要人を招待した「岐

阜県・飛騨牛フェア」をＥＵで初めて開催した。 

 

(5) 平成 27 年 ～飛騨牛のイギリス初輸出、本格輸出に向け確かな手ごたえ 

      ＪＡ飛騨ミートが、県内初であり国内でも４例目となるＥＵ輸出食肉取扱施設の認定を取得、７月

にはＥＵに向けて飛騨牛の初出荷を行うなど、飛騨牛を本格的に輸出する態勢を整えた。 
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11月のトップセールスでは、フランスとイギリスにおいて有名日本人シェフが飛騨牛を料理し、現

地の一流シェフやメディア等に紹介する「飛騨牛フェア」を開催。また、パリの有名調理学校「ル・

コルドン・ブルー」では将来のシェフを目指す若者にも、他銘柄に先駆けて紹介し好評を得た。 

また、アジアにおいては、新規開拓国としてベトナムとフィリピンの日本国大使公邸等で飛騨牛の

ＰＲイベントを開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールド・トラベル・マーケットでの岐阜県ＰＲ       調理学校での飛騨牛紹介イベント 

 

(6) 平成 28年 ～アメリカへの飛騨牛の本格輸出、鮎の初輸出 

ＪＡ飛騨ミートが、10月に対米輸出食肉取扱施設の認定を取得し、継続的かつ安定的に輸出する条

件を整えたことから、世界の大市場であり和牛の消費量が多いアメリカへの飛騨牛輸出に取り組んだ。 

     ９月のトップセールスでは、ワシントンとニューヨークにおいて、大使公邸でのレセプションや一

般消費者に飛騨牛をメニューとして提供する飛騨牛メニューフェアを開催し、飛騨牛の美味しさをＰ

Ｒするとともに、ワシントンでは県産鮎を初めて輸出し紹介することができた。今後も、アメリカに

おける認知度、ブランド価値を高める取り組みを進め、順次、販路を拡大していくこととしている。 

    また、アジアでは、ベトナムの迎賓館やタイの日本国大使公邸等で飛騨牛のＰＲイベントを開催し

たり、タイ最大級の百貨店セントラルグループの幹部との面談では、県産農産物や加工食品に関して

交流・連携することで合意を得るなど、今後の輸出拡大に向けて弾みをつけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大使公邸での三位一体による夕食会       飛騨牛メニューフェアキックオフイベント 

 

３ 取り組み成果 

 このように、平成 16年度の香港への「富有柿」の輸出に始まり、平成 20年度からは「飛騨牛」の輸出を

開始した。その後、輸出先を、シンガポール、タイに拡大し、平成 24年度からタイへの「いちご」の輸出、

平成 25年度には「鮎」の輸出も始まり、輸出量も着実に増加している。平成 27年度の輸出量は、「富有柿」

が約 47トン、「飛騨牛」が約 23トンであり、５年前と比べてそれぞれ約 5倍、約 22倍と大幅に伸びている。 

 これまで、各国のレストラン、流通事業者等へのプロモーションや百貨店での販売などのトップセールス
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を実施した結果、現地では高い評価を受けており、輸出に十分な手ごたえを感じたところである。 

 特に、飛騨牛は、岐阜県農林水産物輸出協議会※と連携し、レストランやホテルで飛騨牛フェアを積極的

に開催し、その結果、飛騨牛の５等級及び４等級を継続的に取り扱う店舗には、「飛騨牛海外推奨店」※※の

認定を行うなど、飛騨牛の販路開拓、店舗での常時取扱いを進めている。現在、「飛騨牛海外推奨店」は、香

港で 6店舗、タイで 8店舗、シンガポール 2店舗、オランダで 1店舗、マカオで 1店舗となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：飛騨牛、富有柿の輸出実績の推移 

 

４ 今後は輸出量、品目の拡大を目指す 

 こうした成果を踏まえ、さらなる輸出拡大を図っていくため、飛騨牛、柿に続く新たな輸出品目を開拓し、

さらに食市場の拡大が見込まれる国・地域への輸出に組んでいく必要がある。 

 新たな品目の育成については、地元で輸出に向けた関心が高まっている品目などを中心に、農林事務所単

位でワーキンググループを立ち上げ、新しい輸出品目の掘り起しを支援しているところである。 

 また、輸出拡大が見込まれる国等への輸出については、引き続きアメリカやＥＵ、アジアの国々へのフォ

ローアップを進めることや、タイについては 9月 30日にタイ最大手小売業「セントラルフードリテール」と

の人事交流協定に関する覚書を締結したことから、商談会や市場調査などで、販路拡大に取り組んでいく。 

今後も、県産農産物の輸出拡大を図るため、生産者団体等と連携しながら、「観光・食・モノ」一体化とな

ったトップセールスやフェアなどを開催、ＰＲ活動を実施するなどにより、農畜産物の輸出力強化に取り組

んでいく。 

 

 
※ 岐阜県農林水産物輸出促進協議会 

    本県農林水産物の新たな市場開拓としてアジア地域を中心に有望視される世界各地への輸出を促進し、

もって県農業及び食品産業の進行を図ることを目的に設立。農業団体、食品産業団体、商工業団体、ＪＥ

ＴＲＯ、行政機関等が構成員の官民協働の組織であり、本県農産物の輸出促進に大きな役割を果たしてい

る。 
※※ 飛騨牛海外推奨店 

    飛騨牛銘柄推進協議会が認定している制度で、認定条件は次のとおり。 

① 日本国外で営業しており、飛騨牛の 5等級及び 4等級を継続的に取り扱い、年間 50kg以上使用する

販売店及び料理店であること。 

② 協議会の趣旨に賛同している店舗であること。 

 

飛騨牛（㎏） 富有柿（t） 
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 「１１月１０日、１１日、岐阜市の岐阜メモリアルセンターをメーン会場として「広げよう！つなげ

よう！未来の農業へ～ともに語ろう清流の国で～」をテーマに、第１９回全国農業担い手サミット in

ぎふを開催します。 

 就農相談から研修、所得を確保するまで一貫してサポートする「岐阜県方式」で支援を行っていると

ころですが、今大会を契機に地域の皆さんによる「就農応援隊」が県内に１０団体結成され、地域をあ

げてのサポートが始まりました。こうした岐阜県ならではの活動を全国に発信していきます。 

 また、大会開催にあわせて、一般参加できるイベントも行われます。岐阜の農業を知り、その魅力を

体感できる貴重な機会なので、ぜひ、足を運んでみてください。 

 

 

１１月１１日（金） １２時から１７時 

農家が作るこだわり商品フェスティバル 

県内外２３の農家がこだわった商品が一堂に。１２時３０分から１３時に行われる出展事業者さん

の６次産業化商品を使った「メニューグランプリ」は、参加者先着１００名に嬉しいプレゼント付

きです。 

ところ じゅうろくプラザ２階ホール（岐阜市橋本町１－１０－１１） 

入場料 無料 

 

 

１１月１１日（金）から１２日（土） １０時から１６時 

鳥獣害対策サミット 

フォーラム開催や資材展示に加え、県内外の２０店舗が自慢のジビエ料理を競う「ジビエグランプ

リ」を開催。岐阜県のおいしいジビエの魅力をとことん味わえる、またとないチャンスです。 

ところ 揖斐川町谷汲サンサンホール及び揖斐川町営谷汲門前駐車場（揖斐川町谷汲） 

入場料 無料 駐車場 有料 

 

 

１１月１１日（金）から１３日（日） ９時から１７時 

ぎふフラワーフェスティバル２０１６in 花フェスタ 

ハンギングバスケット、生け花、寄せ植えなどの花育体験教室（１作品５００円）ほか、花の即売、

花飾りの展示やコンテストを開催。花や緑を見て触れることで、優しさや美しさを感じる心を育て

ます。 

ところ 花フェスタ記念公園（可児市瀬田１５８４――１） 

入園料 １０００円（高校生以下無料） 

 

全国農業担い手サミット いよいよ開催！ 
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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、本州付近に停滞した前線の影

響で、曇りや雨の日が多くなった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高くなった。

降水量は、岐阜、高山ともに多くなった。日

照時間は、岐阜、高山ともにかなり少なくな

った。 

 10月上旬は、台風や低気圧、前線の影響で

雨や曇りの日が多くなった。 

平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く

なった。降水量は、岐阜では多く、高山では

平年並となった。日照時間は、岐阜ではかな

り少なく、高山では少なくなった。 

10月中旬は、本州付近は高気圧に覆われ概

ね晴れたが、気圧の谷や湿った空気の影響で

雨となったところがあった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高くなった。

降水量は、岐阜では多く、高山では平年並み

となった。日照時間は、岐阜、高山ともに多

くなった。 

  

 

 

             

 
今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 10月 22日～11月 21日までの天候見通し  

                                名古屋地方気象台 10月 20日発表 

 天気は数日の周期で変わる見込み。 

 平年と同様に晴れの日が多い見込み。向こう１か月の降水量は、平年並みまたは少ない確率ともに 40％の

見込み。 

 週別の気温は、１週目は、高い確率 60％、２週目は、低い確率 50％の見込み。 

 
 

(平年：太線、本年：細線) 

2016 夏作半旬気象図(岐阜市) 
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１ 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、経費は増加傾向にあり、その大

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。 

・ 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 

・ ハウスの日副資材に穴や隙間がないか点検し、補修テープなどを調布市、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。 
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３  果  樹  ～早霜対策～ 

＜果樹の生育状況＞ 

県内の果樹の生育について、平坦地でのカキの収穫期は、中生以降の品種は 9月の高温と長雨・日照不足

の影響で着色が遅れ、「早秋」、「太秋」の収穫期は平年並み～やや遅れた。しかし果実品質は良好で大玉、

高糖度となった（表１）。現地では「早秋」の着色も遅れ、収穫期が平年より遅くなった。11月から「富有」

の収穫が始まるが、生育は夏以降停滞気味であり、肥大は平年並み、着色は遅れている状況となっている（図

１）。 

中山間地のクリは、すべての品種が終了した。中山間農業研究所中津川支所の調査から、各品種とも収穫

期は 5～7日早く、大玉傾向で昨年並みの品質であった(表２)。 

リンゴはすでに終了した「つがる」は、中山間農業研究所本所の調査では、平年より収穫期が 2～5日程度

早く、小玉傾向だった（表３）。11月中旬から収穫が始まる「ふじ」は、果実肥大は平年並の大きさで推移

している（図３）。 

 

 

 

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 2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18 9/27 10/4 10/11 293 17.3

2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17 9/30 10/11 10/11 307 17.6
平年 3/16 4/6 5/19 5/20 5/23 10/2 10/4 10/9 242 16.3

太秋 2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19 10/17 10/28 399 17.2
2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16 10/14 10/26 11/5 416 15.2
平年 3/21 4/10 5/18 5/20 5/23 10/15 10/24 11/1 340 17.2

富有 2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20
2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20 11/4 11/11 11/25 249 18.0
平年 3/21 4/11 5/20 5/22 5/26 11/6 11/18 11/29 273 17.0

※　平年はH18～H27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） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2016 4/1 4/24 6/10 6/8 7.8 7.4 8/25 9/3 29.8

2015 3/29 4/26 6/10 6/7 12.6 10.4 8/26 9/4 23.2
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.9 9.4 8/30 9/9 25.7

筑波 2016 3/29 4/22 6/12 6/7 19.5 17.4 9/15 9/25 29.5
2015 3/25 4/25 6/11 6/6 22.9 19.5 9/15 9/23 23.0
平年 3/29 4/26 6/17 6/11 17.3 17.3 9/19 10/1 25.9

ぽろたん 2016 3/29 4/22 6/11 6/9 6.8 6.4 9/6 9/13 33.9
2015 3/25 4/24 6/11 6/9 8.8 6.9 9/7 9/13 28.3
平年 3/30 4/28 6/16 6/15 6.5 5.1 9/12 9/18 28.1

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、10/14最終） 
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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。県内ではかき（富有）やみかん

（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。 

     かきの場合、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。 

     みかんの果実は、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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ 凍害を受けた富有 写真２ 寒冷紗を被覆したみかん園 

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 2016 3/31 4/10 4/26 4/30 5/6 9/3 9/16 263 12.9

2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8 9/4 9/16 380 12.9
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/21 347 13.6

ふじ 2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6
2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7 11/9 11/27 391 15.5
平年 4/5 4/19 5/4 5/8 5/13 11/12 11/30 368 15.8

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

図３ リンゴ果実肥大推移（ふじ、10/19現在） 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

天敵利用の取り組みの現状について 

～天敵利用研究会徳島大会資料(抜粋)から～ 

 

はじめに 

天敵利用研究会は、生産者団体、ＪＡ，都道府県、独立行政法人、大学、企業等の関係者が参加し、生物

防除法やＩＰＭに関する研究と技術普及に関する情報交換を行い、農業の発展に大きく寄与することを目的

としている。今回から全国農業普及支援協会との共催となり、シンポジウムでは「現場力を活かした天敵利

用」をテーマに話題提供された。８月２４日・２５日に開催された第２６回徳島大会に参加し、発表内容の

一部について取りまとめたので情報提供する。 
 

１ 高知県での天敵利用の歴史と現状 

                          高知県農業振興部環境農業推進課 中石一英氏 

1997年のククメリスカブリダニ、タイリクヒメハナカメムシの利用から開始し、2005年には天敵導入面積

はナス類で４３％、ピーマン類で６２％となった。このころ、タバコカスミカメとクロヒョウタンカスミカ

メが施設内で自然発生し、タバココナジラミの発生を抑制した事例が確認された。2008年からはこれらカス

ミカメムシを利用したＩＰＭ技術が構築され、2015年では天敵導入率は、施設ナスで９７％、ピーマン類で

９３％、キュウリで３３％など利用が高まっている。補助事業による支援もあり、５戸以上での天敵導入取

組に対して１／３補助を実施。 
 

２ 施設栽培インゲンにおけるＩＰＭの推進 

高知県須崎農業振興センター 川村 智氏 

Ｈ２２からコナジラミ類にスワルスキーカブリダニによる防除を検討したが、効果が弱かった。近年、タ

バコカスミカメを組み合わせた防除で成功した。２年目の普及員が足繁く通ったことと、支援チームぐるみ

の活動で定着が図れた。「土からの熱も大切、光合成の熱も大事、最も重要なのは情熱」。 
 

３ 生産現場で土着天敵を活用するための徳島県での取り組み状況 

                       徳島県立農林水産総合技術支援センター 中野昭雄氏 

ナスのミナミキイロアザミウマ対策として高知県では、「天敵温存ハウス」なる適当な遊休ハウスにタバ

コカスミカメムシを増殖させて本栽培に利用している。徳島では露地でゴマを栽培し、その後、施設内でも

ゴマ、クレオメを栽培して、タバコカスミカメムシを増やす方法で「ゴマまわし」と呼んでいる。さらに「ゴ

マの三段撃ち」はコアオカスミカメムシをネオニコチノイド剤で防除する必要がある場合、タバコカスミカ

メムシも死んでしまうため、露地のゴマから穂の部分を追加で施設内に投入することで、段階的にタバコカ

スミカメムシを放飼する方法である。２６年度はこれらにより殺虫剤の成分数２４回から０回にできた。 
 

４ ＩＰＭを通じたオクラの産地育成 

鹿児島県南薩地域振興局 農政普及課 伊藤由香氏                            

オクラは全国シェアの４割を誇るが、マイナー品目で登録農薬が少なく、毎日収穫で収穫後の散布もなか

なか難しい。選択性農薬使用と天敵温存植物(ソルゴー栽培)により、アブラムシ類に対する農薬散布回数が

１／３以下となった。アブラムシの要防除水準は１か所あたり１００頭以上とした。オクラと豆類の新規就

農が毎年２０戸あり、どんどん増えている。 
 

５ 露地ナスにおける天敵利用技術の導入支援 

群馬県館林地区農業指導センター 菱沼 優氏 

アザミウマ類、コナジラミ類の防除としてスワルスキーカブリダニの導入とソルゴー、マリーゴールドの

栽培と土着天敵であるヒメハナカメムシにより期間を通じて実害のない範囲に抑えることができた。①絶対
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必要な作業と②絶対してはいけない作業として最小限の項目で計画表を作成した。いろいろ書いても混乱し

てしまう。選択性農薬と非選択性農薬は、トレサビシートで分けて迷わないようにした。 
 

６ パネルディスカッション 現場力を活かした天敵利用 

                                  座長 農研機構 太田 泉氏 

小さいグループを作って互いに情報交換するようにした。複数農家を巻き込まないと、変人扱いで終わっ

てしまうことも。ＩＰＭグループ等を作って皆で情報交換しながら進めると効果的。土着天敵の発生消長の

把握は難しく、露地では、環境や時期ごとに優位に立つ種が入れ替わりやすく、天敵同士の捕食関係も考慮

が必要。 

天敵はＩＰＭの中の１ツールでしかない。ネット、トラップ、化学防除と総合的に天敵を入れること。各

地域、圃場でのフィッテイングも必ず必要。手厚いフォローも重要。花芽分化の動向と天敵の導入、防除も

リセットかレスキューかの判断も難しく個々となる。 

調査時間と同じくらいの時間を農家との情報交換に使うこと。農家としっかり話ができないと成功しない。

実証資材提供だけは成功しにくい。 
 

７ 高知県嶺北地域における天敵利用の取り組み 

                           高知県中央西農業振興センター 山口説夫氏 

標高が高いため、夏秋栽培が主体で土着天敵の発生が７月下旬以降のため使えない。冬春栽培産地との産

地間天敵リレーを実施。米ナスではＨ２２年から天敵利用状況は１００％であったが、Ｈ２７年までにシシ

トウ１２％→５２％、カラーピーマン類２３％→８４％と普及拡大している。スワルスキーカブリダニ、タ

イリクヒメハナカメムシ等の利用が進んでいる。 
 

８ ＩＰＭ先進地 小豆島の取り組みについて 

                                  ＪＡ香川県小豆 武部新平氏 

平成１０年からＩＰＭ開始。島の統一部会ですべての生産者がＩＰＭに取り組むまでになった。いちごで

は、まず４名から習得し巡回指導した。2004年には食の安全・安心確保推進交付金事業により部会員全員で

取り組むこととなり、ハダニ類の化学防除回数は８回から３．５回に減少した。年間収量３．５ｔ以下が８

３％と多かったが、Ｈ２７には２９％と激減し、販売単価も向上した。 
 

９ ハウススダチにおけるスワルスキーカブリダニを用いたミカンハダニ防除の取組と課題 

                               徳島県農総技センター 中西友章氏 

 ハウススダチは、加温と無加温があるがスワルスキーは加温作型で導入。開花前頃に導入している。導入

農家の７割が化学農薬に比べて「効果が高かった」または「効果があった」と回答。効果が不十分と判断さ

れた園については、スワルスキー放飼時のハダニの密度が想定以上に高かったことや薬剤散布がスワルスキ

ーの定着・活動に影響した可能性が示唆された。 
 

１０ 野菜苗に新たな付加価値 苗生産場面での天敵利用について 

                               ベルグアース（株） 乾 由貴氏他 

 キュウリの育苗期にスワルスキーカブリダニのバンカーシートを処理し、処理したバンカーシートは苗出

荷時に同封し、定植後にも処理した区が、定植時の苗のスワルスキー数が最も多く、その後も高密度で株上

に定着した。育苗期～定植後の長期間の害虫防除が可能になるほか、育苗期の化学農薬を控えることにより、

定植後の有効薬剤を温存できるなどの効果が期待される。 
 

１１ 生物農薬登録されたギフアブラバチ ―農食推進事業で得られた成果と残された課題― 

                                     農研機構 太田 泉氏 

本年１月に登録。ギフアブラバチは、土着のアブラムシ一次寄生蜂であり、商品名「ギフパール」で販売

されている。従来から発売されているコレマンアブラバチは、ワタアブラムシやモモアカアブラムシに寄生

するが、大型のジャガイモヒゲナガアブラムシやチューリップヒゲナガアブラムシには寄生できない。ギフ

アブラバチはジャガイモヒゲナガアブラムシとモモアカアブラムシに寄生する点が異なる。 
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ギフアブラバチの利用法にはジャガイモヒゲナガアブラムシの被害発生を確認してからギフアブラバチを

導入する「成虫放飼法」と、ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生前からギフアブラバチとそのバンカー（代

替寄主のムギヒゲナガアブラムシ＋ムギ類）を同時に導入してギフアブラバチの個体群を維持する「バンカ

ー法」がある。バンカー法では、少ないギフアブラバチの放飼量で長期間にわたってジャガイモヒゲナガア

ブラムシを抑制できるが、バンカーである麦は促成栽培では３～４回程度更新する必要がある。また、二次

寄生蜂が発生した場合には、ギフアブラバチの追加放飼によって速効的に抑制する方法等が考えられている。 

 

（参考Ⅰ 図 農研機構及び岐阜県農業技術センターより） 

 

 

 

 

 

 

 

     

図１ ギフアブラバチ（農研機構）    図２ ギフアブラバチとアブラムシ（農研機構） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図３ 寄生されマミーとなって死亡したアブラムシ  図４ バンカー植物として利用されるムギ 

         （農業技術センター）            （農業技術センター） 

表１ ギフパール登録内容 

ギフアブラ
バチを含む
農薬の総
使用回数

アブラムシ
類

− 放飼 −

適用
病害虫名

使用時期
本剤の
使用回数

使用方法

ピーマン
(施設栽培)

とうがらし類
(施設栽培)

なす
(施設栽培)

1〜2瓶/10a
（約250〜
500頭）

発生初期

作物名 使用量

 
 

（参考Ⅱ ギフアブラバチと岐阜の関係） 

ギフアブラバチの和名は、学名の Aphidius gifuensis(アフィディウス ギフエンシス)に由来。この学名

は 1906年にアメリカの昆虫分類学者 William H.Ashmeadによって命名されたが、記録によれば標本の採集地

は「Gifu」、採集者は「Y.Nawa」と書かれているため、gifuensis と命名されたとされる。日本，台湾，中

国，朝鮮半島等，東アジア地域に生息し，日本国内では北海道，四国，九州，沖縄に広く分布する。 
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フランネルフラワーの生産振興への取組について 

 

１ はじめに 

フランネルフラワーは、平成１９年から本格生産が始まって以降、岐阜県オリジナルの新花きとして認知

され、フランネルフラワーならば岐阜県と言われるようになり、本県の主要花き品目となった。 

また、農業技術センターにおいても継続して新品種育成に取り組み、これまでに６品種を育成してきてい

る。 

ここでは、フランネルフラワーの生産振興に向けた取組状況について紹介する。 

 

２ フランネルフラワー品種の特徴 

 フランネルフラワーは平成 2005年に岐阜県が農業技術センター育成品種‘フェアリームーン’の出願を行

って以降、県内外でも育種が行われている。これまでに１２品種が出願され９品種が登録されている（平成

28年 10月 19日現在）。 
 

表１ 主な岐阜県育成品種 

品種名 特   徴 出願公表日 

（登録日） 

フェアリーホワイト 矮性で鉢物としての適性があり、四季咲き性である。 H18.2.15 

(H21.9.10) 

ファンシースノー 春一季咲きの切花品種で収穫期は３～５月。 H19.12.4 

(H21.9.10) 

エンジェルスター フェアリーホワイトよりも小輪早生な四季咲き性で、草姿

も乱れにくい。 

H22.1.25 

(H28.8.9) 

フェアリームーン クリーム色の花が特徴で、性質はフェアリーホワイトに準

じる。 

H26.7.5 

 

ファンシーマリエ 四季咲き性の切花品種 秋のブライダル需要期にも出荷

可能。 

H27.7.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェアリー 

ホワイト 

エンジェル 

スター 

フェアリー 
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３ 鉢物フランネルフラワーの生産状況 

 本格的な生産が始まった平成１９年以降、新品目として市場から注目され、品種の利用も県内に限定した

ことから生産は拡大し、平成 22年には出荷量が約６２万鉢まで拡大した。 

 しかし、話題先行で消費者や

園芸店などから、日持ちが悪い

などのネガティブな意見も聞か

れるようになり、平成 23年以降

減少傾向となった。 

そのため、フランネルフラワ

ー研究会を中心として出荷時期

の見直しや品質の向上のほか、

フランネルフラワーの管理方法

等のＰＲを取組み、平成２７年

の生産量は約３４万鉢に回復し

た。 

 

４ フランネルフラワー研究会の取組 

フランネルフラワー研究会は、「栽培技術の統一や品質向

上、販売促進に関する活動を共同で行い、ブランドの確立と

差別化販売の推進」を目的としており、県育成鉢物フランネ

ルフラワー生産希望者は本研究会に入会することとしている。 

これまで、市場トレードフェアへの出展による販売促進、

主要園芸店での展示・即売による消費者の声や評価を消費Ｐ

Ｒ、現地研修会等の開催により栽培技術に検討などの取組を

進めている。 

また、県育成品種だけでなく、研究会員が育成した小輪多

花系品種についても、研究会で取扱う事が検討されており、

フランネルフラワーの幅広い商品構成のバリエーションとし

て期待される。 

 

５ フェアリームーン部会の取組 

 フェアリームーン部会は、岐阜花き流通センター内の部会

として設置され、栽培者全員（12名）が加入しいている。 

フェアリームーンは唯一の有色品種であり、ブランド化を

推進するため、出荷規格をギフト需要をターゲットとした６

号鉢に統一し、ギフトに見合う高品質な花きの生産販売を目

指して活動している。 

そのため、栽培マニュアルを作成するとともに、各農業普

及課による毎月の生育調査結果に基づいた管理作業を徹底す

るため、月１回程度の部会を開催し、各生産者が苗を持ち寄

り、生育状況の確認と意見交換を行っている。 

また、販売は、岐阜花き流通センターを窓口とした鉢物花

きでは珍しい共販としていることから、栽培履歴の開示やＳ

ＮＳを利用した生産者間の情報の共有などが進んでいることも特徴となっている。 

 生産者は４０代以下の若手生産者が多いが品質には高い意識とこだわりを持っており、これからの生産拡

大が期待される。 

 

図１（岐阜花き流通センター農協取扱量） 

園芸店でのフェアの様子 

フェアリームーン部会の様子 
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６ 切花フランネルフラワーの生産状況 

 切花フランネンルフラワーは、揖斐、西濃地

域を中心に、郡上、飛騨でも生産されている。 

 平成２０年以降減少傾向であったが、平成２

７年に育成された新品種ファンシーマリエは四

季咲き性があり、秋のブライダル需要にも対応

できることから、今後の生産拡大が期待される。 

 従来、切り花フランネルフラワーは、原産地

であるオーストラリアのワイルドフラワーとし

て輸入があったが、少量国内ではあまり知られ

ていなかった。 

そのため、切花フランネルフラワーは、用途

要がブライダルに限定され、国産切花としての

認知度が低いことから、需要の掘り起しが大きな課題となっている。 

 

７ 最後に 

 花き生産は、作れば売れるプロダクトアウトの時代は終わり、多様な消費者ニーズに対応したマーケット

インを重視した生産の時代となっている。人口減少や消費減少の時代にあっては、ターゲットとする用途を

明確にして、適切な品質・価格で、必要量を納品日をしっかり守って提供していくことが大変重要となって

いる。 

 鉢物フランネルフラワーについても、それぞれの品種特性に合わせて、ホームユースや素材としての 3.5

号の小鉢からギフト用の６号の大鉢まで、それぞれの用途に合わせた品質でしっかり生産していく事が求め

られる。 

 フランネルフラワー生産で最も重要な事は観察力と適期作業であり、消費者に喜んでいただけるフランネ

ルフラワーであることを期待したい。 

  

 

 

図２（全農岐阜調べ） 


