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 施設園芸（花き）の温度管理  
 

１ 暖房装置の点検・整備、清掃による暖房効率の低下防止 

既に運転を行っている暖房装置については、当然機械であるため経年劣化による暖房効率の低下や故障な

どのトラブルの発生は止むを得ないものである。しかし、それらを最小限に抑え長期間使用するためには、

定期的な点検や清掃が必要である。 

以下に一般的な暖房装置の点検・清掃方法を記載する。 

(1)熱交換面（缶体）の清掃 

 Ａ重油を燃料とする場合、燃料に含まれる硫黄や灰分などがカスとして缶体内に溜まる。そのまま掃除を

しないでおくと煙管が詰まって黒煙を発生したり、不着火になったりと大きなトラブルの原因となる。この

カスは、湿気を帯びやすく、長期間放置しておくと缶体の腐食を助長することがある。また、乾けば固まり

掃除もしにくくなるため、暖房シーズン終了後、できるだけ早い時点で缶体の掃除を行う。 

 ＜手順＞ 

①まず、必ず電源を切り、燃料バルブを閉める。 

②加温装置の後部（煙突側）の煙室ふたを外し、スク 

リュープレートを抜く。 

③煙室にたまったカスを掃き出し、スクリュープレー 

トの汚れをワイヤブラシなどで落とす。 

④煙管にたまったカスは、燃焼室側に押し出し、バー 

ナー下の掃除口から掃きだす。 

 

(2)バーナーノズル周辺の清掃 

バーナーノズル周辺の燃焼カス（スス等）による汚れ

は、燃料と空気の正常な混合を阻害し、完全燃焼を妨げ

るので、ノズル周辺の定期的な掃除をする。 

 

(3)バーナーノズルの交換 

燃料噴霧ノズルは、使用とともに磨耗する。摩耗が進むと、燃焼状態が悪化したり、噴霧燃油量が増加す

る。噴霧燃油量が増加すると過負荷状態になり、異常な高温により缶体を傷めたりすることがあるので、故

障予防のためにも定期的（目安は１シーズン毎又は１０KL消費）なノズル交換を行う。 

また、ディフューザーが汚れていたら、ウエスやワイヤブラシ等を使用して汚れを落とす。汚れが落ちに

くい場合は、灯油や油汚れ用のクリーナーなどを使用すると落としやすくなる。 

図１ 煙室の清掃 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュア

ル(H20.3農林水産省生産局)） 

図２ 掃除前、ススで真っ黒のエアコーン、デフューザの状態 図３ 掃除後のエアコーン、デフューザの状態 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 
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(4)エアーシャッターの調整 

バーナーのエアーシャッター（燃焼空気取入口）を調整することにより燃焼状態を改善し、燃焼効率を高

めることができる。燃焼状態は、煙突から出る排気ガスの色を確認して行う。 

＜留意点＞ 

 ・煙突から白煙が出る場合には、エアーシャッターを閉じ気味にして燃焼空気量を少なくして調整する。 

・煙突から黒煙が出る場合には、エアーシャッターを開け気味にして燃焼空気量を増やして調整する。 

・排煙が無色になったらエアーシャッターの固定ネジを締める。 

・エアーシャッターを調整した後、すぐに排煙の色は変わらないので、しばらく様子を見ながら調整する。 

 

２ 温室内の温度ムラの点検 

(1)送風ダクトの適切な設置 

温室内の温度ムラは、農作物の成育に影響を与えるだけでなく、無駄な加温による燃料消費量の増加につ

ながるので、温風ダクトを適切に設置して温室内の温度ムラを極力なくす。 

まずは、温室内の複数個所の温度を測定し、温度ムラの有無や温度差を確認し、それを改善するような温

風ダクトの設置を行う。温度の測定は、暖房装置の温度センサーと同様に作物付近（成長点付近）の高さで

測定する必要がある。 

図４は、基本的な主ダクト、分枝ダクトの設置

例であるが、個別の温室において温度ムラをなく

すためには、いくつか注意が必要である。また、

主ダクトの直径や分枝ダクトの本数・直径は、暖

房装置の送風量によって異なるので、事前に当該

装置の取扱説明書で確認をする。 

一般的に、厚みのないポリダクトを使用してい

る場合、温風ダクトの表面からの放熱が多いため、

加温設備の近くでは、温風の吹き出し量を少なく、

遠くでは多くするなどの調整が必要である。また、

温室内で冷え込みが激しい場所では、温風ダクト

の本数を増やしたり、ダクトを太くするなどの工

夫をする。 

なお、ダクトを設置する際に最初から温室内の

温度ムラをなくすことは難しいので、実際の温室

内の温度ムラの状況に応じて調整する。その際、

ダクトを延長することは大変なので、当初は分枝

ダクトを長めに設置し、分枝ダクトを短くしてい

ことで調整する。 

さらに、吹出口の開放面積を調整したり、ダク

ト途中に穴を開けたりして、その温室にあった温

風ダクトの設置方法を見つける。 

 

 

 

(2)循環扇（撹拌扇）の設置 

密閉された温室内の空気の動きはわずかであり、循環扇を利用して空気を強制的に循環させることで、温

室内の温度や湿度の分布ムラをなくし効率的な暖房が可能となる。また、植物表面の乾燥を促し結露が発生

しにくくなるため、病害の発生を抑制する効果も期待できる。 

循環扇を設置し温度ムラをなくすことで省エネルギー効果も見込まれるので、循環扇の設置による省エネ

ルギー効果を引き出すため、間口や奥行きに応じて必要台数を必要箇所に設置する。 

図４ 温風ダクトの設置方法 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル

(H20.3農林水産省生産局)） 
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なお、温風暖房機の設置

温室よりも温室内が自然対

流だけとなっている温湯暖

房機の設置温室の方が、循

環扇による効果は高いとい

われている。 

循環扇の標準的な配置を

図５に示した。温室内の気

流に配慮して適切な配置に

心掛ける。 

 

 

 

 

 

３ 花きの適温管理 

作物には、品目毎、品種毎、生育ステージ毎に生育適温と言われる最も良好な生育を示す温度域

がある。施設園芸では、温室や暖房装置等を用いて作物に最も良好な環境や温度域を人工的に作り

出し、一年を通して栽培を行っている。しかし、作物の生育適温を無視した過度の省エネルギー対

策により、作物の生育不良や生産物の品質低下、収量減を招いては意味がない。品目別の生育適温

を理解して栽培管理を行うことが重要である。 

切花の冬期の標準管理温度、鉢もの類の標準管理温度、観葉植物の標準管理温度について、表１、

表２、表３に示した。 

ただし、同一品目においてもスプレーや輪物などのタイプ別の適温や品種別の適温、栄養成長や

花芽分化・花芽発達段階などの成育ステージ毎の適温や最高・最低限界温度がある。このため、品

目や品種ごとの成育ステージ別の適温を栽培開始前に必ず確認する。 

種類 昼温 夜温 備考 

キク ２５℃以下 １４～１８℃ 品種による 

バラ ２３～２５℃ １５～１８℃  

カーネーション（大輪）（周年） ２０℃ １２℃  

カーネーション（房咲）（周年） １８～２０℃ １０～１２℃  

シュッコンカスミソウ ２２℃以下 ８～１０℃ 草丈２０㎝までは夜温１５℃、 

若苗利用は夜温１５℃ 

アルストロメリア ２０℃ ５～１０℃  

スターチス（シヌアータ） ２５℃以下 ８～１０℃  

スターチス（Ｈｙｂ） ２５℃以下 １０℃  

キンギョソウ ２０℃以下 ５～１０℃  

スイートピー １８℃ ５℃ 曇雨天は夜間２℃ 

ユーストマ ２５℃ １３～１５℃  

テッポウユリ ２５℃以下 １３～１５℃  

アジアティックＨｙｂ ２５℃以下 １３～１５℃  

オリエンタルＨｙｂ ２５℃以下 １５～１８℃  

チューリップ ２５℃以下 １４℃  

ハナモモ ２０℃ ２０℃  

ユキヤナギ ２５℃ ５℃  

図５ 水平空気流動のための循環扇の標準的配置 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 

表１ 切り花の冬期の標準管理温度（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 
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種類 昼温 夜温 

アザレア １２～１８℃ １０℃ 

インパチェンス  １５℃ 

ガーベラ ２５℃以下 １５℃ 

カランコエ ２５℃以下 １０℃ 

ベゴニア（エラチオール）  １８℃ 

ベゴニア（センパ）  １０℃ 

シクラメン ２０℃以下 １２～１５℃ 

シネラリア  ５～１２℃ 

ゼラニウム ２０℃以下 ８～１２℃ 

ハイドランジア  １２～１８℃ 

ハイビスカス  １８℃ 

プリムラ（オブコニカ） ２５℃以下 １０～１２℃ 

プリムラ（ポリアンタ） ２５℃以下 ５～８℃ 

プリムラ（マラコイデス） ２５℃以下 ５～１０℃ 

ペラルゴニウム  ８～１０℃ 

 

 

 

 

種類 昼温 夜温 

アジアンタム  １２～１５℃ 

アロエ  ８℃ 

アンスリウム  １８～２０℃ 

インドゴム ２０℃以上 １３℃ 

ベンジャミンゴム  ２０℃ 

グズマニア  １８℃ 

クロトン  １８～２０℃ 

サンセベリア ２０～２５℃ １３℃ 

シンゴニウム ２０℃以下 １６～１８℃ 

シェフレラ  １２～１３℃ 

スパティフィルム  １６～１８℃ 

ディフェンバキア  ２０℃ 

ドラセナ・マッサンゲアナ ２５℃ ２０℃ 

パキラ  １８℃ 

フィロデンドロン（セロム）  １０～１１℃ 

ポトス ３５℃以下 ２０℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 鉢もの類の標準管理温度 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 

表３ 観葉植物の標準管理温度 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

最近の夏秋トマトに関する試験成果について 

 

 中山間農業研究所から夏秋トマトに関する試験成果が発表されているので、業務の参考とされたい（具体

的なデータ等は平成 24年度試験成績概要集を参照）。 

 

１ 課題名「夏秋トマトの温暖化に対応する多収穫栽培技術の開発」（本所） 

(1)高軒高 

 従来の雨よけハウスは軒高が３ｍ程度と低く、夏期にトマトが高温にさらされやすい構造となっている。

そこで、慣行の軒高（軒高３．２ｍ、肩部換気高１．６ｍ）と高軒高（軒高４．５ｍ、肩部換気高２．０ｍ）

でハウス内気温を調査した。 

高軒高にすることにより、夏期高温期においても、ハウス内気温が最大で２℃程度低くなり、その効果は

日射量が多いほど高くなった。また、ハウス内気温が３０℃を越えた時間も短くなり、慣行と比べ４８～ 

９３％であった。 

 

(2)ミスト散水 

 夏期高温期の気温低下を目的として、簡易的なミスト散水装置の効果を検証した。試験では、６ｍハウス

に極細霧散布ノズルを１．３ｍピッチで２条設置し、９時から１６時の間、散水間隔を１０分間隔で３０秒

ずつ散水した。また、ハウス内気温が３８℃を越えていれば、散水することとした。 

散水によりハウス内気温が３０℃を越えた時間は短くなる傾向にあり、散水による気温低下及び湿度上昇

効果は次回散水タイミングを迎えるまでにゆるやかに低下した。 

 

(3)穂木品種 

 「桃太郎セレクト」は「桃太郎８」と同等以上の収量が得られ、裂果対策を徹底することにより、さらに

収量性の向上が見込まれる。「ＳＣ４－４１２」は、施肥量の増減にかかわらず裂果の発生が少なく、比較

的広い範囲の施肥量で果実品質を確保できたことから、比較的栽培しやすい品種と考えられた。 

 

(4)台木品種  

慣行の「がんばる根」と「がんばる根フォルテ」「フレンドシップ」「グリーンセーブ」について、施肥

量を慣行の８０％、１００％、１２０％で比較栽培した。 

施肥量の違いによって可販収量に差は見られなかった。平均果重は９月上旬以降に、「がんばる根」シリ

ーズで低下する傾向が認められた。格外裂果の発生は「グリーンセーブ」で少なく「がんばる根フォルテ」

が多い傾向にあった。 

 

(5)葉先枯れ症  

慣行施肥体系（加里１９．８kg/10a）に対し、硫酸加里水溶液を３段開花以降毎日追肥（加里４０．８kg/10a）

することにより、葉先枯れ症の発生を軽減できることが明らかとなった。しかし、十分な効果が認められな

い場合もあるため、施肥量の調節や他の対策と併用して取り組む必要がある。葉柄汁中カリウムイオン濃度

は、区間で明確な差は認められなかった。 

 

(6)葉柄汁中養分イオン濃度（硝酸イオン、リン酸イオン、カリウムイオン） 

栽培法（養液土耕栽培、緩効性肥料中心栽培、袋栽培）の違いや異なる施肥量において、定期的な測定を

行った。 

硝酸イオンは施肥量の違いにより明確な差が表れたが、リン酸イオン、カリウムイオンは施肥量の違いに

よる明確な差が認められなかった。 
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２ 課題名「夏秋果菜類の土壌病害を回避する新たな超低コスト栽培システムの開発」（中津川支所） 

 

(1)施肥 

 「独立袋栽培」は、土壌病害を回避でき、同一ほ

場で連作が可能な超低コスト栽培システムである。 

「独立袋栽培」で夏秋トマトを栽培する場合、通

常、追肥を定植後３０日、６０日、８０日に施用す

るが、追肥の時期をやや早く定植後２５日、５５日、

７５日に施用することで、通常作（5/22定植）にお

いて、１１ｔ以上の可販収量が得られた。 

 

 

 

 

 

(2)品種 

 独立袋栽培において、慣行品種の「桃太郎サニー」に比べて、「みそら６４」、「麗夏」は着果量が多く、

収穫果数が増加した。 

尻腐れ果と空洞果は「みそら 64」で少なく、裂果は「麗夏」と「みそら 64」で少なくなり、収穫果数の増

加とあわせて、「麗夏」と「みそら 64」で可販収量が多くなった。中玉、ミニでは各品種とも期間を通じて

安定した収量があり、９ｔ/10a前後の高い可販収量が得られた。 

 

(3)装置 

 慣行の独立袋栽培装置（直管枠＋有孔ポリマルチ）に対し、土壌水分の安定と更なる低コスト化を目指し、

水稲育苗箱を利用した３タイプの栽培装置で比較試験を行った。 

  装置①「有孔ポリマルチ」 

装置②「底面給水マット＋透水防根シート」 

装置③「アクアフォーム（ポリフェノール発泡樹脂）＋透水防根シート」 

培地の水分は、慣行に比べて装置①でやや高く、装置②で同等、装置③で低くなったが、大きく生産性を

落とすことはなかった。 

 

(4)栽植密度 

 独立袋栽培は、茎葉の繁茂が少なく、高栽植密度での栽培が可能と考えられる。そこで、単位面積当たり

の収量増加につながる適正な栽植密度を検討した。 

晩期作型（定植 7/23）における栽植密度を２，５００本/10a、２，８５７本/10a、３，３３３本/10aで比

較した結果、株当たり収穫果数、平均果重、障害果発生数はほぼ同じであったことから、面積当たり株数が

多い３，３３３本/10aが適当と判断された。 

 

(5)現地試験 

 土耕栽培で、前年まで土壌病害がひどくほぼ全滅したほ場等において、独立袋栽培の現地栽培試験を行っ

た。その結果、実証を行った３戸とも、土壌病害に対して強い抑制効果が確認された。 

収量性は、健全な生育をした土耕栽培と比べてやや低下するものの、重度の青枯病汚染ほ場では有効な病

害対策となりうることが明らかとなった。ただし、通路シートがめくれあがり、栽培培地に覆いかぶさるこ

とで青枯病が確認されたことから、管理に注意が必要である。 

 

 

 

 図１ 独立袋栽培装置(慣行) 
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乳牛への飼料用米利用に向けて 

 

１ はじめに 

 飼料用米は、輸入濃厚飼料（主にトウモロコシ）の代替として、全国的に活用が進められている。岐阜県

においても平成１９年以降本格的に生産・活用が始まり、栽培面積も急速に拡大している。県施策において

は、ぎふ農業・農村基本計画の主要品目に位置付け、平成２７年度を目標に栽培面積を１，０００haに拡大

することとし、様々な取組を行っている。 

 本県における飼料用米活用の取組は、これまで主に養鶏において進められており、現時点では６割以上が

鶏での利用となっている。他の畜種においては今後利用拡大が期待されるところであるが、近年乳牛におい

ても徐々に利用され始めている。 

 そこで、乳牛への飼料用米利用に向けて、岐阜県畜産研究所から飼料用米の品種および加工粒度の違いが

乳牛の消化性および栄養価に及ぼす影響について報告があったので紹介する。 

 

２ 飼料用米の乳牛における飼料特性 

 飼料用米の成分は、玄米であればトウモロコシ（子実）とほぼ同じであり、デンプンを主体としているた

め可溶無窒素物（ＮＦＥ）が大半を占める。また、籾米はもみ殻があるため、粗繊維や粗灰分が玄米より多

くなる。 

 県内で栽培されている専用品種のうち玄米で４品種、籾米で５品種について、一般成分を分析された結果

を表１に示した。玄米においては、品種による成分値の差が小さく、日本標準飼料成分表(2009)（以下成分

表とよぶ）の値とほぼ一致した。籾米においては、各成分とも品種による差が見られた。また、各品種とも

可溶無窒素物が成分表より高い傾向にあり、特にホシアオバで高い値であった。粗タンパク質、粗繊維及び

粗灰分については成分表より低い傾向にあった。 

　　表１　飼料用玄米及び籾米の成分値 （岐阜県畜産研究所）

夢あおば ホシアオバ北陸193号モミロマン 成分表1) べこごのみ夢あおば ホシアオバ北陸193号モミロマン 成分表1)

成分値　（乾物％（水分除く））
水分（現物％） 14.9 13.8 14.9 15.3 14.8 14.9 15.1 14.7 14.6 14.4 13.7
粗タンパク質 8.1 7.2 7.8 8.0 8.8 6.4 5.4 6.6 6.7 6.0 7.5
粗脂肪 2.3 2.6 2.6 1.8 3.2 1.7 1.9 2.0 1.8 1.7 2.5
可溶無窒素物 87.3 87.7 87.1 87.6 85.6 80.9 80.1 82.5 78.7 80.7 73.7
デンプン 80.3 79.2 78.3 82.0 ―　 68.2 65.5 72.4 67.8 68.5 ―　
粗繊維 0.9 1.1 1.0 1.2 0.8 8.2 9.2 6.3 9.5 9.0 10.0
粗灰分 1.3 1.5 1.5 1.4 1.6 2.8 3.4 2.6 3.2 2.7 6.3
1)日本標準飼料成分表（２００９）

玄　　　　米 籾　　　　米

 

 同様に各品種ごとに消化試験を行い、飼料用玄米及び籾米の消化率及びＴＤＮ含量を算出した結果を表２

に示した。玄米及び籾米の各成分の消化率は、品種により大きな差はなく、成分表の値ともおおよそ一致し

ていた。また、主な成分であるデンプンの消化率はほぼ１００％であり、可溶無窒素物の消化率は玄米で 

９６％、籾米で９２％と高い値であった。 

　　表２　飼料用玄米及び籾米の消化率及びＴＤＮ含量 （岐阜県畜産研究所）

夢あおば ホシアオバ北陸193号モミロマン 成分表1) べこごのみ夢あおば ホシアオバ北陸193号モミロマン 成分表1)

消化率　（％）
有機物 93.3 94.4 94.3 93.7 ―　 82.6 81.6 84.1 81.5 82.3 ―　
粗タンパク質 52.5 53.2 55.0 60.2 70 42.6 41.2 44.8 52.9 46.5 58
粗脂肪 94.4 94.8 94.7 93.4 84 88.2 92.1 93.6 94.6 94.2 71
可溶無窒素物 95.2 96.3 95.4 96.0 96 91.9 91.6 92.3 91.6 92.2 92
デンプン 99.2 100.0 99.2 99.0 ―　 100.0 99.8 99.9 99.9 100.0 ―　
粗繊維 ―　 ―　 ―　 ―　 70 16.9 12.8 10.4 13.3 11.9 15

ＴＤＮ（乾物％）1) 94.9 96.1 95.9 94.5 94.9 82.1 81.2 84.2 81.1 82.0 77.7

1)TDN＝可消化有機物含量＋可消化粗脂肪含量×１．２５　の計算式により算出

玄　　　　米 籾　　　　米

 

 ＴＤＮ含量は玄米では約９５％と品種による差は小さかったが、籾米では８１～８４％と品種による差が

大きく、成分表の値より高い値を示した。籾米では、特にホシアオバのＴＤＮ含量が高く、可溶無窒素物が

高い品種ほどＴＤＮ含量が高くなる傾向がある。 
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 これらのことから、飼料用玄米を利用する

場合は、成分表の値を使って飼料設計するこ

とができるが、飼料用籾米を利用する場合は、

一般成分組成、特に可溶無窒素物の含量によ

りＴＤＮ含量にバラツキがみられるため、各

飼料ごとに飼料分析を行い正確なＴＤＮ含量

を把握する方が良いと言える。 

 平成２２年から２４年にかけて県内で栽培

された飼料用籾米の可溶無窒素物とＴＤＮ含

量の関係を図１に示した。これをみると、Ｔ

ＤＮ含量は最大７％の開きがみられ、一口に

飼料用米と言っても、その栄養価には大きな

バラツキがあるのが分かる。 

 また、品種によるＴＤＮ含量に特徴がみら

れ、ホシアオバはＴＤＮ含量が高く、モミロ

マンは低い傾向がみられた。要因としては、

ホシアオバは多品種より千粒重が大きい特徴

があり品種による特徴といえるが、モミロマ

ンは不稔の割合が高い傾向があり、栽培管理

の影響が高いと考えられる。 

 

３ 乳牛への飼料用米の給与方法 

 飼料用米を無処理のまま乳牛に給与すると、維持レベルの飼料給与量であっても籾米で約３０％、玄米で

も約２５％が未消化のまま糞中に排泄される。そのため、無処理のまま給与する場合は、何らかの加工処理

（粉砕、粗挽き、圧ぺん等）を施した場合に比べ、飼料用米のＴＤＮ含量が大きく低下する。一方、加工処

理した飼料用米のＴＤＮ含量は成分表の値に近く、処理方法による差は小さい。 

 したがって、籾米、玄米に関わらず、飼料用米を乳牛に給与する場合は、何らかの物理的加工処理を実施

して消化性を高める必要がある。 

 最近は、畜産農家向けの小型

の飼料米破砕装置が各メーカー

から販売されている。そこで、

破砕する粒度を変え消化試験を

行った結果として、２mm以上の

粒の割合（加工粒度）とＴＤＮ

含量の関係を図２に示した。 

飼料用米は破砕することで糞中

への排せつ割合が低下し、加工

粒度が細かくなるにつれてＴＤ

Ｎ含量が高くなる傾向がある。

これにより、破砕処理を行う場

合は、２mm以上の粒の割合が 

４０％以下となる加工粒度を目

安として破砕すると良い。 

 

４ おわりに 

 現在、国では米政策の見直しが検討されており、飼料用米の振興施策は重要な位置を占めている。次年度

以降飼料用米の生産拡大を推進するうえで、前述の不稔籾の混入による飼料品質の低下といった課題もある。
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図１ 籾米の可溶無窒素物とＴＤＮ含量の関係 

    （岐阜県畜産研究所） 

図２ 飼料用米の加工粒度とＴＤＮ含量の関係（岐阜県畜産研究所） 
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そのため生産現場においては、飼料価値をより高めるため、適正な栽培管理の徹底を図っていく必要がある。 

 また、平成２２年夏以降、とうもろこしの国際価格（シカゴ相場）の影響等により配合飼料価格は上昇し、

現在も非常に高いレベルで推移しており、畜産農家の経営を圧迫している。そのため、トウモロコシと同等

の栄養価をもつ飼料用米は、今後、酪農を始め、肉用牛、養豚など養鶏以外の畜種でも需要が高まってくる

ことが予想される。そのため、飼料用米栽培を推進するにあたっては、飼料用米を利用する地元の畜産農家

のニーズも考慮し、地域内での流通を進めていってもらいたい。 

 

（参考文献） 

 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構(2013)：飼料用米の生産・給与技術マニュアル２０１２

年度版. 

 浅井英樹(2013)：平成２５年度畜産研究所ふれあい報告会（研究成果発表会）要旨,岐阜県畜産研究所酪農

研究部. 

 

 

 

主要切り花の品質管理（日持ち）について 

 

１ はじめに 

切り花の消費拡大のキーワードとして「日持ち保証販売」という言葉がある。これは、消費者に切り花を

販売する際に購入後の鑑賞に堪えうる日数を保証し、その日数に満たない期間で枯れるなど鑑賞が出来なく

なった場合は、交換（保証）するという取組みである。これは、イギリスのチェーンストアで実施されたこ

とが発祥とされ、日本でも少しずつではあるが、この取組みが始まっている。 

日持ち保証は、現在ほとんどの場合、小売店側が保証する形で行われている。しかし、今後消費拡大に向

けこの取組みをさらに進めていくためには、生産・流通段階で適切な品質管理を行い、切り花の品質を維持

していく必要がある。 

以下に切り花の品質管理に関する項目について紹介する。 

 

２ 切り花が鑑賞価値を失う原因について 

(1)エチレン 

 エチレンは一般的に切り花の老化を促進するが、中にはほとんど老化を促進されない品目もある。 

エチレンにより老化が促進される（エチレン感受性が高い）代表的な切り花には、「カーネーション」、

「シュッコンカスミソウ」、「スィートピー」、「デルフィニウム」などがある。 

反対に感受性が低い切り花としては、「キク」をはじめとするキク科や「ユリ」をはじめとするユリ科、

「グラジオラス」などのアヤメ科などの花があげられる。 

 

表１ 切り花のエチレンに対する感受性 

  感受性                   品   目 

非常に高い カーネーション 

高い シュッコンカスミソウ、スィートピー、デルフィニウム、 

ラン（デンドロビウム、バンダ） 

やや高い カンパニュラ、キンギョソウ、ストック、トルコギキョウ、 

バラ、ブルースター 

やや低い アルストロメリア、スイセン 

低い キク、グラジオラス、チューリップ、ユリ類 
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 エチレンは、植物のどの部位からも発生し、特に果実（リンゴ、バナナ等）からの発生が多い。植物から

の発生の他に石油ストーブを燃焼したときのガス、車の排気ガス、タバコの煙などにも含まれている。その

ため、切り花の出荷調整を行う場所の環境においては、エチレンの発生源に注意を払いたい。また、トルコ

ギキョウ、リンドウ、デルフィニウムなどは、受粉によりエチレンの生成が著しく増大して花弁の萎凋や離

脱が促進されるため注意する。 

 

(2)水揚げの悪化 

 切り花の水分状態は、吸水量と蒸散量の差し引きにより決まるが、吸水量が多いほど水揚げがよいとみな

してはいけない。水揚げは、水の吸収を意味する語ではなく、切り花の水分状態を表す語である。 

水揚げ（水分状態）が悪化する要因のひとつとして、吸水量よりも蒸散量が多い場合が考えられる。蒸散

は主に葉の裏側にある気孔を通して起こり、気孔は明所では開き、暗所では閉じる。また、低湿度条件では

蒸散が促進される。そのため、相対湿度を高めたり、暗所に置くなどの対策を行い、蒸散量が過多になるこ

とを防ぐ。 

 さらに、水揚げの悪化の直接的な要因として導管の閉塞による給水量の制限がある。導管閉塞の要因とし

ては、「細菌の増殖」、切り口と導管内部に発生する「気泡」や「傷害反応」があげられる。切り花の切り

口は空気さらされており、空気が導管に入り込むことで吸水を阻害する。水から離す時間が長いと茎の上部

導管にも気泡が生じ、切り戻しによる気泡の取り除きが出来なくなる。気泡による導管閉塞を防ぐためには

湿式輸送（バケット利用）が有効である。 

また、切り花の切り口では、切断によって表皮を保護する物質の合成と蓄積（傷害反応）が行われ、次第

に導管閉塞が進行する。このため抗菌剤処理や切り口を熱湯に浸し組織を死滅させるなどの対策を行い、導

管閉鎖を防ぐ。 

 

(3)糖質の不足 

 植物は光合成により糖質を合成しているが、切り花は一般的に暗所に置かれるため、光合成することがほ

とんどできない。そのため糖質濃度が低下して、エネルギー源が不足することにより、日持ちの短縮につな

がっている。また、開花の過程で切り花中に貯蔵していた糖質を消費し、糖質不足によって蕾がきれいに開

花せず鑑賞価値を損なうこともある。そこで、糖質を含む品質保持剤を処理することにより、日持ちの延長

を図る。 

 

３ 切り花の生産者段階における品質管理等について 

(1)生産 

 切り花の日持ちは、生産時の環境条件や方法により影響され、一般的に高温、高湿度、低照度条件で生産

された切り花の日持ちは短い。特に、高湿度条件で生産された切り花では、気孔の開閉能が阻害され、蒸散

過多により日持ちが短くなりやすいため、生産施設の環境に留意する必要がある。 

 

(2)収穫 

 基本的事項になるが、日中は温度が高いため収穫した切り花の品温が上昇しやすくなり、さらに蒸散が盛

んなため吸水が追い付かず、品質低下につながる恐れが高い。そのため、朝の涼しい時間帯に収穫を行う。 

 

(3)水揚げ・前処理 

 収穫した切り花は、できる限り早く吸水処理を行うが、冷蔵庫内で品質保持剤を用いて行うことが必要で

ある。カーネーション、デルフィニウムなどエチレンに感受性の高い切り花では、生産者段階でＳＴＳ剤（品

質保持剤）処理を行うと品質保持効果が非常に高く、消費者段階においても日持ち効果が上がる。 

 前処理剤の液は、繰り返し使用すると細菌が増殖する恐れもあることから、出来るだけ１回限りの使用と

する。 
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(4)県内主要生産品目における品質管理の留意点等 

県内で生産されている主な切り花品目における日持ち向上等に関する生産上の留意点について、表２にま

とめた。品目によりエチレンの感受性の違いだけでなく、栽培管理上のポイントを示したので、指導上の参

考とされたい。 

表２ 主要切り花品目における日持ち性等に関する生産上の留意点  

品 目 名 アルストロメリア 

◆生理的特性 

   小花の日持ちは２３℃で１０日ほどと比較的長い。エチレンに対する感受性はやや低い。 

◆生産上の留意点 

   抜き取り収穫した際の地中にあった白色茎部を残すと吸水が劣るため、切り戻しの位置は緑

色位置とする。葉の黄化抑制にはジベレリン処理が効果的であり、市販の前処理剤にも含まれ

ているためそれを使用して対応する。 

品 目 名 カーネーション 

◆生理的特性 

   エチレンの感受性の高い代表的な品目だが、品種間差が大きい。  

◆生産上の留意点 

   収穫後、速やかに水揚げをかねて前処理剤（ＳＴＳ剤）の処理を行う。処理剤の濃度が高す

ぎると葉や花弁にクロロシスを生じる場合があるため、所定の濃度・処理時間に留意する。 

品 目 名  ガーベラ 

◆生理的特性 

   エチレンの感受性は低く、阻害剤による日持ち延長効果は少ない。日持ちに影響する最大の

原因は細菌の増殖によるもの。細菌の感受性は、品種間差と季節間差がある。 

◆生産上の留意点 

   蕾の状態で収穫すると水が揚がりにくいため完全に開花した状態で収穫する。塩化カルシウ

ム（１～１．５％）の収穫前の散布処理、または収穫後の浸漬処理で日持ちが延長する。 

   調整時に基部を切り取る場合は、出来る限り少なくする。 

品 目 名 キク 

◆生理的特性 

   エチレンの感受性は低いが、一部には葉のエチレン感受性の高い品種がある。 

◆生産上の留意点 

   高温多湿条件下での栽培は、導管数の減少、葉の黄化などにより日持ちに影響するため留意

する。 

品 目 名 トルコギキョウ 

◆生理的特性 

   エチレンの感受性は比較的高いが品種間差が大きい。花色の発現は花弁内の糖質濃度に依存

している。 

◆生産上の留意点 

   高温期の遮光（特に６０％以上）により日持ちに影響する。３～４輪が完全に開花した状態

で収穫する。 

品 目 名 バラ 

◆生理的特性 

   エチレンの感受性は比較的高いが、品種間差が大きい。水揚げ悪化の原因は蒸散過多と導管

閉塞による。 

◆生産上の留意点 

   朝夕に収穫し、直ちにスクロース、抗菌剤を含む品質保持剤の処理を行う。 

 


