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今月のトピックス 

 

県育成花き「フランネルフラワー」フロリアード２０１２入賞 
 

 岐阜県が育成し、県内で生産が取り組まれているオリジナル品目のフランネルフラワー

が２０１２年にオランダで開催された国際園芸博覧会“フロリアード２０１２”の品種コ

ンテストにおいて、第２位となる２席を受賞した。以下にその概要を紹介する。 

 

１ コンテストの概要 

 コンテストの舞台となった“フロリアード２０１２”は、オランダで１０年に一度開催

されるＢＩＥ（国際博覧会事務局）及びＡＩＰＨ（国際園芸家協会）の認定を受けた万博

クラスの博覧会で、世界中の花が集まることから「花のオリンピック」とも言われている。

第６回目となる今回は、平成２４年４月５日～１０月７日の半年間、オランダ王国フェン

ロー市で開催された。 

この国際園芸博覧会の会場において、品種コンテストが３回（春、夏、秋）開催され、

それぞれテーマ「部門」ごとに出品花きの審査がされた。今回、受賞したフランネルフラ

ワーについては、夏のコンテスト（部門：「中庭・屋外の鉢物」の部）に出品された。 

（フロリアード２０１２の正式名称は、２０１２年フェンロー国際園芸博覧会） 

 

２ 受賞品種の概要 

(1)品種  フェアリーホワイト（フランネルフラワー） 

      品種登録日：平成２１年９月１０日 

(2)特徴 

１０枚の白色の細長い花弁(先端は緑色)を持ち、１年中開花

するが、春から初夏が見頃。低温にも高温にも強く、病害虫に

も強い。また葉色はやや白色を帯び、葉の表面には細かい毛が

あり、手触りは布地のフランネルに似ている。 

                           ＜写真：フェアリーホワイト＞ 

３ 入賞結果 

 コンテスト（夏の部）においては、受賞

部門の「中庭・屋外の鉢物」の部の他、合

計１０部門において、６５７品種（日本か

らは１１２品種）が出品され、日本からの

出品のうち、フランネルフラワー（フェア

リーホワイト）が２席、トルコギキョウが

１席から３席に入賞した。（フェアリーホ

ワイトの採点結果は、９．４０点） 

 また、春、夏のコンテストを通じて出  

品された全１,１３３品種のうち、日本からの出品で３席以上を受賞した品種は１５ある

が、都道府県等の公的機関が受賞したのは、岐阜県のみであった。今回の受賞を期に対外

的なＰＲに努め、フランネルフラワーの生産振興につなげていきたい。 

＜写真：フロリアード２０１２コンテスト会場での入賞品種紹介＞ 
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               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆１１月下旬～１２月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

１１月下旬は、天気は周期的に変わり、

低気圧や気圧の谷の通過後は寒気が南下し

て、冷え込んだ日があった。２５日に「初

氷」が観測され（平年１２月２日より７日

早く、昨年１２月１０日より１５日早く

なった。平均気温は岐阜では低くなり、高

山では平年並となった。降水量は岐阜では

多くなり、高山では平年並となった。日照

時間は岐阜、高山ともに平年並となった。 

１２月上旬は、飛騨地方を中心に曇りや

雪または雨の日が多くなり、旬の終わりに

は、強い寒気が南下して山地を中心に大雪

となった。８日に「初雪」が観測され、平

年１２月１４日より６日早く、昨年（１２

月１６日）より８日早くなった。平均気温

は岐阜ではかなり低くなり、高山では低く

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、高山ともに平年

並となった。 

１２月中旬は、冬型の気圧配置や高気圧

に覆われて晴れた日が多くなった。旬の中

頃には日本付近を低気圧が通過して天気の崩れた日があり、特に１５日はこの時期として

はまとまった雨が降った。平均気温は岐阜、高山ともに低くなり、降水量は岐阜では多く

なり、高山では少なくなった。日照時間は岐阜、高山ともに多くなった。 

 

２ 今後の気象予測 

 ◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台１２月２１日発表 

向こう１か月の天候は、期間のはじめは冬型の気圧配置が強まり寒気の影響を受ける。 

【１ヶ月予報（１２月２２日～１月１８日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 

12/22～12/28 高気圧に覆われて晴れる日もあるが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がり

やすく、期間のはじめに雨や雪の降る日がある。岐阜県山間部では、気圧

の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、雪や雨の降る日が多い見込み。 

12/29～1/4 冬型の気圧配置が現れやすい。天気は平年と同様に晴れの日が多い見込

み。岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込み。 

1/5～1/18 冬型の気圧配置が現れやすい。天気は平年と同様に晴れの日が多い見込

み。岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪の日が多い見込み。 
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農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

(1)作柄 

 ２４年産の水稲は、ここ近年の５月の低温による生育不良（２２、２３年）や、台風被

害（２３年）もなく、平年並みの作柄となった。統計調査数値を見ると、２．０mm 篩目

以上の分画率は高く、１０月末現在の１等比率に見る品質もこれまでにない良好な状況と

なっている。 

 

 表 作況指数と１０月末時点の水稲うるち１等比率および検査数量 

年産 
作況指数 ２mm 以上の

分画率(％) 

１等比率

(％) 

検査数量

(ｔ) 岐阜県 西南濃 中濃 東濃 飛騨 

24 101 101 101 101 101 85.5 71.9 24 

23 99 100 99 100 97 78.5 60.3 21 

22 97 97 96 99 99 82.5 23.8 19 

21 94 95 93 95 93 78.6 68.1 23 

20 100 100 101 102 100 81.6 60.5 22 

 

 しかし、系統集荷率や種子生産状況から、今年度は中生種「あさひの夢」の作柄が不調

に終わった。１０月中旬まで降水量が殆ど無かったことが影響していれば中晩生種に何ら

かの不調が見られたであろうが、同熟期の「モチミノリ」には影響が無く、多収であった。

このことから、気象的要因が原因とは言えず、「あさひの夢」にのみ影響した何らかの原

因があったと考えられる。 

今年作、注目することは「セジロウンカの多発生」である。県内全般では多発生という

ほどではなかったが、県内山沿い地域でセジロウンカのやや多発生の報告があり、隣県の

愛知県ではこれまでにない多発生であったようである。あさひの夢はセジロウンカの殺卵

効果が低い特性から、箱施薬の防虫効果が低下し始める時期に多数のセジロウンカが飛

来・産卵し、殺卵効果が低いことと本田防除のタイミングが合わなかったことで増殖し、

減収にまで影響したと考えられる。次年度の飛来状況によっては、本田防除の適期散布が

重要になってくる。 

 

 

２ 大 豆 

(1)収穫状況 

早生品種では収穫期に定期的な降雨に遭遇し、中晩生品種では１２月上旬の降雪に遭っ

たため、収穫作業が一時停滞したものの、全体的にはＨ２１年産のような遅れもなく、例

年通りの順調な収穫が進められている。また、前年同様ハスモンヨトウによる食害は少な

い。しかし、収穫未完了の圃場については、今後、降雨や降雪などの悪天候により作業が

停滞すれば、品質の低下が心配される。 
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(2)冠雪の影響と対策 

 １２月９日に思わぬ降雪に見舞われ、その後大豆が乾く前に降雨が重なり、収穫作業が

残りわずかではあるが止まった。根雪とはならなかったものの、平成１７年の降雪被害を

思い起こされたため、当時の対策等を振り返っておく。 

 ①冠雪による倒伏と沈降力による地表面への横臥倒伏の助長による収量減 

・乾燥が進まず、収穫作業ができなかった。 

・高刈りが必要となり、収穫ロスが拡大した。 

・根雪期間が長期化し、コンバイン等収穫機械が搬入不可能となった。 

 ②融雪時の浸漬による品質低下 

・莢の防水機能が低下した。 

・乾湿が繰り返されたため粒が膨張収縮し、しわ粒、裂皮粒、破砕粒が発生した。 

・融雪時に滞水し、大豆莢内が長時間にわたり過湿状態となり、腐敗粒が発生した。 

 ③対策 

  ア 融雪、ほ場の乾燥を待っての速やかな収穫 

   事前に融雪状況、ほ場の乾燥状態の把握に努め、しわ粒、汚損粒の発生が懸念され

るが、粒の水分がやや高めでも収穫作業を開始する。なお、収穫にあたっての水分の

目安は茎水分６０％、粒水分２５％を目安とする。 

  イ 汚損粒、腐敗粒の発生軽減 

   汚損粒の発生をできる限り軽減するため、コンバインの刈り取り高さを１５cm程度

とする。農産物検査における特定加工用（合格大豆）のクリアを踏まえて、必要に応

じて大豆クリーナーを使用する。 

※腐敗粒の発生は根雪期間との相関が高いが、腐敗粒発生の目安として黒変莢を調査

する方法がある。莢の黒変率が５０％以上の莢が全体の８０％以上を占めた場合は、

内部の子実のほぼ１００％が腐敗粒となり、収穫不能と判断することができる。黒

変率が３０％未満の莢では内部の子実が健全であることが多いので、慎重な収穫作

業が求められる。 

 

図 大豆の年産別収穫進捗 
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ウ 乾燥時におけるしわ粒、裂皮粒の軽減 

   乾燥作業全般を通して、しわ、裂皮の軽減のため、通常より低い温度で乾燥する。

穀粒水分２０％以上の場合は、常温通風乾燥により２０％以下に水分を下げてから 

１５％以下に仕上げる。 

 

      

写真 降雪に遭遇した大豆圃場 

 

 

３ 麦 類 

(1)作付動向 

 表 品種別播種面積(ha) 

品種 20 年産 21 22 23 24 25 
(見込み) 

農林 61 号 1,804 1,467 1,502 1,547 1,521 1,394 

ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ 844 1,198 1,226 1,194 1,229 1,224 

ﾀﾏｲｽﾞﾐ 108 131 149 157 227 290 

さとのそら - - - - 0.7 30 

ﾐﾉﾘﾑｷﾞ 124 105 136 161 179 125 

ﾌｧｲﾊﾞｰｽﾉｳ 18 18 28 24 23 21 

さやかぜ - - - - - 50 

 

 小麦の生産面積は微増状況にある。しかし、品種別にみると、大きな動きも見られる。

農林６１号は前年から減少している。昨年、ＪＡぎふ管内の羽島市で農林６１号が全面的

にタマイズミに切り替えられた。それに続き、本年は岐阜市でも全面切り替えとなった。

硬質小麦の需要は高く、国の交付金もパン・中華麺用途には加算措置があることから、大

きく動いた。また、農林６１号の産地ではコムギ縞萎縮病が増大傾向にあることから、コ

ムギ縞萎縮病に抵抗性を示す新品種の実証栽培が一部の地域で始まり、農林６１号の減少

につながっている。しかし、全国的に普通アミロース品種の生産面積が縮小するなか、汎

用性の高い農林６１号を求める実需の声もあるため、他地域での増産により、急激な減少

には歯止めがかかっている。イワイノダイチは、２年続きの凍霜害は受けたものの、農業

者戸別所得補償交付金の品質ランク区分が確保されたことで、引き続き面積が維持されて

いる。コムギ縞萎縮病に抵抗性の品種でもあるが、実需との需要量調整も作用して、前年
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と同程度の面積に抑制されている。タマイズミは、農林６１号で触れたように、岐阜市分

の農林６１号が切替えられた結果、増加している。 

 大麦の生産面積は前年並みとなっている。ミノリムギは、揖斐地域での生産が新品種

「さやかぜ」に置き換わったが、従来の産地（郡上市・恵那市・中津川市）では引き続き

生産されている。ファイバースノウは、飛騨地域でのみ生産されているが、戸別所得補償

制度で推奨された飼料稲等への品目転換で減少傾向が続いている。 

 

(2)播種状況 

 平成２２・２３年産の過去２年に渡って早播したイワイノダイチが３月の凍霜害に見舞

われたことから、２４年産は早播するほ場を少なくした。その結果、影響の現れそうな低

温に見舞われたが被害はほぼ無く、春の良好な天候も影響し、豊作となった。これを経験

したことから、本年も不要な早播は前年同様控えられ、それに続く農林６１号の播種へと

移行していった。 

 １１月上旬を過ぎると、一週間から１０日毎にややまとまった降雨に遭遇しているが、

事前に施工した補助暗渠や額縁明渠の排水対策で圃場の悪化は回避され、順調な播種作業

が進んでいた。しかし、１１月下旬から始まった大豆の収穫が影響したのか播種作業は停

滞し、追い討ちをかけるように１２月９日の降雪で止まった。幸い根雪にはならなかった

が、その後の１５日にも降雨もあり、播種作業の完了が厳しくなっている。 

 

 

図 降雨と播種進捗の関係（左：25 年産、右：24 年産） 

 

(3)除草 

 土壌処理除草剤の効果が不十分で、播種後しばらくして一年生イネ科雑草と広葉雑草が

混在して発生が多くなった場合、麦葉齢２Ｌ～３Ｌ期以降に茎葉除草剤の散布を行う。 

 播種後に散布した土壌処理剤は３０～４０日位で効力が無くなるだけでなく、厳寒期が

暖冬で経過すると、スズメノテッポウやヤエムグラなどの雑草の多いほ場が目立つように

なり、麦の生育に直接影響することもあるので注意する。生育の中盤以降に使用できる除

草剤もあるが、必ず使用時期や使用量等を確認して使用する。 

①防除のポイント 

  スズメノテッポウは、５葉期を過ぎると除草効果が劣るので、防除時期が遅れないよ

うに注意する。湿田の場合は除草剤の処理層も壊れやすく、スズメノテッポウが生えや
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すくなる。ヤエムグラは、地中の深いところから、だらだらと発生するので、ある程度

生え揃った時期に防除する。また、陰性植物なので、麦が大きくなっても麦に絡みつき

ながら大きくなる。 

②麦用除草剤の新規成分 

  他県の麦作で問題となっている雑草(ヤエムグラ､カズノコグサ、抵抗性スズメノテッ

ポウ)に対して有効な成分（プロスルホカルブ、エスプロカルブ、インダノファン等）

を含む除草剤が販売されている。それらは未熟な堆肥利用と固定転作で増加したネズミ

ムギ（イタリアンライグラス）にも有効であるとして現地試験が取り組まれ、冬季の抑

制効果は確認された。しかし、春季に後発生があり十分な効果が得られなかった事例も

あり、麦固定転作でシードバンクが大量に形成されていることが関与しているものと考

えられる。そのようなほ場においては、水田復帰や夏季の耕種的防除も必要であり、単

年度ではなく継続的な雑草防除に努める。 

 

(4)踏圧 

 播種作業が早く、出芽が順調である場合は、茎立ちに注意する。特に、播性の低い農林

６１号やタマイズミの生育が旺盛な場合、田面が乾いている状態を確認の上で、１２月～

１月末までの間に踏圧作業の実施を検討する。また、早播し生育が過剰にあるイワイノダ

イチについても、茎立ちが早過ぎると３月に凍霜害に遭遇する危険性があるので、状況に

応じて踏圧を行う。 

①効果 

 ・主茎の生育を抑え、分げつの発生を促進する。 

 ・土壌を固めて株支持力を高めることで倒伏を防止する。 

 ・凍霜害への抵抗力を高める。 

②注意点 

 ・作業開始時期は本葉４葉以降で、節間が伸長し始める前までに終了させる。 

 ・初期生育が不足している場合は、行わない。 

 ・土が湿っていると作土が締まり過ぎて湿害が発生するため、土が白く乾いた状態で実

施する。 

 

 

４ 野 菜 

 今冬は、気温が低い日が多くなっている。また、今後も低温傾向にあり、平野部でも降

雪日があるとのことで、ハウスの保守管理や栽培管理等について充分な注意が必要である。 

 施設園芸において、短時間での多量な降雪には特に注意する必要がある。冬の初めと終

わりがけに降る“重い雪”はもとより、厳冬期に降る雪は曇天が続き気温が低いため解け

にくい。天井ビニール等への着雪や連棟ハウス間の雪溜まり、単棟ハウスにおいてもハウ

スの間の雪溜まりにより、ビニールの破損やハウスの損壊に繋がりかねない。着雪による

日照不足も生育に大きな影響を与える。また、雪解け水のハウス内への侵入やしみ込みに

よる排水不良やハウス内湿度の上昇による病害の発生、土壌温度の低下による生育遅延な

ども懸念される。雪が降り始めたら、少しでも早く内張ビニールを少し開けて、暖気を上

部にも流すようにして、早々に雪を溶かすような工夫をする。 

 低温と日照不足についても、保温や加温、内張の開閉、炭酸ガスの施用等によりハウス
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内環境を改善するよう努めたい。 

 

(1)イチゴ（厳寒期の栽培管理） 

①現地の優良事例より 

  今年は、９月以降も高温が続き、頂花房（第１花房）や腋花房（第２花房）の花芽分

化のバラツキや遅延が発生した。その後の気象経過により一端は生育が促進し遅れを取

り戻したものの、今度は１０月下旬以降の低温傾向によって開花や肥大・着色が遅れ、

現在出荷量の伸び悩みとなっている。 

  今月から来月にかけては、気温・日照ともに低く栽培には厳しい季節となる。 

夜間の温度確保が難しくなる分、昼間の温度保持・管理を徹底して、極端に草勢を落

とすことなく乗り切りたいものである。 

写真１、２は、１２月下旬の「濃姫」の土耕栽培の様子である。頂花房（第１花房）

の収穫･出荷はやや遅れてはいるが、果形よく玉伸びも申し分ない状況であった。 

また、写真３のように、第２花房は揃いよく斜め上方向に勢いよく伸びて来ている。

写真４では、早くもウネ全体に張り出している根の様子が伺われた。 

このハウスでは、今年の生育や花房の出蕾・開花状況、気象予報等により、例年より

も早めの保温やハウス閉め切り時の炭酸ガスの利用、夜間電照を進め、草勢確保に努め

ているとのことであった。また、天候や気温を考慮して、１～２日に１回のこまめな潅

水管理を実施しているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 明るいハウス内         写真２ 直接冷気を当てない工夫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真３ １２月下旬の草勢         写真４ 草勢を支える根張り  

②草勢管理の目安 

  草丈の目安は以下のとおりとする。 

   濃姫：２５～３０cm  美濃娘：２０～２５cm 
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写真５ 内張カーテンの開閉 

写真６ １２月中旬の美濃娘 

  また、草丈だけでなく第２花房の伸びや第３芽の新（芯）葉の伸び、芽の強さ（太

さ）、下葉の色や新葉の色ツヤなど、株全体をよく観察して草勢を確認する。 

草勢が低下しつつあるようであれば、温度とかん水管理を中心に、電照の活用や花数

の制限、可能なら炭酸ガスの利用などを行い、草勢の維持に努める。 

③温度管理の目安 

 

 

 

 

 

草勢が低下しつつあるときは、まず、徹底した 

 温度管理に努めたい。従来は午前中を中心に２８ 

 ～３０℃程度を上限としたやや「ふかし」気味の 

 管理としていたが、ミツバチの飼養に配慮すれば、 

 出来る限り長い時間２５℃前後を上限とする温度 

 が確保できるよう心がける。 

  燃油の使用量が増える季節でもあることから、 

 ４段サーモ等を活用して深夜は５～８℃とするが、 

 それ以外の時間のトータルでいかに草勢維持温度 

 を確保するかが重要である。 

  早朝の加温や保温を徹底し、熱を外に逃がさないように暖房機やビニール等を活用す

る。また、換気開始時間を遅めにし、換気後は速やかに閉める。昼間は太陽熱が地面に

よく蓄えられるよう、写真５のように内張りカーテンを開けるなど工夫する。またハウ

スサイドの内張を高くして、寒風が直接株に当たらないよう注意する。 

  厳寒期には特に、外気温が低下し始める前にハウスを閉めて保温・加温に努める。 

  ４段サーモの利用に際しては、タイマーと実際の時間がずれていることがあるので、

確認する。 

  ハウス内に内張カーテン等を被覆して保温している場合、資材が破れていないか隙間

等がないか確認して、破損等を見つけたら直ちに補修する。 

 ④潅水 

  厳冬期には最も難しい作業であり、行われにくい

作業の一つでもある。一般的には、“潅水＝地温低

下＝根いたみ＝草勢低下”と整理され、極端な事例

では「今月は全く潅水していない！」ということも

ある。 

  しかし、潅水不足は、新しい根の発根と発育を阻

害し、肥料濃度を上昇させ、イチゴの肥大や品質に

も大きく影響すると考えられる。 

  写真６は、１２月中旬の「美濃娘」のハウスでの

様子である。葉縁から溢水が噴き出した様子が観察できる。この現象がいつまで観察で

きるかがポイントとなる。十分なハウス内温度と地温、土壌水分が確保されていれば常

に観察される現象で、高設栽培ではこれを目安に培地加温等の調整を実施している。 

収穫期    昼 温        夜 温    培地加温（岐阜県方式等） 

濃 姫    ２３～２５℃  ８℃(５～８℃)   １３～１５℃ 

美濃娘     ２５℃    ８℃(５～８℃)   １３～１５℃ 

※（ ）内は深夜温度 
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写真７ 炭酸ガスの利用 

  常に新しい根の発育と養水分の十分な吸収を証明するものであり、こうした根の動き

が草勢の維持に欠かせない。 

⑤電照 

  新（芯）葉の伸びをみながら徒長させないように電照時間をこまめに調整する（濃

姫：２～４時間、美濃娘：４～６時間）。これからは順次日長も長くなってくるので、

点灯開始時間や電照時間を調整する必要がある。また、電球が切れていないか確認して

おく。 

⑥炭酸ガス施用 

  厳寒期の１月に最も利用したい機器である。 

  炭酸ガスの施用は、日照が少ない時の光合成を促 

 進し、適切な温度並びに冠水管理とともに草勢を維 

 持・向上させ、果実品質（色・ツヤ）も良くなると 

 されている。特に、厳寒期においては、運転時間や 

 施用濃度など積極的な利用により効果を高めること 

 ができる。夜明け１時間くらい前から施用し十分な 

 濃度を確保し、夜明け後は必要に応じて、１５～ 

３０分運転、３０分程度停止を１サイクルとし、繰 

り返し施用する。一般的にイチゴのハウス内では炭酸ガス濃度が不足がちであるといわ

れている。十分な光がある場合においても最大限の光合成量に到達しきれない最大の要

因は、炭酸ガスの不足とする報告もある。 

  写真７にもあるように、炭酸ガスの利用は厳寒期である１月こそ最も有効であり、ま

たその効果が十分に現れるよう利用する。 

⑦摘花・摘らい、摘葉 

  株の負担を軽減させ、草勢を維持しながら連続出蕾させるために、摘蕾・摘花をする。 

  極端な成り疲れが発生し、果（花）房間葉数が３枚以下で弱い花梗が発生した場合は、

早急に草勢を回復させるため、弱いつぼみ・花又は花房を取り除くことも考慮する。 

  摘葉は、黄色くなった葉、枯れた葉をとる程度にする。 

⑧病害虫防除 

  現地の情報から、今冬は「アブラムシ」「ハダニ」の被害が継続しているようである。

アザミウマを確認しているほ場もある。秋遅くまで高温傾向であったためか、現在でも

活発に動いているとのことである。２月以降の天敵放飼に向けても、それまでに徹底し

た対策を講じたい。 

  灰色かび病や菌核病の被害も多い。晴天でハウス内温度の上昇が見込まれる日には、

適度な換気を実施して環境改善を図るとともに、曇雨天日では加温機や送風機等を活用

して適切な湿度管理を実施する。また、株元の整理や花梗くず等の除去により、発生源

を無くすよう努める。 

⑨適期収穫の励行 

  本年産では早い時期から過熟果の発生があり、価格形成に影響している。厳寒期では

あるが指定された着色基準を守り適期収穫する。「美濃娘」では株元に隠れた果実をと

り遅れないように注意する。 

⑩ジベレリン使用上の注意 

  美濃娘では、草勢維持のため、草丈が２５cm 以下であれば、ジベレリン処理する。 
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  ジベレリンは、花芽の発育や開花促進に有効で開花数も増加する。ただし、開花数の

増加は必ずしも花器の充実を伴う有効着花に結びつかず、下位花が開花するだけの無効

開花に終わることが多い。 

  この現象は、高濃度のジベレリンによって貯蔵養分が急激に頂花房へ移行することに

よるとみられるが、花器の充実を伴いにくいこと、株の消耗が激しいことなどから好ま

しくない。 

  ジベレリンは、開花促進の目的よりも、むしろ休眠抑制のために利用されるべきであ

る。休眠抑制に必要な最低濃度と最少量は５～１０ppm で、株当たり５～３ml である。 

  ジベレリンに対する反応は高温によっても助長されるので、処理時の温度は生育適温

を超えない範囲にとどめる（昼温３５℃以上、夜温２０℃以上は不可）。 

  ジベレリンは、長日代替作用を示すので根の生長を抑制することがある。高濃度、多

量処理は、根の生長抑制を助長し衰弱を招く。特に、高温条件では根の消耗が激しい。 

  以上のことから、ジベレリン処理の目的を正しく理解することと、根張りが悪い状態

での処理については注意する。 

  ジベレリン処理の効果を発揮するためには、処理後１週間は昼間３０℃程度、最低夜

温１０℃を保つことが必要である。高温では生育障害が起きることが懸念されるが、温

度が低いと効果が期待できなくなる。 

 

(2)その他の施設及び園芸品目 

①トマト 

トマトについては、ハウス内の温・湿度管理に特に注意したい。夜間は１３～１５℃

程度の温度を確保したいが、特に昼間の温度保持に心掛けトータルで温度確保ができる

よう努める。 

灰色かび病の発生には特に注意し、定期的な予防防除を行いたい。また、換気により

病害が発生しにくい環境づくりを行うが、極端な湿度の低下は光合成を妨げ草勢低下を

招く恐れもあるため注意する。 

  炭酸ガス発生機器等を積極的に利用して、草勢の維持と肥大、着色を促進させる。 

②キュウリ 

キュウリについては、特に温度・湿度管理に注意し、側枝の発生を促したい。こまめ

な潅水により、地温を下げることのないよう水分の安定に努め、常に発根を促し草勢の

確保を図る。新たな側枝の発生と着果・肥大が安定すれば定期的な肥培管理により、草

勢を維持する。 

  半促成栽培に向けては、ほぼ定植が終了したと思うが、適正な温度・潅水・肥培管理

により、順調に生育させ着果を促したい。 

③ダイコン・カブ等 

ダイコンやカブなどの春どり野菜については、厳寒期の播種作業となるが、特に低温

で花芽分化が促進されるものについては、トンネル等の多重被覆等により、日中の温度

を２０～２５℃程度に保つよう努める。また、灰色かび病や菌核病等の発生が増えるた

め、適度な換気の管理と予防防除を行う。 

④夏秋野菜 

夏秋野菜は播種作業の準備に入る。ナス等の接ぎ木が必要な野菜については、穂木と

台木では発芽時期に違いがあるため播種適期を逃さないよう注意する。また、夏秋野菜
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は発芽に高温を必要とするため、被覆による保温や電熱線等の加温管理も必要となる。

ただし、発芽後の徒長には十分注意する。 

 

(3)露地野菜品目 

玉ねぎやニンニクなど、越冬する露地野菜については追肥を行う。玉ねぎは、特に厳寒

期での肥切れにより花芽分化と抽台を招く場合があるため、１０ａ当たり窒素量で約３ka

程度の追肥を実施する。ニンニクは、この時期ゆっくりではあるが根が動き生育し続けて

いるため、定期的な肥培管理が収量と品質向上に必要である。 

 

(4)アスパラガス（ハウス立茎栽培） 

茎葉が完全に黄化・乾燥したら基部から切り取りハウス外へ出す。この際地表面をバー

ナー等で焼き茎枯れ病の予防を図る。 

表面の培土を地下茎を痛めないようはぎ取り、１０ａ当たり約４ｔ程度の完熟牛ふん堆

肥を導入して畝間などで混和し、春芽収穫後の培土に向けて準備しておく。また、この時

点で追肥後に培土を行ってしまう方法もある。 

しばらくはハウスを解放し寒さに遭わせるが、春芽を萌芽させる（させたい）時期に合

わせてハウスを閉める。 

 

 

５ 果 樹 

(1)今年の主要果樹の生育（表１～５） 

①カキ 

 春季の低温で発芽期、展葉期は平年より１週間程度遅かったが、その後回復して開花

期は平年より２～３日遅れとなった。開花期の天候に恵まれ、着果量は平年並であった。

果実肥大は、肥大停滞期が長く平年よりやや小玉であった。着色は９月後半の気温が高

く１１月以降は低温で推移したため遅れ、収穫盛は平年より遅れた。「富有」の収穫時

の果実糖度は、平年よりやや低かった。現地では色むら果、凍害被害果が目立った。 

②ナシ 

春季の低温で、開花期は平年より４～６日遅れた。開花期の天候が安定しており、着

果量は確保された。５月に一部の県内産地で降雹があった。その後平年並みの気温が続

き果実肥大は回復したが、早生品種は平年より小玉傾向であった。「幸水」の生育進度

は遅くなり、収穫時期も平年より５日遅れ、盆前出荷がほとんどできなかった。８月以

降は降水量が適度にあったため、中晩生品種の果実肥大は平年並みに回復した。果実糖

度は「幸水」は平年より高く、「豊水」は平年よりやや低くなった。 

 ③クリ 

発芽期は平年より１０日、展葉期は平年より３～４日遅かった。雌花の開花期は平年

より２～３日遅れて、収穫盛も５～９日遅れた。着毬数は「丹沢」は平年より多く、

「筑波」はやや少なかった。 

「丹沢」の収量は平年より多かったが、裂果や病害果が多かった。１果重は平年より

大きかった。「筑波」は裂果が見られたが収量は平年並、１果重も平年より大きかった。 

 ④モモ 

発芽期は平年より２週間遅かったが、その後生育は前進し満開期は平年より４～６日
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遅い程度となった。収穫も平年より２～５日遅くなった。果実肥大は良好で、特に「白

鳳」は大玉であった。果実糖度は、平年より高かった。 

 ⑤リンゴ 

  発芽期は平年より１０日遅かったが、その後生育は前進し満開期は平年より１日遅い

程度となった。秋季の高温の影響で着色が遅れ、収穫始めは「ふじ」で平年より６日遅

れた。果実肥大は「つがる」は小玉、「ふじ」は大玉となった。「ふじ」果実品質につ

いては、秋の好天に恵まれたため、糖度が平年より高く、ミツ入りも十分となった。 

 

表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2012 3/17 4/15 4/15 4/18 4/25 8/12 8/22 8/27 347 13.1

2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23 8/10 8/22 8/29 337 12.2

平年 3/18 4/12 4/10 4/14 4/21 8/6 8/17 8/24 362 12.6
豊水 2012 3/15 4/9 4/12 4/16 4/17 9/6 9/12 9/20 447 12.5

2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21 9/6 9/16 9/26 463 13
平年 3/13 4/8 4/5 4/11 4/17 9/2 9/10 9/18 444 13.4

開花期 収穫期

 

 

表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）

丹沢 2012 4/10 4/30 6/18 6/13 9/4 9/14 28.6
2011 4/6 5/6 6/23 6/20 9/5 9/12 25.2
平年 3/31 4/27 6/16 6/11 8/30 9/8 25.3

筑波 2012 4/9 4/28 6/19 6/12 9/25 10/7 29.3
2011 4/3 5/4 6/24 6/18 9/22 10/6 24.8
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.9

ぽろたん 2012 4/10 5/1 6/18 6/17 9/17 9/23 29.7

2011 4/7 5/6 6/23 6/23 9/14 9/18 30.4

平年 3/30 4/26 6/16 6/14 9/12 9/18 28.5

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

 

 

表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2012 4/9 4/30 5/2 5/6 8/5 8/17 341 16.0

2011 4/3 5/5 5/7 5/10 8/6 8/14 289 15.8
平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/3 8/13 285 15.2

昭和 2012 4/9 5/1 5/3 5/8 8/23 8/31 385 17.3
白桃 2011 4/3 5/6 5/8 5/11 8/18 8/29 432 16.6

平年 3/26 4/27 4/30 5/5 8/18 8/28 326 15.3

開花期 収穫期

 

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 2012 3/21 4/15 5/21 5/22 5/25 10/4 10/9 10/16 253 17.5

2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29 10/4 10/4 10/11 261 16.5
平年 3/16 4/6 5/18 5/19 5/23 9/28 10/2 10/5 238 16.1

太秋 2012 3/23 4/18 5/21 5/21 5/26 10/18 10/25 10/29 346 16.7
2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28 10/11 10/23 10/31 342 16.8
平年 3/23 4/11 5/18 5/20 5/23 10/15 10/23 11/1 340 17.3

富有 2012 3/22 4/18 5/23 5/24 5/27 11/7 11/20 11/27 253 16.8
2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31 11/7 11/15 11/28 275 17.1

平年 3/23 4/11 5/20 5/22 5/25 11/6 11/19 11/30 277 17.0

開花期 収穫期
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表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2012 4/14 5/5 5/8 5/15 9/6 9/18 317 13.9

2011 4/10 5/10 5/14 5/19 9/3 9/25 325 14.6
平年 4/4 5/3 5/7 5/13 9/5 9/22 355 13.7

ふじ 2012 4/15 5/4 5/8 5/14 11/16 12/3 365 16.1
2011 4/10 5/10 5/13 5/18 11/10 11/30 317 17.6
平年 4/5 5/3 5/7 5/12 11/10 11/29 368 15.6

開花期 収穫期

 

 

(2)寒害対策（みかん） 

①事前対策 

  寒風の強い園では、こもや寒冷紗等を幼木や主幹部に被覆する。樹冠表面と資材との

間を空けて被覆する間接被覆の効果が高い。 

  長期的には、防風林を設置し寒風が当たらないようにすることや、過剰施肥による軟

弱徒長や着果過多による貯蔵養分の低下を避けることで被害が軽減できる。 

②事後対策 

  被害を受け、枝の枯れ込みが発生した場合、せん定は新梢が発生してから行う。せん

定の位置は生死の境の部分から１０㎝程度基部に戻った部分で切り返しを行い強い枝を

発生させる。 

 

(3)雪害対策 

①事前対策 

果樹の雪害は、冠雪・加重・積雪の沈降や傾斜地等での積雪の移動時に発生する力に

より、枝裂け・倒伏が発生する。 

  多雪地帯では、根雪前に荒せん定を行い、主枝等の太枝については、支柱で補強する。

また、幼木を仕立てる場合には、主幹部を長く、骨格枝の分岐部を高くする。 

  リンゴ等では、野ネズミ・野ウサギ等による幹・枝等の食害が発生するので、幹の周

りに金網を巻き、必要に応じて忌避剤を利用する。特に幼木では被害が大きくなるので

徹底する。また、草生・敷きわらを行っている場合、野ネズミが巣を造りやすので、株

元をきれいにしておく。 

  ナシ、ブドウ等棚栽培では、降雪前にせん定を行い、中柱を入れて棚を補強する。棚

上の積雪が多ければ、雪を払い落とす。 

②事後対策 

  出来るだけ早く、園地の除雪を行う。除雪が行えない場合は、融雪促進のために、消

雪資材・土・木炭等を雪面に撒くとよい（散布後積雪があると効果がないので、再度散

布する)。 

  樹が積雪に埋まった場合は、できるだけ早く雪中から枝を掘り起こす。樹冠下の雪踏

みを行い、雪層の沈降を少なくする。また、樹上の雪層と周囲の雪層をスコップで切断

し、沈降力を軽減させる。 

  大枝等の完全に裂けたものは、切り直しを行い、保護剤を塗布しておく。程度の軽い

枝裂け、ひび割れ等の回復の見込みのあるものは、カスガイ・ボルト等で早目に固定し

接合を図る。傷口には保護剤を塗り、病原菌の侵入を防ぐ。また、側枝等についても同
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様に処理すると良い。 

  幼木等で倒伏したものについては、できるだけ根を切らないように起こして支柱を添

える。 

  棚栽培等で棚が損傷した場合は、速やかに補修する。直ちに補修困難な場合は、大枝

を支柱で支え、雪の沈降による被害を防ぐ。棚の倒壊がひどい場合には、周囲線等を切

り離すことも考える。 

 

 

６ 花 き 

(1)フランネルフラワー 

①春出荷の作型 

ア 出荷予定時期に合わせた温度管理に努める。特に外気温が急激に低下する場合は、

室内の保持温度に注意する。 

イ 鉢土の水分状態を確認し、かん水ムラによる過湿、過乾の状態にならないよう適

切なかん水管理を行う。 

ウ 良品質な株の出荷を目指すためには、厳冬期に入る前にある程度株を生育させる

ことがポイントとなる。 

 ②その他 

秋出荷用の未開花株は、春まで管理する間に根詰まりによる老化で下葉が黄化する恐

れがある。早めに鉢替え（サイズアップ）する。なお、鉢替えができない場合は、追肥

を行い、株を維持させる。 

 

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の作型】  

月･旬 

作型 

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

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

 

春出荷作型 

 

 

 

                                         

                                                

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷  

 

③親株管理等 

ア 親株はスペーシングにより株間を十分に確保して管理する。 

イ 同じハウスで別の品種と混在させないよう十分に注意する。 
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図１ 気象計測に利用される通風筒 

専門項目に関する情報  
 

正確なハウス環境の測定について 

 

１ はじめに 

 最近、産学官共同で研究・開発が進められている“野菜工場”生産システムでは、ハウ

ス内栽培環境のリアルタイムでかつ正確なモニタリングに基づき、遠隔からでも的確な制

御ができるような技術開発を同時に進めており、それが品質や生産性向上の最も重要なカ

ギと言われるまでになってきている。 

 また、生産現場においても、燃油や資材の高騰が経営を圧迫するなか、トマトを中心と

した施設栽培で、より高品質かつ増収を図るため、温湿度や炭酸ガス等のハウス内栽培環

境をより高度に維持・制御しようとする取り組みや技術に対する期待が高まっている。 

 しかし、的確な環境制御するためには、より正確な栽培環境の把握が必要であるが、こ

れまでは温湿度等の実測に関する正確な情報はほとんどなかった。 

 そこで、より正確なデータ測定を実施するために、組み立てが容易で安価な装置につい

て紹介する。 

 

２ 通風筒の利用 

 ハウス内の栽培環境の測定

のなかで、気温の測定が最も

基本的な項目であるが、正確

な測定には、注意すべき点が

多い。 

 気温は常に、風雨や熱放射、

熱伝導等の影響を受けており、

空気そのものの温度の測定に

は邪魔なものが多い。 

 ハウス内においては、風雨

の影響はほとんどないものと

考えられるが、ハウス資材等 

からは熱伝導の影響を受け、特にハウス内に射し込む陽光からの熱放射の影響が極めて大

きい。 

 そこで、利用されているものが「通風筒」といわれるものである。 

図１は、気象観測に利用されているものであるが、全体を銀色の金属で覆い熱放射の直

接の影響を排除し、ファンにより風速約５ｍ／sec の微風を常に動かすことで熱伝導の影

響を排除し、正確な空気温度の測定を行っている。 

 

３ 安価な通風筒（簡易通風筒）の作成 

 正確なハウス内環境の測定に向け、是非とも「通風筒」を利用したいが、図１のような

装置になると１０万円以上かかるようである。 

 そこで、発砲スチロールを利用した安価で簡易な通風筒（簡易通風筒）の作成について
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紹介したい。 

厚さ２ｃｍ程度の発砲スチロールと、アルミテープ、ＤＣ１２Ｖのファン、ＤＣアダプ

タ、０．４ミリ目合いのネット、カラー番線を用意する。 

 

上の写真のような寸法の凸凹型を４枚作成する。 

 

内側になる面にアルミテープを貼っておき、凸凹の部位を合わせて、写真のように筒状

に組み立てる。 
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 組み立て後に、全面にアルミテープを貼り付ける。内側も全て、銀色の筒ができあがる。 

 

 

 

 片方の口に、０．４ミリ目合いのネット 

を貼り付ける。これは、農薬散布の際にセ 

ンサー等の濡れ防止となる。 

 

 

 

 

 

 

上の写真のような、ＤＣ１２Ｖのファンが収まるような枠を作成し、やはり、全面をア

ルミテープで覆う。ファンはＤＣアダプタと接続しておくが、接続部位はプラスチックの

キャップ等で覆って漏電しないように注意する。 

また、ファンの利用について、交流ではなく直流を利用するのも、高湿度になるハウス

内での漏電防止のためである。 
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図２ 通風筒を使った気温測定 

（岐阜県農業技術センターハウス内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カラー番線を利用して、通風筒内部にセンサーを固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ファンを装着し、手作りによる簡易通風筒が完成する。 

       経費は、４，０００円程度で出来る。 

 

４ 実際の利用 

 図２は、作成した簡易通風筒を実際に利用し

て測定している状況である。ファンを上にして、

下から吸気し上から排気するように設置する。

また、なるべく作物に近い位置に設置するのが

好ましい。 

 図３は、これまで利用頻度の多かった、紙

コップ全面をアルミホイルで覆ってセンサーを

保護する方法で測定している状況である。この

日は、外気は３～４℃と非常に低い気温で経過

したが、ハウス内は陽光が射し込んでいた。 

 図２の方法で測定した気温は、約２３℃で
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図３ 温度センサーを紙コップで保護する方法 

図４ 岐阜農林事務所農業普及課で実施している

現地試験 

あった。一方、図３の方法での測定値は約 

２９℃となった。日差しがある日であればある

ほど、この測定差は大きくなるものと思われる。 

このハウスの換気扇のセンサーは２５℃で稼

働するよう設定されており、設定温度より低い

気温でも、換気扇が作動することが起こり得る。 

測定する方法の違いにより、温度管理面で大

きな差が発生し、結果として、イチゴの生育管

理に大きな影響が出る恐れがある。 

 

 

 図４は、生産現場で、様々な方

法で気温測定を試みているもので

ある。 

左端は、センサーがむき出しの

状態で設置されている。中央の白

い機材は、測定専用の機器で１５

万円程かかるものである。 

中央右及び右端は、同じく紙

コップにアルミ箔で覆ったもので

あるが、中央右のものには、側面

に通気穴が開けてあり、右端のも

のは、上面をくり抜いた後に隙間

を空けて傘を被せたものである。 

 この日は曇天で、陽光の影響が

少なく差が出にくいと思われたが、

中央左の専用の測定機器と左端のセンサーむき出しのデータの差は４℃であった。紙コッ

プを利用したものも２～３℃高い測定値となっていた。 

 

５ 正しい測定のすすめ 

 安価で簡易な通風筒ではあるが、実際に設置して測定を行ってみると、これまでは真の

空気そのものの温度よりも高めの数値を把握してきたことが分かった。 

 これは言い換えれば、実際に作物が感じ取っている温度は測定値より低く、適正な温度

管理を実施していたつもりが、実はそうではなかったこととなる。 

 今冬も厳しい寒さが予想されている。 

 ちょっとした投資で、より正確なハウス環境の測定が可能となることにより、燃油等が

効率よくかつ効果も高く利用でき、適切な草姿・草勢が維持されることによる増収も期待

される。 

 それぞれの生産現場で、是非検討をしてみてほしい。 

 


