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今月のトピックス 

 

平成２４年度東海地域研究・普及連絡会議、現地検討会 より 
 

 さる、平成２４年１０月２２日、愛知県農業総合試験場において、平成２４年度東海地

域研究・普及連絡会議が開催された。本会議は従来より研究・普及の連絡会議として開催

されて来たが、平成２３年度より普及関係者がより参加しやすいように、その開催方法が

一部変更され実施されて来ている。 

 今後も現地での課題と、試験研究課題の連携を高めるため、引き続きこのような形での

開催が進められると考えられる事から、今回の会議の概要について紹介したい。 

本会議に先立ち、愛知県豊明市のトマト生産農家で、新技術の現地普及に関する現地検

討会が開催された。 

 

１ 現地検討会の概要 

豊明市沓掛町で冬春トマトを生産されているＹ農園における、夏期高温対策技術として

の「ドライミスト技術」の現地での取組状況について検討した。 

本技術は、平成２３年に愛知総合農試で確立された技術（Ｈ２１～Ｈ２３実用技術開発

事業）であり、革新支援センターを中心に普及課と連携した「革新的夏期高温対策技術の

導入による施設果菜生産安定技術の体系化」と題したプロジェクト課題で、重点的な支援

が実施されている。 

このなかで、設置高、設置方法（より安価な設置法）、利用方法の確立（噴霧時間、間

隔等）について、現地ハウスでの実用技術化に向けた利用法の確立に向けた取り組みが行

われており、２年間の調査研究の結果、Ｙ農園のハウスにおいては、ドライミストを配管

間隔３ｍ、ノズル間隔２ｍ、高さ２ｍで設置し、３０℃以上になった場合に連続噴霧し、

濡れセンサーで管理することで、ハウス内を低温で管理する事が可能で、生育も旺盛にな

ることが明らかになっている。 

設置費については、完全なシステムを導入した場合、３５０～４００万／10ａの費用が

掛かるが、今回の導入試験では簡易なパイプ等を利用する事で、１８０～２００万ほどま

で設置費を低減出来ている。また、園主のお話では、まだ改良出来る部分が残っており、

さらに設置費を下げる見込みはあるとの事であり、経営的に判断した場合、十分に導入メ

リットのある技術だと判断されていた。 

まだ導入２年目であるが、試験研究で出された新技術（革新的技術）を、革新支援専門

員と現地普及員がうまく連携を取って現地に適応できるよう組み立て直し、普及を図って

いる優良な活動事例として大変参考になった。 

 

２ 連絡会議の概要 

挨拶では、主催者等（東海農政局、中央農業総合研究センター、農業技術会議事務局）

より、「試験成果の普及に重点をおいて欲しい。」「試験場が組み立てた成果がなかなか

現場に普及していかない。」「試験―普及―現場のどこかで切れているのではないか。」

「十分な議論を」等、普及サイドに対し厳しい意見が出された。 

協議事項については、次の３点について検討が行われた。 
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・平成２４年度における技術的課題について 

・農業新技術２０１３の選定候補について 

・施設園芸における環境制御技術の普及上の課題と対応策について 

 

(1)平成２４年度における技術的課題について 

各県より、現地における技術的課題について、環境、野菜、果樹等分野ごとに課題の報

告が行われた。仔細については紙面の都合で割愛するが、これらの課題については、現場

の課題を広く拾い上げるというよりは、次年度の連携研究にかかる研究課題の選定に向け

てという意味合いが強かった。 

 

(2)農業新技術２０１３の選定候補について 

愛知県より、「うどんに適した小麦新品種“きぬあかり”」、農研機構より「高接ぎ木

法を核としたトマト青枯病総合防除技術」「家畜ふん堆肥の効率的利用のための窒素肥効

診断技術」の３課題が候補として提案された。 

 これらについては、１２月に開催される「関東東海北陸農業試験研究推進会議各推進部

会」において、それぞれ農業新技術２０１３の候補課題として協議が進められる予定であ

る。 

 

(3)施設園芸における環境制御技術の普及上の課題と対応策について 

 新しいハウス環境制御技術として、夜間根域加温、変温管理、保温技術（空気膜、中空

二重膜構造被覆フィルム）、ヒートポンプ・ハイブリッド運転、生長点局所加温、炭酸ガ

スの効率的施用技術、微粒ミストを利用した昇温抑制技術等の技術について、これまでの

取組や普及に当たっての課題・問題点等について検討した。 

 いずれの技術も、施設栽培における今後の生産性の向上、低コスト化に向けた重要な技

術であり、このうち最も導入が進んでいる炭酸ガス施用技術については、愛知県のイチゴ

７０ha 余、トマト３０ha 余、バラ数 ha で、岐阜県においてもイチゴ、トマトを中心に導

入が進んでいる。ヒートポンプ・ハイブリッド運転についても、愛知県では花きやハウス

ミカンを中心に４０ha 弱、導入がされているが、これら以外の技術については、各県と

もあまり普及が進んでいない状況であった。 

 普及が進まない理由として、導入コストと効果の検証が十分でない、効果的・効率的利

用法が十分確立されていない、とする意見が多く、いずれの技術についても十分に確立し

た技術とはなっておらず、効率的な利用法等の確立等に向け、今後の技術の組み立てが必

要と感じられた。 

農業技術会議からは、これら新技術の早急な普及を求める意見が出されたが、一方現場

からは、コスト等の評価も含め、技術組み立てを求める意見も強い。 

環境制御技術、コスト低減技術については、現場からの要望も高まっており、早急な技

術の確立とともに、環境制御の前提となる「ユビキタス」等の環境モニタリング技術の確

立が必要との意見も出された。 

普及現場としても、「実用技術開発事業」等で開発・確立された新技術について、平成

２３年度から始まった「新技術導入広域推進事業」を活用し、現地普及を積極的に進めて

おり、農林水産省としてもこれら「新技術導入広域推進事業」の拡充等、積極的支援をお

願いしたいとの意見が複数県より出された。 
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いずれにしても、農業技術会議サイドからは、２００Ｘ等の新技術の早急な現地普及に

向け、普及サイドに対する要望は強い。 

 

 農業技術会議等からの要望は別としても、農業生産物の単価が年々下落し、一方で生産

資材は高騰するなか、生産者の所得は年々減少傾向にあり、飛躍的な生産量の増大等に繋

がる新技術、生産コストの低減につながる新技術等について、早急に現場技術として確立

し普及してゆく必要性は高く、本県においても、試験研究、普及指導員、革新支援専門員

が一体となって積極的に取組を進めてゆく必要がある。 
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               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆１０月下旬～１１月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

１０月下旬は、移動性高気圧に覆われて晴

れた日が多くなったが、２３日と２８日は本

州付近を通過した前線の影響で雨が降った。

平均気温は岐阜、高山ともに平年並で、降水

量は岐阜、高山ともに多くなり、日照時間は

岐阜、高山ともに多くなった。 

１１月上旬は、移動性高気圧に覆われて晴

れた日もあったが、気圧の谷や寒気の影響で

飛騨地方を中心に曇りの日が多く、雨の降っ

た日もあった。平均気温は岐阜、高山ともに

低く、降水量も岐阜、高山ともに少なくなっ

た。日照時間は岐阜では平年並となり、高山

ではかなり少なくなった。 

１１月中旬は、美濃地方では天気は短い周

期で変わったが、飛騨地方では換気の影響を

受けやすく、曇りや雨の日が多くなった。旬

の中頃には、この時期としては強い寒気が南

下して山地で雪の降った日があった。岐阜地方気象台では、１９日に「初霜」を観測され、

平年（１１月２０日）より１日早く、昨年（１１月２６日）より７日早くなった。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、高山ではかなり多くなった。

日照時間は岐阜では平年並みとなり、高山ではかなり少なくなった。 

 

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１１月２３日発表 

向こう１か月の天候は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすい。 

【１ヶ月予報（１１月２４日～１２月２１日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 

11/24～11/30 期間のはじめと終わりに高気圧に覆われて晴れる日もあるが、気圧の谷や

湿った気流の影響で雲が広がりやすく、中頃は雨の降る日がある見込み。

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、中頃は雨

や雪の降る日がある見込み。 

12/1～12/7 冬型の気圧配置の日もあるが、低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴

れの日が少ない見込み。岐阜県山間部では平年に比べ曇りや雪の日が多い

で見込み。 

12/8～12/21 冬型の気圧配置が強くなり寒気の影響を受ける時期があり、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に比べ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)畦畔の補修 

 適切な水管理は良質米づくりに欠かせない技術であるので、畦畔の補修を行い、圃場の

整備を行う。また、刈取り作業で田面が乱れた圃場をそのままにすると、春の土壌乾燥が

遅れ耕耘作業が困難になるばかりでなく、田面の均平もとりにくくなる。明渠を掘り、表

面水の排除を行うとともに、土づくりに大切な稲わらの秋冬耕起による全量鋤き込みを行

いつつ、田面の凹凸が大きいところは均一になるよう補修しておく。 

 

※来季の水稲除草剤「初期剤」の使用のために 

 大面積の水田作業が必要な経営体や、寒冷地で雑草がだらだらと発生する水田を管理し

なければならない経営体では、代掻きから３～４日で移植作業に移行できない場合がある。

その対応として代掻き後に初期除草剤の使用が必要となる。 

 ２５年産から、この初期剤の農薬登録内容が変更され、これまで「植代期～移植４日

前」から「植代期～移植７日前」となった。これは代掻き作業が７日以上前となる圃場で

使用可能となり、決して３～４日前の代掻きで使用できる「植代期処理」を意味するもの

ではない。 

 たとえ７日以上前の代掻きで初期剤を使用していても、畦畔の補修が十分でないと湛水

する水も外へ漏れてしまうので、「畦畔の点検」と「随時補修」は重要である。 

 

 

２ 大 豆 

(1)収穫作業 

 以下の留意事項を守り、良質な大豆を損失のない収穫作業を行う。 

 ・豆が堅く莢を振ると「カラカラ」と音がする程に乾いた状態での作業に心がける。 

 ・刈り取りは午前１０時以降～午後４時頃までを目安とする。 

 ・収穫前に水分の多い大きな雑草や青立ち株を除く。 

 ・地際から１０cm上程度で刈り、泥を噛まないようにする。 

 ・収穫後は速やかに乾燥調製施設へ搬入する。 

 茎水分５０％、子実水分２０％程度にならないと、莢との分離が不十分であったり、子

実の物理的損傷が起きたりするため、子実水分が高い条件で収穫しなければならない場合

は、作業速度を遅くして、粒への損傷や収穫ロスを少なくする。なお、狭いピッチの刈刃

を使用すると、切断による振動、茎の前方への飛び出しや引き抜きを減らすことができる。

主茎長が低く仕上がった場合、最下着莢節位も低くなるので、汚粒発生回避のために、あ

る程度の収穫ロスを覚悟した刈取り位置とすることも必要である。 

 

(2)障害対策（青立ち） 

 水田作大豆で発生する青立ちは、落花・落莢による一株あたりの登熟バランスの不均衡

によるものであるが、それはカメムシによる吸汁被害だけでなく、高温や土壌水分ストレ

スによる生理障害もある。青立ちと着莢は負の相関があり、一節莢数が１以下となると青

立ちが発生しやすいこともわかってきており、青立ちが多く発生している圃場があれば、
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肥培管理を見直し、次年度に備える。 

 

(3)乾燥調製 

 乾燥機を利用する場合、子実水分２０％以上で加熱乾燥すると、しわ粒・裂皮粒の発生

を多くするので、通風乾燥とし、２０％以下になった後に送風温度を外気温の＋１０℃以

下・乾減率を０．５％/hr程度となるように心がける。また、乾燥途中で攪拌を行い、乾

燥むらを防ぐとともに、投入時の落差、昇降機による割れ粒発生にも注意する。 

 循環式乾燥機を利用する場合は、機械的な衝撃による破砕、皮切れ、しわ等の被害粒が

発生しないよう注意する。 

静置式乾燥機を使用する場合は、送風温度が３０℃以下、穀温が気温より１５℃以上に

上がらないように送風温度を設定し、乾燥むらを防ぐため、ときどき撹拌しながら乾燥さ

せる。 

 

 

３ 麦 類 

(1)排水対策 

 排水対策は麦作全般の良否、さらには麦跡大豆作にも影響する。排水対策としては、本

暗渠施工していない圃場では額縁明渠と畝間排水溝を施工し、それらを弾丸暗渠でつなぐ。

なお、播種された圃場において、降雨後の明渠にどれだけ（量と時間）雨水が残っている

か、明渠溝がきれいに貫通しているかを確認し、速やかな排水ができていないところを補

修する。 

 

(2)播種（晩播） 

 降雨などで適期に播種が完了しなかった場合、播種量を増量して対応する。低温期に

入ってからの生育は分げつ数が不足しやすいので、播種量すなわち出芽数を多くして茎数

（後の穂数）を確保する。 

 

(3)分けつ肥 ～セラコートR25 の場合は不要～ 

 分けつ肥は、初期生育が順調に進み播種後１ヶ月程度過ぎた頃、生育量の目安である茎

数の確保とそれに伴う茎葉内の栄養不足を回避するために施用する。しかし、これはアラ

ジン化成などの速効化成を基肥に使用している施肥体系の場合であり、分けつ肥を省略可

能な緩効性肥料を基肥に使用している場合は施用しない。 

 

※緩効性肥料について 

 本県ではかつて分施体系の省力化を目的に被覆肥料と速効性化成肥料を混合した一発肥

料（全量元肥）を検討し、有望な肥料構成を現地へ提案してきた経緯がある。当時は品質

ランクに基づく数量払い（戸別所得補償交付金）もなく、しかも速効性化成肥料も安価

（今は高価）であり、労働コストの削減だけに有効な一発肥料は普及しなかった。ただし、

当時もその全量元肥であっても、現在のR25 を用いる本県独自の分施体系と同様に、高タ

ンパク小麦の生産は可能であった。しかし、複数ブレンドされた被覆肥料の溶出の組合せ

による穂肥効果は、的確な時期に穂肥を施用する現行分施体系と比較すると、気象条件に

よっては溶出時期がずれて収量が十分得られない年もあった。その結果、収量性を安定確
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保するためには穂肥は分施で行う必要があると判断され、現在のR25＋穂肥の分施体系が

高タンパク麦の安定生産に普及されている。 

 近年、一発肥料の利用が再び現地で増えているようである。穂肥追肥の作業を省略した

い（しなければならない）経営体、あるいは近年の気象変動で２～３月の降雨により追肥

作業が思うようにできない条件には利用価値は高い。考えねばならない事項は、使用する

現地において適しているか、すなわち収量と品質の安定性が複数年次で確認できたか、

しっかりと見た上で切替えの判断をすべきである。 

 

(4)踏圧 

 出芽が順調で暖冬年になる場合、早期茎立ちに注意する。播性の低い農林６１号やタマ

イズミだけでなく、過去に凍霜害を受けた地域のイワイノダイチにおいても、初期生育量

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

を実施（検討）する。 

 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、遅い時期の作業は省略する。 

土が湿っている場合、作土が締まり過ぎて過害が発生するため、土が白

く乾いた状態で実施する。 

※近年発生している凍霜害は、旺盛であった生育が２月の暖冬でさらに促進されたこと

で、３月の低温がより強く障害を発生させている。（圃場の乾湿状況にもよるが）茎

立ちし始める２月までに過剰生育をしている場合には積極的に踏圧すべきと考えられ

るので、生育の状況把握を怠らない。 

 

 

４ 野 菜 

(1)野菜栽培における雪害対策 

 今冬は、「エルニーニョ」発生により“暖冬”予想であったが、その後のエルニーニョ

の消滅により、特に１、２月はかなり“寒い”と修正されている。 

昨年と同様に、西日本を中心に偏西風が流れ込みやすい傾向となれば、低温で日本海側

では大雪になるかもしれない。 

 雪や寒さ対策と日照の確保は、ハウス構造の強化やビニール被覆の多層化など相反する

面もあるが、栽培する作物やハウスの構造、設備の状況に応じて、適切な栽培管理・環境

管理に努めたい。 

①野菜の被害発生の条件と様相 

 野菜の被害は積雪荷重による直接被害と、栽培施設の崩壊、破損等による被害がある。 

二次的には低温害、光線不足による生育不良、融雪による湿害等も発生する。 

 低温害の例としては、イチゴでは５℃になると生育が停滞し、それ以下になると奇形

果が発生する。ダイコンでは、２～５℃の低温に１５～２０日遭遇すると抽台が発生す

る。 
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②冬春作物の対策 

ア 事前対策 

・大雪が予想される場合は、ハウス支柱を太くしたり、支柱間隔を狭くする。また

所々、棟に向けて支柱を立てて補強する。 

・被覆資材のたるみ、抑え材のゆるみがないか、また、雪の滑落を妨げる突起物等

がないか点検しておく。 

・暖房機の点検と燃料の点検をしておく。 

・融雪剤を準備しておく。融雪剤にはカーボンブラック、焼きもみ殻、苦土石灰等

がある。 

・融雪水が滞水しないよう排水もよくしておく。 

イ 降雪時対策 

・雪が積もったら速やかに雪下ろしを行う。 

・無加温施設では、内張りカーテンを開放し、地熱放射により雪の滑落を促進する。  

・加温施設は、可能な範囲で施設内温度を高め、内張りカーテンを開放し雪の滑落

を図る。 

・東西方向のハウスでは、南側屋根の雪が早く融け、一時的に北側屋根に雪が残る

ことがある。また、施設の奥行き方向が、冬期の風向きに対し直交する場合には、

風上側の雪が風下側に吹き寄せられることになる。 

   このように施設の片側に偏って積雪すると、倒壊の危険が増す。除雪作業は、積

雪が一方に偏らないようバランスを考慮しながらなるべく速やかに雪を下ろす。 

・降り積もった雪や、屋根から滑落した雪が堆積して屋根雪の滑落を妨げる。また、

ハウスサイドに堆積したために発生する、横圧による被害も考慮し、連棟谷部の

堆積雪や、単棟ハウス間の雪は速やかに除雪する。 

・散水により屋根雪を流すことは、水を含んだ雪の重量が予想以上に増大し、施設

を倒壊させることがあるので行わない。 

・連棟ハウスでは、豪雪時にハウス骨組みを保護するため、被覆資材を破ることも

考える。 

ウ 事後対策 

（全壊、半壊ハウスの場合） 

・ハウス周囲の除雪を行い、ハウス資材、ビニールの手配、準備が整ってから立て

替える。この場合、中に作物があるので、できれば晴天の日に１日で行うとよい。

生産組合等関係者で協力するとともに、普及指導員も積極的に協力する。 

（ハウスが健全な場合） 

・ハウス周囲に屋根から滑落し堆積した雪が次の降雪時に屋根雪の滑落を妨げるの

で速やかに除雪する。 

（トンネル栽培） 

・圧雪でトンネル支柱がさがったり、被覆資材がゆるんだりするので、降雪後早め

に手直しする。 

   トンネル栽培では、降雪後の強い日差しで、葉焼けをおこすことがあるので、換

気等を行い予防する。 

（露地栽培） 

・露地栽培では、圧雪で生育が一時的に停滞するので、降雪後トンネルやベタ掛け
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資材により生育を促す。 

（融雪促進） 

・融雪剤を用い、融雪を促進する。このとき、融雪後の水により湿害が起きないよ

う溝などを設置し、排水を促す。 

（低温害対策） 

・イチゴでは、被害の状況に応じて、摘果（花）、摘葉を行うとともに、葉面散布

剤等により早急に株の回復を図る。 

・ダイコンでは２～５℃の低温に１５～２０日間遭遇すると抽台が発生するが、生

育初期（本葉２枚程度まで）は日中の高温（３０～３５℃）により夜間の低温感

応が打ち消されるので、日中の高温管理に努める。 

・回復の見込みがないものは、早めに株を整理して、再播種できるものは行う。 

・雪による損傷、冷害などによって灰色カビ病等の発生が多くなるので、防除の徹

底を図る。 

③高冷地等被覆ビニール除去済みハウスの豪雪時対策（図１参照） 

ア 事前対策 

・直管（図１の①②③）より上に雪があると、融雪ともに直管が引き下げられ、ハ

ウス倒壊の原因となる。このため多雪地帯では、予め直管を外しておく。 

・トマト等の栽培あとで、ハウスの梁の位置（図１の⑥）に針金やマイカー線が

残っていると、この上まで雪があった時、下へ引き込むので、予め除去しておく。 

・ホウレンソウ用サイドかん水管は低い位置（図１の⑦⑧）にあるので、取り外し

ておく。 

イ 降雪時対策 

・ハウス肩部の直管が雪に埋まらないよう、新雪のうちに図１の④の線のように肩

部下の外又は内側の除雪を行っておくことで、次回の雪が肩部直管に近くなって

も、除く場所を確保することができる。 

・積雪が多くなってきた場合でも、図１の⑤の線のように直管は雪に埋まらないよ

う除雪又は、こまめに踏み込みを行う。 

                                ③ 

                                        ⑥ 

          ① 

        ⑤                                ② 

 

                          ⑥⑥       ⑧ 

      ④                                     

 

                 ⑦ 

            図１ 被覆ビニール除去済みハウス 

 

(2)イチゴ 

 今年は、頂花房分化の遅延やバラツキにより出荷や揃いの遅れが懸念されていたが、定

植後の順調な活着と好天により回復し、例年と遜色ないスタートが見込まれていた。しか

し、１１月以降の急激な気温低下によりやや停滞し、若干の遅れが見られる。今後は少し
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ずつ出揃い始めて１２月中旬には出荷量も増加の見込みである。 

 今月は、頂花房の開花と肥大、腋花房（第２花房）の出蕾や開花、第３花房の形成と成

長、第４花房の分化など、イチゴへの負担が最も大きくなる。 

 今後は、厳寒期にむけた栽培管理に切り替えて、温度や電照等の環境管理と摘蕾摘花な

どの栽培管理を徹底して、成り疲れを最小限にするよう務める。 

①温度管理 

  保温・加温により、最低夜温の確保や日中の温度の保持に努める。 

４段サーモ等の変温管理が可能な場合は、草勢に合わせて加温機をフル活用して光合

成の促進など積極的に行う。 

  最近の知見では、午後は光合成で生成された物質が絶えず移動する「転流」が継続さ

れていると言われる。また、「美濃娘」においては「濃姫」よりも若干草勢が弱めとな

りやすい。夜間の気温低下が著しい場合は、昼間の温度管理を少々高めとするなど工夫

する。 

②電照 

頂花房の肥大に合わせて利用が始まっている。 

今後は、開花や着果・肥大などの負担の増加や新葉の展開状況を観察して、電照時間

の調整を行う。 

  電照では葉面積は変化しないため、大きな葉を確保するための草勢管理が第一である

が、電照の利用により葉柄が伸長し葉が株の表面にでるため、受光態の改善につながり

草勢の維持の助けとなる。 

  また、電照中は高めの温度管理とし効果が出やすい環境にする。 

③炭酸ガス施用 

  ハウスの開閉が無くなるこれからは、最も積極的に利用したい技術・機器である。 

  また、１２月は冬至を迎え日照時間も減少することから、炭酸ガスの積極的な利用は

光合成を補完し養分形成を助け、草勢の維持に重要な役割を果たす。また炭酸ガスの利

用は温度保持にも効果がある。よって、最も日照時間が少なくなるこれから、光合成を

促進するためには炭酸ガス濃度を高めることは有効である。夜明け１時間くらい前から

施用し、夜明け後は必要に応じて１５～３０分運転し、３０分程度休むサイクルとし、

換気を始めるまで繰り返し続ける。 

  但し、灯油やプロパンガス等を燃焼させて炭酸ガスを発生させるタイプの炭酸ガス発

生機とイオウくん蒸装置があるハウスでは、イオウが燃焼し亜硫酸ガスとなり、植物に

障害が出ることがあるので、以下のことに注意する。 

ア 炭酸ガス発生機とイオウくん蒸装置を絶対に同時運転しない。 

イ イオウくん蒸後は換気をしてから炭酸ガス発生装置を運転する。換気できない場

合は、くん蒸終了後、十分な時間（３時間以上）を空ける。 

ウ 炭酸ガス発生装置には、できるだけ専用の燃焼空気導入管を設け、新鮮な空気を

燃焼空気として取り入れる（燃焼空気導入管が塞がれないよう設置に注意）。 

エ イオウ以外でも農薬などの化学成分が浮遊している状態では、万一の危険を防ぐ

ため、炭酸ガス発生装置を運転させない。 

④摘蕾・摘花 

  開花数や着果数を制限して株の負担を軽減し、連続出蕾を促すことで、長期に安定し

た生産出荷と増収を目指す技術である。 
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  定植以降の生育経過と現状の草勢、ハウス構造や設備、今後の気象等を考慮して、適

切な開花及び着果数を決めて実施する。 

⑤摘葉、ランナーとり、腋芽とり 

  摘葉は黄色くなった葉、枯れた葉をとる程度とし、ランナーは随時取り除く。 

  「美濃娘」では、腋芽の発生が多く、過繁茂になり、果房が弱く細くなるので、とり

遅れのないようにする。「美濃娘」の腋芽は、葉腋だけでなく、発根している部分から

も出ることがあるので取り忘れのないようにする。さらに、とり遅れた腋芽からでる弱

い花房はできるだけ腋芽ごと取り除く。 

⑥潅水・給液 

  灌水は収穫後に行い、果実品質を低下させないようにするとともに、暖かい日の午前

中１０時ころまでを目安に行い、地温を下げすぎないよう注意する。 

  高設栽培では、栽培槽に合わせた給液管理を行う。まず、地温を確保し根の動きを促

して給液過多にならないよう調節する。草勢やチューブ圧、廃液量の確保（給液量に対

して概ね２０％）を考慮して、溶液の濃度や時間・回数、1 回当たりの時間などを調整

する。 

⑦病害虫防除 

  うどんこ病、アブラムシ、ハダニ等の発生が認められるほ場では、登録農薬で適切に

防除する。また、水和剤を使用する場合は、果実に汚れが付かないように、希釈倍率の

高いものを選択する。 

  ハダニの天敵製剤であるチリカブリダニの容器は、１００ml で中ふたが工夫されて

おり、一気に量が出ないようになっている。この小型容器に慣れないうちは、１カ所当

たりの散布量を確認しながら使用したり、予め散布箇所数分の小型容器を準備し、取り

分けて設置するなどの工夫も必要である。 

また、ミヤコカブリダニでは、ワラ等を畝の条間に置き、そこに散布しておくと、ワ

ラ等に発生するコナダニでミヤコカブリダニの定着を促進できる。 

⑧適期収穫の励行 

  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

遅れないように気を付ける。 

⑨ジベレリン処理 

  「美濃娘」では、果梗の伸長等のためジベレリン処理を行う。厳寒期に草丈２５cm

程度になるよう処理する。 

 

作物名 使用目的 使用濃度 使用時期 使用回数 使用方法 総使用回数 

いちご 

(促成栽培) 

着果数増加 

熟期促進 

 

 

 

10ppm 

 

 

 

 

 

休眠期に入

る直前 

（冬場の低

温期） 

１株当たり 

６回以内 

 

 

茎葉全面散布 

(1株当たり5m

l) 

 

 

 

１株当たり 

１０回以内 

 

 

 

いちご 

 

 

果柄の伸長

促進 

 

頂花房の出

らい直後～

開花直前 

１花房当た

り１回 

 

株の中心部に

5ml散布 
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⑩ミツバチの管理  

  ミツバチは、イチゴの受粉には欠かせない大事な訪花昆虫である。  

・ハウス内の適切な温度管理  

・適切な巣箱の設置  

・厳寒期や花の少ない時期の飼養管理  

・農薬散布時の適切な処置  

などに努めて、春先まで上手に利用したい。 

 ミツバチの飼養マニュアルで再確認して、注意して欲しい。  

 

(3)施設野菜 

①キュウリ 

  ア 黄化えそ病対策  

   ・抑制栽培終了後はハウスを密閉し、株を引き抜いて枯死させ、ハウス内で

発生したアザミウマを外部へ出さない。  

   ・次期の半促成栽培への定植までに２週間以上の間隔を空けて、土中から羽

化してくるアザミウマを排除する。  

   ・畝を耕起して立て直すのも効果が大きい。 

  イ ハウス内管理  

   ・徐々に気温が低下するため、適切な保温・加温を実施する。  

   ・成り疲れ等には、ハウス内温度の確保に加え湿度の確保も行い、早めに芽

を動かす管理を心掛ける。  

  ウ 潅水管理、肥培管理  

   ・畝間への潅水を実施して、土壌水分とハウス内湿度を安定させるよう努め

る。 

   ・草勢を確認しながら、葉面散布や液肥により追肥を行う。  

②アスパラガス  

  ・ハウスを解放して寒気にあてて休眠を促す。 

  ・茎葉が黄化し枯死したら株元で切除して持ち出す。  

  ・「枯れ病」発生ほ場では、地表面をバーナー等で焼いておく。  

 

(4)露地野菜（全般） 

夏秋ナスは終了し、サトイモも堀取った株から順次、調整や出荷が行われている。

秋まき野菜についても、好天に恵まれほぼ順調に生育し、順次出荷となっている。  

 今後は、低温や降雪などの気象変化に注意して越冬準備を行う。  

 また、寒い日が多くなり年末に向けて需要も多くなる季節とり、ハクサイやダイ

コンなど一層の品質管理に努めたい。  

 またこれからは、次年度の作付けに向けた反省と計画の大事な時期である。各自、

各生産部会などで今年の作付けを十分に分析し反省して、改善と計画を話し合って

ほしい。 

以下に、次年度に向けた検討内容などについて例示してみたので参考にしてほし

い。 
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～（例）今年の作付けを振り替えって～  

①今年の栽培と気象について  

・今年の栽培は計画どおり進んだか。  

・ほ場の準備、土づくり、播種、育苗、定植、保温や加温管理、追肥、培土な

どの管理、収穫、出荷などそれぞれに問題や課題はあったか。  

・気候との関係はどうであったか。対応はできたか。適切であったか。  

・病害虫の発生はどうであったか。対応はできたか。適切であったか。  

  ・出荷量や販売額の実績はどうであったか。例年比はどうか。どこかに問題や

課題があるか。  

・品質は十分であったか。問題はどこにあったか。 

②次年度へ向けて  

  ・次年度の栽培ほ場や作付けはどのようになるか。 

・今年の問題や課題について、どのように改善できるか。  

・次年度の目標をどうするか。  

それぞれについて、具体的な状況や数字を把握し、わかりやすく整理して皆さ

んで検討してほしい。  

 

(5)夏秋ナス 

 今年の生産・出荷は終了した。  

 春先は寒く生育が遅延したが、期間を通して順調な収穫・出荷であった。  

 今後は結果を十分に整理し、地域での反省会等で次年度対策を検討してほしい。  

次年度産に向けて、以下の取組を行う。  

 ・必ず３～５年以上作付け間隔のあるほ場を確保する。  

 ・今年、半身萎凋病が発生したほ場は水田等に戻し湛水処理を実施する。  

・次年度の育苗資材、パイプなどの資材消毒を行う。 

・発生しやすい病害を確認し適切な台木を選定する。 

 ・防除実績を見直し、適切な防除体系を検討し作成する。  

 

(6)サトイモ 

ほぼ堀あげは終了していると思うが、堀り遅れは品質等の低下を招くため大至急

実施してほしい。また、貯蔵では低温でイモを傷めないよう注意してほしい。  

①収穫・貯蔵 

・堀取り作業は、晴天で土壌がよく乾いている時に実施する。  

・堀取った株は、ほ場での風乾後排水のよいほ場に積み上げ、通気性と保温性

を確保するためワラで覆った後に覆土し貯蔵する。 

・５℃以下では凍害を受け、１５℃以上では病害の発生や発芽しやすくなるの

で十分注意する。  

②出荷 

・出荷は、順次掘り出して洗浄後、選果機等で選別して出荷する。  

③次年度に向けて  

・次年度に向けて、良質な“種いも”の確保を行う。 

・丸いも率の向上には、八名丸の特徴である“蓮葉系（はすばけい）”を選び
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統一することが必要である。  

 

(7)たまねぎ 

・ほぼ定植作業は終了する。  

・高温傾向で極端に乾燥しそうな時は、適切なかん水（うね間などへ）を行う。  

・早期に活着させ、年内には５～６葉程度に生育させる。  

・低温期も根はゆっくり動いているため追肥を実施する。極端な肥切れは抽台の要  

因となるため注意する。  

・さび病等の発生予防を実施しておく。  

 

(8)かぶ 

・冷涼な気候を好み、１５℃～２０℃でよく生育する。 

・約４～６℃でも茎葉の展開や伸長がみられる。 

・１０月以降の播種は１１月下旬以降にトンネル被覆等を必要とし、２～３月以降

の出荷となる。  

・播種後１５日～２０日程度、本葉３～４枚時に株間１５～１８ｃｍに間引きを実  

施し１本立とする。  

・播種後１５日と３０日頃に、生育状況を見ながらＮＫ化成を１０ａあたり１５kg

ずつ追肥する。  

・防虫ネット等を活用して害虫対策とする。 

・１１～１２月の出荷につては、寒さによる品質低下に注意する。  

 

(9)キャベツ（平坦地） 

・定植後１５～２０日後を目安に株の状況をみながら、ＮＫ化成の３０kg 程度の追

肥を実施する。また、結球開始前にも同じくＮＫ化成の３０kg 程度の追肥を実施

する。 

・厳寒期の菌核病の発生には、登録のある農薬でローテーション防除を実施するな

ど十分注意する。  

・収穫遅れは腐敗や裂球の原因になるので注意する。 

 

(10)にんにく 

・ユリ科の多年草で土質は選ばないが肥沃で深い耕土を好む。  

・９月～１０月で植え付けが終了しており、順次萌芽してくる。  

・萌芽後、１株から２芽出た場合は、強い芽を残して摘みとる（除けつ）。  

・越冬前に、十分に根張りさせることが多収につながるため、は場の乾燥や停滞水

など管理に注意する。  

 

 

５ 果 樹 

(1)生育（表１～２、図１～４） 

①カ キ 

 富有の収穫は平年より２日遅れて始まった。１１月１５日現在、「富有」の果周は 
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２７．１cm と平年よりやや小さく、昨年と同程度となっている。着色は、昨年同様に

平年値に近づき、カラーチャート値５．３となった。日焼け果、色むら果が多い傾向で

ある。 

②リンゴ 

 「ふじ」の収穫は、着色の遅れから平年より６日遅く、１１月１６日から始まった。

果実肥大は、平年並となっている。 

 

 表１ カキの生育相（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）

富有 H24 3/22 4/18 5/23 5/24 5/27 11/7
H23 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31 11/7 11/15 11/28 275 17.1
H22 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30 11/8 11/25 11/29 252 16.4
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

 

 

 表２  リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

  

 

 

 

図１ カキ富有果実肥大推移     図２ カキ富有着色推移（カラーチャート値） 

 

図３  リンゴふじ果実肥大推移（縦径）  図４ リンゴふじ果実肥大推移（横径） 

      ※ 図１、２   農業技術センター（岐阜市）調査による 

     図３、４   中山間農業技術研究所（飛騨市）調査による 

 

 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度
始 盛 終 始 終 (g) (%)

ふじ 2012 4/15 5/4 5/8 5/14 11/6
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
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(2)果樹における適正な施肥について  

①土壌診断に基づく適正施肥  

  以前、果樹園の土壌診断を実施した際、カルシウムが適正域を外れ、マグネシ

ウムが不足し、塩基バランスが崩れるとともに、リン酸が過剰である事例を多く

見かけた。一般的に果樹は根域が広く樹体の反応も遅いことから、施肥やたい

肥・土壌改良資材を過剰に投入したり、逆に投入が不足したりする状況が起こり

やすい。 

  基本的に、たい肥等有機物や土壌改良資材が適正量投入され、土壌ｐＨが適正

域にあれば、要素過剰・欠乏等の生理障害は発生しにくい。なんらかの障害を発

生している場合は、たい肥・土壌改良資材が適正に投与されていない可能性があ

るため、土壌診断や、過去の投入資材を見直して、原因究明を図る。  

②たい肥の成分について  

たい肥は製造工程の違いなどにより、供給者によって成分が大きく異なる  

（図５）。特に豚、鶏のたい肥は、窒素肥効のバラツキが大きく、ものによって

は肥料の窒素成分を削減して施用する必要が出てくる。 

詳しくは、岐阜県たい肥供給者リスト（下記のアドレス）が公開されているの

で参考にして、使用するたい肥の成分を確認する。 

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/nogyo/chikusanshinko/taihi/taihi-list.html 
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図５ 畜種別のたい肥の窒素成分量と窒素肥効（農技センター） 

 

 

６ 花 き 

(1)フランネルフラワー 

①翌春出荷の作型 

ア ７月に播種した苗は、１１月末までに鉢替えを終えている。もし、鉢替えが終

わっていない場合は、直ちに鉢替えを行う。 

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。 

エ 秋出荷用の未開花株は、翌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

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/nogyo/chikusanshinko/taihi/taihi-list.html
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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。 

 

 

７ 畜 産   

(1)養 蜂 

 冬期を迎え寒くなってくると、働き蜂の採餌活動や女王蜂による産卵が極端に減少する。

そのため、冬場の管理方法を誤ると、蜂群の働き蜂の数が減り弱小群となり、最悪の場合

は女王が死亡して無王群となったり、寒さのため全滅することもある。越冬群の管理は、

温度維持と餌（炭水化物とタンパク源）の確保が基本である。 

 ①温度管理 

  温暖な地域においては、特別な保温は必要ない

が、無駄巣を除き、巣脾枠を中央に置き両側に給

餌器と分割版を置き、新聞紙等で両面を囲うなど

の越冬態勢を整える。降雪量が多い地域や寒冷地

では、群の保温はとても重要であり、以下のよう

な方法で保温を行う。              【写真 越冬時の保温準備の様子】 

・巣箱に綿製の布を被せる。         (出典：養蜂マニュアルより(みつばち協議会)） 

・巣箱の外側に断熱材として３cm ほどの厚さの発泡スチロールを取り付ける。 

・こも巻きのように巣箱に麻布やワラ等を巻く。 

  ・発砲スチロールを巣箱中の上部や巣板を挟むように入れる。 

  ・電気式アンカや電気毛布のような低温（３０～４０℃程度）で発熱可能なものを巣

箱に入れる。 

 ②餌管理 

  蜜蜂は冬でも休眠しているわけではなく、巣箱の中で女王蜂を囲むように蜂球を作り、

絶えず発熱をして寒さをしのいでいる。そのためのエネルギー源として、秋までに集め

た花蜜や花粉を利用している。 
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  蜂数に対して貯蜜巣板が少ない群には、天候が良く暖かい日中に巣板の貯蜜や花粉の

量を確認しながら、砂糖水や代用花粉を与える。また、降雪量が多い地域や寒冷地では、

寒さのため巣箱内を見ることが難しいので、あらかじめキャンディを作って入れておく。 

 

(2)養ほう振興法の改正 

蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、「養ほう振興法」が

平成２４年６月２７日に「養蜂振興法」と改名し、内容の一部を改正され、平成２５年１

月１日から施行される。改正の主なポイントは、以下のとおりである。 

・蜜蜂飼育の届出義務対象者の拡大 

・蜜蜂の適正な管理 

・蜜源植物の保護及び増殖 

・蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置 

・罰金及び過料の引き上げ 

 農作物等の花粉授精の用に供するために蜜蜂を飼育する（ポリネーション）際の飼育届

については、受粉すべき自らの農作物等の作付規模に応じて適切な数の蜂群が配置され、

使用後の焼却や養蜂業者への返却等を行い防疫上の問題が発生しないよう適切な措置をと

る場合は、飼育届は不要である。しかし、農作物等の作付規模に比べて過大な数の蜂群を

配置している場合や、使用後に返却、焼却等の措置を行わず通年飼育する場合は届出が必

要である。 
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専門項目に関する情報  
 

稲ＷＣＳ専用品種「たちすずか」について 

 

 飼料用稲ＷＣＳに関する課題として、生産面においては、天候不順等により刈り遅れた

場合、倒伏によって収穫が困難となることが多い。そのため、耐倒伏性に優れ、長期間に

わたって収穫できる品種が求められていた。また、給与面においては、稲ＷＣＳは籾の消

化が悪く、特に乳牛では最大５０％が未消化のまま糞中に排出されることによるエネルギ

ーロスが問題となっていた。 

 このような課題を育種サイドから解決するため、近畿中国四国農業研究センターにより

育成された稲ＷＣＳ専用品種「たちすずか」について紹介する。 

 

１ 主な特徴 

・耐倒伏性が高く登熟後も倒れにくいことから、収穫可能な期間が長い。 

・茎葉が多収であり、子実の割合が低く、未消化の子実の排泄による栄養分のロスを抑

制できる。 

・サイレージ中の中性デタージェント繊維（ＮＤＦ）の消化性が高いため消化性に優れ

ている。 

・サイレージ発酵に必要な茎葉中の糖含量が高い。 

 

２ 系譜 

 「たちすずか」は中国１４７号（クサノホシ）を母、「極短穂(00 個選 11)」（自然突

然変異種）を父とする後代により育成された系統であり、２０１０年３月に品種登録され

た。 

 

３ 見た目の特徴 

 穂が小さく、茎葉が多い。 

写真 「たちすずか」の草姿 

（H24.10.3 三重県鈴鹿市 三重県飼料用稲（稲ＷＣＳ） 

生産利用研修会で撮影） 

 

４ 品種特性 

(1)早晩成 ： 極晩生 

図１ 品種による穂の比較 

山口県農林総合技術センター 

平成２３年度試験研究成果より 
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施肥のタイミング 

○稲ＷＣＳ生産では 

○種子生産では 

平成２３年度広島県立総合技術研究所農業技術センタ
ー研究成果情報集より 

 出穂期は「クサノホシ（晩生）」より４日程度遅く、出穂期から黄熟期までの期間は３

２日間である。そのため、食用米の前に定植し、食用米の後に収穫することも可能であり、

収穫期間を余裕をもって設定できる。また、籾が少ないため、刈遅れによるＴＤＮ収量の

減収が小さくすむ。 

(2)耐倒伏性 ： 極強 

 稲ＷＣＳの収穫適期は黄熟期であるが、天候不順や作業体系により刈り遅れることが

多々ある。その際、立ち枯れさせた後でも倒れないほどの耐倒伏性は大きなメリットがあ

る。 

 耐倒伏性が高い大きな要因としては、茎が健全で、穂が小さいため重心が低いことにあ

る。 

(3)収量性 

 草丈は約１４５cm、稈長約１０５cm と大きい。 

乾物収量は、１，８００kg/10a と他の品種とほぼ同等であるが、そのうち籾収量は 

２００kg/10a と極端に少ない。 

(4)耐病虫性 

外国の遺伝子を受け継いでいるため、いもち病の抵抗性が高い。ただし、日本のいもち

菌が変異した場合は罹る可能性がある。縞葉枯病には弱く、常発地では作付不可能である。 

虫は葉色が濃く生育が旺盛な稲を好むため、ガ（コブノメイガ・イネツトムシ・ニカメ

イチュウ等）が発生しやすい。 

 

５ 栽培の特徴 

(1)稲ＷＣＳ生産（図２） 

早植え、多肥により、地上部の乾物収量が

増加する。 

 穂首分化期の追肥が有効である。 

 

(2)種子生産（図３） 

 種子生産については、穂が少ないため種子

の確保が課題とされるが、栽培方法により籾

の収量が大きく変わる特徴がある。 

そのため、飼料用の栽培とは別に種子採取

用のほ場を設けて、種子用の栽培体系で栽培

すると良い。種子生産用の栽培法で栽培すれ

ば、種子収量３００kg/10a 以上が期待でき、

実際に４００kg/10a 以上収穫できた事例も

ある。 

【種子生産のポイント】 

・日当たりが良いと穂が多くなるため、日当 

たりの良いほ場を選定する。 

・遅植え、並木植え（疎植）、穂肥により穂 

が大きくなる。ただし、寒冷地では定植が 

遅すぎると、気温が低くなりすぎて良くない。 
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・基肥がマイナスの効果があるため、基肥として堆肥が多く入っている水田は、種子採取

用のほ場には向かない。 

・幼穂形成期（出穂前２０～２４日）の穂肥が非常に有効である。 

 

６ 飼料特性・給与特性 

(1)発酵特性 

 茎葉中の糖含量が高いため、サイレージ発酵を促進し、発酵後も残存糖が多い。糖含量

は、一般の飼料用稲の約４倍であり、スーダングラス、チモシーと同等である。茎葉中の

糖含量が高い要因としては、光合成により生成された糖の転流先である穂が小さいため、

早期に転流が止まり、行き場を失った糖が茎葉に蓄積されるためである。 

(2)成分組成 

 飼料の成分組成（粗タンパク・粗脂肪・糖・粗繊維等）は、穂が小さいにもかかわらず、

他の品種（クサノホシ等）と同等の成分組成である。 

 大部分が茎葉由来の成分であり、茎葉中の糖含量が多いため栄養価が確保されている。 

(3)給与特性 

 ①不消化籾 

  籾の絶対数が他の品種より少ないため、不消化籾が少ない。不消化籾が多いと、栄養

ロスや、畜種・個体による不消化率のバラツキで栄養価が不安定となるといったデメリ

ットがあるが、飼料中の籾自体が少ないことにより不消化率が少なく、ＴＤＮの変動が

小さい栄養価の安定した飼料となる。 

 ②繊維の消化 

  茎中のリグニン・ケイ酸が少ないため、繊維の消化率が高い。繊維の消化率が低いと

ＴＤＮが低くなり、食い込み量を抑制され生産性の低下につながる。 

  糖が高く、繊維の消化性が良いため、通常の飼料稲と同様の飼料設計を行うと、フン

が柔らかくなることがあるため、ＮＤＦを高めに設定した給与設計を行う必要がる。 

 

７ 酪農家での給与実証 

「たちすずか」の給与実証試験は、各地で進められている。広島県立総合技術研究所畜

産技術センターでは、泌乳中期の乳用牛に給与試験を行ったところ、乳量の増加がみとめ

られたと報告されている。 

 また、同じく広島県の酪農家において、平成２４年１月～５月にかけて現場実証試験が

行われ、給与期間中の乳量の増加、乳質の安定、良好な嗜好性が確認された。 

 

８ まとめ 

 岐阜県における稲ＷＣＳは岐阜・西濃地域を中心に、主に酪農家で利用されている。ま

た、これらの地域で稲ＷＣＳを栽培する農家は大規模な営農組合が多く、食用米の栽培と

の収穫作業時期の競合により適期収穫ができない場合が多い。 

 「たちすずか」は、播種用の種子確保等の課題はあるものの、極晩生であり耐倒伏性に

優れていることから、適期収穫を行うことが可能である。また、その飼料特性から良質な

自給飼料の生産ができ、濃厚飼料の節減が期待できる。 


