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今月のトピックス  

平成 23 年版 食料・農業・農村白書より 

         －農業所得と農業経営の動向－ 

１ 農業純生産の動向 

我が国全体の農業純生産（我が国全体の農業所得に相当）は年々減尐し、ピーク時の平成

２年度（1990）の６．１兆円に対し、平成 20 年度(2008)には３．０兆円となった（表ー１）

ここ 20 年ほどでほぼ半減してしまったことになる。  

農業全体での純生産の減尐には、農業者数の減尐等の要因もあり、農家一戸当たりで見た

場合には半減とまでは行かないものの、平成２年度（1990）を 100 とした場合、平成 19 年度

(2007)には 82.9 と、それでも大きく減尐してきている。  

 

表ー１ 我が国の農業生産額、純生産額  

 
農業生産額※1 

中間投入額 

＋固定資本減耗等 
農業純生産 

 兆円 兆円 兆円 

平成 ２年（1990） １３．９ ７．７ ６．１ 

平成 20 年（2008） １０．３ ７．３ ３．０ （４９％） 
  ※１ 表中農業生産額には、経常補助金を加算している。  
  ※表中数値については、ラウンドの関係で合計は一致しない 

 

２ 農業交易条件指数 

 生産者段階における農産物価格と農業生産資材価格の相対的な関係示す指標として、農業

交易条件指数がある。交易指数は「農業の交易条件指数」＝農産物生産者価格指数／農業生

産資材価格指数×100 で表されるが、平成 17 年度(2005)を 100 とした場合の、農産物生産者

価格指数、農業生産資材価格指数、農業の交易条件指数それぞれの推移を示したものが、図

３－３０である。 

 平成５年(1993)をピークに農業の交易条件指数は年々低下傾向にあったが、特に平成 17 年

度(2005)以降、農業生産資材価格指数の上昇が著しく（平成 17 年度(2005)を 100 とした場

合、平成 21 年度 111.3）、これに伴い農業の交易条件指数は 85.8 まで低下している。 
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３ 営農類型別の農業所得等の推移 

 このような状況のなか、販売農家の農業所得を、営農類型別に平成 18 年(2006)と平成

21 年(2009)で比較したものが、表ー２である。 

 いずれの類型においても、平成 18 年に比べ経営規模や労働時間は増加しているにも係

らず、農業所得は相当程度減尐しており、類型に関わらず非常に厳しい状況となっている

ことが分かる。 

 

表ー２ 営農類型別販売農家の農業所得等の推移 

 農業所得（万円）  経営規模（ａ）  家族労働時間（時間） 

Ｈ18 Ｈ21  Ｈ18 Ｈ21  Ｈ18 Ｈ21 

水田作 ３９ ３５  １３０ １４３  ７７３ ７７８ 

露地野菜 １９１ １７７  ８２ ８６  ２,６９４ ２,８４８ 

果樹 １８４ １４５  ９０ ９９  ２,５３５ ２,６８３ 

施設花き ３８０ ２７７  ３９ ４０  ４,８４１ ４,８３７ 

 

４ 所得増大に向けた課題 

 農業を取り巻く環境が、ここ数年非常に厳しさを増しているなか、白書においては農業

者の所得増大に向けた課題として、個別経営体と産地等の二つに大別して以下のような点

を上げている。 

 

 個別経営体としての取り組み 

所得増大に向けた取り組み 生産関連事業所得の増大 

規模拡大 

農業経営の複合化 

消費者への直接販売 

生産コスト縮減 

生産・加工・販売の一体化 

農業と観光業の組み合わせ 

 

 産地等一定のまとまりとしての取り組み 

所得増大に向けた取り組み 生産関連事業所得の増大 

高付加価値化の推進 

地域ブランド化 

 加工・業務用需要への対応 

輸出拡大 

 出荷・流通コストの削減 

加工・業務用需要への対応 

ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈﾙｷﾞ-等の活用 

 

 いずれの課題も一朝にして出来る簡単なものでは無く、また以前から取り組まれていて

なかなか成果の出て来ない課題もある。しかし普及事業が農業者とともに歩む普及事業で

ある限り、それぞれの地域の現状を踏まえた上で、農業者の所得増大に進めて行かざるを

得ない。 

 普及指導員としての夢をもって、現状の分析とそれを踏まえた上で農業者の所得拡大と

いう視点を忘れずに日々の活動に取り組んでいきたい。 
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気 象 概 況  
１ これまでの気象経過 

 ◆6 月下旬～7 月中旬の概要   

  ：岐阜地方気象台農業気象速報 

 ６月下旬は、雤や雷雤となった日が多く

なった。２８日ごろからは、梅雤の中休みと

なった。平均気温は岐阜、高山ともに平年よ

りかなり高く、降水量は岐阜、高山ともに平

年より尐なくなった。日照時間は岐阜、高山

とも平年より多かった。 

 ７月上旬は、梅雤前線や南からの湿った空

気の影響で曇りや雤の日が多く、旬の終わり

頃は、太平洋高気圧に覆われて晴れた。なお、

名古屋地方気象台は８日、「東海地方は７月

８日ごろ梅雤明けしたとみられます。」と発

表した。（平年：７月２１日ごろ） 

平均気温は岐阜では平年より高く、高山では

平年よりかなり高く、降水量は岐阜では平年

並、高山では平年より多くなった。日照時間

は岐阜、高山ともに平年より多くなった。 

 ７月中旬は、太平洋高気圧に覆われて晴れ

の日が多くなったが、１８日からは台風第６

号の影響で曇りや雤となった。平均気温は、

岐阜では平年より高く、高山では平年よりか

なり高かった。降水量は、岐阜では平年並と

なり、高山では平年よりかなり尐なくなった。

日照時間は、岐阜では平年より多く、高山で

は平年よりかなり多くなった。 

 

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７月１５日発表 

向こう１か月の天候は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。２週目を中心に

寒気の影響を受け、雷雤となる時期がある見込み。 

 【１ヶ月予報（７月１６日～８月１２日）まで】         〈名古屋地方気象台〉 

時 期 予 報 概 要 

7/16～7/22 期間のはじめは高気圧に覆われて概ね晴れるものの、その後は暖かく湿っ

た気流の影響で雲が広がり、中頃は雤が降りやすい。 

7/23～7/29 平年と同様に高気圧に覆われて晴れの日が多く、寒気の影響を受ける時期

がある見込み。 

7/30～8/12 平年と同様に高気圧に覆われて晴れの日が多く、雷雤の発生しやすい時期

がある見込み。 
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農 作 業 管 理 

１ 水稲 

(1)高温対策 

本年は、平年より早い梅雤明け以前の６月下旬から猛暑が続いており、今後も注意

が必要である。問題になるのは、米粒内部に見られる白濁の「白未熟」と玄米の横断

面に亀裂が入る「胴割粒」の発生であるが、どちらも、最近の研究から、出穂後の高

温が発生を助長させていると分かっている。 

早期植えのあきたこまちが平年より２日ほど早く出穂しており、早植えのコシヒカ

リやひとめぼれも順次出穂する。早まった出穂期は、すなわち、気温のピークとなる

８月上旬になる前に登熟初期を迎えることにより、高温による白未熟粒発生に十分注

意しなければならない。 

        図 日平均気温の出穂後 20 日間平均値と白未熟粒の関係 

高温対策には、次のことがあげられる。 

   ①晩植や直播  ②かけ流し潅水 ③穂肥の適正な増量施用 

 しかし、①の作期移植技術は、水稲の作付前に検討しなければならないため、今後

の対策としては、②かけ流し灌水や、③穂肥の適正な増量施用が考えられる（下図参

照）。 

 ②のかけ流し灌水はある程度効果が期待できるが、用水の問題もあり全ての地域で

実施できるわけではない。そのため、水量等に制約がある地域では、温度上昇の抑制 

効果はかけ流し灌水よりも低いが、常時灌水を行い発生回避に努める。 

 図 水管理が品質に与える影響（石川県）   図 葉色と未熟粒（高知県） 
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※土壌の乾燥と湛水 

  最高分けつ期を過ぎたら一週間程度水を抜いて田んぼを乾かす「中干し」が慣

行技術として実施されているが、これは湛水した水田土壌内に溜まる有害物質を

酸化させ、土壌に酸素を供給することで、根の活力を維持し、乾物生産のための

同化促進に備えるためのものである。また、湛水状態にある土壌で活発なメタン

細菌の活動を抑えることで、温室効果ガスであるメタン発生を抑制し、地球温暖

化の軽減に僅かながらも貢献している。 

 

(2)出穂 

 一定の生育量を確保した稲は幼穂を形成し、そしてついに止葉から穂を出す。これを

「出穂」と言い、出穂茎が全体の４０％～５０％に達すると出穂期である。下表の出穂前

日数と幼穂長の関係を参照して、穂肥の施用及び出穂・開花時期の「花水」の準備を徹底

しておく。 

 

     表 穂の発育過程と日数及び外部形態との関係 

      

 

(3)主な病害虫 

 ①葉いもち 

茎葉の窒素濃度が高く軟弱に育った稲に出やすく低温尐日照多雤条件で多発する。早

生種は穂いもちに進展するため注意する。品種によって耐病性が異なるが、県下主力

品種コシヒカリは最も弱い品種の一つであることを認識しておく。圃場に置き苗が忘

れてあれば至急処分する。 

 ②穂いもち 

出穂から一週間が最も感染しやすくこの時の降雤で多発する。対策は、伝染源であ

る葉いもちの防除の徹底（特に早生種）である。穂ばらみ期と穂揃い期の基本防除を

行い、多発時は傾穂期防除を追加する。 

発育過程 出穂前日数 幼穂長 外部形態

0.2mm

28 0.4

26 1

頴花原基分化開始 24 1.5

雌・ 雄ずい原基分化開始 20 3 止葉抽出

花粉母細胞分化 18

16 10

減数分裂期 12 80 穂ばら み始め

花粉内容充実 6 195

胚嚢８ 核期 4 205

花器内部形態完成 220 出穂

開花 0 220

原基分化開始　
（ 穂の分化）

30日
止葉よ り 下位4枚目
の葉抽出始め

1次枝梗原基分化開始 3枚目の葉抽出

2次枝梗原基分化開始 2枚目の葉抽出

5～8

2～1
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 図 我が国におけるイネいもち病菌レースの分布 

（新農林技術新聞 第 1865 号） 

  

※近年増加しているレースは 007。県下で栽培されている＋（コシヒカリ、たかやまも

ち）、Pi-a（ハツシモ）、Pi-i（ひとめぼれ）、Pi-a,i（あきたこまち、あさひの

夢）を侵害するタイプ。 

 ③紋枯病 

紋枯病菌（菌核）によって発病し、高温多湿な環境で多発する。（土壌中に厚膜菌核

で越冬するため）土着性が強く、毎年同一場所で多発することが多い。葉の葉鞘部分に

発生し、同化転流を阻害する他、倒伏の原因となる。株元をすっきりし、過繁茂にしな

いことが肝要である。いもち病とは逆に高温の夏時に発生しやすく過湿条件で多発する。

葉鞘のぬれ時間が 16 時間以上の場合病斑形成率が高い。土壌伝染するため、毎年発生

の多い箇所での多肥栽培を避ける。 

 

 ④籾枯細菌病（本田発生はハツシモに多くコシヒカリには尐ない） 

籾枯細菌（バクテリア）によって感染発病する。出穂期の気温が 30℃前後と高く、

降雤が続くと多発する。出穂初期に感染すると不稔となり、後期感染でも死米や奇形

米発生の原因となる。対策は、穂孕期から出穂始めにかけての予防防除しかない（完

全防除は困難）。 

 

 ⑤斑点米カメムシ類 

周辺のイネ科雑草等からの侵入阻止が原則で、吸汁痕被害が大きくなる乳熟期以降の

防除が最も大切である。カメムシの種類によってその行動、発生生態が異なるため、

その地域の優先種に合わせた防除方法を選択する。普段から休耕田や畦畔の除草に務

め、出穂 10 日前までに草刈りを終える。 

 

※変則的な雑草管理技術（岩手県、平成 20 年） 

出穂前の除草は基本だが、通常はその後の草刈については触れられていない。しかし、

次の除草作業まで穂を出させない管理（穂揃い期草刈）をすると効果があると報告さ

れている。カメムシを誘引するイネ科植物の穂を常に水田周辺からなくすことである。 
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図 草刈りにより畦畔イネ科雑草を出穂させないように管理 

 

 ⑥フタオビコヤガ 

鱗翅目害虫に効果が高いとされるフィプロニル剤の感受性が低下しているので、実害

は小さいとは言え、生育中盤の激しい食害には別途本田防除を検討する。昨年はコブ

ノメイガやイネツトムシとともに中晩生種の圃場に大きな影響を与えたので、発生状

況や注意報に注意しておく。 

 ⑦ニカメイチュウ 

６月下旬と８月下旬の２回発生し、鞘芯に入り込み穂または主茎を枯死させる鱗翅目

害虫で、特に二化期の多発時には甚大な被害を及ぼす（中晩生種）。 

 ⑧トビイロウンカ 

 ８月下旬以降昼夜の温度格差が大きくなる時期から発生が多くなる。近畿・中国地

方にまで飛来報告はあるので、注意は必要であるが、出穂前後の穂いもち等との本田

の同時防除での対応を基本とするので、防除体系を確認しておく。 

 

２ 大豆 

(1)中耕・培土 

除草を兼ねて中耕と培土は同時に行う。１回目は播種後 25～30 日後（４～５Ｌ）に、

２回目は１回目の 10～15 日後(平坦地では２回目は無理)に実施する（培土の高さは初生

葉節までとする）。なお、作業が遅れると断根により逆効果になるため、遅くとも開花の

10 日前までには終わらせる。 

 

(2)潅水 

 大豆は湿害に弱い反面、水分要求量も大きい。根粒は大豆より水分不足に弱く、開花期

以降（子実肥大期にかけて）水分不足で窒素固定能力が大きく低下するため、畝間潅水を

効果的に行う。目安は無降雤日数 7 日～10 日である。潅水の水が停滞すると逆効果にな

るので、確実に排水できるようにする。10 アールあたり２時間以内の滞水を目途に行う。

灌水は温度の低い朝夕または夜間に行い、灌水間隔は６～７日とする。 

 

(3)摘心 

 摘心は、過繁茂・蔓化による倒伏を軽減し、低収時の増収技術として利用可能な技術と

して確立された。 

 ①処理時期は、開花期前までに実施する。 
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 ②処理位置は、生長点を的確に除去できるように実施する（100％の摘心率は必要な

い）。 

 ③処理効果は、処理方法や時期にもよるが、中耕培土栽培並の収量が得られている。 

 

３ 野菜  

(1)気象に留意した野菜の栽培管理等対策について 

 昨夏は記録的な猛暑となり、野菜苗の発芽不良やブロッコリー等露地野菜の活着不良や

枯死、施設野菜での根張り不足や生育の遅延、花落ち、イチゴでは花芽分化の遅延など

様々な影響が発生した。 

 今年も春先から低温傾向で、例年より２週間程度早い梅雤入りと明け、その後の高温と

久しぶりの台風の接近など気が抜けない。 

今後も気象情報には十分に注意し、適切な事前・事後対策をお願いする。 

○風水害対策 

 ①水害 

 ア 被害の様相 

  浸水・冠水の時間及び水温等によって被害程度が異なる。また、野菜の種類によっ  

て被害程度が異なる。  

   表１ 野菜の種類別冠水抵抗性〔渡辺ら（１９４８）〕 

    冠  水  程  度     作   物   名 

数時間で障害を受けるもの だいこん、はくさい、なす、えだまめ 

１日程度で障害を受けるもの さつまいも、にんじん、ごぼう 

数日間でもほとんど影響のないもの さといも 

一般に土壌空気率が 10%以下になると、根の呼吸に必要な酸素が不足して正常な生

育ができなくなり、根腐れの原因となる。根の伸長に必要な空気率は 13～17%以上であ

り、根の活動を盛んにするには 20%以上が必要である。  

  また、豪雤による叩きつけや浸・冠水によって、病害や湿害等の被害の発生と拡大も

考慮する。 

 イ 浸冠水対策 

  排水性の改善や排水路の確保を行い、排水方法についても検討し機材を準備してお

く。 

浸冠水発生時には、地表水を速やかに排除するなどの応急対策を行う。また、回復見

込みがない場合のまき直し、転作などにより被害の軽減を図る。 

  天候の回復後に適切な農薬等により防除を実施する。  

 ②強風害 

 ア 被害の様相 

  風に弱い葉菜類、夏秋野菜の雤除けハウス栽培、冬春野菜の育苗施設や園芸施設に大

きな被害を及ぼす。強風によって、野菜が折れたりして生育収穫に支障を来すととも

に、病害の発生も多くなり、また、施設が破損することもある。 

 イ 強風対策 

  施設導入及び更新時に耐候性ハウスを導入するなど施設の改善に努める。常に、新  

しい気象情報を入手し、筋交い、支柱等により補強するとともに、施設内への風の侵  
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入を防ぐなど事前対策を実施しておく。台風通過後、できるだけ早く液肥等の葉面散  

布を行い草勢回復を図るとともに、病害防除のための薬剤散布を行う。倒伏したナス  

などはできるだけ早めにおこし、回復の見込みがない野菜は、まき直し、転作を行う。 

（H16.3 月岐阜県農林水産局刉 農作物等災害の手引き p95-p98 参照） 

 

○高温・乾燥害対策 

  ①３０～３５℃以上の高温では、発芽や生育、花芽分化、果実の肥大などに影響が出る 

ことがあるため、可能な限り昇温抑制に努める。 

  ②ハウス等の施設栽培の場合は、気化熱等を利用した昇温抑制技術や光量を制限する遮 

光ネットの利用など、栽培状況や品目に合わせて対処する。 

 ③また、ハウスの解放面積を多くして通気をよくするとともに、撹拌扇等により積極的 

に“風”を動かす。 

 ④こまめなかん水を実施し、乾燥に備える。 

  ⑤露地栽培の場合は、夜間に、チューブ等によるかん水や畝間に湛水することにより乾 

燥害を避ける。この場合、翌朝の気温が上昇する前には排水されるよう注意する。 

 

 

 

(2)イチゴ  

春先の低温や５月の日照不足等により、ラン

ナー発生不良による採苗の遅れを心配したが、

子苗の確保やランナー切りはほぼ順調に終了し

た。 

 現在は、かん水及び肥培管理を徹底して苗の

養成を図り、下旬以降の花芽分化の誘導や定植

後の活着促進など、生産力の高い苗づくりに努

めているところである。 

 今年は、例年より２週間も早い梅雤入りと梅

雤明けとなり、やや天候も不順が予想される。

場合によては、比較的早い花芽分化もあるかも   写真 「濃姫」育苗のようす 

しれないので、定植の準備など遅れないように注意しておく。 

 今年は、台風への備えも注意しておきたい。 

①高温・強日射対策 

  ７月の台風６号の通過後やや天候は不順であるが、ひとたび天候が回復すれば強い日

差しが照りつけ温度も急上昇する。子苗の生育と充実確

保には十分な光量と光合成による養成管理が重要ではあ

るが、３０～３５℃以上の高温となれば葉裏の気孔が閉

じてしまい光合成を妨げることもある。 

    気温の変化を十分に考慮して、温度上昇の激しい日、

時間帯（たとえば午前 10 時～午後 3 時など）のみ３０

～４０％程度の遮光資材を利用して、生育停滞を防ぎた

い。                        写真 美濃娘の苗 
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 ②潅水 

    濃姫では、極端な乾燥によるしおれは“萎黄病”の発生を助長する。また、美濃娘に

おいても根張りが遅い傾向があるため潅水不足により芯葉が巻くなどの症状が出やすい。

 苗の養成期であるため十分な潅水が必要であるが、高温期であるため、特に夜間に多

湿条件になると炭そ病が発生しやすい。灌水時間などには十分注意して、特に夕方の灌

水は表面が乾く程度とする。 

  また、灌水ムラが発生しないよう、底面給水方式（ノンシャワー育苗など）の給水ム

ラには特に注意する。                     

 ③窒素中断                                           

  ８月１５日を窒素中断開始の目安とする。             

  ロングトータルは指でつぶれれば、肥効はないものと考え、粒中に硬いものがある場

 合は肥料が残っているので、手で取り除く。 

  窒素中断時期を早めると、不時出らいを招くとともに、花芽分化が早まり、頂花房と

 一次腋花房の収穫時期があく原因にもなりやすい。 

 ④葉かき 

  葉かきは常時３枚程度にしておく。葉数が多いと風通しが悪くなり、病害の発生を助

 長するとともに、かん水もポット上面にかかりにくいので、萎れやすくなる。 

    なお、葉かき作業は、天気の悪い湿度の高い日には、極力行わないようにする。 

    濃姫では、最終葉かきを８月２５日頃行い、このとき葉数は３枚程度にする。美濃娘

 では、濃姫よりやや多めの３．５～４枚程度にする。 

 ⑤花芽分化促進 

    現状はやや天候不順であるし、今後１ヶ月も「気温は平年並みでやや降水量が多い」

と予想している。特にお盆以降の天候、気温等には十分に注意して、必要な対策を講じ

ていく。 

かなりの高温が予想されるようなら、昇温を抑制して花芽分化を促進させるために遮

光資材を利用する。ただし、遮光程度が強いと苗の生育が軟弱となり炭そ病になりやす

くなるので３０％程度が適当である。夜冷育苗施設がある場合は、積極的に活用し花芽

分化促進を図る。 

  また、高設栽培では、岐阜県方式にて培地を連用しない場合に限るが、８月下旬の早

 期定植を励行して分化揃いと促進を積極的に実施したい。 

 ⑥病害虫防除 

  お盆を過ぎた頃から、うどんこ病、炭疽病の発生が

多くなる事例が見られるので、早期発見に努めるとと

もに予防防除を実施する。また、炭疽病では疑わしき

株は発見次第除去する。前年度発生が多かったところ

では予防的な防除を実施し、苗が不足しないよう対策

する。 

  また、アブラムシや特にハダニについては、必ず本

 ぽに持ち込ませないよう徹底した防除を実施する。 

  また今年は、例年になく燐翅目害虫の飛翔が早い。 写真 炭疽病の発生株 

今後もタバコガやオオタバコガ、ハスモンヨトウなどのヤガ類の発生が続きそうなの

で被害には注意する。 
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  薬害に十分注意して、安全な農薬の使用と記帳管理を心掛ける。 

  

⑦本ぽへの施肥 

  土壌診断に基づき、基肥を施用する。 

  従来から中休みが長く発生する傾向にあれば、初期の肥効が尐ないタイプ（例：全農

いちごプロ基肥一発タイプ）を利用するか、減肥するなど工夫が必要である。 

  還元土壌消毒した場合、フスマ１トン当たり５～１０kg/10a の速効性窒素が残ると

いわれているが、この場合も土壌診断に基づき、施肥（減肥）する。 

  家畜ふん堆肥を投入する場合、これらに含まれる窒素成分を肥料として換算し、施肥

 設計する。（主要園芸作物標準技術体系 2005 資料編参照） 

 

 

(3)ホウレンソウ（高冷地） 

 ①高温期の管理 

  ア 遮光 

 ほうれんそうの発芽適温は 18～20℃と低いことから、播種時は遮光資材（遮光率 

  30％程度）で被覆し、地温の低下と土壌水分を保ち発芽の安定を図る。基本的には長 

  期の被覆は軟弱徒長気味の生育となり株重低下につながることから本葉２～４枚目頃 

  までには除去する。ただし、極端な高温乾燥により生育が停滞する恐れのある場合に 

  は、耐暑性の劣る品種を中心に被覆期間を１～２週間程度延長する等、柔軟な対応を 

  行う。 

  イ 水管理 

 発芽が揃うまでの３～４日間は土壌表面の乾燥を防ぐため適度に潅水する。発芽揃 

いから本葉４枚目までは根が伸長する時期であり、立枯病等が発病しやすいため潅水

を控える。特に高温期は発芽揃いは良いがその後、立枯病が多発する例が見られるこ

とから注意が必要である。その後本葉４枚～草丈 10cm 程度までは土壌の乾き具合を

見て３回程度、１回当たり５～10mm 程度の潅水を行う。圃場が乾燥している場合は、

前作終了後、耕起前に 20～30 分潅水し、表層から作土層中心部まで土壌水分を均一

に保つ。発芽揃いに必要な潅水量は圃場条件により大きく異なることから、個々の圃

場に合わせた調節が最も重要となる。また、生育後半に遮光を行う際には土壌の乾き

具合も大きく異なることから、潅水量を調節し株元の腐敗を避ける点にも注意が必要

である。 

 

 ②病害虫防除 

  ア べと病 

   曇天や降雤が続く春秋の低温期に発生が問題となるが、分生子の発芽適温は８～  

  18℃（高山市内：４／上～６／上、９／下～11／上）とされ、高標高地帯においては 

  夏にも発生が見られることから、特にレース５抵抗性品種は注意が必要である。   

  子葉、本葉第１～２葉の展開時までに感染しやすく、発病後では被害は抑えられない 

  ことから、初期からの予防防除が重要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長す 

  ることから夕方の潅水は避け、合わせて小まめな換気によりハウス内湿度を下げる等 

  の耕種的防除も実施する。 
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イ ヨトウガ・シロオビノメイガ 

ヨトウガは卵塊で産卵し、シロオビノメイガは単独で産卵する。夏期から秋期にか

けて高温が続くと発生密度が高まり被害が増加する傾向にあり、老熟幼虫は食害量が

飛躍的に増加することから、食害量が小さく限定的な若齢期に防除を徹底することが

重要となる。防虫ネットは透き間のないように設置に注意するとともに、防虫ネット

に付着した卵塊等に対する防除も実施する。また、ほ場内やほ場周辺の雑草に寄生し

被害が拡大することから、合わせて雑草防除を徹底する。     

 

  

(4)トマト（高冷地） 

 ①樹勢コントロール(第６花房開花以降) 

  ア 施肥 

   収穫開始時期は最も着果負担が強まり、樹勢は最も低下するが、低段の収穫が進む

につれ、着果量は減尐し負担は弱まることから、基準となる施肥量を施用している場

合は、樹勢が弱い場合にも施肥量を極端に増やすことは避ける。一般的には潅水量の

増加に伴い８月上旬に最も追肥量が多くなる例が多いが、中段の着果が不安定で着果

負担の軽い圃場や摘心後の樹勢が強くなりやすい圃場については、８月上旬から早め

に施肥量を減らすことや窒素成分量の低い追肥資材に切り替える必要がある。 

  イ 潅水 

   梅雤明け後の７月下旬から８月中旬までは、１年中で最も平均気温が高く、晴天が

続くことが多いことから、トマトの蒸散量が多く、最も潅水量を必要とする時期とな

る。基準となる潅水量は地域により決まっているが、個々の圃場条件の違いにより、

適正な樹勢を保つために必要な潅水量は大きく異なる例が多い。その違いを的確に把

握し必要とされる潅水量を過不足なく与えることが求められる。施肥量は十分にも係

わらず、葉色が濃く樹勢が回復しない場合には潅水不足をまず疑い、通路潅水と合わ

せて潅水時間の調整を図る。 

 ②確実な着果安定 

  ア 樹勢 

   高温期の着果が毎年安定しない場合には、着果しやすい樹勢が保たれていない例が 

多い。樹勢は強すぎても弱すぎても着果不良となることから、収穫開始時期から理想 

とされる３～４花開花花房下の茎径が８～10 ㎜となるように潅水量と施肥量を調節し 

樹勢をコントロールする。また、生長点付近の葉色に注意し、特に早朝は淡く黄色を 

帯びるような状態を維持する。 

  イ ホルモン処理  

   標高の低い地帯を中心に、晴天日のハウス内気温は 40℃近くなり、花粉の発芽限界 

となる 35℃を超え、振動受粉やマルハナバチによる交配では着果安定を図ることは困 

難となることから、ホルモン処理に切り替え確実な着果を図る。その際にも高温期の

処理となるが濃度を薄めすぎないように注意し、樹勢に応じた適正な濃度により処理

を行う。 

 ③病害対策 

  ア 葉かび病 

 葉かび病抵抗性品種の導入は進んでいるが、「桃太郎８」栽培ほ場については発病

前からの予防剤による定期防除が基本となる。今年は空梅雤傾向で推移したため初発

も遅れていたが下葉を中心に発病が見られることから、発病確認後は速やかに治療剤

に切り替え、病気の蔓延を防ぐ必要がある。治療剤については耐性菌の発生を避ける
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ため、同一系統の薬剤は連用を避け、年１回程度の使用に留めることも産地全体とし

て耐性菌を発生させないための取り組みとして重要である。また、発生源を取り除く

ために下葉の摘葉を合わせて行うことも効果的である。 

 

 

(5)ダイコン(高冷地) 

 ①高温期の管理 

  ア 灌水 

 特に生育後半の高温乾燥により、ホウ素等の微量要素の吸収が妨げられ、赤しん症

等の生理障害の発生が問題となることから、灌水可能なほ場においては、土壌の乾燥

状況を見ながら積極的に灌水を行う。 

 ②病害虫防除 

    ア キスジノミハムシ 

成虫・幼虫の密度が最も高くなるのは６～８月の高温期であり、この間に雤の尐な

い年は発生の多い傾向にある。根部に被害を及ぼすのは播種３週間前後以降との報告

があり、播種時に処理する粒剤の残効は一般的に 30 日前後とされ、薬剤の種類によ

っては地上部への浸透移行性もないことから、生育中期の茎葉散布による成虫防除も

重要となる。 

  イ ワッカ症 

     白さび病菌の寄生が原因とされ、地上部での発生がほとんどで地下部に形成される 

ことは極めて尐ない。ワッカ症の発生は播種 50～60 日前後からの収穫適期以降から

観察されることが多いが、薬剤防除は生育初期の処理効果が高い。幼苗期の散布では

茎葉だけではなく、地際部の土壌に浸み込むよう十分な量（約 200 ㍑／10a）を処理

すると効果が高い。黒斑細菌病や軟腐病などに適用のある銅水和剤も有効な剤があり

同時防除が可能であるが、品種や生育状況、栽培時期によって薬害発生の恐れがある

ため生育初期の連用は避ける。 

    エ 黒斑細菌病 

  生育適温は 25～27℃で、春秋を中心に発生が多くなるが、高標高地帯では夏期に 

おいても問題となる。種子や被害植物の残渣で越年し、土壌伝染と空気伝染により感 

染が拡大する。葉や葉柄等の地上部被害よりも、収穫期に問題となる黒心症の発生原

因となることから注意が必要となる。生育初期から細菌に曝されることにより病害が

発生することが示唆されており、多発後は防除が困難となることから、播種後２～４

週間の初期段階での予防的な薬剤防除が黒心対策として有効となる。また、黒心症の

発生には品種間差が認められることから、生育・品質等を考慮しながら発生の尐ない

品種を選択することも有効である。 

 

 

(6)夏秋ナス 

  今年も、春先の低温や定植後の天候不順により、根張りや初期生育に影響があった。 

７月上中旬にややまとまった量の出荷があったが、その後も十分な出荷量が確保され

ていない状態が続き単価高となっている。 

  今後もすっきりしない天気が続きそうであるが、かん水、せん定、肥培管理など
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を徹底し草勢の維持に努めて、秋までの長い収穫・出荷を乗り切っていきたい。 

  また、突然の暴風雤や台風の襲来など気象情報にも注意したい。 

 ①ほ場環境の整備 

    久しぶりの台風の接近やその後の天候不順など、降水量が多くなっている。長時間の

降雤でも冠水することのないよう、また万一冠水しても早く排水できるよう改善や排水

路の確保を行う。また、強制的に排水できる機材も準備しておく。 

また、天候が回復すると高温と乾燥が続くと予想されるため、こまめな潅水が行える

ようにも排水のよい環境づくりが重要となる。 

  また、褐色腐敗病等を発生させないよう排水の徹底はもとより、腐敗果やせん定くず

などを場内に残さないよう徹底する。 

 ②潅水管理 

  今年も梅雤明け後は、気温がぐんぐん上がり降雤がほとんどなかった。 

  また、今年の春先の低温や定植以降の天候不順により、根張りが不十分であり「ツヤ

なし果」が発生しやすい。 

  灌水チューブ等の設備があれば十分に活用し、こまめで十分な潅水を徹底して、 

「ツヤなし果」の発生を抑える。また、うね間を利用した灌水を実施する場合は、必ず

排水を確認して夜間に実施するとよい。ただし、翌朝には必ず排水できるようほ場整備

が重要となる。 

  晴天時は、１回にかん水量は株あたり２～３リッター程度とする。 

 ③せん定及び葉かき 

  葉かきはこまめに実施して、常に株の真 

 ん中に光が入るように努める。 

    また、側枝の摘心や不必要な芽欠きを早 

 めに行って、肥大と次の側枝の確保を促進 

 させたい。 

 ④適期（やや早め）収穫の励行 

  収穫遅れは、草勢低下を招くため、早め 

 の収穫を心がける。 

 ⑤肥培管理 

    潅水管理と同様、こまめで定期的な追肥を実施して、草勢を低下させないように努め

る。肥料の不足は曲がり果などの発生を助長するので注意する。 

    草勢の低下が激しい場合は、葉面散布剤等を効果的に併用して、肥培管理を行う。 

    また、台木によっては苦土欠乏の発症に注意する。 

 ⑥病害虫の管理 

    ～病害～ 

        ○春先にわずかだがうどんこ病が発生している。今後は秋の気温低下以降の発生に 

備えた防除を心がける 

    ○青枯れ病の発症に注意する。草勢の低下や根傷みで発症しやすくなる。適正な肥培

  ・栽培管理を励行する。万一発症したら速やかに抜き取りほ場外で廃棄する。 

  ○花がらの灰色かび病の発生に注意する。 

  ○褐色腐敗病の発生に注意する。強い風雤の後は特に注意が必要。泥等の跳ね返り対

  策を実施する。 
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    ～虫害～ 

    ○アブラムシ、スリップスの発生に注意する。 

    ○今年はハスモンヨトウやタバコガ、オオタバコガの発生が早く混在化している。ネ

  ット等の耕種的な防除や薬剤散布を実施する。病害虫防除所等の発生消長データも参

  考にする。 

 ⑦高温対策 

    日差しが強まれば気温が上昇する。 

  マルチ下の地温の上昇には特に注意する。 

  地温の上昇は地表面に多い細根を枯死させる。＝草勢低下、土壌病害の発生 

     対策：刈草や敷きわらなどでマルチ面を被覆する。 

            かん水を夕方～夜間の地温低下させやすい時間に行う（排水対策） 

 ⑧台風への備え 

台風が襲来する場合は、防風ネットや支柱の強度の確認。主枝の誘因の強化。収穫

果の早期の取り込みなど行う。 

    強い風雤の後は、防除と場合によっては葉面散布にて病害虫の抑制と草勢回復を図る。 

 

 

(7)サトイモ 

  今年は、やや天候が不順であり、適度な降雤ではサトイモの栽培には好適となりそうで

あるが、天候の回復後は高温傾向が予想され、降雤も尐ない傾向がつづきそうである。水

が不足すると、イモの着生や肥大がわるくなるので注意する。また、カルシウム不足によ

る品質低下も懸念されるため、うね間へのかん水を実施するなど対策を十分に検討する。 

 

(8)その他野菜 

  ～施設栽培～ 

・トマト、キュウリ等の播種作業が始まる。 

○ハウス内では気温の上昇や潅水不足となる場合があるため、遮光資材の活用などにより

適切な温度管理を行う。 

○ 発芽や育苗など、影響がないよう十分な注意と管理に努める。 

 

  ～露地栽培（秋まき野菜の場合）～ 

・ブロッコリー等の播種が始まる。 

○温度やかん水管理を徹底して、発芽率の確保や健苗育成に努める。 

○排水性のよいほ場を確保するとともに、排水対策も実施する。 

○播種後、定植後の高温・乾燥が懸念されるため、かん水チューブ等を利用するかうね 

間などに入水できるよう対策を検討する。 

○マルチを利用する場合は、泥でマルチと土表面との隙間をうめて、熱風が出ないよう 

注意する。  

○病害虫防除を実施する際には、薬害を発生させないよう、散布時間や温度には十分に 

注意する。 
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４ 果樹 

(1)生育（表１～５） 

県内の果樹の生育は平年に比べ２日から 10 日程度遅く、カキ、ナシ、モモ、リンゴの

果実肥大も平年より、遅れている。梅雤明け後の高温傾向はしばらく続くと予想されるた

め、果実肥大を促す灌水や収穫など管理作業は計画的に行う。 

 

 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　 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29

2010 3/8 4/6 5/22 5/23 5/26 10/5 10/5 10/5 11/23 212 14.6
平年 3/18 4/6 5/17 5/19 5/22 9/27 10/1 10/4 11/21 235 16.0

太秋 2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28
2010 3/15 4/11 5/22 5/24 5/27 10/19 10/25 11/2 11/24 364 16.9
平年 3/24 4/11 5/17 5/19 5/22 10/17 10/24 11/2 11/20 342 17.5

富有 2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31
2010 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30 11/8 11/25 11/29 11/29 252 16.4
平年 3/24 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/19 11/30 12/1 279 17.1

開花期 収穫期

 

 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　 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23

2010 3/13 4/12 4/10 4/14 4/20 8/6 8/20 8/27 11/19 326 12.1
平年 3/18 4/11 4/10 4/14 4/21 8/6 8/16 8/23 11/20 362 12.7

豊水 2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21
2010 3/8 4/5 4/7 4/11 4/16 9/3 9/13 9/21 11/21 465 13.6
平年 3/14 4/7 4/5 4/11 4/17 9/2 9/9 9/17 11/23 447 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 2011 4/6 5/6 6/23 6/20

2010 3/22 4/30 6/18 6/17 9/4 9/13 25.4
平年 3/30 4/26 6/16 6/10 8/29 9/7 26.0

筑波 2011 4/3 5/4 6/24 6/18
2010 3/16 4/27 6/15 6/17 9/24 10/6 27.3
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.5

雄花
満開

収穫期雌花
満開

 

 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 2011 4/3 5/5 5/7 5/10

2010 3/23 5/1 5/3 5/7 8/5 8/16 281 17.8
平年 3/26 4/25 4/28 5/4 8/2 8/13 278 15.0

昭和 2011 4/3 5/6 5/8 5/11
白桃 2010 3/23 5/2 5/4 5/8 8/23 9/1 368 18.5

平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/19 8/28 313 14.9

開花期 収穫期

 

  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 2011 4/10 5/10 5/14 5/19

2010 4/5 5/5 5/8 5/17 9/12 9/30 314 13.6
平年 4/4 5/2 5/6 5/12 9/5 9/21 357 13.6

ふじ 2011 4/10 5/10 5/13 5/18
2010 4/6 5/5 5/9 5/16 11/12 11/30 333 14.6
平年 4/4 5/3 5/6 5/11 11/9 11/29 371 15.5

開花期 収穫期
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   図１ カキ富有果実肥大推移       図２ カキ西村早生果実肥大推移 

 

図３ ナシ幸水肥大推移         図４ ナシ豊水肥大推移 

 

 図５ モモ白鳳果実肥大推移（縦径）   図６ モモ白鳳果実肥大推移（側径） 

 

 図７ リンゴふじ果実肥大推移（縦径）  図８ リンゴふじ果実肥大推移（横径） 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15

果周(cm)

富有 平年

富有 H23

5 

10 

15 

20 

25 

30 

6/15 7/15 8/15 9/15

果周(cm)

西村早生 平年

西村早生 H23

5 

10 

15 

20 

25 

30 

6/5 6/15 6/25 7/5 7/15 7/25 8/4 8/14

果周(cm)

幸水 平年

幸水 H23

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

6/5 7/5 8/5 9/5

果周(cm)

豊水 平年

豊水 H23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6/1 6/15 6/29 7/13 7/27 8/10

mm

H23縦径

平年縦径

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6/1 6/15 6/29 7/13 7/27 8/10

mm

H23側径

平年側径

15

25

35

45

55

65

75

85

6/1 6/15 6/29 7/13 7/27 8/10 8/24 9/7

mm

平年縦径

H23縦径

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6/1 6/15 6/29 7/13 7/27 8/10 8/24 9/7

mm

H23横径

平年横径



 

18 

 

    ※図１～４ 農業技術センター（岐阜市）調査による 

   図５～８ 中山間農業技術研究所（飛騨市）調査による 

 

(2)果樹の猛暑対策 

①干害対策 

  梅雤明け後に小雤高温が続き、干害の被害が懸念される。梅雤明け後は乾燥の程度が

著しいだけでなく、湿潤な梅雤期の直後であることが、干害の発生を助長している。す

なわち湿潤な時期には表層根に対する依存度が高まっているため、その後の急激な乾燥

に対し抵抗力がきわめて弱い。 

 果樹の耐干性はモモ、スモモ、ブドウ、カンキツ等では強く、リンゴ、カキ、ナシ等

で弱い傾向がある。しかしこの相違は明確に区別できるものではなく、台木の種類や栽

培条件等で異なる。 

 土壌水分の低下に伴い、始めに葉のしおれ、巻き込み等が見られ、程度がひどくなる

と果実の萎縮等（カキのとらがき等）や落葉が発生し、場合によっては樹が枯死する場

合もなる。また程度が軽い場合でも、カキ等では日焼け果の発生が多くなる。 

  干害の被害を受けた場合は以下の対策を講じる。 

 ・果実は水分の貯蔵庫の役割があるので、干害被害が発生した場合、あわてて摘果せ

ず、気象条件、被害程度をよく観察してから摘果作業を行う。 

 ・干害の被害を受け落葉等の大きな被害を受けた樹では、貯蔵養分が十分に確保され

ていない場合が多く、冬季に強めのせん定を行い、次年度の新梢伸長確保に努める。

また次年度の伸長等をよく観察し、樹勢低下が著しい場合には、開花期等から着果

制限を行い、樹勢回復に努める。 

・幼木では被害が大きい例が多く、枯死樹、衰弱樹が多発した場合は早急に改植を行

う。 

 なお、恒久対策、事前対策については、先月号に掲載した「２ 果樹の猛暑対策」の

（１）かん水、（２）土壌管理、（３）日焼け果防止を参考にしてほしい。 

 

②適期収穫 

  成熟期が近づいたら食味を確認しながら収穫時期を判断し、適期に収穫できるように

する。特に高温の影響で着色が遅延することに伴い収穫時期が遅れ、果実が過熟となら

ないよう注意する。更に、日持ち性を良くするため、高温時の収穫は避け、収穫後の果

実温度が高くならないよう、涼しい場所で選別し出荷するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

５ 花き 

(1)フランネルフラワー 

～秋出荷の作型～ 

     ①３月までに播種された苗は、２.５号ポットから４号程度の鉢への移植適期を過ぎ 

ている。まだ、移植していない場合は速やかに実施する。 

     ②鉢土にはピートモス、パーライト、赤玉土を主体とした用土を用い、微要素入り 

の緩効性肥料を混和する。 

     ③移植時は、出来る限り根を切らないよう注意する。 

   ④鉢替え作業の遅れにより、秋に開花しない株が発生する恐れがあるため、適期作 

業を励行する。 

     ⑤水切れを起こさないよう、かん水管理に注意する。 

   ⑥「エンジェルスター」は「フェアリーホワイト」に比べて開花が早まるため、鉢 

上げや鉢替えが遅れないよう特に注意する。 

 

～春出荷の作型～ 

     ①育苗時の立ち枯れに注意する。 

   ②播種から２カ月程度で鉢上げできるよう準備を進める。鉢上げが遅れるとその後 

の生育に大きく影響する。  

   ③鉢土にはピートモス、パーライト、赤玉土を主体とした用土を用い、微要素入り 

の緩効性肥料を混和する。 

 

【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 

秋出荷作型 

 

春出荷作型 

 

 

 

                                         

                                                

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

～親株管理～ 

     ①優良な親株を選定し、大鉢（７～８号）で栽培することにより、株を大きくして 

種子を確保する。 

     ②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。 

     ③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。 

     ④摘心は行わず、頂花で採種するよう心がける。 

   ⑤柔らかい筆等で花の中心を撫でてやることにより、確実に受粉させる。 

     ⑥種子はプラスチック等の密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管する。保管状態が悪い場 

合は、発芽率が極端に低下するため特に注意する。 
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(2)かれん 

～鉢上げ～ 

   ①挿し芽から１５日程度で発根する。発根を確認したら、鉢上げを行う。 

  ②鉢は３号程度のポットを使用する。 

   ③用土は調整ピート主体とし、緩効性肥料を混和する。 

 

～鉢上げ後の管理～ 

   ①葉が隣の株と触れ合う程度に生育したら、切り戻しにより株張りを良くする。 

    切り戻しは２回程度行う。 

   ②４号鉢などを使用する場合は切り戻し後に鉢替えを行う。 

   ③切り戻し後、葉が隣の株と触れ合ってきたら、鉢広げを行う。 

     ⑤最終切り戻し後にわい化剤処理を行う。 

   ⑥病害虫防除を定期的に行う。特に、アブラムシ、コナジラミ、ヨトウムシ、うど 

んこ病に注意する。 

     

    

【かれんの栽培体系】  

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 

 

１１月出荷 

 

 

 

    ○：挿し芽  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

 

(3)その他鉢物及び花壇用苗物 

  ①生育ステージや栽培環境に合わせたかん水管理、温度管理を徹底する。 

②特に昼間はハウス内の温度上昇に注意し、換気や適切なかん水を行う。 

③徒長等による品質低下を防ぐため、スペーシングにより株間を確保する。 

④遮光は天候により細やかに管理する。 

  ⑤秋出荷の花壇苗の播種が続く。高温期の播種のため、発芽不良を起こしやす    

い。出来るかぎり発芽適温で管理するよう心がける。 

  ⑥適期に鉢上げを行い、徒長や根詰まりさせることのないよう心がける。根詰まりや

   苗の老化は、生育不良や枯死の原因となりやすい。 
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６ 畜産 

 平坦地では中旬頃より飼料用トウモロコシの収穫作業が始まる。配合飼料価格が高止ま

りし、さらに値上げの動きが見られる昨今、サイレージ調製のポイントを再確認して良質

な自給飼料を生産しよう。 

 

(1)適期収穫 

収穫は乾物率やＴＤＮ収量、また発酵品質を左右する糖含量などを勘案して黄熟中後期

に行う。黄熟期の見分け方は、子実のミルクライン（黄色と白色の境界線）が中央部まで

達した頃を目安にする。 

 

(2)切断長 

切断長は、詰め込み時の圧力に影響する。長い切断長では十分な詰め込み圧を確保でき

ず、乳酸菌等の嫌気性細菌の発酵を促すことが出来ない。収穫前には作業機械のメンテナ

ンスを入念に行い、１～１．５cm 程度の切断長とする。 

 

(3)早期密封  

カビや２次発酵による品質低下を防ぐため、収穫後速やかに密封する。 

 

 

 

7 作業者の健康管理(熱中症対策) 

  夏期等の暑熱環境下での作業は、熱中症(熱射病・熱けいれん・熱まひ)を生じる恐れ 

 がある。次のことに十分注意して作業を行うようにする。 

 

(1)日中の気温の高い時間帯を外して作業を行うとともに、休憩をこまめにとり、作業

時間を短くする等工夫を行う。 

汗で失われた水分や塩分を補給する(加齢に伴い水分不足に対する感覚が鈍ることが

あるで早目に補給する)。 

   気温が著しく高くなりやすいハウス等の施設内での作業中については、特に気をつ

ける。 

 

(2)帽子の着用や、汗を発散しやすい服装に心掛ける。作業場所に日除けを設置したり、

ＵＶカットの作業着の着用、濡れタオルや保冷剤を身体に巻くのも効果的である。 

 

(3)屋内作業では、遮光や断熱材の施工により、施設内の温度が著しく上がらないよう

にするとともに風通しをよくし、室内の換気に努める。 

  作業施設内に熱源がある場合には、熱源と作業者との間隔を開けるか断熱材で隔離

し、加熱された空気は屋外に排気する。  
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専門項目に関する情報  

切り花の環境条件と日持ち性 

 

１ はじめに 

 消費者に対する切り花のアンケート結果（※１）によると「日持ちする花が欲しい」、

「長持ちする花を売って欲しい」など切り花を購入する際の条件に、購入後の鑑賞期間に

ついての要望が多いことが明らかになっている。 

 日持ちに関しては、過去に様々な調査・実験が行われているが、主要な流通品目や消費

者が季節ごとに家庭で切り花を鑑賞することを想定した実験条件となっていなかったため、 

四季ごとの日持ち日数について、消費者への情報提供も不十分な状況であった。 

そこで、今回農林水産省生産局花き産業振興室が、（独）農業・食品産業技術総合研究

機構花き研究所での実験結果に基づき、消費者が切り花を購入してから、実際にどの程度

日持ちするのかという視点から、季節ごとに流通量の多い品目について四季別の環境条件

などを設定し検証した結果を紹介する。 

 

２ 切り花日持ち実験結果 

(1)実験の方法、環境設定 

①調査品目 

   花き流通統計調査（農林水産省）をもとに、通年及び四季ごとに流通量の多い品目を

選択。 

【通年品目】 

輪ギク、スプレーギク、コギク、バラ（スタンダード）、バラ（スプレー）、

カーネーション（スタンダード）、ユリ、トルコギキョウ（八重）、 

トルコギキョウ（一重）、ガーベラ 

【季節品目】 

春： シャクヤク、アルストロメリア、チューリップ、カラー、 

デルフィニューム 

夏： グラジオラス、ヒマワリ 

秋： ダリア 

冬： チューリップ、カラー 

 

②四季別の環境設定 

  環境設定は消費者の家庭のリビングルームに飾ることを念頭に条件を設定。 

    【環境条件】 

      温  度：春・秋＝室温２３℃ 

           夏  ＝室温３０℃ 

           冬  ＝室温１５℃ 

      湿  度：７０％ 

      光 強 度：約６００ルクス（蛍光灯程度） 

      日照時間：１日あたり１２時間 
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③消費者購入時における採花からの経過時間 

     切り花の通常の市場流通を実験結果に反映させるため、採花から購入するまでの時

間を４日間と想定。 

      生産者保管（採花から出荷） １日 

      輸送・市場内保管      １日 

      陳列期間（花屋店頭）    ２日   合計 ４日 

 

 ④品目ごとの採花から花屋店頭までの保管・輸送温度等の設定 

切り花は品目により採花後の管理方法（保管温度、薬剤処理、水揚げ等）や適した輸

送方法（湿式・乾式・輸送温度）が異なる。 

このため、今西英雄「切花の生理特性の類型化に基づく品質保持技術の開発（平成 

１１年３月）」、市村一雄「新規品質保持剤利用による切り花バケット流通システムの

確立（平成１９年３月）」などを参考に、品目ごとに適正と考えられる管理・輸送温度

を設定。 

 

 表１ 品目ごとの保管・輸送設定温度 

     
 

⑤消費者における観賞期間時の花瓶の中身 

花瓶の中身については、日持ちへの影響が大きいと思われる「花持ち剤」の効果を調

べるため下記の２つで比較。なお、切り口の切り戻しは実験前の一度のみ。 

水 の み  ５日に一度水を取り換え 

花持ち剤  中身は取り換えず、同じ濃度の花持ち剤溶液を継ぎ足し 

(1％グルコース､0.5ｍL/L レジェンド MK､50ｍｇ/L 硫酸アルミニウム） 
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⑥鑑賞期間の基準 

 日持ち実験で検証している観賞期間の基準は「切り花の日持ち評価レファレンステス

トマニュアル」を利用。 

レファレンステストとは、一定の保持環境と品質評価基準で切り花の日持ちを評価す

ることで、潜在的な日持ち（日持ち性）を数値化するテスト。オランダでは広く実施さ

れている。 

 

(2)実験結果について 

①春：室温２３℃での日持ち日数  

輪ギク、スプレーギク、カーネーション（スタンダード）、カーネーション（スプ

レー）、アルストロメリア、トルコギキョウ（八重）などは日持ちが他の品目に比べ長

くなった。花持ち剤の効果も現れている。 

 

 

 図１ 春：室温２３℃での日持ち日数 

（グラフ中「＋α」は､20 日で実験終了。その後どこまで日持ちしたかは不明） 

 

   ②夏：室温３０℃での日持ち日数 

全般的に他の季節と比較して日持ちが短くなった。しかし、その中でも輪ギク、

スプレーギク、トルコギキョウ（一重・八重）は高温下においても日持ちが長いこ

とが認められた。また、花持ち剤の効果は顕著に見られ、トルコギキョウ（ 一重・

八重）、バラ（スタンダード・スプレー）などにおいては花持ち剤を使用すること

により２倍から３倍の花持ちが認められた。 
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      図２ 夏：室温３０℃での日持ち日数 

 

③秋：室温２３℃での日持ち日数 

輪ギク、スプレーギク、カーネーション（スプレー）などは他の季節と同じく、 

長い日持ちが認められた。また、花持ち剤の効果が全般的に現れている。 

 

 

図３ 秋・室温２３℃での日持ち日数 

 

④冬：室温１５℃での日持ち日数 

他の季節に比べて全般で日持ちが長くなった。また、花持ち剤の効果が全般的に現

れている。 

 

      図４ 冬：室温１５℃での日持ち日数 
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３ 消費者ニーズへの対応 

農林水産省が平成２２年４月に策定した「花き産業振興方針」では、今後の花き産業振

興に向けた具体的な取組の一つに、日持ちの良い花きを求めるニーズへの対応として、品

質管理の徹底等全ての関係者の努力の必要性について強調されている。 

特に、生産者・出荷団体、卸売業者・仲卸業者、小売り、輸送業者は、それぞれの段階

で、清潔な水・容器による水揚げ、品目に応じた適切な前処理の実施、温度管理の徹底と

それを可能とするための保冷庫・保冷車等の整備・活用、日持ち性の低い品目における湿

式低温流通の実施等を行う。これらの努力のうち一つでも欠けただけで日持ち性は損なわ

れ、消費者の満足度は低下する。花きに対して十分な知識を持っていない消費者が多い中 

では、一回の失望が花離れを招きかねない。したがって、花き産業に携わる者全てが、高

い意識をもって日持ち性への配慮や日持ち性の向上に向けた取組を進めることが大切であ

る。 

  

４ おわりに 

 切り花の売り上げアップを目指し、首都圏の某食品スーパーが、花の日持ち保証販売を

強化している。これは花の鮮度を一定期間保証し、期間内にしおれた場合は、別の花と交

換するもので、同社は今春から日持ち保証対象品目について生花を取り扱う直営全７３店

での実施に踏み切った。さらに今秋からは輪菊などの仏花を中心に５日間だった保証期間

を７日間に広げる。 

 このように小売り段階での日持ち保証の取り組みが進む中で、生産段階においても日持

ち性の向上に向けた取組により品質管理の徹底を図り、鑑賞期間の長い花きを求める消費

者ニーズに的確に対応することが重要である。 

 

 

 

※１ 「花き産業振興方針 参考資料」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/hosin09/pdf/san.pdf 

 

※２ 「切り花の日持ち評価レファレンステストマニュアル」 

（平成１８年３月花卉生産流通システム研究会） 

  http://www.jfpc.or.jp/reference_test/ 
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