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今月のトピックス

農業では豊かになれない
「農民国家中国の限界」(川島博之氏(東大大学院農学生命科学研究科准教授)著)が、昨

年４月に出版され、第５章が上記のとおり衝撃的な章題で「農業振興で地方を豊かにする

ことはできない」という内容であったので( →「新成長戦略 ～農林水産分野の成長産業化

～」で記載のあるとおり、６次産業化は不可欠）、参考までにその概要を紹介する。

１ 低下する産業としての農業の役割 ： 強い競争力を持つ米国の農業でも、農業生産額が

ＧＤＰに占める割合は年々低下しており、２００５年について見てみるとで０.９％と、

日本の１.５％より低くなっている。世界最大の穀物輸出国であり、農業分野の市場開放

を迫る強い競争力を持った米国の農業も、米国内では小さな産業となっている。

２ なぜ低下するのか ： 農業が産業の中で占める割合が低下するのは、食料を生産する産

業であることに関係している。美味しいものを食べるにも限度があり、美味しいものば

かりを食べ続けると、これが原因で生活習慣病等になることもある。このため、経済が

成長しても食材の量や質はそれ程変わらない。経済がある水準に達すれば、それ以降は

食料需要の増加率は人口増加率に等しくなる。また、農産物の品質は基本的には変化し

ない。つまり、産業としての農業は人口増加率程度にしか成長しない。

日本で農業を成長産業と見ることは間違いである。それは人口が減少している国では、

国内需要だけを考えれば、その需要は減少していかざるを得ないためである(ストマック

シェア：少子高齢化で飲食の総量が先細る問題への対応)。輸出を考えれば成長産業とし

て考えることもできようが、多くの農産物価格が国際価格よりも高く設定されている日

本では、突出した品質でなければ、その輸出には限度があろう。

３ 欲望を刺激する工業製品 ： 歴史を見たとき、農業に基盤を置いた社会は停滞的な社会

である。しかし、一度工業化し始めると、経済成長率は日本の高度成長期の様に、年率

１０％を超えることも珍しくない。例えば、自動車の様に工業製品は、これ迄に人類が

知らなかった欲望を刺激する働きがあるために、農業に基盤を置いた社会よりも遥かに

活気に溢れたものになる。

経済が発展する過程では、農業生産額の伸びは工業に比べて著しく小さくなる。ＧＤ

Ｐと輸出穀物価格の変遷を見ると、２００６年の値は１９６１年に比べて、ＧＤＰで世

界が３４.４倍、日本は急速に増加して８１.６倍となっているが、世界の穀物輸出価格

は２.７倍程度しか伸びていない。ＧＤＰの伸びと所得の伸びは、ほぼ同じと考えてよい

から、日本でも世界全体を考えても、穀物価格は相対的に極めて安くなっている。この

ことは、消費者にとって生活が楽になることを意味するが、農業者にとっては収入が大

きく増えないことを意味する。農業は儲からない産業であることを示している。

４ 農業人口割合 ： 農業部門の経済発展速度が工業部門より遅いのであれば、農業部門に

働く人の割合は減少せざるを得ない。日本における農業人口の減少は担い手不足として

大きな問題となっているが、農業人口の低下は日本だけに生じている現象ではない。米

国は世界最大の穀物輸出国であるが、その米国でも農業人口は減少し続けている。現在、

米国の農業人口割合は２％にまで低下しており、日本の４％をも下回っている。

５ 農業人口割合が減少する理由 ： 人類の歴史は、技術の発達により食料生産が容易にな

り、農業人口が減少していく過程と理解できる。近代になると技術の発展により、社会

を維持するために必要な農業人口は大幅に減少する(ペティ＝クラークの法則)。マクロ
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に見れば技術の進歩程には人口は増加しないから、農産物価格は時間が経つ程､豊作貧乏

の様相を呈することになる。農村の疲弊を救うために、農業を振興し生産性を上げる程、

農産物の価格は低下し、農民が苦しむことになる。工業やサービス業では次々に新しい

製品やサービスが登場するが、農業は人間の食料を生産する産業であり、食べるものは

そうは変わらない。このため需要は人口が増加する程度にしか伸びない。日本では農村

から都市に人口が流出し、過疎の村には耕作放棄地が広がることになった。

近代化、工業化により農村が貧困化する現象を解決するには、農民を農業以外の生産

性の高い業種に移動させなければならない。実際には、世代交代を利用して農業人口が

減少するために、農業人口が減少するには時間がかかる。もし本当に農業の担い手が不

足すればそれは農業生産の減少に繋がり、市場経済の下では農産物価格の上昇に繋がる。

しかし、過去５０年程を見たとき、その様なことは生じなかった。これは、農業人口の

減少を上回る速度で技術が進歩し、それが開発途上国を含めた世界に伝播しているため

である。次の５０年も、農産物価格の上昇が所得の上昇を上回ることはないと考える。

６ 科学技術が変える世界の農業 ： 科学技術が進歩すると、労働を技術で代替できるよう

になる。アジアの様に農村に多くの人口が張り付いた社会では、農村で労働力が過剰に

なり、農業における賃金の低下に繋がる。このため、近代になり科学技術が農業に浸透

し始めると、農村は都市に労働力を押し出そうとする。一方、工業部門を抱えた都市で

は、新たな産業が次々に起こるため労働力が不足がちになる。これにより、労働力を押

し出したい農村と受け入れたい都市という構図が出来上がる。農業部門から工業部門に

多くの人が移動すると、農業部門で人手不足により賃金が上昇し、一方工業部門では労

働力が余ることになり賃金が低下するため、ある時点で人口移動が止まるというルイス

モデルがある。しかし、英国や米国等の先進国においても、農業人口の減少に歯止めが

かかる兆しは見えない。

これは、農業が機械化しやすい産業であるためと考えられる。普及している田植機や

コンバイン等を車両系ロボット化することは、介護ロボットを作ることに比べれば遥か

に容易である。米国では人的被害軽減のため、対ゲリラ用戦闘ロボットの開発が進めら

れている。この様な技術は何年かすれば必ず平和利用される。その際に、農業用ロボッ

ト(マニピュレータ系ロボット)は早い段階で実用化されるものの一つになろう。

今日、田植機やコンバイン等は先進国だけでなく、開発途上国にも普及し始めている。

先進国で普及した技術は、瞬く間に開発途上国に伝播する。そう考えると２１世紀が終

わる頃には世界のどの国でも、農業はロボットにより行われているかもしれない。

以上が第５章の概要であるが、日本が農工間格差を是正し、一億総中流と言われる均一な社会が実現した

理由は、第７章で次の様に記されている。我が国には水田農業に基盤を持つ日本型社会主義とも呼べる心情

があり、これに選挙制度(中選挙区制)と冷戦構造(５５年体制)が加わり、米価政策や地方公共事業等によっ

て都市で生まれた富を農村に回すことができた。現在でも都市と農村の間には所得格差が存在しているが、

戦前程ではなくなっている。日本は経済が発展する中で、農村を豊かにすることに成功したのである。

また別の著作(『｢食糧危機｣をあおってはいけない』、『食料自給率の罠』)で「あるべき日本の農業」は

次の様に述べられている。安価な基礎食糧が世界中から調達されることを前提にした上で、付加価値の高い

農畜産物作りを目指すべきである。「国内生産力を維持しなければならない」という発想から抜け出し、世

界第一位の農産物純輸出額(＝輸出額－輸入額)を誇るオランダ（自給率へのこだわりを捨てて高付加価値な

ものに特化した、世界最強の小国農業）の様に、少量で利益の出る農畜産物(畜産、野菜・花き等)を作るこ

とに、日本農業が生きる道がある(但し、オランダ型に転換する上で、米だけは政治的観点から例外扱い)。
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農業における知的財産戦略について
農林水産業における国内外での競争力の強化を図る上で，育成権者の保護が重要な課題とな

って来ており、2003年３月に施行された知的財産権基本法においても、新品種が人間の創造的

活動により生み出された知的財産の一つとして位置付けられ、育成者権が知的財産権として明

示された。

農業分野においては、以前から知的財産権の保護が十分に意識されて来なかったきらいがあ

るが、これらの動きは次に紹介する2000年頃からの幾つかの事件を通じ、農業分野においても

育成者権を中心とする知的財産権の保護の必要性に対する認識が高まってきたことによる。

Ⅰ 海外での知的財産権に絡む事件

①インゲン豆’雪手亡’の例

北海道が育成し1995年に種苗登録したインゲン豆の品種の種苗が無断で中国に持ち出され、収

穫物が日本に逆輸入された事件。育成権者である北海道は海外での生産を認めていなかったにも

かかわらず、海外で栽培されていた。北海道はその後ＤＮＡ識別技術の確立に乗り出し、2002年

には中国産のインゲン豆が、北海道が育成者権を持つ’雪手亡’であることを明らかにした。

②サクランボ’紅秀峰’の例

山形県の試験場で育成された’紅秀峰’の苗が、山形県の農家からオーストラリア人にプレゼ

ントされていた例。’紅秀峰’は、山形県園芸試験場が育成し1991年種苗法登録した新品種で、

国外はおろか県外でも栽培を認めていない品種であり、2005年に国内の雑誌にこの記事が掲載さ

れ大事件となった。直ちに県が調査を開始し、穂木の持ち出しを確認し、2005年11月には育成者

権の侵害という事で、当該オーストラリア人を警察に告訴することとなった。その後、和解にこ

ぎつけることができ、相手方は故意ではなかったとしながらも種苗法に違反する行為であること

を認め、県民に対する謝罪の意志を表明。育成者権満了後から３年間は日本に種苗及び収穫物を

輸出しないと誓約し、一応の解決を見た。

以上２例のように海外で無断栽培され違法に輸入される農産物によって国内の生産者が打撃

を受けるおそれが高まって来たことや、逆に、2007年の中国への米の輸出に際しては、中国の

企業が既に「一目惚れ」の商標を中国で取得していたため、輸出した「ひとめぼれ」が「宮城

県産｣としか表記出来ず販売上の大きな障害となったこと等、輸入・輸出を問わず、農業分野

における育成者権を中心とした知的財産権の保護の必要性が高まってきている。

Ⅱ 国内での知的財産権に絡む事件

国外だけでなく、国内においても育成者権を脅かす事例が発生している。特に知的財産権に

国内でも最も早くから積極的に取り組んでいる福岡県の研究報告では、次のような事例が報告

されている。

①イチゴ’あまおう’の例

2003年と2006年において、福岡県が育成し県内の生産者に限定して生産を認めているイチゴ品

種‘あまおう’が他県で生産され、福岡県内量販店で販売されるという育成者権侵害が発生した。

ＤＮＡ分析により‘あまおう’であることが確認され、当該県に対する調査と生産者への指導

を通じ、両事案とも生産者本人の意志によって生産・販売が中止され、株も全量廃棄され解決を

見ている。両事案とも、出荷品に生産県名を秘匿することなく表示していたことから悪意はなく、

種苗の取り扱いに関する法律や制度を十分に理解していないために発生したと推察されている。
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②水稲‘夢つくし’の例

2003年に、福岡県育成の水稲品種‘夢つくし’が、福岡県外の複数の県で栽培されていること

が判明した。調査の結果、生産の状況、米の流通経路は解明できた。種子の流出元については、

はっきりしないが、その一部は飯米用の籾として流通していたものが転用されたものであること

は分かっている。

福岡県は、無断栽培者には種苗法違反に関する警告文書を送り今後は同品種の栽培を行わない

内容の誓約書の提出を、種子の販売を行った業者へは、今後は無断増殖された同品種の種子の仕

入れ販売を行わないという内容の誓約書の提出を求め、何れも誓約書の提出を受け解決している。

③他県育成品種の福岡県内における無断栽培

2002年に、他県育成のイグサ登録品種が、県内１０戸の生産者によって無断で栽培されている

ことが判明した。育成県と協議を重ね、福岡県が実態調査と生産者への指導を実施した。同品種

を栽培し製品を出荷する行為は種苗法に違反であることを、生産者に文書で通知するとともに、

再発した場合には、育成県が法的措置も含めた対応をとる意向であることを伝達した。この指導

により株は全て自主的に廃棄処分された。

2004年に再び同品種と疑われる栽培が判明し、育成県が直接、現地調査及びＤＮＡ分析を行っ

たところ、2 戸が同品種を栽培していた。育成県から生産者に対し、出荷停止と保有する苗の処

分が求められ、生産者はこれに従って処分した。

以上の３例は、福岡県の調査で明らかになっている事例の一部であるが、こういった状況を

踏まえ、福岡県では県農業総合試験場内に「福岡県農産物知的財産権センター」を設置し、県

や農業者の農産物知的財産に係わる権利取得の促進、保護及び活用により、県農業の競争力強

化を図っている。

また、権利侵害に関する情報を全国レベルで相互に交換し共有するために2003年に、福岡県

の呼び掛けで１８道県の参画を得て農産物知的財産権保護ネットワークが構築された。その後

参画県は次第に増え、2010年４月現在４２道府県が参画し、①参画都道府県の育成品種リスト

等の作成・公開、②輸入された違法農産物に関する情報交換、③国内で無断栽培された農産物

に関する情報交換等ネットワーク独自の活動を続けている。ネットワークによって各道府県間

の連絡体制が整備されたため，他県における権利侵害発生時等に迅速な対応が可能となってい

るようである。

一方国においても、2006年３月に策定した「農林水産省知的財産戦略」に引き続き、知的財

産に関する施策を強力に推進するため、今後５年間を実施期間とした「新たな農林水産省知的

財産戦略」を2011年３月に策定した。このなかで、農山漁村の６次産業化を実現し、農山漁村

地域の利益を確保していく手段としても知的財産の創造・活用の取組は益々重要であることを

明記する等、今後も取り組みを強化していくこととされている。

何れにしても、農業生産の振興を図って行く上で、知的財産権に係る事例は、好むと好

まざるに関わらず、今後国の内外を問わず起こってくることが想定される。農業振興に関

わる者として、知的財産権の侵害のないよう十分注意し防衛するだけでなく、農業地域の

振興に向け、知的財産権の創造や活用等の取り組みについても積極的に取り組んでいきた

いものである。

参考文献：1)吉野稔、江藤文香、矢羽田第二郎：「福岡県における農産物の育成者権侵害事例と対応方策」

福岡県農業総合試験場研究報告27 (2008)

2)生越由美：「日本農業の輸出に知財戦略構想が急務」、ＡＦＣＦｏｕｒｕｍ、２０１０，１０
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気 象 概 況

１ これまでの気象経過

◆２月下旬～３月中旬の概要

：岐阜地方気象台農業気象速報

２月下旬は、始め頃は高気圧に覆われ

て晴れの日が続いたが、その後は気圧の

谷等の影響により曇りや雨の日が多くな

った。平均気温は岐阜・高山共に平年よ

りかなり高く、降水量は岐阜では平年よ

り多く高山では平年並で、日照時間は岐

阜では平年並で高山では多くなった。

３月上旬は、２～４日と７日以降冬型

の気圧配置となり、５～６日と高気圧に

覆われたため、平野部では晴れの日が多

くなったが山間部では曇りや雪の日が多

くなった。平均気温は岐阜では平年より

低く高山では平年並、降水量は岐阜・高

山共に平年並、日照時間は岐阜では平年

並で高山ではかなり少なくなった。

３月中旬は天気が周期的に変わり、冬

型の気圧配置となった１６～１７日は飛

騨北部を中心に雪となった。平均気温と

日照時間は岐阜・高山ともに平年並で、

降水量は岐阜・高山ともに平年より少な

くなった。

2010～2011年半旬別気象の状況(岐阜市)

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３月２５日発表

向こう１か月の天候は数日の周期で天気が変わり、平年に比べて高気圧に覆われやすく、

晴れの日が多い見込み。期間の前半を中心に寒気の影響を受ける時期がある見込み。

【１ヶ月予報（３月２６日～４月２２日）まで】 〈名古屋地方気象台〉

時期 予 報 概 要

3/26 ～ 4/ 1 高気圧に覆われて晴れる日が多い見込み。期間の始めに、寒気の影響に

より雪又は雨の降る日がある見込み。

4/ 2 ～ 4/ 8 天気は数日の周期で変わる見込み。平年に比べ高気圧に覆われやすく、

晴れの日が多い見込み。寒気の影響を受ける時期がある見込み。

4/ 9 ～ 4/22 天気は数日の周期で変わる見込み。平年に比べ高気圧に覆われやすく、

晴れる日が多い見込み。寒気の影響を受ける時期がある見込み。

今後の気象情報に注意して、作物の栽培や施設等の管理を行ってください。
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農 作 業 管 理

１ 水 稲

(1)育 苗 「健苗を作る」

下表の数値を参考に、種類別の適正値に沿った苗を育苗する。

表１ 苗の種類

種 類 草 丈(㎝) 葉 令(Ｌ) 100本当たり乾物重(g)

乳 苗 ８～１０ １.２～１.５ －

稚 苗 １２～１５ ２.０～２.５ ２

中 苗 １５～２０ ３.５～４.５ ３～４

※乾物重は地上・地下部全体の重量

健苗とは？

・根張りが良い

・葉身が立ち茎が太く、葉鞘が高過ぎない

・揃いが良い

・病気や障害を受けていない

(2)育苗で注意することは「温度管理」

下表に示す危険域温度に入らないように注意して管理する。特に、５月の連休に差し

掛かる(管理の目が届きにくい)時が、要注意である。

表２ 稚苗の生育と温度管理

生育時期 温度管理(℃) 危険温度 備 考(生育時期の日数)

昼 間 夜 間 (℃)

出芽期 ３０～３２ － ３５ ２－３日 (低温期３－４日)

緑化期 ２０～２５ １５～２０ ７/３５ ２－３日 (低温期３－６日)

硬化期 ２０～２５ １０～１５ ５/３５ １４－１８日 (低温期１６－２０日)

(3)病気の診断(主な苗立枯)と対策(防除薬剤(表３))

・フザリウム菌による立枯

苗は黄化・萎凋 → 枯死

葉鞘の地際が紫褐変

地際部に白色～淡紅白色のカビが見える

育苗時に低温で経過

・ピシウム菌による立枯

苗の基部が水浸状に淡褐変

心葉は萎凋、下葉から褐変枯死

根も褐変・腐敗する

育苗時に低温で経過
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・リゾープス菌による立枯

出芽中の籾の周りに白いカビ → ２～３日で全面に白カビ

苗は黄化 → 腐敗・枯死もある

根の先が膨らむ

育苗時に高温で経過

・トリコデルマ菌による立枯

床土・籾の周りに白いカビ → 青緑色に

苗は黄化 → 枯死

坪枯状に発生

・リゾクトニア菌による立枯

下葉の葉鞘が灰緑色 → 褐変 → 枯死

茎間にクモの巣状のカビ・白色菌核

・籾枯細菌による腐敗

黄白色～褐色に腐敗

地際部が褐変腐敗

心葉伸長停止 → 出すくみ → 奇形 → 枯死

坪状に発生、拡大

土壌ｐＨ高いと発病多い

・苗立枯細菌による腐敗

根の生育が悪い → 枯死

第３葉基部に退緑・黄白化(第４葉では見られない) → 全身萎凋

葉が巻いて針のように突っ立って枯死

坪状 → 帯状 → 全面拡大

高温多湿条件(緑化期に２５℃以上にならないように)

河川水を利用しない

土壌ｐＨ高い方が発病少ない

表３ 病原種類と防除薬剤

病原種類等 フザ ピシ ムレ リゾ トリ リゾ 籾枯 発根 活着
リウ ウム 苗 ープ コデ クト 細菌 促進 促進

防除薬剤 ム ス ルマ ニア
タチガレエース粉 ○ ○ ○ ○
タチガレエース液 ○ ○ ○ ○ ○
ダコニール粉 ○
ダコニール1000 ○
バリダシン液 ○
カスミン液・粒 ○
フジワン粒 ○ ○
モミゲン水和 ○
ダコレート水和 ○ ○ ○
タチガレン ○ ○ ○ ○
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２ 麦 類

(1)生育状況

１１月下旬から１２月中旬迄の高い気温推移により、生育量が平年以上となっている。

特に、１０月下旬の降雨前の早く播種できたイワイノダイチでは、過剰な生育量で推移

してきた。２月の高温が影響し、茎数が減少していても、平年以上で推移している。

図１ 麦の生育状況(左：農林６１号、中：イワイノダイチ、右：大麦)

(2)凍霜害

麦の生育は２～３月の高温の影響により促進されるため、生育が促進された麦に注意

すべきことは凍霜害である。被害に遭うと遅れ穂の多発により、収穫が遅れてしまう。

出穂期頃の晩霜による不稔型凍霜害は、①出穂期前後に０℃前後の低温に遭うと不稔

粒が、②開花期前後に遭うと稔実不良が発生する。

１日早生化すると不稔被害の確率は４％増加するといわれ、平均気温が１０℃を示す

頃の出穂が早熟化の限界とされている(岐阜市の平年気温では３月末である)。なお、大

麦では低温不稔が少ない。

早晩と障害：幼穂凍死型の凍霜害は、幼穂が雌雄ずいを分化する穎花分化期に節間長

が２～５cmに伸びて幼穂の位置が地表より上になった時(今年の早いものでは３月上旬)、

－４℃以下の低温に遭遇すると発生する。この対策としては、－４℃以下の最低気温に

なる恐れのある時期に穎花分化期に達しないように品種や播種期を選ぶことである。

凍害の仕組み：春先になると、作物体の細胞内汁液濃度が冬期よりも低下して、耐寒

性が弱ってくる。その頃になって、霜が降りるほどの低温が襲ってくると、細胞の凍結

が生じ、一定時間以上凍結が続くと、凍結部分の細胞から破壊が始まる。

表１ 凍霜害の時期別被害

出穂前後日数 -４０ -３５ -３０ -２５ -２０ -１５ -１０ -５ ０ ＋５

被害 小 標 肥 － － － ５０ ５７ ６５ ７５ ８０ ９０ １００

麦 多 肥 － － － ４０ ４５ ５５ ６０ ７０ ８５ １００

歩合 裸 標 肥 ７０ ８０ ９０ ９５ １００ １００ １００ － － －
(％) 麦 多 肥 ５０ ６７ ８５ ８８ ９０ ９５ １００ － － －
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(3)赤かび病

赤かび病は発生すると、拡大を抑えることが極めて困難であるため、予防の徹底が重

要である。

表２ 赤かび病の発生条件と防除対策

発生条件 開花期に最も感染しやすい。

出穂期～開花期に高温・雨天が続いた時に発生しやすい。

防除対策 開花始期(出穂期から約５日後)と、１回目防除の１０日後に２回目防除

で予防する。

但し、出穂から開花までの日数は、早く出穂した麦ほど長くかかる。

※開花適温は１８～２０℃、最低１２～１３℃、最高２９～３２℃

開花時間は午前４時～夜間（通常日中の午後が多い）

(4)縞萎縮病

縞萎縮病には大麦縞萎縮病と小麦縞萎縮病の２種類がある。両者は非常に似た土壌伝

染性のウイルスが原因で起きるが、大麦は小麦縞萎縮病には罹らず、小麦は大麦縞萎縮

病には罹らない。しかし、発病の仕組みや防除法は共通な点が多い。

表３ 縞萎縮病の概要

項 目 概 要

①感 染 麦の播種後１０～３０日程の間に、ウイルスを持ったポリミキサの

遊走子が泳いで新しいムギの根に侵入する。平均気温が高く、雨が多

いと感染率が高まる。

②潜伏と発病 １２月～２月頃迄は低温でウイルスが増殖する。２～３月の茎立期

前に再び気温が上がると病徴が現われる。

③マスキング ３月以後出穂期にかけて気温が上昇し、２０℃を超すようになると

病微は次第に消える。しかし、丁度この頃、ボリミキサ菌は休眠胞子

となり、ウイルスを安定した形で保ち夏を越す。

やがて秋が近づくと、成熟して遊走子のうを作り、再び遊走子を放

出して、新しいムギの根へウイルスを持ち込む。

④年 次 間 差 播種後暖かく、雨の多いことがポリミキサの遊走子の活動を活発に

するので、いわゆる暖冬年に発生が多い。

休眠胞子はウイルスを長年安定して保つので、以前が少発生年であ

っても、条件が整えば再び大発生する。

⑤病徴と ２～３月の茎立期前にほ場全体、或いは道路際や水口、トラクタの

見分け方 転回する部分に黄色～橙色の黄化症状が現われる。

その部分の株は簡単に引き抜け、白い根が殆どない。葉は黄色や赤

紫色の部分があり、特にこれから展開する新葉に黄や白の縦に長い菱

形の縞がある。
しま

冬期間に枯死して欠株が生じたり、成熟期に穂数が少なく、稈長は

短く穂揃いが悪かったりする。

酸性障害や除草剤の薬害、寒さによる枯れ等は症状が似ているが、

新葉に縞はない。
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３ 野 菜

(1)イチゴ

４月に入ると、気温上昇による過熟果・傷み果の発生が問題となる。また、曇雨天に

よる灰色かび病の発生も問題となる。葉がら、花がらや花梗くず等の除去を実施し、栽

培環境の管理を徹底するとともに、過熟果対策を実施し、５月終盤まで出荷する。

①適期収穫の励行

気温が高くなると着色が早まるので、収穫間隔を短くして決められた着色基準を守り、

適期収穫を心掛ける。また、収穫労力が不足しがちになるので、労力確保を図る。

「美濃娘」では、株元に隠れた果実を取り遅れないように気を付ける。選果選別には

特に注意して、品質の高いイチゴの出荷を行う。

②早朝収穫の励行

収穫時刻が遅くなりハウス内温度が上昇すると、イチゴの果実温度も同様に高くなっ

て果実硬度が低下する。できるだけ、早朝の涼しい時間帯(イチゴ果実温度が２０℃に

なる前)に効率よく収穫する。また、手擦れや傷みを防止するため、収穫方法や収穫後の

果実の置き方も工夫する。

③ハウス温湿度管理

・換気扇のみに頼らずこまめな開閉を実施して、効率よく温湿度を下げる。

・晴天時は特に温度上昇に注意し、早朝からこめまな換気により温度上昇を抑える。日

中は２５℃以上にならないよう管理する。

・曇雨天時は、加温機の利用や送風、循環扇等の“風”を利用して、葉面や果実表面を

早目に乾かす。

・最低気温が１０℃を上回るようになったら、夜間もサイドビニール等を開けておく。

④潅水管理

・ハウス内湿度の上昇を防ぐため、少量多回数の潅水とする。

・収穫直前の潅水は、果実が軟らかくなるので行わない。

・また、収穫量の増加や晴天下では吸水量が増えるので、状況を判断して潅水量等を調

整する。

⑤遮光による昇温防止

・日差しが強まると、果実温度はハウス内の気温より高温となり、４０℃近くまで達す

ることがある。このような環境下では、着色が早まるとともに、果実も軟らかくなる。

・これを防ぐためには、ハウス屋根上部への遮光資材の被覆や塗布剤散布が有効である。

この場合、早朝からの直射日光による果実温度上昇を防ぐため、ハウスの東側を主体

に遮光する。

⑥予冷庫の活用

・果実温度を上げないためには、収穫後早急に予冷庫に入庫する。また、パック詰め後

も予冷庫を活用して“しっかり冷やす”よう心がける。
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・予冷庫の設定温度は、２月迄は５℃設定としていたが、３月以降は５～１０℃設定と

し、外気温の上昇に合わせて高くする。果実温度が下がりすぎると、集荷場等で結露

するため、果実の温度管理に注意する。

・また、イチゴに直接冷気が当たると、水分が蒸発してツヤがなくなる原因となるため、

薄い布等で被覆するとよい。

左図は産物品温と結露時の外気条件(外気と相対湿度)の関係を

示したものである。例えば、気温２０℃・相対湿度４０％の外気

の露点温度はおおよそ６℃である。従って、品温が６℃以下の産

物であれば結露する。

また、気温２５℃・相対湿度４０％の外気の露点温度はおおよ

そ１０℃である。従って、品温が１０℃以下の産物であれば結露

する。

これらのことを参考に、予冷庫の温度を設定する。

(Ｓ57.10 全農施設・資材部刊青果物予冷施設の手引きから）

⑦栽培環境管理の徹底による病害虫発生の抑制

これまでは、目立った病害虫の発生はない。しかし、温度の上昇や曇雨天の増加によ

り、急に多発することもある。

・灰色かび病等の病害については、予防防除並びに環境管理により発生させない、させ

にくい管理を励行する。

・害虫については防虫ネットや粘着シート等の物理的耕種的な防除を継続するとともに、

初期発生時の防除や天敵昆虫等の利用等により対策を行う。

・今年は早くからハダニの発生を見ているほ場もある。今後多発させないよう注意する。

・晴天下の温度上昇によりハウスの開閉が頻繁になるが、スリップス類等の侵入や被害

の拡大に注意する。

・常に古葉や下葉、花梗くずや花がら等を除去して、特に株基をすっきりさせることに

より、病害虫の発生しにくい栽培環境を整える。また、必要以上の潅水を控えて多湿

にしないことも重要である。

・防除はローテーション防除とし、同一薬剤の連用を避ける。

・「ハチ」への影響を考慮して効果的な防除を行う。

写真１：葉欠きや花梗の除去が実施され 写真２：葉欠きや花梗の除去がされて

株基がすっきりしている株 いない株
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⑧育苗管理

そろそろ２３年度産向けの苗づくりも始まる。炭そ病やうどんこ病、アザミウマ類を

始めとした病虫害対策、親株への肥培管理を実施する。

・古葉等を除去して株周辺をすっきりさせる。

・出蕾した花は必ず早目に除去する。

・降雨が増えるので“雨よけ”ビニールを被覆しておく。

・高温・乾燥にも注意して“定期的な潅水”を行う。

・ランナー発生前に肥培管理を行い、親株の充実に努める。

・ランナー発生前までに、病害虫防除を実施する。

写真３：ビニール被覆下で防虫ネット(１ミリ目以下) 写真４：力のある新葉の展開が始まった親株

を利用した育苗 そろそろ追肥を実施してランナー発生

【両写真とも全農岐阜イチゴ新規就農者研修所で撮影】 やその後の草勢維持に努める

(2)施設野菜(トマト・キュウリ)

今冬は、１月から２月の上中旬にかけて寒さが厳しかったが、積極的な加温と適切な

草勢管理により順調に回復してきた。

昨年の４月は、中旬以降の気温が低くまた日照量も少なかったため、栽培管理に苦労

した。ここ数年、春の気象は変動が激しいことから、今後も気象の変化に十分に注意し

て、温度や湿度等の栽培環境管理を徹底し、収穫量の確保に努めたい。

①ハウス内温度管理の励行

・晴天下では急激にハウス内の温度が上昇するため、ツマ面や谷、サイド面の換気を実

施し、適切な温度管理に努める。

・換気を一気に行うと、急激な湿度低下により、気孔が閉じることによって“光合成”

を妨げる場合がある。温度が上がりきる前に、少しずつ開けるのが好ましい。

・ハウスの構造や換気部位、風向き等を考慮して効果の高い換気を行う。

②ハウス内湿度管理の励行

・ハウス内の湿度は、主に土壌からの蒸発と作物からの蒸散による水分量で決まる。

・作物体や果表面の“ぬれ”は病害の発生に繋がる。“ぬれ”の発生は、早朝のハウス

内気温と作物体温度との差と、湿度が大きく影響する。

・早朝からの加温機の利用や循環扇等の“微風”の利用、換気等により、早目に乾かす

工夫を行う。
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③病害虫管理

・ぎふクリーン農業に登録している場合は、防除暦に基づき適切な防除に努める。

・生物農薬等の利用や、防虫ネットの利用による耕種的な防除に努める。

・灰色かび病に対しては、栽培環境の管理に努め、予防防除を実施する。

・今年度の作付けを終了する場合は、蒸し込みを実施し、病害虫の根絶を図る。

(3)ホウレンソウ(高冷地)

①被覆及び保温

・べたがけ資材は遅くとも草丈１０㎝になる頃迄に除去する。除去時期の遅れは、徒長

やべと病の発生原因となりやすいため注意が必要である。

・また、４月以降は外気温も急激に上昇することから、ハウス内の高温に注意し換気を

行う。特に生育後半は、積極的に換気を行い収穫時期の調整を図る。

②追 肥

・生育を見ながら、遅くてもＳサイズまでに追肥を行う。

・追肥を行わないと窒素不足により花芽分化(抽台)が早まったり、収穫期の黄化葉発生

の原因となる。

・追肥は低温期のため、有機質資材の施用は避け、尿素(窒素４６％)、スーパーノルチ

ッソ(窒素１５.５％)等の速効性の化成肥料を施用する。

・追肥後は、肥料やけを防ぐ為に潅水を行い、ハウス内が高温とならないように換気を

行う。

③病害虫防除

ア べと病

・保温状態のハウス内は、分生子の発芽適温(８～１８℃)となることが多く、夜間

は特に湿度も高く推移することから注意が必要であり、県内産地においてもレー

ス７抵抗性品種に発生が見られることから油断は禁物である。

・子葉展開から本葉第１～２葉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(本葉展開時)からの予防防除が重要となる。

・春期は生育日数も長くなり粒剤の効果が低下しやすいことから、生育後半(Ｓサイ

ズ時)にも予防防除が必要となる。

・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

こまめな換気により、ハウス内湿度を下げる等の耕種的防除も実施する。

・発生後は、病害葉をほ場内から持ち出し、適正に処分する。

イ ホウレンソウケナガコナダニ

・比較的低温で多湿条件を好み春と秋に発生が多くなり、発育適温は１０～２０℃

とされる。未熟な有機物やホウレンソウの残さ等の未分解有機物を、餌として増

殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害を行うと考えられる。
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・特に低温期は有機質肥料の施用は避け、薬剤散布はコナダニに薬液がかかるよう

丁寧に行うように心掛ける。

・また、土壌の乾燥により被害が増加する傾向があることから、生育期間中の土壌

水分を下げすぎないように注意するとともに、発芽勢を揃え初期からの生育むら

を避けることも被害軽減には効果的である。

(4)トマト(高冷地)

①保温対策

・ハウス２重被覆や２重トンネルにより、低温対策に十分注意する。

・育苗ポットずらし後もトンネル育苗を基本とし、低温が予想される場合には、保温資

材や簡易暖房(ストーブ、ろうそく等)により夜温の確保に努める。

②育苗床準備

・土壌診断を必ず行い、施肥量等を決定するとともに、土壌との混和は肥料むらの発生

を防ぐため丁寧に行う。

・窓あき・チャック果等の障害果は、多肥により発生が増加するため注意が必要である。

・また、早目の床土準備により地温を高め、土壌殺菌(ビニール被覆による熱処理等)を

確実に行い、仮植時期に向けて床土の土壌水分調整を行う。

③潅水管理

・潅水は低温障害を避けるため、ハウス内に溜め置いた水を用いる。

・仮植、活着後暫くは潅水を控え、潅水開始後はその日に必要な量のみを潅水し、夕方

以降は表面が乾くように心掛け、大苗としないように注意する。

④葉面散布

・低温条件の育苗では窓あき・チャック果の発生が増加しやすいことから、石灰資材の

葉面散布を定期的に行う。その際には吸収を促進させるため、茎や葉柄にも十分散布

する。

⑤病害対策

・近年、特に葉かび病の発生が増加していることから、支柱・ポット等の資材消毒を行

うとともに、育苗中からの予防剤による定期防除(週１回程度)の徹底により、本ぽへ

の菌の持込を防ぐ。

⑥虫害対策

・購入苗等において、ハモグリバエ類の発生が問題となる事例が見られることから、仮

植前に防除を実施するとともに、２週間に１回程度の定期防除、または育苗中に使用

可能な粒剤による処理を行い、本ぽへの持込を防ぐ。
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⑦土壌病害対策

・長年の連作に伴い、褐色根腐病等の土壌病害の発生が増加する傾向にある。特に梅雨

時期の日照不足に伴う樹勢低下により、着果不良となる例が多く見受けられる。

・その対策として土壌還元処理の効果が高いことが確かめられていることから、積極的

な導入を図る。

・土壌還元処理の効果を安定させるためには、処理開始時に確実にほ場容水量以上とな

るように土壌水分を高めることが重要であり、特に透水性の良いほ場の周囲は追加潅

水等により、確実に還元状態を維持する。

・また、土壌還元処理時期は外気温が適温を下回るため、ハウスの密閉状態を保ち、で

きるだけ地温を高めることも効果を高めるためには重要となる。

(5)ダイコン(高冷地)

①ほ場準備

・早出し作型の栽培ほ場では、早急に融雪・排水処理を行い、土壌の乾燥促進と地温の

上昇を図り、適正な土壌水分状態での耕起・整地作業に努める。

②土壌診断

・基本的に土壌適応性は広い作物であるが、連作年数が長いほ場が多くなっていること

から、微量要素欠乏の発生を抑制するためにも、ｐＨ、燐酸、塩基類が適正範囲を逸

脱しないように、土壌診断を実施し適正な土壌改良に務める。

③抽苔対策

・春播き作型は抽台発生が問題となるため、無理な早播きは避ける。

・用いる品種により晩抽性が異なるため、地域で特性が確認された品種を利用するとと

もに、特に早春期(４月中旬～下旬)は有孔トンネル＋べたがけ資材により、最高気温

を２５～３０℃に保つ。

・その後も品種によっては、最低気温が１０℃を下回ることの多い６月上旬迄はトンネ

ル被覆が必要となることから注意が必要である。また、トンネル資材は光の透過率を

上げ地温の上昇を図るため、必ず新品の資材を利用する。

④虫害対策

・春期は特にタネバエの被害に対する注意が必要となる。

・地域により発生時期は異なるが、５月上旬～６月下旬に発生ピークを迎える傾向が強

い。

・成虫は臭気の強い有機物に強く誘引されることから、未熟有機物や有機質肥料の施用

は避けるとともに、耕耘直後の湿った畑にも集まることから、耕耘・畝立て作業時の

天候・時間帯にも注意が必要である。
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(6)露地野菜全般(平坦地)

岐阜市周辺では、ハウスダイコンがほぼ終了し、露地ダイコンの収穫へと移行する。

ホウレンソウは冬春どりから春どりへと移行し、エダマメはハウス栽培から順次播種が

進む。夏秋どりの果菜類等については、定植への準備に忙しくなっていく。

４月は気象変動が激しい。ここ数年でも、極端な小雨、低温及び高温、寡日照等毎年

様子が違う。突然の寒の戻りには十分に注意したい。露地ゆえにやむを得ない場合もあ

るが、品質の低下や早期の病害虫の発生に十分注意する。

①気温の上昇

・急な気温の上昇による越冬品目の生育の前進化には注意し、収穫適期を見極める。

・また、播種や育苗にトンネル等を利用する場合は、昼間の温度上昇により生育や開花、

結実等に影響が予想され、病害も発生しやすくなるため、換気を行う等十分注意する。

②水管理

・露地栽培の場合、降雨＝潅水となる場合が多いが、降雨が少ないと活着不良や根張り

不足、果実品質の低下等を招く場合がある。予め、畝間潅水やスプリンクラーの利用

等準備しておくとよい。

・また、極端な降雨によるほ場内の長時間の滞水は、その後の生育遅延や土壌病害の発

生の原因となる。排水性について、今一度確認願いたい。

③肥培管理

・生育ステージや作型を考慮し、生育状況等十分に観察して適量を施す。

④病害虫管理

・気温の上昇と降雨の増加により、ボトリチスによる病害やべと病、うどんこ病、根腐

れ病等の発生が見られる。泥のはね返りや排水等ほ場管理の改善に努め、防除を実施

する。この時、同系統の連用を避け、薬剤のローテーション防除を心掛ける。

・また、害虫についても、気温の上昇とともに、ハモグリバエ、アザミウマ類やコナジ

ラミ類、ハダニ類及びヨトウムシ等が発生するため、防除を実施する。この時、同系

統の連用を避け、薬剤のローテーション防除を行う。
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(7)夏秋ナス

４月中旬から、早い産地では定植が始まる。定植後は天候によるが、潅水管理を徹底

して、早目の活着と根張りを促す。４月の定植では夜間の保温を行う。また、周辺の防

風ネットや誘因用支柱の設置も遅れないよう、順次作業を行う。

５月定植に向けては、ほ場内の排水対策を徹底し、堆肥等による土づくりや基肥を投

入して深耕し、畝を立てておく。できれば降雨後にマルチングを行い定植に備えておく。

①定植について

～定植前～

・連作のない排水及び日当たり良好なほ場を選び、水はけのよい環境にしておく。

・１０ａ当たり２ｔ程度の良質な堆肥を投入し、深耕しておく。

・定植の２週間前迄に、基肥の投入と耕起及び畝立てを行う。

・適度な降雨の後、畝が十分に湿っているうちにマルチングができるとよい。

・天候によるが、定植前日に苗には十分な潅水を行う。

～定 植～

・粒剤による害虫対策を実施する。

・風が少なく天気のよい暖かい日を選ぶ。

・６０～７０cm間隔を目安に定植位置にマルチの穴を空けておき、苗を定植する。

・苗の根鉢を崩さないよう十分に注意して、深植えにならないように植え付ける。

・苗の土と植付け床の土が十分馴染むようにたっぷり潅水する。

・マルチ下から熱風が出ないように、泥等で塞いでおく。

・植付けたナスは支柱にしっかり固定し、グラつかないようにする。

・ビニールトンネルや不織布等を利用した保温対策を実施する。

～定植後～

・活着を促すため、１週間程は十分な潅水を続ける。

・活着したら(活着サインの確認)、やや潅水間隔をあけて根張りを促す。

・トンネル等を利用する場合は、昼間のトンネル内の高温に注意する。

・周辺の防風ネットの設置や誘因する支柱等の準備が遅れないよう作業を進める。

・常に排水状況を確認し、改善する
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(8)サトイモ

早い産地では３月下旬から、一般的には４月上から中旬にかけて、各地で定植が行わ

れる。

～ほ場の準備～

・周辺に明渠を実施する等、ほ場の排水対策を実施する。

・１０ａ当たり完熟堆肥を２～３ｔを投入し、十分な耕起を行う。

・石灰が不足すると“芽つぶれ症”が発生しやすくなるため、土壌診断等を参考に十分

施用しておく。

～種イモの準備～

・地域の栽培暦によるが、１０ａ当たり２,０００～２,５００個程度の種イモを用意す

る。

・無病な５０～７０ｇ程度のものを利用する。

・出来る限り「丸い」形のもので「芽」のしっかりしたものを選定する。

・農薬の適正使用基準に従い、種イモの消毒を実施する。

・なお、種イモの準備は定植のおおよそ１週間程前とする。

【マルチ栽培】

・畝立て(幅：１００～１１０cm、高さ：２０～２５ｃｍ)マルチを実施する。

・定植機等を利用して３５～４０cm間隔で種イモを一粒ずつ植穴に落とす。

・植え位置は１５～２０cmとやや深めとすし、芽を上にして植えるよう努める。

【培土栽培】

・平畝を準備しておく。

・畝幅は１１０cmを目安とし、植え付け間隔は、種イモの大きさにより３５～４０cmと

する。

・順次培土を実施するため、作土の少ない場合は畝幅を広げる。

・植え付け位置は、５～１０cm程度とし芽が上向きとなるよう努める。

～雑草対策～

・植え付け後、土が湿っている夕方を目安に除草剤を散布する。除草剤の利用に当たっ

ては適正使用基準を遵守する。

(9)タマネギ

①早生種は下旬から収穫が始まる。出荷に合わせた計画的な収穫を行う。

②中・晩生種はそろそろ肥大が始まる。病害虫等で茎葉を傷めないよう注意する。

③畝間等に滞水させないよう排水対策に努める。

④下記病害虫の発生には十分注意し、早期の予防防除に努める。

・べと病、灰色かび病

・アブラムシ類、アザミウマ(スリップス)類
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４ 果 樹

(1)生 育(表１～５)

今年の冬は寒さが厳しく、２月に一時期気温が高い時期があったが、３月に入ってか

ら気温が低い日が多かった。桜の開花予想(日本気象協会)は、岐阜市で３月２８日と平

年に比べ１日早いが、当初の予想より遅くなっている。

３月２２日現在、カキの発芽期は平年より４～７日程度早くなったが、ナシの発芽期

は平年より２日程度遅くなり、果樹の中でも生育がばらついている。クリ、モモ、リン

ゴの発芽期も平年並か、やや遅くなる見込みである。

４月中旬頃迄は、平年同様、天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われ晴れる日と

低気圧の影響を受ける日があると予想されていることから、晩霜害に注意する。生育ス

テージに合わせて、芽かき、摘蕾、摘花、人工受粉等の管理が遅れないように心掛ける。

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)

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

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
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

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

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

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
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
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

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

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
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
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表４ モモの生育相(中山間農業研究所：飛騨市)

表５ リンゴの生育相(中山間農業研究所：飛騨市)

(2)凍霜害対策

５月上旬迄は、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却に

より晩霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破

裂した結果生じる。植物体の温度は、ほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、

対策を講じる場合は注意する。

◆事前の予防対策

①冷気の流れを遮る位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その風上側で被害がひど

くなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下枝を払っておく。

②土壌が乾燥している場合には、散水を行う。散水は日中の温度が高い時間帯に行い、

地中へ蓄熱させる。

③直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が

霜害危険温度まで低下しないよう努める。なお、防霜ファンやスプリンクラー等の

稼働点検を行っておく。

◆万一、被害に遭った場合には

①被害枝は被害程度を確認してから、枯死した部分は剪除する。不定芽が発生する場

合もあるので、今後の樹形を考慮して作業を行う。

②病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。

③結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。

④結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や

不定芽等から発生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な

枝は誘引等を実施する。

⑤結実量が少ない樹では、枝が過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に

応じて施肥量を減らす。

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
白鳳 2011

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
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

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2011

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
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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５ 花 き

(1)フランネルフラワー

～春出荷の作型～

①６～７月播種の株は、出荷適期を迎えている。出荷は、頂花が開花し腋芽の開花始めか、出

蕾している頃から可能となる。

②今後は急激に株張りしてくるので、十分に株間を取り、水切れさせないように注意す

る。株間が狭く潅水量が少ないと、下葉が黄変しやすくなり、商品性を著しく低下さ

せるので、栽培管理を徹底する。

③ハウス内の温度上昇に合わせて潅水量を調整し、水切れを起こさないよう十分注意す

る。

④前年秋出荷用の未開花株で、冬期無加温で管理を行ったものは、気温の上昇とともに

開花が進んでくる。枯れ葉等の除去を行い出荷する。

⑤病害を防ぐために適切に換気を実施する等、環境管理に十分注意する。

⑥「エンジェルスター」は「フェアリーホワイト」に比べ開花が早いため、適期を逃さ

ないよう順次出荷する。

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の春出荷】

月 ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ３ ４ ５

春出荷 ○ △ ▲
作型 2.5 4号

号
○播種 △鉢上げ ▲ 鉢替え 出荷

～秋出荷の作型～

①播種から２ヶ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。

②急激に温度上昇する場合があるため、水切れを起こさないよう、移植直後の潅水管理

には気を付ける。

③「フェアリーホワイト」は、４月に播種すると年内に開花しない。今後、秋出荷用の

播種を行う場合は「エンジェルスター」を利用する。

④播種用土はピートモス主体の用土を用い、緩効性肥料を混和する。

⑤播種用の種子は風選機にかけ精選したものを用い、１箱当たり３～４ｇを均等に播く。

覆土は種子が完全に隠れる程度とする。

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の秋出荷】

月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

秋出荷 ○ △ ▲
作型 2.5号 4号

○播種 △鉢上げ ▲鉢替え 出荷
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～親株管理～

①スペーシングにより株間を十分に確保し、出来る限り大きな鉢(７～８号鉢)で栽培

する。

②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。

③摘芯は行わず、頂花で採種するよう心がける。

(2)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潅水管理、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、換気や適切な潅水を行う。

③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ため、適期の鉢上げや鉢

替えを徹底する。

④気温によっては、徒長等による品質低下を招く場合があるため、スペーシングにより

株間を確保する。

⑤夜間の密閉管理による菌核病、灰色かび病等の多発に注意し、昼間は換気を励行する。
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専門項目に関する情報

自給飼料増産に向けて奨励品種の活用を

１ はじめに

平成１８年の流通飼料価格の高騰や、消費意欲の減退による生産物価格の低迷を受け、

畜産経営における農業所得は減少、畜産農家は厳しい経営を続けている。現在も世界的

な異常気象や投機マネーの流入、またトウモロコシのバイオエネルギー需要等を背景に、

国際穀物相場は依然として不安定な動きを示しており、農業経営費の約４割を占める飼

料費は外部要因に依るところが大きい。

粗飼料についても、トウモロコシ需要の増大による牧草からの作付け転換や、産地価

格の高騰により乾草価格が上昇、不透明な情勢が続く。

表１ 畜産(大家畜)経営の農業経営収支(全国・１経営体当たり) (金額：千円、前年比：％)

酪 農 肉用牛繁殖牛 肉用牛肥育牛

平成２１年 対前年比 平成２１年 対前年比 平成２１年 対前年比

農業粗収益 42,039 108.8 6,157 96.9 41,044 96.1

農業経営費 34,357 99.7 5,186 98.0 39,443 96.1

うち飼料 14,583 92.8 1,306 97.8 15,066 87.5

農 業 所 得 7,682 183.2 971 91.6 1,601 96.5

農林水産省：平成２１年農業経営統計調査(平成２２年１１月５日公表）より

２ 岐阜県飼料作物奨励品種

輸入飼料への依存度を軽減し、安定した畜産経営を維持するためは、自給飼料の増産

が必要である。自給飼料には長大作物や牧草類の他、飼料用稲に至るまで多くの草種が

あり、またそれぞれの草種にも数多くの品種が流通している。

こうした品種からどれを選択するかは栽培地の気象、ほ場条件やその利用目的により

決定することとなるが、その際に参考にしたいものが「奨励品種」である。

県では自給飼料の生産性向上を図るため、下記選定基準により牧草１１草種２２品種、

トウモロコシ１２品種、ソルガム５品種等を奨励品種に選定し、その利用を促進してい

る。

原則として２年から３年の栽培試験を行い、県内における収量の安定性や、病害虫や

倒伏への抵抗性等を総合的に判断して普及を促進すべきものを定めている。

奨励品種を積極的に活用して、自給飼料の増産に役立てて貰いたい。

表２ 岐阜県飼料作物奨励品種選定基準

１ 県での品種試験を原則として３年(トウモロコシは２年)以上実施していること。

２ 県下で展示ほを設置していること。

３ 近県での栽培成績が著しく良いこと。

４ 県内での作付け利用が行われることが見込まれること。

５ 当該種子の供給が安定的に確保できると見込まれること。


