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今月のトピックス

農業分野へのクラウド・コンピューティングの利用
最近、クラウド・コンピューティング（cloud computing、以下「クラウド」と表記）と

いう言葉をよく見聞する様になった。クラウドとは、膨大な処理能力を持つコンピュータ

群とインターネット等の通信ネットワークを組み合わせて実現したＩＴサービスの総称で

ある。個人や企業が巨大な演算能力やデータベースを共有し、スーパーコンピュータ並み

の能力をネットワーク経由で安価に利用できる。米国でインターネットを雲（クラウド）

の絵で表現することが多かったため、この用語が生まれたようである。

利用者が用意すべきものは、最低限の接続環境（パソコンや携帯情報端末等とその上で

動くブラウザ(データや情報を纏まった形で閲覧するためのソフト)、インターネット接続

環境等）のみである。実際に処理が実行されるコンピュータ及びコンピュータ間のネット

ワークは、サービスを提供する企業側に設置されており、それらのコンピュータ本体及び

ネットワークの購入・管理運営費用や蓄積されるデータの管理の手間は軽減される。利用

者はコンピュータ処理をネットワーク経由でサービスとして利用し、その料金のみを支払

うこととなる。コンピュータの利用形態は、①大型コンピュータ(メインフレーム)の集中

処理から、②サーバ等の分散処理、③ネットワーク中心の新しい集中処理へ、そして現在、

④利用者がサーバ等を意識せずサービスを受けるクラウドへと変遷してきた。

住民情報管理等自治体業務ではクラウドが注目され、2009年３月から施行された「定額

給付金」交付の事務処理では、システムとして利用した自治体もある。総務省は2010年７

月３０日に「自治体クラウド推進本部」(本部長は総務相)を発足させ、初会合を開いた。

省内で一体的に支援策等に取り組み、自治体への円滑なクラウド導入を図る予定である。

農業分野においても、①農業の産業としての効率化、②農業技術(農業生産のノウハウ)

の継承の２点を中心に、クラウドの利用・実証が進みつつある(農業クラウドの構築)。

農業の効率化による生産性向上では、農場内にセンサを搭載した無線発信装置のネット

ワークを張り巡らせることにより、気温・土壌温度・湿度・土壌水分量等の情報収集が可

能となる。収集した膨大な情報をクラウドの高い情報処理能力を活用して分析することに

より、エリア毎・農作物毎等ピンポイントでの生産管理、所謂、精密農業が可能となる。

また、農業に欠かすことができない気象情報を収集・分析・蓄積することにより、農作物

被害に繋がる気象条件等を予知し、事前対応により被害を軽減することが可能となる。

一方で、親の後ろ姿から生産ノウハウを長年かけて学び取る(暗黙知の継承)日本の伝統

的な農業のあり方が崩れつつあり、後継者不足は深刻である。しかし、この生産ノウハウ

の継承という難しい課題も、ＩＴの力で大きく変わろうとしている。生産に関わる細かな

ノウハウを蓄積するデータベース管理システムが構築され、新規就農希望者にもノウハウ

が継承され、かつ暦年のデータが蓄積され後世に残していける仕組みができつつある。

情報システム各社はＩＴを活用した農業の支援事業を拡大しており、農業専用の経営管

理システム等をクラウドでの提供に向け実証実験を行っている会社もある。販売計画から

最終的な出荷までの作業を支援するものである。クラウドサービスとして提供されること

で、サーバやソフトウェアの購入という高額な初期投資の必要がなく、システム構築の必

要もないため、経験の浅い農家や新規就農者の支援システムとして有効である。この会社

はクラウド関連に１千億円の投資を行うとの新聞記事もあり、今後、クラウド事業の拡大

と農業分野への利用が益々注目されるところである。
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参考：農業分野への導入事例 （Ｆ社クラウド・コンピューティング導入事例集から抜粋）

①口蹄疫に対する防疫対策と復興支援に関わる、現場の被災情報整理にＳａａＳ型システ

ムが大きな力を発揮〔宮崎県〕

口蹄疫で揺れた宮崎県では２０１０年８月２７日に終息宣言を行い、畜産王国復興に向

けた新たな一歩が始まった。しかし、道のりは平坦なものではなかった。初感染の確認か

ら最終発生確認迄の２ヶ月半余の間、感染は急速に拡大し続け、宮崎県の口蹄疫対策本部

では、直ぐに既存のパソコンでの情報収集・集計が限界に達した。日夜対策に追われ、シ

ステムを構築している時間もない。こうした中で、大きな力を発揮したのがＳａａＳ型シ

ステム(口蹄疫復興支援システム)。新たにハードウェアを準備する必要もなく僅か１０日

間でスピード導入。防疫措置のための迅速な情報収集・集計を可能にすると共に、被災農

家の復興支援に向けたデータベース化を実現した。※ＳａａＳ（Software as a Service）：ネッ

トワークを利用してアプリケーション機能をサービスとして提供する形態＝クラウド

②農業経営体質強化に向けた経営の「見える化」をＳａａＳ型サービスで迅速・容易に実

現〔ＪＡおちいまばり(愛媛県今治市)〕

ＪＡおちいまばりは、法人や農家の経営体質強化の必要性から最適な経営管理システム

導入を模索していた。求められたのはＩＴ知識が十分でない利用者でも容易に導入・運用

が可能なシステム。勿論農業特有の制度に対応した、使いやすいシステムであるこも重要

な条件だった。この要求に応えたのが、農業経営を専門とする税理士の監修を得て構築し

たＦ社の経営管理システムだった。会計・給与・税務申告まで一貫したサービスを専門知

識なしに利用できるシステムが、法人や農家の経営体質強化を力強くサポートしている。

③膨大な生産履歴記帳シートのチェック・管理作業を自動化 県下全域の安全・安心な農

産物づくりを強力に推進(ＧＡＰ対応も可)〔ＪＡ栃木中央会(栃木県宇都宮市)〕

安全・安心な農産物の生産を追求するＪＡグループ栃木は、「予め定められた適切な生

産基準に基づいて、生産者は生産を行い、その内容を生産日誌に記帳する」という生産履

歴記帳運動を展開。膨大な記帳シートの処理を自動化するシステムの導入を検討。記帳シ

ートをスキャナで読み取り、変換したデータをＦ社データセンターに送信して最新農薬情

報と照合するＦ社の栽培管理システムを採用した。このシステムの導入で、農薬使用履歴

データの照合・判定作業が自動化され、安全性が格段に向上。システムの運用・管理面を

全く意識しないで利用できる点も、高く評価されている。

④農業経営にクラウド型ナレッジマネジメントシステムを導入 少数精鋭で効率的な農業

のための人材育成を実現〔農業生産法人 有限会社フクハラファーム(滋賀県彦根市)〕

高齢化による就農人口の減少、経験知によるベテランのノウハウを受け継ぐ後継者の不

足等、農業を取り巻く状況は非常に厳しい。大規模農業を経営する有限会社フクハラファ

ームは、この状況を打開する取り組みに、クラウドサービスによる農業ナレッジマネジメ

ントシステムを活用し始めている。企業組織でありながら、家族経営の農家と同様な濃密

なコミュニケーション環境、スタッフ全員が作業状況を確認し、問題点を共有化し、スキ

ルアップを図る効率的な人材育成環境が実現しつつある。※ナレッジマネジメント(知識管理)：

個人の持つ知識や情報を、組織全体で共有し、有効に活用することで業績を上げようという経営手法
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高病原性鳥インフルエンザの発生を防ぐために
高病原性鳥インフルエンザが全国各地へ広がりを見せている。宮崎県や鹿児島県を始め

隣県の愛知、三重両県等、昨年１１月以降８県２１農場(２月２８日現在)において、家禽

での発生が確認されている。また、家禽以外の鳥類でも感染した野鳥が相次いで確認され

ており、警戒を一層強化しなければならない。各農場で飼養衛生管理を徹底し、ウィルス

の侵入を確実に遮断することが重要である。

１ 高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するためのポイント

発生を防止のためのポイントについて、その概要を以下に示した。国、県のほか畜産

関係団体等からも情報が出されているので、詳細については参照して貰いたい。

(1)人・車両による侵入の防止

・外来者の出入りは最小限とし、やむを得ず入る場合は車両等の消毒を確認する。

・踏込消毒槽と手指消毒用の消毒薬噴霧器等を設置する。

(2)野鳥・野生動物による侵入の防止

・鶏舎には２cm角以下の網目の防鳥ネットを、上から覆うようにゆったり垂らして張る。

こまめに点検し、破損が見つかったら直ちに補修する。

・ネズミを見つけた場合、その侵入経路を見つけ捕獲装置・殺鼠剤を使用して駆除する。

・鶏舎周辺及び農場敷地内に定期的に消石灰を散布する。

(3)飲用水・飼料の汚染による侵入の防止

・新鮮な水道水又は消毒した水を使用する。野鳥等の糞便で汚染された水は使用しない。

・飼料タンク付近にはこぼれ餌が無いよう、常に清掃する。

(4)鶏舎内外の整理・整頓・清掃

・鶏舎周辺の草刈り・木の伐採等を行い、野鳥やネズミの繁殖場所を無くす。

(5)鶏の健康管理及び取扱い

・鶏舎内の環境整備や飼養管理の向上を心がける。

・高病原性鳥インフルエンザが疑われる異常を認めた場合は、直ちに家畜保健衛生所や

担当獣医師に連絡する。

(6)鶏糞の処理

・鶏糞は農場内において十分発酵させ適正に処理する。処理施設には防鳥ネットを張る。

(7)鳥インフルエンザに対する理解と教育

・農場従事者の健康管理に留意し、鳥インフルエンザに関する知識習得に努める。

２ 正しい知識の普及啓蒙

家禽の肉又は卵の摂食によって、鳥インフルエンザが人に感染することは世界的に報告

されておらず、食品安全委員会でもその安全性についての考えを示している。流通業界、

消費者には正しい知識に基づく冷静な対応が求められている。

３ 関連情報(下記ＨＰを参照願います)

(1)農林水産省：鳥インフルエンザに関する情報

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

(2)岐阜県農政部畜産課：高病原性鳥インフルエンザに関するお知らせ

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/nogyo/kachikueisei/oshirase/HPAI.html

(3)食品安全委員会：鳥インフルエンザについて

http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/nogyo/kachikueisei/oshirase/HPAI.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori1603.html
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気 象 概 況
１ これまでの気象経過

◆１月下旬～２月中旬の概要

：岐阜地方気象台農業気象速報

１月下旬は前半から中頃にかけて冬

型の気圧配置が緩み、平野部を中心に

晴れた日が多くなったが、２９日以降

は冬型の気圧配置が強まって、雪とな

った。平均気温は岐阜・高山共に平年

より低く、降水量は岐阜では平年より

かなり少なく高山では少なく、日照時

間は岐阜・高山共に平年並となった。

なお、１月の月平均気温は、岐阜2.2

℃(平年4.3℃)、高山－3.1℃(平年－1.

6℃)、白川村－2.9℃(極値更新、平年

－1.0℃)等県内各地で平年より低くな

った。

２月上旬は、高気圧に覆われ晴れた

日が多くなった。平均気温は岐阜・高

山共に平年より高く、降水量は岐阜で

は平年より少なく高山ではかなり少な

く、日照時間は岐阜では平年より少な

く高山では多くなった。

２月中旬は、短い周期で天気が変わ

った。平均気温は岐阜・高山共に平年 2010～2011年半旬別気象の状況(岐阜市)

並、降水量は岐阜・高山共に平年より多く、日照時間は岐阜では平年並、高山では多くな

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２月２５日発表

向こう１か月の天候は、天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて平年と同様に晴

れの日が多い見込み。期間の前半は冬型の気圧配置となりやすく、寒気の影響を受ける時

期がある見込み。

【１ヶ月予報（２月２６日～３月２５日）まで】 〈名古屋地方気象台〉

時 期 予 報 概 要

2/26 ～ 3/ 4 気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、期間の中頃にかけて雨が降

る見込み。山間部では雨や雪が降る日が多い見込み。

3/ 5 ～ 3/11 天気は冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に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。

3/12 ～ 3/25 天気は数日の周期で変わり、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が

多い見込み。

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)種子更新 ～自家採種の回避について～

健全苗を移植し安定的に収量を確保することが重要であるため、県奨励品種を始めと

する種子購入が可能な品種は、購入種子を利用する。止むを得ない(購入できない等の)

場合、育苗箱施用薬と本田防除薬剤の使用に留意する必要がある。現在、長期に防除効

果が高く、いもち病だけでなく紋枯病にも有効なオリサストロビンだが、一般栽培で薬

剤の有効性を出来る限り維持する(薬剤耐性菌の発生を少しでも遅らせる)目的に、種子

生産ほ場での使用が控えられている。コスト重視で自家採種する場合、毎年同じ薬剤を

使用していると推定され、薬剤耐性菌の出現を促しかねないため、出来る限り購入種子

を入手する。これはオリサストロビンだけに限ったことではではなく、使用する本田防

除薬剤の種類(下表の分類が同じ薬剤は作用機作が同じなため同じと見なす)や殺虫剤や

除草剤にも留意し、安定した防除効果を得られるよう連年使用は避け、長くても２～３

年で薬剤ローテーションを行う。

表１ いもち病薬剤
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(2)育 苗

健苗育成に心掛ける。健苗とは、①根張りが良いこと、②苗揃いが良いこと、③葉身

が立って、葉色がやや淡い状態で、茎が太く、葉鞘が高過ぎないこと、④育苗障害(タコ

足苗、ムレ苗、馬鹿苗病、立枯病、苗いもち等)に侵されていないこと、が挙げられる。

健苗の利点は、①本田での活着が良く、分げつが旺盛であるため、良質な茎(穂)の確

保ができる、②本田への病害虫の持込回避ができる、③気象変動による影響が少ない、

④植付精度が高いことが挙げられる。

健苗育成のための基本技術は、育苗は概して高温・多湿・密播の条件下で行われるの

で、床土の選定・適正播種量(薄播き)・気象変動に対応した温度と水の管理等きめ細や

かな配慮が必要である。

※浸種に注意！

平成２２年は猛暑の中で登熟したため、穂発芽難の品種は例年以上に休眠が深くなる

と予想され、２３年度の育苗には注意が必要となる。高温条件が長いほど、また、高温

遭遇時期が登熟初期であるほど休眠が深くなることが報告されている。本県の早生品種

は穂発芽難の品種が多いために注意が必要であり、浸種を十分に行い、芽の状況を確認

して次の行程へ移すこと。

※播種に至る作業行程表

■薬剤吹付け種子の場合

<消毒効果３日> <必要に応じて静かに水交換> (１～２日）

浸種開始 → 水交換 → 浸種続行 → 水切り → 催芽 → 播種

３日後

（浸種は 浴比＝種子１kg：水２㍑以上、積算温度１００～１２０℃）

（催芽温度は ３０℃）

■薬剤未粉衣種子の場合

<２４時間：液温１０～２０℃>

薬液浸漬 → 水切り → 浸種 → 水切り → 催芽 → 播種

３日後以降水交換

（消毒は 浴比＝種子１kg：水１㍑）

（浸種は 浴比＝種子１kg：水２㍑以上、積算温度１００～１２０℃）

（催芽温度は ３０℃）

表２ 稚苗の生育と温度管理（加湿式出芽器の場合）
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表３ 緑化・硬化時の生長と限界温度

２ 麦 類

(1)穂 肥

麦の収量確保のため（小穂数の増加と１小穂当たり粒数の増加を図るため）、出穂前

４０日～３０日頃の幼穂形成期(農林６１号で３月１～２半旬頃)に穂肥を施用する。そ

の施用量は、窒素成分で３.０kg/１０ａ程度を標準量とする。

過去には、「収量を確保するため」と「タンパク質含量を向上させるため」に、①２

月下旬から３月初旬までと、②３月上中旬の２回に分けた穂肥施用を指導してきた。

これは高度化成を基肥に用いた分施時代の技術であり、「収量と高タンパクを穂肥で

確保」しなければならないテーマでもあった。

しかし、肥効調節型の緩効性肥料Ｒ２５の利用に切換わったことで、タンパク質含量

向上は概ね改善でき、穂肥には安定した収量を確保することに専念できる状況となって

いる。すなわち、如何にＲ２５を基肥に用いた栽培で、安定して十分な収量を得るため

の穂肥を施用するかが重要となる。

Ｒ２５を利用しても低タンパクが改善されないといっても、実肥は絶対に施用しない。

製品となる小麦粉の色が悪くなるためである。徐々に溶出するＲ２５の後期肥効分が、

タンパク質含量の改善効果に働くと考えられており、それでも発生する低タンパク問題

は、生育経過の中に残されていると考えられる。そこに実肥施用は絶対に禁物である。

現在、農業技術センターで低タンパクを改善する施肥体系を検討しているので、今後

の情報に留意して欲しい。

(2)生育と出穂予測

早く播種された平坦地のイワイノダイチが茎数過剰で推移している。ここに来て最高

分げつ期を過ぎたと想定されていたが、西濃地域では茎数増加が見られている。農業技

術センター場内の農林６１号やタマイズミも平年より多めの茎数で推移しているが、現

地では平年並みからやや少ない茎数で推移している。



- 8 -

図１ 麦類生育状況(左：農林６１号、中：イワイノダイチ、右：タマイズミ)

３ 野 菜

(1)イチゴ

【イチゴ品質検討会より】

２月１５日(火)に、イチゴ品質検討会が開催された。県内から「濃姫」１６点、「美

濃娘」１０点、「とちおとめ」４点、「あきひめ」２点、「紅ほっぺ」４点、「とよの

か」１点の他、県外産地の１５点について品質検査を行った。

県下の産地については、出荷着色基準Ｎｏ２.５～３.０に対して、３.０以上となって

いるところが多く「スレ果」の混入が見られた。２月中下旬以降、極端に気温が上昇し

たためと思われるが、春は気象(気温)の変動が激しいため、一層の着色基準の厳守や、

それに向けた栽培管理の変更を徹底せねばならない。

食味については、「濃姫」「美濃娘」共に高い評価であり、「美濃娘」は高いレベル

で安定していた。

品種乱立の中で、岐阜イチゴの「味」の評価は安定して高いため、「品質管理」を徹

底して、販売価格の改善を図りたいものである。

【栽培管理について】

２月下旬以降、昼間の気温が極端に上昇しており、ハウス内の温度管理や潅水管理、

草勢管理等、十分な注意が必要となる。

今後は、短い周期で気温変動が激しくなる。第３花房の収穫が始まる前に、下葉や花

梗、横芽・泥芽等の除去、摘花等株周辺の整理を行いたい。

①温度管理

図１は、平成１６年度～２２年度迄の半旬毎の平均気温を平年値と比較したグラフで

あるが、２月下旬～３月上旬は異常に気温が上昇し、３月中旬に一度低下、その後３月

下旬に向かって高い時期があり、３月下旬～４月上旬は寒い、４月は平年並みかやや低
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目で、ゴールデンウイークは高温となり、５月は低温傾向が見て取れる。

何れにせよ、最近の春は気温の変動幅が大きくなっている。ミツバチへの影響も考慮

して、特に昼間の異常な高温には十分に注意して、換気や遮光等温度を低くするよう努

める。

但し、一気にハウスを解放すると急激に湿度も変化して、光合成の抑制や葉先・萼焼
がく

け(枯れ)等を招く恐れもあるため、天候を確認しハウス内の温度が上がり始める前から、

少しずつ換気を実施するのが好ましいと考える。

図１ 平成１６～２２年度迄の平均気温の経過と比較

②電 照

基本的には電照は停止する(している)時期であるが、今年度は年明け以降から２月中

旬迄非常に寒く、草勢が極端に落ち込んだ事例もある。まだ、草勢の回復が見られない

ような場合のみ、１週間程度を目安に電照を継続して、新葉の伸び等が観察されれば、

早急に停止する。

③炭酸ガス

ハウスの開閉が始まると炭酸ガスの利用を停止する場合が多いが、換気扇を中心にし

た外気の導入では、ハウス内の炭酸ガス濃度は十分に上がらない(２００～２５０ppm程

度まで)ことが報告されている。高設栽培を中心に、午前中は炭酸ガスの利用を継続させ

るのが望ましい。

④摘花・摘蕾、摘葉、脇芽取り

草勢確保や連続出蕾、イチゴの品質保持のために、摘蕾・摘花は可能な限り継続する。

特に第３花房での実施は、その後の生育や花房回転、病害虫管理、収穫作業等に良い影

響を与える。

また、黄色くなった葉・枯れた葉・病気の葉を摘葉し、腋芽は小さいうちに必ず取り

除く。
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⑤潅 水

厳寒期の地温の低下により、根の活性は不十分となっている。そこに、気温が上昇し

日差しが強くなることにより、給水不足による品質低下を招く事例がみられる。

急に一度に多量の潅水を実施するのは、根の障害を招くこともあり良くないが、少し

ずつ潅水回数を増やして(少量多回数)、根の活性を促し、新根を発生させることで、根

からの養水分の吸収を増加させることが重要である。

なお、潅水の実施は暖かい午前中が好ましく、草勢や着果状況によっては、薄目の液

肥を混入しても良い。

⑥病害虫防除

ハダニの天敵であるチリカブリダニを利用する前に、天敵に影響のない殺ダニ剤でハ

ダニ防除を実施し、密度を下げておく。また、ホコリダニの発生にも注意する。

オンシツコナジラミ、アブラムシが見られるほ場では、気温が高くなると、急激に増

え、果実や葉を汚すので、密度が低いうちに防除しておく。

今年は昨年に比べ、「うどんこ病」の発生は殆どなく、灰色かび病の発生も少ないが、

油断せずに時々は予防防除をしたい。その際には、湿展性の優れる「まくぴか」、「グ

ラミンＳ」等の展着剤を混用の最後に添加して使用すると効果的である。

曇天、降雨が多くなると、灰色かび病等が増えるので、基本はこまめな換気により、

湿度を上げすぎないよう心掛け、暖房機や送風、循環扇等も活用する等、適切な栽培環

境の確保に努める。

更に、摘葉により株周辺の通気を良くする。収穫済み果梗からの溢液で、灰色カビ病

や菌核病の発生が助長されるので、こまめに取り除く。

⑦適期収穫の励行

指定された着色基準(３月は２.５～３.０)を守り、気温も考慮して適期収穫を徹底す

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。当然である

が、過熟にならないよう注意すると共に、出荷調整時に適正な選果選別を行う。

また、予冷庫を適正に使用して、品質管理を徹底する。

⑧収穫後の果実品質保持について

今月の技術２月号を参考に品質保持に努める。
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(2)ホウレンソウ(越冬栽培)

①被覆及び保温

ハウスの被覆は凍み上がりを防ぐため、融雪前に行う。天井は落雪を促進させるため

に、新品の被覆資材を使用する。また、保温と落雪を促進するため、サイドビニールも

必ず備えるとともに、降雪に備えハウス内に支柱を立てる等の補強を行う。

べたがけ資材は遅くとも草丈１０ｃｍ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、３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。

②追 肥

生育を見ながら遅くてもＳサイズ迄に必ず追肥を行う。低温期であり生育日数も長い

ことから窒素不足により、花芽分化(抽台)が早まる。また収穫期に黄化葉が発生したり

する。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、肥料やけを防ぐために潅水を行い、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、レース８抵抗性品種以外は注意が必要である。

特に、子葉展開から本葉第１～２葉展開時迄に感染しやすく、発病後では被害が

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渣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。

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。特に雪解け後、土壌表面が乾燥する時期からの防除が重要となる。

また、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避け、生育期間中の土壌水分を下げ過

ぎないことも被害軽減には効果的である。
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(3)トマト(早期作型)

①保温対策

ハウス２重被覆や２重トンネル、水封マルチ等により、低温対策に十分注意する。ポ

ットずらし後もトンネル育苗を基本とし、暖房機未設置ハウスにおいては、保温資材の

被覆や簡易暖房(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。

低温期に発生が問題となる窓あき・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。仮植から活着後暫

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

低温条件での育苗となるため、窓あき・チャック果の発生が増加しやすいことから、

石灰質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。



- 13 -

(4)グリーンアスパラガス

２月以降に保温を開始したハウスでは、そろそろ収穫が始まる。

３月以降は気温の変動が激しく、ハウス内の温度上昇には十分注意する。３５℃を越え

ないよう早目の換気を実施し、適温管理を心掛ける。換気を実施する際には、急激な湿度

の変化が“曲がり”等の品質低下を招く場合もあるので、早目に少しずつ行うのが望まし

い。

順次萌芽してくるため、極端に乾かさないよう適宜潅水を行う。

また、萌芽を促進させるため、曲がりや弱小茎・病害虫等の被害を受けた茎等は早目

に除去する。

(5)トマト・キュウリ等施設栽培野菜

最近の３月以降の気象は、特に気温の変化が大きいため、気象情報を十分に参考にして

ハウス内温度等の管理を徹底する。

また、日射量の上昇に伴い、蒸散量も多くなるため、潅水量を増やす。

草勢を確認しながら、必要に応じて追肥(液肥)を実施する。

ハウス内の気温上昇と開閉により、害虫の侵入や発生が増えるため、防虫ネットや粘着

剤の利用、発生初期の防除等総合的に対処し、多発を防ぐ。

(6)露地野菜

それぞれ、播種やほ場準備等が始まる(もしくは始まっている)。

品目に応じて夜間の保温や昼間の換気等、適切な温度管理に努める。換気の際には、極

端な湿度変化による葉焼け等の障害には十分注意する。

生育に合わせて、追肥や土寄せ等を実施する。

ほ場の準備には天候の影響が大きいので、気象情報に注意して早目の作業を心掛けたい。

病害虫の発生が増えるため、定期的な予防散布や発生初発の効果的な防除等、発生させ

ない・蔓延させない栽培管理を徹底したい。
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４ 花 き

(1)フランネルフラワー

～春出荷の作型～

①６～７月播種のものは、今月出荷適期を迎える。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この時期はまだ気温が低いため、開花には３週間程度を要する。温度調節により開花

促進を図り、順次出荷できるよう努める。

③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。

④前年秋出荷用の未開花株は、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病害を防ぐためにも、なるべく早目に換気を実施する等、環境管理にも十分注意する。

【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年内に開花させるためには、今月中旬迄に播種することが望ましい。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。

②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。

③育苗時の立ち枯れに注意する。

④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。

⑤急激に温度上昇する場合があるため、移植直後の潅水管理には気を付ける。

【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

～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。
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(2)その他鉢物及び花壇用苗物

①春向けの草花類や花壇用苗物の挿し芽や播種作業が増えてくる。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適期に鉢上げや鉢替えを行い、徒長には注意する。

③育苗施設内の暖房機は、定期的に保守点検を実施するとともに、燃料切れのないよう

注意する。

④降雪等による育苗ハウス等の被害に注意する。

⑤夜間は密閉管理となるため、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。



- 16 -

専門項目に関する情報

経営におけるリスク管理のための決定思考

～「既に起きてしまった未来」という基準～

１ はじめに

できればリスクを避けたいと考えている経営者も多い。しかし、農業に限らず経営を行

う以上、全てのリスクを避けることはできない。リスクに内在する不確実性は、あらゆる

ことの既定条件だ。どれもあなたの周りにあり、避けられないものもある。その避けられ

ないリスクに敬意を払うことを学ぼう。しかし、リスクを闇雲に恐れてはいけない。リス

クは使いようで、益にも害にもなる。

リスクを引き受けることは、恐怖を引き受けることと同じである。優秀な経営者は恐怖

に囚われてしまうと、意志決定のプロセスを妨げるとともに、リスクを全く取らないよう

仕向けてしまうことを知っている。恐怖はまた、危険から身を守るべく迅速かつ果断に行

動しなくてはならない時に身体を麻痺させてしまう。“ヘッドライトにすくむ狸症候群”

とでも言えようか。優秀な経営者は皆、恐怖を胸の内に押し込めて、必要とあらば決然と

行動することができる。

２ 結果でなく決断に集中せよ

優秀な経営者がいとも簡単に方針決定できる理由の一つは、不確実性の下でなされた決

断の誤りが持つ意味について、より洗練された見方をするからだ。物事が期待どおりに運

ばなかったからといって、必ずしもその行いが誤りだった訳ではないという事実を、彼ら

はよく理解している。優れたアイデアが優れた成果に結びつかない場合も多い。不確実性

の存在そのものが、「人は時に間違いを犯すものだ」という心理を支えているのである。

全ての優秀な経営者は、特定の理由で新たな部門や新規事業を開始し、特定の理由である

分野の事業を止める。経営者は、結果ではなく決断の理由に意識を集中する。

例え起業して資金を失ったとしても、今後二度と起業をできない、してはいけないとい

う訳ではない。もし、ある骨董品を売買して大儲けしたとしても、だからそれが優れた決

断だったということにはならない。更に大金といえば、宝くじを買って大金が手に入った

からといって、それが優れた経営判断だったといえる訳がない。宝くじは楽しみであり、

趣味の領域で買わなければならない。個人レベルのリスク管理であれば、より結果ではな

く、決断に意識を集中することが必要である。

３ 「既に起きてしまった未来」としてとらえる

自分の決断を分析する際には、その決断を下した時点で手元にあった情報を土台にする

というのが鉄則である。結果として失敗したとしても、決断時点で持っていなかった情報

を基に決断を評価することで、自分を責めるのは止めよう。このことは、言うは易し行う

は難しだが、それは重要なことである。もし何か新しいことが学べたら喜ばしいとしよう。

失敗したのではなく、経験を積んだのだから。

これらにより、計画の重要性というものが良く分かる。現在迄の情報を得た上に、更に

過去の計画策定時点に戻ることができるからだ。計画があり初めて、過去のことであって

も「既に起きてしまった未来」として分析･評価することができるのである。


