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今月のトピックス

アイガモロボットについて
岐阜県情報技術研究所では、水田用小型除草ロボット、通称「アイガモロボット」の開

発を進めている。アイガモ農法は水田の除草をアイガモにより行う栽培であるが、アイガ

モの飼育に手間が掛かる、アイガモが水田を満遍なく回らない、他の動物に襲われる等の

難点がある。そこで誕生したのが、アイガモロボットである。アイガモロボットの特徴は、

巨大なクローラである。これが稲を跨ぐように走行することで、①稲の条間の雑草を踏み

潰す、②水を濁らせ、雑草の光合成を阻害する、③芽生えた雑草・種に泥土を被せ、生育

・発芽を阻害する等の除草効果が得られる。田植え後の苗が活着する約１週間後から、生

長して雑草の影響が小さくなる約７週間後迄の利用を想定している。

アイガモロボットはバッテリで駆動しており、無線操縦により人が操作しているが(旧モ

デル、2007年公開)、稲列を自動検知することで、水田を自動的に動き回り、無人で除草で

きるよう研究が進められている。また、株間の除草についても改善が図られている。

2008年には｢地域イノベーション創出研究開発事業(農商工連携枠)｣(経済産業省)に採択

され、実用化に向けた開発を加速している。除草機構の開発は｢みのる産業｣と共同で、自

律走行制御システムは｢常盤電機｣と共同で、それぞれ取り組んでおり、2009年度の検証実

験は、｢岐阜県中山間農業研究所｣及び｢岐阜大学｣と共同で取り組み、除草効果や制御シス

テムの動作検証を行っている。 アイガモロボットの諸元

旧モデル 最新モデル

全 長(㎜) １，０００ ５００

全 幅(㎜) ４００ ４５０

全 高(㎜) ３７０ ５００

質 量(ｇ) ４，５００ ９，２００

クローラベルト幅(㎜) ９０ １５０

アイガモロボット(旧モデル)

今年１月８～９日に、愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)で開催された「あいち

次世代ロボットフェスタ」では、最新モデルが公開された。旧モデルより大型化し、かつ

低重心設計にすることで走行時の安定性を確保し、画像処理情報を用いた自律走行制御に

より、ほ場の端での効率的な旋回も可能にした。具体的には、本体の前後に近赤外線カメ

ラを搭載し、稲から検出されるクロロフィル(緑色色素)を捉えることで稲列を認識、稲列

の終端に差し掛かった時は、畦の形状も認識することで旋回できるようにした。旋回は、

稲列の終端を認識すると旋回位置まで直進し、次の稲列へと旋回・移動し、稲列を跨ぐよ

うに進入することで行う。スイッチバックすることで効率的な旋回を可能にしている。

地域イノベーション創出研究開発事業は２年間の取り組みであり、終了後の2010年度か

らは農林水産省の「新たな農林水産施策を推進する実用技術開発事業(水田の環境保全に配

慮した小型除草ロボットによる除草技術の開発(2010～2012))」に採択され、引き続き共同

研究に取り組んでいる。農業技術課(技術支援担当)・東濃農林事務所(農業普及課)も参画

する現地実証の結果等をフィードバックしながら、量産化に向けた改良開発等を行う予定

である。ぎふクリーン農業や有機栽培を進める上でも、除草作業が大きなネックとなって

おり、アイガモロボットの早期実用化が大きく期待されるところである。



- 2 -

今月のトピックス

地球温暖化に対応した高温障害対策の確立に向けた取組み

梅雨明け以降、全国的な猛暑が続いているが、日最高気温が３５℃以上の猛暑日となっ

た地点は、梅雨明け後の、７月２４日には全国の気象観測所９２１地点のうち１５２地点

となり、７月末にはいったん減少したが、８月に入って再び増え、６日にはこれ迄の最高

となる１７９地点となる等、記録的な猛暑が続いている。日本以外の北半球中緯度の多く

の地域においても７月の平均気温は平年を上回った所が多く、特に、ヨーロッパ～ロシア

西部、東シベリア、中国北部周辺、米国東部等では、異常高温となった。県内産地におい

ても、ほうれんそう・こまつな等の葉菜類は発芽不良や生育遅延が問題となっており、ト

マト等の果菜類では、高温性の土壌病害の発生や、抑制栽培の低段花房を中心に着果不良

が問題となっている。果樹においては、少雨・乾燥による小玉果の発生が懸念されており、

収穫期を迎えたモモでは急激な肥大による核割れ果等の発生が見られる。最近５年間でも

平成２１年を除き４年間は暑い夏となっていることから、岐阜県においても平成２０年度

に農業者の感じている温暖化の影響に対するアンケート調査結果と、温暖化に対する技術

対策を纏めており、参考とされたい。

図１ 岐阜県内の真夏日(日最高気温が３０℃以上）、猛暑日(同３５℃以上)、日最低気温が２５℃以上

となった地点数(全２３地点、平年は２１地点)

(社)全国農業改良普及支援協会は、平成２１年度から農林水産省の地球温暖化戦略的対

応体制確立事業により、農作物の高温障害対策技術の確立に関する実証調査を行っている。

今年度は、野菜(トマト：青森県、岐阜県、熊本県、大分県)、果樹(柑橘：静岡県、和歌山

県、愛媛県、ブドウ：茨城県、リンゴ：長野県)、水稲(滋賀県)の５作物で現地実証ほを設

け、温暖化の影響に対する技術確立を目指している。 今回、青森県において開催された夏

秋トマト総合現地検討会に参加する機会を得たことからその概要を報告したい。

青森県では遮熱資材の被覆による高温期の障害軽減効果と、地温抑制マルチの畝被覆に

よる土壌病害抑制と生育への効果を中心に検討しており、遮光資材では遮光率６０％資材

の内張展張(開閉式)や遮光率４０％資材の外張間断展帳（常時)の効果について検討中であ

る。マルチでは高温期のみ遮熱効果の高い資材を通常のポリ資材の上に被覆する方法につ
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いて検討中であったが、地温抑制効果と共に資材の再利用が可能な方法であることから、

高温時に発生が増加する青枯病等の土壌病害対策として効果が期待される。

熊本県においては、追肥・潅水管理の秋期生育への影響を確認するため、梅雨時期から

高温期の潅水回数、土壌条件(ＥＣ、窒素)の違いによる草勢維持効果を確認中であり、品

種比較では「りんか409」を対象に、「みそら64(みかど協和)」「No.15(タキイ)」「C6－

416(サカタ)」を比較している。加えて昨年の「りんか409」の生育初期を中心に問題とな

った軟果対策を緊急な課題として取り上げ、基肥削減と追肥時期について検討を行ってい

る。また、着果負担軽減として摘花房に着目し、開花時の日照時間の違いにより実施タイ

ミング(曇天３～７日経過後実施)の見極めを行っている。また、日射量確保のため慣行の

５.４ｍハウス３畝６条に対し、本県で普及している３畦４条の栽植方式とＵターン整枝等

により、受光体勢の改善にも取り組んでいる。

大分県では施設の構造改善に着目し、肩換気高の改善と簡易的な天窓設置によるハウス

内気温の低下を図り、着果率向上に取り組んでいる。生育調節については主枝更新実施時

期の見極めと脇芽利用による葉面積確保について検討を行っている。

特に九州各県は梅雨期間も長く、岐阜県以上に日照不足の影響を受けやすいことから、

梅雨時期の草勢維持が、収量確保のためには重要となるため、その技術確立をこの事業の

中心に位置付けており、同様の問題を抱える本県とも共通した認識であり、より厳しい環

境下での栽培事例として参考となる面も多く注目される。

また大分県より気象観測時のセンサー等の精度について報告があり、基本となるステン

レス二重管通風筒との気温誤差が最も少ないのは露出した白色センサー(おんどとりｊｒ)

による測定であり、露出黒色センサーでは蓄熱のため日中は＋２℃以上となり、ハイグロ

クロン(ボタン電池大温湿度記録計)は本体が黒色のため蓄熱しやすく＋５℃以上の値を示

していることが報告された。かさ等の設置もセンサーの精度は高まるがセンサーに近い場

合には蓄熱により高目の値を示す傾向があり、特にセンサーの色には注意する必要がある

ことが指摘された。

なお、全国農業改良普及支援協会では、誰でも参加できる農業に関する地球温暖化の

ポータルサイトとし

て、「農業温暖化ネ

ット」(https://www.

ondanka-net.jp/inde

x.php)を運営してい

る。

野菜以外にも水

稲、麦・大豆、果

樹、花き等作目別の

対策情報、現場から

の情報、気象関連コ

ラム等役に立つコン

テンツが紹介されて

いることから、参考

とされたい。

図２ 農業温暖化ネットホームページ
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気 象 概 況

１ これまでの気象経過

◆７月下旬～８月中旬の概要

：岐阜地方気象台農業気象速報

７月下旬は、高気圧に覆われ晴れた

日が多くなったが、２９日は県内全域

で雨となった。平均気温は岐阜・高山

とも平年よりかなり高く、降水量は岐

阜・高山とも平年並。日照時間は岐阜

では平年より多く、高山では平年並。

８月上旬は、高気圧に覆われ晴れた

日もあったが、湿った空気の影響で曇

りや雨の日が多くなった。平均気温は

岐阜では平年より高く、高山では平年

よりかなり高く、降水量は岐阜では平

年より多く、高山では平年並。日照時

間は岐阜では平年より少なく、高山で

は平年並であった。

８月中旬は、台風４号や湿った空気

の影響で曇りや雨の日が多くなったが

後半は高気圧に覆われ晴れた日が多く

なった。平均気温は岐阜では平年より

高く、高山では平年よりかなり高くな

った。降水量は岐阜では平年並、高山

では平年より多く、日照時間は岐阜・

高山とも平年並であった。 2010年半旬別気象の状況

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８月２７日発表

向こう１か月の天候は、平年と同様に、期間の前半は高気圧に覆われて晴れる日が多く、

後半は天気が数日の周期で変わる見込み。期間の前半を中心に、日本の南で高気圧が強く、

気温の高い状態が続く見込み。また、残暑の厳しい時期がある見込み。

【１ヶ月予報（８月２８日～９月２４日）まで】 〈名古屋地方気象台〉

時期 予 報 概 要

8/28 ～ 9/ 3 高気圧に覆われて概ね晴れる見込み。

9/ 4 ～ 9/10 平年と同様に高気圧に覆われて晴れる日が多い見込み。

9/11 ～ 9/24 天気は数日の周期で変わる見込み。

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)高温対策 ～これまでと変わらない基本技術の励行を～

①適正な生育量を確保

・過剰な籾生産の抑制：過剰籾は高温登熟で光合成産物を取り合いデンプン蓄積の

ロスを大きくし、白未熟粒や充実不足粒の発生に繋がる。

・適正な栄養状態の維持：出穂以降も如何に健全に光合成させるかがポイントである。

※穂揃期の茎葉に蓄積された非構造性炭水化物(糖やデンプン等非繊維性炭水化物)の

多さが高温や高温寡照等不良環境条件での登熟向上に貢献しているとの仮説もある。

②生育期間の適正な管理

・温度管理：高温回避技術⇒水管理(掛け流し灌漑、夜間入水等で水田を冷やす)

・水 管 理：即ち温度管理と根の健全化

・土壌管理：根の健全化

(2)病害虫防除

①穂いもち

出穂から一週間が最も感染しやすく、この時の降雨で多発する。

対策：伝染源である葉いもちの防除の徹底（特に早生種）する。

穂孕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。

②籾枯細菌病（本田発生はハツシモに多く、コシヒカリには少ない）

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、降雨が続くと多発する。

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。

この病気は育苗時にも苗腐敗を引き起こすが、本田では穂の不稔以外の症状を示さ

ないため、発生の予測が困難で本田における完全防除は難しい。

対 策：穂孕み期から出穂始めにかけての予防防除（完全防除は困難）。

③斑点米カメムシ類

対 策：周辺のイネ科雑草等からの侵入阻止が基本原則。

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日前迄に草刈りを終える。

(3)適期収穫 ～ 適期収穫の徹底を(収穫は籾水分２５～２６％)！ ～

①出穂後の積算温度は成熟進度の目安とする。

・最終的には、帯緑籾歩合をチェックする。

・計画的収穫（集荷）作業を行うために、積算温度情報

を活用する。

②ほ場毎に帯緑籾割合１０％になった時が収穫適期

・地域でも作期でもなく、ほ場毎の生育進度を見る。

・収穫の開始時期は帯緑籾割合１５％。

・帯緑籾割合５％を切ると「刈り遅れ（即ち、胴割れや

茶米を増やすこと）」となる。 図１ 適期収穫の考え方

青米

茶米・ 胴割米

完全米

刈

取

適

期

％

出穂後日数

20

40

60

80

100



- 6 -

２ 大 豆

(1)播種状況

本年の梅雨入りは６月１３日、梅雨明けは７月１７日。７月上旬の播種は、湿潤なほ

場条件ではあったが少雨状況が一時的に続いたため、実施されている。

７月中旬は再び多雨となったため、播種面積は増加しなかった。その後の梅雨明け以

降は猛暑となり、少雨状況が続いたため、一気に播種完了へと向かった。

図１ 大豆の播種進捗（左：年産比較、右：時期別播種面積と降水量）

(2)病害虫防除

大豆の根本的原因となっている生産の不安定は、

①生 育 初 期：大豆特有の初期生育不良による生育全般への影響

②開花登熟初期：夏場の高温によるカメムシ吸汁による青立ち

③登 熟 後 期：秋の高温・不良天候による腐敗粒等の品質低下

等の課題に整理される。

従って、カメムシをはじめとする病害虫に対して、それぞれの発生時期に合わせた適

切な防除を実施して、良質な大豆の安定生産を行う。

表１ 主な病害虫の発生相

(3)潅 水

大豆は湿害に弱い反面、開花期以降の水分要求量は大きい。根粒は大豆より水分不足

に弱く、開花期以降の水分不足は窒素固定能力が大きく低下する。開花期以降乾燥が続

く場合は、畝間潅水が効果的である。

但し、水が停滞すると逆効果になるので、確実に排水できよるようにした上で、２時

間以内の滞水を目途に行う。
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３ 麦 類

(1)次年度のほ場準備 ～稲跡麦ならば、排水対策は速やかに～

本県は平坦地から中山間地山沿いまでの天候不順な地域を含み、地域によっては播種

可能日が制限されるので、降雨後すぐに作業が開始できるように排水対策の徹底を図る

必要がある。

地表水の排除・透水性の改善・地下水位の低下等排水対策は、麦類の安定栽培におけ

る必須要件であり、前作の水稲収穫から麦播種までの期間が、ほ場の排水性を図るため

の貴重な作業期間となる。

明渠、弾丸暗渠は水稲収穫後なるべく早く土壌が乾いた時期に行い、乾田化を図る。

晩生品種を栽培していると、収穫途中の場合もあるが、早生品種跡の圃場に麦作を計画

している場合、作業を分担して速やかに排水溝を施工する。

(2)赤かび病対策

赤かび病を起こす病原菌は、イネ科作物やイネ科雑草に付着して越冬するため、前作

が稲の場合には、稲わらのほ場外への搬出や土壌への鋤き込みを徹底し、発病の低減に

努める。

表１ 播種時の稲わら鋤き込みと農薬による組合わせ防除の効果



- 8 -

４ 野 菜

(1)気象に留意した野菜の栽培管理対策

昨年の梅雨明けは８月３日で、長雨と日照不足により夏秋野菜を始め多くの野菜栽培

に影響があった。今年は７月１７日と早く良好な作柄が期待されたが、直後からかなり

の高温と乾燥が続き、また時折の激しい風雨により、播種や育苗、栽培に影響が出つつ

ある。すでに「ラニーニャ」の発生も確認されており、今秋は暑さが続くようである。

また、久しぶりの台風の襲来も心配される。

今後の気象情報には十分注意し、適切な事前、事後対策が必要となる。

①高温・乾燥害対策

・３０～３５℃以上の高温では、発芽や生育、花芽分化、果実の肥大等に影響が出るこ

とがあるため、可能な限り昇温抑制に努める。

・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

光ネットの利用等、栽培状況や品目に合わせて対処する。

・また、ハウスの開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”を起こすようにする。

・こまめな潅水を実施し、乾燥に備える。

・露地栽培の場合は、夜間に、チューブ等による潅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風水害対策

〈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。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ず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。

イ 浸冠水対策

地域の状況に応じ、事前対策を整えておく。また、浸冠水発生時には、地表水を

速やかに排除する等の応急対策を行う。また、回復見込みがない場合の播き直し、

転作等事後対策により被害の軽減を図る。

〈強風害〉

ア 被害の様相

風に弱い葉菜類の栽培、夏秋野菜の雨除けハウス栽培、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等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

侵入を防ぐ等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

ナス等はできるだけ早めに起こし、回復の見込みがない野菜は、播き直し、転作を

行う。（H16.3月岐阜県農林水産局刊 農作物等災害の手引き p95-p98参照）
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(2)イチゴ

今年は、春先からの低温や多雨と日照不足により、ランナーの発生不良や炭疽病の発

生等による採苗の遅れが散見された。また、梅雨後半の激しい風雨や梅雨明け後の厳し

い高温により、若干の根張り不足も指摘されている。

９月は、花芽分化と本ぽへの定植及び活着、根張りと生育の確保等、長期安定栽培と

出荷を支える重要な作業が集中する。

残暑厳しい中での作業となるため、体調管理にも十分に注意して貰いたい。

【育 苗】

花芽の誘因や定植に向けた準備・調整に努める。

かなりの高気温や乾燥が続くと予想されるため、潅水の管理には特に注意が必要とな

る。最終の葉欠きを急ぎ、病害虫等を本ぽに持ち込まないよう、高温には十分に注意し

て最終の防除を実施する。

①潅 水

炭疽病は、高温多湿条件で発生が助長される。特に、夕方から夜間は湿度を上げない

よう、夕方にはポット表面が乾く程度にする。また、潅水ムラに注意する。

「濃姫」においては、苗を極端に萎れさせると「萎黄病」に感染しやすくなるため、

潅水には特に注意する。

高温と乾燥が激しいため、潅水は慎重に実施し、萎れさせない程度で少しずつ潅水量

を減らして定植に備える。

②遮 光

遮光程度は２０～３０％程度とする。遮光程度が強いと苗の生育が軟弱徒長となり、

炭疽病を誘発するので気を付ける。

③病害虫防除

うどんこ病、炭疽病、萎黄病を本ぽに持ち込まないように防除しておく。早期発見、

早期防除に努め、発病株は発見次第除去する。育苗時にのみ使用できる農薬を効率よく

利用し防除に努める。

また、育苗施設周辺に炭疽病の感染源となる可能性がある雑草の有無を確認し、ある

場合は除草する。

アブラムシ、ハダニ、ホコリダニ、コナジラミ等についても本ぽに持ち込まないよう

に防除する。

【本 ぽ】

①本ぽ準備

今年はかなりの乾燥が予想される。乾き過ぎた状態での畝立ては、畝の崩れや活着不

良を招くため注意する。

また、畝立て後は、畝を乾かさないように、ビニールで覆ったり潅水する。

土壌診断に基づいた、適正な施肥を心掛ける。高温傾向が予想されているため、初期

の肥効が少ない肥料か施肥量を抑える等の工夫も検討したい。

天候に留意しながら、花芽分化確認後は早急に定植できるよう態勢を整えておく。

②定 植

必ず花芽分化を確認してから定植する。
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定植時に乾燥していないように、定植前日迄には、苗に十分な潅水を実施すると共に

本ぽへも潅水して早期に活着するよう努める。

強い日差しや地温の上昇を抑制するため遮光資材を展張する。また、ポット用土や根

が乾かないよう速やかに定植する。万一、ポット用土や畝が乾くようであれば潅水して

おく。

定植時の苗の生育は、濃姫では、葉数４～５枚、クラウン径１０mm程度、草丈１５～

２０cmとする。美濃娘では、葉数５～６枚、クラウン径１０～１２mm程度。草丈１５～

２０cmとする。「美濃娘」は花房当たりの花数が少ないので、光合成を促進し、花数を

増やす目的で、「濃姫」より多くの葉をつけて定植する。

また、腋花房の分化確認用の株を植えておくようにする。

③根張りを良くする

定植後に、初生根(一次根)を多く、深く伸長させるために、次のような管理を進める。

・植穴を掘り、定植予定日の前々日に植穴に潅水する。

・葉の付け根あたりが畝の表面と同じ深さになるよう、定植する。こうすることにより、

葉の付け根から発生する初生根(一次根)が発根しやすくなる。

・定植後は、速やかに活着させるため、一度は手潅水を行い、ポットの根鉢と畝土壌が

良くなじむようにする。ホースの先は布等で覆い、水の勢いを殺して泥が跳ね上がら

ないようにする。

・畝全体を湿らすよう細かな潅水を行い、イチゴ株周辺の気温の上昇を抑制する。また、

地際部を常時湿った状態にし発根を促すため、少量多回数の潅水とする。

④生育促進

光合成を促進し、根張りや花芽の生育を促進するために次のことに留意する。

・葉面積を減らさないために、摘葉をしない。

・株に十分光を当てるため、定植時の遮光資材は活着後早目に取り除くが、腋花房分化

を促進させる場合は⑤で後述する、遮光方法を応用する。

⑤腋花房分化促進

ここ数年、腋花房分化が遅れ、収穫の中休みが大きくなっている。原因として、基肥

窒素量と定植後の高温が考えられる。基肥窒素量については、土壌診断等に基づき施用

量を考えるとともに、前年に中休みがあった場合は、基肥窒素量を減らす。また、定植

後１週間は前述③のような十分な潅水を行うが、窒素肥料の吸収を抑えるためにそれ以

降は乾き気味の管理とする。

定植後の高温を避けるために、定植後から腋花房分化まで寒冷紗等で遮光し、ハウス

内の昇温を抑制する。この場合、徒長することによる病害発生も懸念されるため、健苗

を定植するとともに、病害の発生に注意して管理する。

(3)ほうれんそう

①秋期の品種選択

９月上旬は最高気温が３０℃を超えることも多く、盛夏期と変わらない気温となるが、

下旬以降は急激に気温も低下し１０℃を下回る日も現れる等、気温変化の激しい月とな

る。そのため、気象変化を予測した品種選択が重要となる。また、気温は生育適温とな

るが日照不足となることが多く、生育の早い品種は徒長気味の生育となり、収量が低下
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しやすい時期でもある。加えて近年はべと病耐病性品種の導入が進み品種数も増加し、

地域における生育特性が十分確認されていない場合も考えられることから、品種選択は

慎重に行い、評価の定まった品種を中心に計画的な播種を行うように心掛ける。

②病害虫防除

ア べと病

曇天や降雨が続く秋雨期は、分生子の発芽適温８～１８℃(高山市内：９／下～１

１／上)となることが多く、湿度も高く推移することから、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

病後では被害が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。特に秋

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。

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℃

(高山市内：９／中～１０／下)とされる。未熟な有機物やほうれんそうの残渣等の

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

る傾向にあることから、生育期間中の土壌水分を下げ過ぎないように注意する。

(4)トマト

①摘芯前後からの施肥、潅水管理

ア 施 肥

収穫開始後は着果負担も徐々に解消することから、摘芯前の早い時期から施肥量

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ように心掛ける。特に、

収穫期後半に樹勢が強く、脇芽の発生が旺盛となりやすいほ場については、果実品

質の低下に繋がることから特に注意が必要であり、収穫開始期頃からの早目の調節

がポイントとなる。

イ 潅 水

上位花房の果実肥大促進を図るために、摘芯以降も極端に潅水量を減らすことは

避け、あくまで日射量や外気温に合わせて潅水量を徐々に減らすように心掛ける。

基本的には、収穫終了直前まで一定の土壌水分を維持するイメージを持つことが

重要であるが、今年は９月以降も残暑が予想されることから、土壌水分が不足しな

いように注意が必要である。また、秋雨期は気温低下と日照不足により、灰色かび

病や葉かび病等の病害発生の危険性も高まるため、通路等は乾燥状態を保ち、過湿

状態とならないように注意する。

②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。高温・乾燥により樹勢が低下し

たほ場を中心に発病時期が早まっていることから、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。但し、治療剤については耐性菌の発生を
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避けるため、同一系統薬剤の連用は避け、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必要である。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。

イ 灰色かび病

８月中旬を中心に曇雨天が続いたことから発生量は多く、ハウス内の分生子密度

も高まっていることから、今後の天候によっては被害が拡大することが予想される。

最初は葉先枯れや花弁等の枯死した部分に寄生増殖することから、徹底して枯死部

分を取り除くことが効果的であり、病害発生部位の放置はゴーストスポット発生に

も繋がることから禁物である。また、ハウス内の湿度を下げるため、下葉の摘葉を

行って通気性の改善を図り、潅水量については早朝、葉露が発生しない程度の量に

止め、ほ場内を乾燥状態に保つように心掛ける。薬剤防除における治療剤の連用は、

葉かび病同様に避けることが重要となる。

ウ 疫 病

灰色かび病同様に２０℃前後の低温・多湿条件での発生が多く、排水不良や窒素

過多は更に発生を助長する。ハウス入り口等の雨に当たりやすい部分から発生する

ことが多く、短期間でハウス全体に蔓延する恐れがあるため、発生後は徹底した病

葉の摘除と防除を行うことが重要であり、梅雨期間中に発生が見られたほ場では、

特に注意が必要である。

(5)だいこん

①高温期の管理

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

を見ながら定期的な灌水を行う。また、赤しん症等の内部障害は、生育期間が長くなる

と障害が激しくなるのでＬサイズを中心に早めに収穫するように注意する。

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夏期高温期であり、この間に雨の少ない年

は発生の多い傾向にある。今年は、高温乾燥が続いていることから、特に注意が必

要である。また、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

ることは極めて少ない。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
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おいても問題となる。種子や被害植物の遺体で越年し、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

生の少ない品種を選択することも有効である。

(6)夏秋ナス

今年は、早々に梅雨明けし、昨年とは違って良好な作柄を期待したが、春先からの低

温と日照不足、多雨傾向が影響して出荷量は伸び悩んでいる。また、梅雨明け後の極端

な高温・乾燥と時折の激しい風雨等により、生育不良や花落ちも発生しており、厳しい

栽培年となっている。

今後も高温・乾燥傾向が予想されているため、潅水不足による“ツヤなし果”には十

分注意したい。徹底した肥培管理等により草勢の回復と維持に努め、少しでも収穫量を

上げられるよう頑張りたい。

９月は、台風襲来や中山間地域では急な気温低下にも注意したい。

①ほ場環境の整備

ナスの根は弱く、数時間の湛水でも影響が出る。特に高温期の湛水は致命的である。

草勢の回復に重要なのは、根の回復と更新である。

ほ場内の排水性の改善を常に図りながら、いつも新鮮な水が供給できる（潅水でき

る）よう努める。

②潅水管理

暫くは、高温・乾燥傾向となるため、潅水不足には十分に注意する。また、畝内の水

分が安定すれば地温は安定し、順調な根の更新と再生・回復が促され十分な草勢が確保

される。常に、根の周辺には新鮮な水が供給できるよう努めて、根の活性を高めておく

よう心掛ける。

③根の更新と再生

８月の出荷ピークと高温・干ばつ等により、成り疲れや草勢低下がみられる。ツヤな

し果の発生や生理落花等がそれである。

今一度、潅水管理の徹底や液肥施用等根の活性向上や再生を促す。根が更新・再生さ

れ、適切な水管理により地温が確保されれば、後半十分な収穫量の確保が可能となる。

④肥培管理

草勢と着果の状況によるが、９月一杯は追肥管理を実施する。

成り疲れが発生したり、根の活性が低下している場合は、やや濃い目の窒素主体の葉

面散布をこまめに実施し、高い草勢管理に努める。

⑤側枝の管理

これまでは、“１側枝１果取り”を基本として剪定を実施した。今後は、気温等の低

下により側枝の伸長にも時間が要するようになるため、部位にこだわらず伸びつつある

側枝を大事にして収穫量を確保するようにする。

⑥葉欠き

葉欠きを徹底し、株内に万遍なく光が入るよう努める。
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⑦病害虫の管理

～病 害～

○うどんこ病の発生に注意する。ほ場巡回により初発の防除を心掛ける。

○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。強い風雨の後は特に注意が必要である。泥等の跳ね

返り対策を実施する。

～虫 害～

○ハスモンヨトウ、オオタバコガの食害に注意する。ネット等の耕種的な防除や薬剤

散布を実施する。

⑧次年度対策

出来る限り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、パイプ等の資材消毒を行う。

発生しやすい病害を確認し、台木の選定を見直す。

収穫量や収穫パターンを整理し、部会等での反省会を実施する。

⑨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

の取り込み等行う。

強い風雨の後は、防除と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、７月１７日の梅雨明け後は厳しい高温と乾燥が続いており、葉焼けを起こし

たほ場を多く見受ける。

今後も、降雨が少なく厳しい残暑が懸念される。孫イモの着生・肥大が進んでいるた

め、極端な水切れや乾燥させないよう管理する。

また、アブラムシ、ハスモンヨトウの発生にも注意し防除を実施する。

①マルチ栽培

順調に生育するため、水管理には注意する。乾き過ぎな

いように必要なら畝間潅水を実施する。また、台風や長雨

等で湛水しないよう排水にも注意する。

②培土栽培

○追 肥

８月の３回目の培土も終了し、今後はイモの肥大に向けた肥培管理を実施する。

丸いも率向上のためにも“孫いも”の着生・肥大促進が最も重要になるため、今月中

旬頃、イモの発生状況を観察しながら追肥を実施する。必要なら畝間潅水も行う。
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～共 通～

アブラムシの発生が多く見られる。未展開の芯葉への寄生は今後の成長に影響がある

ので注意し防除を実施する。

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。

ほ場内にて、ウイルス症状や生育障害等のあるものは予め除外しておく（選ばないよ

うに目印等する）。

丸イモ率の向上には、八名丸の特徴である“蓮葉系（はすばけい）”を選び統一する

ことが必要である。

(8)その他の露地野菜

①タマネギ

２２年産の作付けに向けて、播種作業がスタートする。中旬頃から早生品種から始ま

って、月末には晩生品種の播種となる。

最近では、加工・業務需要の増加により、県内でも作付けを導入する営農組合が出始

めた。

暫くは高温・乾燥の傾向となるため、播種作業や発芽には十分な対策が必要となる。

○播種床の整備

８月に準備した苗床用地にて、幅約９０ｃｍ、高さ約２５ｃｍ程度の平畝を作る。

苗の立枯れ病予防や雑草対策等を実施する。

○播 種

極早生品種 ：９月上旬～中旬 品種例は貴錦、浜育

青切早生品種：９月中旬 品種例は七宝早生７号、ソニック

貯蔵性品種 ：９月中旬～下旬 品種例は七宝甘７０、さつき

条間約６ｃｍで１ｃｍ間隔で播種する。播種後は、種子が隠れる程度に薄く覆土

を行う。たっぷり潅水し、寒冷紗かきざみワラで被覆する。

○播種後の管理

播種後、約１０日前後で発芽し始める。発芽が開始すれば早目に寒冷紗等は取り外

し徒長を防ぐ。

乾かさないように潅水するが、過湿にならないように排水に注意する。

苗が５ｃｍ程になったら２ｃｍ間隔で間引きを行う。最終的には、茎太約８ｍｍ程

度の苗を目指す。
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②か ぶ

○冷涼な気候を好み、１５℃～２０℃で良く生育する。

○高温で発芽、生育、根部の肥大が劣るため、播種期には注意する。

○品種や収穫時期に合わせて順次播種するが、湛水等による被害や発芽不良等が出た

場合は、直ちに再播種を実施する。

○約４～６℃でも茎葉の展開や伸長が見られ、露地栽培で９月下旬の播種で年内の収

穫が可能となる。

○１０月以降の播種では、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。

○防虫ネット等を活用して害虫対策とする。

③はくさい

○８月から順次、播種が始まっている。

○株間３０～４０ｃｍで播種し、発芽後間引きする。

○ほ場は滞水しないよう排水には注意する。

○発芽直後は、ネキリムシ、育苗期はハスモンヨトウ等の食害に注意する。

○播種後、２０日程度(本葉５枚程度)の頃に、追肥を実施する。

④キャベツ

○９月中・下旬から播種を行う。

○耐寒性に優れ抽台しにくい品種を選択する。

○苗床で育苗する場合は、土壌病害のない排水良好で肥沃なほ場を選ぶ。

○幅１００～１２０ｃｍ、高さ１０ｃｍ程度の苗床を作成し、条間１２ｃｍ程の溝に

播種する。播種前後は十分な潅水を実施しその後小トンネルで保温する。トンネル

内は温度管理に十分注意する。

○ポット育苗の場合は、育苗箱に播種して移植するか、ポットに直播きとする。用土

は、播種用の専用培土を購入するのが好ましい。

⑤にんにく

○９月は植え付けに向けた土作りや畝立てを行う。

○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。

○完熟の堆肥を１０ａ当たり約２ｔ程施用し深耕する。

○作付け期間が長いため、１０ａ当たり緩効性の有機化成等窒素量で１０～１５kg程

施用する。

○苦土石灰でｐＨ６～６．５程度に調整し、りん酸も十分に施用する。

○幅１５０㎝、高さ約２０㎝程度の畝を作成し、植え付け面は約１００㎝とする。

○植え付け床には十分な潅水を行い、やや表面が乾いたら黒マルチで被覆しておく。

○植え付けには、７ｇ程度の大きな種球を利用すると収量が安定する。

○必要に応じて種子消毒を実施し、下旬頃から条間２５㎝、株間１５～２０㎝程度で

植え付けを開始する。

○春先、とう立ちしたあと、その花茎を“にんにくの芽”と称して販売する場合は、

使用する農薬は「野菜類」の適用に限られるので十分注意願いたい。
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⑥ブロッコリー

○岐阜市、大垣市、郡上市、恵那市等で営農組合等を中心に作付けが開始される。

○高温と乾燥が続いているため、遮光資材を活用する等、発芽のための温度管理には

注意する。また、育苗では、極端に苗を“凋れさせない”よう潅水管理を徹底する。

○計画的にほ場の準備を進めて、苗が老化しないよう順次、定植を進める。

○定植前や定植時の除草剤散布や粒剤施用を行い、雑草や病害虫対策を行う。

○定植時もかなりの高温と乾燥が予想されるため、定植前の苗への潅水や定植後の潅

水や入水等を実施し、枯死させないよう努める。

⑦その他の秋収穫の野菜類

○７月～８月にかけて、多くの秋冬向けの野菜の播種が行われた。

○９月は、台風や長雨等に注意し、必ず排水対策を実施する。

○品目の生育ステージに合わせて、肥培管理を実施する。

○病害虫も多く、べと病やうどんこ病、灰色かび病に注意する。ハスモンヨトウ等の

食害が発生するので、定期的な防除とともに防虫ネット等の利用も検討する。
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５ 果 樹

(1)主要果樹の生育(表１～５、図１～８)

県内の果樹の生育はナシ「幸水」、モモ「白鳳」が平年に比べ１～２日程度遅く収穫

が始まった。今年は糖度が昨年より高い傾向にある。リンゴの肥大は平年より遅れてい

るが、カキ、ナシ、モモの果実肥大は平年並みに回復してきた。クリの毬果の発育も収

穫時期は平年並かやや遅いと見込まれる。今後も残暑が厳しく高温傾向は暫く続くと予

想されるため、果実肥大を促す潅水や収穫等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 開花期 収穫期 落葉期 平均果重 糖度
始 盛 終 始 盛 終 (g) (brix)

早秋 2010 3/ 8 4/ 6 5/22 5/23 5/26
2009 3/15 4/ 5 5/14 5/15 5/19 9/25 9/28 10/ 5 11/18 229 17.0
平年 3/20 4/ 7 5/17 5/19 5/22 9/26 10/ 1 10/ 4 11/21 237 16.2

太秋 2010 3/15 4/11 5/22 5/24 5/27
2009 3/17 4/10 5/14 5/16 5/19 10/ 7 10/15 10/27 11/22 357 17.7
平年 3/26 4/11 5/17 5/19 5/22 10/17 10/24 11/ 2 11/20 336 17.5

富有 2010 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30
2009 3/17 4/10 5/16 5/18 5/21 11/ 4 11/12 12/ 1 12/ 1 286 17.7
平年 3/26 4/12 5/19 5/21 5/24 11/ 6 11/19 12/ 1 12/ 1 280 17.2

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 開花期 収穫期 落葉期 平均果重 糖度
始 盛 終 始 盛 終 (g) (brix)

幸水 2010 3/13 4/12 4/10 4/14 4/20 8/ 6
2009 3/14 4/13 4/ 8 4/11 4/18 8/ 3 8/17 8/24 11/22 348 11.6
平年 3/19 4/12 4/11 4/15 4/21 8/ 7 8/16 8/23 11/20 357 12.8

豊水 2010 3/ 8 4/ 5 4/ 7 4/11 4/16
2009 3/11 4/ 8 4/ 4 4/10 4/15 8/31 9/10 9/17 11/24 432 12.7
平年 3/16 4/ 8 4/ 5 4/12 4/18 9/ 2 9/ 9 9/17 11/23 447 13.4

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 雄花 雌花 収穫期 １果重
満開 満開 盛 終 (g)

丹沢 2010 3/22 4/30 6/18 6/17
2009 3/30 4/22 6/16 6/11 9/10 9/15 25.0
平年 3/31 4/26 6/16 6/10 9/ 7 9/16 25.3

筑波 2010 3/16 4/27 6/17 6/15
2009 3/26 4/20 6/16 6/ 9 9/27 10/2 21.5
平年 3/30 4/24 6/16 6/ 8 9/28 10/8 22.7
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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 開花期 収穫期 １果重 糖度
始 盛 終 始 終 (g) (%)

白鳳 2010 3/23 5/ 1 5/ 3 5/ 7 8/ 5 8/16 281 17.8
2009 3/19 4/18 4/20 4/29 7/30 8/11 292 13.7
平年 3/27 4/26 4/28 5/ 4 8/ 3 8/13 277 14.6

昭和 2010 3/23 5/ 2 5/ 4 5/ 8 8/23
白桃 2009 3/20 4/19 4/22 4/30 8/14 8/24 364 15.1

平年 3/28 4/27 4/29 5/ 5 8/19 8/28 304 14.6

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 開花期 収穫期 １果重 糖度
始 盛 終 始 終 (g) (%)

つがる 2010 4/5 5/5 5/8 5/17
2009 4/3 5/1 5/4 5/10 9/4 9/22 331 13.8
平年 4/5 5/3 5/6 5/12 9/4 9/20 361 13.7

ふ じ 2010 4/6 5/5 5/9 5/16
2009 4/4 5/1 5/4 5/10 11/13 12/3 361 15.9
平年 4/5 5/3 5/6 5/11 11/9 11/29 370 15.5

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

5

10

15

20

25

30

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

果周(cm)

幸水ＧＡ平年

幸水ＧＡ H22

幸水平年

幸水 H22

5

10

15

20

25

30

35

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

果周(cm)

豊水平年

豊水 H22

5

10

15

20

25

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

果周(cm)

富有平年

富有H22

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H22



- 20 -

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）

※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)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。

(3)台風対策

～事前対策～

・落葉果樹では、主枝・亜主枝等が裂けないよう支柱等を利用し枝を補強する。特に、

発生角度の狭い枝は被害を受けやすいので、針金等を利用し結束しておく。着果量

の多い枝、高接ぎした枝は、特に注意が必要である。既に誘引等を済ましている場

合でも、結束を確認したり支柱を強固なものに変える。

・ナシ・ブドウ等の棚は、強風により煽られやすいので、支柱やアンカーを増やして

補強しておく。また、矮化リンゴでは根が浅く倒伏しやすいので、棚への結束の確

認をしておく。
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・果実落果を防ぐため、ナシ・ブドウ等では園の周囲をネットで囲う。但し防風ネッ

トは強風を受けた場合、非常に大きな力を受けるので、十分な補強をしておく。特

に収穫時期が近づくほど、落果被害が大きくなるので対策を徹底する。

・多雨により園内が滞水すると、根の呼吸が阻害され養水分吸収が不可能となり、地

上部の生理的活動が低下するので、明渠を設置する等、事前の排水対策を徹底して

おく。

・収穫可能な果実はできるだけ収穫しておく。その際には農薬の使用基準（収穫前日

数）に留意する。

～事後対策～

・果実や樹体が損傷を受けた場合は、まず被害程度をよく確かめ、防除・摘果・剪定

を実施する。

・果実や葉の傷から病気が発生しやすいので、台風通過後天候が回復したら、早目に

殺菌剤を散布することも考える(但しぎふクリーン農業等の基準には十分注意する)。

・カキでは、台風に伴う豪雨が土壌中の肥料を流亡させるため、落葉病の発生を助長

する。また、炭疽病やPestalotiopsis 属菌による葉枯れ病が発生することがあるの

で注意する。

・傷果・軟化果等は早目に摘果する。また落葉がひどい場合は、その程度に応じて摘

果し樹体への負担を軽減することも考える。落果が多い場合、追肥量を控え、枝の

徒長や二次伸長を防ぐことも必要である。

・倒伏した樹は、根を傷めないように注意してできるだけ早く起こし、支柱を添えて

固定する。枝裂け等は、修復可能な枝は直ちに起こし、再度裂けることのないよう

補強する(ボルト等利用)。

・滞水した場合、外的変化が現れてからは手遅れになるので、できるだけ早くほ場の

排水対策を徹底する。
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６ 花 き

(1)フランネルフラワー

～秋出荷の作型～

①２月から３月上旬にかけて播種された苗は開花が始まっている。枯葉等の除去を行

い順次出荷する。

②出荷時に株がふらつく場合は、竹串等を活用する。

③ハダニ等の害虫が発生しやすい。花き類で登録のあるダニ剤を有効に利用する。

④水切れを起こさないよう潅水管理に注意する。また、底面給水の場合は、過湿によ

る根傷みに注意する。

⑤今年度から現地へ導入された新品種エンジェルスターについては、フェアリーホワ

イトに比べて開花が１ヶ月以上早まるため、鉢上げや鉢替え作業が遅れないよう注

意する。

【フランネルフラワーの秋出荷】

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

～翌春出荷の作型～

①７月に播種された苗は、２.５号ポットへの移植を行う。鉢土にはピートモスを主体

とする用土を用い、微量要素入りの緩効性肥料を混和する。なお、移植時は、出来

る限り根を切らないよう注意する。

②移植や鉢替え等の作業の遅れにより、生育が極端に悪くなる恐れがある。また、開

花期も遅れるため、適期作業に心がける。

③水切れを起こさないよう潅水管理に注意する。また、底面給水の場合は、過湿によ

る根傷みに注意する。

【フランネルフラワーの翌春出荷】

月 ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ３ ４ ５

翌春出荷 ○ △ ▲

作型 2.5 4号

号

○播種 △鉢上げ ▲ 鉢替え 出荷
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～親株管理～

①優良な親株を選定し、大きな鉢(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摘芯は行わず、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。

(2)その他の鉢物及び花壇用苗物

①花壇用苗物の播種・育苗作業が続いている。セルトレイによる育苗を行っている場

合は、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。

②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。

③特に昼間はハウス内の温度上昇に注意し、換気や潅水管理を適切に行う。

④徒長等の品質低下を防ぐため、株間を確保する。

⑤遮光は、天候により細やかに管理する。

(3)台風対策

～事前対策～

①多雨によりほ場が過湿になり根傷みが発生する恐れがあるので、排水路の整備等に

よる排水対策を行う。

②露地ギク等で出荷間近のものについては、風による倒伏の恐れが高いので、フラワ

ーネット､支柱等で補強する。状況によっては、蕾がやや堅めでも収穫する。

③ほ場周辺に飛散するものがないよう整備、整理する。

④養液栽培では、水源が汚染されると根部病害が発生し甚大な被害が発生するので、

水源が汚染されないように注意する。

～事後対策～

①冠水は酸素不足から根腐れを生じるとともに、土壌病害の発生の原因となるので、

冠水した場合は、速やかな排水に努める。

②露地ギク等で倒伏したものは、支柱を利用してできる限り早目に起こし、曲がり等

の品質低下を防ぐ。

③跳ね上がり等により泥が付着している場合は、速やかに洗い流す。

④風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、薄めの薬液を多目に散布し、速やか

に防除を行う。

⑤液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。

⑥仕立て直しや株の更新ができるものは、整枝や切り戻しを行い、草勢の回復を待つ。

⑦マルチ栽培で湛水したほ場では、マルチサイドをめくり、土壌の乾燥を図る。
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専門項目に関する情報

今年のクリの凍害と対策について
はじめに

岐阜県のクリは、栽培面積は６０４haで全国９位であるが、出荷量は６０９ｔと全国第

５位となっている（平成２１年度農水省統計より）。これは、地元菓子事業者との農商工

連携による契約栽培が拡大し、省力かつ大果・高品質クリ生産技術である「低樹高・超低

樹高栽培」が普及してきていることによる。

しかし、地元の需要に対し生産量はまだまだ不足しており、県内主力産地である東濃地

域では、恵那農林事務所農業普及課が中心となり、「東美濃‘クリ地産地消(商)拡大’プ

ロジェクトチーム」を結成し、耕作放棄地解消を目指し一層の生産拡大に向け活動を展開

中である。

これらの活動の中、新改植を推進した結果、同地域では平成１９年春から平成２２年に

かけて、新品種「ぽろたん」を中心に１６.５haのクリ苗木が植栽された。

このようにクリ栽培振興の機運が高まっている状況下、今年春の低温により凍害被害が

発生した。被害は植栽２～５年目の幼木に多く、これから本格的に結実する樹が枯れるこ

とは、生産者にとって大きな痛手となった。

このため、今回は凍害の発生と対策について話題提供し、今年の反省を今後のクリ栽培

に活かしてゆきたい。

１ クリ凍害被害の状況

(1)症 状

４月に発芽不良が発生し、５月以降も発芽や展葉が不揃いで、ひどい場合は全く発芽

しないままである(写真１)。樹皮が黒ずみその後乾燥して陥没することもある(写真２)。

また、キクイムシや胴枯れ病等の二次被害も助長される。

４～５年生までの幼木に多発し、発生部位は主幹地際部、接ぎ木部、枝の分岐部等で

ある。凍害を受ける組織は形成層とそれに続く皮層細胞で、生育に及ぼす影響は大きく、

被害部位は枯れ、樹全体が枯死することも多い(参考文献①参照)。

また、凍害は地上部が枯死しても根は健全であるため、台木からひこばえの発生が多

いのが特徴である。

写真１ ５月中旬のクリ生育状況（中津川市 左：正常樹、中：凍害軽度被害樹、右：凍害重度被害樹）

※写真提供 恵那農林事務所農業普及課
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(2)発生原因

１月中旬から４月中旬の間にクリの枝水分と耐凍性をみたところ、若齢樹ほど明らか

に枝水分が多く、耐凍性が弱いことが報告されている(参考文献②参照)。本年は２月下

旬から３月中旬にかけて高温・多雨となり、若齢樹の枝水分が高まったところに、３月

後半の低温の影響で凍害が発生したと考えられる(図１)。なお東濃地域では４月１８日、

２５日に降霜を確認したが、クリの生育に影響を及ぼす被害はなかった。

写真２ 凍害被害樹(５月中旬、中津川市)

← 図１ 平成２２年上半期恵那アメダス

データ(上：気温､下：降水量)

※岐阜県中山間農業技術研究所ＨＰ

より抜粋

２ 凍害対策

(1)被害樹の事後対策(５～７月)

・発芽不良等被害が部分的であれば、健全な部位まで早目に切り戻すか、被害部位を切

除する。切り口は殺菌塗布剤を処理する。

・ひこばえは、原則早目に切除する。しかし地上部の回復の見込みがない場合は、翌年

春に接ぎ木の台木としてに利用することも可能である。

・重度被害樹で、回復の見込みがない場合は、早目に伐採・伐根する。
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(2)今後の被害対策

クリでは苗木が凍害被害を受けると、新たに苗木を植えても結実までに数年かかり、

生産者には大きな痛手となる。そのため、ほ場の一部を利用して日頃から補植用苗を準

備し、凍害被害を受けた場合、３～４年生の大苗を移植して結実までの時間を短縮する

(参考文献③参照)。

○補植苗づくり

秋に中～晩生種のクリの実を調達・貯蔵しておき、翌春に播種して台木を養成する。そ

れに次の春、接ぎ木して苗木を養成する。接ぐ位置は地上から高いほど凍害被害を受けに

くいので５０㎝程度を目標とする(参考文献①参照)。

定植時は深植えにならないように盛り土した上に植える(参考文献⑥参照)。

凍害は排水性が悪いほ場、あるいは有効土層の浅いほ場で多発するので、排水が良く

地下水位が低いほ場を選んで苗を植栽する(図２)。

新植の場合、できるだけ深耕し、明渠や暗渠を設置して排水対策を講じる(図３)。

図２ 地下水位と根の状況 図３ ほ場の排水対策

※改訂 岐阜県のクリ クリ栽培技術指針(参考文献⑥参照)より

地球温暖化の影響で、クリではハードニングが不十分となり、比較的弱い寒波により

凍害を受ける傾向が見られると、報告されている(参考文献④参照)。凍害はクリの新改

植を進める産地にとって、大きな課題となる可能性があり、各地で凍害対策研究も進め

られている。根による給水を抑制し、樹体の水分を低く保つため、１月に株ゆるめ処理

等を行うと、凍害の抑制、軽減効果が高いとの報告もある(参考文献⑤参照)。

岐阜県でも今後、凍害対策を検討、導入して、凍害に負けないクリ産地を目指して

いきたい。
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