
技術【花き】

新たな育種技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

電子レンジとポリエチレン袋を用いた
低コスト植物無菌培養システム

　電子レンジとポリエチレン袋を用い、吊り下げて培養することにより、低コストで植物を無菌培養する方法を得る。
　 市販の家庭用電子レンジにより滅菌した培地を、培養容器として市販のポリエチレン袋に分注し、植物体を植え付け後に密封
して無菌的に培養することが可能である。また、吊り下げて培養することが可能であるため培養スペースを立体的に利用できるこ
とから頗る低コストで培養植物を得ることが可能となる。

福井県農業試験場 1

稔性抑制キク科植物の作製方法

　キク科植物では、種間・属間での交雑が可能であり、これまでにも栽培ギクと野生ギクの雑種が確認されている。遺伝子組換え
キクにおいては、導入した遺伝子の自然界への拡散を防止するため、稔性の抑制を行う必要がある。そこで、キクから配偶子形
成に関わる減数分裂期相同組換え遺伝子を単離し、その遺伝子発現を抑制しうるRNAi配列に再構築し、キクに導入することで、
キク開花温度帯１０～３５℃において、安定して雄性不稔となるとともに雌性の稔性も低下する技術を開発した。

福井県農業試験場 2

低コスト生産技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

カンパニュラ・メジュームの開花促進
に効率的な長日処理方法

カンパニュラ・メジュームの無加温・施設栽培における開花促進における効率的な長日処理方法は以下のとおりである。
１．長日処理時間は２時間（２３：００～１：００）の明期中断とする。
２．長日処理の打ち切り時期は定植直後から頂花発蕾期とする。
３．長日処理に使用する光源は、電球形蛍光灯を使用する。
４．これらの長日処理方法を組み合わせると、白熱灯４時間・採花期終了までの慣行の電照に比べ、電気料金等の経費を約40％
削減できる。

福島県農業総合センター 3

春出し作型におけるトルコギキョウの
暖房コスト低減に効果的な夜間変温
管理方法

トルコギキョウの春出し作型における開花促進に効果的な短時間昇温方法は２月より18時から22時を20℃、22時から7時までを
10℃、7時以降を15℃で管理する方法である。また、電気加温機を用いた場合、15℃一定管理に比べ消費電力が約40％削減で
きる。

福島県農業総合センター 4

夜間の低温を利用したリンドウの育苗
方法

１　育苗初期（2.5対葉期）における低温処理により、苗の芽数と根部の乾物重が増加することを明らかにした。最も効果が高く、そ
の後の生育に悪影響が少なかった処理条件は6℃×30日間だった。
２　育苗施設の夜間の最低気温を5℃に設定することにより、前述の低温処理と同等の芽数の増加効果および根部の乾物重の
増加効果が得られる。
３　夜間低温管理による芽数の増加に伴い、地上部の乾物重を維持したまま苗の葉身のサイズを小さくすることができる。
４　夜温5℃設定への移行時期は2対葉期が適当であり、苗質の向上とともに夜間暖房費の節減が期待できる。

福島県農業総合センター 5

花きポットトレイ用定量施肥機

・花壇苗生産において、土詰め後のポットトレイ上の複数の鉢に、連続的に肥効調節型肥料(被覆肥料)を定量施肥できる機械を
開発した。
・開発機はコンベア一体型の機械で、用土を詰めたポットトレイが施肥部を通過する時にすじ状に肥料が散布される。
・処理能力は3.5号鉢で8,000鉢/h、3号鉢で9,120鉢/hで、施肥量は約１～３g/鉢の範囲で調節できる。
・土詰めと施肥作業を一連で行った場合、施肥機での作業時間は5時間17分/万鉢で、慣行体系に比べ約40%低減できる。

群馬県農業技術センター 7



バラ株元加温による省エネルギー・高
生産技術

バラのアーチング仕立ての株元に温湯パイプを設置し、その上に光合成枝を折り曲げ、温湯パイプ内に加温した水を循環させ株
元を効率的に暖めるシステムです。
【特徴・効果】
・到花日数が３日程度短縮される。
・採花本数が２～３割程度増加する。
・切り花長が10cm程度長くなる。
・採花本数当たりの使用A重油は、18℃株元加温なし（慣行）に比べ、15℃株元加温ありで約４割削減される。

神奈川県農業技術センター 8

切り花ハボタンの若苗定植法による
切り花品質の改善と置床栽培による
省力的生産

　切り花ハボタンは、セルトレイ(200穴/枚)に20日間程度育苗し、根鉢が形成された苗を定植する方法が慣行であるが、慣行より
若い苗で定植する方法が若苗定植である。
　若苗では根鉢が十分に形成されておらず，セル苗による定植作業が難しいが、口径2cm・高さ3cmのペーパーポット（406穴/枚）
に10日間程度で育苗した若苗は、根鉢が形成される前でも用土が崩れず、容易に定植でき、小輪で切り花長の長い切り花が得
られる。
　置床栽培、ペーパーポット苗を畦面に置くだけの定植法では、ペーパーポット（406穴/枚）に10日間程度育苗した若苗を置床す
ることにより，セル育苗の定植と同等の切り花が得られ、また、定植時間を半分以下に削減することが可能になる。

石川県農林総合研究センター農業試験場 9

キクにおける赤色LEDの効率的利用
技術の開発

  キクの花芽分化抑制に効果的な色は赤色である（ピーク波長610～640付近）。
  そこで、赤色LED(ピーク波長634nm)による花芽分化抑制に必要な品種別の光強度を明らかにした。
  光強度を明らかにした品種は、夏秋系輪ギク「精の一世」、「岩の白扇」、秋系輪ギク「神馬」、夏秋系スプレーギク「エース」、「ユ
キ」、秋系スプレーギク「レミダス」の6品種で、それぞれに必要な光強度は20 ｌｘ、35 ｌｘ、25 lx、15 ｌｘ、15 lx、20 lxおよび5 lxであっ
た。
  さらに、LEDの利点を生かした間欠電照にも取り組んだ。「精の一世」では通常夜間5時間暗期中断のところを、30分点灯－15分
消灯の繰り返しで、「神馬」では通常4時間暗期中断のところを、15分点灯－15分消灯の繰り返しで、通常と同程度の花芽分化抑
制効果が認められた。

愛知県農業総合試験場 12

トルコギキョウ冬出し栽培で品質の良
い切り花を安定生産する省エネ温度
管理

生育と開花が遅れることなく、ブラスチングの発生を軽減し、かつ重油消費量を慣行栽培（夜温15℃管理）より47％削減する栽培
方法。

　温度管理を開花期まで夜間10℃加温と日中加温の組み合わせ、その後収穫までは夜間15℃加温で行うと、慣行の夜間15℃管
理より燃油消費量を削減したうえで、品質の良い切り花を安定生産でき、さらに白熱電球を用いた電照で花芽分化促進とブラス
チング軽減が図られる 。

熊本県農業研究センター農産園芸研究所 13

トルコギキョウ切り花栽培における冷
風・排熱一体型の園芸用スポットエア
コンの利用法

冷風・排熱一体型の園芸用スポットエアコンは、トルコギキョウ切り花の冷房育苗および冷房育苗施設としての利用が可能で、さ
らに開花期の除湿および補助暖房に利用でき、燃油消費量の削減に貢献する。

熊本県農業研究センター農産園芸研究所 16

冬春期開花作型におけるトルコギキョ
ウの大苗定植は在圃期間を短縮する

冬春期開花作型は在圃期間が非常に長いことが大きな課題である。しかし，播種日を早めて抽苔を開始した大苗(本葉2節葉身
長35mm程度)を定植することで慣行苗と比較して在圃日数を大幅に短縮できる。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 19



日持ち性向上技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

直売所等での切り花販売時に品質を
保持しやすいバケット

農産物直売所やスーパー、ホームセンターなど、切り花花束を消費者が自由に選びとることができる販売方法では、従来の花用
バケットを用いた場合、花束の茎部分が交差しやすく、結果丁寧に戻さなければ、花束が水から浮いた状態となったり、バケット
から花が飛び出して、人と接触しやすくなることで、商品の傷みが生じやすい状況にあった。
今回開発した花束用のバケットは、
○底がすり鉢状
○角形で縦横比率が異なる
○内面に角や出っ張りがない
という形状であり、結果、
○花束切り口部分が中央に集まり、放射状に開くために茎が絡まない
○花束を片側に集めやすく、スペーシングしやすい
など、花束を繰り返し出し入れしても、納まりが良いため、花が傷みにくいという特徴を有している。また、内側に角がなく洗浄しや
すいことで、雑菌の繁殖を抑えて生け水をきれいに保ちやすいという特徴を併せ持つ。

(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 21

つぼみ期収穫による切り花の特定日
開花技術

切り花の需要は盆、正月、母の日などの物日に集中しやすく、農産物直売所などでは、曜日によっても需要量が大きく変わる。し
かし設備の整った施設がない場合、想定した日どおりに切り花を開花させることは難しい。本技術は、
○切り花を収穫適期よりも硬めのつぼみ状態で収穫する
○屋内で開花液を用いて温度管理によって開花時期のコントロールを行う
ことにより、需要日当日にベストな状態の切り前を出荷できる技術であり、売り逃し、売れ残りを防いで収益性を高めることができ
る。
現在、つぼみ開花液はユリ、小ギク、ナデシコ、トルコギキョウ、バラの５品目で開発を終え、屋内開花調節と組み合わせた特定
日開花技術はユリ、小ギクで技術普及段階にある。

(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 22

その他の技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

コギク９月出荷における蛍光灯、LED
の開花抑制効果

  コギクの９月出荷作型での露地電照栽培において、「常陸オータムホワイト」では光源に蛍光灯、LEDを使用しても白熱電球と同
程度の開花抑制効果があるが、「常陸オータムレモン」では蛍光灯、LEDで開花抑制効果がやや劣る傾向がある。

茨城県農業総合センター園芸研究所 23

植木・盆栽類を安全に輸出するため
の線虫対策

土壌中に生息する線虫の耕種的防除として、根鉢土壌の水洗除去が効果的である。そこで、線虫の検出を限りなくゼロにするた
め、根鉢土壌を水洗除去後、ピートモスで鉢上げし、輸送に耐え得るまで根を再生させる技術を開発した。具体的には、樹種によ
り水洗方法・水洗適期が異なることが明らかとなり、時期が遅れるほど活着は劣り再生する根量が少なくなることがわかった。な
お、水洗後、ピートモス等の資材で鉢上げし、根が再生するまで遮光下で養生すると輸送に耐える株が育成でき、検疫上の問題
も解決できる。

千葉県農林総合研究センター 26

蕾開花促進法を用いたカーネーション
の出荷調節技術

　一般のカーネーション生産では、母の日需要が終わると市場価格が下がることや次年度への改植の準備が始まることから、母
の日までで切り花出荷は終了する。母の日用出荷に少し間に合わないカーネーションは年間出荷本数の14%程度に上る。
　本技術は、母の日用出荷に間に合いそうにないカーネーションだけを蕾段階で収穫し、処理液に生けて、温度と光環境を調節
することで、通常より早く開花させ、母の日用出荷に間に合わせるものである．
　技術導入により、母の日用カーネーションの出荷本数を大幅に増加できる。

愛媛県農林水産研究所 28

蕾生育促進法を用いたシンテッポウ
ユリの出荷調節技術

　露地栽培のシンテッポウユリ生産では、収穫期が夏から秋になるため、台風や霜は多大な被害をもたらす。気象情報は正確に
把握でき、被害に遭う前に一斉に収穫することは可能であるが、その場合未熟な蕾段階の切り花がほとんどを占めることになる。
　本技術は、蕾段階で収穫したシンテッポウユリを処理液に生けて、温度と光環境を調節することで、蕾の生育を促進し商品化す
るものである。

愛媛県農林水産研究所 29



輪キク品種「雪姫」「月姫」「秋華」「夏
日和」の品種識別

本県育成4品種「雪姫」「月姫」「秋華」「夏日和」は、IRAP、REMAPマーカーを用いることにより、国内流通する主要な10品種に対
して個別に識別できる。

福岡県農業総合試験場 30

高温期の夏秋ギク品種「精の一世」、
「岩の白扇」の寒冷紗被覆による奇形
花発生軽減対策

夏秋ギク品種「精の一世」、「岩の白扇」の高温環境下における栽培で、消灯後３週間の寒冷紗被覆（遮光率51％）によりハウス
内気温の下温効果や奇形花（扁平花）の発生を軽減できる。

佐賀県農業試験研究センター 33

トルコギキョウ冬春期出荷作型におけ
る温度管理法

・トルコギキョウの冬春期（1月～3月）出荷作型では、高昼温低夜温管理（最低10℃、日中蒸込30℃換気）や日没後短時間加温
（最低10℃、日没後3時間18℃加温）により、切り花品質の低下と開花遅延を防止することができる。

佐賀県農業試験研究センター 34

キク生産者に向けた「キク電照栽培用
光源選定・導入の手引き」

１　電照ギク栽培に必要な照度として最も一般的な基準は「白熱電球の50lx」とされるが，光源の種類等により必要な照度は変化
する。「白熱電球の50lx」と同等の花芽分化抑制能力を示す照度は，光源の分光放射照度データから換算可能である。

２　以上の点をはじめ，キク電照栽培用光源の特性や普及状況，導入の際に留意すべき点，異なる光源の花芽分化抑制能力比
較方法等について解説した「キク電照栽培用光源選定･導入のてびき」を作成した。

鹿児島県農業開発総合ｾﾝﾀｰ 35

スターチス・シヌアータの茎葉黄化対
策技術

・ポストハーベスト実態調査を行い、選花場や集荷場の環境改善を提案した。
・温度と黄化程度の関係を精査し、商品性限界に至る温度条件を明らかにするとともに、輸送試験によりその妥当性を実証した。
・品種のスクリーニングにより主要品種の黄化の難易を評価した。また、採花の遅れが黄化を助長することを明らかにした。

（地独）北海道立総合研究機
構花・野菜技術センター

36

湿地性白色カラーの品種識別用SSR
マーカー

１．「熊本FC02」DNA 内に存在するSSR を探索し、その前後の塩基配列情報から9 種類の湿地性白色カラーの品種識別用SSR
マーカーを開発した。
２．ある品種について、これら9 種類のマーカーのバンドパターンを調べ、1 種類のマーカーのバンドパターンが他の品種のバンド
パターンと比較して特異的であれば、そのマーカーがこの品種の識別マーカーとなる。1 種類のマーカーで特異的でなかった場
合は、2 種類以上の各マーカーの組合せで特異的があれば、それらのマーカーがこの品種の識別マーカーとなる。
３．マイクロチップ電気泳動では、「熊本FC01」「熊本FC02」「チルドシアナ」「ウェディングマーチ」「ホワイトゴッテス」「アクアホワイ
ト」「白雪式部」の7 品種間でAC-09C 以外の8 種類のマーカーについて識別が可能である。
４．アガロース電気泳動では、前述の7 品種間でAC-09C とGA-01B 以外の7 種類のマーカーについて識別が可能である。
５．9 種類のマーカーのうちAC-09C は、前述の7 品種ともすべて同じバンドパターンであるが、これ以外の品種を識別する際に
識別マーカーとなる可能性がある。

熊本県農業研究センター 40

キクにおける花芽分化抑制効果の高
い電照時間帯

１　キクの花芽分化抑制効果の高い電照時間帯は、暗期開始からの経過時間が関与している。秋ギクは日の入りから８～10時
間後、夏秋ギクは７～９時間後が最も花芽分化抑制効果が高い。
２　これまで、キクの花芽分化抑制に効果が高い電照時間帯は暗期の中心と考えられてきたが，必ずしもそうとは言えない事例
もあった。本成果はそれを裏付けるものである。

鹿児島県農業開発総合センター 43

圃場診断に基づくチューリップ土壌伝
染性ウイルス病害の効果的な防除法
の確立

・チューリップ土壌伝染性ウイルス病害（微斑モザイク病・条斑病）は難防除であり、現状では農家の勘と経験に頼った防除となっ
ている。
・科学的根拠に基づいた適正な防除とするため、土壌中の植物ウイルス量を定量する技術を開発した。これを用いることにより、
チューリップ土壌伝染性ウイルス病害の圃場ごとの発病リスクを推定し、そのリスクレベルに応じた効果的な対策をとることがで
きる。

富山県農林水産総合技術センター 46



機関名 福井県農業試験場

部署名 有機環境部　有機農業研究グループ

記入者氏名 篠山　治恵

電話番号 0776-54-5100

e-mail harue_shinoyama@fklab.fukui.fukui.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

特許第4009685 号

無

福井県園芸研究センター

福井県ホームページ
掲載先：農業関係特許および実用新案
アドレス：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/tokkyo/tokkyo.html

花き

電子レンジとポリエチレン袋を用いた低コスト植物無菌培養システム

　電子レンジとポリエチレン袋を用い、吊り下げて培養することにより、低コストで植
物を無菌培養する方法を得る。
　 市販の家庭用電子レンジにより滅菌した培地を、培養容器として市販のポリエチ
レン袋に分注し、植物体を植え付け後に密封して無菌的に培養することが可能であ
る。また、吊り下げて培養することが可能であるため培養スペースを立体的に利用で
きることから頗る低コストで培養植物を得ることが可能となる。

　本発明は、以上説明したように培地の滅菌は市販の家庭用電子レンジを用いるこ
とが可能であるため、高圧蒸気滅菌器のような滅菌用の高価な専用の機器が不必
要となる。また、培養容器として市販の安価なポリエチレン袋を利用できる。さらに培
養期間中に吊り下げ方式で培養できることから培養施設の空間利用効率が高まる。
培養苗を出荷する場合、培養容器がガラス瓶に比較して軽量で嵩張らない、容器を
回収する必要がないなど出荷経費も安くおさえることができるため、生産した培養苗
を遠距離輸送、例えば輸出するような場合は頗る有利である。
　上述したように本法は、従来一般的に行われている培養システムに比較して著し
いコスト低減が可能な簡易植物培養システムである。本法を用いることにより、一般
国民が無菌培養を手軽に行えるとともに、我が国で育成した優秀な品種の無菌培養
苗を輸出する際のコスト低減が図られるなど、我が国の種苗産業の発展にも貢献で
きる。

特許権　有

平成19年9月14日
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機関名 福井県農業試験場

部署名 有機環境部　有機農業研究グループ

記入者氏名 篠山　治恵

電話番号 0776-54-5100

e-mail harue_shinoyama@fklab.fukui.fukui.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

特許第5374785号

無

福井県、国立大学法人　筑波大学、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究
機構、独立行政法人農業生物資源研究所

福井県ホームページ
掲載先：農業関係特許および実用新案
アドレス：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/tokkyo/tokkyo.html

花き

稔性抑制キク科植物の作製方法

　キク科植物では、種間・属間での交雑が可能であり、これまでにも栽培ギクと野生
ギクの雑種が確認されている。遺伝子組換えキクにおいては、導入した遺伝子の自
然界への拡散を防止するため、稔性の抑制を行う必要がある。そこで、キクから配
偶子形成に関わる減数分裂期相同組換え遺伝子を単離し、その遺伝子発現を抑制
しうるRNAi配列に再構築し、キクに導入することで、キク開花温度帯１０～３５℃にお
いて、安定して雄性不稔となるとともに雌性の稔性も低下する技術を開発した。

　花粉による遺伝子拡散を防止するため、有用遺伝子とセットにして遺伝子組換えを
行うことで、有用な形質を持ったキク科植物の遺伝子組換え体の実用化が促進され
る。

特許権　有

平成25年10月4日
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 作物園芸部　花き科

記入者氏名 佐久間　光子

電話番号 024-958-1725

e-mail sakuma_mitsuko_01@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

　（独）農研機構花き研究所が代表機関として実施する農林水産省委託事業「食
料生産地域再生のための先端技術展開事業」における実証研究（夏秋トルコギ
キョウと低温性花きの組み合わせによる省力・周年生産技術）の中で本技術を活
用することとしている。

福島県農業総合センター

花き

カンパニュラ・メジュームの開花促進に効率的な長日処理方法

カンパニュラ・メジュームの無加温・施設栽培における開花促進における効率的な
長日処理方法は以下のとおりである。
１．長日処理時間は２時間（２３：００～１：００）の明期中断とする。
２．長日処理の打ち切り時期は定植直後から頂花発蕾期とする。
３．長日処理に使用する光源は、電球形蛍光灯を使用する。
４．これらの長日処理方法を組み合わせると、白熱灯４時間・採花期終了までの
慣行の電照に比べ、電気料金等の経費を約40％削減できる。

１．本成果は９月に播種し、10月に定植して２月からの出荷をめざした作型で利用
できる。
２．本成果は、電照栽培を行う品目の後作に導入すると電照設備や電球を活用で
きることから、コスト低減が可能となる。
３．本成果は低温要求性の少ない品種である「チャンピオン・スカイブルー」を用い
たものであり、「チャンピオンピンク」でも同様の効果が認められる。

無
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 作物園芸部　花き科

記入者氏名 佐久間　光子

電話番号 024-958-1725

e-mail sakuma_mitsuko_01@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

　（独）農研機構花き研究所が代表機関として実施する農林水産省委託事業「食
料生産地域再生のための先端技術展開事業」における実証研究（トルコギキョウ
の高品質周年栽培）の中で本技術を活用することとしている。

福島県農業総合センター

花き

春出し作型におけるトルコギキョウの暖房コスト低減に効果的な夜間変温管理方
法

トルコギキョウの春出し作型における開花促進に効果的な短時間昇温方法は２月
より18時から22時を20℃、22時から7時までを10℃、7時以降を15℃で管理する方
法である。また、電気加温機を用いた場合、15℃一定管理に比べ消費電力が約
40％削減できる。

１．本成果は10月に播種し、12月に定植して５～６月出荷の作型で利用できる。
２．本成果は加温栽培を行うトルコギキョウ栽培で利用可能であるが、暖房機を
時間帯に分けて温度管理できる調節装置が必要となる。
３．本成果は電気加温機を使用した場合の消費電力を比較したものであり、燃油
等を使用する暖房機を使用する場合には開花時期や切り花品質が異なることが
推測される。
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 企画経営部企画技術科

記入者氏名 遠藤敦史

電話番号 024-958-1700

e-mail endou_atsushi_02@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

開発されて間もない技術であるため、現在、情報の提供に努めている。

福島県農業総合センター

花き

夜間の低温を利用したリンドウの育苗方法

１　育苗初期（2.5対葉期）における低温処理により、苗の芽数と根部の乾物重が
増加することを明らかにした。最も効果が高く、その後の生育に悪影響が少な
かった処理条件は6℃×30日間だった。
２　育苗施設の夜間の最低気温を5℃に設定することにより、前述の低温処理と
同等の芽数の増加効果および根部の乾物重の増加効果が得られる。
３　夜間低温管理による芽数の増加に伴い、地上部の乾物重を維持したまま苗の
葉身のサイズを小さくすることができる。
４　夜温5℃設定への移行時期は2対葉期が適当であり、苗質の向上とともに夜間
暖房費の節減が期待できる。

低温を利用した育苗方法により、リンドウの苗質の向上と育苗施設の暖房費節減
が図られる。

無
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夜間の低温を利用したリンドウの育苗方法

福島県農業総合センター 作物園芸部花き科

１ 部門名

花き－リンドウ－生理・生態、育苗

２ 担当者

矢島 豊・宗方宏之・山口繁雄

３ 要旨

リンドウの苗質の向上と育苗施設の暖房費節減を目的として、育苗期における低温への生育反応を明らかにし、低温

を利用した育苗方法を考案した。

(1) 育苗初期（2.5対葉期）における低温処理により、苗の芽数と根部の乾物重が増加することを明らかにした（図

1）。最も効果が高く、その後の生育に悪影響が少なかった処理条件は6℃×30日間だった。

(2) 育苗施設の夜間の最低気温を5℃に設定することにより、前述の低温処理と同等の芽数の増加効果および根

部の乾物重の増加効果が得られる（表1）。

(3) 夜間低温管理による芽数の増加に伴い、地上部の乾物重を維持したまま苗の葉身のサイズを小さくすることが

できる（表1、写真1）。

(4) 夜温5℃設定への移行時期は2対葉期が適当であり、苗質の向上とともに夜間暖房費の節減が期待できる。

写真1 左：夜間5℃管理、右：慣行管理

（品種：ふくしましおん）

４ 主な参考文献・資料

(1) 東北農業研究 第６３号

(2) 平成21年度試験成績概要集(2009)

0

1

2

3

4

ふくしまさやか ふくしましおん ふくしまかれん
芽
数
（
本
/
苗
）

図1 低温処理による芽数の増加

（10日間処理、16時間明条件、2008年）

2.5L×10℃ 2.5L×6℃
2.5L×2℃ 4.0L×10℃
4.0L×6℃ 4.0L×2℃
慣行管理

最低夜温5℃×1対葉期 2.0 ab 0.064 a 0.057 b 2.3 ab 0.100 a 0.100 b

最低夜温5℃×2対葉期最低夜温5℃×2対葉期最低夜温5℃×2対葉期最低夜温5℃×2対葉期 2.32.32.32.3 bbbb 0.052 a 0.0500.0500.0500.050 bbbb 2.52.52.52.5 bbbb 0.095 a 0.0950.0950.0950.095 bbbb

最低夜温5℃×3対葉期 1.8 ab 0.056 a 0.061 b 2.4 b 0.080 a 0.089 ab

慣行管理(夜温15℃) 1.7 a 0.052 a 0.039 a 1.9 a 0.092 a 0.080 a

※Tukeyの多重比較法により、同符号間に5％水準で有意差なし

表1　夜間低温管理の開始葉齢と生育量

試 験 区

ふくしまさやか ふくしましおん

芽 数 乾物重(g/本) 芽 数 乾物重(g/本)

(本/株) 地上部 根部 (本/株) 地上部 根部
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機関名 群馬県農業技術センター

部署名 機械施設係

記入者氏名 川端聖子

電話番号 0270-62-1021

e-mail kawabata-s@pref.gunma.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

２台

群馬県農業技術センター、(株)スズテック

http://www.pref.gunma.jp/06/f0100288.html

花き

花きポットトレイ用定量施肥機

・花壇苗生産において、土詰め後のポットトレイ上の複数の鉢に、連続的に肥効
調節型肥料(被覆肥料)を定量施肥できる機械を開発した。
・開発機はコンベア一体型の機械で、用土を詰めたポットトレイが施肥部を通過す
る時にすじ状に肥料が散布される。
・処理能力は3.5号鉢で8,000鉢/h、3号鉢で9,120鉢/hで、施肥量は約１～３g/鉢
の範囲で調節できる。
・土詰めと施肥作業を一連で行った場合、施肥機での作業時間は5時間17分/万
鉢で、慣行体系に比べ約40%低減できる。

・花壇苗生産者。約14万鉢以上の規模で、1鉢毎に施肥する慣行体系に比べてコ
スト面で有利と試算される。

　有
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機関名 神奈川県農業技術センター

部署名 生産技術部

記入者氏名 相原　朋之

電話番号 ０４６３－５８－０３３３

e-mail aihara.zhhc@pref.kanagawa.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

神奈川県

神奈川県農業技術センター

花き

バラ株元加温による省エネルギー・高生産技術

バラのアーチング仕立ての株元に温湯パイプを設置し、その上に光合成枝を折り
曲げ、温湯パイプ内に加温した水を循環させ株元を効率的に暖めるシステムで
す。
【特徴・効果】
・到花日数が３日程度短縮される。
・採花本数が２～３割程度増加する。
・切り花長が10cm程度長くなる。
・採花本数当たりの使用A重油は、18℃株元加温なし（慣行）に比べ、15℃株元加
温ありで約４割削減される。

・バラの改植時
・燃料費の高騰時
・生産性、高品質な切り花生産を目指す時

無
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機関名 石川県農林総合研究センター農業試験場

部署名 育種栽培研究部園芸栽培グループ

記入者氏名 池野　明夫

電話番号 ０７６－２５７－６９１１

e-mail 農業試験場代表<nk-kika@pref.ishikawa.lg.jp>

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

加賀市切り花ハボタン生産農家の約５割に普及

花き

切り花ハボタンの若苗定植法による切り花品質の改善と置床栽培による省力的
生産

石川県農林総合研究センター農業試験場

　切り花ハボタンは、セルトレイ(200穴/枚)に20日間程度育苗し、根鉢が形成され
た苗を定植する方法が慣行であるが、慣行より若い苗で定植する方法が若苗定
植である。
　若苗では根鉢が十分に形成されておらず，セル苗による定植作業が難しいが、
口径2cm・高さ3cmのペーパーポット（406穴/枚）に10日間程度育苗した若苗は、
根鉢が形成される前でも用土が崩れず、容易に定植でき、小輪で切り花長の長い
切り花が得られる。
　置床栽培、ペーパーポット苗を畦面に置くだけの定植法では、ペーパーポット
（406穴/枚）に10日間程度育苗した若苗を置床することにより，セル育苗の定植と
同等の切り花が得られ、また、定植時間を半分以下に削減することが可能にな
る。

　若苗定植は、切り花長を伸ばしたい場面や育苗期間、労力を削減したい場面に
活用できる。
　置床栽培は、定植労力を削減したい場面に活用できるが、植え遅れ等で大苗を
置床栽培すると、切り花長が短くなる等品質が低下することがあるため、本技術
では必ず若苗を用いる。

無

mailto:a_yagi@pref.ishikawa.lg.jp
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農林総合研究センター（農業試験場）  

 

置床栽培による切り花ハボタンの省力的生産  

 
１  背景・目的  

ペーパーポットを利用したハボタンの

若苗定植が普及しており、定植労力を

低減するため、苗 を畝面に置 くだけの

置床栽培（図１）を検討する。  
※若苗定植 ：慣 行で定植する苗 より早い

段階で定植する栽培方法  

 

２  技術のポイント  

(1 )  置床栽培を行うことで、定植に  

かかる時間を約半減でき、作業負  

荷を減らすことができる（図 ２）。  

(2 )  置床栽培は、若苗を慣行法で  

定植したものと同等の切り花長、  

花径が得られる（表 ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  成果の活用と残された問題点  

(1 )  置床栽培では、定植後に地際部の曲がりが発生しやすいため、その

軽減技術の検討が必要である。  

(2 )  植え遅れ等で大苗を置床栽培すると、切 り花長が短 くなる等品質が

低下することがあるため、本技術では必ず若苗を用いる。  

(3 )  切り花ハボタンのほかに、ストック・アスター・トルコギキョウ等でも置床栽

培を行うことができる。  

 
問合先 ：園芸栽培グループ  TEL  076-257-6911 

担当者 ：加茂川えり・吉住隆司  

 

　表　定植方法が切り花ハボタンの切り花品質に及ぼす影響（品種：‘初紅’）

花径 着色部径

(cm) (cm)

若苗置床 67.7 ab 138.6 a 14.0 6.2 10.0 a 13.6 ab 50%

若苗定植 68.9 a 134.0 a 13.9 6.4 10.1 a 13.9 a 0%

慣行定植 66.0 b 108.6 b 13.5 6.9 8.6 b 12.1 b 0%

分散分析 N.S. N.S.

注１）平成23年8月8日播種。406穴ペーパーポットで育苗後、若苗は8月18日、慣行苗は8月26日に定植した。
注２）*(**)：分散分析の結果、5%(1%)水準で有意差あり。N.S.：有意差なし
　　　Tukey法により異符号間に5%水準で有意差あり
注３）地際部の曲がり：地際部に数cm程度の曲がり  

* ** ** *

処理区
切り花長 切り花重 茎径(mm) 地際部の

曲がり(cm) (g) 地際 花首

3.6 

6.5 
7.7 

0

2

4

6

8

10

若苗置床 若苗定植 慣行定植 

定 

植 

時 

間 

(h/a) 

図 ２  1a 当 た り の 定 植 時 間 の 比 較  

注 ） 3 , 2 0 0 株 / a と し て 換 算  
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農業総合研究センター

切り花ハボタンの直播栽培による品質向上 

１ 背景・目的 

切り花ハボタンは、正月の生け花に加えて、フラワーアレンジメントにも利

用されるようになり需要が伸び、県内での作付けも年々増加している。 

県内で主力品種の「初紅」は、小輪で花色はよいものの丈が伸びにくく、市

場の求める切り花長を確保できない場合がある。そこで、直播栽培による切り

花品質の向上について検討する。 

 

２ 技術のポイント 

（１）切り花ハボタンを直播栽培すると、初期生育が旺盛で、移植栽培に比べて

切り花長が長く、花径も小さくなり商品性が向上する（写真、図１）。 

（２）７月中下旬に直播すると発芽率が高く、十分な切り花長となる。その際、

深く播種すると発芽率が低下するため、0.5～1.0cm の深さに播種する（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果の活用と残された問題点 

（１）直播栽培では、「初紅」のように丈の伸びにくい品種でも十分な切り花長

が確保でき、商品性が向上する。 

（２）直播栽培は慣行の施肥では窒素過多により結球する株が増えるため、適正

な施肥量について検討する必要がある。 

（３）直播栽培はマルチができないため雑草対策が必要である。 

問合先：園芸栽培グループ TEL 076-257-6911 

担当者：吉住隆司・藤田敏郎 

写真 収穫時の草姿（品種：初紅） 

移植栽培 直播栽培 

0

20

40

60

80

100

0.0cm 0.5cm 1.0cm 1.5cm 2.0cm

播種の深さ

発
芽
率
(%)

初紅 晴姿

図２　播種の深さが発芽率に及ぼす影響

図１　播種方法と切り花品質

50

60

70

80

90

100

110

移植 直播 移植 直播

初紅 晴姿

切
り
花
長

(cm)

0

2

4

6

8

10

12

14

花
径

(cm)

※７月中下旬播種、8 月上中旬定植 

値は H18～H20 の３カ年の平均 

切り花長 

花径 
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機関名 愛知県農業総合試験場

部署名 東三河農業研究所

記入者氏名 野村浩二

電話番号 0532-61-6235

e-mail kouji_2_nomura@pref.aichi.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

－

愛知県内で約5.4 ｈ（6,000球）、他県で約2.7ｈ（3，000球）普及(平成25年11月現在)

愛知県農業試験場東三河農業研究所　花き研究室

なし

花き

キクにおける赤色LEDの効率的利用技術の開発

  キクの花芽分化抑制に効果的な色は赤色である（ピーク波長610～640付近）。
  そこで、赤色LED(ピーク波長634nm)による花芽分化抑制に必要な品種別の光
強度を明らかにした。
  光強度を明らかにした品種は、夏秋系輪ギク「精の一世」、「岩の白扇」、秋系輪
ギク「神馬」、夏秋系スプレーギク「エース」、「ユキ」、秋系スプレーギク「レミダス」
の6品種で、それぞれに必要な光強度は20 ｌｘ、35 ｌｘ、25 lx、15 ｌｘ、15 lx、20 lxお
よび5 lxであった。
  さらに、LEDの利点を生かした間欠電照にも取り組んだ。「精の一世」では通常
夜間5時間暗期中断のところを、30分点灯－15分消灯の繰り返しで、「神馬」では
通常4時間暗期中断のところを、15分点灯－15分消灯の繰り返しで、通常と同程
度の花芽分化抑制効果が認められた。

　キクの電照栽培には、従来から白熱電球が利用されてきた。しかし、2008年に
発表された政府の要請「2012年までに白熱電球の生産・販売中止」により、代替
光源が求められていた。
　今回、消費電力が白熱電球の10分の１という赤色LEDについて、花芽分化抑制
に必要な光強度を明らかにしたことで、白熱電球の代替光源になりうる。
　また、間欠電照技術では、電力消費量が「精の一世」で慣行の70％、「神馬」で
は慣行の50％となり、さらなる経費削減が可能である。

無

－
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 農産園芸研究所

記入者氏名 工藤陽史

電話番号 096-248-6444

e-mail kudou-k-dh@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

トルコギキョウ冬出し栽培で品質の良い切り花を安定生産する省エネ温度管理

生育と開花が遅れることなく、ブラスチングの発生を軽減し、かつ重油消費量を慣
行栽培（夜温15℃管理）より47％削減する栽培方法。

　温度管理を開花期まで夜間10℃加温と日中加温の組み合わせ、その後収穫ま
では夜間15℃加温で行うと、慣行の夜間15℃管理より燃油消費量を削減したうえ
で、品質の良い切り花を安定生産でき、さらに白熱電球を用いた電照で花芽分化
促進とブラスチング軽減が図られる 。

西南暖地のトルコギキョウ冬出しの安定生産

無

熊本市、八代地域

熊本県農業業研究センター農産園芸研究所
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農業の新しい技術     

                           

トルコギキョウ冬出し栽培で 
品質の良い切り花を安定生産する省エネ温度管理 

農業研究センター 農産園芸研究所花き研究室 

担当者：工藤陽史 

研究のねらい 

  

トルコギキョウは栽培温度が夜温 15℃と比較的高いため、冬（１～３月上旬）出し作型で

は、重油消費量が多い。また、開花遅延や蕾が壊死するブラスチングが発生しやすく計画的

な出荷が行われていない。そこで、生産が安定し、重油消費量を削減する栽培法を確立する。 

 

研 究 の 成 果 

 

１． ハウスの換気温度は、30℃の方が 25℃より初期生育は早く、生育量が大きい（表１）。 

２．２次小花花芽分化期（頂花発蕾時）から２次小花の蕾長８mm程度までの昼温は、25℃の

方が 30℃より２次小花の花弁数は多い（図１、２、３）。 

３．２次小花花芽分化期（頂花発蕾時）から蕾長８mm 程度までの夜温は、10℃の方が 15℃よ

り２次小花のブラスチングの発生は少なく、正常花蕾数が多い（図１、２、４）。 

４．蕾が膨らみ始めた頃からの夜温は、15℃の方が 10℃より花が大きくなる（図１、表２）。 

５．夜温 10℃管理と日中加温（９時 30分～11 時 30 分に 20℃）を組み合わせた管理は、切

り花重と茎径が増大して切り花品質が向上する（表３）。 

６．夜温 10℃管理と日中加温との組み合わせた管理は、慣行の夜温 15℃管理より重油消費量

を 47％削減する（図５）。 

 

以上のことから、トルコギキョウ冬出し栽培では、生育初期を換気温度 30℃で管理し、頂

花発蕾後に換気温度 25℃で夜温 10℃と日中加温 20℃を組み合わせた温度管理を行い、開花

小花の蕾が膨らみ始めたときから夜温を 15℃とする管理で、開花遅延の回避とブラスチング

発生を軽減し、生産と品質が安定するとともに、慣行栽培より重油消費量を削減できる（図

６）。 

 

普及上の留意点 

 

１．白八重品種「ボレロホワイト」（中早生）で、本葉３対展開の大苗を定植しての試験結果。 

２． 生育初期の昼温 30℃管理は、外気夜温が 20℃以下となった頃から実施する。葉先枯れ症 

（チップバーン）の発生が多い品種では、夜温が10℃以上の時は定植後３週間程度とする。 

３． ブラスチングの発生軽減は、白熱灯による電照を併用すると効果が高い。 

No. 641(平成23年5月) 

分類コード 02－05 

熊本県農林水産部 
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［具体的データ］                                        熊本県農林水産部   

図１　蕾長８mmの蕾（左）と
　　　膨らみ始めた蕾（右）

8mm

表２　蕾が膨らみ始めてからの夜温と花の大きさ（花径）

試験区 花径

夜温15℃ 81.6mm

夜温10℃ 74.6mm

有意差 **

注１）耕種概要　図２と同様

注２）有意差 t検定 **１％水準で有意

 

注１）80㎡のガラスハウスでの実測データ

　　日中加温　　  なし　　　　　 なし　　　　  あり
　　　夜温　　    　15℃　　　　  10℃　　　　10℃

図５　重油消費量（2009.10.16～2010.2.12)
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注）耕種概要 図３と同様

  図４　２次小花の花芽分化から蕾長８mmまでの
         気温と２次小花の花蕾
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ﾌﾞﾗｽﾁﾝｸﾞ
花蕾数

ﾌﾞﾗｽﾁﾝｸﾞ
発生率

15℃ 10℃

昼温

夜温

表１　ハウス換気温度と初期生育及び発蕾日

草丈 茎径 節数
（ｃｍ） （ｍｍ） （節） （月/日）

25℃ 17.5 2.4 9.1 11/14
30℃ 30.1 3.0 10.2 11/15

有意差 ** ** ** NS
注１）耕種概要　定植日 2009.9.18、ガラスハウス
　　　　　　　　　　条間12cm×株間12cm７条中１条抜き　　　
注２）有意差 t検定 **１％水準で有意、NS 有意差なし

発蕾日
定植40日後

ハウス換気
温度

 

表３　夜温10℃設定での日中加温と切り花品質

日中加温 採花日 切花長 切花重 茎径

なし 2月5日 81.7cm 33.6g 4.2mm
あり 2月4日 92.1cm 48.4g 4.6mm

有意差 NS ** ** **

注１）耕種概要　定植日 2009.9.18、ガラスハウス、換気は同一管理

　　　　　　　　　　条間12cm×株間12cm７条中１条抜き　　　
注２）有意差 t検定 **１％水準で有意、NS 有意差なし

自然光型ファイトトロンでのポット試験

定植日 2009.9.15、夜温10℃
昼温 ９～16時、夜温 19～６時、昇温・降温 各３時間

　注２）夜温　10℃

図３ ２次小花の花芽分化から蕾長８mmまでの昼温
と２次小花の花弁数

  注１）耕種概要 

14.9枚 11.0枚

昼温25℃ 昼温30℃

図２　トルコギキョウの小花と
    発育ステージの関係

　　
頂花；
発蕾期

２次小花；花芽分化期
　　　　　（ガク片形成期）

１次小花

主茎

同時期

参考）

生育
ステージ

2次小花

２月１１月 １２月 １月

ハウス内
気温

昼温 25℃

夜温 20℃～10℃

９月 １０月

白熱灯での電照

図６　冬出し栽培で２次小花を開花小花とする場合の生育ステージごとの温度管理

昼温の
確保方法

9時30分～11時30分　暖房設定温度20℃

花芽分化期 蕾の膨らみ始め

頂花発蕾定植 採花

25℃

10℃

日中加温

30℃

15℃

換気
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 農産園芸研究所

記入者氏名 工藤陽史

電話番号 096-248-6444

e-mail kudou-k-dh@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

トルコギキョウ切り花栽培における冷風・排熱一体型の園芸用スポットエアコンの
利用法

冷風・排熱一体型の園芸用スポットエアコンは、トルコギキョウ切り花の冷房育苗
および冷房育苗施設としての利用が可能で、さらに開花期の除湿および補助暖
房に利用でき、燃油消費量の削減に貢献する。

園芸作物のクーラー育苗、補助暖房、除湿

無

熊本市、八代地域

熊本県農業業研究センター農産園芸研究所
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農業研究成果情報     No.538（平成 24 年 5 月）分類コード 02-05  熊本県農林水産部  

トルコギキョウ切り花栽培における冷風・排熱一体型の園芸用スポットエアコンの利用法 

冷風・排熱一体型の園芸用スポットエアコンは、トルコギキョウ切り花の冷房育苗およ

び RTF 苗生産に必要な育苗後期専用の冷房育苗施設としての利用が可能で、さらに開花期

の除湿および補助暖房に利用でき、燃油消費量を削減できる。 

           農業研究センター農産園芸研究所花き研究室（担当者：工藤陽史） 

 

 

 

トルコギキョウは、ロゼット防止に夜温を 15～20℃で管理する必要があり、花芽分化ができ

る態勢にある（RTF）苗を利用した生産では、育苗後期の昼温を 26℃以下に制御する必要があ

る。開花期は、灰色かび病（ハナシミ）の発生抑制にハウス内の相対湿度を下げる必要があり、

夜温は 15℃管理と比較的高い。さらに、燃油価格の高騰と二酸化炭素削減から燃油消費量の削

減が求められている。そこで、冷媒配管工事が不要で移動が可能な「冷風・排熱一体型の園芸

用スポットエアコン」（以下「スポットエアコン」）を利用した冷房育苗と開花期の除湿およ

び補助暖房技術を開発する。 

 

 

 

１．冷房育苗は、４段サーモを設置したスポットエアコンの冷気送風口に、直径 20cm の穴を 1

ｍ間隔で開けた直径 40cm のダクトを装着して、そのダクトを育苗トレーから 

1.2ｍの高さに設置、冷気吸口はハウス内、排熱口をハウス外とすることで（図１）、40％遮

光のハウス内（間口 2.6m×長さ 6m×高さ 2m）を外気温の昼温/夜温が 33.6℃/25.7℃の期間

に、昼温/夜温を 25.8℃/17.8℃に保つことが可能である（図２）。 

 

２．除湿と補助暖房は、暖房機からの温風をスポットエアコンの暖気吸口にあて、冷気 

を内張カーテンの上に逃がすことで（図３）、80 ㎡のガラス温室での 15℃加温での燃 

油消費量の削減率は暖房のみの 66.4％（図４）、相対湿度は 85.4％に対して 58.6%となる 

（図５）。 

 

 

 

１．スポットエアコン（日立アプライアンス、型式：SR-P80NT（3 相 200V、COP=2.38））を用

いた結果。 

２．冷房育苗の温度設定は、20～6 時 15℃、8～18 時 25℃、6～8 時と 18～20 時 20℃。 

３．除湿・補助暖房は、夜間 17～9 時（16 時間）稼働。 

４．日平均の消費電力と電金料金（基本料金を除く、H23.12 月現在）の実績は、冷房育苗では

73.8kW/日、835.1 円/日、除湿・補助暖房では 40.3kW/日、327.4 円/日。 

研究のねらい 

研 究 の 成 果        

普及上の留意点 
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 【具体的データ】          No.538（平成 24 年 5 月）分類コード 02-05  熊本県農林水産部 

 

※ガラス温室（80㎡）での実績

図３　スポットエアコンを用いた除湿と補助暖房

　　　図５　夜間湿度（18～8時）の日変化
　　　　　　　(H23.11.17～12.9）

　　　　　　　　図４　灯油消費量と夜温（18～8時）の日変化
　　　　　　　　　　　　（H23.11.18～12.11）

図１　スポットエアコンを用いた冷房育苗
　　図２　スポットエアコンを用いた冷房育苗ハウス内
　　　　　 と外気温の日変化 （H23.7.27～8.10）
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機関名 広島県立総合技術研究所農業技術センター

部署名 栽培技術研究部

記入者氏名 前田光裕

電話番号 082-429-3066

e-mail ngcsaibai@pref.hiroshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

冬春期開花作型におけるトルコギキョウの大苗定植は在圃期間を短縮する

冬春期開花作型は在圃期間が非常に長いことが大きな課題である。しかし，播種
日を早めて抽苔を開始した大苗(本葉2節葉身長35mm程度)を定植することで慣
行苗と比較して在圃日数を大幅に短縮できる。

西日本で秋季に定植し，冬～春期に収穫する作型

無

詳細不明

広島県立総合技術研究所農業技術センター

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（2007）にて実施。関連マニュ
アルを（独）花き研究所が配布済み。
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冬春期開花作型におけるトルコギキョウ

の大苗定植は在圃期間を短縮する

冬春期開花作型におけるトルコギキョウ

の大苗定植は在圃期間を短縮する

○○○○ 冬春期開花作型は在圃期間が非常に長い冬春期開花作型は在圃期間が非常に長い冬春期開花作型は在圃期間が非常に長い冬春期開花作型は在圃期間が非常に長い

しかし，播種日を早めて抽苔を開始したしかし，播種日を早めて抽苔を開始したしかし，播種日を早めて抽苔を開始したしかし，播種日を早めて抽苔を開始した

大苗（右）を定植することで栽培期間を大苗（右）を定植することで栽培期間を大苗（右）を定植することで栽培期間を大苗（右）を定植することで栽培期間を

大幅に短縮できます大幅に短縮できます大幅に短縮できます大幅に短縮できます

大

苗

慣

行

苗

10月月月月3日定植日定植日定植日定植

24日 56日 80日

37日
64日

49日短縮

ここに注意ここに注意ここに注意ここに注意!

○ 育苗開始前に吸水種子の湿潤低温処理をおこないます

○ 慣行と比較して切り花の形質がわずかに低下しますが，

実用上問題ありません

○ ‘ボレロホワイト’を用いた結果であり，他品種の大苗

定植による在圃期間短縮効果については，今後明らか

にする必要があります

20１０ 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 栽培技術研究部
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機関名 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所

部署名 環境研究部　みどり環境グループ

記入者氏名 豊原憲子

電話番号 072-979-7035

e-mail toyohara@mbox.kannousuiken-osaka.or.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

特願2013-100239

試作品を見た生産者からの反応は良好で、製品化後に普及に取り組む予定。

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

現在、バケットの商品化に向けてメーカーと協議中

花き

直売所等での切り花販売時に品質を保持しやすいバケット

農産物直売所やスーパー、ホームセンターなど、切り花花束を消費者が自由に選
びとることができる販売方法では、従来の花用バケットを用いた場合、花束の茎
部分が交差しやすく、結果丁寧に戻さなければ、花束が水から浮いた状態となっ
たり、バケットから花が飛び出して、人と接触しやすくなることで、商品の傷みが生
じやすい状況にあった。
今回開発した花束用のバケットは、
○底がすり鉢状
○角形で縦横比率が異なる
○内面に角や出っ張りがない
という形状であり、結果、
○花束切り口部分が中央に集まり、放射状に開くために茎が絡まない
○花束を片側に集めやすく、スペーシングしやすい
など、花束を繰り返し出し入れしても、納まりが良いため、花が傷みにくいという特
徴を有している。また、内側に角がなく洗浄しやすいことで、雑菌の繁殖を抑えて
生け水をきれいに保ちやすいという特徴を併せ持つ。

農産物直売所やホームセンター、スーパーなど、購買者が自由に花束を選んで
購入できる販売方式をとっている店舗において、花束の販売時の傷みを抑制し、
売り場でのロスを削減できる。

特許権(出願中）

出願日：平成２５年５月１０日
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機関名 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所

部署名 環境研究部　みどり環境グループ

記入者氏名 豊原憲子

電話番号 072-979-7035

e-mail toyohara@mbox.kannousuiken-osaka.or.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

大阪府南河内地域農産物直売所出荷者を中心として、主にユリ切り花で技術普
及が進んでいる。

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、兵庫県農林水産技術総
合センター、奈良県農業総合センター、（独）農研機構近畿中国四国農業研究セ
ンター

ユリ、小ギクの専用開花液がメーカーより販売予定である。(現在は受注生産)
また、ユリの開花日予測ソフトが公開予定である。

花き

つぼみ期収穫による切り花の特定日開花技術

切り花の需要は盆、正月、母の日などの物日に集中しやすく、農産物直売所など
では、曜日によっても需要量が大きく変わる。しかし設備の整った施設がない場
合、想定した日どおりに切り花を開花させることは難しい。本技術は、
○切り花を収穫適期よりも硬めのつぼみ状態で収穫する
○屋内で開花液を用いて温度管理によって開花時期のコントロールを行う
ことにより、需要日当日にベストな状態の切り前を出荷できる技術であり、売り逃
し、売れ残りを防いで収益性を高めることができる。
現在、つぼみ開花液はユリ、小ギク、ナデシコ、トルコギキョウ、バラの５品目で開
発を終え、屋内開花調節と組み合わせた特定日開花技術はユリ、小ギクで技術
普及段階にある。

農産物直売所のような販路は、産地が限定され、かつ露地、簡易施設での生産
が多いことで出荷時期に波が生じやすく、また、出荷量が安定しないことが多い。
本技術は農産物直売所の土日や物日、イベントといった需要特性に合わせて切
り花の開花時期を細かく調節することができる。また、特定日にベストな状況で開
花させることのできる本技術は、ブライダルや葬儀などの業務需要においても活
用できる。
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機関名 茨城県農業総合センター園芸研究所

部署名 花き研究室

冨田恭範

電話番号 0299(45)8340

e-mail yasu-tomita@agri.pref.ibaraki.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

県内コギク栽培地域の一部
露地栽培で使用できるLEDの市販化と価格低下が普及する上での課題

茨城県農業総合センター園芸研究所

花き

コギク９月出荷における蛍光灯、LEDの開花抑制効果

  コギクの９月出荷作型での露地電照栽培において、「常陸オータムホワイト」で
は光源に蛍光灯、LEDを使用しても白熱電球と同程度の開花抑制効果がある
が、「常陸オータムレモン」では蛍光灯、LEDで開花抑制効果がやや劣る傾向が
ある。

　９月彼岸出荷作型では露地電照による開花調節栽培が普及している。
現在、主に白熱電球が使用されているが、製造中止が懸念されるため、
代替光源として蛍光灯やLEDを活用できる。
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１．背景・ねらい 

９月彼岸出荷作型では露地電照による開花調節栽培が普及している。現在、主に白熱

電球が使用されているが、製造中止が懸念されるため、代替光源として蛍光灯や LED
の利用が進められている。しかし、白熱電球とは光量、光質が異なり使用方法に不明な

点が多いため普及していない。そこで、露地用蛍光灯と LED の開花抑制効果について

検討する。 

 
２．成果の内容・特徴 

１）白熱電球の分光分布は波長にピークがなく、波長が長くなるにつれて放射照度が増

加する。露地用蛍光灯は、T 社は 430nm、550nm、610nm 付近に大きなピークを持

ち、その他の波長の放射照度は低い。B 社は T 社とほぼ同様の傾向を示したが、430nm
のピークがない。LED は、450nm、630nm 付近に大きなピークを持ち、630nm のピ

ークは 500nm から 770nm 付近まで波長分布の幅が広い（図１）。 

 
２）「常陸オータムホワイト」では、電照光源に蛍光灯、LED を使用しても、白熱電球

区とほぼ同等の開花抑制効果が見られるが、「常陸オータムレモン」では、蛍光灯、

LED を使用すると、白熱電球区と比べて開花抑制効果がやや劣る傾向がある（表１）。 

 
３）いずれの光源でも照度 50lx に比べ、30lx では開花抑制効果が劣る傾向が見られ、

特に「常陸オータムレモン」では LED を使用した場合にその傾向が強い（表１）。 

 
４）切り花形質はいずれの光源でも、電照処理を行う事で、無処理より切花長、節数が

増大する。フォーメーションは、「常陸オータムレモン」では、白熱電球に比べて蛍

光灯、LED でやや悪くなる（表１）。 

 
３．成果の活用面・留意点                           

１）露地電照処理の光源は、基本的には電照開始時の生長点の照度が 50lx 確保出来るよ

うに電球間隔等を調節する。               

 
２）LED は、一般的には照射角度が他の光源より狭いため、十分な照度が確保出来るよ

うに、特に注意して電球間隔の調整を行う必要がある。 

 
３）平成 24 年度は「常陸オータムレモン」の生育が全体的にやや不良であった。 

コギク９月出荷における蛍光灯、LED の開花抑制効果 

［要約］ 
コギクの９月出荷作型での露地電照栽培において、「常陸オータムホワイト」では光源

に蛍光灯、LED を使用しても白熱電球と同程度の開花抑制効果があるが、「常陸オータ

ムレモン」では蛍光灯、LED で開花抑制効果がやや劣る傾向がある。 

農業総合センター園芸研究所 平成 24 年度 
成果 
区分 

研究 
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品種 処理区 照度 　花芽　
１） 採花日 標準誤差 切花長 切花重 枝数 節数 FF　

2）

（ｌｘ） 　分化　 （月/日） （ｃｍ） （ｇ） （本） （節）
常陸オータム 無電照 1.6 9/8 ± 0.90 79.3 58.3 18.9 44.5 1.6
ホワイト 白熱電球 30 1.0 9/12 ± 0.46 88.2 62.7 18.9 61.6 1.6

(75w) 40 1.0 9/12 ± 0.41 89.0 62.3 19.0 63.3 1.8
50 1.0 9/13 ± 0.57 89.2 70.7 18.5 64.5 2.3

B社蛍光灯 30 1.0 9/11 ± 0.55 85.8 58.6 18.6 61.3 2.0
(23w) 40 1.0 9/12 ± 0.49 84.3 51.1 17.4 60.9 1.9

50 1.0 9/12 ± 0.56 85.7 50.6 15.8 65.1 1.9
T社蛍光灯 30 1.4 9/11 ± 0.39 90.3 57.1 17.2 64.5 1.8
(21w) 40 1.2 9/12 ± 0.70 94.8 64.5 17.5 68.2 2.1

*50 1.0 9/14 ± 0.75 91.0 64.9 13.5 59.8 2.2
LED（電球色） 30 1.0 9/12 ± 0.46 89.5 60.3 16.1 62.8 2.1
(電球形　9.4w) 40 1.0 9/11 ± 0.35 86.0 56.9 17.6 62.9 1.7

*50 1.0 9/13 ± 0.14 86.9 55.8 15.6 61.6 2.0
常陸オータム 無電照 8.2 8/31 ± 0.52 57.1 25.7 8.7 28.1 1.7
レモン 白熱電球 30 1.6 9/15 ± 0.23 57.5 19.8 8.3 37.7 1.4

(75w) 40 1.2 9/15 ± 0.35 60.1 21.1 8.3 38.2 1.5
50 1.0 9/16 ± 0.38 65.2 24.1 8.0 40.0 1.3

B社蛍光灯 30 3.6 9/12 ± 0.30 58.6 23.2 8.0 35.6 2.0
(23w) 40 3.0 9/14 ± 0.36 61.4 20.7 7.6 38.3 2.0

50 2.4 9/14 ± 0.18 58.8 20.5 7.8 37.1 1.9
T社蛍光灯 30 2.4 9/13 ± 0.38 62.4 29.0 8.2 36.9 2.5
(21w) 40 2.4 9/14 ± 0.38 62.7 23.4 7.1 37.7 2.4

50 2.0 9/15 ± 0.52 59.4 20.3 7.4 37.0 2.3
LED（電球色） 30 4.0 9/10 ± 0.78 65.9 34.9 8.5 37.6 2.0
(電球形　9.4w) 40 3.4 9/13 ± 0.69 59.5 23.1 7.6 36.6 1.9

50 1.2 9/14 ± 0.42 67.1 29.0 8.6 40.2 2.0
1)花芽分化は電照消灯日に調査し、1:未分化 2:生長点膨大期 3:総ほう形成前期 4:総ほう形成後期 5:小花形成前期 
　 6:小花形成後期 7:花弁形成前期8:花弁形成中期 9:花弁形成後期（発蕾）で分類した平均値。
2)FF（フラワーフォーメーション）：右図に分類した平均値
＊サンプル数が4株（12本）に足りなかった試験区

４．具体的データ 
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表１ 露地用蛍光灯、LED による電照が採花日および切花形質に及ぼす影響 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．試験研究課題名・試験期間・担当研究室 

  新たな光源を利用した花き及び野菜の高品質、安定生産技術の開発 

平成 23～25 年度・花き研究室 

 

大    ←商品性→    小 

図１ 使用した光源の分光分布 

定植日：平成 24 年 5/25 摘心日：6/1 
電照期間：6/15～7/25 
電照方法：暗期中断 4 時間（22：00～2：00） 

25



機関名 千葉県農林総合研究センター

部署名 生産技術部花植木研究室

記入者氏名 室長　鈴木　健

電話番号 043-291-9988

e-mail t.szk62@pref.chiba.lg

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

千葉県・埼玉県における植木輸出実施生産者のうち、おおむね60%が当該技術を
活用している。

千葉県農林総合研究センター

花き

植木・盆栽類を安全に輸出するための線虫対策

土壌中に生息する線虫の耕種的防除として、根鉢土壌の水洗除去が効果的であ
る。そこで、線虫の検出を限りなくゼロにするため、根鉢土壌を水洗除去後、ピー
トモスで鉢上げし、輸送に耐え得るまで根を再生させる技術を開発した。具体的に
は、樹種により水洗方法・水洗適期が異なることが明らかとなり、時期が遅れるほ
ど活着は劣り再生する根量が少なくなることがわかった。なお、水洗後、ピートモ
ス等の資材で鉢上げし、根が再生するまで遮光下で養生すると輸送に耐える株
が育成でき、検疫上の問題も解決できる。

欧米諸国において10年ほど前から日本庭園の評価が高まり、盆栽類とともに造
形樹の需要が拡大傾向にあり、近年はリンゴと双璧をなす輸出品目になってい
る。一方、輸出の増加により、線虫の検出等検疫上の問題が浮上し、このまま放
置すると輸入禁止処置への移行あるいは廃棄・返送による経済的な損失が危惧
されたため、行政及び生産者団体から植木・盆栽類を安定して輸出するための技
術開発が要望された。
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機関名 愛媛県農林水産研究所

部署名 農業研究部　作物育種室

記入者氏名 水口　聡

電話番号 089-993-2020

e-mail minakuchi-satoshi@pref.ehime.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

※写真、その他当該技術の概要・詳細等がわかる資料がありましたら、添付いただければ幸いです。

なし

※普及状況の欄には、普及に至った背景、普及上の課題等の参考情報があれば併せて記載願います。普及していない場合
は、普及していない理由を記載願います。

愛媛県内のカーネーション生産農家が激減したため利用者がおらず、普及してい
ない。

花き

蕾開花促進法を用いたカーネーションの出荷調節技術

愛媛県農林水産研究所

　一般のカーネーション生産では、母の日需要が終わると市場価格が下がること
や次年度への改植の準備が始まることから、母の日までで切り花出荷は終了す
る。母の日用出荷に少し間に合わないカーネーションは年間出荷本数の14%程度
に上る。
　本技術は、母の日用出荷に間に合いそうにないカーネーションだけを蕾段階で
収穫し、処理液に生けて、温度と光環境を調節することで、通常より早く開花さ
せ、母の日用出荷に間に合わせるものである．
　技術導入により、母の日用カーネーションの出荷本数を大幅に増加できる。

（１）5月の母の日需要に向けた出荷調節技術として活用できる。
（２）ハウスの暖房を最低限にして、蕾段階で収穫し、局所暖房で開花させること
で、切り花1本当たりの重油使用量や二酸化炭素発生量を半減できる可能性があ
る。
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機関名 愛媛県農林水産研究所

部署名 農業研究部　作物育種室

記入者氏名 水口　聡

電話番号 089-993-2020

e-mail minakuchi-satoshi@pref.ehime.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考情

報※を記載願います。）

開発機関名

備考

植物ホルモンの一種であるアブシジン酸を含む処理液が商品化しておらず、普及
していない。

愛媛県農林水産研究所

花き

蕾生育促進法を用いたシンテッポウユリの出荷調節技術

　露地栽培のシンテッポウユリ生産では、収穫期が夏から秋になるため、台風や霜
は多大な被害をもたらす。気象情報は正確に把握でき、被害に遭う前に一斉に収
穫することは可能であるが、その場合未熟な蕾段階の切り花がほとんどを占める
ことになる。
　本技術は、蕾段階で収穫したシンテッポウユリを処理液に生けて、温度と光環境
を調節することで、蕾の生育を促進し商品化するものである。

シンテッポウユリ生産現場における
（１）台風被害回避
（２）晩秋の降霜被害回避

なし
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 研究企画部バイオテクノロジー課

記入者氏名 平島　敬太

電話番号 092-924-2970

e-mail k-hira@farc.pref.fukuoka.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

許諾先：「雪姫」奈良県、佐賀県、沖縄県、「秋華」沖縄県
「月姫」「夏日和」は、福岡県内限定品種。

福岡県農業総合試験場

平成23年度福岡県成果情報

花き

輪キク品種「雪姫」「月姫」「秋華」「夏日和」の品種識別

本県育成4品種「雪姫」「月姫」「秋華」「夏日和」は、IRAP、REMAPマーカーを用い
ることにより、国内流通する主要な10品種に対して個別に識別できる。

市場で流通する種苗や切り花の表示偽装が疑われる場面での、品種判定。

無し
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- 5 -

県オリジナル品種の識別技術

（水稲、小麦、キク）

研究企画部、農産部

１ 背景、目的

本県で育成したオリジナル品種は、水稲では「夢つくし」や「元気つくし」、

小麦では「ちくしＷ２号」（商標名：ラー麦）、キクでは「雪姫」や「月姫」な

どが優れた品種と特性を持つことから、消費者の人気が高く県オリジナル品種

として流通しています。これらの信用を高め、競争力を保つためには、種苗の

純度維持と共に、商標や品種の虚偽表示を未然に防止することが重要です。そ

のためには、福岡県のオリジナル品種であることを正確に識別する技術が必要

です。

そこで、それぞれの本県育成品種について、市場に流通する主要な品種に対

し、ＤＮＡを指標とした品種識別技術を開発しました。

２ 成果の内容、特徴

１）本県育成の「夢つくし」や「元気つくし」、その他の主要な水稲１００品種

は、１５種のＳＮＰマーカーを用いたＦＲＩＰ法（図１）により、簡易に精

度良く識別できます。

２）本県育成の小麦品種「ちくしＷ２号」は、２種のＳＳＲマーカーにより、

県内で流通している小麦粉、生めん、ゆでめんの原料に使われている小麦品

種と識別できます（図２）。

３）本県育成のキク４品種「雪姫」、「月姫」、「秋華」、「夏日和」は、ＩＲＡＰ、

ＲＥＭＡＰマーカーにより、市場に流通する主要な品種に対して個別に識別

できます（図３）。

注）Ｓ Ｎ Ｐ：一塩基の違いに基づいて識別するＤＮＡマーカー。

ＦＲＩＰ法：塩基配列の違いを蛍光の有無で検出する手法。

Ｓ Ｓ Ｒ：塩基の反復配列数の違いに基づいて識別するＤＮＡマーカー。

ＩＲＡＰ、ＲＥＭＡＰ：レトロトランスポゾン挿入位置の違いに基づいて

識別するＤＮＡマーカー。
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福岡県農業総合試験場 平成 23 年度にとりまとめた主要な成果

- 6 -

３ 主要なデータなど

図２ ちくしＷ２号およびミナミノカオリの各材料から抽

出したＤＮＡのＳＳＲ検出パターン

注）マーカーは gwm210。約 200bp の位置にあるバンドの有無で品種識別。

葉身 粒 小麦粉 生めん ゆでめん

図１ ＳＮＰマーカーによる検出パターン例

注）1. SNPマーカーがC12409の例。複数のマーカーにより目的の品種を識別。
2. SNPの塩基がAであれば紫外線照射下で蛍光を発し、Gであれば消光。
3. 左からコシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、夢つくし、
きらら397、はえぬき、ほしのゆめ、つがるロマン、ななつぼし。
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図３ 輪ギクの品種識別に有効なＤＮＡマーカーの検出パターン

注）1 雪姫 2 月姫 3 秋華 4 夏日和 5 神馬 6 新神

7 精興の誠 8 秀芳の力 9 精興の秋 10 精興光明

11 山陽黄金 12 フローラル優香 13 岩の白扇 14 精雲

A GA A A A A AG G

約 200bp
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機関名 佐賀県農業試験研究センター

部署名 野菜・花き部　花き研究担当

記入者氏名 千綿　龍志

電話番号 0952-45-2143

e-mail nougyoushikensenta@pref.saga.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

県内全域の夏秋輪ギク「精の一世」栽培農家に普及している。

佐賀県農業試験研究センター

花き

高温期の夏秋ギク品種「精の一世」、「岩の白扇」の寒冷紗被覆による奇形花発
生軽減対策

夏秋ギク品種「精の一世」、「岩の白扇」の高温環境下における栽培で、消灯後３
週間の寒冷紗被覆（遮光率51％）によりハウス内気温の下温効果や奇形花（扁平
花）の発生を軽減できる。

消灯時期（花芽分化期）が高温となる９月彼岸出荷作型での利用が進んでいる。
９月以降の出荷作型で多発する扁平花等の奇形花の発生軽減により商品化率
が高まる。

無
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機関名 佐賀県農業試験研究センター

部署名 野菜・花き部　花き研究担当

記入者氏名 千綿　龍志

電話番号 0952-45-2143

e-mail nougyoushikensenta@pref.saga.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

平坦地域の冬春出荷作型に取り組むトルコギキョウ農家約45aに普及している。

佐賀県農業試験研究センター

花き

トルコギキョウ冬春期出荷作型における温度管理法

・トルコギキョウの冬春期（1月～3月）出荷作型では、高昼温低夜温管理（最低
10℃、日中蒸込30℃換気）、あるいは、日没後短時間加温（最低10℃、日没後3時
間18℃加温）により、切り花品質の低下と開花遅延を防止することができる。

・定植が9月以降となる作型で暖房コストを低減する温度管理法として適用可能で
ある。
・暖房に使用する燃油消費量は、日中蒸込みをおこなう高昼温低夜温管理の場
合、慣行栽培の場合に比べ約50％、日没後短時間加温の場合は約40％削減す
ることができる。

無
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機関名 鹿児島県農業開発総合ｾﾝﾀｰ

部署名 企画調整部　普及情報課

記入者氏名 今和泉　尋及

電話番号 099-245-1119

e-mail imaizumi-h@pref.kagoshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

キク生産者に向けた「キク電照栽培用光源選定・導入の手引き」

１　電照ギク栽培に必要な照度として も一般的な基準は「白熱電球の50lx」とさ
れるが，光源の種類等により必要な照度は変化する。「白熱電球の50lx」と同等の
花芽分化抑制能力を示す照度は，光源の分光放射照度データから換算可能であ
る。

２　以上の点をはじめ，キク電照栽培用光源の特性や普及状況，導入の際に留
意すべき点，異なる光源の花芽分化抑制能力比較方法等について解説した「キク
電照栽培用光源選定･導入のてびき」を作成した。

キク栽培においては，電照を用いた開花調節技術が重要である。近年，白熱電球
にかわり，省エネかつ長寿命の新しい種類の光源を比較的低価格で購入できる
ようになったことから，産地では蛍光灯や発光ダイオード(ＬＥＤ)等の導入が進ん
でいる。しかし，光源ごとの花芽分化抑制能力や経済性が不明である等の問題点
が明らかとなってきたことから，キク類電照栽培における光源利用の現状実態，
白熱電球代替光源の花芽分化抑制能力検定手法等について解説した今回の「て
びき」は有効に活用される見込み。

鹿児島県の平成25年度普及に移す成果として公表されており，現在普及の開始
段階。

鹿児島県農業開発総合センター　花き部
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機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 山崎　敬之

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.or.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

スターチス・シヌアータの茎葉黄化対策技術

・ポストハーベスト実態調査を行い、選花場や集荷場の環境改善を提案した。
・温度と黄化程度の関係を精査し、商品性限界に至る温度条件を明らかにするととも
に、輸送試験によりその妥当性を実証した。
・品種のスクリーニングにより主要品種の黄化の難易を評価した。また、採花の遅れ
が黄化を助長することを明らかにした。

全道のスターチス産地において、茎葉黄化対策として活用する。

無

花・野菜技術センター
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黄化クレーム件数の変化（北空知広域農業協同組合連合会実績）

2014 農業研究本部 花・野菜技術センター

Hokkaido Research Organization 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Ornamental Plants and Vegetables Research Center

スターチス・シヌアータの
黄化クレームをなくすには？

近年、スターチス・シヌアータの黄化に対する道外市場からのクレームが

増加しています。お盆に北海道産スターチスを安心して買っていただくためには

黄化を発生させない方法を早急に確立する必要があります。

そこで、採花から花束加工までの工程において実態調査を行い、問題点を

把握しました。また、黄化発生要因を整理し、その対策と産地での取り組み例をまとめました。

花・野菜技術センター
研究部 技術研修グループ
０１２５－２８－２８００
hanayasai-agri@hro.or.jp

普 及 Dissemination 連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

これらの対策により、
黄化クレーム件数を大幅に
減らすことができました！

ここより下はクレーム
対象になるので・・・

遭遇した温度の積算が増え
るにつれて茎が黄色くなっ
ていくんだね！

お客さんの手に渡るまでに

概ね1800℃･hrを超えな
いようにすれば黄色くなら
ないんだね！

実態調査の結果、選花場や集出荷場の温度が

高いことがわかりました。また、市場に着いた
あと、品温が急激に上昇しており、これらが

黄化に影響していると考えられました。

高温

品種の特性をよく知ることも大切です。

【黄化しにくい品種】

ネイビーサンバード、フレンチバイオレット、

セイシャルブルー、ノアールなど

【黄化しやすい品種】

アラビアンブルー、ネオアラビアン、

セイシャルスカイ、HB1006など

採花が遅れると黄化しやすくなります。切り前
（採花のタイミング）は絶対に守りましょう。

黄化の発生要因とその対策黄化の発生要因とその対策

黄化発生要因 得られた知見 対策 産地における取り組み例

温度

○黄化しやすい品種は、採花後遭遇積
算温度が1800℃･hrを超えると商
品価値を失う
○予冷により黄化の進行は抑制される

○選花場、集荷場の環境改善
○予冷の徹底
○輸送温度の見直し

○黄化警戒情報の発信
○予冷温度の設定変更
○輸送温度の設定変更

品種 ○黄化の難易に品種間差がある
○品種選定
○採花作業手順の見直し

○採花作業の品種優先順
見直し

切り前 ○採花の遅れは黄化を助長する ○適正切り前の遵守
○目慣らし等による切り前

の徹底

満開 小花がしぼんでいる
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３）スターチス・シヌアータの黄化クレームをなくすには？

（研究成果名：スターチス・シヌアータの茎葉黄化対策技術の実証）

道総研 花・野菜技術センター 研究部 技術研修Ｇ

１．はじめに

スターチス・シヌアータは主に仏花として親

しまれている花であるが、本道ではカーネーシ

ョンの次に生産量が多い主要花きであり、盆や

秋彼岸の需要期を中心に全国へ出荷されてい

る。

近年、「葉や茎が黄色くなっている」という

市場からのクレームが増加し、輸送上の新たな

問題となっている。これは産地の信用やスター

チスの需要動向にもかかわる問題であるため、

早急に解決する必要がある。

平成 23 年の発生事例は高温時に多く、温度の

影響が大きいと考えられた。また、切り花サイ

ズや採花後経過時間、切り前＊との関連もある

と思われた。

これらを踏まえて本試験では、スターチス・

シヌアータの黄化症状の発生要因を整理し、北

空知地域において対策技術の提案および実証を

試みた。

２．試験の方法

１）ポストハーベスト実態調査

選花場および集出荷場において温度推移など

の環境調査を行い、問題点を明らかにした。ま

た、選花場から市場を経由し花束加工業者に至

るまでの流通過程で切り花が遭遇する温度を追

跡調査し、流通実態を把握した。

２）黄化発生要因の確認と改善目標値の設定

黄化再現試験により、採花後の遭遇温度が黄

化に与える影響を調査し、黄化が発生する条件

を明らかにした。

３）品種のスクリーニング

44 品種について黄化再現試験を行い、品種ご

とに黄化の難易を評価した。

４）切り前が黄化に与える影響

10 品種を供試し、切り前の違い（標準、遅め）

が黄化発生に与える影響を調査した。

５）輸送実証試験

２）で得られた黄化発生条件を満たすサンプ

ルを実際に輸送し、改善目標値の実証を行っ

た。

３．試験の結果

１）ポストハーベスト実態調査の結果、選花場

や集出荷場および市場到着以降に高温遭遇して

おり、これらが黄化発生に影響していると考え

られた。

２）遭遇温度が高いほど黄化は早く発生し、予

冷を行うことで黄化の進行は抑制された（図 1）。

３）黄化程度は採花後の遭遇積算温度と強い相

関関係があり、黄化しやすい品種では積算温度

が概ね 1800℃･hr を超えると、黄化によって商

品価値を失う可能性が高まると考えられ（図

2）、これを改善目標値とした。

４）品種のスクリーニングにより、主要品種の

黄化の難易は表 1 のように評価することができ

た。

５）採花が遅れると黄化のリスクが高まること

が明らかとなった。（データ略）。このことか

ら、適正な切り前を守ることが重要であると考

えられた。

６）輸送実証試験によって推定どおり黄化が再

現されたことから、改善目標値は概ね妥当と考

えられた。

７）この改善目標値に基づき、産地では黄化警

戒情報の発信や採花後の環境改善等の取り組み

を行った。これらの対策により、平成 25 年には

クレーム件数を平成23年に比べ約7割減少させ

ることができた（図 3）。

８）以上をスターチス・シヌアータの茎葉黄化

発生要因とその対策としてまとめた（表 2）。

【用語解説】*切り前：商品として切り花するの

に適した開花程度
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図１ 風乾後の温度および予冷が

黄化程度に与える影響（平 24） 図２ 採花後遭遇積算温度と黄化程度の関係（平 25）
予冷は箱詰めから 2 日間、温度は 14.8℃ 黄化程度は園芸植物標準色票の上 2 桁の数値

黄化程度は園芸植物標準色票の上 2 桁の数値 33 未満で黄化と判断した

33 未満で黄化と判断した

表１ 主要品種の黄化の難易

図３ 黄化クレーム件数の変化

表２ スターチス・シヌアータの茎葉黄化発生要因とその対策

黄化の難易 品種名

黄化しやすい アラビアンブルー、ネオアラビアン、セイシャルスカイ、HB1006

中程度
ラスターアメジスト、ネオブルー、ノーブルビオレッタ、
ブルーギャラクシー、アラジン

黄化しにくい
ネイビーサンバード、フレンチバイオレット、セイシャルブルー、
ノアール、ピンクキッス、イエローサンバード

黄化発生要因 得られた知見 対策 産地における取り組み例

温度

○黄化しやすい品種は、採花後遭遇積算
温度が1800℃･hrを超えると商品価値を
失う

○予冷により黄化の進行は抑制される

○選花場、集荷場の環境改善
○予冷の徹底
○輸送温度の見直し

○黄化警戒情報の発信
○予冷温度の設定変更
○輸送温度の設定変更

品種 ○黄化の難易に品種間差がある
○品種選定
○採花作業手順の見直し

○採花作業の品種優先順
見直し

切り前 ○採花の遅れは黄化を助長する ○適正切り前の遵守
○目慣らし等による切り前
の徹底

25

27

29

31

33

35

37

39

25℃
30℃
予冷後25℃
予冷後30℃

ラスターアメジスト

黄
←

黄
化

程
度

→
緑

y = -0.0019x + 37.919
r=-0.948***

y = -0.0032x + 38.376
r=-0.975***

25

27

29

31

33

35

37

39

0 1000 2000 3000 4000

アラビアンブルー

ラスターアメジスト

採花後遭遇積算温度（℃・ｈｒ）
黄

←
黄
化
程

度
→
緑

0

10

20

30

40

50

60

H23 H24 H25

黄
化

ク
レ
ー
ム
件

数
（
件

）

39



機関名 熊本県農業研究センター

部署名 農産園芸研究所

記入者氏名 飯牟禮和彦

電話番号 096-28-6444

e-mail iimure-k@pref.kumamoto.lg.jp

品目

分類コード Ｆ - 5

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

花き

湿地性白色カラーの品種識別用SSR マーカー

１．「熊本FC02」DNA 内に存在するSSR を探索し、その前後の塩基配列情報から
9 種類の湿地性白色カラーの品種識別用SSR マーカーを開発した。
２．ある品種について、これら9 種類のマーカーのバンドパターンを調べ、1 種類
のマーカーのバンドパターンが他の品種のバンドパターンと比較して特異的であ
れば、そのマーカーがこの品種の識別マーカーとなる。1 種類のマーカーで特異
的でなかった場合は、2 種類以上の各マーカーの組合せで特異的があれば、そ
れらのマーカーがこの品種の識別マーカーとなる。
３．マイクロチップ電気泳動では、「熊本FC01」「熊本FC02」「チルドシアナ」「ウェ
ディングマーチ」「ホワイトゴッテス」「アクアホワイト」「白雪式部」の7 品種間でAC-
09C 以外の8 種類のマーカーについて識別が可能である。
４．アガロース電気泳動では、前述の7 品種間でAC-09C とGA-01B 以外の7 種
類のマーカーについて識別が可能である。
５．9 種類のマーカーのうちAC-09C は、前述の7 品種ともすべて同じバンドパ
ターンであるが、これ以外の品種を識別する際に識別マーカーとなる可能性があ
る。

種苗法による育成者権や国内生産の保護が図られる。

無し

１．「熊本FC01」「熊本FC02」は、熊本県の育成品種である。
２．「アクアホワイト」「白雪式部」は、それぞれ千葉県、京都府の育成品種である。
３．識別方法については、担当部署から情報提供する。

熊本県農業研究センター
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農業の新しい技術  
 

湿地性白色カラーの品種識別用 SSR マーカー 
 

農業研究センター 農産園芸研究所バイオ育種研究室 
担当者：飯牟禮和彦 

 
 
 

 種苗法による育成者権や国内生産の保護を図る目的で、湿地性白色カラー品種識別に利

用できる SSR（単純反復配列：simple sequence repeat）マーカーを dual-suppression-
PCR 法により開発する。 
 

 
 

１．「熊本 FC02」DNA 内に存在する SSR を探索し、その前後の塩基配列情報から 9 種

類の湿地性白色カラーの品種識別用 SSR マーカーを開発した。 
 
２．ある品種について、これら 9 種類のマーカーのバンドパターンを調べ、1 種類のマー

カーのバンドパターンが他の品種のバンドパターンと比較して特異的であれば、その

マーカーがこの品種の識別マーカーとなる。1 種類のマーカーで特異的でなかった場合

は、2 種類以上の各マーカーの組合せで特異的があれば、それらのマーカーがこの品種

の識別マーカーとなる。 
 
３．マイクロチップ電気泳動では、「熊本 FC01」「熊本 FC02」「チルドシアナ」「ウ

ェディングマーチ」「ホワイトゴッテス」「アクアホワイト」「白雪式部」の 7 品種

間で AC-09C 以外の 8 種類のマーカーについて識別が可能である。 
  
４．アガロース電気泳動では、前述の 7 品種間で AC-09C と GA-01B 以外の 7 種類のマ

ーカーについて識別が可能である。 
 
５．9 種類のマーカーのうち AC-09C は、前述の 7 品種ともすべて同じバンドパターンで

あるが、これ以外の品種を識別する際に識別マーカーとなる可能性がある。 
 

 
 

１．前述の 7 品種以外の品種において 9 種類のマーカーで識別不可能な場合は、新たに S
SR マーカーを開発する必要がある。 

 
２．「アクアホワイト」「白雪式部」は、それぞれ千葉県、京都府の育成品種である。 
 
３．識別方法については、担当部署から情報提供する。 

No. 681(平成27年5月) 

分類コード 12－05 

熊本県農林水産部 

研究のねらい 

研 究 の 成 果        

普及上の留意点 
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［具体的データ］                      熊本県農林水産部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 各マーカーにおけるバンドパターン 

注 1）1「熊本 FC01」、2「熊本 FC02」、3「チルドシアナ」、4「ウ

ェディングマーチ」、5「ホワイトゴッテス」、6「アクアホワイ
ト」、7「白雪式部」 

注 2）左：マイクロチップ電気泳動装置（MultlNA：島津製作所）に

よるゲルイメージ、右：アガロース電気泳動像 

表１ 記号化した各マーカーにおけるバンドパターン 

品種No. 1 2 3 4 5 6 7

品種名 FC01 FC02 チルドシアナ ウェディングマーチ ホワイトゴッテス アクアホワイト 白雪式部

AC-03G C C C C B A C 250bp前後

AC-09C A A A A A A A 200bp前後

AC-11A A A B B B A A 100bp前後

AC-11C A A A A a A A 150bp前後

AC2-03A B A B B a A A 130bp前後

AC2-03B B B b B A B B 100bp前後

GA-01B A A A A B A A 280bp前後

GA-05E X A X X A X X 100bp前後

GA-06A a A a a a B B 90bp前後

識別バンド範囲

注）バンド数が少ない品種からアルファベット順 

バンド数が同じ場合は、分子量が小さいほうが小文字、大きいほうが大文字 
イタリック文字は、単独マーカーで識別できることを表す。 
アンダーライン文字は、２つのマーカーで識別できることを表す。 
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機関名 鹿児島県農業開発総合センター

部署名 企画調整部　普及情報課

記入者氏名 今和泉尋及

電話番号 ０９９－２４５－１１１９

e-mail imaizumi-h@pref.kagoshima.lg.jp

品目

分類コード F - 5

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

慣行の技術を変更することには抵抗もあることから，まずは花き担当技術員へ周
知するとともに，県内各産地の技術研修会等の機会を利用して産地の理解促進
を図っている。

鹿児島県農業開発総合センター

花き

キクにおける花芽分化抑制効果の高い電照時間帯

１　キクの花芽分化抑制効果の高い電照時間帯は，暗期開始からの経過時間が
関与している。秋ギクは，日の入りから８～10時間後，夏秋ギクは，日の入りから
７～９時間後が最も花芽分化抑制効果が高い。
２　これまで，キクの花芽分化抑制に効果が高い電照時間帯は暗期の中心と考え
られてきたが，必ずしもそうとは言えない事例もあった。本成果はそれを裏付ける
ものである。

キク栽培においては電照による開花調節技術が必要不可欠であり，そのトラブル
は収量等に大きく影響することから，その効果的な手法について現場の関心は高
い。
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品目分類：花き，技術分類：栽培技術

キクにおける花芽分化抑制効果の高い電照時間帯 情報分類 普及情報

〔要約〕キクの花芽分化抑制効果の高い電照時間帯は，暗期開始からの経過時間が関与して

いる。秋ギクは，日の入りから８～10時間後，夏秋ギクは，日の入りから７～９時間後が最

も花芽分化抑制効果が高い。

花き部 連絡先 0993-35-0210

県内電照設備設置キクほ場
普及対象地域等 県内全域の電照ギク栽培農家 普及見込面積等

260ha

〔背景・ねらい〕

短日植物の花成には日長（昼間の長さ）ではなく連続した夜の長さが必要であるとされてい

る。キクの効果が高い電照時間帯はこれまで暗期の中心であると考えられており，電照が効き

にくい品種は暗期の中心を起点として電照時間を長くするなどの対策がとられていた。しかし，

かならずしも暗期の中心が電照効果が高いとはいえない事例もあり，詳細な検討が求められて

いた。

〔成果の内容・特徴〕

１ キクの花芽分化抑制効果の高い電照時間帯は，暗期の中心ではなく，暗期開始からの経

過時間が影響している（図１）。

２ 花芽分化抑制効果の高い暗期中断時間帯は，その品種の持つ限界暗期（24時間から限界

日長を引いた長さ）付近である（データ略）。

３ 秋ギクの限界暗期は８～10時間であり，日の入りから８～10時間後が最も花芽分化抑制

効果が高い。夏秋ギクの限界暗期は７～９時間であり，日の入りから７～９時間後が最も

花芽分化抑制効果が高い（図２）。

４ 電照効果の高い時間帯は日の入り時刻とともに変動する（図３）。

〔成果の活用面・留意点〕

１ 実際に暗期中断を行う場合，最も花芽分化抑制効果の高い時間帯の３～５時間前から電

照を行う。
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〔具体的なデータ〕

〔その他〕

研究課題名：ＬＥＤ等の新光源を利用する効率的キク電照技術の開発

予 算 区 分：公募型（国産農産物の革新的低コスト実現プロジェクト）

研 究 期 間：平成26年度（平成23～25年度）

発表論文等：平成25年度 キクの電照栽培における暗期中断電照時間帯が花芽分化抑制に及

ぼす影響 園学研

平成26年度 キクにおける限界日長と花芽分化抑制に効果の高い暗期中断の時間

帯との関係 園学研

図１ キクの暗期時間と電照効果の高い時間帯の模式図

光に感受性の高い時間帯

明期 暗期

暗期の長さにかかわらず一定

図２ 秋ギクおよび夏秋ギクにおける電照効果の高い時間帯の模式図

光に感受性の高い時間帯

明期 暗期

夏秋ギク

秋ギク

限界暗期および日の入りから効果の高い時間までの経過時間は７～９時間

限界暗期および日の入りから効果の高い時間までの経過時間は８～10時間

4:00 8:00

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

12:00 16:00 20:00 0:00 12:00

図３ 鹿児島市における日の入り～日の出（暗期）

の年間推移と電照効果の高い時間帯のモデル

時刻

日の入り 日の出

夏秋ギク

秋ギク
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機関名 富山県農林水産総合技術センター

部署名 園芸研究所花き課

記入者氏名 桃井　千巳

電話番号 0763-32-2259

e-mail kazumi.momonoi@pref.toyama.lg.jp

品目

分類コード F - 5

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

今後の普及に向けて、H27年度から県普及指導員と連携し、現地圃場での実証を
行っている。（H27実証、県内チューリップ栽培農家の約10%）

富山県農林水産総合技術センター園芸研究所、国立研究開発法人農業環境技
術研究所

本研究の一部は、平成25～27年度農林水産省農林水産業・食品産業科学技術
研究推進事業(25056C)により実施

花き

圃場診断に基づくチューリップ土壌伝染性ウイルス病害の効果的な防除法の確
立

・チューリップ土壌伝染性ウイルス病害（微斑モザイク病・条斑病）は難防除であ
り、現状では農家の勘と経験に頼った防除となっている。
・科学的根拠に基づいた適正な防除とするため、土壌中の植物ウイルス量を定量
する技術を開発した。これを用いることにより、チューリップ土壌伝染性ウイルス
病害の圃場ごとの発病リスクを推定し、そのリスクレベルに応じた効果的な対策
をとることができる。

１．両病害に対し、圃場毎の植付け前診断を活用することにより、圃場の発病リス
クを客観的に判断し、それに応じた効果的な対策をとることができる。
２．圃場の発病リスクレベルと抵抗性品種の組み合わせにより、農薬代や病害発
生によるロスを削減できることから、生産性向上が期待できる。
３．作付け圃場の選択や作付けローテーションに活用できる。

無
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0.5

A B C D E F G H I
圃場

微斑モザイクウイルス

条斑ウイルス

圃場診断に基づくチューリップ土壌伝染性
ウイルス病害の効果的な防除法の確立
富山県農林水産総合技術センター 園芸研究所 2015

１．背景・目的

３．成果の活用

２．成果の内容

１） 生産性の向上

圃場の発病リスクレベルと抵抗性品種の組み合わせにより、生産性10%UP

２） 作付け圃場の選択に活用

圃場の発病リスクレベルの低い圃場から順次植付けることにより、ウイルス感染回避が可能

３） 作付け前に適正な防除法の選択

圃場診断により、農家の勘と経験に頼った防除から科学的根拠に基づいた適正な防除へ！

・チューリップ土壌伝染性ウイルス病害（微斑モザイク病、条斑

病）の発生により農家の生産意欲が減退している。

・現状の対策は、農家の勘と経験に頼った防除となっている。

・科学的根拠に基づいた適正な防除対策の確立が急務である。

富山県

チューリップ微斑モザイク病 チューリップ条斑病

0

20

40

60

A B C D E F G H I
圃場

微斑モザイクウイルス

条斑ウイルス

チューリップ版ヘソディム＊を作成

防除法 微斑モザイク病 条斑病

抵抗性品種 0.07 0.02
遅植え 0.11 0.25
農薬の施用 0.29 0.39
施肥法改善 0.63 0.64

２．防除法の無処理に対する相対危
険度*

１．圃場ごとのウイルス量と感染割合

植付け前のウイルス量 ウイルス感染割合

レベル3

レベル2

レベル3

レベル2

圃場の発病リスク
極弱品種の
感染割合

防除法の
相対危険度

防除法導入後
の感染割合*

レベル１ 5%未満 0.29 1.5%
レベル２ 5-30% 0.11 0.5-3%
レベル３ 30%以上 0.07 2.1%

３．防除法選択の根拠

*抜き取り可能な数%とする。

防除法導入後の感染割合＝感染割合×相対危険度

(%)/土(g)

*無処理を1とする。

*Health checkup based Soil-borne Disease Management
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