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■背景とねらい 

 「コシヒカリ」偏重の収穫遅れによる品質低

下を解消するために、作期を分散して適期収穫

による品質向上を図るため、「風さやか」の導入

を推進した。 

  

■本年度の取組と成果 

１ 現地展示圃の設置 

 「風さやか」専用肥料試験を兼ねた現地展示

圃を２カ所設置し、生産者への「風さやか」導

入の啓発に活用した。 

２ 現地検討会、栽培講習会の開催  

生産者を参集し、現地展示圃を活用した中間

検討会と栽培講習会を開催し、「適期収穫シミュ

レーション」、「売り上げ比較シミュレーション」

による「風さやか」導入によるメリットを提示

し、上伊那版栽培指針による栽培技術の統一を

図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果 

 「風さやか」の栽培面積は、当初の目標 41ha

を上回り 60haに達した。  

 

■今後の課題と対応 

 本年度の成果を踏まえ、次年度は実際に「風

さやか」を導入している大規模稲作農家の事例

を調査し、導入によるメリットの実例を提示し、

更なる栽培面積の拡大を図る。（技術係 平出） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

「風さやか」専用基肥一発肥料について、生

産者の要望に応えて、ハイ窒素化した試作肥料

の現地試験に取り組んだ。 

■本年度の取組と成果 

１ 試験区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 結果 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

■今後の課題と対応 

 試験結果から試作肥料の改良すべき点が明確

になったため、次年度速効性窒素の組成を改良

し、再度現地試験を実施する。（技術係 平出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「風さやか」の導入に向けた 

栽培者への啓発       

（１）試験地点Ａ

施肥法 Ｎ－Ｐ－Ｋ 施肥量 成分

（試）風さやか専用一発・ハイ窒素 側条：全量基肥 ２５－９－７ 37.1 9.3-3.3-2.6

（対）わたしの肥料 側条：全量基肥 ２８－８－８ 35.0 9.8-2.8-2.8

（２）試験地点Ｂ
施肥法 Ｎ－Ｐ－Ｋ 施肥量 成分

（試）風さやか専用一発・ハイ窒素 側条：全量基肥 ２５－９－７ 32.5 8.1-2.9-2.3

（対）わたしの肥料 側条：全量基肥 ２８－８－８ 31.0 8.7-2.5-2.5

※　風さやか専用一発・ハイ窒素

※　わたしの肥料

：Ｎ成分　速効性12.6、　緩効性　LPS60　6.35、LPS100　6.35

：Ｎ成分　速効性16.8、　緩効性　LPS80　5.6、LPS100　5.6

（１）試験地点Ａ
玄米重 慣行
kg/10a 比％

（試）風さやか専用一発・ハイ窒素 929 102
（対）わたしの肥料 908 100

（２）試験地点Ｂ
玄米重 慣行
kg/10a 比％

（試）風さやか専用一発・ハイ窒素 778 94
（対）わたしの肥料 831 100

「風さやか」肥料試験ほと実施した法人の組合長 

「コシヒカリ」と「風さやか」を組み

合わせた適期収穫シミュレーション 

 

別紙参照 

「コシヒカリ」と「風さやか」の売り

上げ比較シミュレーション 

 

別紙参照 

大規模経営体への 

「風さやか」専用肥料の普及 

重点推進方策Ⅱ  
実需者ニーズに応じた高品質米生産と 

水田の総合活用による土地利用型農業の推進 
商品性の向上と省力化による上伊那米生産の活性化 



 

重点活動１ 

 

「コシヒカリ」と「風さやか」を組み合わせた適期収穫シミュレーション

移植可能面積

　作業可能期間：5/6～5/31（26日間）　作業可能日数：26日×80%＝20.8日

　1日当たりの作業面積：30a/hr×5.6ｈr＝1.68ha

　期間当たりの移植可能面積：1.68ha×20.8日＝35ha

  　〇田植実施面積：35ha

収穫

　35ha÷1.5ha＝23.3日　　作業可能日数は80%として23.3日÷80%＝29日

　コシヒカリ１品種の場合、9/5~10/3の29日間で適期収穫をする。

〇田植面積３５ｈａ：コシヒカリ　３５ｈａ

5/6　　　　    　　～    　　  　　　　31

〇田植面積３５ｈａ：コシヒカリ　２５ｈａ　＋　風さやか　１０ｈａ

5/6    ~  　11  　　　　　19　　~      31

        　　　　5/14  ~  20  

田植 収穫

コシヒカリ

　　9/5　　　　　~　　　       9/25    　　　 10/3

        　　              35ha               　　　　　　　　　　35ha

　　　　　　         適期　　　　　　　　刈遅れ　

田植 収穫

コシヒカリ

　　9/5　　　　　~　　　　　9/25

      8ha                       　　　　17ha 　　　　　　　　25ha

　　　　　　　　適期

風さやか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9/28 ~   10/5

              　　　 　10ha 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10ha

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適期

風さやか　１ 風さやか　２ コシヒカリＡ

単価（円／俵） 14,200 14,200 15,600

単収（俵/10a） 11.0 12.0 10.0

売上（円／10a） 156,200 170,400 156,000

肥料代（円／10a） 10,010 10,010 7,150

肥料代の差額（円／10a） 2,860 2,860

売上ー肥料代差額（円／10a） 153,340 167,540 156,000

売上：肥料代差額を差し引いた

((風さやか）－（コシヒカリ))/10a
△ 2,660 11,540

※　単価（円／俵）はＨ３０年産長野米の相対基準価格（全農長野）

※　肥料代は上伊那米オンリーワンＬ予約単価（2,860円/20kg）を「風さやか」70kg/10a、

「コシヒカリ」50kg/10aとして計算。

「コシヒカリ」と「風さやか」の売り上げ比較シミュレーション
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■背景とねらい 

 ロボット技術や ICTを活用して、省力化・精

密化や高生産性を実現させる新しい取り組みが

行われている。  

 

■本年度の取組と成果 

１ 実証プロジェクト 

(1) 概要 

本課題は、農林水産省「スマート農業技術の

開発・実証プロジェクト（課題番号：19190037、

課題名：中山間地農業を支える集落営農におけ

るスマート農業技術を駆使した先進的水田複合

経営の実証）」(事業主体：国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構)の事業を利用し

て取り組んでいる。 

ア 「信州 伊那谷スマート農業実証コンソー

シアム」構成員 

(農)田原、伊那市、JA上伊那、信州大学、(国

研)農研機構中央農業研究センター北陸研究拠

点、（一社）全国農業改良普及支援協会、(株)ク

ボタ、クボタアグリサービス(株)、(株)関東甲

信クボタ、長野県 

イ 実証内容 

・自動運転トラクターの技術体系の確立 

・直進アシスト田植え機を利用した効率的技

術体系の確立 

・自動水管理技術の確立 

・マルチローターによる雑草･病害虫防除技

術の確立 

・空撮画像による生育管理技術の確立 

・ラジコン畦畔草刈り機による畦畔管理の効

率化実証 

・食味・収量情報支援コンバインと連動した

乾燥システムの確立 

・経営評価 

 

■今後の課題と対応 

 本年度の成果を踏まえ、更に検討を行う。ま

た、導入コストに見合った成果が得られるか精

査が必要である。 

 成果について、地域にどう伝えていくかが課

題となる。      （地域第一係 西嶋） 

 

 

 
 
■背景とねらい 

宮田村では平成 30年より水稲作業の省力

化・低コスト化のため高密度播種育苗対応移植

機を導入している。本年も収量・品質について

慣行(稚苗)との比較調査を行った。 
  

■本年度の取組と成果 

１ 試験区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２ 結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■今後の課題と対応 

 高密度播種育苗区は慣行区(稚苗)に比べ育苗

枚数が 1/2以下で育苗期間も 10日余り短く、

収量的にも遜色なく経済的に有利となった。 

 未熟米が多く胴割粒が少なかったことから肥

料の効果についてはまだ検討の余地があると考

えられる。      （地域第二係 羽生） 

スマート農業の実証 

品種

播種量

育苗日数

使用枚数
（/10a）

栽植密度

施肥
（/10a）

ハ イ 窒素
オ ン リー
ワン

N成分
オ ン リー
ワンⅬ

N成分

側条施肥
（ 28-
(5.5)-8-
8）30㎏

8.4kg
（ 15-14-
10）50㎏

7.5kg

病害虫防除
苗箱施薬　ルーチンアドスピノ箱粒剤

50g/箱

雑草防除
（/10a）

田植え同時　アッパレZ1キロ粒剤

6月13日　　ワイドショット1キロ粒剤

65.5株/坪 65.7株/坪

8.3箱 19箱

21日 32日

(実証区)高密度播
種育苗(密苗)

(対照区)稚苗

コシヒカリ

250g/箱 160g/箱

精玄米重
（kg/10a)

同左比率
精玄米重
（kg/10a)

同左比率

(実証区)
密苗

1,612 647 925 726 113 618 116

(対照区）
稚苗

1,407 575 801 644 100 533 100

CE実数値

試験区名 全重
（kg/10a)

わら重
（kg/10a)

精籾重
（kg/10a)

精玄米

坪刈り値

精玄米

高密度播種育苗の導入拡大 
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■背景とねらい 

平成 30年産上伊那米の１等米比率は 99.5％

と高位を維持しているが、「もちひかり」等の

早生品種の１等米比率は 98％程度とやや落

ち、２等以下の格付け要因のトップはカメムシ

による斑点米であった。そこで、更なる１等米

比率の向上を目指すために、斑点米カメムシの

適期適正防除の啓発を図った。 

■本年度の取組と成果 

１ 取組内容 

(1) カメムシの発生情報提供による適期防除

の啓発 

７月末に管内９カ所の水田で、カメムシのす

くい取り調査を実施し、JA上伊那へ発生情報

を提供し適期防除の啓発をした。 

(2) カメムシ体系防除試験の実施 

全農、JAと協力して伊那市西春近のカメム

シ常襲地と宮田村の糯団地で、カメムシ防除の

苗箱施薬（デジタルメガフレア箱粒剤）と本田

施薬（キラップ粒剤）の体系防除現地試験を実

施し、防除効果について検証した。 

２ 成果 

(1) 今年産「もちひかり」の１等米比率 

 99.2％と若干向上した。 

(2) 体系防除試験の結果 

いずれの試験区も対照区と比較して、体系防

除による防除効果の向上が確認され、令和２年

度の JAの防除基準に採用された。 

表１  伊那市西春近（品種コシヒカリ） 

 

 

 

 

 

 表２ 宮田村（品種もちひかり） 

 

 

 

 

■今後の課題と対応 

 次年度は、本年度カメムシの発生の多かった

地域を重点的にすくい取り調査を実施し、発生

状況に基づいた適期防除を推進する。 

（技術係 平出） 

 

 

 

■背景とねらい 

化学肥料と化学農薬の使用を抑えて栽培する

特栽米は、慣行栽培と比較して、収量の伸び悩

みが課題となっている。そこで、適正施肥と適

期防除による単収向上を図った。 
 

■本年度の取組と成果 

１ 取組内容 

(1) 試験ほ場の設置 

試験区では、化学肥料を削減した分を補うた

めに、鶏糞を施用した。また、防除体系を見直

し、有効成分数の少ない農薬へ切り替えた。 

(2) 現地検討会の開催 

４月、６月、７月、８月に現地検討会を開催

し、ヒエの葉齢を見ながら除草剤を散布するタ

イミングを指導した。 

表１ 施肥設計 

 

表２ 防除体系 

  

２ 試験結果 

試験区は慣行区よりも生育・収量が向上し、

慣行区と同等の食味評価を得た。しかし、試験

区では葉色が高く推移した結果、ほ場面積の約

３割で倒伏が見られた。また、水口付近の一部

でヒエが発生した。 

表３ 生育・収量調査結果 

  
■今後の課題と対応 

 次年度は、鶏糞の施用量を減らして、倒伏が

発生しない適正施肥量を検討する必要がある。

また、水管理を徹底するとともに、除草剤の３

剤目を散布することで、確実にヒエの発生を抑

える。        （地域第一係 宮入）

有機肥料

（発酵鶏糞）

化学肥料

（わたしの肥料）
N P K

試験区 40 23 6.3 7.0 3.3

慣行区 - 30 6.2 6.0 3.0

試験区名

基肥（kg/10a） 施肥量（kg/10a）

試験区名 苗箱処理 初期除草剤 中期除草剤
有効成分

数合計

試験区 ワンリード箱粒剤08 ピラクロンフロアブル フォローアップ１キロ粒剤 4

慣行区 Dr.オリゼフェルテラ粒剤 バッチリLXフロアブル レブラス１キロ粒剤 9

稈長

(cm)

穂長

(cm)

穂数

(本/m2)
7/10 7/23 8/6 8/23

食味

スコ

ア

タンパ

ク値

(%)

試験区 88 19.3 502 45.4 40.4 38.8 37.6 736 74 6.1

慣行区 81 19.0 414 37.9 35.7 33.6 33.0 623 73 6.1

SPAD値
コンバイ

ン収量

(kg/10a)

食味計

試験区

名

成熟期

早生品種の斑点米の撲滅 

 

使用薬剤名 調査粒数 斑点米数
斑点米率

（％）

試験区
デジタルメガフレア箱粒剤

　+　キラップ粒剤
20,000 61 0.31

対照区
ルーチンアドスピノ箱粒剤

（ｶﾒﾑｼ対策剤無処理）
20,000 110 0.55

参考区 デジタルメガフレア箱粒剤 20,000 23 0.12

 

使用薬剤名 調査粒数 斑点米数
斑点米率

（％）

試験区
デジタルメガフレア箱粒剤

　+　キラップ粒剤
20,000 38 0.19

対照区
Ｄｒ．オリゼパディート箱粒剤

+  キラップ粒剤
20,000 70 0.35

環境にやさしい稲作の生産安定 
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■背景とねらい 

昨年度現地で土壌還元消毒や土壌くん蒸消毒

（クロルピクリン）による土壌消毒実証ほ場で

の防除効果確認及び現地検討会を実施した。結

果土壌消毒実施することで、立ち枯れ性病害の

発生が大幅に減少することができた。また、比

較的立ち枯れ性病害に強い品種があると生産者

からの声を聴き、前年度立ち枯れ性病害が多発

したほ場での耐病性品種試験を実施した結果、

土壌病害に強い品種があること確認することが

できた。 

本年度は、①土壌くん蒸消毒（クロルピクリ

ン）の実施による防除効果の確認と防除手法の

検討②立ち枯れ性病害の発生ほ場における、病

害確認及び対策支援③茎腐病に対する発生要因

の解明及び防除対策の三つの課題について検討

を行った。 

■本年度の取組 

１ 土壌病害対策技術の実証と普及 

(1) 土壌くん蒸消毒の実施による防除効果確認

及び防除手法の検討 

土壌くん蒸剤（クロルピクリン）の効果的な

使用に向けて、土壌水分、地温、薬量について、

いなアグリバレーの土壌消毒応援隊と連携し、

実施ほ場５ほ場で調査を行い十分効果があが

るよう支援を実施した。 

土壌消毒実施ほ場での検討会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2) 土壌くん蒸剤（クロルピクリン）処理ほ場

における、立ち枯れ性病害に対する防除効果

確認するため、30年度くん蒸剤による土壌消

毒実施ほ場リストを JA 上伊那より提供いた

だき、ほ場毎の土壌病害発生調査を実施した。

調査内容は、発生病害の確認、発生率、発生

場所等について調査を行い、生産者や JAへ情

報を提供行った。 

２ 立ち枯れ性病害の発生ほ場における、病害

確認及び対策支援 

(1) 関係機関と連携し、土壌病害発生ほ場の病

害確認及び発生ほ場の発生要因に向けたほ場

カルテを作成した。 

(2) 前年作成したほ場カルテを基に、本年度の

立ち枯れ性病害の発生状況及び対策効果につ

いて検証を実施した。 

３ 茎腐病に対する発生要因の解明及び防除対

策の検討 

(1) JAオリジナル品種を用いて、茎腐病に対

する薬剤茎葉散布防除試験の実施及び防除効

果について検討を行った。 

(2) 耐病性品種試験へ活動支援 
  
■成果 

(1) 土壌消毒応援隊実施３ほ場、個人実施２ほ

場の５ほ場で調査した結果、実施前の土壌水

分は 20～38％程度であることが確認できた。

また、11月に土壌消毒を実施したほ場の地温

は深さ 20 ㎝の位置で 20～25℃程度の温度が

確保されていることが確認できた。 

図１ 土壌消毒実施後の地温推移 

         安定生産に向けた切り花率向上 

重点推進方策Ⅳ    

河岸段丘など恵まれた環境を活かした園芸品目の生産振興 

切り花率の向上と担い手確保により日本一を目指すトルコギキョウ産地の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
食農教育の充実と多品目の農産物を最大限に活用した地消地産の実現 



 

重点活動２ 

 図２ 土壌消毒実施前の土壌水分状態 

 

(2) 土壌くん蒸消毒を実施したほ場では、多く

のほ場で土壌病害の発生が無く土壌消毒効果

の確認ができた。一部のほ場では、ハウスの

入り口、奥付近での発生が確認され、土壌消

毒機の旋回時に薬液が十分に注入されていな

ことも確認できた。 

 

 図３ 土壌消毒実施後の土壌病害の発生状況 

 

(3) 本年度 JAと連携して、立ち枯れ性病害の

発生ほ場の情報提供を受け、ほ場カルテを

10ほ場作成した。 

 

(4) JAオリジナル品種を用いて、茎腐病に対

する薬剤茎葉散布試験の結果、茎葉薬剤散布

による防除効果は無いこと確認できた。ま

た、病原菌を詳しく診断した結果、現地で茎

腐病と思われた病害は主に立枯病 Fusarium 

oxysporumであることが判明した。 

 

 

 

(5) 耐病性品種試験では、本年度 31品種を用

いて試験をした結果、４品種に耐病性品種と

して有望であることが確認できた。 

  

耐病性品種試験調査の様子 

耐病性品種試験の様子 

 

(6) JA専門部会員を対象に耐病性品種試験結果

について報告を行い、次年度の作付け計画へ

の情報提供を行った。 

 

■今後の課題と対応 

耐病性品種試験については、今後民間種苗会

社の品種についても現地試験を行う方向で JA

と検討したい。 

今後も土壌病害診断を継続的に行い、適正な

防除支援を行う計画である。 

 

 

 

（技術係 中村） 

 

 

 

 

 



 

重点活動２ 

 

 

 
 
■背景とねらい 

JA上伊那オリジナル品種の中で収穫率・秀品

率の低い品種がある。栽培管理や病害発生につ

いて調査を行い、収穫率・秀品率の低い要因を

解明する。また、長年同じほ場で栽培する中で、

立ち枯れ症状を示さない、土壌病害等の確認を

行い、生育に及ぼす影響や発生要因の究明を図

る。 
 

■本年度の取組 

１ 収穫率・秀品率の低い要因究明 

(1) JAオリジナル品種の中で、前年収穫率・秀

品率の低い品種に対し、栽培管理や病害発生

について調査し要因を解明する。 

(2) 収穫率・秀品率の低い品種を作りこなして

いる篤農家の栽培技術について調査し、今後

の収穫率・秀品率向上に向けて検討を行った。 

断面調査の様子 
 

２ 立ち枯れ症状を示さない土壌病害発生状況

の確認 

(1) 褐色根腐病、青カビ根腐病、根の褐変等の

症状が発生しているほ場の確認を行い、生育

に及ぼす影響や発生要因の究明を図った。 

立ち枯れ性症状を示さない様子 

 

 

 

 

根の褐変症状 

 

■成果 

・JA オリジナル品種出荷上位 30 品種の中で、

収穫率・秀品率の低い品種 10品種について、

栽培管理や病害発生について調査した結果。

草丈が短い、茎が細い、枝数が少ない、立ち

枯れ性病害の発生による株落ち等の要因によ

り、収穫率・秀品率が低いことがわかった。

特に立ち枯れ性病害による影響が大きいこと

が確認できた。 

・ 篤農家３戸のほ場を調査した結果、土壌分析

結果に基づく土づくりや点滴かん水によるか

ん水ムラを無くす取り組みを行い、定植直後

の生育向上に努めていることが確認できた。

また、土壌消毒の実施時期や薬量等を変えな

がら土壌病害対策を徹底していることが確認

できた。 

・生育不良のほ場について、根の状態を調査し

た結果、根の褐変と根量不足等が確認された。

また、土壌診断結果から、EC（電気伝導度）

の値や塩類濃度の値が高い傾向が見られた。 

 

■今後の課題と対応 

 収穫率・秀品率の低い品種について、土壌消

毒の徹底及び品種にあった栽培時期、施肥量等

を JAと連携を図り検討を行う。 

 

 

（技術係 中村） 

 

 

収穫率・秀品率の向上対策 



 

重点活動２ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

 トルコギキョウ産地の確立・発展のためには、

新規栽培者の確保は重要な課題であり、新規就

農者の掘り起こしや相談活動を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 新規栽培者の掘り起こし 

JA上伊那・市町村広報誌やチラシ配布等によ

り就農準備セミナーの参加者を募集した。また、

普及センターホームページや市町村の窓口に相

談用紙を置き、相談希望者の掘り起こしを行っ

た。 

 

２ 就農準備セミナーの開催 

JA 技術員やトルコギキョウ栽培農家と連携

し、就農準備セミナーを６月から 10 月まで計

５回の講座を開催した。 

 座学や現地での作業体験を通じ就農後のイメ

ージができるよう講座を行い、受講生の内１名

は、来年度から栽培を開始することとなった。 

 

表 就農準備セミナーの開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就農準備セミナーの開催状況 

 

２ 就農相談の実施 

(１)就農相談会への出展 

 

２ 就農相談会への出展 

市町村・JAと連携し、マイナビ就農 FEST（長

野県特集）の東京（５月 26日)と名古屋(９月 14

日)２会場へ出展し、相談者計 12名に対し、個

別の就農相談を行うとともに、上伊那地域のト

ルコギキョウについて PRを行った。 

 

 

マイナビ就農 FESTの様子 

 

３ 個別相談の実施 

 就農準備セミナーの受講生で来年度からトル

コギキョウ栽培を予定しているＡ氏に対し、個

別巡回により相談活動を行った。 

 また就農相談において、トルコギキョウでの

就農を希望する方について、市町村・JA及び栽

培農家と連携して相談活動を行った。実際に栽

培している農家からの話を聞くことによって、

相談者は就農のイメージがしやすくなり、計画

が具体化できるよう支援した。 

相談者の内、２名が来年度から里親研修を経

てトルコギキョウで就農を計画することとなっ

た。 

 

■今後の課題と対応 

 新たな新規栽培者の確保に向け、関係機関と

連携し就農相談体制の整備を行うと共に、就農

希望者が作業体験や適切な研修が行えるよう、

栽培農家とも連携して受け入れ体制を整備して

いく。 

    （担い手・経営係 片桐） 

 

新規栽培者の確保 

回数 実施日 場　所 内　容

第1回 ６月25日（火）
伊那合庁

201会議室
・上伊那地域の花きの現状について
・上伊那地域のトルコギキョウ栽培につい

第2回 ７月12日（金） 伊那市現地圃場
・トルコギキョウの上伊那地域の歴史・作
業内容について
・現地圃場の見学

第3回 ７月17日（水） 伊那市現地圃場
・トルコギキョウの農作業体験(下枝整理・
定植作業等)

第4回 ８月30日（金） 伊那市現地圃場
・トルコギキョウの農作業体験(収穫作業)
・新規就農者ほ場視察

第5回 10月24日（木） 伊那市現地圃場
・トルコギキョウの農作業体験(出荷調整・
圃場整理作業)



 

重点活動２ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

 JA上伊那のトルコギキョウ栽培は、主に６月

下旬から 11 月上旬に切り花が行われている。

特に夏場の８月、９月に切り花最盛期を迎える

が、10月中下旬以降切り花が激減する。その反

面切り花単価は高値となり、実需者ニーズが高

いことが伺える。実需者ニーズに応えるため、

長期安定生産を目指して、電照栽培試験と年２

回栽培の検討を行った。また、栽培ほ場での枝

や蕾の整理を早めに行うことで、品質改善や収

穫調整作業の効率化を目指した現地実証試験や

現地検討会を実施した。 

 

図１ 抑制作型の作期拡大 

 

■本年度の取組 

１ 電照栽培技術の確立 

(1) 電照栽培技術の導入による生育促進技術の

確立 

 ア 現地電照試験を季咲き作型と抑制作型で

実施した。試験の内容は白熱電球と LED（遠

赤色光）の二つの光源を使って育苗期と栽

培に電照試験を行い、生育や品質及ぼす影

響について調査を行った。 

イ 電照栽培技術について、生産者を含めた

現地検討会を開催し、電照効果について情

報を共有した。 

育苗時 電照試験の様子 

 

 

 

 

２ 仕立て作業の改善による、作業の効率化及

び品質改善 

(1) 仕立て方法の改善の検討 

 ア ７月～８月作型、10 月～11 月作型での

ほ場での効率的な仕立て方法による作業改

善及び品質向上を図る目的で実施した。 

 

■成果 

(1) 季咲き作型では育苗期の電照を発芽後の２

月 10 日から３月 25 日の間、夕方の 18 時か

ら開始し、翌朝の６時まで間電照を実施した。

定植後は切り花開始まで夕方 18 時から翌朝

の６時まで電照を実施した。その結果、電照

をしない区に比べ白熱電球試験区で５日～７

日程度の開花促進効果が確認できた。品質に

ついて電照区、無電照区を比較した結果、草

丈、枝数、蕾数については、差は確認できな

かった。 

(2) 抑制作型では、本年９月、10月の日照時間

も十分に確保され、電照による生育促進効果

が判然としない結果となった。また、両区と

もブラスチングの発生は無く、効果の判定が

判然としなかった。 

(3) ７月～８月の作型で、仕立て実証試験を６

月から実施し、仕立て方法による品質への影

響について調査した。結果頂花出蕾確認まで

枝を整理することで、花首は硬く締まること

が確認できた。また、収穫調整作業の軽減が

図られことも確認できた。しかし、JA出荷規

格の秀品規格には達しない結果となった。 

 定植後 電照試験の様子 

 

作型/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

無加温
7～10月
切り花

３月中旬から７月下旬までの間定植

通常切り花期間

電照による作期拡大

実需者ニーズに応える長期安定生産技術の確立 



 

重点活動２ 

(4) JA主催の仕立て講習会実施に合わせて、仕

立て試験について生産者を交えた検討会を実

施した。生産者からは仕立て方法について、質

問が多く出され仕立て方法の改善に関心が高

まった。 

 

■今後の課題と対応 

(1) 季咲き作型では、白熱電球により開花促進 

効果が確認できた結果、年２回転栽培に取り

組む生産者へ電照栽培技術の普及推進を図る

必要がある。 

(2) 仕立て方法の改善の取り組みについては、

JA出荷規格の秀品規格を目指して、再度現地

試験を行い、品質向上への推進を図りたい。 

 

 無電照区の蕾の様子 

 

 

 仕立てを実施していない姿 

 

 

 

 

 

 

 

   仕立て現地検討会の様子 

 

 

  白熱電球試験区の蕾の様子 

 

  仕立てを行った姿 

 

 

（技術係 中村） 

 


