
 
 
・新しく共同開発された小型キウイフルーツについては、定植後間もないため現在育成
中であり、生育促進のための十分な栽培管理が必要である。 
・「香粋」ではこれまでの溶液授粉技術を利用して授粉を行うと、着果過多となる事例
が多く、授粉時期、程度等について検討する必要がある。 

Tバートンネル等の導入による小型キウイフルーツの省力栽培技術の実証・普
及                                      ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県育成品種である「香粋」及び香川大学と共同開発した「香川UP-キ１号」等５系統について、Ｔバートンネル栽
培技術の県内への迅速な普及を図る。また、キウイフルーツの溶液受粉技術（農業新技術2009）の効果もあわせて
実証する。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 香粋等の小型のキウイフルーツに適用できる新しい仕立て法で、せん定、新梢管理の大幅
な省力化に有効な技術である。（平成２２年に香川県農業試験場府中果樹研究所が開発）  

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：0.3ha 
平成２４年度      ： １ha 
平成２８年度（目標年）： ３ha 

 

 

【実証ほ設置検討会１回（９月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農業試験場府中果樹研究所研究員を参
集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【現地検討会開催４回（９、２、３月）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置農家が出席し、 
２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（２月）】 
 福岡県において農業革新支援専門員、普及指導員による 
先進地視察を実施。 
【実証ほ設置（３普及指導センター：２ほ場）（１２、１月） 】 
【成績検討会（１回）（３月）】 
 実証ほ設置検討会出席者により、今年度の課題の整理と 
次年度に向けた改善方策を検討。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・「香粋」のＴバー・トンネル仕立ては、慣行の平棚仕立てに比べて、糖度がやや低くな
るものの、果実品質の差は小さく樹内の変動についても同等である。 
また、労働の集中するせん定と新梢管理作業の短縮に 
より作業時間が約50％減少することから、現地におけ 
る管理作業の省力仕立て法として有効と考えられた。 
・共同開発品種については現在育成中である。 
・晩霜対策として、Ｔバートンネルをダブルアーチ構造とし、 
ＰＯフィルムによる被覆を行い、温度の推移を調査中である。 

  

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 
・新しく共同開発された小型キウイフルーツについては、栽培事例が少なく、適地性や
栽培特性について検討を行う必要がある。 
・小型キウイフルーツにおけるＴバートンネル栽培技術の実証展示及び栽培上の問題
である晩霜害対策について検討する。 
・Ｔバー・トンネル施設の施設費（施工費込み）は、10a当たり約120万円であり、慣行
の平棚の約80万円に比べて高くなり、晩霜対策として、ダブルアーチ構造とした場合
には更にコストアップすることから、経営試算を十分に検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業改良普及セン
ター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質等調査 

【農業団体等】 
香川県農協 

実証等 
協力依
頼 

調査方法
等の助
言・指導 

協力関係・
情報共有 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成・
運営 
・各種検討会の開催 
・関係機関との調整 

【農業試験場府中果樹研究所】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題への対応
技術開発 
・現地実証に係る助言 

連携 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 

【農業生産流通課】 
各種検討会への参画 
生産振興方針への反映 

連携 

香川大学 

農学部 

連携 

技術・情報提供 

共同研究 
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・専用カラーチャートは非破壊で収穫期を判断する指標となりうるものの、年次や作型、
果実袋の種類によって変動するため、これらの条件により補正する必要があると思わ
れた。 
・若木では、花穂が発育不良となり品種本来の果房が生産できない事例が発生ており、
この対策についても検討する必要がある。 

専用カラーチャート等を利用したぶどう「シャインマスカット」の高品質生産技術
の実証・普及                                 ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
 (独)農研機構で開発された「シャインマスカット」（農業新技術2010）について、本県農業試験場府中果樹研究所で
開発した「シャインマスカット」専用の、①熟度や収穫期が判定できるカラーチャート、②生育状況把握が可能なセル
フチェックシート、③商品性の高い果房が生産可能な花穂管理方法の３つの技術体系により、品質の向上を図ると
ともに県内での栽培面積の拡大を図る。  

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 
 ぶどう「シャインマスカット」専用の、①熟度や収穫期が判定できるカラーチャート、②生育状
況把握が可能なセルフチェックシート、③商品性の高い果房が生産可能な花穂管理方法。
（平成２２、２３年に香川県農業試験場府中果樹研究所が開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０ha 
平成２４年度      ： １ha 
平成２８年度（目標年）：１２ha 

 

 

【実証ほ設置検討会１回（８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、香川県農業試験場府中果樹研究所研究
員を参集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（３普及指導センター：５ほ場）（８月） 】 
【現地検討会開催９回（８、９月）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置農業者が出席し、５箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（９月）】 
 島根県において農業革新支援専門員、普及指導員による先進地視察を実施。 
【成績検討会（２回）（１１、３月）】 
 実証ほ設置検討会出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・専用カラーチャート値は糖度との間に一定の相関が認め 
られた。 
・セルフチェックシートを用いることにより、適期に適正な管 
理作業が可能となり、栽培技術の向上が図られた。 
・大房（７００ｇ程度）区は小房（５５０ｇ程度）区に比べ、熟 
期が遅れ、糖度もやや低くなるものの、果粒肥大には差が 
無く、房型が良好で、果皮褐変障害が減少した。 
 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 
・今後は生産量が急増し、量販店での販売に対応した一房重500ｇ前後の房が求めら
れることが予想されることから、 省力的に５００ｇ程度（小房）の房が生産可能な栽培技
術についても検討する。 
・セルフチェックシートについては、作型によりやや予 
想日が変動する場合があり、更に検討を行う。 
・着果過多による樹勢低下樹の発生が散見されるため、 
着果制限を徹底するよう指導する。 
・若木については、植調剤の効果的な処理方法につい 
て検討を行う。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業試験場府中果樹研究所】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題への対応
技術開発 
・現地実証に係る助言 

【農業改良普及セター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質等調査 

【農業団体等】 
香川県農協 

実証等 
協力依頼 

調査方法
等の助
言・指導 

協力関係
情報共有 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成・運
営 
・各種検討会の開催 
・関係機関との調整 

連携 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 

【農業生産流通課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 

連携 
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・病害虫の発生は気象条件等に左右されるため、発生がなかった園地では、効果
の確認ができなかった。 
・24年度のように生育期間が低温で推移すると、天敵の活動が抑制され、最少登
録量の放飼では、十分な効果が得られない場合がある。 
・タイベックシートは、複数年使用で汚れると、効果が減少する可能性がある。 

・天敵定着までの無防除期間の病害や天敵が捕食しない害虫の発生が、一部の
実証ほ場でみられた。 

環境負荷を軽減した総合防除技術の確立と普及 

＝愛媛県＝ 

【事業の実施方針】  近年、農薬のみでは被害の抑制が困難な病害虫が問題となっているため、愛媛県では、
農業革新支援センターを中心とした県機関が農協等関係団体と連携し、天敵利用技術を用いた施設野菜にお
けるＩＰＭ技術の実証・展示を行い、深刻な難防除害虫に対する有効な天敵利用技術を確立し、県域全体への
普及・定着を推進する。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
天敵の適期放飼と、防虫ネットや粘着シートの設置、天敵に影響の少ない化学農薬の散
布などを組み合わせ、総合的に防除することにより、近年問題化している害虫やそれら
が媒介する病害の発生を抑制する。（九州沖縄農業研究センター等が2011年開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）： １５．４ha 
平成２４年度      ： １７．２ha 
平成２８年度（目標年）： １８．６ha 

【実証ほ設置検討会１回（８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農林水産研究所を参集し、実証ほ設
置方法、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（５普及拠点：９ほ場）（８～１１月） 】 
【現地検討会開催１回（１１月）】 
 実証ほ設置検討会出席者と実証ほ設置農家が 
出席し、３か所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察６回（１１～３月）】 
 佐賀、福岡、高知、徳島、香川、東京で普及指導員 
による先進地視察を実施。 
【成績検討会（１回）（２月）】 
 実証ほ設置検討会出席者により、今年度の課題の 
整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

・東予地域の抑制きゅうりでは、黄化えそ病 
の減少により反収が増加し、総合防除区で 
収益性が向上した。 
・中予地域のいちごでは、タイベックシートの 
設置により、アザミウマ類の侵入抑制効果が 
認められた。 
・現地実証農家は、継続して総合防除に取り 
組む意向であり、地域の農家も実証状況に 
高い興味を持っている。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
・さまざまな気象条件下での総合防除の効果を確認するため、継続して実証を実
施する。 

・天敵の登録放飼量には幅があるため、できるだけ効果が高く、経費の安い放飼
量を検討する。 

・本年度設置したタイベックシートを、来年度以降も継続使用し、効果の低下状況
を確認する。 

・天敵放飼前の病害虫防除を徹底するとともに、本年度の病害虫の発生状況をふ
まえて防除計画をたてることにより、効果的に病害虫の発生を抑制する。 

・生産者の本技術への興味をさらに高めるため、講習会等で積極的に実証状況等
を説明するなど、技術のPRに努める。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・各種検討会の開催 
・関係組織との調整 

【５普及拠点】 
・実証ほの運営管理 
・天敵・病害虫発生消長調査 
・収量等調査 

【愛媛県農林水産研究所】 
・各種検討会への参画 
・現地試験への助言 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

実証データ提供 

栽培管理指導 
実証データ調査 

技術協力 

実証協力 
技術協力 

【九州沖縄農研センター、全農えひめなど】
実証技術に係る助言 
 

実証に関する助言など 
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・１１～１２月の多雨による播種遅延と１～２月の低温で、小麦の初期生育が抑制。 

・緩効性肥料は、施肥後の気温や降水量により窒素溶出量が変動するため、窒素溶
出シミュレーションを活用する必要。 
・子実のタンパク質含有率や収量は年次変動が大きく、ほ場の肥沃度の影響も大きい
ことから、葉色診断等の品質､収量の安定化技術が必要。 

・タンパク質含有率や収量向上には、ほ場の排水性向上や雑草の抑制も重要。基本
技術の励行を図る。 
 

パンや中華めん用硬質小麦生産拡大のための新技術導入支援 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 パンや中華めん用の硬質小麦は需要が高く増産が望まれているが、子実のタンパク質含有率が低く収量が尐な
い。そこで、穂揃期追肥や緩効性肥料、尿素葉面散布等の施肥技術を確立し、収量､品質向上と生産面積の拡大を
図る。 

 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
  
 パン用小麦「ミナミノカオリ」（2004年九州沖縄農業研究センター）、ラーメン用小麦「ラー麦」
（ちくしＷ２号）（2010年福岡県農業総合試験場）、緩効性肥料施肥技術に加え、穂揃期に窒
素5kg施肥技術、尿素による葉面施肥技術（201２年同試験場）。 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 導入面積487ha、タンパク11.3％ 
平成２４年度      ：   〃  2,421ha、 〃  未収穫 
平成２８年度（目標年）：   〃  3,900ha  〃  12.0％ 

 
 
【事業検討会１回（９月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、農業総合試験場、水田農業振興課、ＪＡ全農
ふくれん、肥料メーカー（ジェイカムアグリ）を参集。事業計画と実証ほの設計等を検討。 
【実証ほ設置（７普及指導センター：７ほ場）（１１～１２月）】 
【現地検討会２回（３月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 
【栽培技術農業者等研修会（１０月）】 
 県下全体の生産者研修会において、硬質小麦の硬質小麦の栽培技術を説明。 
【先進地調査１回（８月）】 
 革新支援専門員が中心となり、硬質小麦の先進地の北海道を調査。 
  
 
 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・「ミナミノカオリ」４か所、「ラー麦」３か所の実証ほを設置。 
・実証内容は、穂揃期追肥（硫安、尿素葉面散布）、緩効性肥料を用いた追肥技術。 
・緩効性肥料は１～２月に追肥を実施。穂揃期追肥は４月に実施予定。 
・６月に収穫し､収量､品質を調査。成績検討会を開催して、施肥効果や普及性を検討。 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 

・小麦収穫後に収量､品質調査を行い、農業総合試験場と肥料メーカーの成績と併せ
て検討。技術導入効果と普及性を検討。 
・次年度の実証内容は、農業総合試験場の試験内容と共通化。調査や分析も共同で
実施。 
・硬質小麦の生産実態調査を実施。現地における課題を把握して、地域に適した技術
確立に取り組む。 

・生産者団体（JA全農ふくれん）との連携を強化。麦部会や生産者研修会等で硬質小
麦の栽培技術を迅速に伝達。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・検討会の開催 
・関係組織との調整 

【７普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・生育、収量、品質調査 

【福岡県農業総合試験場】 
【ＪＡ全農ふくれん】 
【肥料メーカー】 
・各種検討会への参画 
・品質分析、課題への対応 
 

【各ＪＡ硬質小麦生産者】 
 ・実証ほ栽培管理 
   ・記帳 【国研究独法】 

・品種特性に係る助言 

現地実証に係る助言 

新たな課題化提案 

品種特性に係る助言 

調査項目
等の助言 

栽培管理指導 
実証ほ調査 

データ提供 
【県水田農業振興課】 
・各種検討会への参画 
・振興方針への反映 
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・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期予察については、積算温度シミュレーション
を活用するため、地域ごとの発生ピーク把握と正確な気温温度情報が必要である。 
・樹幹塗布は、ラップ処理により防除効果が上昇するが、薬剤成分も上昇するため、適
切な処理薬液量の検討が必要。 
・ 「朝倉系」は、｢早秋｣に適した受粉樹として、穂木を確保し、普及を図る。 
・ ２０１２年度は、「早秋」の出荷初期に軟果が問題となった。早期着色果で特に日持
ち性が悪い傾向が見られた。 
 

カキ早生品種「早秋」の生産安定技術 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 カキの早生品種「早秋」は、福岡県において、「西村早生」や「伊豆」の単価低迷に伴い、更新品種として推進して
いるが、出荷量が不安定であるため、品種更新が停滞している 。 結実安定、病害虫対策技術を確立し、収量安定、
および生産量と生産面積の拡大を図る。  

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
  
 フジコナカイガラムシ対策として、合成性フェロモンを活用した予察技術（2009年福岡県農業
総合試験場）、およびジノテフラン剤樹幹塗付処理技術（2010年同試験場）を活用した、防除
対策の確立。国で開発された「早秋」の結実安定のため、適した受粉樹を選定。 

【成果目標及び達成状況】（H２４．７月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 出荷量117ｔ、面積割合19％ 
平成２４年度      ：  〃  271ｔ、  〃  19％ 
平成２７年度（目標年）：  〃  504ｔ、  〃  49％ 

 
 
【事業検討会２回（８、２月）、実証ほ成績検討会１回（１１月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、園芸振興課、農業総合試験場、ＪＡ全農ふくれ
んを参集。実証ほの設計・成績検討、事業全体の活動計画と実績、次年度計画への反映事
項、などを検討。 
【実証ほ設置（２普及指導センター：4ほ場）（7月）】 
【現地検討会１回（９月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 
【モデル農家育成チーム会議２回（１、３月）および市場調査１回（２月）】 

 事業検討会出席者にＪＡ担当者、部会代表者を加えて、品種毎の振興方針を検討し、部会
へ提案。市場における品種別評価を反映。 
【先進地調査３回（１０、２月）】 

 革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、岐阜県、鳥取県、果樹研究所において普及
指導員による調査を実施。国研究独法が主催する研究会に出席。 
  

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期 
予察はおおむね可能と判断。 
・樹幹塗布は、ラップ被覆することで防除 
効果が向上。植物体内の薬剤成分の上昇 
が、防除効果を裏付けた。 
・｢早秋｣に適した受粉樹は、結実率が高く、 
開花期が適する｢朝倉系｣を選定。 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 

・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期予察については、県内各産地の正確な温度
情報が必要なため、今年度よりも実証ほ設置普及センターを拡大し、より正確な予察
情報の発信を試みる。 
・樹幹塗布は、農薬メーカーと連携し、ラップ処理に適した薬液量を確認する。 
・せん定した受粉樹については、混植率を高めるため高接ぎした受粉樹の着花、生育
状況を把握する。  
・成熟期の着色と日持ち性の関係について現地調査し、流通段階における軟果の発
生防止に取り組む。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・検討会の開催 
・関係組織との調整 

【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・結実率、病害虫被害程度、 
品質調査 

【福岡県農業総合試験場】 
【農薬メーカー】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題への対
応 
 

【ＪＡ全農ふくれん】 
【ＪＡ筑前あさくらカキ部会】  
【ＪＡにじカキ部会】 
 ・実証ほ栽培管理、・記帳 

【国研究独法】 
・品種特性に係る助言 

現地実証に係る助言 

新たな課題化提案 

品種特性に係る助言 

調査項目
等の助言 

栽培管理指導 
実証ほ調査 

データ提供 
【県園芸振興課】 
・各種検討会への参画 
・振興方針への反映 

樹幹塗布方法とﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ被害度
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・カーネーション、ストック（ＥＯＤーＬｉｇｈｔｉｎｇ）では、処理開始・終了時期の検証が必要。 
・アジサイ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、品質の劣化を他の技術で解消できるかが課題。 
・オリエンタルユリ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、コスト削減率を高めるため、EOD処理期間
の延長が課題 
・ガーベラ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、変夜温管理の適正温度・時間帯の検討が必要 

・日中の蓄熱や日照量により効果の差がでる可能性があるため、効果の年次変動を
検証する必要がある。 

ＥＯＤ反応を活用した花き類の省エネルギー型効率的生産技術の普及 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
近年、暖房用燃油の高騰により、経営コスト上昇や低温管理による生育期間の長期化などによる効率性の低下で、
農家経営が悪化しているため、（独）農研機構花き研究所において開発されたＥＯＤ反応を利用した生育調整技術
の現地実証を行い、県内で生産されている品目で技術の導入効果を検討する。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
日没の時間帯(end of day: EOD)から数時間の温度、光環境に着目した変夜温管理あるい
は遠赤色光照射(EOD-FR)処理により、切り花品質の確保と使用燃料の削減および栽培期
間の短縮が可能になる。（農研機構 花き研究所が２０１０年に成果発表） 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：    ０ 戸 
平成２４年度      ：    ０ 戸（実証ほのみ） 
平成２８年度（目標年）：  １４０ 戸 

【花き低コスト新技術研修会 1回（８月）】 

（農）花き研究所、島根県の研究員を招いてＥＯＤ反応の技術研修会を実施。普及指導員、農
業総合試験場、関係機関を参集。 
【実証ほ設計検討会 1回（9月）】 
革新支援専門員が普及指導員、農総試研究員を参集し、実証内容、調査項目等を検討。 
【実証ほの設置（8普及センター11カ所）9月～3月】 
【現地検討会の開催 11カ所（2月）】 
革新支援専門員、普及指導員、農総試研究員、 
実証農家が出席し、各実証ほで現地検討。 
【先進地調査 （１２～3月）】 
埻玉県、千葉県、長崎県において革新支援専門員、普及 
指導員、農総試研究員が先進地調査を実施。 
【成績検討会 1回（3月）】 
今年度の実証ほの成績を検討し課題を整理。次年度への取り組みを検討。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇでは、白熱球を 
照射し、カーネーション（晩生種）で 
は効果があった。 
・ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇでは、重油削減 

効果は５～２０％（試算）。 
アジサイ、オリエンタルユリ等で品 
質がやや劣化し、スプレーギクでは 
反応に品種間差がでた。 
・ガーベラは、収量に差はないが、 
早朝暖房に比べてコストは削減。 
・灰色かび病などの病害の発生は 
問題にならなかった。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 
 
 

・各技術における実証内容 
  〔ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇ〕 カーネーションの照射開始時期による開花促進効果の検証 
               ストックの開花促進効果と照射終了時期の検証 
  〔ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇ〕 オリエンタルユリの生育ステージ別の技術活用方法の検討 
               アジサイの変温管理における品質劣化対策の検討 
               ガーベラの変夜温管理の適正温度の検討       等 
・平成２５年度は実証ほを８カ所設置し、技術の導入効果を実証する。 
・ＥＯＤ技術導入の経営的な評価を行い、技術普及のための資料とする。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

革新支援専門員 
•事業実施計画の作成運営 
•各種検討会の開催 
•各関係機関との調整 

普及指導センター 
・実証ほの設置・運営管理 
・生育調査 
・温湿度、光量等調査 

農業総合試験場（花き部） 
・各種検討会への参画 
 （助言、提案、資料提供） 

実証ほ設置農家 
・実証ほの栽培管理 
・管理記帳・調査補助等 

現地実証に 
かかる助言 

実証データ提供 

実証データ調査 
技術研修 

実証技術にかかる助言 

（農）花き研究所 

試験内容 品目 EOD処理の効果 

ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇ トルコギキョウ 

キンギョソウ 

効果不明 

スプレーギク 

ストック 

開花促進効果はわ
ずか 

カーネーション 開花促進効果あり 

ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇ アジサイ 

オリエンタルユリ 

コスト低減効果あり。
品質は劣化 

スプレーギク コスト低減効果は
あるが、品種間差
が大きい 

ガーベラ コスト低減効果有り 
助言・指導 
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