特集

| JUNE 2021 |

01

品 種 開 発 か ら 輸 送 まで

花が私たちのもとに
届くまでの物語
特別な日の贈り物はもちろん、日常を華やかに、

また心地よい空間にしてくれる存在である「花」。
しかし、私たちのもとに届くまでの道のりについて

は、知らないことが多いのではないでしょうか。そ

こで今回は新品種の開発から消費者のもとへ届く
までを５つのステップに分け、すごろく形式のイラ
ストとともに紹介します。

花が 私たちのもとへ届くまで
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新品種の開発

花の多くは品種改良されたものです。品種開発の目的は大きく分けて２つ。１つは色や形、香りなどの改良によって鑑賞価値を高めて消費者を
魅了するため。もう１つは病気に強く、育てやすい品種をつくるためです。花への関心が高く嗜好性が多様な日本では、海外に比べて多くの品

種が取り扱われています。品種開発には、性質の異なる品種同士をかけあわせる方法や、突然変異を利用する方法、染色体の数を増やす方法
などが使われています。品種開発の選抜の効率を高めるためにDNAマーカーの利用も行われています。

世界 初の “枯れん” カーネーション「花恋ルージュ」
か れ ん

品種改良によって誕生した、病気に負けない真っ赤なスタンダードタイプのカーネーション「花恋ルージ
ュ」をご紹介します。カーネーションの栽培では、高温が続く夏に立ち枯れ症状を引き起こす「萎凋細

菌病」が深刻な被害をもたらしており、抵抗性を持つ品種の開発が望まれてきました。そこで着目したの

が、カーネーションの仲間であるダイアンサス属野生種が持つ強い抵抗性です。この野生種とカーネー
ションの交配を繰り返すことで抵抗性を15年以上かけて導入し、
「萎凋細菌病」に強い品種の育成に世

界で初めて成功しました。抵抗性の確認にはDNAマーカーが利用されました。さらにこの抵抗性を導入
することで、スプレータイプの「ももかれん」と「ひめかれん」も育成されました。
写真提供：農業・食品産業技術総合研究機構

※スタンダードタイプ：１本の茎に１つの花を咲かせるタイプ

スプレータイプ：1本の茎から枝分かれして複数の花を咲かせるタイプ

苗の生産

品種開発によって新しい品種ができても、これを流通させるためには、大量の苗をつくることが必

要です。苗を生産するための方法は、植物によって異なります。イメージしやすい種をまく方法

（種子繁殖）のほかに、植物体の一部から同じ植物体を再生させる方法（栄養繁殖）があります。
今回は、栄養繁殖の中で、さし芽（さし木）、組織培養という方法について、イラストも活用してご
紹介します。

さし芽（さし木）では、栄養成長をしている芽（枝）を切り取り、土にさして根を出

カーネーションを例にとってその過程をみると、まずは健康な株を選定し、雑

いた茎を5、６cm程度摘み取り、土に植えると、10日前後で根が出始めます。

出したら、必要な栄養分が入った無菌の試験管のなかで培養します。

させ、苗をつくります。さし芽で増やしやすい花の代表がキクで、葉が３枚程度つ

菌やカビが入らないように殺菌。細胞分裂が活発な茎の先端部の成長点を摘

組織培養のステップ

さし木のステップ

1

茎を切る

3

2

倒れないように
植える

５～６㎝の長さで
展開葉を３枚程度残す

1

3
4

発根する

さし芽（さし木）では繁殖が難しい品種を増やす方法として組織培養が使わ
れています。組織培養とは、植物体から取り出した一部の組織を培養容器に

入れて、制御された環境の下で無菌的に繁殖させる方法です。多くの個体を
早く増殖させる目的や、ウイルスに感染していない個体を得る目的でも利用
されます。主にラン類やカーネーションなどの増殖に利用されています。

成長点を
切りとる

側芽

4

2

側芽をむいて
成長点を出す

無菌の寒天培地
で育てる

5

監修

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
野菜花き研究部門

野菜及び花きに関する育種や栽培技術についての
研究開発等を行っています。
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発根し、無菌の
苗ができる

花の栽培

品種開発と同様、花を栽培する方法も常に進化しています。
昨今広がりが期待されているのがロボット技術やICT（情報

通信技術）といった最先端技術を活用し、省力化・精密化や

スマート農業で進化する小ギクの生産

（秋田県

園芸メガ共同利用組合）

同プロジェクトの初年度の実証課題の

品質向上を目指した「スマート農業」。野菜に比べ、市場規模

ひとつとして選ばれたのが秋田県の園芸

が小さいため 遅 れをとっていた花のスマート農 業 ですが、

メガ共同利用組合が手がける小ギクの

2019年から農林水産省が実施している「スマート農業実証プ

生産です。これまで生じていた課題とし

ロジェクト」により、花でもその動きが加速しています。

課題

1

屋外で栽培をするため気象条件に開花時期
が大きく左右され、盆や彼岸のよく売れる時
期に安定した出荷ができない点。

て、大きくは以下の2つがありました。

課題

2

需要期に合わせた作付により作業が集中し
てしまい、規模の拡大に限界がある点。

これらを解決するために、

機械による栽培の効率化と、電照技術による開花調節などの取り組みが行われています。

半自動乗用移植機

夜 間 にLEDを 照 らし

様子。

します。電 灯の点 灯

による苗の定植の

て、開 花 時 期を調 節
状 態は、圃 場から離

れた場所でもスマー
トフォンなど で確 認

できるようになってお
り、トラブルがあった
場 合にはメールで状
況が通知されます。
収穫機による一斉

切り花 調 整ロボット

収穫の様子。電照

による調整の様子。

技術により開花時

期をそろえたこと

で、一斉に収穫す

ることができるよ
うになりました。

こうした技術を導入することで・・・・

成果

1

電灯を照らして開花時期を揃え、従来の6割

から7割程度だった出荷率が９割を超えるま
でに向上しました。

成果

2

半自動乗用移植機や収穫機、切り花調整ロ
ボットといった機械の導入により、労働時間
が約3割短縮しました。

はじまったばかりの花におけるスマート農業ですが、業界全体へのさらなる広がりが期待されます。
取材協力：秋田県農業試験場 野菜花き部
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花の輸送

収穫された花は水を吸わせた後、地域で決められた規格に選別され、市場まで輸送されます。そこで大切なのが、花を長

持ちさせるために行う、品質保持剤を使った事前処理や適切な温度管理。花持ちは、温度×時間で決まると言われていま
す。気温の高い期間が長くなっている近年では、いかに温度を低く下げて運ぶかが長持ちさせるポイント。常温のトラック

から保冷車へシフトし、温度管理のさらなる徹底が重要です。花の輸送方法には、大きく分けて乾式と湿式の2種類があり
ます。これらの輸送方法について、詳しく見てみましょう。

乾式輸送って？

湿式輸送って？

輸送中の切り花に吸水させる手立てをとらず、通常の

花の切り口を水などの溶液に浸して、吸水できる状態

運ぶ輸送方法。輸送コストが安く、取り扱いしやすい

入れるバケットによる方法と、下部に水を入れた容器

で輸送する方法。水を入れたバケツに切り花を立てて

商品と同じように段ボールケースに切り花を箱詰めして

を収め、横に倒しても水がこぼれない工夫がされた水

反面、小売店で再度水を吸わせるまで切り口が乾いた

入りの縦箱を使用した方法があります。輸送コストが

状態なので、品目によっては鮮度が落ちる場合もあり

高く、取り扱いがしづらい反面、鮮度を高く保てるメリ

ます。乾式と湿式のどちらでも品質面に差が出にくい

ットがあります。湿式が適している品目として、バラ、

キクやガーベラなどは乾式が主流です。

トルコギキョウなどがあります。

乾式輸送によるキクの輸送の様子。

湿式輸送によるバラの輸送の様子。

消費者のもとへ

野菜や果物と比べて少量多品種がつくられている花は、それを集約する役割を担う市場での取引がほとんどで、約8割の花

が市場を経由しています。市場や仲卸から仕入れた花が専門の小売店に渡ってからは、十分な吸水や低温ショーケースの

利用といった小売店による鮮度保持の対策が重要です。また、“すぐに枯れてしまうからあまり花を買わない” といった取り

扱いに慣れていない購買層にむけた情報提供・啓発も重要なポイント。花を長持ちさせる方法を簡単に紹介したリーフレッ
トを配るなど、購入を促進する活動にも取り組んでいます。

監修

日本花き振興協議会

日本の花き産業、花き文化の団体で構成され、日本の高い花の品質や、
花文化を発信することで、日本の花需要の拡大を進める。
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各 地 の 自 信 作 が 大 集 合！

花のオリジナル
ブランドカタログ
目的やシーンによって品種や色を選ぶなど、嗜好が多

様化してきた花。そうしたニーズに応える戦略として注

目されているのが、各地の特色を生かしたオリジナルブ
ランドの開発です。今回は全国に増えつつあるオリジ

ナルブランドの中から、見た目の美しさに加えて、様々

な付加価値を有する10種を紹介。それぞれの特徴を通
してオリジナルブランドならではの魅力に迫ります。

オリジナルブランドフラワー MAP
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多様化するニーズに応じた差別化を！
各地のオリジナル品種の開発

多様化するニーズへの対応が求められる今、キーワードとなるのが “差別化” です。新たな付加価値を生み出すために各
地で行われているのが、その地域の特色を生かしたオリジナル品種の開発。ブランド化することで、数多く流通する花の
中から選ばれる個性的な品種を目指しています。

各地のオリジナルブランド10

1

岩手県

八重咲きりんどう

ボリューム感と
花持ちの良さが
魅力

福島県

2

キビタンイエロー

大きなロート型に
映える
鮮やかな黄色

全 国シェアの 約6割を

会 津 地 方 が 主な産 地

花 であるりんどう。切

は、大半が海外品種で

占め、岩手県の主要な

であるカラーの栽培に

り花は盆や彼岸向けの

あり、輸入球根が高価

仏花として、鉢花は敬

で、球根の再利用が制

老の日のギフトとして

限されているという問

定 着しています が、さ

題 がありました。その

らなる需要拡大のため

経 済 的 な 改 善と産 地

に育成されたのが「八

拡大に向けたバリエー

重咲きりんどう」です。

ションの増加を目指し

多様化が進んでいた花

て育成されたのが「キ

色の一方で改良が遅れ

ていたのが 花型。そこ

ビタンイエロー」です。
2004年 に カラー の 新

で着目したのがバラやカーネーションなどの八重咲き性（花びらが重なって咲くこ

品種開発が始まり、これまでに得られた約5000個体の中から形質が特に優れる

を進めることに成功。つぼみが多く、花持ちが良好で、ボリュームのある高品質な

ター “キビタン” の色にちなんで命名。ロート型に大きく開き、外観品質が特に優

と）です。幼苗期の葉から八重咲きの株を判別できる技術を活用し、効率的に育成
鉢花用品種「いわてDfG PB-1号」が完成しました。市場には、2022年秋頃から本
格的に出回る見通しです。

＜監修＞岩手県農業センター園芸技術研究部花き研究室

3

新潟県

新紅
しんく

１個体を選抜。花色が鮮やかな黄色であることから福島県のマスコットキャラク
れているため、婚礼や贈答用などに向いています。市場には、2023年頃から本格
的に出回る見通しです。

＜監修＞福島県農林水産部農業振興課

27年の開発期間を経て
誕生した
赤いチューリップ

東京都

4

みず穂の香

ウッディフローラルな
香りの
新タイプのシクラメン

チューリップの切り花の

花の大型化や花色の多

潟県。中でも赤色の品

を進める過程で、元々

様化といった品種改良

生産量日本一を誇る新

持っていた香りを失っ

種として人気があり出

てしまった東京都の主

荷量が多いのが、一重

要鉢花であるシクラメ

咲き
（花弁が６枚）
の「イ

ン。芳香性と観賞性に

ルデフランス」です。し

優れた新しいタイプの

かし、同品種は長年の

シクラメンを目指し、

栽培により、近年は球

根の品質劣化が問題と

香 りの良 い 原 種 と 交
配。2011年までに３品

なっていました。

種が 誕 生しました。３

そこで、新潟県の気候

風土に合う新品種とし

品種の中でも最も多く

て2017年に誕生したのが「新紅」
。開発のスタートは1990年まで遡り「イルデフラ

生産されている「はる香ミディ」は、さわやかなウッディフローラルの香りで、花

した個体から選抜。特性調査をしながら球根を増殖し、さらに20年の歳月を経て

る瑞穂町の認定商品としてリバイバルされ、
「みず穂の香」のブランド名で販売さ

ンス」を種子親に、一重咲き品種「マルタ」を花粉親にして、７年越しに初めて開花
「新紅」が誕生しました。楕円形の花型と明るい赤色が特徴で、花丈は40cm程度

と比較的大型です。名前の由来は新潟県を代表する品種という思いを込めた「新」
と印象的な深い「紅」からです。現在は、県内生産者の下で増殖中で、2023年頃の
一般販売を目指しています。

弁の縁のレースのようなフリンジが特徴的。現在、
「はる香ミディ」は生産地であ
れています。

＜監修＞東京都農林水産振興財団農林総合研究センター 研究企画室
瑞穂町 都市整備部産業課

＜監修＞新潟県農林水産部 農産園芸課
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5

静岡県

風恋香

世界初！
ラベンダーの香りの
マーガレット

6

マーガレットとは異なる植

和歌山県

紀州ファイン
ライラック

低い温度でもよく育つ
明るい紫色の
スターチス

和歌山県のスターチス栽培
は、2005年頃からの重油価

物 種との 交 配 を 進 める中

格の高騰を契機とした冬期

で、多様な色合いを持つハ

の加 温コスト削 減により、

ナワギクとサンデーリップ

需要期（3月頃まで）の切り

ルというマーガレットの交

花出荷本数の減少が問題と

配によって誕生した「風 恋

なっていました。そこで、夜

香」。最 大の特 徴は 既存の

間 のハウス内 の 温 度 管 理

マーガレット品種にはない

を、通常12度のところ、2度

ラベンダーの香り成分を含

または無加温で栽培する低

むことです。その優れた香
レ クション2009-2010」に

写真提供：伊豆農業研究センター

てフレグランス特別賞を受

賞。名前の由来はさわやかな香りが風に乗って広がるイメージや、開花始めのほ

のかなピンク色から開花が進んで白色へと花色が移り変わる様から。香り以外に

も、丈夫で育てやすく、一般のマーガレットに比べて開花期が長く、花も大きいと
いった魅力を持つ品種です。

＜監修＞静岡県農林技術研究所 伊豆農業研究センター

7

島根県

茜雲

夜温栽培に適した品種の育

りで「ジャパンフラワーセ

夕日に染まる雲を
想わせる
優しい色のアジサイ

成を目標に開発されたのが

「紀州ファインライラック」と「紀州ファインオーシャン」の2品種です。

このうち、
「紀州ファインライラック」は、名前からもわかるように色合いは赤味の
ある明るい紫で、ひとつの花房（小さな花の集まり）の形が丸みをおびており、小
さくかわいらしいフォルムが印象的。

また、1本あたりの花房の数が多いことや、既存品種に比べて1株あたり1.4倍から
1.8倍の切り花が得られることなども特徴です。

＜監修＞和歌山県 農業試験場暖地園芸センター

8

高知県

サザンウィンド

「アジサイプロジェクト」を

グロリオサ生産量70％以上

立ち上げ、新品種の開発か

のシェアを占める高知市三

ら販売まで一体となった取

里地 区。切り花として少し

り組みを行っている島根県。

使用しづらかった従来の品

国内最大規模の新品種コン

種から改善すべく開発され

テストでグランプリを獲得す

た「サザンウィンド」は、南

るなど、高い評価を受けて

風（まぜ）という高 知 県 特

います。オリジナル品種は

有の風にちなんで命名され

いずれも室内でも育てやす

ました。花全 体が大きくボ

く、個性豊かで美しい花が

リュームがあり、茎が堅い

特 徴。
「茜 雲」は、2020年4
月に出荷が始まった新しい

大輪で
ボリュームのある
グロリオサ

のが特徴で、つぼみが多く
あるので長く花を楽しむこ

品種です。栽培過程で労力のかかる支柱立てが不要という利点がありながら、小さ

とができます。その品質の高さは10年に１度の花のオリンピック『フロリアード

で、次第に濃くなるという花色の変化を楽しむことができ、名前の由来でもある夕日

ラワー・トレードショー 2002』で３位に輝くなど、世界的にも認められています。

な花を多数つけたコンパクトな草姿がかわいらしいと人気。咲き始めは淡いピンク
に染まる雲を想わせるような優しい色合いが魅力です。
＜監修＞島根県 産地支援課

9

宮崎県

オリジナル
スイートピー

多彩で
特徴のある花色が
国内外で人気

2002』でゴールドクラスを受賞し、花の品評会の最高峰『インターナショナル・フ
＜監修＞高知市 三里園芸部

10

沖縄県

太陽のマライカ

温暖多照な気象条件を生か

全 国でも有 数の 菊産 地 で

し、スイートピー出荷 量 全

ある沖縄。葬儀での需要の

国一位を誇る宮崎県。この

拡大により開発された白の

地の気候風土に合い、特徴

スプレー 菊（1本 の 茎 から

的な花色を有した品種とし

枝分かれしてたくさんの花

て育成されたのが「みやざ

をつける洋菊）
「太陽のマラ

きオリジナルスイートピー」

イカ」です。マライカはイン

です。

ドネシア 語で「天 使」を意

県内に伝わる神話や伝説に

味し、天国へ送る思いが込

ちなんで命名された「美々」

められています。一番の特

や「式部」など、これまでに

21品種が発表されており、

バランスの取れた
草姿を持つ
純白の菊

徴は花の純白さ。また、純

白の花色と緑色の中心部の

近年では巻きひげがなく栽培管理の省力化につながる品種や、輸出をはじめと

コントラストや葉の照り、日持ちが良いのも魅力です。特別な栽培管理を行わな

います。

き品評会にて金賞を受賞。

した長距離輸送に対応可能な、従来よりも日持ち性に優れる品種も発表されて
＜監修＞宮崎県 農政水産部農業流通ブランド課

くても、根や樹が強く、栽培しやすいという利点も。2015年、2017年の沖縄県花
＜監修＞沖縄県花卉園芸農業協同組合
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世 界 へ 羽 ば たけ！ ジャパ ンブランド

花の輸出 最前線
花のさらなる需要拡大に向けて、期待されているの

が海外への輸出。輸送コストを中心とした課題を
抱えながらも、日本の花は世界で高い評価を受け

ています。今回は、国外に輸出されている代表的な
品目や輸送技術の紹介、画期的なアイデアで花の
輸出実績を伸ばしている事例の紹介を通して、花の
輸出の最前線に迫ります。

花の輸出の現状と課題
品 種 が 多 様 で 品 質 が 高 い日 本 の 花

は、海 外でも屈指の高い評 価を得て
います。しかし、輸出額は伸び悩んで
いるのが 現状です。その一番の課 題
はコスト。他国に比べて生産コストが

高い日本 では、関 税や輸 送コストを
加えると、価格競争においては難しい

状況にあります。また、長距離輸送に

おける鮮度や品質維持も課題の１つ。
今後は、海外で勝負できる日本ならで

はの品目を戦 略 的に売り込むととも

に、輸 出 相 手 国や地 域のニーズに応

じた品種の栽培や輸送技術向上の取
り組みが必要です。

切り花の輸出額

切り花の輸出額（国・地域別）
その他 1.4 億

（億円）

10.0

8.6

8.0

8.8

7.2

6.0
4.0

8.9

8.1
台湾 0.5 億

5.1

香港 0.5 億

3.4

韓国 0.9 億

2.0
0.0

H26

H27

H28

資料：財務省「貿易統計」

H29

H30

R元

R2

R 2年
輸出額
8.1億円
米国 1.7 億

資料：財務省「貿易統計」
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中国
3.2 億

世界で活躍する日本の花

品質の高さが世界でも評価される日本の花。そうした需要をふまえ、海外へと市場を拡大すべく、さまざまな品目で輸出

に向けた取り組みが行われています。ここでは、各地域が力を入れて開発しているオリジナルブランドから世界的コンテス
トで１位になった名花まで、世界へ羽ばたく注目の５品目をご紹介します。

2

1

世界一に輝いた

さらなる色展開に期待！

2012年にオランダで開催された国際園芸博覧会「フロリアード」の球根花部門コン

海外での評価をみる試みとして2008年に台湾へ、2016年に上海へ輸出経験のあ

られることとなり、北米やアジア、ロシアへの輸出を開始しました。しっかりとした花

品質を保つ工夫もしています。現在では、赤系の品種が主流ですが、海外のニー

グロリオサ

ラナンキュラス

る高知県・三里産の「グロリオサ」。日本産は、輸出用に給水剤を増量するなど、

テストにおいて、見事世界一に輝いた長野県のラナンキュラス。世界にその品質が知

ズに応じたカラーバリエーションを増やすことで、さらなる輸出市場の拡大を目指

弁で、開花が長期のものを厳選。低温でじっくり育て、病虫害には特に気を付けるこ

しています。

とで、輸出に耐えうる高品質な切り花づくりを実施しています。

3

4

5

アジアで人気の高い赤と金の

時間をかけた高品質な花づくり

トルコキキョウ

スイートピー

福島県のオリジナルブランドとして、2020年に輸出を

ラナンキュラスと同じく、2012年のフロリアード の切

北米で評価の高い日本産の花の中でも、特に品質が

ン咲き」で衝撃に強く、日持ちもよいため、輸出に適

野県のトルコキキョウ。夏の輸出には180日から240

ら、宮崎県の「オリジナルスイートピー」が北米に輸出

ダリア

開始。多くの花びらが集まって丸い形になる「ポンポ
しています。アジアの市場で特に人気があるのは、発
色がきれいな赤色と金色の品種。つぼみの段階で保

護ネットをかけ、通常より若干早い段階で収穫するな
ど、輸送時に花が痛まない工夫も施しています。

り花部門コンテストにおいて、見事世界一に輝いた長
日、秋の輸出には120日以上という、通常の1.5倍の栽

培日数をかけ、花弁や葉の厚い、高品質な花づくりを
徹底しています。今後はアフリカや南米など、輸出経
験のない国への輸出を目指しています。
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北米で人気の高い

優れるとされている日本のスイートピー。2008年頃か
されており、花色が鮮やかで香りがよいと高い人気が
あります。

近年は、日持ち性が高く長期の輸送に適した品種も育

成されるなど、さらなる輸出拡大が期待されています。

こんなにすごい！ 輸出の方法
輸 送 条 件 に もよります が、
通常輸出にかかる日数は中

国などのアジアへは3日から

5日程 度、米 国や欧 州へは5

日から7日程 度 かかります。
そこで 重 要 なの が、品 質 保

持 のため の 温 度 管 理 です。
これには、リーファーコンテ
ナや 差 圧予冷 など、冷 却 技

術を駆使した 対 策 がされて
います。

リーファーコンテナとは？

コンテナ内部には冷却装置を備え、壁の中には断熱材が入っています。これにより、内部を低い温度で一定に保つことができます。

差圧予冷とは？

穴の開いた段ボールに花を入れ、差圧ファンを利用して圧 力の

差を作り出し、段ボールの内部に冷気を引き込んで冷却します。

監修

また、輸送コストの削減と作業 効率化のための梱包用段ボー

ル箱のパターン化をすすめています。段ボールは主に3パター

ンあり、みかん箱と呼 ばれる低 価 格で 最も一 般 的なタイプ、
箱の開閉が便 利で差 込があるタイプ、ギフトボックスに使 用
されている身とフタが分かれている３タイプです。

日本花き振興協議会

日本の花き産業、花き文化の団体で構成され、日本の高い花の品質や、
花文化を発信することで、日本の花需要の拡大を進めている。
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福島県の花を世界へ！
日本国内での花の生産から、輸出先での販売までを自社で行うことにより、課題となっている輸出のコストを抑え、着実にマーケットを
拡大している会社があります。それが福島県を拠点に活動する「フラワーキング」です。

福島県の復興を花で世界に見せたいという思いから開発されたオリジ
ナル品種のダリア「メダリスト」
。塙町にダリアの供給をしている秋田

国際ダリア園園長の鷲澤さんの協力の下、3年をかけて開発。知名度

の低い新品種は生産者にとってリスクが高いことから、作付けしてもら
うためのブランディングとして、自社でも3ヘクタールほどの農地を借
りて生産し、販売実績へとつなげました。

フラワーキングが中国で展開する生花店の様子。カスミソウ、リンドウ、トルコキキョウ、ダリアと
いった日本ならではの人気品目を多く取り揃えています。

輸出業務に加え、日本国内での花の生産をスタートさせようと全国を巡った同社。輸出に適した花の生産地として選んだのが、輸出先で

人気のあるダリアや桜などの産地、福島県・塙町。廃校となった小学校の校舎の一部に本社を構え、集荷や輸出の拠点としています。ま
た、輸送コストの削減に加えて革新的なのが、輸送時間の短縮。荷造りや手続きなどを自社で行うことにより、朝収穫した花を同日中に
空港便で運び、翌日の昼には現地の店頭に並ぶという、通常より2日程の短縮に成功しました。

形がくずれないようにつ

ぼみの段階からネットを

かけます。梱包の工程も

自社で行うからこそでき
る工夫です。

「福島のハブとなって、品質の高い福島県の花をさらに海外へ届け
廃校となった小学校の校舎の一部に構えた本社の様子。

ていきたい」と語る社長の遠藤氏。自社での花の生産から輸出先

での販売まで、一貫した取り組みを通して、課題とされているコス
トと時間の削減に成功した同社。次の目標は、福島県から直接海

外へ、という新しい輸出の形を実現すること。最近では、県内の
生産者を回って自らが出荷先となり、コストがかかる東京までの

運送費を抑える取り組みをはじめました。今後は、そうした福島

県から直接海外へ、という新しい輸出の形をさらに積極的に展開
していきたいと語ります。ますます進化するフラワーキングと福島
県のこれからに期待が高まります。

取材協力

空港にて輸出用段ボールに入れた花を積み込む前の様子。

株式会社FLOWER KING

さらに、花の価値向上のための品質保持にもこだわっています。

http://flowerking.co.jp/

輸出の要といえるのが梱包。形が崩れないようつぼみの段階から

ネットをかけたり、横箱で品質を保持しながら効率よく運送でき

代表取締役 遠藤大輔さん

る独自の段ボールを開発したりといった工夫に加え、産地、輸送
中、輸送先の温度差を意識した温度管理を徹底しています。
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花 の あ る 毎 日って 、楽し い！

はじめよう、
花のある暮らし
家庭で過ごす時間が増え、生活に彩りを添えてくれる
花に注目が高まっている今。お気に入りの切り花を花

瓶に飾ることはもちろん、さらに深く花との暮らしを楽
しんでみませんか？

今回は、切り花を長持ちさせるコ

ツ、花壇や庭がなくても気軽に花を楽しむための方法

などをプロが指南。花を “飾る”“育てる” が楽しくなる
方法をご提案します。

今回教えてくれたのは・・・

郷古 渉（ごうこ わたる）さん

（株）世田谷花きに入社以来、一貫してバ
ラを担当。2019年から2020年まで農林

水産省へ出向し、省公式YouTubeチャン
ネルBUZZ MAFFにて花王子として出演。

Point

1

水を吸収しやすくする水切り

花が水を吸う手助けをする技を水あげといいます。その中のひとつ

が「水切り」で、根本から3センチメートルほどのところで茎を切りま
す。容器の底の方など、深いところで圧をかけて切ると花が水を吸い
やすいとされています。5分から10分ほど水につけ、花が水を十分に
吸ったら、花瓶へうつしましょう。

おうちで楽しむ

難易度★☆☆☆

切り花を長持ちさせよう!

根本から3cmほどのところを切り、5分から10分ほど水につける。

花の個性に合わせた水あげ
カーネーションやカスミソウなど水をよく吸収する花は、元

気そうであれば空気中で切ってから水につけても問題あり

ません。その後、栄養剤入りの花瓶に入れ、元気が無くなっ
てきたらまた水あげをしましょう。水あげには水切り以外に
もいろいろな方法があるので、それぞれの花に適した水あ

げ方法を購入時にお花屋さんに聞いてみるとよいでしょう。

Point
お花屋さんで買った切り花を長持ちさせるには、花瓶に移す時の水あ

げ、適切な温度管理を意識した場所選びが大切です。花持ちに差がつ

くポイントをしっかりおさえて、お気に入りの花を長く楽しみましょう。

2

適切な温度管理

暑すぎず寒すぎず、人が過ごしやすい温度が花にとっても適温。これ

からの時期は直射日光があたる場所や、クーラーの風が直接あたる

場所は避けましょう。やわらかい陽をあびられる涼しいところ、例え
ば玄関などが適しています。
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花王子・郷古さんに聞きました! 切り花のQ&A

Q1

生けるときの
水の適温は?

Q2

切り花は日に
当てた方が良いの?

Q3

食器用洗剤を
入れると
長持ちするって本当?

A
A
A

水道水の温度で問題ありません。熱すぎず、冷たすぎず、人が飲むのに適した温度が
よいでしょう。

実は、切り花は日に当てないほうがよいです。日の光が強すぎると葉が焼けたり、花によっては全体がぐった

りしてしまうことがあります。また、花瓶の中の水温が上がることで水中にバクテリアが発生しやすくなり、
花が長持ちしなくなります。生活している程度の明かりで、一日の温度差が少ない場所に飾りましょう。自然
光で鑑賞したい方は、窓にレースなどのうすいカーテンを引いて、日の光を和らげてあげるとよいでしょう。

本当です。1滴ぐらいが適量で、水中のバクテリアを抑え、水が汚れるのを遅らせてくれます。しかし、一

番適しているのは花の栄養剤。栄養成分とともに、殺菌効果もあります。栄養剤が無い場合は、毎日水
をかえて、水をきれいに保つことがポイントです。

初心者でも簡単に作れます！
スワッグを作ろう

おうちで楽しむ

難易度★★☆☆

ビギナーでも簡単に製作でき、飾って楽しむことができるスワッ
グ。リースなどに比べ、使用する花や道具が少ないので気軽にはじ

今回教えてくれたのは・・・

めることができます。オールシーズン飾ることができるのも魅力。
ワイルドフラワーやユーカリ、シネンシスやスターチスといった乾燥

吉本 雄一さん

した際に散らない植物や色が残る植物を使うのがオススメです。

（よしもと ゆういち）
音 楽・アニメ・ファッションなどに

用意するもの

影 響を受けた独自の感 性で、アート

オブジェや空間創出など多数 制 作。

・好みの切り花（今回はユーカリ、ワックスフラワー、スターチス）

2012年、2018年に「フラワーアートア

・園芸用ハサミ

ワード in Tokyo Midtown」にて２度の
グランプリに輝いた。花王子の師匠。

・リボンやラフィア（装飾用）

・麻ヒモや輪ゴム（束ねる用）

作り方

1

2

3

4

花の下葉を取る

花を束ねる

束ねた部分を
ヒモやゴムで固定する

リボンやラフィアで
飾って完成！

まずは花を並べて出来上がりをイメー

バランスを取りやすくするため、

乾燥が進むにつれて茎が縮み、固

リボンやラフィアで装飾をしたら、

部分のバランスもチェックしながら下

きます。

とめます。

などの耐荷重に注意してください。

ジしてみましょう。全体の長さや束ねる
葉を取ります。飾る予定の場所の目線

長いものから順に上に重ねてい

定部分が緩んでくるのでしっかり

の高さなども意識してみてください。
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好きな場所に飾りましょう。フック

あれ? 意外と簡単！
ハンギングバスケットを作ろう!

お庭で楽しむ

難易度★★★☆

用意するもの

今回教えてくれたのは・・・

小川賢治（おがわ けんじ）さん

東 京都八 王子市の栄花園 園主。父の代からはじまった花 農 家
を引き継ぎ、ビオラやパンジーなど100種類ほどを生産・直売

する。一級フラワー装飾技能士、一級カラーデザインの資格を
活かし、ギャザリングのレッスンも行う。

吊り下げたり、かけたりできる花の寄
せ植え「ハンギングバスケット」
。花

壇や庭がなくても、気軽に草花の成

・花苗（今回はマリーゴールド ９ポット、ロベリア 5ポット）

長を楽しめるのが魅力です。バスケッ
トの種類はさまざまですが、今回は

・スリットバスケット

初心者でも簡単に作れるスリットタイ

・培養土

・園芸用ハサミ

プのバスケットで挑戦してみましょう。

・スコップ

作り方

1

スリットバスケットに
土を入れる

今回は３段になるようにつくるので、底から５cm程度
土を入れる。

4

土を入れる

１段終わるごとに土を入れます。

2

余分な根を取る

ポットから苗を取り出したら、バスケットに入るように
少し根を取ります。根が乾かないうちに素早く取るの
がポイントです。

5

２段目、３段目を作る

２段目も３段目も同様に作ります。デザインを考えな
がら差し込むとよいでしょう。
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3

バスケットに差し込む

１段目用として、花の茎部分をスリットに差し込んで
いきます。

6

完成！

３段目の花を差し込み終わったら完成です！壁掛けに
したりして楽しみましょう。

お庭で楽しむ

ガーデニングデビューしよう!

難易度★★★☆

用意するもの

今回教えてくれたのは・・・

・季節の花苗

久保田崇雄（くぼた たかお）さん

（例：春/パンジー、夏/ペチュニア＋合わせるカラーリーフ）

・培養土

園芸店にて約7年勤務の後、
（株）世田谷花きに入社。バラを担当後、

（赤玉土や完熟した黒い腐葉土などが混ざったもの）

洋ラン及び蘭鉢を担当。市場流通する植物の知識を幅広く持つ。

・鉢底石

屋外で花を育て、季節ごと

・鉢

に自分好みの庭を造ること

（根の張る物や樹木類・野菜類を植える場合は深い鉢、花苗や葉物、ハーブ類の場合はプランター）

ができるガーデニング。必

・肥料

要な材料や、花の植え方、

（はじめるとき：緩効性肥料/植物の生育に応じて：液体肥料）

そして、はじめてガーデニン

・支柱

グに挑戦する初心者の方に

（高さのでるものの場合）

おススメの花も紹介します。

作り方

STEP

1

植える場所を
きめよう

STEP

2

植える花をきめよう

花壇ならパンジーやペチュニアの苗が初心者にオススメ。チューリップやクロッカス、フリージアといった球根も初心者向け
です。また、庭ならクリスマスローズやギボウシなどを株もとに植えると、半日陰になり、葉焼けの対策になります。

日当たり、風通り、水はけの良いところが
理想です。

ペチュニア

STEP

3

パンジー

STEP

クロッカス

4

フリージア

STEP

5

土を入れよう

苗を植えよう

水をあげよう

水はけを良くするために鉢底石などを下に入れ、赤玉

高さが均一にならないよう、また植物が育った後のイ

植え替え直後は水を多めにあげるとよいでしょう。そ

物を下に入れるのがポイントです。

え、高くなるものは奥に植えると立体的になります。

ます。特に、暑いときや寒いときの水やりで植物が突

土や腐葉土などの培養土を順にいれます。粒の大きい

メージをして配置しましょう。背の低い物を手前に植

の後は、植物の特性により水やりの頻度や量を調整し
然傷むことがあるので注意が必要です。

より多彩に花を取り入れ、家庭で過ごす時間をより豊かに

今回は、今日から試せる花を長持ちさせる方法や、意外と簡単にはじめられるスワッグやハンギングバス
ケットなど、より多彩に花を楽しめるアレンジ方法をご紹介しました。自分らしい花の楽しみ方を取り入
れて、家庭で過ごす時間をより豊かにしてみてはいかがでしょうか。
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特集
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05

新し い 花 の 楽し み 方

花で彩る私の時間
長期的に減少が続く花の消費量。新型コロナウイル
ス感染拡大後は、そうした状況がさらに加速していま
す。その一方で、時代に合った新しい花の楽しみ方を

見出し、花の魅力を改めて提案する生産者がいます。
今回は東京都八王子市で花の生産、直売を行う「栄

花園」がオススメする “ギャザリング” をピックアッ
プ。具体的な作り方を通してその魅力に迫ります。

花の消費の現状
お彼岸やお盆、母の日とい
ったイベントや贈答用での

需要が多くを占めている日
本の花業界。しかし、若者

の 花 離 れや 葬 儀 の 祭 壇に

供える花の簡略化、定番と
されていた母の日の贈り物

がカーネーション以外のも

のにとって変わられるとい
う多様化などにより、花の

消費 量 が 下 降 の 一 途を辿
っています。

切り花の世帯主年齢別年間購入額（令和元年）

切り花 1 世帯あたりの年間購入額の推移
（円）

（円）

13,130

14,000

14,000

11,756 11,941

12,000

12,000
8,401

10,000
8,000

10,000
8,000

8,401

6,000

4,000

4,000

2,000
0

2,000
0

S60 62 H元

7,208

6,000

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29 R元

716
平均

29歳以下

2,124
30~39歳

3,808
40~49歳

50~59歳

60~69歳

70歳以上

資料：総務省統計局「家計調査年報」二人以上の世帯主
※平成20年以降の金額は、
「（農林漁家を含む）二人以上の世帯」の金額。
それ以前は「農林漁家を除く二人以上の世帯」の金額となっている。

そして、さらなる痛手となったのが、昨年から続く新型コロナウイルスの影響です。卒業式や送別会、結婚式など、年間を通したイベントの

中止や規模縮小などにより、花を消費する機会が大幅に奪われました。そうした状況を改善すべく、農林水産省では「花いっぱいプロジェ
クト」を実施するなど、花の需要拡大に向けた取り組みを盛んに行っています。
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ギャザリングで体感する新しい花の魅力
そんな中、花 業界でも伸び率を見せているのが鉢物です。自宅
で過ごす時間が長くなった今、家に花や植物を飾りたいという人

が増加。コロナ疲れを花に癒されたり、花を育てる楽しさを新た
に見出したりすることができるからです。鉢花の魅力を新しい角

度で提 案しているのが、東 京都八 王子市で花の生 産・直 売をし
ている栄花園です。

「ギャザリングという、根付きの植物を花束のように何種 類も組

み合わせて器に植え込む、新しい植物の楽しみ方を学ぶ教室を
開いています」と語る園主の小川賢治氏。

「花を育てる中で、綺麗な花とはどのようなものだろう、それが

わからないで綺麗な花が作れるだろうか、と考えるようになりま

した。そんな時に出会ったのが、完成した瞬間から人を魅了することができる “ギャザリング” です」

考案したのは、愛知県を拠点に活動するガーデンデザイナー・青木英郎氏。植物が成長し大きくなるのを何ヶ月も待つのではなく、植

え込んだ時から豪華で華やかな装飾作品に仕上げられ、時間の経過と共に新たな表情を楽しむことができます。また、日持ちがよく、切
り花が飾れない環境にも置くことができ、手間がかからないといった利点もあります。

「花の集合体であるギャザリングは、花自体も綺麗であることが大切です。その美しさを構成する質のいい苗の提供ができる生産者だか
らこそ貢献できると思いました」と小川氏。

現在、週２回、５名ほどの少人 数 制をとり、ギャザリング教 室を開 催。花の
選び方から、植え方までを丁寧に参加者に伝えています。

「参加してくださる方のオリジナリティを最大限に活かすことを目標にしてい
ます。好みの花を選んでいただき、それに合うカラーや植え方をその方の園

芸キャリアに合わせてアドバイスしています。初めての方でも楽しんで頂ける
よう導いていけたらと思っています」

ギャザリングに挑戦してみよう！
家庭で過ごす時間が増えた今、切り花を花瓶に飾る以 外に、鉢

用意するもの

植えの花を育てるという楽しみ方をはじめた人も多いはず。花束
のような華やかさが鉢植えで実現するギャザリングは、暮らしに

花を取り入れるのにぴったりのアイテム。早速作り方を見ていき
ましょう。

どんな花がおすすめ？

植物をアレンジする時のポイン
トは「色、高さ、形態」です。形

態にはまっすぐ上に伸びるも

の、上に伸びてから外に広がる

もの、垂れ下がるものなど様々
あります。それぞれの花の高さ
や特徴を活かしながら、ふんわ

りとナチュラルに植えたり、しっかりと苗を積み上げて高さを出した
り、自分好みの完成像を目指して植えていくといいでしょう。組み合
わせは、花苗１種類に対して、葉物を２種類で１ユニットを作るのが

基本です。メインとなる花の種類を２から３種類に抑えてユニットを
作るとまとまりの良い作品が作れます。

・花（ナデシコ・アイビー 各９ポット、ヒポエステス 3ポット）
・バケツ（根・土を捨てる用／手を洗う用）
・水ゴケ
・リング
・培養土

・園芸用ハサミ
・スコップ
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作り方

1

2

リングに土を入れる

リングの高さより低めに土をふんわりまんべんなく入
れる。

余分な根を切る

花をポットから取り出し、余分な根を周りからハサミ
で切る、または手でほぐす。

☆ポイント：リングのサイズに合わせて、根が乾かな
いうちに素早く根切りをしよう。

3

ユニットの作成

３種を１つに束ね、株元を水ゴケで包み、ミニブーケ
を作るようにユニットを作成する。

☆ポイント：ユニット作成のデザインが肝心！

5

4

リングに差し込む

出来上がったユニットをリングに120度ずつずらしな
がら差し込む。

水ゴケで周りを囲む

全ユニットを植え込んだら、リングとユニットの隙間

（内側、外側共に）に水ゴケを植え込む。

☆ポイント：自然に花の流れができるように差し込
もう。

6

完成！

全体を見て、葉やつるを動かしてバランスをとれば
完成！

☆ポイント：高い位置に飾るとより綺麗に見えます。

ギャザリングを始めたい人へのアドバイス

ギャザリングを楽しむコツは自分好みに仕上げること

初心者の方でも、比較的きれいな作品をつくることができるのがギャザリングの魅力。まずは、自分好みの色や種類で
好きなように植えてみましょう。自分でデザインをして作り、楽しむのが醍醐味です。また、花を引き立たせる鉢にこ
だわるのもおすすめ。手軽に美しい寄せ鉢が楽しめる新しい園芸の世界をぜひ楽んでみてください。

より花が身近にある暮らしを「花いっぱいプロジェクト」

新型コロナウイルスの影響を受け、急激に冷え込んだ花の需要を喚起するため、家庭や職場での花飾

りや花の購入促進を広く呼びかけるプロジェクトです。例えば、花業界では2月14日を「フラワーバレ
ンタイン」と題し大切な人へ花の贈り物をする統一キャンペーン

今回教えてくれたのは・・・

小川 賢治（おがわ けんじ）さん

栄花園園主。父の代

からはじまった花農

を展開。商業施設をはじめ、花と親和性の高い異業種とのコラボ

家を引き継ぎ、ビオ

レーションイベントを開催し、ターゲット層へのさらなる認知拡

ラやパンジーなど100

大、バレンタイン商戦の生花店への集客、売り上

種類ほどを生産・直

げ拡大に取り組みました。花いっぱいプロジェク

売する。一級フラワ

トでは、このような業界の取組を公式HPで紹介

ー装飾技能士、一級カラーデザインの資格を

し、花の利用拡大を呼びかけています。

活かし、ギャザリンングのレッスンも行う。
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連載
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カレ ー

第1回

｜
｜特産 食 材の 華 麗なリレー

旬を食べるカレー旅

47都道府県の特産食材と、それらを組み合わせた絶品カレーレシピを、旬に合わせて紹介します。

今週は

｜ 教えてくれるのは ｜

Makoさん

（アイデア料理研究家）

キンメダイ と そら豆 の
出汁のきいた和風スープカレー

フードクリエイター、栄養士、
フードコーディネーターの資格
を持つ、アイデア料理研究家。
著書に「家政婦Makoのずぼら

冷凍レシピ」
（マガジンハウス）
などがある。

使 用する特 産 物は
静岡県

鹿児島県

キンメダイ

そら豆

静岡県

鹿児島県

キンメダイ

そら豆

静岡県伊豆半島の下田港は、日本有数のキンメダイの

春から初夏にかけてスーパーや八百屋で見かける『そ

目” としても知られるようになり、それを目当てに全国

気候 が 適しており、日本では全 体出荷 量の約3割を鹿

水 揚 地。下田で獲れるキンメダイは今 や、“ブランド金
から足を運ぶ人もいるほどです。脂ののりが良くなる産
卵前の6月から7月と冬が、もっともおいしい時期。水温

が低い深 海に生 息しているので、適 度な脂を身にまと
っており、肉厚でしっとりした口当たりが特 徴です。煮

付けが 定番ですが、蒸し物や寄せ 鍋の具としてシンプ
ルに食べても、キンメダイ本来の甘みを楽しむことがで
きます。切り身は、ツヤがあり、皮の赤みが強いものを
選ぶのがおすすめです。

ら豆』。栽培には温暖で、冬の栽培中に霜が降りにくい

児島県が占めています。最 近は茹でて冷凍されている
ものも見かけますが、旬にはぜひサヤつきのそら豆を

手にとってみてください。サヤの緑色が濃く、産毛がと
れていないものが新鮮なそら豆の特 徴です。鮮度の落
ちやすい野 菜なので、手に入れたらできるだけ早く調

理をするのもポイント！薄皮には食 物 繊 維が豊富なの
で、若く柔らかいものが手に入ったときは、薄皮ごと食
べることもできます。

] +6/& ]

食材の鮮やかな色合いと
ダブルづかいの出汁で、
食欲増進！

材 料を
そろえよう

脂の乗ったキンメダイと、ほっくりと甘みのあるそら豆を合わせた和風スープカレーは、食材の

赤と緑の色合いが目にも鮮やか！キンメダイとしいたけの出汁が絡み合い、口当たりはさらりと
していますが、旨味がじんわりと広がります。ご飯に合わせるのはもちろん、冷やして素麺のつ

け汁にするのもおすすめです。さっと煮るだけの工程なので、あまり火を使いたくない暑い日
や、忙しい日にも手軽にカレーを楽しめます。

メイン食材の他は、しいたけと調味料だけ！

そら豆もキンメダイも鮮度がおいしさを左右する食材。買ってきた日に作るのがおすすめです。

材料（2人前）
キンメダイ

2切れ (1切120グラム)

そら豆

6本

水

しいたけ

2枚

サラダ油

白だし

つくって
みよう

1

キンメダイは塩をふった後

5

キンメダイの両面に焼き色

400ミリリットル
小さじ1

塩

少々

煮込む時間が必要のないスープカレーなので、時間がないときにもぴったりです。

ら拭き取って、半分に切る

ほど加熱し、そら豆を入れ、
さらに２分加熱する。

大さじ1と2分の1

小さじ1

シンプルな作業ばかりのお手軽料理！

10分ほどおき、水分がでた

がついたら水を加えて３分

カレー粉

2

そら豆は、皮をむく。
（かた

3

6

キンメダイに火が通ったら、

さが気になる場合は薄皮も
むいておく）

しいたけ２枚は、それぞれ
４等分に切る。

4

サラダ油をひいたフライパ

ンで、キンメダイとしいた
けをさっと焼く。

｜ 完 成！｜

白だしとカレー粉を加え、
ひと煮立ちしたら完成！

動 画でもチェック！

より詳しい説明や、おいしく作る
ポイントは動画をチェック！

農林水産省

「国際果実野菜年2021」公式HP

] +6/& ]

連載
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カレ ー

第2回

｜
｜特産 食 材の 華 麗なリレー

｜ 教えてくれるのは ｜

旬を食べるカレー旅

47都道府県の特産食材と、それらを組み合わせた絶品カレーレシピを、旬に合わせて紹介します。

今週は

Makoさん

（アイデア料理研究家）

さわら と アスパラガス の
スパイスきわ立つスープカレー

フードクリエイター、栄養士、
フードコーディネーターの資格
を持つ、アイデア料理研究家。
著書に「家政婦Makoのずぼら

冷凍レシピ」
（マガジンハウス）
などがある。

使 用する特 産 物は
岡山県

さわら

佐賀県

アスパラガス

岡山県

佐賀県

さわら

アスパラガス

郷土料理ばら寿司の具材に使われるなど、岡山県では

温暖な気候に恵まれた佐賀県でのアスパラガス栽培

に入ってくるタイミングで漁獲され、身だけでなく、

行われます。6・7月頃から収穫がはじまり旬を迎える

とても身近な魚のさわら。春、産卵のために瀬戸内海
真子は煮つけ、白子は味噌汁などにして食べる文化が
あります。見た目から白身魚と思われることの多いさ
わらですが、正しくは赤身魚の回遊魚。

淡泊な味わいで上品な甘みもあり、くせがないため、
西京漬や柚庵焼きにもよく使われます。鮮度の落ちや
すい魚なので、切り身を購入した場合は早めに食べ切
るようにしましょう。

は、雨よけハウスを利用して1月から10月頃まで収穫が
夏芽のアスパラガスは、肉質はしっかり、シャキっと
した食感で、さわやかな甘みとうま味が特徴です。

「アスパラギン酸」というアミノ酸が含まれているの
で、暑さでバテがちな夏に食べたい野菜でもありま

す。濃い緑色で全体にみずみずしくハリがあると新鮮
な証拠。茎がまっすぐで、太さが均一で、穂先がかた
くしまったものを選ぶのがおすすめです。
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簡単に作れるのに、

しっとり、やわらかな身のさわらと、アスパラガスのシャキシャキ感、パプリカのジューシーさ

で、さまざまな食感を楽しめるスープカレー。オリーブオイルでにんにくとカレー粉を炒めると

香りも味も

いう一手間で、スパイシーな風味が際立ち、まるで様々なスパイスを入れたかのような本格的

本格派！

材 料を
そろえよう

な香りに。この香りが食欲を刺激し、スープのさらりとした口当たりと相まって、バテがちな夏
にも思わずおかわりしたくなるカレーです。

夏野菜のカラフルさで、食卓に彩りを！

アスパラガスのグリーンと合わせて鮮やかさを出すなら、パプリカの2色使いがおすすめです。

材料（2人前）
さわら

2切れ(1切120グラム)

アスパラガス
パプリカ

つくって
みよう

4本
2分の1個分 (2色使う場合は、4分の1個ずつ)

コンソメ

大さじ1

おろしにんにく

小さじ1

水

オリーブオイル

大さじ2

サラダ油

カレー粉

大さじ1

塩胡椒

400ミリリットル
小さじ1
少々

プロの技で、本格カレーの風味が実現！

にんにくとカレー粉を炒めるのがポイント！魚くささも気にならなくなります。

1

さわらは一 口大に切り、塩

5

香りが出てきたら、水、コンソ

胡椒をふる。

メ、さわらを加えて加熱する。

2

アスパラガスは下の硬い部

6

沸騰したら、アスパラガス、パ

分をピーラーでむき、半分に
切る。

3

パプリカはタネをとり、縦に

6等 分する。
（今 回の写 真と
動画では赤と黄色を4分の1
個ずつ使い、３等分に）

4

フライパンにオリーブオイル、
おろしにんにく、カレー粉を

入れてから火をつけ、ふつふ

つさせてから、さっと炒める。

｜ 完 成！｜

プリカを加え、さわらに火が通
るまで5分ほど加熱して完成！

動 画でもチェック！

より詳しい説明や、おいしく作る
ポイントは動画をチェック！

農林水産省

「国際果実野菜年2021」公式HP
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カレ ー

第3回

｜
｜特産 食 材の 華 麗なリレー

旬を食べるカレー旅

47都道府県の特産食材と、それらを組み合わせた絶品カレーレシピを、旬に合わせて紹介します。

今週は

｜ 教えてくれるのは ｜

Makoさん

（アイデア料理研究家）

ビーツ と ホヤ の
彩り豊かなホワイトカレー

フードクリエイター、栄養士、
フードコーディネーターの資格
を持つ、アイデア料理研究家。
著書に「家政婦Makoのずぼら

冷凍レシピ」
（マガジンハウス）
などがある。

使 用する特 産 物は
北海道

宮城県

ビーツ

ホヤ

北海道

宮城県

ビーツ

ホヤ

日本ではまだ馴染みがうすいものの、栄養価の高さや

日本有数のホヤの生産量を誇る宮城県。養殖のホヤ

野菜ゆえ、北海道では「レッドビート」という名称で

歳月をかけて育ちます。初夏の頃には中の身が厚くな

色の美しさで近年注目されているビーツ。寒さに強い
親しまれており、作付けが広まりつつあります。その
栄養価や美容面での効能などに注目した道内・愛別町

では、ビーツのブランドを立ち上げ、6次産業化に挑戦
しています。新鮮なビーツは薄く切ると歯ざわりもよ
く、食卓が華やぐような鮮やかな赤色も魅力。また、
煮込み料理やオーブン焼きにすると、生とは違い、甘
みが出てほっくりとした食感になります。生と加熱の
食感や味の違いを、楽しんでみるのもおすすめです。

は、採苗から収穫まで、じっくりと約３年から４年の
り、甘味が増して芳醇な旨味が楽しめます。一度食べ
るとその旨味の虜に！その姿、形から「海のパイナッ
プル」とも呼ばれるホヤは、鮮度が重要。グリコーゲ
ンやビタミン、ミネラルが含まれているので夏バテ防
止にもぴったりの食材です。パックされた剥き身の冷
凍ホヤも出回るようになったので、旬の時期以外でも
手軽に味わえるようになりました。
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白いカレーは、

色鮮やかな赤紫色のビーツと、きれいな黄色のホヤという意外な組み合わせを繋ぐのは、貝特

有の旨みが凝縮されたクリーミーなホワイトカレー。それぞれの食材の味を活かしつつ、食べ

見た目と味の

やすく仕上げています。ホヤもビーツも食感や色が大事な食材なので、ルーとは別に調理する

ギャップを楽しめます

材 料を
そろえよう

のがポイント。風味はカレーですが辛さはほぼないので、お子さまとの食卓にもおすすめ！白い
カレーで見た目と味のギャップを楽しんでください。

食材の下準備さえできれば、あとは簡単に作れます！
ホヤの下処理に自信がなければむき身を買ってみると、より手軽に作れます。

材料（2人前）
ホヤ

2個(1個60g)

(下準備は動画で詳しく紹介しています)

ビーツ

1個(180g)

玉ねぎ

2分の1個分(薄切り)

(下準備は動画で詳しく紹介しています)

つくって
みよう

1

2

を1センチメートルほど注ぎ、ふんわ
りラップをして600ワットで6分ほど

加熱。竹串がスッと入るくらい柔らか

ぜながらとろみが出るま
で加熱をする。

豆乳
コンソメ

バター

30グラム

小麦粉

大さじ2

胡椒

クミンパウダー

小さじ2

レモン

水

200ミリリットル

200ミリリットル

ご飯

大さじ1
少々
8分の1個分を2カット

適量(カレー粉少々を混ぜたもの)

食感を残して食材の美味しさを際立たせるために、具材とルーは別で調理します。

ビーツを洗い、深めの器に入れて水

水とコンソメを入れて混

2枚(食べやすくちぎる)

ホヤの出汁がルーに溶けて、旨みたっぷり

くなったら皮を剥き、クシ型に切る。

5

リーフレタス

フライパンにバター 10グラムを熱

して、胡椒少々をふったホヤをさ
っと焼いて取り出す。
（ホヤの匂

いが気になる場合には、お酒も

3

少々加えて焼くと匂いが薄まる。
）

6

ホヤを取り出したフライ
パンにバター 20グラム

を入れ、クミンパウダー、
小麦粉を炒める。

4

３）がフツフツしてきた
ら、玉ねぎを加えてしん
なりするまで炒める。

｜ 完 成！｜

とろみがでたら豆乳を加え、3分

ほど加熱してルーが完成！ごは

ん、ホヤ、ビーツ、リーフレタス、
レモンを盛り付けた皿に盛る。

動 画でもチェック！

より詳しい説明や、おいしく作る
ポイントは動画をチェック！

農林水産省

「国際果実野菜年2021」公式HP
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第1回

発 掘！ 凄 モ ノ 情 報 局

大学の農学系学部が

＼ 大学農系学部 に潜入！／

研究・開発した製品と、
その製品化までの

道のりを紹介します。

地域産業も環境もWIN-WIN！

東海大学の
ゼロエミッションな芋焼酎づくり

産官学連携の共同研究プロジェクトとして、廃棄物を出さないシステム
を構築し、それを社会実装することを目的とした “ゼロエミッション”

な芋焼酎づくりに取り組む東海大学農学部。このプロジェクトがスター
トしたことにより、芋を栽培する農家、焼酎を醸造する蔵元、そして環
境にとってそれぞれWIN-WINな循環が起こっているといいます。

そこで今回は、このプロジェクトが一体どのようなサイクルで動いてい
るのか、そして、プロジェクトから誕生した芋焼酎とデザートソースの
開発ストーリーに迫ります。

ムラサキマサリが醸造粕処理問題の突破口に！？
プロジェクトがスタートした2007年当時は、焼酎ブームの真っ只中。そのおかげで九州産のサツマイモと芋焼酎の需要が増える一方で、
多くの蔵元は焼酎を醸造した際に大量に出る、焼酎粕の処理問題に直面していました。そんなとき、農研機構九州沖縄農業研究センター

は、アントシアニンを豊富に含む紫芋の一種、ムラサキマサリから、焼酎粕を機能性食品素材として使用できる可能性を見い出します。そ
こで東海大学農学部に、ムラサキマサリを始点とした焼酎づくりを提案。さらに、焼酎メーカーである 房の露（株）と(有)木之内農園の協
力も得て、焼酎粕を出さない産官学連携のゼロエミッションプロジェクトがスタートすることになりました。

ゼロエミッションプロジェクトの仕組み

プロジェクトが農家・蔵元にもたらす好影響とは？
ゼロエミッションプロジェクトが社会実装されたことで、環境にはもちろん、それに関わ
る農家や蔵元にも好影響が！ 一体、どんなメリットをもたらしているのでしょうか？
農 家

出荷に必要な負担を
大幅に軽減

蔵 元

産業廃棄物処理のための
コスト負担を軽減

ゼロエミッションな芋焼酎作りを実現するために、東海大学はまず、

青果としてムラサキマサリを出荷する場合、

焼酎粕をそのまま食品素材に転換でき

発に取り組みました。そして、トライ&エラーを何度も繰り返しなが

る、水で洗う、大きさの選別をするといった

棄物として引き取ってもらうために支払

これまで廃棄物として処理されてきた焼酎粕を有効利用した食品開
ら、ようやく誕生したのがデザートソースの「阿蘇の紅」です。

さらに、焼酎粕をより大量に処理できるよう、家畜の飼料として消費
したり、その家畜の排泄物を堆肥化してムラサキマサリの栽培に使
用したりすることで、廃棄物を出さないサイクルを可能にしました。

貯蔵を経て、そこからさらに両端のへたを切
作業が必要です。しかし、この芋を焼酎の原

料として出荷する場合、芋を掘ってそのまま

大きな出荷用の袋に詰めるだけで済むため、
従来行っていた工程を省いて大量の出荷を
することができるようになりました。
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るようになったことで、それまで産業廃

っていた費用をかけず処理することが可

能に。これにより、環境負荷とコストを
同時に削減しながら効率の良い醸造が
実現しました。

プロジェクト発の阿蘇の味覚！ 芋焼酎＆デザートソース
プロジェクトから誕生した東海大学自慢のブランドが、芋焼酎「阿蘇乃魂」と、デザートソース「阿蘇の紅」。ここからは、それぞれの商品
の特徴と、よりおいしく楽しむためのアレンジメニューについてご紹介します。

クセがない華やかな香り。
本格芋焼酎「阿蘇乃魂」

アントシアニンたっぷり！
新感覚のデザートソース「阿蘇の紅」

この芋焼 酎に使 用するムラサ
キマサリは、東 海 大 学農 学 部

ほんのり芋の香りと酸味を感じ

で栽 培されたものが必ず含ま

る、ジャムとジュースの中間のよ

れていることを条件に、焼酎メ

うなデザートソース。
「阿蘇乃魂」

ーカー 房の露（株）が醸造。ま

を醸造した際に生じる焼酎粕を

るで果実酒のような、フルーテ

利 用しているため、機 能 性 成分

ィーで豊かなコクと甘みを感じ

であるアントシアニンと食物繊維

る味わいが 特 徴 で、女 性から

を豊富に含んでいます。また、甘

の人気も高いのだとか。

みの元となっている希少糖はカ
ロリーも低く、ヘルシーに楽しめ

また、ロック、水割り、ソーダ割りなどお好み

るのも嬉しいポイント。ヨーグル

の飲み方に、デザートソース「阿蘇の紅」を数

トやソフトクリーム、パンケーキ

滴垂らすことで、全く新しい味わいへと変化す

などに甘味料としてプラスするの

るそうです。
「阿蘇の紅」の甘みと酸味が加わる

はもちろん、牛乳や豆乳と割って

ことでさらに飲みやすくなるため、芋焼酎が苦

ドリンクにするのもおすすめ。

手な人もチャレンジしやすい1杯に。焼酎が淡い
桜色に染まり、見た目にも美しくなります。

東海大学 熊本キャンパス
まとめ

環境負荷を減らすだけでなく、農家や蔵元の経営支援も期待で
きるゼロエミッションプロジェクト。東海大学は今後も、ドリンク
やスイーツなど様々なアプローチから、焼酎粕を利用した商品の

開発を目指しているそう。プロジェクトがより大きなサイクルとな
ることで、これまで “廃棄物” と見なされていた焼酎粕が、地域

熊本県熊本市東区渡鹿９-１-１

活性化のヒーローとなる日も近いかもしれません。

｜

東海大学

荒木朋洋

九州キャンパス長

九州キャンパス長（学長補佐）
。学校法人東
海大学評議員。

096-382-1141（代表）

今回 教えてくれたのは

東海大学

安田伸 教授

農学部

｜

東海大学
バイオサイエンス学科

多賀直彦 講師

東海大学フェニックスカレッジ熊本オフィス
農学教育実習センター リーダー

本田 憲昭

博士（農学）
。
「食品素材の機能性に関する

博士（農学）
。
「微生物の大量培養による物

房の露株式会社とともに本格芋焼酎「阿蘇

節」
「
、代謝物の機能性」に関する研究に取り

質」
、および「皮膚常在菌の有効利用」など

協力を得てデザートソース「阿蘇の紅」の商

研究」と「生理活性物質の機能性と代謝調
組んでいる。

質 生 産」
、
「発 酵 食 品由来 微 生物の 有用物
の研究に取り組んでいる。
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乃魂」を初醸造。コックソース株式会社の
品化に携わる。
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第2回

発 掘！ 凄 モ ノ 情 報 局

＼ 大学農系学部 に潜入！／

大学の農学系学部が

研究・開発した製品と、
その製品化までの

道のりを紹介します。

ミツバチが人と人、人と自然を結ぶシンボルに

都市養蜂研究から誕生した
千葉大学産ハチミツ

養蜂といえば、山間部で行われているイメージを持つ人も多いのではないでしょ
うか？ しかし15年ほど前から、日本各地で都市養蜂が徐々に広がりを見せてい

るといいます。それに先駆けて、千葉大学 環境健康フィールド科学センターで
は、2006年から都市養蜂に関する研究をスタート。

現在は西千葉キャンパス・柏の葉キャンパス・亥鼻キャンパスで養蜂に関する

研究が行われており、採取されたハチミツは、2012年から千葉大ブランドとし
て商品化もされています。

今回は西千葉キャンパスを訪ね、都市養蜂研究が街づくりにおいてどのような

役割を果たしているのか、さらに、千葉大産ハチミツの秘密についてお話を伺
いました。

人も街も豊かに！ ミツバチと共存する街づくり
ミツバチから得られる恩恵としてまず思い浮かぶのがハチミツ。さらに、農作物の受粉も行うミツバチは、私たちの食糧を支える上でも欠
かせない存在です。しかし、ミツバチが果たしてくれる役割は決してそれだけにとどまりません。

「都市空間において、ミツバチが人と自然をつなぐシンボルとなり得るのでは？」という発想から始まった千葉大学の都市養蜂研究から
は、実際に次のようなメリットを地域にもたらしているといいます。

地 域の絆を深める橋 渡しに

緑 化意識の高まり

地域住民とともに養蜂や採蜜体験を行う活動を実施するこ

ミツバチを通じて市民が他の生き物や植物への興味・関心

とで、人と人の対話と絆を生むコミュニティ形成のツールに。

をもち、自然保護や緑化への意識が向上する。
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ミツバチがつなぐサステナブルな未来
また、都市養蜂は、サステナブルな都市を実現するための可能性も大いに秘めているといいます。普及する
ことで、一体どんな効果が期待できるのでしょうか？

1

地産地消の促進と

都市でも食料を生産することができるようになり、地産地消が進むこと

2

生物多様性と

養蜂がきっかけとなって都市緑化が進めば、ミツバチ以外の生物たちも

3

食料自給率の向上

緑化への貢献

養蜂従事者
確保の対策

でフードマイレージや環境負荷の低減に少しでも貢献できるほか、これ
らの啓発活動につながる。

集まりやすい環境へと変化。さらにその生物たちが花や草木の種を運ん
だり受粉をしたりすることで、都市周辺の緑も豊かに。

養蜂場所の選択肢が拡大し、養蜂に触れる機会が増えることで、新規
養蜂従事者の増加も期待できる。

※都市で安易に養蜂することは周囲とのトラブルやミツバチの病気蔓延などの
要因になることもあるので、養蜂に関する知識を身につけ、飼育場所の慎重な
検討を行ってから開始しましょう。また、ミツバチを飼育する場合には養蜂振興
法に基づく届出が必要なので、まず最寄りの都道府県にご確認下さい。

千葉大学 大学院
融合理工学府 創成工学専攻 デザインコース環境デザイン研究室 修士2年
＼ 学生の声！／

藤本 郁さん

私たちの研究室では、養蜂をより多くの人に広めるためのツールやプログラムのデザインに関

する研究を行っています。私自身は養蜂体験イベントでのアンケート調査などを行って、人々が
より興味をもてる・参加したくなる養蜂の在り方について研究しています。研究で培った “人に

広める”、
“人を集める” ためのアイディア力を、将来は社会に活かしていきたいと考えています。
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千葉大学ブランドハチミツ5つの特徴
日本国内におけるハチミツの自給率は、令和元年時点で約6%。そして都市養蜂研究の副産物として得られる千葉大学自
慢のハチミツは、以下の5つの付加価値により、さらに希少性の高いハチミツとしてブランド化されています。

1

キャンパス内
限定生産

2

無添加・非加熱

3

DNA分析で
蜜源植物を推定

4

残留農薬・
放射能検査を実施

5

売り上げを
教育研究に活用

ミツバチの飼育は千葉大学のキャンパス内に限定し、飼育やハチミツ充填
などの作業は一貫して千葉大学の学生や関係者のみが行う。

採蜜後に砂糖や水飴などを添加することはなく、煮詰めるような加熱処理
も行なっていないため、ハチミツ本来の味を楽しめる。

研究の一環として、ハチミツに含まれる花粉やミツバチが巣箱に持ち帰る

花粉団子をDNA分析し、どんな蜜源からハチミツができているか調査。ラ
ベルに結果の一部を記入し、消費者への正しい情報の提供を目指す。

残留農薬（115項目）の検査や放射能検査を行い、それらが検出されない
ものだけを製品化。

ハチミツの売り上げの一部は、学生教育や研究活動のために有効活用。

千葉大学の都市養蜂研究では複数の学部などが連携し、緑化の普及や養蜂箱のデ
まとめ

ザインなど、より多角的な研究を展開しています。研究の実用化によって、人とミツ
バチが共存しやすいツールが整い、都市部にいながらでも自然を身近に感じられる

社会が実現することをめざしています。小さなミツバチには、豊かな社会を築くため

の大きな可能性が秘められているのです。ハチミツを口にしたり、街中でミツバチを
見かけたりした時は、ぜひ新たな視点からミツバチに思いを馳せてみてください。

｜

千葉大学環境健康フィールド科学センター
環境健康フォールド
科学センター

今回 教えてくれたのは

｜

千葉大学環境健康フィールド科学センター

三輪正幸 助教

専門は果樹園芸学およびデザインシステム学。
「NHK
趣味の園芸」
、
｢NHK あさイチ｣などのテレビ番組で講
師を務める他、家庭果樹や養蜂に関する本を20冊以

〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6丁目2-1

上執筆。果樹の受粉のためにセイヨウミツバチの飼
育を始めたことを機に、養蜂研究に着手。

千葉大学

] +6/& ]

