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本県の花き生産は、リンドウやダリアの品種開発に加え、園芸メガ団

地の整備等により、平成28年度から令和2年度までの系統販売額が5年

連続で20億円を超えております。

こうした中、花きの需要は､新型コロナウイルス感染拡大の影響を受

け、大きく変化しております。特に、県産花き販売額の約4割を占める

基幹品目のキク類は、単価の低迷に加え、葬儀需要向けの輪ギクが減少

する一方で、物日小売向けの小ギクや洋花としての用途が広がってい

るスプレーギクが増加してきています。

また、キクの新たな種類として注目が集まっている「ディスバッドマ

ム」は、ダリアのような華やかさや多様な花色・花型に加え、日持ちの良

さなどから、ブライダルや贈答用など幅広いシーンで活用されている

ことから、本県でも実需者ニーズの高まりを受け、各地で栽培が広がっ

ており、今後のさらなる拡大が期待されています。

本協議会では、平成31年3月に産地化を図る第一歩として、「秋田県

におけるディスバッドマムの生産流通体系の確立に向けた取組（平成

30年度実績書）」を発刊しましたが、今回は、県内のディスバッドマム

栽培の優良事例や新たに農業試験場で実施した試験結果等を取りまと

めました。

生産者の営農の参考としていただき、ディスバッドマムの普及と定

着がますます拡大しますことを祈念し、発刊の言葉とします。

秋田県花きイノベーション推進協議会

会　長　　本	藤		昌	泰
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（1）  秋田県のキク生産

本県の花き生産において、キク類は販売額第1位の品目であり、その割合は花き全体の約

4割を占める。本県は、夏期冷涼な気候・立地条件を活かした盆・秋彼岸の需要期をカバーす

るキク類の夏秋期産地として、全国の市場から期待されている。

キク類の栽培は県内全域に広がっており、栽培面積は約83ha。主な産地は横手市、男鹿市、

潟上市、にかほ市、大仙市、仙北市などで、令和元年度の系統販売額及び出荷数量は7.9億円、

17,014千本となっている。

過去5年間の推移では、一番に輪ギクの落ち込みが目立つ。一方で、スプレーギクが横ば

いであるが、小ギクは露地の大規模生産に適していることや、新規栽培者でも栽培が比較的

容易なため「大規模園芸メガ団地」等での導入が進むなど増加している。ディスバッドマム

は栽培が始まったばかりで、他と比べるとごく僅かであるが、着実に増加してきている。

（２）  導入のねらい

キク類の主力である輪ギクは、盆や彼岸の物日や葬儀の需要が主体となっているため、出

荷が需要期から外れれば単価が大きく下落するほか、近年の価格低迷や異常気象などで、生

産環境は厳しい。また、仏壇のない家庭の増加やキクにこだわらない消費者ニーズの変化、

葬儀形態の多様化でランや洋花を使用した祭壇の増加などにより、需要が減少傾向にあるう

え、入荷量や価格が安定している輸入品への切り替えが進むなど、厳しい情勢となっている。

こうした中、ディスバッドマムは定番のポンポン咲きに加え、ダリアと見間違えるほどゴー

ジャスなものなど今までにない花色や花型で、「キク」＝「仏花」のイメージを払拭し、需要

期にこだわらない販売ができると期待されている。特に、キク生産者においては他の品目に

移行するより導入しやすく、実需者からの出荷要望が高く安定した価格が期待できる夏出し

作型や、輪ギク等の価格が低迷する時期の代替品目としての作付けなど、既存作型と組み合

わせることで所得向上が見込める。

１　本県における導入のねらい
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２　栽培事例

耕種概要

●直 挿：8月24日、無摘心

●栽植様式：14cm×5目のフラワーネットに外側4条は2本ずつ、中央1条は1本ずつ（120

本／坪程度）

●施 肥 量：スーパーアミノDX特一発	・・・・・・・N成分で2.4kg／70坪

有機アグレット666	・・・・・・・・・・・・・・N成分で4.8kg／70坪

定　　植

1）定植準備	
●	一作ごとにD－Dで土壌消毒を行う。

●	土壌消毒後のハウスに基肥を施用し、耕起・畝立てを

行う。有機肥料が多いので、直挿中の腐敗防止のた

めにも、一週間前には施肥耕起を完了しておく。

●	かん水チューブはマサル工業（株）の「フィールドパ

イプ」を使用。

●	フラワーネットは、14cm×5目、シルバーの撚糸を

使用。

●	イボ竹は後で設置する（直挿やポリ被覆の邪魔になるため、当面は割り箸で代用）。

●	シェード資材（（株）誠和の「オブスキュラ」を使用）で遮光し、地温を下げておく。

●	挿す前に十分かん水しておく。

■山本郡三種町 関	　	洋	平	氏 12月出荷

作　型
8月 9月 10月 11月 12月 備 考

年末出荷
☆ ★ ☆★

▼ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■

※ 6月〜年末出荷までの各作型でもディ

スバッドマムを導入。

凡例）▼：直挿　☆～★：電照期間　■：収穫

主な栽培品種
【ポンポン系】		セイノーマンサニー（S）
【デコラ系】		ロサーノシリーズ（D）、セイプールボール（S）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
花傷みしにくく花散りしない品種、栽培・出荷調整しやすい品種を選定。

定植準備
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２　栽培事例

2）定植（直挿）
●	挿し穂は種苗会社から購入しており、届いたら定植まで冷蔵庫（4℃）で保管しておく。

●	フラワーネットの外側4条に2本ずつ、中央1条に1本ずつ直挿する。

●	発根剤は使用していない（デリフロールの挿穂は発根剤が付いた状態で届く）。

3）直挿後の管理
●	たっぷりかん水、殺菌剤をかん注し、有孔ポリ（他の作型では無孔）を被覆する。

●	約10日後に発根したら、被覆を除去する。

●	被覆除去後、5日程度おいてからシェード資材を開ける。

栽培管理

1）かん水
●	最初の2回程度はハウス上部の散水チューブから頭上かん水をし、その後は畝に設置し

たかん水チューブを使用する。

●	乾き具合を見ながら、晴天日にかん水している。

2）ネット上げ
●	直挿の際に割り箸を使用していたので、草丈が伸長する前にイボ竹を設置する。

●	曲がりやすいため、ネット上げはこまめに実施。

3）追肥
●	消灯前1回、裏ゴケしていれば消灯後に1回、液肥を施用している。

4）温度管理
●	再電照消灯後、暖房を16℃設定とする。花芽が決まったら14℃に下げ、遅れを感じたた

め再度16℃に上げるなど、生育を見ながら微調整している。変温管理は行っていない。

●	換気は、天窓が25℃以上で開くように設定している。

5）電照・補光
●電　照：直挿時から23：00〜4：00の5時間電照、LED電球を使用。

購入した挿穂 直挿作業 有孔ポリで被覆
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２　栽培事例

●再電照：消灯12日後から3日間、深夜4時間。

●補　光：再電照時から収穫まで。最初は16：30〜18：00、徐々に時間を長くする。

6）わい化剤処理
●	直挿後のポリ被覆除去後にビーナインを1,000倍で1回、消灯前に2回、消灯後伸びる品

種は1〜2回、芽掻き後500倍で1〜2回と、合計5回程度処理している。

7）芽掻き、摘蕾
●	スプレーギクは伸びやすいこともあり、摘蕾は早めに行っている。

●	摘蕾後に側枝を掻いている。

8）ネット
●	ネットかけは、採花前日に実施（翌日に採花予定の花に

だけかけ、予めかけておいたりはしない）。

●	デコラ咲き等、傷みやすい品種のみ使用している。

●	ネットはデリフロールから14cm程度にカットされた

ものを購入している。

10月26日 11月26日

12月18日

12月11日

12月22日

ネットかけ作業
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２　栽培事例

収穫、調整

1）収穫
●	出荷前日または前々日の早朝に収穫する。

●	収穫したら通路に並べて立てかけおき、ある程度たまったら品種ごとにベンリークロス

でまとめる。台車は使用していない。

●	採花適期の期間が比較的長く確保でき、一気に出荷すると単価が下がることもあるため、

出荷が集中しないよう、計画的に収穫している。

2）水揚げ、選別調整
●	収穫後すぐに調整し、スリーブに入れて水揚げ処理ま

で行う。

●	調整は、ネットをかけた品種、散りにくい品種は重量選

花機を使用し、傷みやすい品種は手作業で行っている。

●	品種数が多く、一度に同じ品種を大量に出荷しないた

め、重量選花機を使う際は、ベンリークロス単位でスリー

ブかけまで完結し、品種ごと、細切れに作業している。

●	品質も揃っているため、重量選花機は、ほぼ切断+下葉

取り用に使用している。

●	流れてきたものを手で受け取り、規格外を外す流れで

作業（ディスバッドマムはロットも少ないので、この流

れで十分処理が可能。輪ギクは重量選花機を使用）。

●	花をずらしながら10本ずつまとめ、結束機で結束〜切

り揃え、スリーブに入れてバケツへ。

●	前日に箱詰め（縦箱）を行い

（作型によっては当日箱詰

め）、凍るような低温日には

冷蔵庫で保管。

●	前処理剤は使用していない。

結束機までの流れ作業

収穫後通路に立てる

花を潰さないようにポリの芯を利用

ベンリークロスでまとめる

バケツで水揚げ

重量選花機での作業
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２　栽培事例

3）出　荷
●	段ボールは縦箱で40本詰め。

●	個人出荷なので、段ボールは独自に作っており、折りたたむだけで水受けがセットされ

る「省力仕様」となっている。

●	出荷当日はコンテナに段ボールを入れて準備しておくと、トラックが自宅まで引き取り

に来る。

●	出荷先は仙台生花（株）、はまなす花き（株）（札幌市）の2箇所。

収　穫 出　荷 市場着 市場競り
木or金 土 日 月
土or日 月 火 水
月or火 水 木 金

導入者へのアドバイス
●	他産地との競合が少ないため、単価もある程度確保でき、暖房費もかからないこと

から、8〜9月出荷作型がお勧め。

●	12月出荷は「当たれば良い」という程度で取り組んでいるので、初心者にはお勧め

できない。

●	品種によっては、夏季の日焼けや、花色がのらなかったり、花弁の散りやすい品種

もあるので、品種特性を把握して選定することが重要。

専用コンテナダンボールと荷姿
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２　栽培事例

定　　植

1）定植準備	
●	土壌消毒はバスアミド粒剤を施用。

2）定植（直挿）
●	穂木を購入しており、穂木到着後、挿芽開始までは、

予冷庫（5℃）で保管。

●	発根剤と殺菌剤で処理した後に直挿を実施。

■大仙市太田 田	村	辰	徳	氏 6〜12月出荷

作　型
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

☆ ★♯ ♯
●ーーＰーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ☆ ★♯
●ーーＰーーーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ★♯ ♯
●ーーＰーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ★補光〜

●ーーーＰーーーーーーーーーーーーーー■■■

凡例）●：定植　Ｐ：摘心　■：収穫　☆～★：電照期間　♯～♯：シェード期間

主な栽培品種
【ポンポン系】
　セイノーマンサニー（黄・S）、ピンポンゴールデン（黄・J）、ピンポンスーパー（白・J）、
セイハウエル（赤・S）、セイツィール（ピンク・S）、セイカブレラ（ピンク・S）、パラドフ（オ
レンジ・D）等
【デコラ系】
　ピップサーモン（サーモン／レッド・D）、シャガール（ライトピンク・D）、セイナダル
（緑・S）、セイフォリア（サーモン・S）、セイカミン（ピンク・S）等
【スパイダー系】
　チスパ（赤・D）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
市場ニーズに加え、栽培のしやすい品種を中心に選定。

直挿直後



8

２　栽培事例

3）直挿後の管理
●	直挿後は手かん水し、0.02㎜の有孔ポリフィルムで被覆。

●	寒冷紗（遮光率80%）をし、約2週間後に除去。

●	立枯病予防にユニフォーム粒剤、直挿2〜3日後には除草剤ゴーゴーサン乳剤を施用。

●	栽植本数は12㎝ネット5目の4条植えとし、摘心栽培の場合7,200本／120坪、無摘心栽

培では14,400本／120坪を基準としている。

●	肥料は葉菜特号、マイルド有機等を使用。マルチなしで栽培。

栽培管理

1）かん水
●	直挿の被覆ポリを除去した後は、一度たっぷり頭上

かん水し、その後3週間程度は乾かさないようにかん

水をしている。

●	以降は、土壌の乾き具合を見ながら、適宜かん水。

2）追肥
●	摘蕾後に液肥2号を点滴チューブで施用（3㍑／120

坪）

3）電照・補光
●	電照は22：00〜3：00の5時間電照。再電照は年末出

荷のみで実施し、消灯13日後、4日間実施。

●	年末出荷作型では、消灯後の日長が12時間になるよ

うに夕方補光を行う。

4）シェード処理
●	18：00〜6：00の処理で12時間日長。夜間解放は無し。

5）わい化剤処理
●	ビーナインを消灯7日前と、その後に7〜10日間隔で実施。処理量は40g／120坪。

6）温度管理
●	年末出荷の温度管理は、日没〜22：00

で高めとし、22：00以降に2〜3℃下げ

る変温管理をしている。ただし、開花

が遅延しそうな時は高めに設定する。

頭上かん水（9／9）

生育状況（11／27）

生育ステージ別温度管理
日没～22時 22時～朝方

消灯～出蕾 17℃ 15℃
出蕾以降 15℃ 13℃
11月～ 13℃ 10℃
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２　栽培事例

収穫、調整

●	デコラ咲き品種は膜割れ後に花首にネットを装着。収穫の前日にネットをかぶせる。

●	収穫は朝や夕方を基本としているが、気温が高い時期で出荷量が多く、日中も採花する

場合は、シェードを閉めて遮熱対策をしながら収穫している。

●	選別は手で行い、機械は使わない。

●	水揚げは、スリーブを装着した状態で行っている。

●	10本1束とし、40〜50本／箱で出荷。

収　穫 出　荷 市場着 市場競り
金 土 日 月
日 月 火 水
火 水 木 金

導入者へのアドバイス
●	年末需要に向けた作型では、低温寡日照条件により、ボリュームのあるキクが作り

にくいが、ディスバッドマムであれば腋芽掻きをすることによって、花が大きく、ボ

リューム感のある仕上がりが可能。

●	単価も確保できることから魅力的な品目である。

●	腋芽掻き、花首抑制のためのわい化剤処理、ネットの装着など、比較的労力を要す

る品目であることを十分に理解して導入することが重要。

年末出荷（12／15）

ディスバッドマムの調整では脱葉機、
結束機を活用

年末出荷（12／15）

水揚げ

年末出荷（12／15）

ローラーコンベヤ、ハンドパレット
トラックを活用し、省力化を実現
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２　栽培事例

定　　植

1）定植準備
●	土壌消毒はクロピクフローを実施。

●	生産ほ場はリン酸が過剰であるため、LPコート100日タイプ、ケイ酸加里を施用。投入

量は成分量で15㎏／10a。

■大仙市大曲 深	谷	智	浩	氏 7〜12月出荷

作　型
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

☆ ★♯ ♯
●ーーＰーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ★♯ ♯
●ーーＰーーーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ★♯ ♯
●ーＰーーーーーーーーーーーーー■■■

☆ ★補光〜

●ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

凡例）●：定植　Ｐ：摘心　■：収穫　☆～★：電照期間　♯～♯：シェード期間

主な栽培品種
【ポンポン系】
　ピンポンゴールデン（黄・J）、フィーリンググリーン（緑・J）フィーリングホワイト（白・
J）、アリババ（白・J）、サイレント（白・D）、パラドフ（オレンジ・D）等
【デコラ系】
　フエゴダーク（レッド／イエロー・D）、ピップサーモン（サーモン／レッド・D）、シャガー
ル（ライトピンク・D）、セイナダル（緑・S）等
【スパイダー系】
　チスパ（赤・D）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
●	出荷する時期に需要の高い品種を選定。

●	短期間で大量出荷が求められる8月は、ネット装着が不要なポンポン系を主体に選定。

●	9月出荷は黄色のポンポン系を主体に濃い花色を選定。

●	年末出荷は、デコラ咲きを主体に選定。
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2）定植（直挿）
●	穂木を購入しており、穂木到着後、挿芽開始までは、予冷庫（5℃）で保管。

●	直挿栽培を基本とし、発根剤は使用せず、穂木を殺菌剤で消毒後に直挿をする。

●	栽植本数は12㎝ネット5目の4条植えとし、摘心栽培では6千本／100坪、無摘心栽培で

は12千本／100坪。

3）直挿後の管理
●	直挿後はムラの無いよう、たっぷりと手かん水し、0.02

㎜の有孔ポリフィルムで被覆。

●	リゾレックス水和剤の使用はしない。

●	ハウスには寒冷紗を被覆。

●	マルチなしで栽培。

栽培管理

1）かん水
●	直挿のポリ被覆除去後、3週間程度は乾かないようにかん水をしている。

●	以後は、土壌の乾き具合を見ながら、適宜かん水。

2）電照・補光
●	電照は22：00〜3：00の5時間、再電照は消灯14日後

3日間実施。

●	年末出荷作型では、消灯後の日長が12時間になるよ

うに夕方補光を行っている。

3）シェード処理
●	17：00〜6：00の処理で11時間日長。夜間解放は無し。

4）追肥
●	消灯7日前、消灯後、再電照時の3回、尿素系の肥料

を施用（350g／a）。

5）わい化剤処理
●	ビーナインを消灯7日前と、その後は14日間隔で実

施。処理量は30〜40g／100坪。

盆出荷作型の生育（5／25）

強日射時の遮光（6／10）

9月出荷作型の生育（8／26）
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収穫、調整

●	デコラ咲き品種にはネットを使用。収穫の前日にネットをかぶせる。

●	収穫は朝や夕方を基本としているが、気温が高い時期で出荷量が多く、日中も採花する

場合は、シェードを閉めて遮熱対策をしながら収穫している。

●	選別は手で行い、機械は使わない。

●	10本1束とし、40〜50本／箱で出荷。

収穫 JA出荷 市場着 市場競り
金 土 日 月
日 月 火 水
火 水 木 金

8月出荷（8／4）

年末出荷（12／18）

9月出荷（8／26）

水揚げ

年末出荷（12／18）

箱詰め

導入者へのアドバイス
●	従来のキクにはない花色、花型が魅力で、今後さらなる需要が期待できる品目であ

るが、出荷時期別に求められる花色、花型があるので、栽培成功のためには品種選

定が鍵となる。
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耕種概要

●挿 芽：6月7日

●定 植：6月22日

●摘 心：6月28日

●整 枝：7月26日

●栽植様式：15㎝5目ネット、中1条あけ4条植え

●施 肥 量：そさい用S444、有機アグレット816、エ

スアイフミン、NPK成分で20.6㎏／10a

育苗

1）挿芽準備
●	培土	：	プラグブレンドN120

●	穂木	：	購入輸入穂（ベトナム電照穂）

2）挿芽
●	プラグトレイ：200穴

●	発根剤：オキシベロン液剤2倍液切り口10秒浸漬

●	挿芽と同時に電照（23：00〜4：00の5時間）

■横手市十文字 佐	藤	　	剛	氏 9〜10月出荷

作　型
5月 6月 7月 8月 9月 10月

雨よけ
お月見
出荷作型

☆ ★♯ ♯
▼ーーーーーー●ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■

凡例）▼：挿芽　●：定植　☆～★：電照期間　♯～♯：シェード期間　■：採花

主な栽培品種
【ポンポン系】		セイノーマンサニー（S）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
お月見出荷向けの黄色ポンポンを選定

セルトレーで育苗

育苗トンネル
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3）挿芽後の管理
●	70%遮光ネットで被覆。挿芽後1週間は密閉、その後、10：00〜16：00の遮光処理とし、

それ以外の時間は開放して、光に当てる。

●	開放後は通常の薬剤散布を実施。

定　　植

●	白黒ダブルマルチを張った畝に、

タバコ移植器を使用して定植。

●	1ベット定植ごとに、500倍液肥を

かん水代わりに施用する。

栽培管理

1）かん水
●	定植後20日間くらいは2〜3日おきに手かん水、それ以降は7日おきにチューブかん水

を実施。

2）摘心、整枝、ネット上げ
●	定植7日後頃に摘心し、摘心後20〜30日頃に3本に整枝を行う。

3）追　肥
●	生育の様子を見ながらJA液肥1号の300〜500倍液

を50坪に500㍑施用。

4）被　覆
●	定植時から、屋根をかけずに露地状態とし、シェード

期直前（7月20日）に被覆を行う。

5）電　照
●	挿芽時から7月28日まで23：00〜4：00の5時間電照。

●	蛍光灯電球色を使用。

6）シェード
●	7月29日から9月15日まで、17：00〜6：00の処理で、

11時間日長とする。

●	シェードパイプ、100%遮光サンシルバーで遮光。

定植直後 定植器
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7）わい化剤処理
●	6月14日：挿芽苗徒長防止

●	7月28日：消灯時

●	9月1日：花首伸長抑制　※いずれもビーナイン1,000倍液を農薬と混ぜて処理している。

8）芽掻き、摘蕾
●	9月1日〜4日、わき芽や蕾が大きくならないうちに行う。

9）ネット
●	定植前にネットを張り、伸張に応じてネットを引き上げる。

収穫、調整

1）収穫
●	朝夕の涼しい時間帯で作業を行う。

●	切前は、花が半円ぐらいになった時。

2）選別調整
●	10本ずつ、花の頭を出荷調整枠で

揃え、フラワーバインダーで下葉

を掻き、長さを揃えて結束する。

●	その際、花受けに落とすと花が傷

むので、手で受け取っている。

●	その後、クリザールBCの入った

ELFバケットで水揚げを行う。

➡

➡
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3）出荷
●	ELFバケットに50〜60本を入れ出荷する。

出荷時の荷姿 専用コンテナへ

➡

導入者へのアドバイス
●	今年（R2年）はお月見の時期に間に合わず、遅れて収穫となったことから、今後は

シェード開始を1週間程度早め､シェード終了も少し遅くして、確実にお月見の時期

に出荷できるようにしていきたい。

●	この作型は、需要期に出荷できると高単価で販売できるので、是非取り組んでほしい。

●	オオタバコガやスリップスの被害を受けやすい作型であるため、薬剤防除は徹底す

る必要がある｡
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参考　生育経過

6月10日　育苗

7月1日　摘心後の様子 7月20日　被覆開始

8月3日（7月29日シェード開始）

6月24日定植直後
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10月2日　採花期

9月28日　開花期

9月4日　芽決め作業 芽決め直前

8月26日芽決め直前

9月15日芽決め後
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耕種概要

●直 挿：7月15日（無摘心栽培）

●栽植様式：10㎝×10㎝10目ネットを使用し、全面植え（160本／坪）。

●施 肥：さとやま7号（ジャット）N成分で6㎏／100坪、竹満作30㎏／100坪

直挿管理

1）土壌消毒
なし

2）直挿
●	直挿前に地温を下げるため、ハウスビニール外側に寒冷紗（遮光率38%）を張っておく。

●	直挿後、除草剤ゴーゴーサン粒剤を3㎏／100坪に散布し、かん水（500㍑／100坪）を

行い、有孔ポリで被覆する。

3）被覆後管理
●	直挿後は天候を見て、ポリ除去まで、温度の高い時に1日に2〜3回頭上かん水（5〜10

分程度）を行い、有孔ポリの温度を下げる（葉焼け防止のため）。

■横手市十文字 加	藤	　	勉	氏 10／下〜11／中出荷

作　型
6月 7月 8月 9月 10月 11月

電照
11月出荷

☆ ★

▼ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

凡例）▼：直挿　☆～★：電照期間　■：採花

主な栽培品種
【デコラ系】		ロサーノ（D）、シャンティ（D）
【スパイダー系】		イグニス（D）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
ロサーノ ：栽培経験があり、特性を把握しているため選定。花芽決めがしやすく、花

首が伸びないためビーナイン処理が必要ないなど作業性が非常に良い｡

シャンティ：ダリアに似た花型であり、ダリアの対抗品種として選定｡

イグニス ：今までにない花型であることから導入｡

※基本的に作業性が良く、花弁と茎が硬く、ボリュームがとれやすい品種を選定。
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●	直挿7〜10日後に有孔ポリを取り除き、発根促進のためリンマグ液肥（タイミング2号、

多木化学）の500倍で500㍑／100坪を散布する。

●	その直後にビーナイン1,000倍40㍑／100坪を散布する。

●	リンマグ液肥は、その後、かん水代わりに数回散布している。

●	ポリ除去と同時に寒冷紗を取り除き、光に当てる。

※除草剤ゴーゴーサンを散布すると発根が弱くなる傾向があったため、リンマグ液肥を入

れることで発根が良くなった。

※8月20日以降に直挿する場合は、有孔ポリを使用しないで、遮光のみで管理している。

日中かなり萎れるが、頭上かん水を葉が濡れる程度に行うことで、葉焼けの心配がなく、

早く発根できている。

栽培管理

1）かん水
●	ポリ除去後3週間は乾かないように、こまめにかん水を行う。

●	その後は、畝内の乾きを見ながら適宜かん水を行う。

2）追肥
●	なし

頭上かん水で葉焼け対策 ポリ被覆の様子

有孔ポリ除去直後（7月22日） 順調に活着
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3）温度管理
●	換気扇は25℃に設定し、温度が上がりすぎないように管理している。

●	年末出荷作型では10月中旬から最低15℃で加温し、花芽分化期以降、EOD管理として、

16：00〜20：00の4時間18℃に加温し、その後10℃に設定している。

4）電照
●	電照は直挿時から9／1頃まで23：00〜4：00の5時間。

●	赤色LEDを使用し、3m間隔で設置。

※通常だとシェードが必要な時期であったが、施設の都合でシェードなしで栽培。

5）わい化剤処理
●	「ロサーノ」は処理なし。

●	「シャンティ」、「イグニス」は消

灯後20日にビーナイン1,000倍

液を40㍑／100坪散布。

●	細く伸びやすい品種は、消灯2

週間後と消灯1か月後の2回、

ビーナイン1,000倍を散布して

いる。

6）摘蕾
●	作業性を考慮して蕾が小豆大の

頃から摘蕾作業を始める。

7）ネット
●	蕾の幕切れが始まった頃、花首部分にネットをかけておき、

収穫当日、または前日に、蕾全体を包むようにネットをか

ぶせている。

●	ネットは長さ15㎝程度のものを使用（15㎝位でほとんど

の品種に利用できる）。

収穫、調整

1）収穫
●	切前は品種によって異なるが、基本的に8分咲き程度で採花している。

●	収穫は台車を使用し、花弁が傷まないように花の頭の位置をずらして重ね、丁寧に収穫

している。

●	量が多過ぎると傷むので、あまり重ねないようにしている。

花首部分にかけたネット

ネットは切って使用（1巻1,000m）
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2）選別調整、水揚げ、出荷
●	20㎝角の板に、花の少し下の茎の部分を乗せて並べ

ておく。

●	出荷調整枠（右写真）に花の頭が重ならないように入

れて、10本一束に揃える。

●	フラワーバインダーで、長さを切り揃えて、結束する

（その際、花受けに落とすと花が傷むので、手で受け

取っている）。

●	10本1束でスリーブに入れ、クリザールBCの入った

ELFバケットで水揚げを行う。

収穫 JA出荷 市場着 市場競り
金 土 日 月
日 月 火 水
火 水 木 金

出荷調整枠

花の保護のための角板 ELFバケットによる出荷

導入者へのアドバイス
●	キクを栽培しているが、輪ギクなどでは花が咲いたのを見ることがない。咲いた花

を見る喜びを感じるられるのはディスバットマムです。これからも積極的に栽培を

していきたい。

●	ディスバットマムは品種選定が重要で、「花弁の散りやすさ」、「葉持ちの良し悪し」

など、品種特性を十分把握して選ぶこと。

●	用途が限られることから、量を出しすぎると単価安になる、産地内で品種や作型の

調整が必要。品種ごとに、いつ、どれだけ出るかを産地として話し合ってから作付

けすることが重要。

●	これまで1バケットに多数の品種を入れると個選扱いであったが、今後は、1バケッ

トに同シリーズで3色入る規格を設け、例えば｢ダンテシリーズ｣、｢ロサーノシリー

ズ｣などの「シリーズ出荷」の導入を検討している。
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【参考　生育経過】

7月15日　直挿

7月28日生育初期の様子

9月7日 9月15日

7月22日　有孔ポリ除去
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10月19日　開花始め

11月5日

10月6日

10月23日　採花間近　ネットかけ
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耕種概要

●挿 芽 日：7月24日　※無摘心栽培

●栽植様式：10㎝×10㎝10目ネットを使用し、中2条あけ8条植え

●施 肥 量：有機アグレット816…60㎏／75坪、パームアッシュ…7.5㎏／75坪

（NPK成分量1.9㎏／a：0.2㎏／a：2.3㎏／a）

直挿管理

1）土壌消毒
●	7月10日にガスタード粒剤5㎏／75坪施用。

●	7月18日にポリ被覆を取り除き、ガス抜き耕起。

2）畝作り
●	乾きすぎた状態で耕起しない（サラサラにならないよう注意）。

●	7月22日、ネットを張ってから通路を踏み固めることで畝を作る（畝上げはしない）。

■横手市十文字 菊	地	忠	真	氏 10／中〜11／上出荷

作　型
6月 7月 8月 9月 10月 11月

電照シェード
10月下旬〜

11月出荷

☆ ★♯ ♯
▼ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■■■

凡例）▼：直挿　☆～★：電照期間　♯～♯：シェード期間　■：採花

主な栽培品種
【デコラ系】		ロサーノシャルロッテ（D）、ロサーノエリザベス（D）
【スパイダー系】		アナスタシア（D）

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

品種選定のポイント（選定理由等）
●	ボリュームのとれやすい品種を選定する。

●	色を考慮して、1ハウスに6品種入るように選定（個人的に好みの品種）。
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3）直挿管理
●	直挿前にシェード被覆（ホワイトシルバー）で遮光を行う。

●	7月24日に直挿、直後にリゾレックス1,000倍液をかん注（300㍑／75坪）。

●	7月25日除草剤アグロマックス300倍液を散布し、有孔ポリで被覆。

※除草剤散布前に土壌が乾いている場合は、再度手かん水で調整する。

4）被覆後管理
●	根が活着するまで日中もシェード被覆（ホワイトシルバー）を利用し、ポリに直接光が

当たらないように管理する。

●	被覆は8日間で、8月2日にポリ被覆を取り除く。

●	その後、除草剤ゴーゴーサン粒剤を1㎏／75坪散布し、十分に手かん水する。
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２　栽培事例

栽培管理

1）かん水
●	被覆除去後3週間は乾かないよう、丁寧に手かん水を行う。

●	その後、かん水パイプによるかん水に切り替える。

2）ネット上げ
●	茎が柔らかいので、こまめに引き上げる。

3）追肥　なし

4）温度
●	最低気温が10℃を下回らないように保温、被覆を行

う。

●	「アナスタシア」は、花弁にアントシアンが発生しや

すいので、最低15℃以上を確保する必要がある。

●	換気扇は30℃に設定する。

5）電照
●	直挿直後から電照を開始、シェード開始時に終了。

●	電球は蛍光灯（スーパーアグリランプ電球色）を使用し、360㎝間隔、高さ250㎝で設置。

●	点灯は21：00〜3：00の6時間電照。

●	11月以降に収穫する作型では、消灯後の日長が12時間になるように朝補光を行う。

6）シェード
●	シェード資材（ホワイトシルバー）で9月1日〜9月20日の21日間、午後6時〜午前6時の

処理で12時間日長とする。

7）わい化剤処理
●	9月25日にわい化剤（キクエモン）700倍液を15㍑／75坪を散布。

●	節間が伸びやすい品種は消灯時だけでなく、数回散布する必要がある。

8）芽掻き、摘蕾
●	芽掻き、摘蕾はできるだけ芽が

小さいうちに掻く。

●	蕾が大きくなってから掻くと、

収穫時でも茎が柔らかいままで、

ボリュームも不足する。

アナスタシアのアントシアン
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２　栽培事例

9）ネット
●	基本的にデコラやスパイダー品種につける。

●	収穫前日に7部咲きのものにつける（7部咲きのものが翌日収穫の目安）。

●	ネットは10〜12㎝で切断して使用する（長すぎるとかけづらい）。

収穫、調整

1）収穫
●	品種で異なるが、5〜7割咲きを切前とする。

●	収穫時、台車に入れる際、花と花が重なると花弁が

傷みやすくなるので、花の頭をずらして重ねる。

●	台車積載の6〜7割程度収穫したら、軽トラに運ぶ（台

車に詰め込みすぎない）。

2）選別調整
●	長さ、花の大きさ、病害虫

の有無を確認し、出荷調整

枠を利用して、花の頭をず

らして並べ、10本一束にし

てフラワーバインダーで長

さを揃え、下葉を掻いて結

束し、スリーブに入れる。

ロサーノシャルロッテ ネットかけの様子

出荷調整枠を用いた調整 出荷調整枠：ネットを外した際、花弁が
ぶつからないようにずらす

フラワーバインダーの作業。荷受けに
落とすと花弁が傷むので、後ろで待機
している人が手で受け取る。

スリーブに入れる作業 花弁がぶつからないよ
うにずらして束ねる。

台車に詰めた状況（頭をずらす）
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２　栽培事例

3）水揚げ・予冷、出荷
●	出荷はELFバケットを使用する。

●	ELFバケットの水受けにクリザー

ルBCを入れ、1バケットあたり60

本（6束）にして、水揚げを行う。

収穫 JA出荷 市場着 市場競り
金 土 日 月
日 月 火 水
火 水 木 金

ELFバケットにて出荷を待つマム

導入者へのアドバイス
●	「ピンポンスーパー」や「ウォーク」など節間が伸びやすく、ボリュームが出にくい品

種は消灯後、ビーナイン1,500倍を液散布し、その後様子を見て必要があれば適宜

1,000倍液を散布。花芽を決めた後は500〜700倍液を散布する。

●	「アナスタシア」を栽培する場合、灰色かび病、小斑点病が特に発生しやすく、循環

扇や換気扇による換気を徹底し、薬剤防除も徹底する必要がある。

●	ディスバッドマムは、なんといっても花型や花色の多さが魅力で、栽培している本

人も、収穫期のハウスに入ると、その花の美しさに魅了されます。

●	関東方面では冠婚葬祭、フラワーアレンジメント等でよく使われているので、私と

してはもっと地元秋田にアピールして、地元の人にも親しまれる品目になれれば良

いと思っています。
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２　栽培事例

【参考　生育経過】

7月28日　直挿管理

8月5日　ポリ除去

8月26日

7月22日　ほ場準備
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２　栽培事例

9月28日　わき芽掻き、摘蕾

10月13日　内張り、保温開始

10月19日　開花始め

9月17日
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２　栽培事例

令和2年種苗交換会出品
「ロサーノシャルロッテ」
一等知事賞、秋田魁新報社賞

10月23日　ネットかけ、採花始め 切前

10月23日　ELFによる出荷
※ネットを外すと花弁がぶつかり、花弁が傷むので、段差をつけて結束
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

近年、スプレーギクを1輪に仕立て、洋花として売り出す「ディスバッドマム」が、全国的

に注目されています。本県でも生産量が増加していることから、県としても市場や実需者と

連携して生産振興を図っています。しかし、市場では夏秋期の出荷量が少なく、比較的冷涼

な秋田における夏秋期の出荷が求められています。そこで、夏秋期出荷作型におけるディスバッ

ドマムの開花調節技術の確立を目指し、令和元年〜2年度にかけて「7〜9月出荷作型のシェー

ドの時間帯による開花や品質へ与える影響」について調査しましたので報告します。

7月出荷作型（令和元年度試験）

秋ギク系26品種（図2）を用いて、シェードによる暗期時間を13時間及び15時間として、

シェードの実施時間帯を3区設定し、比較しました。シェード作業の簡易化を目指し、夕方

からの区も設定しています。

試験方法

試験区 シェード時間 暗　期

夕方13h区 15時〜20時 13時間※

暗期13h区 17時〜6時 13時間
暗期15h区 17時〜8時 15時間

※5月下旬〜7月中旬の日の出時間は4：10〜4：20のた

め、15時からのシェードで暗期は約13時間となる

耕種概要

●栽 培 日 程 挿芽： 4月5日、定植	：	4月22日

●電 照 方 法 期間：挿芽〜シェード開始（6月8日）

時間： 23〜4時の5時間処理

資材：白熱電球（75W、パナソニック）

●シェード方法 期間： 6月8日〜開花

資材：アグリシート

●栽 植 様 式 12㎝角5目、4条植え中1条空け（2本－1本－0－1本－2本）

●施 肥 量 N：P2O5：K2O　各1.2kg/a

結果

1）温度条件
図1は、1日における気温の推移を示したグラフです。全体的に花芽分化期の方が低く推

移しています。シェードを夕方から開始することで高温になりましたが、開放される20時頃
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

には気温が下がっていました。しかし、花芽発達期では20時に開放されても、そもそも外気

温が高いため、あまり下がりませんでした。一方、暗期15時間シェード処理は、花芽分化期

も花芽発達期も朝6時以降に高温になる傾向がありました。　

2）開花への影響
本試験において、開花は7月下旬〜8月中旬となりました。

到花週数を比較してみると（図2）、全体的にカタログに記載されている到花週数よりも遅

延していました。暗期13時間と15時間では差がはっきりしませんが、夕方からの試験区で

は大きく遅延している品種が多くあり、「セイオペラピンク」や「ロサーノシャルロッテ」、「バ

ルサダール」、「セイハウエル」はカタログ値よりも4週間も遅延していました。

開花節数は、どの試験区でも大きな差はなかったことから（データ略）、花芽分化のタイミ

ングは大きく変わらなかったが、その後の発達段階で遅延したと考えられました。

	図1　7月出荷作型におけるシェード処理方法別気温の推移

	図2　7月出荷作型におけるシェード処理方法による到花週数への影響
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

3）切花品質への影響
夕方処理及び暗期15時間処理区において、暗期

13時間処理区よりも花径が小さくなり、花首長も

伸長する傾向がありました（表1）。

本作型においては、シェード処理に関係なく、

ポンポン系品種の「セイカマキロイ」「ラヒリ」「ウォー

ク」では球形にならないなど、咲き方が不完全でし

た（図3）。花色は、白や黄色、緑系の品種は問題あ

りませんでしたが、赤色系の品種では発色せず、

桃色の品種はクリーム色、オレンジ色の品種は黄

色になり、本作型において不向きであると考えら

れました（図6）。

表1　7月出荷作型における切花品質への影響（供試品種全体の平均値）

試験区 採花日
到花 
日数 

（日）

到花 
週数 

（週）
切花長 
（cm）

茎長 
（cm）

節数 
（節）

シェー
ド後増
加葉数
（節）

茎長／
節数 

（cm）
花首長 
（cm）

柳芽数 
（個）

茎径 
（mm）

切り花
重 

（g）

70cm長 
調整重 
（g）

花径

夕方13h区 8/13 66.4 9.5 151.2 139.1 50.5 19.9 2.8 9.4 2.7 6.3 99.7 49.6 6.1
暗期13h区 8/5 58.5 8.4 152.1 140.3 50.0 17.5 2.9 9.0 2.8 6.8 110.6 52.1 6.7
暗期15h区 8/4 57.7 8.2 156.1 157.4 51.4 18.2 3.0 9.8 2.3 6.4 105.5 43.7 6.2
カタログ値 7.3
注）到花日数や週数はシェード開始から採花日までの日数を示す。

9月出荷作型（令和元年度試験）

秋ギク系26品種（図5）を用いて、シェードによる暗期時間を15時間として栽培を行いま

した。

耕種概要

●栽 培 日 程 挿芽： 5月1日、定植	：	5月21日、摘心	：5	月29日（2本仕立て）

●電 照 方 法 期間：挿芽〜シェード開始（7月22日）

時間： 23〜4時の5時間処理

資材：白熱電球（75W、パナソニック）

●シェード方法 期間： 7月22日〜開花

資材：サンシルバー

●栽 植 様 式 12㎝角5目、4条植え中1条空け（2本－1本－0－1本－2本）

●施 肥 量 N：P2O5：K2O　各1.2kg/a

図3　品種の違いによるポンポン花型への
　　　暑さの影響

注）両品種とも夕方13時間処理区

ピンポン 
ゴールデン

セイ 
マキロイ
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

結果

1）温度条件
図4は1日における気温の推移を示したグラフです。本作型では花芽分化期の気温が高く、

明期で35℃程度、暗期で24〜25℃と非常に高温だったことが分かります。一方、花芽発達

期になると、明期で30℃まで上がりますが、暗期で20℃近くまで低下し、適温となっていま

した。

2）開花への影響
本試験において、開花は9月中下旬となりました。

到花週数を比較してみる（図5）と、全体的にカタログに記載されている到花週数よりも

1週間以上遅延していました。特に、「セイツイール」や「アリョンカ」、「ブラッディーマリー」、

「バルサダール」、「セイハウエル」はカタログ値よりも2.5週間以上遅延しました。

これらの原因として、シェード直後からの花芽分化期にあたる期間で、夜温が25℃程度と

なっていたことから、高夜温による開花遅延が発生したものと考えられます。

図4　9月出荷作型におけるシェード開始後の気温の推移

図5　9月出荷作型におけるシェード処理方法による到花週数への影響
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

3）切花品質への影響
本作型では、切花品質に問題はありませんでした（表2）。7月出荷作型で色あせしてしまっ

た赤色系の品種でもしっかり発色し、花色も問題ありませんでした（図6）。これは、花芽分

化時期は高温で推移したものの、出蕾（8月中旬）以降は比較的適温で推移したことから、花

色へ影響がなかったものと考えられます。

表2　9月出荷作型における切花品質への影響（供試品種平均）

試験区 採花日
到花 
日数 

（日）

到花 
週数 

（週）
切花長 
（cm）

茎長 
（cm）

節数 
（節）

シェー
ド後増
加葉数
（節）

茎長／
節数 

（cm）
花首長 
（cm）

柳芽数 
（個）

茎径 
（mm）

切り花
重 

（g）

70cm長 
調整重 
（g）

花径

暗期15h 9/22 64.8 9.3 128.0 118.5 45.2 21.2 2.7 6.1 2.6 6.0 84.0 49.0 8.1 
カタログ値 7.4
注）到花日数や到花週数はシェード開始～採花までにかかった日数や週数を示す

8月出荷作型（令和2年度試験）
試験方法

秋ギク系11品種を用いて、シェー

ドの時間帯の違いによる影響を調

べるために、シェードによる暗期

時間を13時間として、シェードの

実施時間帯を3区設定しました。

また、それぞれでシェードを開

始するまでの栄養生長期間を40日

と30日にした合計6区で比較しま

した。

セイオペラピンク
（桃系）

サフィーナ
（オレンジ系）

ロサーノシャルロッテ
（桃系）

セイナダル
（緑系）

7
月
出
荷
作
型

9
月
出
荷
作
型

図6　7月及び9月出荷作型における花色の変化

No 品種名 花色 花形 メーカー
1 セイオペラピンク ピンク デコラ

イノチオ精興園

2 セイカミン ピンク デコラ
3 セイカミンオレンジ オレンジ デコラ
4 セイナダル 緑 デコラ
5 サフィーナ 黄赤 スパイダー
6 セイカーク 黄 ポンポン
7 セイフォリア サーモン デコラ
8 セイツィール 緑爪桃 デコラ
9 モモコ 桃 ポンポン

ジャパンアグリ
バイオ10 ピンポンゴールデン 黄色 ポンポン

11 ウォーク 緑 ポンポン
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

試験区

試験区
栄養生長
期　　間

シェード時間
（暗期13時間）

暗期解放
（20：30〜3：30）

1区 40日
17時〜6時 無

2区 30日
3区 40日

17時〜6時 有
4区 30日
5区 40日

19時〜8時 無
6区 30日

耕種概要

●栽 培 日 程 【30日区】　挿芽：5月18日、定植：6月2日

【40日区】　挿芽：5月8日、定植：5月22日

●電 照 方 法 期間：挿芽〜シェード開始（7月1日）

時間： 23〜4時の5時間処理

資材：白熱電球（75W、パナソニック）

●シェード方法 期間： 7月1日〜開花

資材：ホワイトシルバー

●栽 植 様 式 12㎝角5目、4条植え中1条空け（2本－1本－0－1本－2本）

●施 肥 量 N：P2O5：K2O　各1.2kg/a

結果

1）温度条件
図7は、シェード開始後の各試験区内の1日

の平均温度推移を示したグラフです。シェー

ドを17時に閉めてもそれほど上昇しませんが、

20時に暗期開放することで、1℃程度低下し

ました。19時〜8時のシェードの場合、6時頃

から温度が上昇し8時前に平均気温で25℃を

超えました。

シェード期間中のキクに悪影響が出やすい

気温25℃以上になった時間は、暗期開放する

ことで減少しましたが、シェードが17時〜6

時の場合と19時〜8時の場合で、大きな差は

ありませんでした（表3）。

試験ほの状況

図7　8月出荷作型における
シェード開始後の平均気温の推移
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３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

表3　シェード開始後の温度条件

試験区名 シェード時間
平均気温（℃） 気温25℃以上の時間（時間）

1日 明期 暗期 全体 1日あたりの 
平均時間

1，2区 17～6時 24.5 27.2 22.2 418.0 9.1 
3，4区 17～6時（暗期開放） 24.1 27.4 21.4 374.3 8.1 
5，6区 19～8時 24.8 28.2 22.0 426.8 9.3

2）開花への影響
本試験において、出蕾は7月中下旬、開花は8月中旬〜9月上旬となりました。

各品種別のシェード開始から採花までに係った期間（到花週数）を比較すると、ほとんど

の品種で19時〜8時のシェード区で大きく遅延する傾向があり、これらの遅延程度は栄養生

長期間が30日の場合に大きくなりました（図8、図9）。

それぞれのシェード方法でシェード開始〜出蕾の日数に大きな差はありませんでしたが、

出蕾〜採花の期間に大きく遅延していました。

また、暗期開放により、数品種で2〜3日開花が促進される傾向がありました。

一方、シェード後増加した節数は、品種間差はありますが、栄養生長期間30日の場合の19

時〜8時区でやや大きくなる傾向があり、花芽分化自体が遅延している可能性がありました。

○栄養生長40日間の場合 ○栄養生長30日間の場合

図8　シェード時間及び栄養生長期間の違いによる到花週数への影響

図9　8月17における栄養生長期30日間の「サフィーナ」の開花状況

17～6時（暗期開放）区 19～8時区
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3）切花品質への影響
シェード処理の違いによる切花品質への影響（表4、図10）は、17時〜6時の場合より19時

〜8時の方が花首長がやや伸長しやすくなる傾向がありました。また、「セイカミン」、「ウォー

ク」、「セイカーク」、「セイフォリア」、「ピンポンゴールデン」は19時〜8時の処理で柳芽数

が多くなり、「セイカミン」、「ウォーク」では、暗期開放により減少する傾向がありました。

表4　シェード時間帯及び栄養生長期間の違いによる切り花品質への影響（供試品種平均）

試験区
栄養
成長
期間

シェード時間 切花長
（cm）

茎長
（cm）

節数
（節）

茎節
間長

（cm）
花首長
（cm）

柳芽数
（個）

花径
（cm）

茎径
（mm）

切花重
（g）

切花
調整重

（g/70cm）

1区

40日間

17時～6時 123.1 115.8 49.4 2.4 3.8 1.7 7.4 6.6 108.5 52.9

3区 17～6時 
（暗期開放） 133.8 124.7 49.8 2.5 4.4 2.0 7.4 6.8 120.1 56.0

5区 19時～8時 130.0 121.1 50.5 2.4 5.3 2.5 7.3 6.8 115.5 54.2

2区

30日間

17時～6時 101.3 94.4 43.6 2.2 3.2 1.3 7.3 6.1 84.5 51.7

4区 17～6時 
（暗期開放） 108.7 101.4 45.3 2.3 3.6 1.4 7.2 6.5 97.9 54.3

6区 19時～8時 112.1 112.0 46.6 2.5 4.6 1.5 7.2 6.4 96.7 53.0

花色への影響（図11）は、本作型ではシェード方法に関わ

らず、「セイオペラピンク」では赤色が発色せずクリーム色

になりましたが、他のピンク系やオレンジ系の品種におい

ては花色への影響はありませんでした。ただし、本年度は、

花色に影響があると考えられる出蕾以降（7月下旬〜8月上

旬）の夜温が平均で23℃程度と低めに推移しました。夜温

がより高温になるような年は、他の品種でも退色する可能

性があります。

変
化
無
し

セイカミンオレンジ セイフォリア セイカミンピンク モモコ

図11　8月開花作型における花色への影響

退
色
有
り

セイオペラピンク 【参考】R 元年9月 
セイオペラピンク

図10　草姿への影響
注：栄養生長30日間の 

「セイフォリア」 
（左から2区、4区、6区）



42

３　農業試験場試験成績報告
ディスバッドマムの夏秋期出荷作型のためのシェード技術の開発

気温の特徴 

キクの夏秋期出荷作型で問題となるのは高温と日長の長さです。

そこで、本試験中の「気温の特徴」について以下のとおりまとめました。

本試験中の気温の特徴（1日あたりの25℃以上の時間比較）

※ R1年7～8月の高温や、R2年8月の涼温条件下での試験データなので、年次によって異なる特徴を示す場合あり。

開花時期への影響 

夏秋期出荷作型は開花遅延しやすく、特に花芽分化期の25℃以上の高温とそのタイミン

グが大きく影響します。そこで、以下の点に注意する必要があります。

①日が高い時間帯からのシェードは避ける。 → 高温になる時間帯が多くなるため。
②午前の遅い時間までのシェードを続けない。 → 暗期後半、つまり、朝方のシェード開

放前の時間帯は、より高温の影響を受けやすいため。
③長時間のシェードは避ける。 → シェードによる暗期時間が長いと開花促進されるが、

本作型の長時間のシェードは高温遭遇時間がより長くなり、逆効果となる場合がある
ため。

夏秋期出荷作型は、開花が遅延する可能性が高くなりますが、17時～6時の13時間
シェード処理でその影響を小さくすることが可能です。

また、暗期開放は、1℃～2℃の気温降下につながり、品種によっては開花促進や柳芽
抑制に効果があります。

夏秋期出荷作型におけるまとめ

花芽分化期は明期は高温だが
暗期は適温

花芽発達期は異常な高温

全体的に明期は高温だが
暗期は適温

花芽発達期の方が高温

花芽分化期は高温
花芽発達期は明期は高温でも

暗期は適温
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R2試験で、シェードが17時からの場合と19時からの場合で、25℃以上に遭遇する時

間がほぼ一緒だったのに、なぜ19時からの場合の方が、より開花遅延が見られたのか？

キクの開花は、開花ホルモンと開花抑制ホルモンのバランスによって、制御されています。

キクの開花ホルモンは、①高温により抑制される、②高温の感じやすさは品種や時間帯によっ

て異なる、③高温を感じやすい時間帯は暗期後半、つまり夜明け頃である、と明らかにされ

ています（農研機構野菜花き研究部門	中野氏ら）。

今回の試験では、シェードが17時〜6時の場合と19時〜8時の場合で、25℃以上に遭遇し

た時間はほぼ同等だったのですが、19時〜8時の場合は、シェードを開ける直前の6時〜8

時の時間に、より多く暑さに遭遇したため、開花が遅延したと考えられます。

品質への影響

花芽発達期の高温が花色や花径に影響するため、出蕾以降が高温になりやすい7月出荷作

型や8月出荷作型は赤の色素が関係する品種は退色する可能性が高くなります。さらに、高

温遭遇時間が長くなると、花径が縮小したり、ポンポン型が球形にならないなど品質低下に

つながることもあるため、品種選定が必要です。

一方、9月出荷作型については、花芽発達期には気温が低くなるため、カタログに近い花

色や花型となります。

●各月別作型における特徴
作  型 シェード開始時期 開花遅延 花   色

7月出荷作型 5月中旬 小 ×（赤系はほとんど発色せず）

8月出荷作型 6月中旬 小 △

9月出荷作型 7月中旬 大 ○
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凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

４　市場が要望するシーン別有望品種

大田花きからよせられた情報を元に、各シーン別にお勧め品種をお知らせします。

（1）ブライダル
出荷時期：通年　～色幅のぶれがなく、輪径の安定したもの～
●	ピンポンスーパー（J）、グリーンピンポン、セイオペラ系（S）、アナスタシアダークライ
ム（D）、サイレント（D）、セイフォリア（S）、アンテナ（D）、セイヌーボ（S）など。
※流通量の安定と共に多種多用な品種が用いられてきており、今後、新たな品種が用いられていく傾向

（2）お盆
出荷時期：新盆7月上旬、旧盆8月上旬　～夏場に似合う爽やかな色目と色抜けしない品種～
●	セイオペラ系（S）各色、ゼンブラライム（D）、ロサーノシャルロッテ（D）、ピンポンマム
白、グリーン、黄色、（ボンボン系（D）人気あり）
●	7月のお盆は、秋田県産であればギリギリ色は乗っているが、8月盆は色抜けが顕著であ

ることから、色の抜けない品種が推奨できる。

ピンポンスーパー

セイオペラベージュ

セイオペラピンク

ゼンブラライム

アナスタシア
ダークライム

ロサーノ
シャルロッテ

サイレント

ボンボン

セイフォリア

ボンボンイエロー
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４　市場が要望するシーン別有望品種

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

（3）重陽の節句（9月9日）
出荷時期：9月上旬　～美しいマムの魅力を感じられる品種～
●	これぞ、おしゃれ菊と言わんばかりのデコラ咲を提供したいが、現実として夏場の高温

の影響を受けやすく、国内産は色抜けの品種が多い為、結局輸入のアナスタシア等を使っ

ているのが現状。

●	その一方で、毎年花店では重陽の節句フェアをするところが増え続けている。色の抜け

ないデコラ品種全般があれば盛り上がるマーケット。

●	理想を言えば、フェゴダーク（D）やイグニス（D）、サフィーナ（S）、セイフェスト（S）、
セイヌーボ（S）などが望ましい。

（4）お月見（十五夜、十三夜）
出荷時期：十五夜（9月上中旬）、十三夜（10月上旬）　～ピンポンマム～
●	例年、日にちがずれるが、お彼岸前やそれに絡むタイミングでは、狙い易い商機で、多

少開花が前後しても、仏花ニーズも高いので好販売が期待できる。

●	お月見では、ほぼピンポンが利用され、なるべく輪の大きい品種が好まれる。

●	色では黄色が7割、白が2割、グリーンその他が1割程度。

ボンボンイエロー

フエゴダーク

セイノーマンサニー

イグニス

サイレント

サフィーナ

フィーリング
グリーン

セイフェスト

セイツィール

セイヌーボ
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４　市場が要望するシーン別有望品種

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

（5）お彼岸
出荷時期：9月中旬　～「デコラとピンポン」初秋らしいカラーリング、サーモンオレンジなど～
●	お彼岸では、需要が2つに分かれる。

●	一つは和風の仏束、もう一つは洋風仏花。

●	和風のものはいわゆる輪菊イメージで咲いたもの。サイレント（D）、アナスタシア（D）、
ゼンブラライム（D）などが用いられる。
●	洋風仏花では、オペラシリーズ（S）各色、ピンポン各色の他に秋を感じさせる、デコラ
タイプとして、シャガール（D）、シャンパン（J）、アリョンカサーモン（J）、バイタリティー
（D）など彩度の高すぎないパステルトーンより若干濃い色目のタイプが季節に相応しく、
他の花との合わせもしやすい。

（6）いいマムの日（11月6日）
出荷時期：10月末～11月第1週　～11月6日は、菊のトップシーズン、魅力あふれる菊を多用～
●	11月3日文化の日の頃、全国で開催されている菊花展も見ごろを迎えるため、菊花展を

お花屋さんの店頭で展開するイメージで仕掛けたいことから、品種は多様な方が良いが、

その中でもやはり、デコラ咲きや変わり咲きが見応えがあって良い。

●	色は晩秋故に、オレンジや赤、茶、紫などの紅葉カラーが人気。

●	イグニス（D）、フェゴダーク（D）、セイフォリア（S）、セイフェスト（S）、セイマノア（S）、
セイヌーボ（S）、サフィーナ（S）、セイグリスター（S）、バルタザールフレーム（D）、ピッ
プ（D）、ピップサーモン（D）の他、古典菊などを望む声も強い。

サイレント

イグニス

アナスタシア

フエゴダーク

シャガール

セイフォリア

シャンパン

サフィーナ

アリョンカサーモン

セイマノア
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４　市場が要望するシーン別有望品種

凡例）S：イノチオ精興園、J：デュメンオレンジジャパン（旧ジャパンアグリバイオ）、D：デリフロールジャパン

（7）年末迎春向け
出荷時期：12月中旬～下旬　～束向けデコラとアレンジ用ピンポン華やかな色目で～
●	年末の用途は、アレンジ向けと松千両と合わせる束向けの二つ。

●	いずれも、迎春に相応しい華やかで明るい色目とフォーマルで和風な色目が好まれる。

●	一番人気はフェゴダーク（D）、安定のオペラシリーズ（S）、華やかなサフィーナ（S）、セ
イフェスト（S）、イグニス（D）、セイヌーボ（S）、ピンポンマムイエロー、フォーマルな
セイフォリア（S）、キャンティ（D）、サイレント（D）、アンテナ（D）などが売れ筋。
●	その他にもチスパ（D）やバルタザール（D）のようなバイカラー系は、華やかで人気も高い。
●	毎年末は、メイン花材として、マーケットが拡大し続けているので、全般にいずれの品

種をとっても好販売の傾向にあるが、注文単価が高止まりする中で、価格に見合わない

商品も散見される。

●	敬遠されがちな商品は、小さいピンポン、デコラ、色の乗ってない花。

●	松や千両と合わせることが多いことから、ある程度花径の大きいものでないと、ボリュー

ムが足りない。

●	色もぼやけると華やかさに欠け正月商品としての価値が薄れてしまう。

●	この点に留意して、品種選抜をお願いしたい。

セイグリスター

フエゴダーク

バルタザール
フレーム

セイオペラベージュ

ピップ

サフィーナ

ピップサーモン

イグニス キャンティ



48

４　市場が要望するシーン別有望品種

《品種選抜の留意点》
●	ここまで、現ニーズに対する推奨品種を記しました。

●	マーケットの成熟度が低く、成長品目ならではの可能性をまだまだ秘めています。

●	よって、基本は季節感や物日に合わせて扱い易い品種選抜を基軸にしながら、ご当地の

生育環境にマッチする品種を選抜して頂ければと思います。

●	主力種苗メーカーの品種ばかり連ねていますが、昔の古典菊やローカルな菊にも良いも

のが沢山あります。是非、その辺を探って頂ければと思います。

情報提供：大田花き　宍戸	純	氏
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