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 今 月 の 農 政 情 報  

 

さぁ！ スマート農業を推進しよう 

 

１ はじめに 

平成３１年３月に「岐阜県スマート農業推進計画」が策定された。また、４月からは農政部農政

課には「スマート農業推進室」が設置され、本県のスマート農業推進体制は強化された。また、岐

阜地域では国事業の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」が承認され、現地の営農法人

を中心に関係機関で協議会をくつり、実証事業がスタートしている。 

こうした、行政及び現場の動きの加速化に応えつつ、的確なスマート農業技術の普及へ助言と支

援ができる普及指導員並びに営農指導員を養成するため、今年度より農業革新支援センターでは、

「スマート農業推進員・専門員養成研修」を開始した。 

 すでに終了した「スマート農業推進員養成研修」について解説する。 

 

２ 開催の概要 

（１）岐阜県スマート農業推進計画について（農政課） 

（２）講義 

＜第１回研修会：6月 27日＞ 

テーマ「センシング技術の活用による水田農業の展開」 

           講師：岐阜大学 応用生物科学部 

               作物学研究室 助教  田中 貴  氏 

   ＜第２回研修会：7月 8日＞ 

テーマ「データに基づく栽培管理と経営が施設園芸のスマート農業です」 

           講師：岐阜大学 応用生物科学部 

               植物環境制御学研究室 准教授 嶋津光鑑 氏 

（３）事例紹介  

     ・クラウド型ほ場管理システム、ドローンの活用（ＪＡ全農岐阜） 

     ・園芸における ICT技術の利用（農業技術センター、中山間農業研究所） 

 

３ 研修の内容 

（１）岐阜県スマート農業推進（計画）について 

  ○岐阜県農業の現状に基づき、スマート農業の具体的な推進に向け、全国で初めて策定 

  ○計画の期間は令和元年度～５年度（５カ年） 

  ○目指すべき将来像や目標、推進のための重点施策を記載 

  ○スマート農業の普及のため「スマート農業推進員及びスマート農業推進専門員」を設置 

  ※詳しくは、岐阜県公式ＨＰ参照 

（２）講義 

①「センシング技術の活用による水田農業の展開」 

   講師：岐阜大学 応用生物科学部 作物学研究室 助教  田中 貴 氏 

○スマート農業に求める「多収・高品質化」に貢献するのが“リモートセンシング” 

   ○リモートセンシング手法の種類 

    ・人工衛星とドローンが普及し始めている 

   ○精密農業の考え方 

    ・土壌、作物データの収集 → データの解析 → 実践 を繰り返しながら、収量と品質の

向上を実現する農業 
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②「データに基づく栽培管理と経営が施設園芸のスマート農業です」 

      講師：岐阜大学 応用生物科学部 植物環境制御学研究室 准教授 嶋津光鑑 氏 

   ○環境制御技術は、減少の一途をたどる日本の施 

設園芸の歯止めとなる可能性がある 

   ○大規模経営に向くオランダ型のハイスペックな 

環境御技術技術ではなく、規模に見合った技術   

の導入が不可欠 

   ○日本型（岐阜県型）のＩＣＴ利用 

    ・拡張が容易で低コストな「ユビキタス環境制

御システム（ＵＥＣＳ）」を提案 

   ○施設園芸担当の普及指導員、営農指導員の役割 

    ・ＩＣＴ技術の発展や有用性に背を向けず、そ

れぞれの経営規模に合った環境制御や計測システムを探し活用する姿勢が必要 

    ・有効な一次データを収集する知識を得て、光合成速度や有効積算温度、生育量など「見

える化」できる「二次加工ができる力」をつけたい 

    ・ＵＥＣＳを活用し、あらゆる規模の施設園芸に対応できるシステム開発と普及を期待し

たい 

（３）事例紹介 

  ①クラウド型ほ場管理システムとドローンの活用 

     ＪＡ岐阜中央会 担い手サポートセンター、ＪＡ全農岐阜 営農販売支援部 

   ○クラウド型ほ場管理システム「Ｚ－ＧＩＳ」の紹介と実際の活用方法の説明 

   ○自動飛行型ドローンによる大型ほ場の防除の省力化の提案 

  ②「園芸におけるＩＣＴ技術の利用」 

   ○農業技術センターでは冬春トマト、中山間農業研究所では夏秋トマトでのＩＣＴ技術の利 

用による多収トマト栽培の研究について紹介 

 

４ 今後の取組み 

   「岐阜県スマート農業推進計画」により、当研修 

を受講して頂いた普及指導員並びに営農指導員の皆 

様は“スマート農業推進員”として位置づけられ、今 

後５カ年においては、それぞれの活動地域において、 

日頃の巡回指導や研修会等でスマート農業の概要や 

最新技術の紹介を積極的に実施することとしている。 

 スマート農業を推進するにあたり、今一度、受け持

ちの地域の状況を十分に把握し、その地域において持

続的に発展させるべき農業は何か、品目は何か、産地

はどこか、経営体はどちらかを見据え、地域の合意を

得ながら将来に向かって育成すべき姿を描きつつ、適切なＩＣＴやロボット等の技術を導入す

ることが最も必要である。 

 スマート農業の実現は機械や機器、技術の導入であり、それらは日進月歩に進歩する。 

 常にアンテナを高くし、情報収取を図り、求められる情報提供や普及活動等を実践できるよ

う努めなければならない。 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

 

これまでの気象経過 

◆ ６月下旬～７月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

６月下旬は、中頃を中心に高気圧に覆われて晴

れた日もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響

により曇りや雨となった日が多くなった。平均気

温は岐阜は高く、高山は平年並となった。降水量

は岐阜は平年並、高山はかなり多くなった。日照

時間は岐阜、高山ともに多くなった。 

７月上旬は、梅雨前線や湿った空気の影響によ 

り曇りや雨の日が多くなった。平均気温は、岐阜

は平年並、高山は高くなった。降水量は、岐阜は

少なく、高山は多くなった。日照時間は、岐阜は

少なく、高山は平年並となった。 

７月中旬は、低気圧や梅雨前線の影響により曇

りや雨の日が多くなった。平均気温は、岐阜は低

く、高山は平年並となった。降水量は、岐阜はか 

なり多く、高山は平年並となった。日照時間は、 

岐阜はかなり少なく、高山は少なくなった。 

７月１６日には、岐阜地方気象台より「日照不

足と低温に関する岐阜県気象情報」が発表された。 

７月上旬～中旬の日照時間は、岐阜は平年の４

８％、高山は平年の７０％であった。 

 また、東海地方は７月２８日ごろに梅雨明けし

たとみられ、平年より７日遅かった。 

 

 

 

  

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ８月３日～９月２日までの天候見通し  

名古屋地方気象台８月１日発表  

 平年に比べ晴れの日が多い。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率６０％である。日照時間は、平年並または多い確率ともに

４０％である。 

 週別の気温は、１週目は、高い確率８０％である。２週目は、高い確率５０％である。３～４週

目は、平年並または高い確率ともに４０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多い。２週目～

４週目は、平年と同様に晴れの日が多い。 

 

 

2019 夏作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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１ 水  稲  ～高温対策～ 

(1) これまでの生育状況 

     ６月第６半旬からの１か月間の平均気温は概ね平年並みであるが、日照時間は美濃地域で平

年の 55％程度、飛騨地域で 72％程度とかなり下回っている（アメダス岐阜、恵那、高山）。

そのような気象条件のなか、「あきたこまち」や「コシヒカリ」などの早生品種は平年並みに

出穂期を迎えている。しかし今年は穂揃いがやや悪い傾向がみられる地域がある。梅雨明け以

降は高温傾向となっており、他の品種においては生育が進むことが想定される。 

 

(2) 高温対策 

東海地方の今後１か月の天気予報（R元年 8月１日 名古屋地方気象台 発表）によると、平

均気温は平年より高い確率が 60％と高く、日照時間は平年並または平年より多い確率がとも

に 40％、降水量は平年並の確率が 40％と予想されている。状況に応じ高温に向け、以下を参

考に対策をお願いしたい。 

これから出穂するものは、平均気温の最も高くなる８月上中旬に登熟初期を迎えるものが多

く、高温による玄米品質の低下が懸念される。高温登熟障害による玄米品質低下には、米粒内

部に見られる白濁の「白未熟」と玄米の横断面に亀裂が入る「胴割粒」の発生に加え、充実度

の低下による「充実不足」がある。このうち特に問題とされるのが、「白未熟」である。 

この時期から実施可能な高温登熟障害の対策として、水管理と適正な穂肥施用がある。 

①  水管理 

・  早期落水は絶対に行わない。  

・  登熟期に１～２日おきの間断かん水を行う。 

②  穂肥施用 

適正な穂肥施用は、品質低下の症状により異なるので、発生する症状を把握したうえで次

の対策をとる。 

  ・  乳白粒は、籾数が増え過ぎないように穂肥が２回分施の場合は特に１回目を減らす。 

  ・  背白米や基部未熟粒は、登熟後期の窒素不足で起きるので、穂肥をしっかりと与える。 

  ・  胴割粒は登熟初期の高温で発生し、穂揃期の葉色が薄いと増えるので、穂肥をしっかり 

    与える。 

    また、食味向上を目的としたたんぱく質含量低減のために、登熟後半に窒素を控える方法

があるが、高温登熟障害を受けやすくなるので注意する。 

 

(3) 適期収穫 

積算温度のみに頼らず的確に収穫を開始する。帯緑籾

割合が 10％～５％程度で確実に収穫・乾燥調製された

米は、胴割れも少なく、玄米特有のツヤを有し、良効な

外観品質を保つことが出来る。 

特に早生品種は、気温が高い期間に水稲が登熟するた

め、成熟期の判断には注意が必要である。 

 

穂肥とは… 

穂肥は、頴花(えいか)の退化を防止し、１穂籾数を増加させるとともに、生育後期の同化能力を 

向上させ、粒の充実を促進する。しかし、穂肥の施用時期は下位節間の伸長時期と重なるため、幼 

穂長や生育量から適切な施用を判断する必要がある。 

青米
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図 適期収穫と玄米品質 



- 5 - 

２ 大  豆  ～高温対策～ 

(1) これまでの生育状況 

播種時期の早い中山間地域では、ほぼ播種作業は終了しているが、６月末から降り続けた降

雨のために、ほ場が乾かず湿潤状態での生育となっている。また平坦地域では、播種適期に降

雨が続き播種作業が滞っている。播種の遅れによる今後の生育量の不足が心配される。 

近年問題となっている帰化アサガオ類の雑草対策の第１歩は、播種後２～３週間の帰化アサ

ガオ類が「ツル」になる前に除草剤で防除し、除草の時期を逸しないようにすることが重要で

ある。 
 
表 平均気温と降水量（６月第３半旬～７月第５半旬） 

 岐阜市（アメダス岐阜） 高山市（アメダス高山） 

旬 平均気温 平年値 降水量 平年値 平均気温 平年値 降水量 平年値 

6月第 3半旬 21.7 22.5 35.5 36.0 18.2 19.1 54.5 23.1 

6月第 4半旬 23.5 23.0 1.0 46.1 18.5 19.7 27.0 30.5 

6月第 5半旬 24.7 23.5 0.0 54.4 19.7 20.4 44.0 37.8 

6月第 6半旬 25.2 24.2 90.5 56.7 21.6 21.0 144.5 42.2 

7月第 1半旬 25.2 24.9 49.5 53.1 22.9 21.6 84.5 41.3 

7月第 2半旬 25.0 25.5 0.0 50.7 22.8 22.2 0.0 43.6 

7月第 3半旬 23.7 26.1 97.0 51.9 21.5 22.6 27.5 48.8 

7月第 4半旬 25.4 26.7 119.0 45.7 22.7 23.1 51.0 43.6 

7月第 5半旬 27.7 27.4 28.0 32.5 24.5 23.8 23.0 31.4 

 

(2) 高温による障害 

大豆は、高温が花粉稔性におよぼす影響は小さく、開花は気温の低い８～９時にピークがあ

ること、また閉花受精もみられることから、高温により受精障害が起こる可能性は低い。しか

し、開花始めから 45日間の平均気温が高いほど花蕾数、結莢率の低下による莢数の減少と百

粒重の低下が生じ、子実収量が減少する。 

また、高温の影響により落花・落莢等の干ばつ害、青立ち・莢先熟、子実の腐敗、しわ粒、

病害虫等が発生することがあるので注意が必要である。 

 

(3) 高温対策 

この時期から実施可能な高温登熟障害の対策として水管理がある。 

①  水管理 

・  大豆は開花期以降、大量の水を必要とするため、干ばつ害が発生しやすい。水不足によっ

て、葉が巻いたり、裏返ったりした場合には、畝間に走水を通す。 

・  畝間かん水は生育障害の発生を抑制する効果が高いとされている。水口付近の水位は、畝

の高さの２分の１から３分の２とし、畝の崩壊を防ぐ。 

・  かん水後には雑草の繁茂が懸念されるため、雑草対策にも留意する。 

②  病害虫防除 

・  高温の影響による害虫の多発化、特にカメムシ類による吸汁やハスモンヨトウによる食害

が多発生することで結莢不良、被害粒の増加が懸念されるため、発生予察にもとづき適期防

除を行なう。 
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３ 果樹の生育 

６月の梅雨入り以降、平坦部（岐阜市）では気温は平年並み、降水量はやや少ない、山間部（高

山市）では気温は平年並み、降水量は多い傾向で推移していたが、７月に以降はいずれの地域でも

やや低温、多雨、日照不足傾向となっている。今後、収穫期を迎える樹種もあるなかで、その影響

が懸念される。 

主要果樹の生育状況は、各樹種ともほぼ平年並みの開花期を迎えた後、果実肥大もほぼ平年並み

に推移しており、7月中旬時点では、カキ、ナシは平年よりやや大きい傾向、モモ、リンゴはほぼ

平年並みの果実肥大となっている。カキは６月下旬～７月中旬の降雨、日照不足の影響で生理落果

が見られ、一部の園・品種では収量に影響が出そうである。８月に主力品種が収穫期を迎えるナシ、

モモはいずれも収穫期が平年並みと予想されるが、日照不足の影響で着色遅延による収穫遅れにな

らないよう注意する。成熟期が近づいたら食味を確認しながら収穫時期を判断し、適期に収穫する。 

今後、梅雨明けとなるが、梅雨明け後の急激な土壌水分の変化は、根の活力低下や果実肥大、日

焼け果の発生に繋がる。排水対策に努め、梅雨明け以降、1週間以上雨の降らない場合は、早めに

十分なかん水を行って、果実にストレスを与えないようにする。 

図１ カキの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋、7/15時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

   図２ ナシの果実肥大推移（左から幸水、あきづき、7/15時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ モモの果実肥大推移（白鳳、7/15現在） 
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図４

   図３ リンゴの果実肥大推移（ふじ、7/15現在） 

         

４ 気象災害（果樹・茶） 

果樹の台風対策 

 ８～９月にかけて、台風の襲来が予想される時期となる。昨年度も９月以降に発生した台風が県

内の果樹産地に大きなダメージを与えた。被害を軽減するため、事前対策、事後対策をしっかり行

ってほしい。 

＜事前対策＞ 

●主枝・亜主枝等が裂けないよう支柱等を利用し枝を補強する。特に、発生角度の狭い枝は被害を

受けやすいので、針金等を利用し結束しておく。着果量の多い枝、高接ぎした枝は、特に注意が必

要である。既に誘引等を済ませている場合でも、結束を確認し、支柱を強固なものに変える。 

●ナシ・ブドウ等の棚は、強風により煽られやすいので、支柱やアンカーを増やして補強しておく。

また、矮化リンゴでは根が浅く倒伏しやすいので、棚への結束の確認をしておく。 

●果実落果を防ぐため、ナシ・ブドウ等では園の周囲をネットで囲う。但し防風ネットは強風を受

けた場合、非常に大きな力を受けるので、十分な補強をしておく。特に収穫時期が近づくほど、落

果被害が大きくなるので対策を徹底する。 

●多雨により園内が滞水すると、根の呼吸が阻害され養水分吸収が不可能となり、地上部の生理的

活動が低下するので、明渠を設置する等、事前の排水対策を徹底しておく。 

収穫可能な果実はできるだけ収穫しておく。その際には農薬の使用基準（収穫前日数）に留意する。 

＜事後対策＞ 

●果実や樹体が損傷を受けた場合は、まず被害程度をよく確かめ、防除・摘果・せん定を実施する。 

●果実や葉の傷から病気が発生しやすいので、台風通過後天候が回復したら、早目に殺菌剤を散布

することも考える(ただし、ぎふクリーン農業等の基準には十分注意する)。 

●カキでは、台風に伴う豪雨が土壌中の肥料を流亡させるため落葉病の発生を助長する。また、炭

疽病やペスタロチア属菌による葉枯れ病（果実軟化にも影響）が発生することがあるので注意する。 

●傷果・軟化果等は早目に摘果する。また落葉がひどい場合は、その程度に応じて摘果し樹体への

負担を軽減することも考える。 

●倒伏した樹は、根を傷めないように注意してできるだけ早く起こし、支柱を添えて固定する。枝

裂け等は、修復可能な枝は直ちに起こし、再度裂けることのないよう補強する(ボルト等利用)。 

●滞水して、外的変化が現れてからでは手遅れになる。できるだけ早くほ場の排水対策を徹底する。 

 

茶の干ばつ対策 

茶は二番茶の摘採が終わり、次年度に向けた管理が始まるが、根の浅い作物だけに干ばつ対策と

してしっかりかん水することが必要である。恒久対策、事前対策については、先月号に掲載したの

で参考にしてほしい。 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報 

加工食品の新ルールによる食品表示について 

－令和２年４月１月から全ての加工食品は新ルールでの表示が必要－ 

 

はじめに 

 食品表示法は、食品衛生法、ＪＡＳ法および健康増進法の３法の食品の表示に関する規定を統合 

し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として、平成27年４月１日に施行された。 

 具体的なルールは、「食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）」に定められており、食品関連 

事業者（食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者）は、食品表示基準の順守が義務付けられてい 

る。食品表示基準での加工食品及び添加物の表示は、経過措置期間（新ルールに基づく表示へ移行 

のための猶予期間）が、令和２年３月３１日までとなっており、令和２年４月１日からは全ての加 

工食品の表示を新ルールで行わなければならない。 

 女性起業グループ等においては準備を進めていると思うが、改めて主要な内容について旧ルール 

からの変更点の概要を示すので確認されたい。なお、女性起業グループの製品にほとんど例が見受 

けられない事項（製造者固有記号、栄養強調表示他）については記載を省略する。 

  

１ 旧ルールからの主な変更内容について 

（１）原材料と添加物の表示方法の変更 

「原材料名」と「添加物」を明確に区分して、重量割合の多い順で表示するように変更された。 

表示方法は、①「原材料名」欄に「添加物」は表示せず、「添加物」の事項名を設けて別枠で表

示する、②「原材料名」と「添加物」の間にスラッシュ（／）を入れて表示する、③「原材料名」

と「添加物」を改行して表示する方法がある。 

 

（２） アレルギー表示に係るルールの改善 

 特定加工食品*及びその拡大表記*が廃止され、より広範囲の原材料について、アレルゲンを含む

旨の表示が義務付けられた。食品に含まれる特定原材料は全て表示しなければならず、そのため、

「マヨネーズ（卵を含む）」「焼きうどん（小麦を含む）」などと表示する必要がある。 

 また、個々の原材料や添加物ごとにアレルゲンを表示する個別表示が原則となった。例外的に、

表示面積に限りがあり、個別表示が困難な場合などは、一括表示することができる。だたし、一括

表示する場合、その食品に含まれる全てのアレルゲン記載しなければならない。原材料に「卵」や

「小麦」が表示されていたり、代替表記*で「たまご」や「コムギ」と表示されていても、一括表

示欄を見ることで全てのアレルゲンが把握できるよう改めて表示する。 

アレルゲンとして表示が必要な原材料は、下記の義務表示７品目、推奨表示２０品目である。 

義務表示 特定原材料（７品目） えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生 

推奨表示 特定原材料に準ずるも

の（２０品目） 

あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・

キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・

大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・やまいも・も

も・りんご・ゼラチン 

 

 *特定加工食品：その名称が特定原材料を原料として含むことが容易に判別できるもの  

例）マヨネーズ（含まれる特定原材料：卵）、うどん（含まれる特定原材料：小麦） など 

 *特定加工食品の拡大表記：特定加工食品の表記を含むことで、特定原材料を使ったことを予想されるもの 

例）からしマヨネーズ 焼きうどん など 

 *代替表記：表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であることが理解できる表記  

例）たまご→卵と同一 コムギ→小麦と同一 
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（３） 栄養成分表示の義務化 

 原則として、全ての消費者向け加工食品および添加物に栄養成分表示が義務付けされた。表示し

なければならない栄養成分は、「エネルギー（kcal）」、「たんぱく質（g）」、「脂質（g）」、

「淡水化物（g）」、「食塩相当量（g）」である。 

 

（４） 表示レイアウトの改善 

 表示可能面積が、おおむね３０平方センチメートル以下の場合でも、「名称」、「保存の方法」、

「消費期限又は賞味期限」、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」、「アレルゲン」「Ｌ－

フェニルアラニン化合物を含む旨」は表示が必要である。 

 

（５） 加工食品の原料原産地表示の義務化（経過措置期間は令和４年３月３１日まで） 

 平成２９年９月１日に食品表示基準が改正され、全ての加工食品に原料原産地表示が義務化され

た。１番多く使用されている原材料（製品に占める重量割合が最も高いもの）の原産地を表示する。 

記載は、①「原材料名」欄に「添加物」は記載せず、「原料原産地名」の事項名を設けて別枠に記

載する、②「原材料名」の後に括弧を伏して記載する等により表示する。 

 

 なお、消費者庁から事業者向けに「早わかり食品表示ガイド」が作成され、ＷＥＢで閲覧できる

ので参考にするとよい。 

（掲載ページ）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets

_181026_0004.pdf 

 

 

２ 農業者への支援について 

 新基準への表示の移行がなされるよう、平成２７年４月１日の食品表示法の施行以来、行政機関

等から各事業者に情報提供がなされているが、小規模・零細なグループ等までは情報が周知されて

いない懸念がある。各農業普及課の６次産業化担当においては、巡回時等に意識的に声掛けや確認

を行うようにお願いする。 

 また、農業経営課が主催する今年度の農村女性起業化促進研修では、食品表示にかかる栄養成分

表示について２会場で研修を行う。第１回は岐阜会場（農業技術センター）で７月３０日（火）に

実施したところであるが、第２回は１１月８日（金）に高山会場（飛騨総合庁舎）で実施する。県

生活衛生課担当職員からの講義と、県６次産業化プランナーから事例を踏まえてのポイントを紹介

するので、これから栄養成分表示に取り組む事業者があれば研修会に参加して研修内容を有効に活

用していただきたい。 

 

３ 留意事項 

 各事業者が作成する表示については、表示後に間違いに気づいて慌てることのないよう、事前に

管轄の保健所に確認するよう事業者に伝えることを徹底されたい。 

 

 

引用・参考資料 

・早わかり食品表示ガイド（消費者庁食品表示企画課）平成 30年 10月版 

・新しい食品表示制度 食品表示法について（岐阜県健康福祉部生活衛生課）令和元年 6月版 

・食品関連事業者のみなさまへ 全ての加工食品に原料原産地表示が義務化されました（岐阜県生

活健康福祉部生活衛生課）令和元年 6月版 
 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets_181026_0004.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets_181026_0004.pdf
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スクミリンゴガイについて 

はじめに 

 今年もスクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の被害が発生している。その要因としては、平成

30年～31年の冬期が暖冬であったため、スクミリンゴガイの越冬数が多かったと推測される。ま

た、近年県内でも発生地域が拡大しているとの情報もきかれ、ますます注意が必要になっている。 

 ここで、「スクミリンゴガイ」について、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九

州沖縄農業研究センター、および国立研究開発法人 国立環境研究所の情報を参考に特性や対策を

振り返る。 

 

１．スクミリンゴガイについて 

 ジャンボタニシの呼び名で馴染みのあるこの貝は、スクミリンゴガイといい、軟体動物門 腹足

綱 盤足目 リンゴガイ科の淡水巻貝である。その大きさは５cm以上にもなるといわれている。ま

た鰓（エラ）による呼吸と肺様器官による呼吸ができるため、呼吸管を水面上に伸ばして直接空気

を吸うこともできる。水上の植物や水路の壁などに長さ数 cmの濃いピンク色の卵塊を産み付けま

す。孵化までの期間は温度によっても異なるが、25°Cの場合は約２週間といわれている。 

 スクミリンゴガイの餌は、植物質のものを主として摂食します。また柔らかい草を好み、苗がご

く小さいうちを除いて、稲はそれほど好まないようである。 

２．スクミリンゴガイ対策 

 耕種的な方法による被害回避対策をとり、被害回避できない場合には化学的な方法（農薬）によ

る防除対策をとる。 

（１）耕種的防除 

 ・浅水管理：スクミリンゴガイが移植水稲に被害を及ぼすのは、移植後３週間程度と言われて 

  いる。その間に水深を浅く保ち（水深１～４cm）、被害の軽減を図る。 

 ・成苗移植：前述のとおりスクミリンゴガイは柔らかい草を好むため、４葉期（不完全葉は数 

  えない）以上の中苗や成苗、またはセル育苗した苗を使用することで被害軽減を図る 。た 

  だし岐阜県では稚苗移植が普及しているため、実際にはこの対策は難しいと思われる。 

 ・水路からの侵入防止対策：用水路からのスクミリンゴガイの侵入を防止するため、水口に金 

  網や網袋を設置し、被害軽減を図る。 

 ・冬季のほ場耕うん：スクミリンゴガイは土中で越冬するが、耐寒性はそれほど高くない。 

  また、在来のタニシ類などに比べて貝殻が薄く傷つきやすいので、冬季の耕うんにより貝密 

  度の減少が期待できる。 

（２）化学的防除 

 ・農薬散布：登録薬剤としてメタアルデヒド粒剤、チオシクラム粒剤、ＩＢＰ粒剤、石灰窒素、

燐酸第二鉄粒剤、およびカルタップ粒剤（食害防止）がある。これらの農薬をうまく使用し 

  防除をする。ただし使用の際は登録内容を遵守する。 

（３）その他 

 ・乾田直播技術の導入：岐阜県で普及しつつある乾田Ｖ溝直播のほ場では、スクミリンゴガイ 

  の被害が少ない。これは水稲の生育初期が乾田状態で、スクミリンゴガイが動かないため。 

 これら以外にも、卵塊を水中に落とす、貝を採るなど対策もあるが、数年に渡り対策をとること

が重要である。 

 

引用 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター 

 ＨＰ「研究トピックス」より http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/karc/applesnail/ 

国立研究開発法人 国立環境研究所 ＨＰ「侵入生物データベース」より 

 https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/70310.html 


