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  今 月 の 農 政 情 報   

 

岐阜県主要農作物種子条例の施行について 
１ はじめに 

平成 30年４月に主要農作物種子法（以下「種子法」という）廃止を受け、「岐阜県主要農作

物種子生産対策実施要綱」等を整備し、廃止前と同様、県による種子生産・安定供給を継続し

て実施してきた。 

このたび、同法に基づく県の取り組みの継続実施を求めた議員提案により、岐阜県主要農作物 

種子条例（以下「種子条例」という。）が平成 31年４月１日に施行された。 

そこで、種子条例施行後の本県における種子生産供給体制について、以下に概要等を述べる。 

 

２ 種子条例施行の経緯と概要 

（１）経緯 （施行までの流れ） 

① 主要農作物種子条例の制定に向けた勉強会 （3回（平成 30年 9月 20日、10月 5日、10

月 12日）） 

② 議員提案条例検討会 （3回（平成 30年 12月 5日、12月 14日、平成 31年 2月 8日）） 

③ パブリックコメントの実施（平成 30年 12月 25日～平成 31年 1月 25日 1ヶ月間） 

④ 平成 31年第 1回定例会 種子条例案の上程・可決（平成 31年 3月） 

（２）概要 

  ア 趣旨・・・県が、米、麦、大豆の優良種子の安定供給に責任を持つことを明確化 

   イ 主な内容 

   （第１条 目的）  主要農作物の優良な種子の生産と普及を促進すること 

主要農作物の生産性向上と品質の確保に寄与すること 

   （第２条 基本理念） 

    県内の種子の安定供給と食糧の安全性の確保に資することを旨に行うこと  

     気象、土壌等の環境や消費者の嗜好に配慮して、種子の生産と普及を行うこと 

  県民の理解を得ながら、県及び農業者団体その他の関係者と連携して行うこと 

   （第３条 県の責務） 

    主要農作物種子の生産及び普及に係る施策の計画的な推進と必要な体制を整備すること 

    推進に当たって、農業者団体その他の関係者との連携を図ること 

（第１０条 県民の理解の促進）  県民理解を促進するための啓発活動に努めること 

   （第１１条 財政上の措置）  必要な財政上の措置を講ずること 

 

３ 種子条例に基づく県の役割 

 これまで、県が担ってきた「奨励品種制度」と「採種事業」については、種子条例においても

位置付けられていることから、関係機関と連携し必要な体制を整備しながら引き続き実施する。 
 

（１）奨励品種制度（種子条例第４条関係） 

   ・県内における生産を奨励すべき主要農作物の優良な品種（「奨励品種」）を決定 

   ・奨励品種を決定するに当たり、必要な試験等（品種特性調査等）を実施 

   ・「奨励品種決定協議会」を設置し、卸業者や実需者団体等の意見を聴取 

（２）採種事業（種子条例第５～９条関係） 

   ・奨励品種のうち県が種子供給に取り組む品種(「対象品種」)の種子生産計画を策定･公表 

   ・原原種、原種の生産（県試験研究機関のほ場、又は県が指定した生産者等のほ場で生産） 

・一般種子生産ほ場の設置指導や生産等に係る助言・指導 
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種子買入

協議

協議

業務委託

種子販売

種子注文販売

令和元年度の主要農作物種子生産体制について

➣ 奨励品種決定調査（現地調査）
➣ 指定原種・一般種子生産ほ場の審査

（ほ場審査・生産物審査）
➣ 種子生産に関する助言・指導

➣ 奨励品種決定調査（調査計画）
➣ 生産計画の策定
➣ 採種計画に関する協会との調整
➣ 関係機関との調整
➣原種ほ場の指定（指定原種ほ）

➣ 奨励品種決定調査（基本調査）
➣ 原原種・原種（一部）生産・供給
➣ 種子生産に関する助言・指導

➣ 種子需給計画調整
➣ 種子生産体制対策協議会
➣ 採種計画の作成
➣ 種場農協との採種計画の調整

➣ 種子買入販売業務
➣ 価格協議

➣ 岐阜県米麦改良協会への種子の申し込み
➣ 農家への種子販売

➣ 稲、麦類、大豆の生産

県

農産園芸課
農業技術センター
中山間農業研究所

（一社）岐阜県米麦改良協会

全農岐阜県本部

ＪＡ等種苗業者

岐阜県種子生産体制強化対策協議会
（ＪＡ・採種組合等・全農・米改・県)

【水稲】
・JAぎふ （羽島市水稲種子採種組合）
・JAにしみの（(農)大垣南）
・JAいび川（大野町米麦採種ほ生産組合）
・JAめぐみの（小瀬稲採種組合）

（美濃市採種組合）
・JAひがしみの（三郷米麦採種生産組合）
・JAひだ（丹生川採種組合）

種子生産
委託

調整・指導

原原種・原種

指定原種 種場ＪＡ ⇒ 採種組合等
（生産委託）

一般種子

一般農家

※ＪＡ・採種組合はH31予定

岐阜県主要農作物種子条例に基づき、関係団体等と連携して、これまでの体制を活かしながら、引き続き優良な種子の生産及び普及に取り組む。

農林事務所農業経営課
助言・指導

原種ほ場の指定
審査（生産等基準の確認）
指導・助言

➣ 指定原種生産実施計画の作成・申請
➣ 一般種子生産実施計画の作成・報告

【乾燥調製施設】
○美濃種子センター ○三郷種子センター ○札野ビーンセンター

種子注文

【小麦】
・JAぎふ（（農）もとすファーム）

（個別農家）
・JAにしみの（(有）福江営農）

（(有)立野ファーム）
・JAいび川（大野町米麦採種ほ生産組合）

【大豆】
・JAにしみの
（ （有）福江営農、（有）立野ファーム）

生産実施計画

・種子生産ほ場でのほ場審査（出穂、穂ぞろい、成熟状況等の審査）及び生産物審査（発 

 芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等の審査）の実施 

 

図：種子生産体制の整備状況 

 

４ 今後の取り組み 

稲、麦類、大豆といった主要農作物は、本県の水田農業を支え、清流の国の美しい農村風景

や文化をつくり出してきた。加えて、水田農業は本県農業の根幹をなすものであることから、

これまで同様に優良な種子を安定供給するとともに、さらには、その品質を確実に維持してい

く必要がある。 

このため、制定された種子条例等に基づき、県関係機関をはじめ種子産地・農業者関係団体

その他の関係者が一体となって、これまでの体制を活かしながら、引き続き、優良な種子の生

産及び普及に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表．奨励品種数と一般種子を生産供給する対象品種数

品目 奨励品種数
一般種子を生産供給する

対象品種数
具体的な品種名

水稲 14品種 11品種

ハツシモ岐阜ＳＬ、コシヒカリ、あさひの夢、
あきたこまち、ひとめぼれ、みのにしき、
はなの舞い、ひだほまれ、たかやまもち、
モチミノリ、ココノエモチ

＜生産供給体制整備中の品種＞
　ほしじるし、あきさかり

麦類 ５品種 ３品種 さとのそら、タマイズミ、イワイノダイチ

大豆 ３品種 １品種 フクユタカ

備考
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（参考） 

・主要農作物：稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆（いずれも食用又酒造用であるもの 

に限る） 

・原原種：優良な原種の生産を行うために必要な種子 

・原種 ：優良な一般種子の生産を行うために必要な種子 

 

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 

◆ ４月下旬～５月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

４月下旬は、低気圧や前線の影響により、曇りや

雨の日が多くなった。平均気温は岐阜、高山ともに

高くなり、降水量は岐阜・高山ともに多く、日照時

間は岐阜は少なく、高山はかなり少なくなった。 

５月上旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くな

った。 

平均気温は、岐阜は平年並であり、高山は低くな

った。降水量は、岐阜はかなり少なく、高山は少な 

くなった。日照時間は、岐阜、高山ともにかなり多

くなった。 

 ５月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くな

ったが、湿った空気の影響により局地的に大雨とな

った日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高くなった。

降水量は岐阜、高山ともに少なくなった。日照時間 

は、岐阜は多く、高山はかなり多くなった。 

 

 

 

 

  

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ６月１日～６月３０日までの天候見通し  

名古屋地方気象台５月３０日発表  

 平年に比べ、曇りや雨の日が少ない。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率７０％である。降水量は、平年並または少ない確率ともに

４０％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７０％で、２週目は高い確率６０％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もあるが、気圧の谷

や湿った空気の影響で雲が広がりやすい。２週目は、平年に比べ曇りや雨の日が少ない。３～４週

目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い。 

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 麦  類  ～雨害対策～ 

麦類の収穫期に雨の多い日本では、穂発芽、赤かび病、褪色粒といった雨害が発生しやすい。麦

類の雨害は、穀粒の品質低下を招き、大きく商品価値を損なうことがあるため注意が必要である。

そのため今後は乾燥調製施設に合わせ計画的な収穫作業が重要となる。なお平年の梅雨入りは６月

８日であるが、気象庁の長期予報（名古屋地方気象台 令和元年 5月 23日）によると、今後１か月

の天気は平均気温が高く、降水量は平年並または少ない見込みである。 

 

(1) 穂発芽 

穂発芽は、収穫前の降雨により立毛中に穂上の種子が発芽してしまう現象で、外観は発芽し

ているように見えないものでも、内部で発芽の過程が始まっている場合がある。種子の発芽が

始まると、発芽のための栄養として種子に蓄えられているデンプンなどが消化、分解されてし

まうため、品質が低下する。 

穂発生のしやすさは品種間で差があり、県内で栽培される主な品種の穂発芽性は表１のとおり

である。六条大麦の「ミノリムギ」、「ファイバースノウ」で「易」となっており穂発芽しや

すい。 

穂発芽を防ぐには、耐性品種を導入することが最も確実であるが、天候をもとに穂発芽の発

生を予測し、収穫の計画を立てることが重要である。収穫期に気温が低く降雨があると、穂発

芽が発生する可能性は高くなるので、早めに収穫をおこない、収穫物をできるだけ早く乾燥さ

せる。 

 

(2) 赤かび病 

平成 14年に厚生労働省が、赤かび病の作り出すかび毒（デオキシニバレノール）含有の暫

定基準を 1.1mg/kgに設定したことを受け、農林水産省は食用麦の農産物検査規格について、

赤かび病による被害粒の混入率の上限を 1.0％から 0.0％に改正した。かび毒のリスク低減に

対する要望は高まっているが、県内で栽培される主な品種の赤かび病抵抗性は、表１のとおり

いずれの品種も「弱」から「中」であり、赤かび病が発病しやすく、注意が必要である。 

今年は、赤かび病の被害が予想され、特に適期収穫を徹底し、赤かび病被害麦を仕分けして

収穫することも検討する。収穫後は速やかに乾燥させるとともに、乾燥調製施設における赤か

び病被害麦の仕分けを徹底し、粒厚選別や比重選別などにより被害粒を選別する。 

 

表１ 麦類の穂発芽性と赤かび病抵抗性 

麦種 品種名 穂発芽性 赤かび病抵抗性 

小麦 

イワイノダイチ 難 中 

さとのそら 難 中 

タマイズミ やや難 やや弱 

六条大麦 

ミノリムギ 易 弱 

ファイバースノウ 易 やや弱 

さやかぜ 極難 やや弱 

 

(3) 褪色粒 

褪色粒は、収穫が遅れ降雨により種皮の色があせて光沢を失い、品種本来の色から白っぽく

なる現象で、品位等検査の際には被害粒として扱われる。降雨による他、高水分で収穫した子

実を高温で乾燥すると発生する。 

褪色粒を防ぐには、適期収穫に努めることが重要であり、ほ場毎の収穫適期を的確に判断し、
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気象予報に基づいて効率よく収穫作業を進める。また梅雨入りすると収穫できる日数が限られ

るため、事前に収穫機械や乾燥調製施設を整備し、短期間で収穫作業を終えられるよう準備を

する。 

 

２ 大  豆  ～湿害対策～ 

大豆は湿害を受けやすい作物であり、特に発芽期は湿害に弱いので、表面水の早期排除等、排水

対策を徹底する。岐阜県の大豆の単収は減少傾向にあり、発芽期の湿害も減収要因の１つとなって

いる。 

 

(1) 麦－大豆体系での排水対策 

麦作ほ場で確保した排水性を利用して、大豆の播種作業をおこなう。麦の収穫は、良好な天

候、土壌条件でおこない、大豆の播種作業への影響を避ける。大豆の播種作業前には、額縁へ

の連結と水尻の再整備程度にとどめ、麦作時にほ場表面が堅くなりゴロ土が目立つ場合は、必

ず砕土作業をおこなう。 

 

(2) 大豆単作での排水対策 

ほ場条件の良い時に排水対策を確実におこなう。ほ場の周囲とほ場内に明渠を設け、明渠の

間隔は、ほ場の区画、使用する農機、土質に応じて設定する。サブソイラー等の補助暗渠（弾

丸暗渠）は、深すぎないように注意し、必ず明渠の底と繋げるように施工する。明渠は、降雨

や播種作業等で埋まることがよくあるので、保守点検を行い、排水口にしっかりと繋いでおく。 

 

(3) 湿害による出芽不良の対策 

湿害による出芽不良には、いくつかの原因がある。 

・ 播種後の種子が土中で急激に水分を吸収し、種皮と種子内部の膨らみ方に大きな差ができ、

子葉が断裂したり亀裂が入り出芽率が低下する。この子葉の断裂や亀裂など物理的な破壊は

出芽しても、その後の生育に影響する。この対策として、種子の水分を 15％前後に調整し

出芽を安定させる方法がある。 

・ 播種後に過湿状態が、卵菌類（Pythium属菌、Phytophthora属菌）などの微生物を繁殖さ

せ、出芽率が低下する。この対策として、殺菌剤を種子処理（塗沫処理）し出芽を安定させ

る方法がある。卵菌類に効果のある種子処理に登録のある殺菌剤は、シアゾファミド水和剤、

チアメトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルＭ水和剤 等がある（2019年 5月 30日

現在）。しかし、過湿状態が長く続くと殺菌剤の種子処理をしても出芽率は低下するので、

ほ場の排水対策は徹底しておく。 
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３ 果樹 ～生育状況と湿害対策～ 

 生育状況 

3月上旬まで、県下全体で平年より気温が高い日が続いたものの、3月中旬、4月初旬、中旬

及び GW前半は平年以下で推移した。5月 10日以降は、平年以上の気温で推移している。降水量

は、5月に入り少雨傾向であったが、5月 21日は 70mmの大雨があった。 

カキ、ナシ、モモは発芽期が平年より早かったが、4月以降の低温により開花期は平年並～や

や遅れとなっている。クリの展葉期、リンゴの開花期も同様に平年並み～やや遅れとなっている。 

6月は梅雨に入るため、湿害対策（排水対策）を確実に行い、樹勢確保に努めてほしい。 

 

表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

 

表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2019 3/2 4/5 5/17 5/18 5/21 - - -

2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15 10/1 10/9 10/10
平年 3/14 4/5 5/17 5/18 5/21 9/30 10/5 10/10

太秋 2019 3/10 4/9 5/18 5/19 5/21 - - -
2018 3/13 3/31 5/10 5/11 5/16 10/16 10/18 10/31
平年 3/18 4/8 5/17 5/18 5/21 10/15 10/23 11/3

富有 2019 3/5 4/8 5/19 5/20 5/23 - - -
2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17 11/12 11/19 11/26
平年 3/18 4/9 5/19 5/20 5/24 11/7 11/18 11/28

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2019 3/8 3/27 4/12 4/9 4/13 4/19 - -

2018 3/12 3/13 4/5 4/2 4/4 4/7 8/6 8/16
平年 3/15 3/26 4/10 4/8 4/12 4/18 8/5 8/17

あきづき 2019 3/6 3/26 4/11 4/8 4/12 4/19 - -

2018 3/14 3/19 4/4 4/2 4/3 4/7 9/10 9/10
平年 3/15 3/25 4/9 4/8 4/11 4/17 9/17 9/18

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

※　農業技術センターの「豊水」は伐採のため削除

開花期 収穫期
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表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果樹園の湿害対策 

梅雨期に入って 4～5日雨が続くと、それまで健全そのものであった樹でも、晴天時に葉が垂れ

て水分不足の状態を示したり、きびしい場合には葉が黄化し落葉したり、果実もカキでは落果や‘ト

品種 年度 発芽期 展葉期　

丹沢 2019 (3/31) (4/29) - -
(新支所） 2018 3/30 4/20 6/8 6/5

(3/31) (4/21) (6/10) (6/6)
平年 4/1 4/27 6/15 6/12

筑波 2019 (3/29) (5/1) - -
(新支所） 2018 3/28 4/19 6/9 6/4

(3/29) (4/21) (6/10) (6/5)
平年 3/29 4/26 6/16 6/11

ぽろたん 2019 (3/30) (4/27) - -
(新支所） 2018 3/29 4/18 6/8 6/6

(3/30) (4/20) (6/10) (6/6)
平年 3/30 4/27 6/15 6/14

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均（旧支所データ）
（　）内は移転した新支所（標高440ｍ）の4年生樹の生育

雄花
満開

雌花
満開

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2019 3/19 5/4 4/26 4/30 5/7 - -

2018 3/22 4/23 4/21 4/22 4/27 7/27 8/7
平年 3/28 4/27 4/27 4/29 5/4 8/1 8/12

昭和 2019 3/18 5/5 4/27 5/1 5/7 - -
白桃 2018 3/23 4/23 4/21 4/22 4/28 8/14 8/21

平年 3/28 4/28 4/28 4/30 5/5 8/17 8/27
※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

収穫期開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2019 4/3 4/19 5/5 5/7 5/17 - -

2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 8/30 9/10
平年 4/4 4/17 5/2 5/6 5/12 9/4 9/20

ふじ 2019 4/3 4/18 5/5 5/7 5/15 - -
2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 11/19 12/3
平年 4/5 4/16 5/2 5/6 5/11 11/12 12/1

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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ラ柿’※１、ナシでは‘ゆず肌果’※２などの症状が、根の湿害を受けた結果として現れる。 

（１）湿害発生の機構 

春から夏にかけて発生する湿害は、急激に発生し（3～4日程度）、症状もきびしい。地温が高 

いほど短時間で発生する。この理由は土壌微生物が活動することにある。地温がおおよそ 15℃に

なると、それまで休眠していた土壌中の微生物が活動を始める。微生物の中には生きるために酸素

を必要とするものと、酸素を必要としないものとがあるが、通常の土壌条件では、酸素を必要とす

る微生物が大半を占めている。従って、春から夏にかけて樹木が活発に伸長、養分吸収を行ってい

る根と、活動を始めた微生物とが生きるための活動エネルギーを得るために盛んに呼吸を行って、

土壌中の酸素を消費する。この状態のときに長雨によって地表面からの酸素を供給する道（孔げき）

が水浸しになると、根と微生物は酸素不足に陥る。 

しかし、微生物はこのまま死なず、生きるためにあらゆる手段を尽くして酸素を求めようとする。

すなわち、地表面から酸素の供給を断たれた微生物は、土壌中の無機物や有機物と結合している酸

素を奪い取り、それで呼吸を行う。その結果、酸素を奪われた無機物や有機物は根に著しい毒性を

持つ還元物質（表 6）となり、これが果樹の根を著しく害し枯死させるのである（図 1）。 

 

（２）耐湿性 

一般に果樹の耐湿性は、モモ・イチジクおよびナシはきわめて弱いのに対し、ブドウはやや強 

く、カキは水田のあぜに植えてもよく育つほど耐湿性が強い（表 7）。 

耐湿性のやや強いブドウは、根の中に地上部から空気が送られる通気組織が発達しており、

土壌中から酸素がとれなくても呼吸ができる構造を持ち、さらに根に有害な還元物を酸化

して無害なものにしていると考えられている。 

一方、カキは根の中に渋を多く含み、この渋が有害物質と結合して根が害されるのを防

いでいるため、耐湿性が強いと考えられている。 

  

 

表６ 土壌中で生じる有害物質 

表７ 鉢植えの各種果樹の根群の耐水性の比較 

　樹　種

根部の浸水後
から新梢の伸長
停止までの日数

葉の萎凋黄化な
どの外的変化の
現れる日数

葉内含水量の
標準区に対する
比較

同化量の標準
区に対する比較

全根量に対する
小根重の割合

排水後から新梢
伸長再開までの
日数

イチジク ６～７日 ６日 ７１～８１％ ２４％ ５９％ 枯死～８日

モ　　モ ９～１３ ４ ８６～９１ ４６ ６７ 枯死～８日

ナ　　シ ６～７ ６ ９３～９９ ７１ ７３ 枯死～再伸せず

カ　　キ １２～７ ２０ ９７～１００ ７３ ８８ ７～１０日

ブドウ １４～２０ １４ ９５～１００ ８５ ７６ ２～６日
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（３）排水対策 

ほ場整備の排水目安は、地表水は４時間以内に、土壌中の過剰水は 24時間以内に排出できるこ

とである。 

排水方法は、暗渠を設置し、土壌中の水分停滞を防ぐのが基本である。水田転換園等で、暗渠を

設置しないで開園したところでは、明渠を設置し、園地表面に停滞水が残らないようにする。 

なお、冠水した場合は、葉の黄変落葉等の症状が現れてからでは手遅れであるので、できる限り 

速やかに土壌排水対策に努める。さらに長期の滞水で被害が発生した場合は、土壌表面が乾いてか

ら軽く中耕を行い、土壌中に酸素を供給して、新根の発生を促すとよい。 

 

※１ ‘トラ柿’ 

カキ果実が生育中に著しい干害により果実が萎れ縦シワができ、その後の吸水で果実は回復するが

縦シワが黒く残り、トラ模様になる症状。 

※２‘ゆず肌果’ 

ナシ果実の表面がゆずのように凸凹を生じたり、著しい場合は果頂部から赤道部にかけて硬化する

こともある萎縮性生理障害と考えられている。 

 

 



- 10 - 

 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

消費者の果物購入行動について 

はじめに 

全国の消費者を対象にアンケート調査を行い、今後の果物の消費拡大方策について検討を行うため、

平成 30年度に中央果実協会が実施した「果実の消費に関するアンケート調査」から、消費者の果

物購入行動について抜粋し、紹介する。 

調査対象人数・方法：2,000人(男女比１：１、20代～60代の 5段階)･インターネットによる調査 

 

１ 果物購入時の困りごと 

   Ｑ１：果物を購入しようと思った際に、何か困ったことはありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結果は図１のとおりとなった。果物の購入においては、｢美味しさ｣、｢鮮度の見分け方｣で困って

いるとの回答が多く、次いで｢適切な価格｣、｢いつが食べ頃なのかがわからない｣の順となっている。

性別でみると、女性は｢美味しさの見分け方｣で困っている割合が、男性を大きく上回っていた（詳

細データ略）。 

 

２ 品目の決定要因（果物自己購入者） 

   Ｑ２：果物を買う時に、特定の果物(かき・なし・ももなどの品目)を選ぶ基準は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

図１ Ｑ１に対する回答結果 

図２ Ｑ２に対する回答結果 
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結果は図２のとおりとなった。どの種類の果物を購入するかを決める場合、｢安い（または手頃

な価格）｣との回答が最も多く、次いで｢旬｣、｢好きな種類｣となっている。女性は｢（自分や家族が）

好きな種類であること｣で決める割合が男性より顕著に高い（詳細データ略）。 

 

３ 購入商品の決定基準（果物自己購入者） 

   Ｑ３：店頭で最終的に購入する果物の商品を選ぶ基準は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

結果は図３のとおりとなった。購入する果物の種類が決まった中で、店頭に並んでいる商品を選

ぶ時には、｢おいしそうなもの｣との回答が最も多く、次いで｢新鮮そうなもの｣、｢傷みが少ないも

の｣となっている。年代別では６０代男女で｢新鮮そうなもの｣、｢国産のもの｣が他の年代より高い

（詳細データ略）。 

 

４ まとめ 

 この他、本アンケートでは購入品決定タイミング（どこで購入を決めるか）についての回答で、

予め果物の購入を決めて外出するよりも、量販店等での通常の買い物で目にした場合に購入を決め

る場合が多いこと、健康や美容志向などの機能性表示の認知率は｢みかん｣、｢りんご｣で 1割前後で

あり、8割以上が非認知であることがわかった。 

 果物は量販店、直売、宅配など購入方法は多チャンネル化しており、購入目的も自家消費、贈答

などさまざまである。 

今後、果物の消費拡大（購入行動の喚起）を促すには、、果物の｢美味しさ｣や｢旬｣などの“見る

目”を養うような情報の提供により、消費者が楽しく買い求められるような工夫が望まれる。また、

消費者が手に取るモチベーションを高める売り場展開が必要と思われる。 

 

 〈出典〉平成 30年度果実の消費に関するアンケート調査報告書 

     （公益財団法人 中央果実協会） 

 

 

 

 

図３ Ｑ３に対する回答結果 
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５ヶ月齢までの子牛の飼料給与 

 

１ はじめに 

 子牛市場で高く販売できる体積に富む子牛にするには、かつてはできるだけ早い時期に離乳し、

乾草等の粗飼料を多量に給与して第１胃を大きく発育させることが良いとされてきた。 

 しかし近年、５ヶ月齢未満の子牛は第１胃が未発達で粗飼料を十分に消化することができないの

で、粗飼料を多給すると未消化粗飼料が第４胃に滞留してしまい下腹がふくれた体積に乏しい子牛

となってしまうこと、哺育中に給与する人工乳（以下、スターター）が第１胃内で少しずつ分解さ

れて揮発性脂肪酸になり、それを胃壁から吸収することで絨毛が発達し第１胃の発育を促進するこ

と等が明らかとなってきた。これらは和牛生産者を対象とした研修会等で技術普及されており、こ

こで改めて５ヶ月齢までの飼料給与について述べる。 

 

２ 牛の消化に関する基礎知識 

 家畜には、牛、羊などの胃を複数持つ反芻（はんすう）＊１動物と豚、鶏といったわれわれ人間

と同様に胃を１つしかもたない単胃動物に分けることができる。 

単胃動物と反芻動物では消化器の構造、機能が大きく異なる。反芻動物の第４胃が単胃動物の胃

に相当し、第１胃から第３胃までが反芻胃であり、食道が進化したものといわれる。大きさは第１

胃が１５０～２００Ｌ、第２胃が１０Ｌ、第３胃が７～１８Ｌ、第４胃が８～２０Ｌで、第１胃は

胃の８割を占める。また牛の腹の約６０％の容積を第 1胃が占めている。 

単胃動物と反芻動物それぞれにおいて、主な栄養素（炭水化物、タンパク質、脂肪）がどのよう

に消化吸収されるのか簡単に述べる。（図１） 

単胃動物の場合、炭水化物（主にデンプンと糖質）は唾液と腸消化液（十二指腸、膵臓からの膵

液）によりブドウ糖まで分解されて小腸で吸収される。タンパク質は胃と十二指腸（膵臓からの膵

液）でアミノ酸に分解され、小腸で吸収される。脂肪は十二指腸（膵臓からの膵液）で脂肪酸とグ

リセリンに分解され、小腸で吸収される。なお胃内のｐＨは 1.0から 1.5で強酸性である。 

一方反芻動物の場合、炭水化物（デンプンと糖質のほかに単胃動物では分解できない繊維質も含

まれる。）は第１胃で増殖した微生物によって揮発性脂肪酸（ＶＦＡ：プロピオン酸、酪酸、酢酸）

が生成され、胃壁表面の絨毛から吸収される。タンパク質には、①第１胃で分解されるものと、②

第１胃で分解されず通過し、単胃動物と同様に第４胃（前述のように単胃動物の胃に相当）で分解

吸収されるものの２種類が存在する。前者は第１胃内微生物によりアンモニアに分解され、それを

吸収して増殖した微生物が第４

胃へ送られ、菌体タンパク質とし

てアミノ酸に分解され小腸で吸

収される。脂肪は単胃動物と同様

に十二指腸（膵臓からの膵液）で

脂肪酸とグリセリンに分解され、

小腸で吸収される。なお第１胃内

のｐＨは乳牛や繁殖雌牛が 6.0

から 6.5、肥育牛が 5.5でやや弱

酸性である。 

このように牛は我々人間が栄

養素として利用できない草を食

べて、これをエネルギー源として効率よく利用することにより牛乳、牛肉など良質なタンパク質を

多く含む栄養価の高い食料を生産、供給してくれる。 

 

 

図１ 単胃動物の消化と牛の消化 
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３ 牛の胃の発育 

 ３ヶ月齢未満の子牛の胃は、我々人間の胃に相当する第４胃が最も大きく、第１胃は小さな未発

達器官として腹腔左側上部に位置している。（図２） 

 ３ヶ月齢から５ヶ月齢にかけては、第４胃での消化から第１胃での消化への移行期間であり、５

ヶ月齢以降は第１胃が著しく発達し、成牛時には１５０～２００Ｌの容積にまで発育する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ５ヶ月齢までの子牛育成の留意点 

（１）３ヶ月齢まではスターターを給与 

３ヶ月齢までの子牛は第１胃が未発達の段階であり、草等の粗飼料を消化することができない。

この期間は、栄養分の消化吸収に関わる第１胃内の絨毛を発育させる時期で、母乳（人工哺育の場

合は代用乳）とともに必ずスターターを給与する。スターターは発酵速度の遅い穀物を素材として

いるので、第１胃内で揮発性脂肪酸の１つであるプロピオン酸に分解され胃壁表面から吸収される

ことによって絨毛の発育が促進される。（図３） 

 なお、スターターは生後３日頃から馴致し、草は軟らかい乾草のごく少量給与にとどめ、子牛が

１日１ｋｇ以上のスターターを３日連続で摂食することができるようになれば離乳可能である。

（ただし子牛の状態をよく観察して行うこと。）（図４） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）３ヶ月齢以降は人工乳から子牛育成用飼料と軟らかい草（粗飼料）を給与 

 ３ヶ月齢以降は人工乳から子牛育成用飼料の給与へ切り替えていくが、子牛育成用飼料は人工乳

に比べて第１胃内で速く分解され、胃内が急速に酸性（以下、ルーメンアシドーシス）となってせ

っかく形成された絨毛を損耗させ、下痢をしてしまう恐れがあるので２週間以上の時間をかけて少

しずつ行う。５ヶ月齢までは第１胃が未発達段階なので子牛育成用飼料を主体に給与し、乾草等の

粗飼料は補完的に給与する。第１胃が発達する５ヶ月齢以降は粗飼料主体（徐々に増やす）で給与

し、ルーメンアシドーシスの危険を回避するために粗飼料から先に給与する。（先に乾草などを給

与すると第１胃内微生物により長い繊維の塊（ルーメンマット）が形成され、子牛育成用飼料の急

図２ 牛の胃の発育（北海道の酪農技術より） 

図３ 牛の第１胃絨毛の発育（写真はペンシルバニア大学のＨＰ

から） 
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速な発酵を防ぐ。）（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

 牛づくりは腹づくり、第１胃づくりである。第１胃は牛の腹の 60％を占め、その中に生息する

微生物により、草等の粗飼料を分解し栄養源として吸収する、牛にとって非常に重要な器官の１つ

である。 

そのためには、３ヶ月齢までは母乳（人工哺育の場合は代用乳）とともにスターターをできるだ

け多く食べさせ、第１胃の発育を促進する。（生後３日頃から馴致させるとよい。またスターター

は酸化しカビやすいので飼槽は清潔に保つ。常に新鮮な水を飲めるよう飲水器周辺は清潔に保つ。） 

３ヶ月齢を過ぎたら離乳、子牛育成用飼料（定量給与）主体に軟らかい乾草を牛の調子を観察し

ながら徐々に増やしながら給与する。そして第１胃が完全に機能する５ヶ月齢以降は、乾草主体に

子牛育成用配合飼料の定量給与とし、第１胃の容積を粗飼料によって大きく成長させる。これによ

って体積に富む、市場で高く販売できる子牛に成長することが期待できる。 
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 ＊１反芻とは、一度飲み込んだ食物を再び口中に戻しよく噛んでからまた飲み込むこと 

図４ 月齢と胃（第１胃と４胃）の発達と飼料給与 


