
 

平成３１年３月１日 

                               第５４５号 

今月の技術と経営 

農 政 部 農 業 経 営 課 

 

 

                     目 次  
 

 

 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  ・・・・・・・・・・・・・・     １ 

                                 （長谷部健一、魚住雅信、尾関 健） 

    １  施設園芸  ～風害対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・      ２ 

 

    ２  果  樹  ～凍霜害対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・      ３ 

 

    ３  茶  ～凍霜害対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ４ 

 

 

  専門項目に関する情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ７ 

    施設園芸における塩類集積とその対策について  ・・・・・・・・     ７ 

                                    （砂川 匡） 

 

      肉用牛の無機物の要求量について  ・・・・・・・・・・・・・・    １２ 

                                                         （丸山 新） 

 



- 1 - 

 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 

◆  １月下旬～２月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

１月下旬は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われた日もあり、

天気は周期的に変化した。 

平均気温と降水量は、岐阜、高山ともに平年並、日照時間

は、岐阜は平年並、高山は少なくなった。 

 ２月上旬の天気は周期的に変わった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高く、降水量は、岐阜は平

年並、高山は少なくなり、日照時間は、岐阜、高山ともに平

年並みとなった。 

 ２月中旬も天気は周期的に変わった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高く、降水量は、岐阜は多

く、高山は少なく、日照時間は、岐阜は少なく、高山は平年

並となった。 

  

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆  東海地方１か月予報 ２月２３日～３月２２日までの天候見通し  

名古屋地方気象台２月２１日発表  

 

 平年に比べ晴れの日が少なく、岐阜県山間部では平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない。 

 向こう 1か月の気温は、高い確率７０％で、降水量は平年並または多い確率ともに４０％で、日照時間は

平年並または少ない確率ともに４０％である。 

暖かい空気に覆われやすく、向こう１か月の気温は高い見込みで、特に、期間の前半は気温がかなり高く

なる見込みである。低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない。岐阜県山間部では、

寒気の影響を受けにくく、向こう１か月の降雪量は少ない見込みである。 

 週別の気温は、１週目は高い確率７０％で、２週目は高い確率８０％で、３～４週目は高い確率５０％で

ある。 

 週別の天候は、１週目は、高気圧に覆われて晴れる日もあるが、低気圧や湿った空気の影響で曇りの日が

多く、雨の降る所がある。 

 ２週目は、低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。山間部では寒気の影

響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない。 

３～４週目は、天気が数日の周期で変わり、高気圧に覆われやすいため、平年と同様に晴れの日が多い。

山間部では寒気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない。 

 

2018～2019 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 施設園芸 ～風害対策～ 

(1) 被害発生の条件と様相 

     強い風は、秋の台風シーズンに襲来すると思われているが、実際には 2～3月の被害も発生しているの

で、油断は出来ない。 

     風に対する注意は被覆材の破損やはがれによって、風を吹き込ませないこと、破損個所は速やかに補

修することである。 

 

 

開口部の一部開放や被覆材の破損部から風

が吹き込むと施設内の圧力が高くなり、被

覆材の剥離や施設の浮き上がりの原因とな

る。 

 

図 1  風の巻き込みによる被覆材の破損、剥離の 
想定例 

 

①  春先強い風が吹く気圧配置 

ａ．西高東低で低気圧が日本海を通過した後 

ｂ．台湾付近で発生した低気圧が急速に北上した時 

ｃ．4～5月に発達した低気圧が日本海に入って湿った南西の風が吹き、その後冷たい北西の風に変わっ

た時 

②  突風の方向、性質 

ａ．岐阜地方では北西、高山地方では北西か南西の風が多い。 

ｂ．早朝の突風が強く、強弱の幅が大きい。 

③  ハウスやトンネルの被害様相 

ａ．風上からの風圧と風下に吸引される力とが重なって、ハウスが倒壊する。 

ｂ．風の強弱によってビニールの破損、抑え材のゆるみ、はずれ、基礎杭のゆるみ、抜けによるビニー

ル飛散等が発生する。 

 

(2) 事前対策 

①  強風側に風を遮る森林等がない場合、施設周辺に防風網を設置するのが望ましい。 

②  建具、特に天窓その他があおられるのを防止するため、ロックを完全に実施する。 

③  被覆フィルムがゆるんでいると、強風にあおられて被害が生じやすいので、取り付け金具の緊張、押

さえ紐の固定、表面の補強等を再点検の上整備しておく。強風時における被覆材剥離防止法としては、

換気扇のセットされているハウスは、窓、出入口を密閉したのち、換気扇を稼働させて、ハウスの内圧

をマイナスにすると良い。 

④  強風により小石・木片等が飛来して、ガラス等を破損することを防止するため、施設の周囲を片付け、

清掃しておく。シバ等を植生しておくことは、砂塵によるガラスやフィルムの傷の発生防止上も好まし

い。 

⑤  施設導入及び更新に際しては、耐候性ハウスなどの導入を図り、施設構造の改善に努める。 
 

表 1 各種ハウスの設計用風圧力 

ハウスの種類 パイプハウス 連棟ハウス 大型単棟ハウス 

設計用風圧力 35kg/㎡ 45kg/㎡ 55kg/㎡ 

   （注）高さはパイプハウスは 2.5m、連棟ハウスは 3m、大型単棟ハウスは 6mを基準とした。 
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(3) 事後対策 

①  強風の去った直後は、被覆材や止め付けの緩み・破損・窓の開閉装置の異常、構造材のボルトナット

の緩み等の有無を総点検し、必要があれば速やかに補修しておく。 

②  ハウスが倒壊した場合、速やかに整理し、トンネルで作物を保護する。 

③  ビニールが破損、飛散した施設は速やかに修理し、殺菌剤を散布し回復を図る。 

④  傷んだ茎葉、果実は速やかに摘除し、草勢を回復させる。 

 

 

 

２ 果  樹 ～凍霜害対策～ 

 ３月に入り、各樹種において芽が動き出す。生育が進むと、耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、

対策を講じておく必要がある。今年は冬季の気温が高く推移しているので、発芽期が早まると予想されるた

め、晩霜害が懸念される。今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。 

 

＜対策＞ 

   これから５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却により晩

霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。植物

体の温度はほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策を講じる場合は注意する。 

   各樹種における生育時期別耐凍性については、表１のとおり示されている。また、低温の継続時間にも

影響することから一概に断定は困難となるが、目安として参考にしてもらいたい。 

   また、カキは 2003年（早生品種で晩霜害の被害発生（農業共済より））、モモは 2009年（晩霜害の被

害が発生（農業共済より））、リンゴは 2012年（晩霜害の被害発生（農業共済より））の最低気温と、表

１に示した各樹種の耐凍性との関係をグラフ上に示した（図１～３）。耐凍性の限界を示す温度域まで気

温が下がると発生している状況である。 
 

表１ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

リンゴ -2.0～-0.2 -2.0～　0 -1.8～-1.0

カキ -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～　0

モモ -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

ニホンナシ -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ブドウ -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

ウメ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3

図１ カキの晩霜害発生年（2003年）の

状況（アメダス揖斐川） 
図２ モモの晩霜害発生年（2009年）の

状況（アメダス高山） 

図３ リンゴの晩霜害発生年（2012年）の

状況（アメダス高山） 
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(1) 事前の予防対策 

 ①  冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、そ

の風上側で被害がひどくなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下

枝を払っておく。 

 ②  土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高

い時間帯に行い、地中へ蓄熱させる。 

 ③  草生栽培の場合は、短く刈りこみ、地温が地表面の気温に伝わり

やすいようにする。また、敷き藁やマルチの敷設は、霜の心配がな

くなる 5月以降とする。 

 ④  直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

ａ．送風法（防霜ファン）・・  上空の暖かい空気を下方に吹き降ろすことで空気を撹拌し、園地内の

気温を高めることにより防霜を図る。 

ｂ．散水氷結法・・・・・・・  凍霜害を受けるような気象下で散水すると、枝幹に付着した水滴は氷

結する。この水が氷に変わる際に 80cal/grの潜熱を放出するため、この

熱量で細胞内の凍結を抑制し、0℃前後に保温する方法。 

ｃ．燃焼法・・・・・・・・・  樹園地内で資材を燃焼させ、その熱を利用して被害を防ぐ方法で、資

材としては固形燃料、灯油、重油、市販の防霜資材等がある。 

 

(2) 万一被害にあった場合には 

 ①  被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発生する場合もある

ので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

 ②  病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

 ③  結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

 ④  結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や不定芽などから発

生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な枝は誘引などを実施する。 

 ⑤  結実量が少ない樹では、枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に応じて施肥量を減

らす。 

 

 

 

３ 茶 ～凍霜害対策～ 

 晩霜害は、３月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発生する。４月の中～

下旬に氷点下になる日が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び東向き斜面の茶園は被害が大きくなる。 

 晩霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが解凍されるときに細胞壁が破壊され枯死する。

凍結した時期や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に遭うと、一番茶の収量は大幅に影響を受

け、その年の生産に大きな打撃を受ける｡ 

写真２ 送風法（防霜ファン） 写真３ 散水法（ナシ園） 写真４ 燃焼法（カキ園） 

写真１ 防風ネットの巻き上げ
の様子 
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(1) 防霜対策  

実用的な防霜法は、被覆法、送風法、散水氷結法がある。近年は送風法が普及している。しかし、現

時点での防霜方法は、－３℃前後までしか期待できず、それ以下の低温になった場合の対策は困難であ

る。それぞれの特徴は表２のとおりである。 

       表２ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 やや適 
 
①  被覆法 

被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがあり、棚がけは、茶株面から 60～90cmの位置に棚を作っ

て被覆物によって保温する保温効果は１～２℃である。一方、トンネルがけは、茶株面から 40cm以上

離して、被覆物によって保温する。保温効果は 0.5～1.0℃である。 

②  送風法(防霜ファン)  

霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、地上６mぐらいの気温は茶株面付近の

気温より４～５℃高くなる。 

       防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。気温が非常に低い場合は効果が発揮でき

ない可能性がある。その限界温度は－３℃である。その効果は、送風機の規模や気象条件、地形など

によって異なるが、750ｗのものでは、支柱の前方 14～16m、支柱の両側 16～20mで比較的安定した効

果がある。この範囲は、気象や地形条件が良ければさらに広がる。 

表３ 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後 １～２葉期 ３～５葉期 

 ＯＮ   ３℃   ４℃   ５℃ 

 ０ＦＦ   ５℃   ６℃   ７℃ 

※ 事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 

③  散水氷結法(スプリンクラー) 

       気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散

水すると、水が氷結するときに放出する潜熱により、茶の

芽は０℃前後に保温され、被害の回避が可能である。 

保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によ

って異なるが、必要な水量は 2.6～4.0mm/hr程度（10a当

たり３～４t/hr）である。散水時間は過去の凍霜害から考

えて６時間程度と思われるので、総水量は 18～ 24t/10a

程度を準備する必要がある。 

写真５ 被害茶園の様

子 

写真６ 新芽の被害 

写真７ 散水法(散水の様子) 
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(2) 凍霜害に遭遇した場合 

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確認し、その後の処置を決定する。 

①  被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の

被害は深刻である。 

②  萌芽期であっても最低気温が著しい低温の場合、芯芽まで凍死することもあるので、最低気温が何度

だったのかを記録しておく。 

③  萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の決定に留意する必要が

ある。 

   

(3) 凍霜害の処置と摘採  

     凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置する。 

①  萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時期を決定してその

まま一茶を摘採する。  

 ②  二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た芽を収穫するとい

う方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の乱れを整える意味をもつ作業である。 

 ③  部分的な被害の場合、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い部分を残して被害

葉を先に刈り落とす方法。または、その逆に被害葉を残して、良い葉を先に摘採する方法の２つから摘

採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

施設園芸における塩類集積とその対策について 

 

１ 塩類集積の発生メカニズム 

栽培施設で行う土耕栽培（以降施設栽培とする）では雨水が農地に降り注がないため、農地に導入さ

れる水はかんがい水のみである。施設栽培ではこれに起因する「塩類集積」に対応した高度な栽培管理

が求められる。 

 

(1) 露地栽培では肥料分が洗脱されやすい 

野菜生産では生産性追求のため比較的大量の施肥を行うが、投入された窒素分が土壌に吸着したカ

リウム、マグネシウム、カルシウム等の塩基を置換し、土壌水（土壌溶液）に溶出させる。露地栽培

では雨水が降り注ぐことで、土壌水に溶出した塩基成分が水とともに下方へ浸透し排出される、いわ

ゆる「洗脱」が起こる。なお、時間降雨量 10mmの場合、10aあたり 10,000L相当の水が１時間の間に

注がれたことになる。洗脱された土壌は塩基成分が不足することで pHが酸性に傾くため、作間作中に

土壌診断を行い「土壌 pHが適正範囲となっているか」、また「不足する塩基成分がないか」を把握し、

「カルシウム資材の投入」を中心とした土壌管理がとられることが望ましい。 

 

(2) 施設栽培では塩類集積が起きやすい 

一方、雨水が降り注がない施設栽培では、農地へ導入される水がかん水のみによるため、洗脱量は

かなり少ない。そのため露地栽培よりも施肥効率が高いとされている。意識的に多かん水としない限

り、水の行方は「作物による吸収（最終的には葉面蒸散される）」と「土壌表面からの蒸散」に偏る。

このとき土壌水は毛管接続に沿って地表方向に向かい、表層で水分蒸発し、含まれていた塩類が析出

する。これが土壌表層部への「塩類集積」であるが、作物が「濃度障害」を誘発し生産のロスにつな

がるため、施設栽培では「塩類集積の予防策」が求められる。長期連続栽培を行う品目においては、

トマトやキュウリのように投入肥料の多い高収量作物や、イチゴのように低濃度でも濃度障害が発生

する作物においては、リスク軽減のために作間に必ず「除塩」などの対策が求められる。 

 

(3) 集積する塩類の由来 

集積する塩類の由来はおおむね肥料であるが、かんがい水や地下水に含まれる塩類が高濃度の場合

もこれに上乗せされる。塩化アンモニウムや塩化カリウムなど塩化物を原材料とした肥料には塩素が

含まれていることが明らかであるが、これらには夾雑成分として少量ながらナトリウム塩も含まれる。 

畜ふん由来の堆肥にも多くのナトリウム分が含まれているが、これは家畜の飼養に栄養成分として

食塩が含まれるからである。畜種や餌、飼養方法あるいは堆肥の副資材、堆肥の製造方法などにより

堆肥の成分含量が大きく異なる。また堆肥は農地当たりの必要投入量が多く塩類集積を引き起こすリ

スクが高い。施設栽培では肥料成分とこれら食塩に相当する成分の集積が起こりやすく注意が必要で

ある。 

 

(4) 塩類集積のリスク 

塩素は中和量に相当する土壌中のカリウム、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム等の塩基成分

の塩基交換を進めて土壌水に溶出させ、土壌水の塩類濃度を高める（土壌 ECの上昇）。過剰のアンモ

ニア態窒素を施肥した場合も同様の状況が起きる。定説では植物は塩素を利用しないとされており、

露地栽培環境とは異なり雨水で除塩されにくい施設栽培では、除塩しない限り塩類集積しやすい。ま

た過剰の塩類は団粒構造を破壊するため、塩類集積が進んだ土壌では土壌が固結しやすい。このよう

に塩類集積は濃度障害だけではなく土壌構造の破壊など土壌物理性悪化のリスクを高める。 

 

２ 土壌とかんがい水の塩類濃度の上限について 

(1) 塩類集積による生理障害の発生メカニズム 

        植物は蒸散と浸透圧を巧みに利用して水と肥料の吸収を行っている。通常、植物体内は土壌よりも
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塩類濃度が高くなっており、そ

の濃度差により生じた浸透圧を

用い、肥料分の溶けた土壌水を、

根の表面構造を通して体内に取

り込む。土壌水分の減少や過施

肥により土壌水の濃度（塩類濃

度）が高まると土壌水の浸透圧

（この場合根から水を抜き取る

力）は高まり、植物は水分と肥

料分をうまく取り込めない。こ

の結果、水分不足により「浸透

圧に対するストレス」と、吸収

される肥料分のバランスが偏る

ために起きる「主に塩基類によ

るイオンストレス」の両方を受

け、植物成長が減退あるいは生

理障害を発症しやがて枯死に至

る。これがいわゆる濃度障害と

呼ばれるものである。 

 

(2) 土壌における塩類集積程度の 

目安 

塩類集積の主体となる土壌中

の塩素量（塩素イオン量）が土

壌 EC値と相関がある(1ことか

ら、塩類集積の目安は一般に土

壌 EC値によって判断する（図

１）。また除塩が不十分でかつ

長年多肥管理を続けたほ場では、

塩素イオンとともに硝酸イオン

も塩類集積に関与する。一般に

園芸作物においては EC値 0.5 

dS/m（1:5水希釈）以上とされ

ているが(2、作物により塩類集

積に対する感受性は異なる。熊

本県や香川県ではこれまでの経

験をもとにその目安を設定して

いる。一部、両者で相違がある

が、大差はないので参考にされ

たい。 (2,4（表１，２）。 

 

(3) 塩類集積を対象にしたかんがい水中の塩素濃度の目安 

かんがい水には地質由来のさまざまな塩類が溶け込んでおり、水源により大きく異なるのが現状で

ある。また成分濃度は季節変動もあり注意が必要である。香川県ではこれまでの経験をもとにその目

安を設定しているので参考にされたい(4（表２）。 
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３ 塩類集積の対策について 

塩類集積を軽減する方法は、予防策として「土壌診断による施肥必要分の把握」「適正施肥」「適量

かん水」を、必要に応じて除塩を実施することである。除塩対策については農水省、熊本県あるいは香

川県などがわかりやすい資料を提供している(1～4。排水性の良いほ場では散水による縦浸透法（図２）、

排水性の悪いほ場では湛水による溶出法（図３）による除塩が望ましい。海水の冠水を対象としたより

深刻な条件における除塩対策ではあるが、毎年実施するような通常の除塩においても参考になるので活

用されたい。 
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浸水区域・

塩分濃度等の調査

除塩対象区域の決定

除塩用水の確保

排水系統の確保

堆積土砂の有無

石灰質資材の散布

耕起

散水

塩分濃度の測定・確認

除塩作業終了

・作付け準備

除去・処分

（必要に応じて客土）

無

有

目的値以上の場合

目的値未満の場合

・土壌の塩分濃度と影響範囲

・堆積土砂の厚さとその成分

・除塩の基準塩分（塩素）濃度

畑：0.05%以上(塩素濃度)

・必要水量と期間の目安

・水利権の確認・調整

・施設機能の点検・確認

・海水の影響で土壌の物理性が悪化して

いる場合等、必要に応じて実施

必要に応じ、

・土壌分析による施肥設計

・土壌改良材の投入

・耕起し、土層内部に水を含みやすくする

・土塊の表面をできるだけ乾燥させ、土壌中

の塩分を表面に析出

・石灰資材を散布した場合、土壌とよく混和

・水田同様には多面に湛水が可能な場合は、湛水し、

縦浸透法または溶出法による除塩を検討

図２ 縦浸透法による除塩作業フロー（畑の場合、排水性の良いほ場の場合）

原図：農水省(1
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＜参考資料＞ 

１）農水省農村振興局：農地の除塩マニュアル（2011年 6月） 

２）熊本県：くまもとグリーン農業を進める施肥ガイド 2013（2014年 3月） 

３）熊本県八代農業改良普及センター：台風 18号技術対策資料集（2001年） 

４）香川県：農地への海水の流入が農作物に及ぼす影響とその対策（2004年 12月） 

浸水区域・

塩分濃度等の調査

除塩対象区域の決定

除塩用水の確保

排水系統の確保

堆積土砂の有無

石灰質資材の散布

耕起

湛水・代かき

塩分濃度の測定・確認

除塩作業終了

・作付け準備

除去・処分

（必要に応じて客土）

無

有

目的値以上の場合

目的値未満の場合

・土壌の塩分濃度と影響範囲

・堆積土砂の厚さとその成分

・除塩の基準塩分（塩素）濃度

畑：0.05%以上(塩素濃度)

水田：0.1％以上

・必要水量と期間の目安

・水利権の確認・調整

・施設機能の点検・確認

・海水の影響で土壌の物理性が悪化して

いる場合等、必要に応じて実施

必要に応じ、

・土壌分析による施肥設計

・土壌改良材の投入

・耕起し、土層内部に水を含みやすくする

・土塊の表面をできるだけ乾燥させ、土壌中

の塩分を表面に析出

・石灰資材を散布した場合、土壌とよく混和

・土塊の表面が完全に浸水するまで湛水し代かき

・溶出法の場合は、2～3日程度静置する

図３ 溶出法による除塩作業フロー（水田の場合、排水性の悪いほ場の場合）

原図：農水省(1

弾丸暗渠の施工
・水の縦浸透を促進する場合等、必要に応じて実施

・本暗渠や排水明渠との併用が効果的

排水
・縦浸透法の場合、湛水後に暗渠から排水

・溶出法の場合は、湛水後2～3日に水尻から排水
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肉用牛の無機物の要求量について 
 
１ はじめに 

     飼料添加物の不適切な給与により、要求量を上回る銅摂取による黒毛和種子牛の銅中毒発生について、

平成 29年に岐阜県家畜保健衛生業績発表会において報告された。しかし、その後も銅中毒が疑われる事

案が発生しており、また他県の家畜保健衛生業績発表における銅中毒の報告も複数ある。そこで、子牛

へ銅を含む飼料や飼料添加物を給与する場合に銅の過剰摂取にならないよう注意する必要があるため、

無機物の要求量について解説する。 

 

２ 無機物について 

無機物は家畜の骨の主要な構成成分であり、また、蛋白質や脂質の形成、酵素の活性化、浸透圧の調

整及び酸塩基平衡など体内の恒常性維持に重要な成分である。牛に必須な無機物を表１に示した１）。 

 

 

 

 

 

 

 

日本飼養標準・肉用牛(2008年版)に示された牛における無機物の要求量と摂取許容限界を表２－１、

表２－２に示した。無機物の要求量は維持、成長、妊娠、泌乳などの牛の生理的状態や飼料中の無機物

の化学的形態、飼料中の各無機物間の含有比率など、さまざまな要因によって変動する。銅については、

モリブデンやイオウなど銅の利用性を低下させる成分が飼料中に多量含まれている場合に欠乏症の発生

率が高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛における微量無機物の欠乏症状と中毒症状を表３に示した１）。無機物が要求量の範囲を下回ると、

食欲減退、体重減少、貧血などの欠乏した無機物に応じて欠乏症状が発生し、生産性が著しく損なわれ

る。一方、無機物が要求量を上回り、許容限界以上に摂取すれば、その無機物に応じた慢性あるいは急

性中毒症状が発生し、死に至る場合もある。急性銅中毒は、経口駆虫剤、ミネラルミックス、不適切な

配合飼料の給与など、水溶性の銅塩の間違った過剰投与後にみられる２）。 



- 13 - 

表３．牛における微量無機物の欠乏症状と中毒症状 

 

３ 黒毛和種子牛に発生した銅中毒の事例 

武田らの報告３）によると、銅中毒が発生した農場では、哺乳中の子牛へ生菌剤として銅が含まれる飼

料添加物を給与しており、子牛の３日齢から３カ月齢まで銅として１日１頭当たり 70 mgを超える量が

給与されていた。これは、飼料中の銅濃度としては 25ppmであり、特に２週齢までは 100ppm以上であっ

た。そして、複数の子牛が３から７カ月齢に元気消失、皮膚温低下、下痢、起立不能などの銅中毒症状

を示し、病性鑑定を実施した３頭の肝臓中銅含量は 200ppm湿重量前後であった。 

なお、銅中毒では子牛の飼料中銅濃度は 25ppm以上、肝臓中銅含量は 150ppm以上とされ４）、肝臓に

貯えられた銅が大量に放出されるまでは中毒症は潜在的に経過する。ストレスなどの刺激で肝臓に貯え

られた銅が大量に放出され、突然の血中銅値の上昇は、脂質過酸化と血管内溶血を生じる。この溶血は、

輸送、激しい運動、過度の栄養不足など多くの要因によってさらに悪化する２）。 

 

４ 適切な無機物給与 

     急性銅中毒は子牛では 20～100mg/kg（50kgの子牛では 1～5g）、成牛では 200～800mg/kg（500kgの

成牛では 100～400g）の銅の摂取後に起こるとされ２）、子牛は成牛より銅の感受性が高い。したがって、

成牛用の飼料や飼料添加物を子牛へ給与すべきではない。また、子牛の慢性銅中毒は 3.5mg/kg（50kg

の子牛では 175mg）の銅の摂取で１カ月以内に発症するとされる５）。さらに、黒毛和種はホルスタイン

種より銅の感受性が高いようであり、ホルスタイン種子牛で銅中毒を発症しない銅の給与量が、黒毛和

種子牛にはあてはまらない可能性がある。 

また、複数の飼料や飼料添加物を給与する場合、飼料中含量から銅の給与量を確認し、要求量の範囲

になるよう適切に給与することが重要である。他の無機物についても同様に要求量の範囲になるよう適

切に給与することが重要である。 
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