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 今 月 の ト ピ ッ ク ス  
 

「地球温暖化の影響が始まっています」 

岐阜地方気象台 
 

１ はじめに 

     今夏は、岐阜県内でも豪雨や記録的な高温が発生しました。気象庁は異常気象分析検討会を開催しこ

れらの現象は、「地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加が寄与したと考えられる」との分析結

果を得ました。地球温暖化は遠い未来のことではなく、すでに影響が現れており、気候変動に対する適

応策を講じていく必要があります。 

本文では記録的な高温や大雨を振り返るとともに、気候変動や日々の天候変化に伴う農業災害の軽減

に向けた気象台の取組を紹介します。 

 

２ 今夏の気象 

(1) 平成３０年７月豪雨（６月２８日から７月８日） 

梅雨前線が活動活発な状態で日本列島上に長期間停滞し、西日本を中心に、比較的雨の少ない地方

を含む広い範囲で記録的な大雨を観測しました。岐阜地方気象台では大雨特別警報を発表し最大限の

警戒を呼びかけました。 

       第１表、第２表に７２時間降水量と７月としての日最大 1時間降水量の極値を更新した地点を示し

ます。山間部を中心に今までに経験したことのないような大雨となったことが分かります。 
 

第１表 「７２時間降水量の多い方から」の極値を更新した地点（統計期間１０年以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 ７月としての「日最大１時間降水量」の極値を更新した地点（統計期間１０年以上 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 地点名 統計開始年

飛騨市 河合 405.5 7月8日 1978年

飛騨市 神岡 379.5 7月8日 1978年

高山市 清見 538.5 7月8日 1990年

高山市 高山 490.0 7月7日 1976年

高山市 丹生川 321.0 7月7日 1990年

高山市 六厩 612.5 7月7日 1978年

高山市 船山 473.5 7月8日 2002年

大野郡白川村 御母衣 618.0 7月8日 1982年

下呂市 宮地 413.0 7月8日 1976年

下呂市 金山 437.5 7月8日 1976年

中津川市 付知 345.0 7月7日 1982年

関市 関市板取 742.0 7月8日 2006年

郡上市 ひるがの 868.0 7月7日 1990年

郡上市 長滝 795.0 7月7日 1978年

揖斐郡揖斐川町 揖斐川 402.5 7月6日 1978年

本巣市 樽見 664.0 7月7日 1976年

極値

市町村 地点名 統計開始年

高山市 栃尾 49.0 7月4日 1976年

高山市 清見 51.5 7月7日 1991年

高山市 高山 62.0 7月4日 1914年

下呂市 金山 108.0 7月8日 1976年

郡上市 ひるがの 67.5 7月7日 1991年

郡上市 長滝 64.0 7月7日 1979年

美濃市 美濃 83.0 7月8日 1976年

極値
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(2) 記録的な高温 

       今夏は、太平洋高気圧の勢力が強く、梅雨明けも平年よりかなり早かったことから、晴れた日が多

くなり、記録的な高温となった日が多くなりました。 

       県内には気温を観測している地点が２３地点ありますが、日最高気温が極値を更新した地点が１１

地点（神岡、宮之前、長滝、八幡、樽見、金山、美濃、揖斐川、美濃加茂、恵那、中津川）となりま

した。また、第３表に示すように日最高気温４０℃以上を、金山、美濃、多治見で延べ１０回記録し

ました。 
 

第３表 今夏４０℃以上を観測した地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 豪雨や記録的な高温と地球温暖化との関係 

       気象庁は、社会経済に大きな影響を与える異常気象について、大学や研究機関等の専門家の協力を

得て異常気象の発生要因等に関する見解を迅速に公表するため、異常気象分析検討会を開催していま

す。この検討会で「今回の西日本から東海地方を中心とした記録的な大雨の要因は、西日本付近に停

滞した梅雨前線に向けて、極めて多量の水蒸気が流れ込み続けたことです。また、記録的な高温の要

因は、太平洋高気圧と上層のチベット高気圧がともに日本付近に張り出し続けたことです。これら一

連の顕著な現象は、持続的な上層のジェット気流の大きな蛇行が繰り返されたことで引き起こされま

した。これらの背景としては地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加に加え、特に高温の背景

には、今春以降持続的に、北半球中緯度域で大気循環が全体的に北にシフトしていたことに対応して、

顕著に気温が高いことの影響も考えられます。」との分析結果を得ました。 

 

３ ２１世紀末の気候予測 

     気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5次評価報告書で用いられた４つの RCPシナリオのうち、

最も温室効果ガスの排出が多いシナリオ（RCP8.5シナリオ：現時点を超える政策的な緩和策を行わない

ことを想定）を用いた２１世紀末の岐阜県の気候予測を以下に示します。 

(1) 平均気温の予測 

       岐阜県では年平均気温が現在より約４℃上昇します。これは、岐阜市の年平均気温で考えると現在

の種子島（鹿児島県）と同程度になります。（第１図） 

(2) 夏日、真夏日等の日数の予測 

       岐阜市では猛暑日（日最高気温３５℃以上）は現在より４０日以上増加します。また、夏日（日最

高気温２５℃以上）は、５０日程度、真夏日（日最高気温３０℃以上）６０日程度、熱帯夜（日最低

気温２５℃以上）は、６０日程度それぞれ増加すると予想されています。逆に冬日（日最低気温０℃

未満）は２０日程度減少すると予想されています。（第２図） 

(3) １時間降水量５０ｍｍ以上の発生回数の予測 

       岐阜県では滝のように降る雨の発生が現在の約２倍になると予想されています。（第３図） 

(4) 無降水日数の予測 

       岐阜県では降水の無い日は１０日程度増加すると予想されています。（第４図） 

市町村 地点名 気温 月日

美濃市 美濃 41.0 8月8日

下呂市 金山 41.0 8月6日

多治見市 多治見 40.7 7月23日

多治見市 多治見 40.7 7月18日

美濃市 美濃 40.6 7月18日

下呂市 金山 40.5 8月8日

多治見市 多治見 40.4 8月6日

美濃市 美濃 40.3 8月6日

美濃市 美濃 40.3 8月3日

多治見市 多治見 40.2 8月2日
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第１図 平均気温の予測 

 

 

 

 

第２図 夏日、真夏日、猛暑日、熱帯夜、冬日の日数の予測 
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第３図 １時間降水量５０ｍｍ以上の発生回数の予測 

 

 

 

 

第４図 無降水日数の予測 
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４ 農業に役立つ気象情報の利用の手引き（東海地方） 

     気象庁では、本年３月に気象を要因とする農業被害の軽減に向けて、「農業に役立つ気象情報の利用

の手引き」を作成しました。 

岐阜地方気象台は、大雨や暴風等が予想される場合や、長期間の低温等、平年から隔たりの大きな天

候が予想される場合には、 農業被害の軽減に資するため各種の気象情報を発表して、早めの対策を喚起

しています。 一般によく利用される気象情報は、日々の天気予報や台風や水害に関する気象情報ですが、

こと農業に関しては、それに加えて緩慢な現象も長期間続くことによって影響が生じる日照不足、干ば

つ、低温等にも、注意を向ける必要があります。 

本手引きでは主に長期間継続する現象を中心に説明して、気象台の発表する情報体系や、農業技術指

導の際に押さえておきたいワンポイト知識を掲載しています。長期間継続する現象の「発生しやすい気

象状況」や、「農作物等への影響」の説明とともに、気象情報文の例と、発表されるタイミング、さら

に気象庁ホームページからより細かい気象情報を入手する方法等を取りまとめました 。 

 

＜本手引き利用例＞ 

気象庁ホームページの「農業気象」ページ内の「低温」、「高温」等の項目ボタンをクリックすると、

過去データから発表中の季節予報までの案内が一覧に表示されます。また、ページ内には「リンク」も

掲載しており、ここから農林水産省ホームページ内の「主要作目の災害対策技術上の基本的留意事項（「農

業技術の基本指針」から抜粋）」へもすぐに到達できるようになっています。（第５図） 

気象庁：農業気象ページ https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/nougyou.html 

第５図 農業に役立つ気象情報の利用の手引き利用例 

 

５ 出前講座 

     岐阜地方気象台では、岐阜県民の方々へ気象・地震に関する知識の普及を図るため、気象台職員を講

師として派遣する「出前講座」を行っています。 

「出前講座」においては、職員が持つ知見を活かし、皆さんが持っている様々な興味・疑問等に、わ

かりやすくお答えします。 

(1) 出前講座の内容 
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農業と気象情報の関わりやその見方に関することから、地震・火山まで対応いたします。その他、

ご相談に応じます。 

(2) 講演料 

出前講座は原則として、平日の勤務時間内（午前８時３０分～午後５時１５分）とさせていただき

ます。講演料は無料です 

(3) 申込先 

       岐阜地方気象台 業務・危機管理担当 

         電話 ０５８－２７１－４１０９ 

 

６ お願い 

     岐阜地方気象台では、気象情報の提供をつうじて皆様と一緒に農業に関わらせていただきたいと考え

ています。疑問に思われていること等、ご遠慮なくお気軽にお問合せください。 

       お問合せ先 

        岐阜地方気象台 防災担当 

           電  話: ０５８－２７１－４１０８ 

          F A X : ０５８－２７１－４１０２ 

          e-mail: gifu.47632@met.kishou.go.jp 

 

mailto:gifu.47632@met.kishou.go.jp
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 気 象 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 

◆  １０月下旬～１１月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報 

 

１０月下旬は、高気圧に覆われ晴れる日が多か

ったが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨となる

日もあった。 

平均気温は、岐阜、高山とも平年並となり、降

水量は、岐阜で平年並、高山では少なく、日照時

間は、岐阜、高山ともに多くなった。 

 １１月上旬の天気は周期的に変化した。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高く、降水量は、

岐阜は多く、高山は平年並、日照時間は、岐阜、

高山ともに平年並となった。 

 １１月中旬は、移動性高気圧の影響により晴れ

る日が多かった。 

平均気温は、岐阜でかなり高く、高山では高く

なり、降水量は、岐阜、高山ともにかなり少なく、

日照時間は、岐阜でかなり多く、高山では多かっ

た。 

  

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 １１月２４日～１２月２３日までの天候見通し  

                                                           名古屋地方気象台１１月２２日発表 

  

 平年と同様に晴れの日が多く、岐阜県山間部では平年と同様に曇りや雪または雨の日が多い。 

 向こう 1か月の平均気温は、高い確率６０％である。 

 週別の気温は、１週目は高い確率５０％、２週目は高い確率６０％で、３～４週目は高い確率４０％であ

る。 

 週別の天候は、１週目は、気圧の谷の影響で雲の広がる日もあるが、大陸から張り出す高気圧に覆われて

晴れる日が多い見込みである。 

２週目は、寒気の南下が弱く、この時期としては低気圧や気圧の谷の影響を受けやすい見込みである。平

年に比べ、平野部では晴れの日が少なく、岐阜県山間部は曇りや雪または雨の日が多い見込みである。 

３～４週目は、冬型の気圧配置となる日や高気圧に覆われる日が多い見込みである。平年と同様に、平野

部では晴れる日が多く、岐阜県山間部は曇りや雪または雨の日が多い見込みである。 

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 果  樹 

＜生育状況＞ 

県内の主要な落葉果樹の収穫も残すところカキとリンゴのみとなっている。カキは夏期の高温干

ばつの影響で果実肥大が停滞したが、9 月以降は降雨が多かった影響で昨年並みに大玉傾向となり、

着色は概ね平年並みよりやや早めで推移してきたが、11 月以降に気温が高かったことから最後は平

年並みとなった。しかし 9 月の大型台風 21、24 号の暴風と降雨により、枝折れ、軟果や傷果などが

発生し、現地では下位等級が多い状況となった。（表１、図１） 

飛騨地域のリンゴも、現在「ふじ」の収穫の終盤となっているが、収穫期は平年より若干遅れ、

終了は概ね平年並みになりそう。果実の大きさは平年より小さい傾向となった（表２、図２）。こ

ちらも台風の影響により落果や枝折れ、傷果が多く、下位等級品が多くなっている。 

 

 

 

表１ カキの生育相（農業技術センター、11/26現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15 10/1 10/9 10/10 282 15.5

2017 3/15 4/13 5/19 5/20 5/23 10/4 10/10 10/16 283 17.7
平年 3/15 4/6 5/17 5/19 5/21 9/30 10/4 10/9 242 16.3

太秋 2018 3/13 3/31 5/10 5/11 5/16 10/16 10/18 10/31 415 16.5
2017 3/18 4/13 5/19 5/20 5/23 10/18 10/25 11/5 384 16.0
平年 3/19 4/9 5/17 5/19 5/22 10/15 10/24 11/2 340 17.2

富有 2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17 11/5 11/19 - 290 17.5
2017 3/21 4/14 5/21 5/22 5/24 11/6 11/20 11/27 293 16.3
平年 3/19 4/10 5/19 5/21 5/24 11/6 11/18 11/29 273 17.0

※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

表２ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、11/22現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 8/30 9/10 295 13.6

2017 4/7 4/21 5/7 5/11 5/16 9/8 9/25 282 13.2
平年 4/5 4/18 5/3 5/7 5/12 9/4 9/20 326 13.6

ふじ 2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 11/19 - - -
2017 4/8 4/21 5/7 5/11 5/16 11/16 12/5 267 14.6
平年 4/5 4/18 5/3 5/7 5/12 11/12 12/1 341 15.7

※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、11/26現在） 
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＜気象災害対策＞ 

(1) 凍害 

      気象庁が 11/9 に「エルニーニョ現象が発生した」と発表した。この影響で日本では冬季に西

高東低の冬型の気圧配置が弱まり、気温が高くなる傾向（暖冬）になるといわれている。とく

に初冬季の気温が高いと、樹体の耐凍性が十分でなく、凍害の発生が心配される。 

本来、秋から冬にかけては寒さを感じて樹体内の水分を減らし、糖含量を高めて耐凍性を高め

ていく。また、冬から春にかけては暖かさを感じて根から吸水し、発芽に備えるため耐凍性が弱

まっていく。そんな各時期に限界温度を超える寒さに遭遇すると細胞内が凍結し、枯死する。ク

リなどの幼木や若木で見られることが多い。 

①  事前対策 

（新植） 

   ・  ほ場における排水がしっかりできるように、明渠または暗き

ょの設置。 

   ・  透水性が良く通気性の高い土壌にするように土づくりを行う。 

   ・  植え付けには高盛または高畝にして、マルチをして土壌を乾

燥させる。 

（幼木～若木）  

   ・  株ゆるめ処理 

          軽い断根と土壌中の孔隙をつく

ることで樹体水分を減少させ、あ

るいは上昇を抑えて耐凍性を強化

する技術で、初冬季の凍害抑制効

果を得るには 11 月中をめどに、春

季の凍害に対しては 12 月下旬～2

月中旬の処理で効果が得られる。 

1～2 年生の幼木では、根の張り

が少ないので、茶用反転鍬やスコッ

プなどで人力で株元を

おこして断根させるこ

とができる。しかし、3

年生以上になると人力

では断根処理が困難な

ため、油圧ショベルを

活用し、バケットを改

良し、爪を付けてフォ

図２ リンゴ果実肥大推移（ふじ、11/22現在） 

図３ 高畝マルチ（クリ） 

図５ 茶用反転鍬での処理 図６ 油圧ショベルによる処理 

図４ 株ゆるめのイメージ 
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ーク型バケットとし、株を持ち上げるようにして断根する方法があり、効果も高い。 

ただし、この方法は油圧ショベルや改良バケットが必要となるため、コスト、技術も必要

な対策である。この技術の詳細については、岐阜県中山間農業研究所のホームページ

（http://www.k-agri.rd.pref.gifu.lg.jp）から検索できるので参考にしてほしい。 

 

(2) 雪害 

     最近では 4 年前に、飛騨地域で大雪により約 1 億 7 千万円の被害が発生し、果樹生産者はか

なりの痛手を負った経緯があるが、暖冬の年ほど湿った雪が降りやすく、被害が出やすいとさ

れる。雪の降る前からできる対策に取り掛かることが被害軽減につながるので、準備をお願い

したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  事前対策 

・  果樹の雪害は、冠雪・加重・積雪の沈降や傾斜地等での積雪の移動時に発生する力により、

枝裂け・倒伏が発生する（この力は収穫時に荷重されるリンゴの重さの 100 倍以上といわれて

いる）。 

   ・  多雪地帯では、根雪前に荒せん定を行い、主枝等の太枝については、支柱で補強する。 

     また、幼木を仕立てる場合には、主幹部を長く、骨格枝の分岐部を高くする。 

   ・  リンゴ等では、野ネズミ・野ウサギ等による幹・枝等の食害が発生するので、幹の周りに金

網を巻き、必要に応じて忌避剤を利用する。特に幼木では被害が大きくなるので徹底する。

また、草生・敷きわらを行っている場合、野ネズミが巣を造りやすので、株元をきれいにし

ておく。 

   ・  ナシ、ブドウ等棚栽培では、降雪前にせん定を行い、中柱を入れて棚を補強する。棚上の

積雪が多ければ、雪を払い落とす。 

②  事後対策 

   ・  出来るだけ早く、園地の除雪を行う。除雪が行えない場合は、融雪促進のために、消雪資

材・土・木炭等を雪面に撒くとよい（散布後積雪があると効果がないので、再度散布する)。

樹が積雪に埋まった場合は、できるだけ早く雪中から枝を掘り起こす。 

・  樹冠下の雪踏みを行い、雪層の沈降を少なくする。また、樹上の雪層と周囲の雪層をスコ

ップで切断し、沈降力を軽減させる。 

   ・  大枝等の完全に裂けたものは、切り直しを行い、保護剤を塗布しておく。 

   ・  程度の軽い枝裂け、ひび割れ等の回復の見込みのあるものは、カスガイ・ボルト等で早目

に固定し接合を図る。傷口には保護剤を塗り、病原菌の侵入を防ぐ。また、側枝等について

も同様に処理すると良い。 

  ・  幼木等で倒伏したものについては、できるだけ根を切らないように起こして支柱を添える。 

   ・  棚栽培等で棚が損傷した場合は、速やかに補修する。直ちに補修困難な場合は、大枝を支

柱で支え、雪の沈降による被害を防ぐ。棚の倒壊がひどい場合には、周囲線等を切り離すこ

とも考える。 

図７ モモの雪害 図８ リンゴの雪害 



- 11 - 

２ 茶 

(1) 雪害 

①  被害発生の条件と様相 

     多雪地帯では、枝条の折損、茶樹の凍傷、株割れ現象などの雪の物理的圧力による直枝の

被害と、積雪、融雪によって誘起される赤焼病、灰色かび病、茶葉の凍傷、排水不良園での

湿害等間接的被害に注意する必要がある。 

     一般的には、積雪量が多いほど、また湿った雪質ほど被害が大きい。地形、場所、樹齢、

樹型などによって被害様相は異なってくる。一方、寒干害の発生しやすいような地形では、降

雪によって株面の湿度低下を防ぎ、寒干害の被害を軽減することもある。 

②  事前対策 

枝条の折損、株割れ現象は雪の物理的圧力であることから、これらを防ぐには栽植法、 

仕立て手法、手摘み園の結束、成木園の直接被覆法によって被害を軽減できる。 

③  事後対策 

・  枝条折損部の除去枝条が折れた場合、雪が解けてから折れた部分の下から切除し、樹冠回

復に努める。 

   ・  摘採面の整枝 

降雪が多いと摘採面が不揃いになり、そのまま摘採すると古葉や木茎が生葉に混入し、 荒

茶品質が低下するため、摘採面を均一に浅く整枝する。整枝前には必ず株割れ部分を元に戻

してから整枝する。 

   ・  更新による樹型確保 

被害がきわめて大きく、樹型確保が困難で一番茶の収穫の期待ができない場合は、３月に

なったら中切り、または台切り更新を行い、樹型回復に努める。 

   ・  被害園の肥培管理 

         気象災害の共通的な肥培管理として、施肥量は少し多く、適期施用する。また、病害虫防

除徹底するとともに、湿害のでやすい茶園では排水に努め、樹勢回復につなげる。 

 

図９ 雪解け後の株割れ状態 図 10 融雪後の赤焼けの症状 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

輸出を見据えた鉢花用土の見直し事例紹介 

 

１  はじめに 

平成２８年に作成された岐阜県花き振興計画において、海外での販路の開拓を計画に位置づけており、

鉢花についても輸出への取組が始まっている 

平成３０年１１月に香港の生花店で「岐阜県花きフェア」が開催されることなり、出品に向けて植物

検疫の視点で用土見直しと試作を実施しており、その結果について報告する。 

 

２ 背景と課題 

鉢花用土は、１９８０年代までは田土をベースに腐葉土や赤玉土などを配合した用土を使用されてき

たが、１９９０年代以降、エブアンド・フロー方式によるかん水技術や自動土詰め機の導入など省力技

術の導入と共に生産規模が拡大したことから、安価で安定して入手でき、しかも軽量で作業性の良いピ

ートモスが普及し、更にはバーミキュライトやパーライトを配合し、ｐＨ調整を行ったミックスピート

が主流となった。 

しかし、ピートモスは乾燥すると吸水性が悪く、消費者段階での水管理が難しいことが課題となり、

それを改善するため、現在ではミックスピートに赤玉土や真砂土などを配合し、自らの生産品目やかん

水方法に適した用土を使用している。 

一方で、輸出に向けては、相手国により植物検疫要件は確認する必要があるが、いずれも「土の不使

用」が必須となり、従来用土のままでは輸出が困難な場合が多い。 

そのため、鉢花の輸出を見据えて、輸出に関心の高い生産者の用土の見直しと生育への影響を調査し

た。 

 

３ 取組内容 

多くの生産者は、ピートモスを主体にそれぞれの生産品目、かん水方法に適した配合の用土を使用し

ている。用土の配合を変える事は、別々のかん水管理を行う事となり、生産者の負担が大きい。そのた

め、土を使用せず慣行用土と同等のかん水管理が可能な用土の配合を検討し、試作を行った。今回はキ

クの大鉢栽培で試作用土を使用した結果を紹介する。 

(1) 用土の試作方法  

    Ａ氏の慣行用土とミックスピートとパーライトの３種の用

土で物理性（三相分布及び液相の推移）を比較し、Ａ氏の慣

行用土に近いミックスピートとパーライトの配合比率を想定

し、用土を試作する。 

＜栽培環境＞ 

栽培場所：露地  

※  防草シートを敷き、倒伏防止のためアイアンスタンドに

入れて管理（写真１）。 

※  かん水方法：点滴（チューブ）かん水 

     ※  鉢上げ：7月上旬（3.5号→８号） 

(2) 物理性調査の結果 

Ａ氏の慣行用土は、図１のとおり三相分布（重力水が排水された時点で測定）は、固相８％、液相

６３％、気相２９％で、ミックスピートと比較して気相が３％高い結果であった。また、図２の 6月

16日時点ではＡ氏用土は液相が１９％とミックスピートよりも７％低い結果となった。 

慣行用土と同等のかん水で管理することを前提に、試作用土の液相の推移を慣行用土に近づけるた

【写真１(キク大鉢栽培状況)】 
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め、図２の結果を基にミックスピートとパーライトの配合比率を検討した結果、８：２の比率が慣行

用土の液相の推移とほぼ同等と予測した（図３）。 

(3) 比較栽培の実施 

      試作用土とＡ氏の慣行用土で比較栽培を実施した。水管理、肥培管理等は慣行と同様に実施した結

果、草丈、株幅とも同等の生育（10/29調査）となり（図４）、生産者は、品質も同等であるとの評

価であった。 

       また、併せてベルマン法により分離した線虫検査を実施したが、植物寄生性の線虫は確認されなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の課題 

 今回は、このほかセントポーリア、マツの栽培者５

名に、上記と同様の方法で試作した用土で栽培を行っ

た結果、いずれも慣行用土とほぼ同等の生育となり、

大きな問題が無い事が確認できた。 

     輸出に向けては、用土だけでなく病害虫対策や輸送

方法等の技術的な課題も多いが、こうした栽培実証の

取り組みを通じて、海外を新たなマーケットとして生

産者の意識を高めて行く事が輸出の拡大に向けて必

要である。 

  

 

 

【図１各用土の三相分布】 【図２各用土の液相推移】 

【図３試作用土との液相推移比較】 【写真２ 試作用土で栽培したキク】 

【図４ 草丈、株幅比較調査】 
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イノシシの生態について 

 

１ はじめに 

    本年９月１３日に岐阜市内において死亡していた野生イノシシの豚コレラ感染が確認されて以降、注目

されている野生イノシシだが、岐阜県における平成２８年度獣種別農作物被害割合の４７％を占めるほ

ど大きな被害を及ぼしている（図１）。そのため、毎年 1万頭以上の捕獲や侵入防止柵の設置を行って

おり、農作物被害額も平成26年度以降減少傾向にあるが、未だ年間1億円以上の被害が出ている（図２）。

そのような被害を出しているイノシシの生態について紹介する。 

 

 

 

 

２  分布 

      日本に生息するイノシシは、本州・四国・九州および周辺の島嶼に生息するニホンイノシシ（以下、

「イノシシ」という）と、奄美大島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島に生息するやや小型のリュウキ

ュウイノシシという２つの亜種に分類され、他に豚とイノシシの交配によって生まれたイノブタという

雑種が各地に生息している。岐阜県での分布は、年を経るに従い県北部まで拡大し、近年は、高標高域

にまで達している。 

 

３  形態的特性 

      イノシシの成獣は、頭胴長(鼻先から尾の付け根までの長さ)が 110～160cm、体重が 50～150kg程度で、

短く太い首をもち、オスメス共に下あごの犬歯が発達して口外に突き出している。メスはオスより体が

小さく、犬歯も小さい。体は剛毛に覆われており、鼻以外の体毛のある部位で電気や有刺鉄線に触れて

もショックや痛みをほとんど感じない。電気柵がイノシシの鼻に触れないと効果がないのはこのためで

ある。 

 

４  身体的特性 

イノシシは、青・青緑と紫の１部について明瞭に識別でき、色が赤や緑に移行するにつれ見えにくく

なる。イノシシで視力を調べたものはないが、ブタでは 0.1を下回る程度。これは 100m離れた位置から

直径 1.5m のドーナツ型の円環に開いた 30cm のすき間が識別できる程度、つまり 100ｍ先から人間をみ

わけるのに十分な視力である。 夜目はあまり利かないと考えられており、モノがまだ見える日の入りや

日の出前後の活動が活発になる。 

嗅覚は非常に優れており、犬なみと考えられている。イノシシの鼻鏡（鼻先）はとても柔らかく、剛

毛も生えていない。イノシシの鼻先の動きは繊細であり、初めて見るものの感触を確かめたりするのに

使われる。  

      イノシシの運動能力を調査した試験では、餌付けされた野生イノシシ、成獣４頭、子６頭において、

図２ 岐阜県におけるイノシシ捕獲頭数 
及び農作物被害額の推移 

図１ 岐阜県内における獣種別農作物
被害割合 （平成 28年度） 
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跳躍力の優れた個体は 120cm の高さを、1 歳未満の子イノシシでも 60cm の高さを飛び越えた。その際、

助走をつけて跳躍することはなく、立ち止まって餌の有無を確認し、障害物の高さを目で確認してから

跳躍しており、踏切位置は障害物から 30cmくらい手前であった。ただ、幅のある障害物では、障害物が

複雑になるにつれ、下をくぐって通りぬけようとする傾向がり、有刺鉄線のように多少でも柔軟性があ

ると、20cmのすき間でも地面を掘らずに通り抜けることができる。イノシシの特徴である鼻の押し上げ

力は、飼育下で成獣雌２頭（５および６歳、推定体重 60kg）による記録は、60.0kgと 57.5kgであった。

雄では 70kg程度までの重さまで容易に持ち上げることができるといわれている。  

 

５  食性 

      イノシシは雑食性だが、主に植物に偏っている。特に根や塊茎といった植物の地下部分は一年を通じ

て掘り起し採食しており、基礎的食物となっている。一方、葉茎や果実など植物の地上部分は季節的に

変化し、春はタケノコ、夏は双子葉植物の葉茎、秋から冬は果実（主に堅果類）および根・塊茎の採食

比率が高くなる傾向にある。９月に最低水準だった栄養状態が、秋の堅果類の採食で 11月頃には最高水

準に達し、その後の根・塊茎の採食によって良好な栄養状態を維持していたという報告もされている（小

寺・神崎 2001）。また、採食比率は低いものの、ミミズや昆虫、カニ、カエル、ヘビなどの両生類や爬

虫類、鳥類や小型の哺乳類まで食べることができる。死んだイノシシがいればその肉を食べるし、子供

でさえ死んでしまえば母親が食べてしまうこともある。 

      イノシシは起きている時間のほとんどを餌を探して採食する時間に費やしており、生きるため食べる

ことに必死なのだから、生半可な対策では農作物の被害を防ぐことは難しい。 

 

６  繁殖 

      イノシシの繁殖は、ふだん単独で生活しているオスが、メスが発情する晩秋から冬にかけて群に入り

込み交尾する。妊娠期間は４ヶ月（約１２０日）程で、翌年の春から初夏に子を平均４～５頭出産する。

メスは分娩が近づくと、それまで一緒にいた血縁関係のある群れから離れ、安全に出産ができる茂みな

どを探し、そこで出産する。出産後は１～２週間ほど、子どもを産んだ巣の中やその周辺で過ごし、徐々

に活動範囲を広げながら、元の群れに戻るか、新しく母子で移動を始める。 

イノシシのメスは授乳期間中（通常３～４ヶ月）は発情しないし、外気温が 20℃以上、あるいは日長

12 時間以上の条件下でも発情が抑えられるとされており、夏季の受胎率は極めて低い。このことから、

基本的には年１産であるが、春の出産に失敗したり、出産後すぐに子を無くしたメスは、再度発情がく

ることがあり、秋に出産する例（秋子と呼ばれる）がある。また、通常、メスは生後１年半で性成熟に

達し、春生まれた子は翌年の晩秋から冬に発情がきて、翌年春に出産する。だが、早熟な子が栄養状況

が良く順調に生育した場合、１年そこそこで春に発情がきて秋に出産することもあり得る。 

生後１年を超えるとオスは親元を離れて、単独生活に入るが、成熟するまでは同じ若いオス同士また

は兄弟でグループ行動することもある。これに対してメスは、基本的にそのまま親元で育ち、性成熟し

た時点で単独行動のオスと交尾・出産して、新しい家族として独立するか、元の群れに戻り母系のグル

ープを形成する。 

 

７  行動特性 

イノシシの基本的な社会単位は、様々な年齢の子供を連れた１頭以上の成雌からなる母系的グループ、

単独成オス、生殖に参加しない若齢オスの３グループである。 

イノシシは特定のなわばりを持たない。複数の群れあるいは個体が、同一地域を利用することも可能

であるが、群れ同士が対面した場合は、成雌同士の闘争等、他のグループを排除しようとする。しかし、

一定の距離を保てば、他のグループが視界に入っても攻撃することはあまりなく共存している。 

イノシシは、非常に臆病な動物で、「猪突猛進」というのは、イノシシがパニックに陥った状態であ

り、本来の姿ではない。夜行性であるという強い固定観念があるが、それは本来の性質ではなく、臆病

がゆえに人が活動しない夜間或いは朝夕の薄暮に活動することが多い。しかし、危険が及ばない状況に

あれば、日中でも活発に活動を行い、慣れてしまえば大胆な行動をとるようになる。 
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一度味を覚えた農作物などはよく記憶し、何度も同じほ場に出没するが、イノシシは怖い思いをしな

いよう、集落に侵入する際には通い慣れたルート（獣道）を忠実にたどる傾向にある。被害防止対策を

行うにはこの性質を利用するため、この獣道を見つけることが重要になる。 

兵庫県では加害個体に対する行動調査を実施しているので、その結果を記載する。（横山ら 2014） 

      ・  農地が近接している森林を中心とした行動圏を持ち、行動範囲は 3.39±2.89km２であった。 

      ・  行動圏内の利用植生は、広葉樹が多く植林地の割合は少なかった。 

      ・  雌雄に関係なく、複数個体が同所的に生息する。 

      ・  イノシシの農地出没は、被害対策の有無の影響を大きく受け、集落防護柵が設置されておらず個

人防護柵対応のみの脆弱な対策しかなされていない農地に侵入していることが明らかになった。ま

た、農閑期の農地への出没も認められ、それを放置することは、イノシシの加害行動を更にエスカ

レートさせる可能性もある。 

      ・  イノシシは定着性が非常に強く、狩猟や追い払いなどによって一時的に大きく移動することはあ

っても、すぐに元の行動域に回帰し、農地へ出没するという習性がある。この行動に変化を与える

ことは難しいことが明らかになっている。 

      ・  農地に隣接して生息するイノシシの行動圏は比較的狭く、餌となるものが豊富にあれば狭い範囲

で行動する特性があると推察されている。     

       一方、森林内のみで活動する個体は、比較的広い行動圏を持ち、季節的な植生の変化に合わせて移

動しているものと思われる。また、近年暖冬による積雪量減少の影響で、イノシシの生息可能地域が

広がるとともに、農業被害が拡大していると考えらている。 

 

８  被害対策の留意点 

      イノシシの特性から、被害対策を行う際には下記の点について考慮したい。 

・  イノシシは繁殖力が高いため、駆除だけで個体数を制限することは難しい。そのため、被害防除

や生息地管理がより重要となる。 

・  まずは農地に寄せ付けないこと。被害の出ていない地域では、放任果樹や作物残渣などイノシシ

を誘引しそうなものは放置しない。 

・  イノシシは昼でも夜でも行動することができる。人間の影響が強いと夜行性に、弱いと昼行性を

示すので、安易に夜行性と思わず、昼夜の対策が必要。 

・  防護柵は、高さより潜り抜け防止に気をつける。 

・  行動圏は意外と狭いため、特定の地域に被害が集中している場合は、被害地近くに定住する加害

個体を駆除しないと、捕獲効果は上がらない。 

      ・  罠で捕獲する場合、単独行動するオスであれば個体捕獲でも効果はあるが、群で行動するメスや

子は群ごと捕獲しないと、捕り残した個体が学習し罠にかかりにくくなる。 

      イノシシは非常に臆病で、優れた身体能力を持ちながら、防護柵を飛び越えるのではなく潜り抜けよ

うとする動物である。しかし、農作物の味を思えてしまうと、ほ場周辺に定住し繰り返し侵入してくる

厄介な動物でもある。その特性をよく理解し対策していかなければは、被害を低減させていくことは難

しい。 
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