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 今 月 の 農 政 情 報  

 

「全国ＧＩＡＨＳ(ジアス)の集い inぎふ」の開催 

～ＧＩＡＨＳのセカンドステージを考える～ 

 

１ はじめに 

「清流長良川の鮎」が 2015年１２月に世界農業遺産に認定されてから３年目となる今年１０月、国内

の認定地域の関係者が一堂に会し、その保全・活用・継承について情報交換を行い、広域的な連携の輪

を広げるとともに、「長良川システム」の意義や流域の魅力を広く県内外にＰＲするため、県と世界農

業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会の共催で、「全国ＧＩＡＨＳの集い inぎふ」を開催した。以下に

行事の概要を紹介する。 

 

２ 開催概要 

(1) 期 日 平成３０年１０月１０日（水）・１１日（木） 

(2) 場 所 岐阜グランドホテル、ＪＲ岐阜駅前「スクエア４３」、流域各所 

(3) 主 催 岐阜県、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会 

(4) 共 催 世界農業遺産広域連携推進会議、Ｊ－ＧＩＡＨＳネットワーク会議 

(5) 後 援 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）駐日連絡事務所、国連大学サステイナビリティ高等研究所、 

農林水産省 

(6) 参加者 国内認定１１地域及び認定を目指す地域の関係者など 約４００名 

(7) 主な内容 

  【第１日目（１０月１０日（水））】 

①  世界農業遺産広域連携推進会議（岐阜グランドホテル） 

      認定地域を有する県による会議 

②  Ｊ－ＧＩＡＨＳネットワーク会議総会（同上） 

認定地域の市町村による会議 

③  世界農業遺産国際シンポジウム（同上） 

      一般参加者も加わり基調講演とテーマ別セッション 

④  ＧＩＡＨＳ地域交流会（同上） 

      認定地域関係者等による情報交換、認定地域の食材を使ったメニュー提供 
 

【第２日目（１０月１１日（木））】 

⑤  「清流長良川の鮎」エクスカーション（岐阜市、関市、美濃市及び郡上市内） 

      長良川流域の世界農業遺産関連施設等を巡るエクスカーションを４コース実施 
 

【１０月１０日（水）・１１日（木）】 

⑥  世界農業遺産マルシェ（スクエア４３） 

認定地域の特産品の販売や地域の魅力をＰＲ 

世界農業遺産／Globally Important Agricultural Heritage Systems（ＧＩＡＨＳ） 
 

・  その土地の環境を生かした伝統的な農林水産業や、生物多様性が守られた土地利用、農村文化や農村
景観などが一体となり、維持保全が図られている世界的に重要な地域を後世に引き継ぐことを目的とし
て、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）が 2002年に創設。2008年から認定がスタート。 

 

・  現在の認定地域は、世界２１か国５２地域（2018年７月５日現在）。国内は、石川県能登、新潟県佐
渡、静岡県掛川周辺、熊本県阿蘇、大分県国東半島宇佐、岐阜県長良川上中流、和歌山県みなべ・田辺、 
宮崎県高千穂郷・椎葉山、宮城県大崎、静岡県わさび栽培、徳島県にし阿波、計１１地域。 
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３ 開催結果 

(1) 世界農業遺産広域連携推進会議           (2) Ｊ－ＧＩＡＨＳネットワーク会議総会 

     今年度共同事業の計画などについて協議。     認定地域の活動実績などについて協議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 世界農業遺産国際シンポジウム 

  ・  世界農業遺産「清流長良川の鮎」と認定後の取組み紹介

ビデオ上映 

・  主催者あいさつ 知事 

・  来賓あいさつ  東海農政局長 

・  基調講演 

「GIAHSの Dynamic Conservation（動的保全）」 

Ｍ・チャールズ・ボリコ ＦＡＯ駐日連絡事務所代表 

世界農業遺産の認定地域が、数的・地理的に拡大して

おり、将来にわたって農業システムを保全するための行

動計画の策定とその実行が重要となっている。日本の認

定地域には、世界の模範的な存在になることを期待して

いると語った。 
 

・  テーマ別セッション 

➢  情報共有（Communication） 

「GIAHSの価値の共有と持続可能なツーリズムの展開」 

青木 辰司 東洋大学名誉教授 

世界農業遺産を国際的研修・教育拠点のフロンティア

として位置づけ、地域ぐるみの農泊など長期滞在型ツー

リズム等を通じて、「農の多面的価値」を共有すべきと語った。 
 

➢  協働（Collaboration） 

「水産を対象とした GIAHSの事例と連携」 

         八木 信行 東京大学大学院教授 

        国内外の水産関係農業遺産の事例紹介があり、世界農

業遺産は、産業と社会や環境とのバランスを重視してお

り、日本のノウハウをアジア等の他地域へ伝授しその後

の連携が重要になると語った。 
 

➢  貢献（Contribution） 

「能登・佐渡とイフガオ棚田の連携活動：経緯と展望」 

         中村 浩二 金沢大学客員教授 

       「能登里山里海マイスター」育成プログラムの成果を生かし、フィリピンのイフガオ棚田の人材

会議の様子 会議の様子 

会場の様子 

ボリコ代表による基調講演 

講師３名による全体総括 
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育成のためのイフガオ里山マイスター育成プログラムの取組み状況について紹介があった。 
 

・  全体総括 八木教授、青木名誉教授、中村客員教授 

・  閉会あいさつ 世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会副会長／郡上市長 

 

(4) ＧＩＡＨＳ地域交流会 

・  歓迎アトラクション 美濃流しにわか 美濃市にわか連盟 

           「清流長良川の鮎」にちなんだオリジナルネタを披露。 

・  主催者あいさつ   世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会会長 

・  歓迎あいさつ    世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会副会長／岐阜市長 

・  乾杯        ＦＡＯ駐日連絡事務所代表 

・  歓談 

  ・  次回開催地あいさつ 和歌山県農林水産総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

県政ＰＲ展示（会場入口） 世界に誇る長良川流域の伝統工芸展示（会場後方） 

歓迎アトラクション「美濃流しにわか」 鮎の塩焼き 

国内認定地域の食材を使った数々の料理 次回の広域連携推進会議開催地あいさつ 
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(5) 「清流長良川の鮎」エクスカーション 

  ①  国際貢献体感コース 参加者１７名 

      当県が取り組む海外からの研修生の受入れなど国際貢

献活動について紹介。郡上漁協では、実際にアフリカか

らの研修生とともに受講。 

 

 

 

 

 

②  長良川の鮎学習コース 参加者５名 

      「長良川システム」の中核をなす鮎について様々な角

度で紹介。鵜匠の家足立では、鵜を間近に鵜匠の暮らし

と鵜飼いの歴史を学習。 

 

 

 

 

 

③  清流の恵み体験コース 参加者７名 

      長良川の恵みに育まれた流域の魅力を紹介。小坂酒

造場では、「清流長良川の恵みの逸品」に認定されて

いるこだわりの地酒づくりを学習。 

 

 

 

 

 

④  伝統文化体験コース 参加者２３名 

      長良川とともに長い歴史を誇る流域の伝統文化を紹

介。関鍛冶伝承館では、日本刀の鍛錬技術の見学だけ

でなく、参加者全員が実際に体験。 

 

 

 

 

 
 

(6) 世界農業遺産マルシェ 

当県を含む国内８地域から１４事業者が出展し特産品等を販売。全１１地域のパネルも展示。 

地域 出展者 主な販売品目 

新潟県 朱鷺と暮らす郷づくり推進

協議会 

朱鷺認証米 

石川県 (株)Ｇ－ＶＯＩＣＥ 塩、干物、飲料、飴、菓子、レトルトカレー、塩れ

もん、キャラメル、ジャーキー 

静岡県 掛川市農業協同組合 緑茶・茶葉、掛川茶ラテ、掛川茶グリーンティー、

深蒸し掛川茶スティック 

郡上漁協 

・  郡上漁業協同組合（郡上市） 

・  岐阜県内水面漁業研修センター（各務原市） 

・  世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ（同上） 

 

・  岐阜県魚苗センター（美濃市） 

・  清流長良川あゆパーク（郡上市） 

・  鵜の家足立（関市） 

・  清流長良川あゆパーク（郡上市） 

・  美濃和紙の里会館（美濃市） 

・  小坂酒造場（美濃市） 

・  関鍛冶伝承館（関市） 

・  美濃和紙あかりアート館（美濃市） 

・  鵜匠の家 すぎ山（岐阜市） 

・  長良川うかいミュージアム（岐阜市） 

鵜匠の家 

うだつのあがる町並みと小坂酒造場 

関鍛冶伝承館 
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和歌山県 みなべ・田辺地域世界農業遺

産推進協議会 

梅干、うめじお 

徳島県 徳島剣山世界農業遺産推進

協議会 

そば米雑炊、餅、そうめん、ジャム、柚子ドリンク、

茶、調味料、きなこ飴 

大分県 (株)おおいた姫島 乾燥ひじき・わかめ、ソース、あられ、海老煎餅 

宮崎県 世界農業遺産高千穂郷・椎葉

山地域活性化協議会 

栗きんとん、棚田米、釜炒り茶、乾しいたけ、柚子

調味料、乾きくらげ、かりんとう、炭火焼鶏 

岐

阜

県 

岐阜市 伸光製菓(株) 鮎菓子、水羊羹、栗きんとん、枝豆饅頭 

(株)緑水庵 鮎菓子、栗きんとん 

関市 かみのほゆず(株) ゆず加工品（果汁、ジュース、ドレッシング、調味

料）、フランクフルト 

ＰＬＵＳ(株) ライスパスタ、米粉ラスク、クッキー、シリアル、

米つぶ 

美濃市 (株)瓢麓苑 鮎飯、鮎甘露煮、あじめとうるりの甘露煮 

郡上市 (株)郡上割り箸 割り箸、木製玩具（つみき等） 

中濃地域 めぐみの農業協同組合 大根、トマト、なす、ねぎ、明方ハム、棚田米、ポ

タージュ、フランクフルト 

ＰＲ展示 国内１１地域のパネル展示 

 

 

４ 今後の取組み 

   今年４月、イタリア・ローマにあるＦＡＯ本部で開催された「世界農業遺産国際フォーラム」に、世

界農業遺産を有す国々の中から、唯一地方自治体として招かれ、知事が世界農業遺産「清流長良川の鮎」

認定後の取組みについて、３つのキーワード「Communication、Collaboration、Contribution」で紹介

した。Communicationは「世界農業遺産の価値や意義の共有」、Collaborationは「国内外の認定地域や

他の世界遺産等との連携」、Contributionは「国内外の内水面漁業や世界農業遺産の発展への貢献」と

いう視点である。今後、これら３つの視点を念頭に置き、流域の関係者が一丸となって、「清流長良川

の鮎」を守り、生かし、次の世代へつなげる活動を推進していく。 

会場の様子 会場の様子 
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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 

◆  ９月下旬～１０月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報 

 

９月下旬は、前線や湿った空気の影響で、雨となる

日が多かった。 

平均気温は、岐阜、高山とも平年並となり、降水量

は、岐阜、高山ともに多く、日照時間は、岐阜、高山

ともに少なくなった。 

 １０月上旬は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨

となる日が多くなったが、高気圧に覆われ晴れる日も

あった。 

平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く、降水量

は、岐阜、高山ともに少なく、日照時間は、岐阜、高

山ともに多くなった。 

 １０月中旬は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り

の日が多かった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並となり、降水

量は、岐阜、高山ともに少なく、日照時間は、岐阜、

高山ともに少なくなった。 

  

 

 

 

今後の気象予測 

◆  東海地方１か月予報 １０月２７日～１１月２６日までの天候見通し 

名古屋地方気象台１０月２５日発表 

  

 平年に比べ晴れの日が多い。暖かい空気に覆われやすいため、向こう 1か月の気温は高い。また、高気圧

に覆われやすいため、向こう 1か月の降水量は平年並か少なく、日照時間は平年並か多くなる。 

 向こう 1か月の平均気温は、高い確率５０％で、降水量は平年並または少ない確率ともに４０％、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週目は平年並または低い確率ともに４０％で、２週目は高い確率６０％、３～４週目は

平年並または高い確率ともに４０％である。 

 週別の天候は、１週目の１０月２７日は前線の影響で雨が降るが、その後は高気圧に覆われて晴れる日が

多い。２週目は、高気圧に覆われやすく、気温が高く、平年に比べ晴れの日が多い。３～４週目は、平年と

同様に、移動性高気圧に覆われやすく、晴れの日が多い。 

2018 夏作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 麦  類 ～播種作業の遅延対策～ 

今年の 10月の天候は、気温は平年よりやや高く、また降水量は平年比の 16％（10/1～10/24 アメダス岐

阜）と少なく、県下では麦類の播種作業は進んでいる。また、11月になると平坦地において小麦「さとのそ

ら」および「タマイズミ」の播種作業が本格化する。 

10月 25日付けで名古屋地方気象台から発表された東海地域１か月予報では、10月末から 11月下旬にかけ

て、平年に比べ晴れの日が多いとの予報である。この天候を十分に活用し計画的に播種作業を進めよう。 

(1) 排水対策 

  ・  水稲収穫後は、土壌条件を見ながら速やかに額縁明きょや弾丸暗きょによる排水対策を施し、乾田化

を図る。 

※  水稲収穫から麦播種までが、ほ場の排水性を図るための重要な期間となる。 

※  播種作業期間中、降雨後も直ぐに作業が再開できるように、地表水の排除、透水性改善、地下水位

低下等の排水対策に役立つ。 

・  播種作業後は、額縁明きょの補修をし、明きょと水尻を確実に繋ぐ。 

※  排水対策が栽培期間中の湿害対策に繋がる。 

※  山間部では、特に融雪後の排水対策に繋がるため、確実に行う。 

(2) 適期播種に向けた作業計画 

・  播種の遅れは、播性に関係なく、低温期に生育させるための生育量が十分確保できない。播種期が遅

くなった場合は、若干厚播きや増肥の検討が必要である。 

・  過湿条件となりやすいほ場では、播種晩限を考慮しつつ、良好な土壌水分条件になるまで待つ。 

※  湿ったほ場で慌てて播種するよりも、数日播種が遅れても土壌水分条件が回復したほ場の方が十分

な生育量を得ることが多い。 

・  山間部などの早い秋霜や低温により湿田条件となりやすい地域では、その年のほ場条件を優先して、

播種時期の前倒しの作業体系も検討する。 

 

 

 

２ 大  豆 ～収穫期の降雨対策～ 

今年は播種期の高温干ばつによる出芽不良および雑草の発生、また９月の台風による倒伏および茎葉の痛

みなど大豆の生育には厳しい気象条件であった。 

今後の 11月から１月の間の平均気温では高い確率が 50％で、平年と同様に晴れの日が多いとの予報であ

る（東海地域３か月予報：名古屋地方気象台 10月 24日発表）。しかし、12月以降は山間部を除き降水量が

平年より多い確率が 40％と高く、計画的に収穫作業を進めることが大切である。大豆の成熟期は、葉が完全

に落ちて莢を振るとカラカラと音がして十分に乾いた時期であり、コンバイン収穫にはさらに１週間程度経

過した時期が適する。 

(1) 速やかな収穫 

・  収穫前に大きな雑草や青立ち株を除く。 

・  地際から 10cm 程度上で刈って泥を噛まないようにする。 

・  倒伏している方向に収穫していくと、抜根株が増え汚損が増えるため注意する。 

・  作業速度を遅くし、粒の損傷や収穫ロスを少なくする。 

(2) 汚損粒対策 

・  汚損粒の発生を防ぐため、コンバインの刈取り高を通常より高くして（15cm程度）刈り取りを行う。 

・  大豆クリーナー設備があるところでは、必要に応じて大豆クリーナーを使用する。 

(3) 乾燥時のしわ粒、裂皮粒の回避対策 

・  収穫後は速やかに乾燥調製施設へ搬入する。 

・  乾燥機を利用する際、しわ粒や裂皮粒の発生をできるだけ防ぐため、子実水分が 20％以上の場合は最
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初に常温の通風乾燥を行う。   

 

 

 

３ 果  樹 

＜生育状況＞ 

県内の果樹の生育について、10 月 25 日時点での平坦地でのカキは「早秋」、「太秋」が終了し、

大玉で糖度は若干低い結果となった（表 1）。11 月から「富有」の収穫が始まるが、着色は平年よ

りやや早い状況で進んでいる。9 月以降に雨が多かった影響で平年よりやや大きい状況で生育してい

る（図 1）。ただし、台風 21 号の影響でキズ、スレなどの被害が多くなっている。 

中山間地のクリは、すべての品種の収穫が終了した。各品種とも収穫期は平年より４～５日程度

早まり、果実は概ね平年並みとなった。台風 21 号の影響で未熟果の落果も多く、全体収量は平年と

比較すると少ない傾向にあった。 

飛騨地域のリンゴでは、すでに収穫が終了した「つがる」が平年より収穫期が 5～10 日早まり、

小玉傾向だった（表 3）。11 月中旬から収穫が始まる「ふじ」の果実肥大は平年より小さく推移し

ている（図 2）。 

また、今年は９月の台風 21 号の影響で、カキでは枝折れや落葉の被害があり、クリでは収穫前の

落毬や若木の倒木、飛騨のリンゴでは早生品種の落果や枝折れ、モモでも晩生品種の落果や枝折れ、

倒木等の被害があり、台風の事後対策を徹底し、次年度に向けた対応をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ カキの生育相（農業技術センター、10/25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 - 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 - - - - -
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

図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、10/25現在） 
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＜早霜対策＞ 

(1) 早霜の被害 

      11 月に入ると霜が降り始める。岐阜地方気象台の観測では岐阜市の初霜日の平年値は 11 月

20 日となっているが、年によって強い霜が早く降りることもある。県内ではカキ（富有）やミ

カン（温州みかん）が収穫期となり、年によって果実へ多大の被害が生じることもある。 

カキの場合、強い霜が降りると果実表面が凍り、それが解けて部分的に軟化し（写真 1）、出

荷できなくなる。 

ミカンの果実は、凍害に遭うと果皮の水分が抜け、果皮にハリがなくなり、苦みを発生させる

ことがある。また、霜の程度によっては落葉することもある。 

 

表３ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、10/26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 - - - -
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２ リンゴ果実肥大推移（ふじ、10/26現在） 

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、10/17最終） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重 総収量

　/母枝 　/母枝 始 盛 終 （ｇ） (樹）
丹沢 2018 3/30 4/20 6/8 6/5 9.1 8.8 8/26 - 9/11 - -

(新支所） (3/31) (4/21) (6/10) (6/6) (7.2) (5.7) (9/5) (9/10) (9/16) (24.9) (0.8)
2017 4/7 4/30 6/16 6/12 11.5 10.7 8/31 9/11 9/19 29.4 15.1
平年 4/1 4/27 6/15 6/12 11.9 9.4 8/31 9/9 9/16 25.7 12.6

筑波 2018 3/28 4/19 6/9 6/4 13.6 13.1 9/14 - 10/3 - -
(新支所） (3/29) (4/21) (6/10) (6/5) (8.5) (5.0) (9/23) (9/29) (10/7) (24.8) (0.9)

2017 4/5 4/29 6/17 6/11 19.9 18.6 9/19 10/1 10/10 22.4 18.4
平年 3/29 4/26 6/16 6/11 17.3 17.3 9/18 9/30 10/8 25.9 14.8

ぽろたん 2018 3/29 4/18 6/8 6/6 - - 9/5 - 9/20 - -
(新支所） (3/30) (4/20) (6/10) (6/6) (6.3) (5.2) (9/13) (9/21) (9/27) (24.6) (0.7)

2017 4/6 4/28 6/16 6/13 10.1 8.5 9/11 9/18 9/26 24.9 17.6
平年 3/30 4/27 6/16 6/14 6.5 5.1 9/11 9/17 9/24 28.1 9.6

※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均
（　）内は移転した新支所（標高440ｍ）の4年生樹の生育 旧支所の調査樹は無せん定のため果実重、総収量は調査せず

雌花
満開

収穫期雄花
満開
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(2) 早霜対策 

・  気象予報に十分注意しながら、収穫期に達した果実は早めに収穫する。 

・  樹全体を被覆資材等で被覆する（0.5～１℃の保温と防霜効果がある）（写真 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 凍害を受けた「富有」 写真 2 寒冷紗を被覆したみかん園 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

省力化樹形等新たな果樹生産 

（平成 29年度中央果実協会調査報告書より） 

 

はじめに 

我が国の果樹農業が今後発展していくためには、急傾斜地の多いことや永年作物の園地流動の難しさに加

え、規模拡大が生産性向上につながらない技術構造が課題となっている。この課題を解決すべく、各試験研

究機関において、なしのジョイント仕立てを代表とする省力樹形が開発され、全国産地で導入普及が進みつ

つある。 

ここでは、平成 29年度中央果実協会が実施した調査報告から、省力樹形、根域制限等の取り組み状況等に

ついて紹介する。 

 

１ アンケート調査による省力樹形等の実態の把握 

     アンケートは産地協議会を対象に、樹種別の省力樹形栽培等の新技術導入実態を調査した。（回答は

全国 551産地協議会中、327産地協議会） 

     アンケートにより回答された省力樹形・根域制限等の栽培面積は以下のとおりとなった。りんごのわ

い化栽培やぶどう短梢せん定仕立ての導入が広く進んでいるが、近年開発された仕立て法も徐々に広ま

っている（表１）。 

 

２ 樹種別の省力樹形・根域制限等の特徴 

(1) わい化栽培 

       わい性の台木を使い、樹を小型に仕立てる方法で、りんご

から普及した。りんごでは栽植密度と樹高により５つのタイ

プに分けられる。標準的なわい化栽培ではＭ９、Ｍ26、ＪＭ

７の台木が利用され、当初は樹高を２～２．５ｍに抑え、円

錐形の主幹形（細型主幹形）に仕立てる。作業性が良く、果

実品質が揃い、早期多収となる。近年、カンキツ類でもヒリ

ュウ台を用いたわい化栽培が導入されている。 

　表１　樹種別の省力樹形・根域制限等の栽培面積

うんしゅう
みかん

中晩柑 りんご 日本なし もも うめ おうとう ぶどう かき

わい化栽培 124.1 17.6 6916.1 0.2

主幹形 6.1 1.0

垣根仕立て 0.6 1.2 2.5 190.9

平棚仕立て 46.6 4.0 90.0

Ｙ字(棚）仕立て 2.9 4.6 0.4

Ｖ字仕立て 1.6

ジョイント栽培 74.1 0.3 0.2 4.7

一文字仕立て・平行整枝 28.4

むかで整枝 4.5 0.1

流線型仕立て 1.4

斜立主幹形仕立て 221.4 3.5

低樹高仕立て 19.2

短梢せん定仕立て 1343.7

中梢せん定仕立て 797.0

マンズレインカット 24.5

根域制限 27.9 0.6 4.7 4.2 0.2

栽培面積（ha）
省力樹形等

図１ りんごのわい化栽培 
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(2) 主幹形仕立て 

       １本の主幹を立て、主幹に直接 50～60cmの側枝を配置した

円柱形の樹形で、成園化も早く、早期多収が可能である。ま

た、果実品質のバラツキも少なく、作業動線も直線的で作業

効率が良い。カンキツでは主に広島県と和歌山県で開発・改

良され導入がすすんでいる。 

(3) 垣根仕立て 

       支柱間に張った針金や枠などに枝を誘引することにより果

樹の樹形を垣根のように仕立てる整枝法であり、樹形を垂直

な平面状にすることにより作業性や受光態勢をよくして、早

期結実性を図る目的で行なわれる。加工用ぶどうで多く導入

されており、近年はおうとうや中晩柑でも改良して導入され

ている。 

(4) 平棚仕立て（ジョイント栽培を除く） 

       ぶどうやなしのように水平の棚面に枝を固定することによ

って、樹形を低く維持する仕立て方法で、枝折れ、枝揺れ等

が軽減でき、果実の擦れ等が減少する。かきやももなどのよ

うに、通常は立木仕立てされる樹種では、脚立を使わなくて済み、作業性・安全性が高く、品質も揃

い、収量も向上する。また、おうとうではＹ字棚、Ｖ字仕立ても導入されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ジョイント栽培 

       主枝を地面と水平に片側一方向に誘引し、先端部を同様に誘引した隣接樹の主幹肩部に接ぎ木によ

り連結し、複数樹を直線上の集合樹に仕立てる栽培法で、神奈川県が開発し、平成 24年になしとうめ

で特許を許諾。樹形の単純化と作業動線の直線化によって管理作業が大幅に削減でき、均一な結果枝

を効率的に配置できるために果実の揃いが良い。日本なしで多く導入され、かき、もも、うめでも導

入され始めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 一文字仕立て（平行整枝） 

 ２本の主枝を樹列に沿って直線状に配置し、側枝を肋骨状に平行に誘引した仕立て法である。日本

なしやぶどうに導入されており、次にあげる整枝法もこの仕立てに属する。 

(7) むかで整枝 

       なしで、３～４ｍの１本主枝の大苗を樹幹

２～３ｍの密植とし、約１ｍの低い樹高で樹

列に沿って水平に誘引し、そこから斜め上方

にＹ字に側枝を誘引する樹形で、岡山県が考

図３ 加工用ブドウの垣根仕立て 

図４ かきの平棚仕立て 図５ おうとうのＶ字仕立て 

図６ なしのジョイント栽培 図７ なしのジョイント栽培
（冬季の様子） 

図８ むかで整枝の基本図 

図２ ②うんしゅうみかんの主幹形 
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案した整枝法である。 

(8) 流線型仕立て 

       なしのジョイント仕立て法を参考に接ぎ木しない樹形として大分県

で考案された仕立て法である。全長５ｍ程度の２年生大苗を株間３．

５ｍで定植し、主枝は樹列に沿って水平に誘引、主枝先端は上に上げ

て先天が弱るのを防止する。横から見ると主枝が流線型に見えるので

この呼称となった。 

(9) 斜立主幹形仕立て 

       長野市の千野氏によって考案され、全国に普及したももの

樹形である。１本の斜立させた主幹と地上１～１．５ｍに配

置した２本の亜主枝を骨格とする。亜主枝を長く大きくとり、

主幹を南～南西向きに仰角 45度を目標に徐々に斜立させる

ことで、樹高４ｍ以下、結果部位を３．５ｍ以下に抑制する。

作業効率がよく、品質が向上する。５年目で成園化も可能で

ある。 

 (10) 短梢せん定仕立て 

       ぶどうのせん定方法で、結果母枝を１～２芽でせん定して

新梢を平面的に配置する栽培法で、一文字整枝が基本樹形で

あるが、樹勢を抑制するため平行整枝も開発されている。長

所はせん定作業が単純であること、作業動線が直線上となり、

新梢・果房管理が単純化でき、初心者でも取り組みやすい。 

 (11) マンズレインカット 

       醸造用ぶどうの早期成園化、高品質生産および腐敗果対策

を目的に開発された栽培法で、垣根仕立てに簡易な雨よけ施

設を組み合わせた栽培法である。平成８年に特許取得された

栽培法であるが、生食用ぶどうでの普及も進んでいる。 

 (12) 根域制限 

       コンテナ、大型ポット、防根シートと木枠、波板あるいは

盛土で根域を制限し、樹勢を抑制する方法である。この栽培

法では、根群の範囲が制限されているため、樹体や生育ステ

ージ別に適切な肥培管理と水管理が可能となり、早期成園化、

高品質果実生産、省力・軽労化及び多収を目的とする。 

       うんしゅうみかんでは遮根シートを利用する場合が多く、日本なしでは栃木県が開発した盛土式根

圏制御栽培法（ビニールシートの上に遮根シートを敷き、その上に土 150ℓを盛り、苗木を植え付ける

栽培）の導入が始まっている。また、かきではコンテナあるいは不織布ポットを使用して樹勢抑制を

行う栽培（岐阜県が開発）が行なわれている。 

 

３ まとめ 

     果樹栽培において特に多くの労働時間を必要とするのは、受粉・摘果・収穫・調整・せん定で、いず

れも手作業で行われている作業であり、機械化による省力化・軽労化は困難な状況にある。このため、

作業効率を高めるために各樹種の特性に合わせて様々な省力樹形が開発され産地に導入されている。 

図９ なしの流線型仕立て 

図 10 ももの斜立主幹形仕立て 

図 11 ぶどうの短梢せん定仕立て 

図 12 マンズレインカット栽培 

図 13 ぶどうの根域制限栽培 
（広島式） 

図 14 なしの根圏制御栽培 図 15 かきのポット栽培 



- 14 - 

     どの省力樹形においても共通する特徴は、低樹高化による高所作業の削減、樹形の単純化による整枝・

せん定等の樹体管理の省力化、単純で面的な結果部位の形成による受粉・摘果・収穫作業の効率化、樹

列の直線化による作業動線の直線化である。また、ぶどうや日本なしなど慣行で平棚栽培が行なわれて

いる樹種では、上向き作業の労力負担軽減のために、作業面が身体の正面となるＹ字棚の利用が検討さ

れている 

     果樹の生産現場では、高齢化と後継者不足が急激に進行しており、60歳以上の生産者の割合が平成 27

年で 77.2％と極めて深刻な状況である。果樹栽培の場合には労働時間の制約があり、担い手への果樹園

集約化の動きは極めて限定的である。果樹産業は地域の特産物として地域活性化に果たす役割が大きい

ことから、我が国の果樹産業を維持するために、省力樹形の導入による労働時間の短縮や軽労化が、規

模拡大を後押しすることを期待されている。 

 

 

＜出展＞ 

・  平成２９年度省力樹形等新たな果樹生産技術調査報告書（公益財団法人中央果実協会） 
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ＢＬＶの感染拡大防止と清浄化対策 

 

１ はじめに 

     牛白血病は平成 10年の家畜伝染病予防法改正に伴い新たに届出伝染病に指定されたが、平成 29年の

発生報告が 3,453頭と同法で指定された牛の監視伝染病のうち最多であるとともに年々増加する傾向に

ある。牛白血病は、牛白血病ウイルス（Bovine leukemia virus 以下ＢＬＶ）の感染によっておこる

地方病型牛白血病（Enzootic bovine leukemia以下ＥＢＬ）とウイルスの関与が確認されていない散

発型牛白血病（Sporadic bovine leukemia：ＳＢＬ）の総称であるが、発生報告のほとんどがＥＢＬ

（ＢＬＶ感染症）である。ＥＢＬの主な症状は白血球増加や全身のリンパ肉腫であり有効なワクチンや

治療法は開発されていない。発症するまでに数年の潜伏期間を要することや、ＢＬＶに感染しても大部

分の牛は何の症状も示すことなく見た目には健康であり、すべての牛が発症するわけではないことが本

病の対策をより困難にしていると考えられる。しかし、平成 27年４月に農林水産省が「牛白血病に関す

る衛生対策ガイドライン」でＥＢＬの感染拡大防止、農場への侵入防止対策等を取りまとめたことによ

り、全国各地で感染拡大防止と清浄化対策が進められている。宮崎県の一部の地域では、宮崎大学、農

協、県、団体等が協力して、生産者の任意で子牛検査時に雌子牛のＢＬＶ検査を行い、ＢＬＶ陰性雌子

牛は“次世代雌牛”と表示して子牛市場で販売するとともに、陽性子牛については JAの肥育施設で蔓延

防止を目的とした肥育を行う方法で地域全体の清浄化を推進し、この取り組みが県全体に拡大しつつあ

る。また、京都大学の本庶教授らが、ノーベル賞を受賞した PD-1を初めとする免疫チェックポイントを

標的としたバイオ医薬品が本病に有効となる可能性があるということを報告している。今回はＢＬＶの

感染拡大防止と清浄化について紹介する。 

 

２ ＥＢＬの臨床症状 

     特徴的な病変は全身性のリンパ肉腫であり、体表リンパ節や直腸検

査による骨盤腔内の腫瘤の触知などにより診断されることが多い。 

ＥＢＬは４～８歳で発症することが多いが、最近日本各地で若齢牛の

発生が報告されており、健康牛で出荷された肥育牛のと畜検査でリン

パ肉腫が発見され全廃棄になる例が散見される。発症牛は、体表リン

パ節の腫大、体内臓器（心臓、脾臓、胃腸、子宮等）の腫瘍、削痩、

食欲廃絶、元気消失、下痢、便秘、繁殖障害、乳量減少、眼球突出、

突然死等の多様な臨床症状を示す。ＢＬＶ感染牛の 60～70％は無症状

キャリアーとなり、約 30％は持続性リンパ球増多症を呈するものの臨床的には健康な状態である。感染

牛の約 5％が数ヶ月～数年の無症状期の後にＢリンパ球性白血病/リンパ腫を発症する。 

 

３ 牛白血病ウイルス（ＢＬＶ）の疫学 

     ＢＬＶは逆転写酵素を持つレトロウイルス科に属するＲＮＡ型ウイルスで、牛のＢリンパ球に感染す

ると逆転写酵素により二本鎖ＤＮＡを合成して宿主細胞のＤＮＡに組み込まれプロウイルスの状態とな

り、ＢＬＶ抗体が陽転してもウイルスが排除されず持続感染の状態となる。感染牛のＢリンパ球を含ん

だ血液や乳汁等が他の牛に伝搬することにより感染が拡大する。感染経路としてはアブやサシバエ等の

吸血昆虫による機械的伝搬や、去勢、除角、削蹄または直腸検査などの出血を伴う医療行為による水平

伝搬とともに、感染母牛の子宮内での胎内感染、感染牛の乳や分娩時の出血に含まれるＢリンパ球が子

牛に経口感染する垂直伝搬が考えられている。 

     農林水産省が平成 21～23 年度にかけてレギュラトリーサイエンス新技術開発事業により全国調査

（20,835 頭）を行ったところ、６ヶ月齢以上の乳用牛の抗体陽性率は 40.9％、肉用繁殖牛では 28.7％

を示し、国内で感染が拡大していることが明らかとなった。また、年齢別の抗体陽性率は、乳用牛では

４歳まで増加しそれ以降は約 45％で一定に、肉用繁殖牛では３歳まで増加しそれ以降は約 30％で一定に

なる傾向が認められている。（表１、図１、図２：農研機構ＨＰから引用） 

写真１ 腸骨下リンパ節の腫大 

（動衛検 HP 家畜の監視伝染病） 
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４ 感染拡大防止と清浄化の基本的な考え方 

     ＢＬＶの感染原因は感染牛のＢリンパ球であり、感染牛からの水平感染と母子間の垂直感染を防ぐこ

とが感染拡大防止の基本となる。また、一度感染した牛は持続感染状態となりウイルスが陰性となるこ

とはないので、清浄化には感染牛の淘汰更新が必要となる。 

 

５ 農場内感染拡大防止対策（農場内伝播の防止） 

牛白血病に関する衛生対策ガイドライン（平成 27年 4月農林水産省）に示された対策を以下に示す。 

(1) ＢＬＶの浸潤状況にかかわらず実施する対策 

①  注射針の確実な交換 

         使用した注射針には血液が付着することから、注射針を複数の牛に使用することはＢＬＶの伝播

農林水産省レギュラトリーサイエンス新技術開発事業成果情報（2012年） 

 乳用牛及び肉用繁殖牛における牛白血病ウイルスの全国浸潤状況から引用 

農林水産省レギュラトリーサイエンス新技術開発事業成果情報（2012年） 

 乳用牛及び肉用繁殖牛における牛白血病ウイルスの全国浸潤状況から引用 
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だけでなく他の病原体の伝播リスクとなる。したがってＢＬＶ感染、非感染にかかわらず同一の注

射針を複数の牛に使用しない。 

②  直腸検査及び人工授精に使用する直検手袋等の確実な交換 

         肉眼では確認できない微量の血液であってもＢＬＶを伝播させる可能性があるので、直腸検査及

び人工授精に使用する手袋は１頭ごとに交換する。 

③  除角、去勢、削蹄、耳標装着等の出血を伴う処置への対応 

         感染血液だけでなく創傷面の感染リンパ球も感染源となる。使用後の除角器具、去勢器具、耳標・

鼻環の装着器等は１頭毎に水で有機物を除去した後、消毒液を入れた別のバケツに浸漬してから使

用する。また複数の作業器具を用意し、使用後の洗浄・消毒をしている間に別の器具で作業を行う

ことが望ましい。 

＜参考＞  牛白血病感染拡大防止のための器具などの洗浄・消毒方法（京都府中丹家保、家畜衛生情報） 

ごく微量の血液でも感染源となるので、使用後の器具は、十分な流水（10秒以上、１リット

ル以上）によりブラシ等で器具の表面をこすり有機物を除去した後、消毒薬を入れたバケツに

浸漬する。 

１）煮沸消毒：沸騰してから２分以上煮沸。 

２）エタノールによる消毒：消毒用エタノール中に 10分間以上浸漬。 

３）逆性石鹸による消毒：パコマ（200倍希釈）、アストップ・クリアキル 100（400倍希釈）

に 30分以上浸漬するか、清拭する。 

(2) ＢＬＶの浸潤農場における対策 

①  分娩・ほ乳時等の作業による感染ルートの遮断 

ａ．感染牛の分娩 

感染牛の分娩時の出血等はＢＬＶの農場内汚染拡大の要因となるので、分娩は他の牛が接触で

きない場所で行い、分娩後の分娩場所は洗浄・消毒を行う。 

ｂ．感染牛から生まれた子牛の取り扱い 

        ＢＬＶ感染の４％程度が胎内感染と考えられている。129頭の感染母牛の産子を調査した報告で

は、14頭（10.8％）に胎盤感染が認められ、特にウイルス保有量が多い母牛からの産子では 40％

以上の感染が確認された（Mekata et al,2015）。このため、感染牛から生まれた子牛の生後検査

を行うことはその後の対策に有効である（初乳の移行抗体による抗体陽転に注意が必要）。早期

に感染した子牛の多くが持続性リンパ球増多症に進展する可能性が高いといわれているので、感

染子牛と非感染子牛は区別して飼育することが望ましい。 

ｃ．初乳の給与 

         ＢＬＶ感染母牛由来の初乳にはＢＬＶ感染リンパ球が存在し子牛への感染源となるので、非感

染牛由来の初乳又は初乳製剤を給与する。やむを得ず感染牛由来の初乳を給与する場合は、60℃

30分以上の加熱や凍結融解により白血球を破壊しウイルスの感染性を失わせてから給与する。 

②  吸血昆虫対策 

ＢＬＶは血液を介して伝播することから、感染牛がいる農場ではアブやサシバエ等の吸血昆虫対

策を行うことが重要となる。感染牛の吸血後時間が経過すると吸血昆虫の口器に付着した感染血が

乾燥しＢＬＶが失活するため、感染牛と非感染牛を分離して飼育することが有効である。牛舎の周

囲や感染牛群の周囲に、アブには網目１cm以下、サシバエには網目２mm以下の防虫ネットを張るこ

とが効果的とされており、最近は殺虫剤をしみこませた防虫ネットが市販されている。サシバエ対

策として発生源となる場所に脱皮阻害剤の定期散布を行うことや、サシバエの休憩場所を減らすた

め牛舎周囲の除草を行うことが有効である。 

③  農場における牛の配置 

ＢＬＶは吸血昆虫のほか牛同士の直接接触（感染牛の血液が非感染牛の傷口に接触）でも感染す

る。そのため感染牛のいる農場では、子牛、育成牛、成牛のいずれのステージでも感染牛と非感染

牛を分離して飼育することが望ましい。フリーバーンやフリーストール等不特定多数の牛が直接接

触できる飼育環境はＢＬＶ伝播を起こしやすい。 
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④  日常作業における順序 

搾乳や給餌等の日常作業において機械や手指を介したＢＬＶ感染が起こる可能性がある。ＢＬＶ

伝播リスクを低減する観点から牛に接触する作業は非感染牛群から開始することが有効である。 

(3) 本病の農場内清浄化に向けた取り組み 

ＢＬＶの清浄化を目指す農場においては、まず農場内の全頭検査を実施し、感染牛を把握すること

が基本になる。続いて上記(1)、(2)の対策に加えて、感染牛の計画的な更新及び新たな侵入防止対策

を講じる必要がある。なお、清浄性が確認されている農場については下記の侵入防止対策を徹底する

とともに、上記(1)の対策を行う。 
 

６ 農場への侵入防止対策 

(1) 繁殖雌牛、搾乳牛等の外部導入 

ＢＬＶ清浄化を目指す農場にあっては、農場における供用期間が長い繁殖雌牛や乳牛の導入にあた

って抗体検査又は遺伝子検査を実施し陰性が確認された牛を導入することが望ましい。しかし、現在

の牛の流通実態を踏まえると、現実的には陰性が確認された牛の導入が困難なケースが多いことから、

感染の有無が不明の牛については導入後の隔離を徹底し、可能な限り早期に検査を実施して感染牛を

確定し対策を行う。また感染牛からの後継牛生産については、垂直感染、初乳感染等のリスク回避の

ため受精卵移植等を利用した後継牛確保を検討する。 

(2) 預託放牧等 

預託先となる牧場や共同放牧場では預託前に抗体検査又は遺伝子検査を実施し、感染牛と非感染牛

を別の牧区で飼育する。具体的には感染牛と非感染牛が接触できるような隣接区域は使用しないこと

が望まれるが、それが困難な場合は２～３ｍの間隙を設けることにより区域を超えた牛の接触や吸血

昆虫によるＢＬＶ伝播リスクを低減できると考えられる。感染牛群の牧柵にバラ線等の先のとがった

資材を使用すると、生じた創傷から感染リンパ球が漏出し感染源となるとともに、非感染牛の創傷は

感染リンパ球の侵入経路となることから、牧柵の形態に留意する。預託元農家は、預託先から返却さ

れた牛の再導入時にＢＬＶ検査を実施して農場内での感染拡大防止に努める。 
 

７ 牛白血病ウイルスの検出・診断方法 

    現行の診断方法は以下のとおり（研究レベルでの診断法を除く）。 

(1) 血液検査：リンパ球数の測定（ECの鍵、Bendixenの鍵と呼ばれる方法）。血液塗抹標本による異型リ

ンパ球の確認。 

(2) 感染抗体検査：血液中の抗体の有無により過去の感染を診断する方法。ELISA法（BLV-gp51を抗原に

用いた抗体検出法（JNC 株式会社））、受身赤血球凝集反応試験（日本生物化学研究所）による抗体検

出法。ゲル内沈降反応試験診断試薬は平成 26年から生産中止となり入手不可能。 

(3) ウイルス検出：ウイルス遺伝子をターゲットとした Real-time PCR法によるウイルス定量法（ﾀｶﾗﾊﾞｲ

ｵ株式会社、国立研究開発法人理化学研究所）。シンシチウムアッセイ（リンパ球に感染しているウイル

スの検出）、動物接種試験（牛の血液をＢＬＶ感受性動物のめん羊に接種する試験）等。 
 

８ 牛白血病に関する最近の研究 

(1) 牛白血病ウイルス感受性・抵抗性牛を利用した牛白血病制圧対策 

国立研究開発法人理化学研究所の間らは、ＢＬＶ感染牛に未発症健康牛（70％）、持続性リンパ球

増多症牛（30％）、発症牛（5％）の３病態の個体差があることに着目して遺伝子の一塩基多型を調査

し、第 23番染色体の BoLA－DRB3領域に白血病発症に対する抵抗性に関与する「発症抵抗性 MHC対立

遺伝子」と、白血病発症に対して促進に関与する「発症感受性 MHC対立遺伝子」が存在する可能性が

あることを報告した。また、感染細胞に組み込まれたウイルスの遺伝子量を測定できる定量的遺伝子

増幅法（BLV-CoCoMo-qPCR法）を開発し、血液中のウイルス量が 10000 ｺﾋﾟｰ/10万細胞以下の個体は鼻

汁や唾液にウイルスを排出しない「ＢＬＶ伝播低リスク牛」であることを提唱している。ＢＬＶ抵抗

性 MHC アリルを有する抵抗性牛は、血液中のウイルス遺伝子量が 10000 ｺﾋﾟｰ/10 万細胞以下に有意に

抑制されており、少なくとも 120 日間にわたりウイルス遺伝子量が上昇しないのに対し、感受性 MHC
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アリルを有する感受性牛は、血液中のウイルス量 10000 ｺﾋﾟｰ/10 万細胞以上を有意に保持し、上昇し

たウイルス量が少なくとも感染後 160日間高い水準で維持され、次への感染源となる危険性が高いこ

とを報告した。 

この技術の応用により、牛舎内の陽性牛の周囲に抵抗性遺伝子を持つ牛を配置することにより感染

拡大を抑制する方法や、抵抗性 MHCアリルをホモで保有する種雄牛を造成することにより産子が抵抗

性 MHCアリルを保有し発症牛の発生やウイルス排出量を減少させることができる可能性を示している。

大分県農林水産研究センターは、大分県の 50頭の種雄牛について BolA-DRB3の対立遺伝子型と経済形

質との関連性を解析し、感受性対立遺伝子は肉質等の経済形質に影響を及ぼさないことを明らかにし、

理化学研究所の間らとの共同研究で抵抗性種雄牛の造成に取り組んでいる。 

(2) 「免疫チェックポイント」を標的としたバイオ医薬品の開発 

2018年 10月１日に京都大学の本庶教授らは、免疫を抑制する効果を持つ PD-1を発見した功績によ

りノーベル医学・生理学賞を受賞した。ガンなどの難治性疾病では病原体や腫瘍細胞を排除するリン

パ球の活性化を制御する「免疫チェックポイント」の暴走により感染細胞や腫瘍細胞が排除されない

状態となるが、PD-1（Programmed death 1）等の免疫抑制受容体がエフェクター細胞上で発現するこ

とで「エフェクター細胞の免疫疲弊化」を誘発し、細胞増殖能、サイトカイン産生能、細胞傷害機能

を低下させることを報告している。この知見に基づき、免疫チェックポイントを標的として免疫疲弊

化を抑制し、免疫により腫瘍等の難治性疾病を治療するバイオ医薬品（ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ等）が開発されすで

にヒトの臨床試験が行われている。 

北海道大学の今内らは、ＥＢＬ、ヨーネ病、乳房炎、腫瘍等の動物の疾病においても、PD-1、LAG-3

（Lymphocyte-activation gene 3）、Tim-3（T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing 

protein 3）、CTLA-4（Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4）等の免疫抑制受容体が免疫疲弊化に関与

していることを明らかにし、今後、ＥＢＬ等を初めとする家畜の慢性疾病に対する免疫チェックポイ

ントを阻害するバイオ医薬品の臨床応用試験を計画していることを報告している。 
 

９ おわりに 

すでにいくつかのヨーロッパ諸国（デンマーク、イギリス、スウェーデン）では、国家レベルの対策

によりＢＬＶの清浄化に成功しているが、日本では国家としての取り組みは行われておらず、陽性牛の

淘汰補償制度も整備されていない。このような中でＢＬＶ陽性率が高い農場が清浄化のために陽性牛を

淘汰更新することは経済面から難しいのが現状であり、ＢＬＶの被害を抑制するためには、まず検査に

より農場のＢＬＶ感染個体を特定し、衛生対策ガイドラインに従って感染経路である血液や乳汁からの

伝播を防ぐことにより、発症リスクの高い生後早期に感染する個体を出さないことが重要となる。今後、

抵抗性遺伝子を保有する種雄牛造成や腫瘍の発症を抑えるバイオ医薬品等の新技術が実用化され、本病

の清浄化が促進されることを期待して本稿を閉じる。 
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