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 今 月 の 農 政 情 報    

 

高病原性鳥インフルエンザ 

～予防対策のポイント～ 
 

１ はじめに 

平成 28年 11月から平成 29年 3月、高病原性鳥インフルエンザが国内 9道県 12農場で発生した。岐

阜県においても、平成 29年 1月 14日、山県市の採卵鶏農場（約 81,000羽飼養）において、県内初とな

る発生を見たことは記憶に新しい。本例では直ちに発生農場を中心とし半径 3㎞、10㎞の制限区域を設

けるとともに、県職員、自衛隊、市町村、民間団体等、延べ 4,660 人を動員し、発生農場におけるすべ

ての飼養鶏の殺処分および汚染物品の埋却を行ったところである。 

その後、本県をはじめ全国的に発生予防のための種々の対策を講じていたところであるが、今年度も

国内において家きんでの発生が確認された。 

 

２ 平成２９年度の発生状況 

(1) 海外での発生 

    本病は世界各地で発生が確認されているが、隣国である韓国の発生状況について特筆したい。 

野鳥については 9月以降、糞便から低病原性鳥インフルエンザウイルスの分離事例が続き、11月以

降 1 月 24 日までに 10 件の高病原性ウイルス(H5N6 亜型)を含む計 52 のウイルス分離事例が確認され

ている。 

    家きんについては、野鳥の発生時期と同じく、11月以降、1月 28日現在で 16事例が発生し、既に

鶏約 151万羽、あひる約 69万羽が殺処分されている。 

    これまでの発生は、韓国北西部（京畿道）での 1事例を除き、全て南西部（全羅南道、全羅北道）

で確認されている。 
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(2) 日本国内での発生 

家きんにおいては、平成 30年１月 11日に香川県さぬき市の肉用鶏農場において、高病原性鳥イン

フルエンザの疑似患畜が確認され、遺伝子解析の結果、１月 12日に患畜と判定された。発生農場及び

関連農場の計約 9万 2千羽が殺処分、焼却された。 

野鳥については、島根県において 11月に回収された 7件の死亡野鳥に、さらに、東京都にて 1月に

回収された 1件の死亡野鳥にも、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）の感染が確認され

た。現在実施されている野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは「対応レベル３」に引き上

げられている。（平成 30年 1月 17日現在） 

 
 

 (3) 岐阜県の発生予防対策状況 

     本県では、昨年度の発生を踏まえ、県対策本部の指揮命令系統の見直し、防疫資機材の備蓄量の拡

充、埋却候補地のボーリング調査の実施、一般社団法人岐阜県建設業協会をはじめ関係団体との防疫

措置に関する協定の締結、県内最大級の養鶏場での発生を想定した防疫演習の実施等、対策を行って

いるところである。さらに、養鶏農場に対し、飼養衛生管理基準の遵守を徹底するよう指導している

ほか、シーズン直前の 11月に消石灰を 100羽以上の家きん飼養農場に対して配布し、鶏舎周囲等の定

期的な消毒を指導した。しかし、香川県での発生を受け、改めて消石灰を農場に配布し、更なる消毒

の徹底を指導している。 

 

３ 発生予防対策及びまん延防止対策 

(1) 発生の予防 

「平成 28年度における高病原性鳥インフルエンザの発生に係る疫学調査報告書」（平成 29年 6月

29日 高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム）によると、一連の発生事例では、ウイルスに感染

した鳥類を含む野生動物及びその排せつ物によって発生農場周囲の環境中に多くのウイルスが存在し

出典：農林水産省 
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ていたと考えられ、ネズミ等の何らかの野生動物が家きん舎周辺にあったウイルスを家きん舎内に持

ち込んだ可能性、または、家きん舎周辺にあったウイルスを家きん舎内に入る人が、その手指、衣服

または靴底等に付着し持ち込んだ可能性が考あるとのことである。 

野鳥を含む野生動物、人、資材、飼料、飲用水、導入する家きんといった家きん舎へ出入りする全

てのものが、ウイルスを媒介するリスクが高まると考えられ、このリスクを可能な限り低減させると

いう観点から対策を徹底する必要がある。家きんの飼養者には、飼養衛生管理基準に加え、以下のチ

ェックリスト及び予防対策の重要ポイントを参照に、継続的な発生予防に努めていただきたい。 

  

【高病原性鳥インフルエンザ予防対策チェックリスト】 

（平成 29年 6月 29日付 29消安第 1755号 農林水産省消費・安全局長通知） 

衛生管理区域の設定 

１ 農場を、衛生管理区域（ウイルスの侵入を防止するために衛生的な管理が必要となる区域）

とそれ以外の区域とに分け、柵やロープ、コーンの設置などにより、両区域の境界が分かるよ

うにしているか（飼養衛生管理基準２関係）。 

□ 

２ 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないよう、衛生管理区域の出入口付近に看板など

を設置しているか（飼養衛生管理基準３関係）。 

□ 

人や物によるウイルスの持ち込み防止 

３－１ 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備（消毒薬噴霧器、踏込消毒槽、消石

灰帯など）を設置し、立ち入る全ての者が例外なく、手指の洗浄又は消毒、靴の消毒を実施し

ているか（飼養衛生管理基準５関係）。 

□ 

３－２ 上記３－１を確実に実施するため、立ち入る全ての者（従業員に対する教育、指導が十

分行われており、確実に対策を実施していると判断できる農場においては、通常業務で立ち入

る場合の従業員を対象外として差し支えない。以下同じ。）について、入場の記録（氏名、日

時、必要な措置の実施の有無など）を取っているか。 

□ 

３－３ 上記３－１に用いる消毒薬については、交換頻度を決め、交換しているか。 □ 

３－４ 上記３－３を確実に実施するため、実施の記録（実施者、日時など）を取っているか。 □ 

４－１ 衛生管理区域専用の衣服（上から着用するものでも可）及び靴（上から着用するブーツ

カバーでも可）を設置し、衛生管理区域に入る全ての者が例外なくこれを使用しているか（飼

養衛生管理基準６関係）。 

□ 

４－２ 上記４－１を確実に実施するため、衛生管理区域に入る全ての者について、入場の記録

（氏名、日時、必要な措置の実施の有無など）を取っているか。 

□ 

５－１ 家きん舎ごとの専用の靴（上から着用するブーツカバーでも可）を設置し、家きん舎に

入る全ての者が例外なくこれを使用しているか（飼養衛生管理基準６関係）。 

□ 

５－２ 上記５－１を確実に実施するため、家きん舎に入る全ての者について、入場の記録（氏

名、日時、必要な措置の実施の有無など）を取っているか。 

□ 

６ 頻繁に家きん舎を出入りする作業について、ウイルスの持ち込み防止の観点から、出入りの

頻度を最小限にするよう作業のやり方の見直しを行っているか。 

□ 

車両によるウイルスの持ち込み防止 

７－１ 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備（消毒薬噴霧器、車両用消毒槽、車両用消毒ゲー

ト、消石灰帯など）を設置し、入場する全ての車両に対する消毒を実施しているか。（飼養衛

生管理基準４関係） 

□ 

７－２ 上記７－１を確実に実施するため、入場する全ての車両について、入場の記録（車両情

報、日時、必要な措置の実施の有無など）を取っているか。 

□ 

７－３ 上記７－１に用いる消毒薬については、交換頻度を決め、交換しているか。 □ 

７－４ 上記７－３を確実に実施するため、実施の記録（実施者、実施日時など）を取っている

か。 

□ 
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野生動物対策 

８－１ 野鳥などの野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネットなどを設

置するとともに、定期的にその破損状況を確認し、破損箇所がある場合には修繕しているか（飼

養衛生管理基準 12及び 13関係）。 

□ 

８－２ 上記８－１に関連し、家きん舎の壁と集卵ベルトや除糞ベルトとの隙間、排水溝を塞ぐ

など、野生動物の侵入防止対策を行っているか（飼養衛生管理基準 12及び 13関係）。 

□ 

８－３ 上記８－１及び８－２に関連し、オールアウトなどの機会を活用し、家きん舎内部から、

家きん舎の壁や床、天井などに破損や隙間がないか確認しているか。 

□ 

９ 死亡家きんは、家きん舎内に放置せず、速やかに家きん舎の外に持ち出し、適切に保管又は

処理しているか。（死亡率の上昇が見られた場合には家畜保健衛生所に通報する。） 

□ 

１０ 家きん舎周辺を清掃（草刈りや樹木の剪定を含む。）し、整理・整頓し、フェンスを設置

するなど、野生動物を寄せ付けない対策を行っているか。 

□ 

１１ 家きん舎内において、薬剤やトラップを使用するなどにより、ねずみ等の野生動物対策を

実施しているか。（飼養衛生管理基準 13関係） 

□ 

１２ 野生動物の侵入を防止するため、家きん舎の出入りを要する作業中であっても、家きん舎

の出入口をこまめに閉じているか。 

□ 

１３ 農場に池などの水辺が隣接している場合、季節を限って水を抜く、水辺を防鳥ネットで覆

う、反射テープを設置するなど、当該水辺に野鳥を寄せ付けない対策を実施しているか。 

□ 

１４ 家きん舎で猫を飼養していないか（ネズミ対策であっても、家きん舎での猫の飼養は、ウ

イルスを持ち込む可能性があるので避けることが望ましい）。 

□ 

 

 

出典：農林水産省 
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(2) 早期の発見・通報 

家きんの飼養者、獣医師等は、特定症状（※）を呈している家きんを発見したときは、遅滞なく家畜

保健衛生所に通報しなければならない。また、本病にかかった家きんの死亡羽数の増加が比較的緩や

かな場合もあることを踏まえ、平時から家きんに対しての注意深い健康観察とともに、死亡羽数の増

加はもちろんのこと、産卵率の低下、さらには元気消失といった異状が見られた場合の早期通報も重

要である。 

（※）特定症状 

同一の家きん舎内において、１日の家きんの死亡率が、その日から遡って 21 日間の平均の家きんの

死亡率の２倍以上となること。 

 

４ おわりに 

中国や韓国をはじめ、世界中において発生が認められている中で、国内でも常に本病発生のリスクが

高い状況が続く。本病の防疫対策の更なる強化が必要である。 

 

 

 

 

出典：飼養衛生管理基準に関するパンフレット 鶏その他家きん編 
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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 

◆12月下旬～１月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 12月下旬は、高気圧に覆われ、おおむね晴れたが、

期間の後半は冬型の気圧配置となり曇りまたは晴れで、

山地を中心に雪となった。 

 平均気温は、岐阜で低く、高山で平年並み、降水量

は、岐阜、高山とも多く、日照時間は、岐阜で平年並

み、高山は少なくなった。 

 １月上旬は、冬型の気圧配置となり、晴れまたは曇

りで山地を中心に雪となったが、高気圧に覆われて晴

れとなった日もあった。旬の後半は前線を伴った低気

圧の影響で雨や雪となった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに平年並で、降水量は、

岐阜、高山とも多く、日照時間は、岐阜、高山ともに

平年並であった。 

 １月中旬は、冬型の気圧配置となり、晴れまたは曇

りで山地を中心に雪となったが、高気圧に覆われて晴

れとなる日もあり、旬の中ごろには前線を伴った低気

圧の影響で雨や雪となった。 

 平均気温は、岐阜は平年並で高山は高く、降水量は、

岐阜、高山ともに平年並で、日照時間は、岐阜は多く

高山はかなり多かった。 

  

 

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 １月２７日～２月２６日までの天候見通し   

名古屋地方気象台１月２５日発表 

  

 平年に比べ晴れの日が多く、岐阜県山間部では、平年に比べ曇りや雪の日が多い。 

 向こう１か月の平均気温は、低い確率６０％、降水量は、平年並または少ない確率ともに４０％で、日照

時間は、平年並または多い確率４０％である。 

 週別の気温は、１週目は低い６０％で、２週目は低い確率６０％で、３～４週目は平年並または低い確率

ともに４０％である。 

 １週目のはじめは冬型の気圧配置となり、山間部では雪が降りやすいが、その後は、天気は短い周期で変

わり、気圧の谷の影響で曇る日がある。２週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて平野部では晴れの

日が多く、山間部では曇りや雪の日が多い。３～４週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて平野部で

は晴れの日が多く、山間部では曇りや雪の日が多い 

 

 

2017 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

養液栽培における培養液管理について 
 

１ はじめに 

養液栽培は土壌を用いずに支持体となる培地や培養液中に根を張らせ、培養液を介して必要な栄養素

を供給する栽培方式である。土壌条件の影響を受けにくいこと、土づくりが不要なこと、より衛生的な

生産環境を築きやすいなど、土耕栽培にはない多くのメリットがあり、野菜や花きを中心に広く技術普

及している。食味や栄養価において土耕栽培より優位な品質を得られる技術も開発されており、「養液

栽培で生産した農産物は品質が劣る」などの認識は現在では成り立たなくなっている。ここでは養液栽

培技術の中心的技術である培養液管理について解説したい。 

 

２ 養液栽培の種類 

養液栽培は、作物の支持体となる固形培地に定植し培地に培養液を供給する「固形培地耕」、培地を

用いず穴あきトレイ等を作物の支持体として根に直接培養液を供給する「水耕」や「噴霧水耕」に大別

される（表１）。それぞれにメリットやデメリットがあり、固形培地耕は果菜類向けに、水耕は葉菜類

向けに利用される場合が多い。養液栽培では、施肥およびかん水管理の自動化のため給液を機械化し、

煩雑な施肥管理を軽減するよう省力化が図られているが、動力源の停止や装置の故障が作物の枯死等の

危機的な事故につながりやすく、非常にリスクが大きい一面を併せ持つ。事故のリスクを減らすため、

栽培者には日常のメンテナンスやモニタリングの励行、システムのバックアップができる体制を築いて

おくことが求められる。 

表１　主な養液栽培の方式
メリット デメリット

固形培地耕
ロックウール耕
ココピート耕

1）少ない養液で対応可能
2）割合設備が軽く、ベンチ化が容易
3)気相を確保しやすくエアレーション不要
4)数株毎ベッドが分離したものは水媒感染しにく
い

1)システムが停止すると枯死する
2)ベッドが多数つながっているものや循環式の
ものは水媒感染しやすい

DFT
Deep Flow Technique

（湛液水耕）

1)栽培槽の養液環境を均質にしやすい
2)システムが停止しても短時間は運用可能

1）養液が多く必要
2)エアレーションが必要な場合がある
3)栽培槽は重く、頑丈なベンチが必要
4)循環式のため水媒感染しやすい

NFT
Nutrient Film Technique

（薄膜水耕）

1)少ない養液で対応可能
2)設備が軽く、ベンチ化が容易
3)根と養液が空気に触れやすくエアレーション不
要

1)システムが停止すると短時間で枯死する
2)水媒感染しやすい

1)根が空気に触れておりエアレーション不要
2)過剰な濡れが少なく、水媒感染しにくい

1)システムが停止すると短時間で枯死する

水耕

栽培方式の区分

噴霧水耕
 

 

３ 培養液の処方について 

さまざまな養液

栽培システムが各

所より考案されて

いるが、培養液に

は園芸試験場（現.

農研機構）が開発

した園試処方かそ

れをもとに作物ご

とに最適化した山

崎処方と呼ばれる

培養液処方を基本

表２　園試処方、山崎処方　（肥料５要素）

N P K Ca Mg

PO4
3- K+ Ca2+ Mg2+

園試処方 - 16.0 4.0 8.0 8.0 4.0 生育段階により濃度を調節

山崎処方 トマト 7.0 2.0 4.0 3.0 2.0 冬期120～140％濃度

なす 10.0 3.0 7.0 3.0 2.0 〃

きゅうり 13.0 3.0 6.0 7.0 4.0

メロン 13.0 4.0 6.0 7.0 3.0
冬期120～140％濃度
露地品種は70～80％

いちご 5.0 1.5 3.0 2.0 1.0
レタス 6.0 1.5 4.0 2.0 1.0

ほうれんそう 11.0 4.0 8.0 4.0 4.0
静岡県野菜試験場研究資料21号より　抜粋

濃度の調整処方名 対象作物

肥料要素の濃度 (me/L)
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とし、各所が独自

に最適化した改変

処方が用いられる

（表２，３）。各

培養液処方の肥料

要素は養液１L あ

たりのミリグラム

当量で表現するの 

が通例であるが、肥料製品に表記される保証成分量とは単位が異なるので注意が必要である（表４）。 

またこれら多量要素のほか、微量要素も処方に組み入れられる（表５）。また作物が必須とする硫黄分

は、塩基類のカウンターイオンとして資材原料に含まれており、特に配慮する必要はない。 

 

４ 培養液管理について 

以下に培養液管理の基本的な考え方を

解説する。詳しくは各システムの栽培マ

ニュアルを参考されたい。 

(1) 原水の確認 

用水には様々な無機成分が溶け込ん

でおり、状況によっては処方の改変や

栽培を断念する必要がある。栽培計画

の前段階で候補となる水源について水

質分析（とくに pH、EC、重炭酸塩濃度

の把握）を行い、適否判断をしっかり

行いたい。水質は季節ごとまたは渇水

時に大きく変化するので、しっかり把

握しておきたい。 

高 pH 原水は高カルシウムが原因で

あることが多いが、西濃から本巣地域

にかけてはこのような場所が多く、培

養液調製時に pHダウン剤が必要か、またはカルシウ

ムを減らした改変処方が必要となる。温泉地の源泉

近くの原水も注意が必要である。0.3mS/cmを超える

高 EC原水は栽培にあまり適さない。また浅井戸では

鉄分を多く含む場合があり、微量要素の共沈等に注

意を払う必要がある。重炭酸イオンが多い原水では、

培養液中のカルシウム等が中和沈殿し、配管のつま

りや肥料分の共沈の原因となるが、これらの問題が

無視できる低濃度域（20～30mg/L程度）であれば重炭酸イオンの pH緩衝作用がメリットとなる。 

(2) 濃度管理 

養液栽培は作物の肥料吸収パターンに合わせて濃度管理を行う。実用域において培養液の濃度は EC

（電気伝導度）と比例関係にあることから、養液栽培システムでは ECを目安に培養液の濃度管理を行

う。高 EC では浸透圧が高まり作物は培養液をうまく吸収できないため、給液濃度は下限が 0.6mS/cm

程度、上限が 1～2ｍS/cm程度の範囲で管理するのが普通であり、このレベルを超えるあたりから多く

の作物で濃度障害が起こる。高 EC管理はかん水を少なくした土耕栽培と同じ効果が得られるため、高

糖度を狙う果菜類の養液栽培では高 EC管理が基本となっている。 

周年の固形培地耕では、給液回数が多く必要な（水分吸収量の多い）高温期は低めの給液濃度でか

つ高い排液率とし、給液回数が少なくて済む（水分吸収量の少ない）低温期は高めの給液濃度かつ低

表３　培養液処方例　（OATアグリオ、肥料５要素）

対象作物 N P K Ca Mg

PO4
3- K+ Ca2+ Mg2+

A処方 すべて 18.6 5.1 8.6 8.2 3.0 果菜類、葉菜類、花き類汎用型

SA処方 トマト、レタス 17.6 4.4 10.2 8.2 3.0 高温障害対策

C処方 果菜類 18.4 5.8 10.3 6.6 3.0 秋～春の果菜類向き

SC処方 果菜類、葉菜類 16.0 4.4 10.2 6.6 3.0
B処方 すべて 16.4 3.9 8.0 7.8 4.0 園試処方

OATアグリオ技術資料より　抜粋

備考

肥料要素の濃度 (me/L)

処方名

表４　肥料濃度の表記方法

表記方法
ミリグラム当量

での表記
ｐｐｍ

での表記
肥料製品での表記
（保証肥料成分量）

単位 me/L ppm または mg/L kg/100kg

単位の意味
肥料要素の原子
の数×イオン価
数

肥料成分の質量
の百万分率

肥料成分の質量
の百分率

（N以外は焼結後の）酸
化物

N NH4-N, NO3-N (14)

P P2O5 (141.9)

K K2O (94.2)

Ca CaO (56.1)

Mg MgO (40.3)
()内は分子量または式量

A me/L, B ppm, C kg/肥料製品100kgあたり　としたとき次の関係がある。


（イオンなど）肥料成分の
実際の養液中での存在状態

NH4
+ (18), NO3

-(62)

PO4
3- (95)

K+ (39)

Ca2+ (40.1)

Mg2+ (24.3)

[イオンの式量]* A 

[イオン価数] 
B =

[酸化物の分子量]*[イオン１分子中の肥料要素の原子数] * A 

[イオン価数]*[酸化物１分子中の肥料要素の原子数]
C =

表５　微量要素の処方例
微量要素の濃度 (mg/L)

園試
処方

山崎
処方

A処方
C処方

SA処方
SC処方

マンガン Mn 0.50 3.01 1.16 0.58
ホウ素 BO3 0.50 2.85 1.27 0.93
鉄 Fe 3.00 0.46 2.70 2.30
銅 Cu 0.02 0.05 0.03 0.03
亜鉛 Zn 0.05 0.01 0.09 0.09
モリブデン酸 MoO4 0.01 0.01 0.05 0.05
※山崎処方はトマト用とした

微量要素
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い排液率とする。また連続収穫する果菜類においては、定植から開花期までは過繁茂を避けるため低

めの濃度とし、その後徐々に濃度を高め、収穫期以降は一定とする。 

培養液濃度の推移から適正な根圏環境の維持確認が可能である。水耕では培養液の状態に応じて培

養液の再調製や交換を実施する。固形培地耕では、培地内の培養液濃度、排液の濃度、排液率の推移

をモニタリングし、排液率が目安となる範囲にあるか確認した上で、給液 ECに比べ排液 ECが高けれ

ば給液 ECを下げるか給液回数を増やし、その逆であれば給液 ECを高める。 

(3) 培地量と給液回数 

給液回数が適正より少ない場合は、培地内の培養液濃度が安定せず生育のばらつきが大きくなる。

養液栽培であっても、作物の生育状況を観察し施肥管理にフィードバックしなければならない。生育

がばらつくまたは欠乏症が多発する場合は、培地量に対して給液回数が少ないか、培地の物理性が劣

化しているか、配管のトラブルを疑う。たいていは給液回数を増やし培地内の古い培養液を交換排出

することで、培養液濃度は安定化する。１株当たりの培地量を小さくするほどこの傾向が強くなり、

逆に大きくするほど安定する。 

(4) pH管理 

培養液の最適pHは多くの作物で5.5～6.5と土壌の場合と同じである。水耕や循環式システムでは、

作物の吸収により培養液組成が変化し培養液 pHがずれるので定期的に測定し矯正する必要がある。矯

正に用いる資材は pHダウン剤や pHアップ剤として肥料メーカー等から入手できる。高 pHあるいは高

ECの原水はこの傾向が強くなるので注意する。 

(5) 処方の選択 

周年栽培する場合において、高温期と低温期では給液量や給液回数は大きく異なるが、処方もそれ

ぞれに最適化したものを用いる場合が多い。トマトや切り花バラでは、日照時間が減り低温となる低

温期には草勢を確保するため、総窒素量が同じでもアンモニウムイオンの割合を高めた処方とする場

合が多い。葉菜類では作物中の硝酸塩濃度を低減するために、硝酸塩を減らし尿素を高めた処方とす

る場合がある。 

(6) 量的管理 

従来の養液栽培では栽培ステージに合わせた培養液濃度を維持するいわゆる「濃度管理法」がとら

れてきたが、日照条件の変化により期待した成長からずれ、肥料欠乏や過繁茂に陥るなどの問題が生

じる。近年は一定期間あたりの施肥量を日射比例制御等により調節した「量的管理法」が用いられる

場面が増えてきた。量的管理法は給液を最適化することにより、作物の成長にあった施肥が実現され

るとともに排液による廃棄肥料分が低減できる。 

 

＜参考資料＞ 

・ OATハウス肥料説明書 （OATアグリオ） 

・ 大阪府立大学植物工場研究センター資料（日本施設園芸協会） 

・ 静岡県土壌肥料ハンドブック 

・ 神奈川県作物別施肥基準 

 



- 10 - 

飼料用イネＷＣＳを活用した黒毛和種繁殖経営について 

 

１ はじめに 

県内の平成 29年度飼料用イネ栽培面積は、飼料用米は 3,100ha、ホールクロップサイレージ（ＷＣＳ）

用イネは 225ha（図１）であった。また、地域別では羽島 31ha、養老 38ha、郡上 20ha、中津川 20ha、

飛騨 98haであり、平成 30年度は飛騨地域ではＷＣＳ用イネの栽培面積は増加する見込みである。地域

内で生産された飼料用イネＷＣＳを活用することは、飼料自給率の向上、飼料費の削減、牛堆肥の水田

への還元、耕作放棄地増加防止並びに耕畜連携の促進につながる。そこで、飼料用イネＷＣＳを活用し

た黒毛和種繁殖経営のポイントを解説する。 

図１ 岐阜県内の飼料用イネ栽培面積（左：ＷＣＳ用イネと飼料用米栽培面積、 

右：地域別ＷＣＳ用イネ栽培面積、H29、農産園芸課) 

 

２ 飼料用イネ品種の特徴を理解し適期に収穫・調製 

飼料用イネは登熟に伴い水分含量が減少する。出穂期に 75.6％であった水分含量は完熟期には 59.0％

まで減少する。ＷＣＳ用イネは乾物収量やＴＤＮ含量を考慮すると糊熟期～黄熟期が収穫適期であり、

この時の水分含量は 65％以下である（図２）。特に飼料用イネ専用収穫機での収穫では、予乾して水分

調整することなく収穫後直ちにロールベールを形成するため、黄熟期での収穫・調製が重要である。な

お、飼料用イネの水分含量が 70％以上の場合は酪酸発酵がおこりやすく、モアーコンディショナーを使

用し飼料用イネを予乾し水分調整することや、乳酸菌資材の添加が必要である。 

 

図２ 飼料用イネの登熟ステージごとの水分含量 

                          日本標準飼料成分表（2009年版）より作図 

 

県内では食用品種「ハツシモ」、茎葉子実多収型品種「夢あおば」及び茎葉多収型品種「たちあやか」、

「たちすずか」などがＷＣＳ用イネとして栽培されている。 

茎葉多収型品種である「たちあやか（中生品種）」、「たちすずか（極晩生品種）」についてその特
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徴を解説する。この２品種の大きな特徴は、子実の収量が従来の品種と比べて大幅に少なく、茎葉収量

が多いことである。さらに消化されやすい茎葉中に炭水化物が多く蓄積されている。また、籾が少ない

ことから繁殖牛ごとの未消化籾量の変動が小さく飼料設計を行いやすい。糖の含量が高く、サイレージ

の発酵品質が優れている。 

また、２品種は出穂特性が大きく異なる。「たちあやか」の出穂は日長の影響を受けず、福山市では

５月下旬に移植した場合は７月末頃に出穂し、７月中旬に移植した場合は９月末に出穂する。一方、「た

ちすずか」の出穂は日長の影響を強く受け、移植時期に関わらず８月末から９月上旬に出穂し、変動が

少ない（図３）。 

「たちすずか」の糖含量が高くなるのは出穂から 30日以降であり、この時が収穫・調製の適期になる

ため、地域に合った品種の選択と移植が重要である。 

 

 

 

 

 

       

 

図３ 広島県福山市における「たちあやか」「たちすずか」の移植時期と出穂時期のイメージ 

「肉用牛新飼料資源の特徴と給与」肉牛新報社より 

 

３ サイレージ調製時に乳酸菌資材を利用 

さらに良質なサイレージを調製するため、あるいは収穫適期に作業ができない場合には乳酸菌資材の

利用が良い。 

茎葉子実多収型品種である「夢あおば」及び穂重型品種（ハツシモ等）には、乳酸菌株「畜草 1号株」

に初期発酵の速い「SBS0001 株」を加えた、発酵品質の早期安定と長期保存性の改善をした飼料用イネ

サイレージ専用の乳酸菌である「畜草１号プラス（雪印種苗株式会社）」が推奨される（表１）。その

特徴は強力な乳酸発酵促進、幅広い品種に有効、そして稲わらサイレージにも対応することである。 

高糖分品種である「たちあやか」、「たちすずか」には、低温での乳酸発酵促進に優れ、適度な酢酸

生成でカビの発生や開封後の二次発酵抑制に効果を発揮する高糖分飼料イネ品種専用の乳酸菌である

「畜草２号（雪印種苗株式会社）」が推奨される。その特徴は安定した乳酸発酵力、カビ・酵母の増殖

抑制及び開封後の二次発酵抑制である。 

表１ 「畜草１号プラス」、「畜草２号」の使用推奨区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪印種苗株式会社 HPより 

 

４ 飼料用イネＷＣＳの飼料成分に基づく飼料設計 

     飼料用イネＷＣＳは品種、収穫時期及び調製方法により飼料成分にばらつきがある（表２）。特に水

分含量はサイレージ品質に影響を及ぼすだけでなく、黒毛和種繁殖牛へ給与する際の飼料設計に影響が

ある。すなわち、水分含量が 40％と 70％の飼料用イネＷＣＳでは乾物含量はそれぞれ 60％と 30％にな

り、現物を 10kg給与した場合、摂取する乾物量はそれぞれ６kgと３kgということになる。 
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     また、飼料用イネＷＣＳの粗蛋白質含量は 1.7～2.8％であり、黒毛和種繁殖牛飼料として使用される

輸入スーダン乾草の 5.7～7.7％と比較して少ないため、ヘイキューブ等の高蛋白質含有飼料を用いて粗

蛋白質を補う必要がある。 

     このように、飼料設計上、飼料用イネＷＣＳの成分含量を把握することは極めて重要である。 

表２．品種ごとの飼料成分（現物中％、平均±標準偏差）

夢あおば ハツシモ たちあやか たちすずか
n 7 15 3 7
水分 65.5 ± 4.0 41.0 ± 12.2 66.2 ± 3.4 67.3 ± 14.0
粗蛋白質 2.3 ± 0.5 2.8 ± 0.7 2.2 ± 0.6 1.7 ± 0.8
粗脂肪 1.3 ± 0.3 1.2 ± 0.2 1.3 ± 0.2 1.0 ± 0.3
ＮＦＥ 18.6 ± 2.5 29.9 ± 7.0 17.7 ± 2.3 17.1 ± 8.2
粗繊維 9.6 ± 1.3 18.2 ± 4.1 9.8 ± 1.0 10.2 ± 3.4
粗灰分 2.7 ± 0.6 7.0 ± 2.0 2.7 ± 0.5 2.8 ± 2.1
ＡＤＦ 11.2 ± 1.1 22.1 ± 5.0 12.2 ± 1.8 12.0 ± 4.7
ＮＤＦ 17.0 ± 2.3 34.9 ± 7.5 18.7 ± 2.3 19.2 ± 7.4
ＴＤＮ 20.4 ± 2.5 32.3 ± 6.8 20.1 ± 2.4 18.9 ± 7.5
畜産研究所酪農研究部（未発表）  

 

５ 畜産研研究所酪農研究部での飼料分析の活用 

     黒毛和種繁殖経営を持続的に行うためには、１年１産を目標として適切に繁殖管理を実施する必要が

ある。そのためには飼料分析値に基づき飼料設計することが必要である。岐阜県畜産研究所では一般成

分とβカロテンを対象とした飼料分析を実施しており、活用することをお勧めする（表３）。 
 
       表３  岐阜県畜産研究所における飼料分析の概要 表３．畜産研究所における飼料分析の概要

分析項目

成分分析
　一般成分（水分、粗脂肪、粗蛋白質、粗繊維、ＮＦＥ、粗灰分）
　ＡＤＦ、ＮＤＦ（総繊維）
　ミネラル（Ｃａ、Ｐ、Ｋ、Ｍｇ）
　硝酸態窒素

β－カロテン

分析手数料
成分分析：１３００円
β－カロテン：１３００円

分析日数 畜産研究所酪農研究部飼料受付日から１週間
 

 

６ まとめ 

     飼料用イネＷＣＳを活用した黒毛和種繁殖経営では、①飼料用イネ品種の特徴を理解する、②ＷＣＳ

用イネの糊熟期～黄熟期に収穫・調製する、③必要に応じて乳酸菌資材を添加してサイレージ調製する、

④黒毛和種繁殖牛への飼料イネＷＣＳ給与時には飼料分析値に基づき飼料設計することが必要である。 
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