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  今 月 の 農 政 情 報   

より良い農場づくりを目指すＧＡＰの取組み推進について 

１ ＧＡＰとは 

（１）ＧＡＰの定義と意義 

 ＧＡＰとは「Good（良い）Agricultural（農業の）Practice（実践）」の略で、農業において食品安全、環

境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組みのことをいう。 

 ＧＡＰの取り組みは特別なことではなく、取組む内容の多くはすでに生産者の皆さんが実践していること

である。しかし、近年、食品事故の発生を契機とした消費者の「食の安全・安心」への意識や地球温暖化等

による国内外の環境保全への世論、農作業事故の多発による労働安全への意識等が高まっており、食中毒や

農薬汚染、従業員の死傷など、万が一事故が発生した場合の迅速かつ的確な対応はもとより、危害発生を未

然に防ぐためにも生産工程を「見える化」し客観的に確認できるようにしておくことが必要である。 

 ＧＡＰの取組みでは、より良い農場を目指すために、生産者自らが生産工程全体を通して、食品安全をは

じめ環境保全等の観点から危害発生防止のための点検を行い、適正な農業生産のやり方をルール化し、これ

に沿って農作業を行い、実践したことを検証し、問題があれば更に改善を行うＰＤＣＡ（Plan〔計画〕－Do

〔実践〕－Check〔点検・評価〕－Action〔見直し・改善〕）サイクルの手法を用いる。この手法を実践する

ためにはルールや実践したこと等を詳細に記録し「見える化」することが不可欠である。 

 ＧＡＰは必ずしも特別な付加価値が期待できるものではないが、不測の事態を起こさない生産管理体制を

構築することによって持続可能な農業経営を実現し、農業者への信頼を高めることにつながるものである。 

 農林水産省では、ＧＡＰを推進するにあたり新たな用語の定義をしている。「ＧＡＰをする」は、農業者が

ＧＡＰ（活動又は取組）を自ら実施すること。「ＧＡＰ認証をとる」は、ＧＡＰ認証を受けることであり、こ

れによってＧＡＰを実施していることが客観的に証明される。と説明している。 

 「ＧＡＰをする」ことは、より良い農場を目指して生産者が当然行うべきことともいえるが、「ＧＡＰ認証

をとる」ことは取引先からの要請に応えて経営判断によって行うものである。 

 ＧＡＰの取組みには、食品の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保の主要な３つの観点がある。食品

の安全性向上のためには異物混入の防止、農薬の適正使用・保管、使用する水の安全性の確認等の取組みが

必要であり、環境の保全については適切な施肥、土壌浸食の防止、廃棄物の適正処理等の取組み、労働安全

の確保については機械・設備の点検・整備、薬品・燃料等の適切な保管、安全作業のための保護具の着用等

の取組みが求められる。また、GLOBALG.A.P.や AsiaGAP では、さらに人権保護や農場経営管理、商品回

収テストの実施等が求められる。 

（２）ＧＡＰを実践する効果 

 適切な生産工程管理を行うことにより、農業経営にとって様々な効果が期待される。ＧＡＰの実践目的の

一つに食品安全や農作業安全等に関するリスクの低減がある。リスクとは「危害の発生する確率」と「その

危害の程度」の組合せと定義される。農業生産工程に潜むリスクを評価し、その対策を講じることにより事

故を未然に防ぐ効果がある。 

 ＧＡＰでは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ（＝ルールの徹底）」のいわゆる「５Ｓ」を求めている。

農場で「５Ｓ」を実践することにより、作業の効率化や資材調達の適正化、労働安全の確保、品質の向上な

どの効果が現れる。 

 また、ＧＡＰを実践するためには、企業的なマネジメント手法を取り入れる必要があり、農場主は生産者

から経営者へと意識改革が促されることにつながる。さらに、経営組織内でのコミュニケーションを積極的

に図り、計画・点検・改善に従業員が参画し、農場の方針や問題点を共有する過程において、従業員の責任

感や自主性が向上する。このほか、栽培技術の改善や情報管理の高度化などの効果も期待される。 

 そして、一定期間ＧＡＰに取り組み、認証を取得することによって、小売・流通業等からの信頼を得て販

路が拡大するなど販売環境の改善につながる。 

（３）ＧＡＰの導入手順について 

 ＧＡＰの実践効果を発揮するためには、取り組みの目的、必要性についてしっかり理解、合意しておくこ
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とが大切である。単にチェックリストにチェックすることが目的となってしまってはＧＡＰの取組みとして

は不十分である。産地単位で取組む場合は、個々の生産者が納得して取組むことができるよう十分協議を行

うことが必要である。 

 現在、ＧＡＰには、GLOBALG.A.P.や AsiaGAP といった第三者認証ＧＡＰ、小売業者が取引上の差別化

目的で策定したＧＡＰなどの第二者認証ＧＡＰ、農林水産省の「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に

関するガイドライン」に準拠して策定された都道府県ＧＡＰなどがある。農業者の取組み目的、産地の状況

等に応じて取組むＧＡＰを選択する。 

 ＧＡＰを実践する手順は、①農場の現状把握とリスク分析、②リスク分析に基づく農場ルールの作成、③

環境整備とルールの周知徹底、④生産活動の実践と改善、である。 

  ①  まず、取組むＧＡＰの基準書を入手し、基準書が定める事項に沿って農場の現状把握を行い、どのよ

うなリスクが農場に潜むか分析する。リスク分析は、生産物、環境、作業者にどのようなものが危害を

与える可能性があるのかを検討する作業で、農場内の観察や農作業の手順を詳細に点検することによっ

て、リスクを明らかにしていく。 

  ②  リスクを明らかにした後は、リスクを抱えた状態を放置して危害発生を招くことがないように対策を

検討する。リスクを完全に無くすことは不可能な場合が多いが、よりリスクの低い実行可能な方法を決

定する。対策を決定したら農場のルールを策定する。ルールは基準書の管理点・適合基準を満たすため

に必要な事柄を個々の農場の状況等を踏まえて自ら策定するものであり、一つに決められるものではな

い。また、リスク対策や資材の使用実績等を記帳するための記帳台帳も作成しておく。 

  ③  リスク分析を基に、機械・資材保管や作業場所を見直し再構築するため、農場内の整理整頓や施設の

改修、備品の整備を行う。また、農場のルールを農場の従業員や来訪者へ周知徹底するための従業員教

育やルールの掲示を行う。 

  ④  農場ルールに従い、営農活動を実施し、実施したことを台帳に記帳しておく。また、定期的にルール

に即して営農活動が実施されているか、農場の状況や記帳内容、従業員の作業状況等を点検する。点検

の結果、実施されていない項目があれば改善を行う。また、実施されている項目であっても、より有効

な方法がないか検討を随時行う。 

この一連の取組みを繰り返すことによって、「良い農場」に近づけていくことができる。 

 

２ 岐阜県の農産物生産におけるＧＡＰの推進 

（１）ＧＡＰを巡る動き 

 ○ 食品製造・小売事業者 

  国内では食品事業者や小売事業者が生産者にＧＡＰ認証の取得を求める動きが出てきている。一例と 

して、大手飲料メーカーの日本コカ・コーラは既に茶の原料調達にＧＡＰ認証の取得を条件とし、2020 

年までに果実・野菜類の調達についても認証を得た農場からの調達を目指している。また、大手量販店 

のイオンは 2020 年までにプライベートブランド農産物は、国際承認を受けたＧＡＰ認証の取得 100％ 

を目指している。今後は、このような動きが拡大、加速化することも想定される。 

 ○ 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

  東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、平成 29 年 3 月に競技大会における「持 

続可能性に配慮した調達コード」を決定した。このうち、農産物の調達基準には、GLOBALG.A.P.や JGAP  

Advance（平成 29 年 8 月以降は Asia GAP）等の認証を取得するか、農林水産省ガイドラインに準拠し 

たＧＡＰに基づき生産され都道府県等公的機関による第三者の確認を受けることが定められている。 

 ○ 国（農林水産省） 

  農林水産省は、日本の農産物・食品が取引先や消費者に根拠をもって信頼される状況をつくり、国際 

市場における日本の競争力を強化するために、東京オリンピック・パラリンピック競技大会への対応を 

契機として、農業者の適正な生産工程管理についての意識をさらに高め、ＧＡＰの取組みを波及させる 

としている。 

 現在から東京大会までを第Ⅰ期、東京大会後 2030 年までを第Ⅱ期としてそれぞれ目標を立て、特に 

第Ⅰ期を集中取組期間として施策を打ち出している。 
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 第Ⅰ期には、「生産現場が変わる」を目標とし、都道府県等のＧＡＰは、オリパラ調達基準を満たす農 

林水産省ガイドライン準拠に統一し、平成 30 年度中に全国で 1,000 人以上の指導員を育成確保すると 

している。また、東京大会に必要な食材を余裕を持って十分に供給できるＧＡＰ認証取得農産物等の出 

荷量確保を目指している。 

 さらに、農業高校、農業大学校等教育機関におけるＧＡＰ教育の充実・強化を推進している。 

  第Ⅱ期には、「ほぼ全ての国内の産地で国際水準のＧＡＰを実施」することを目標とし、農林水産省ガ 

 イドラインを国際水準レベルに改訂し推進するとしている。 

（２）岐阜県のＧＡＰ推進の取組み 

 ○ 県の取組み 

  県では、農業者のＧＡＰの実践や認証取得の拡大を図るために以下の取組みを行っている。 

  ・生産者等にＧＡＰの意義や導入手法について理解いただくためのセミナーの開催 

・ＧＡＰを高度な水準で指導できる指導員の養成 

  ・認証取得を目指す農業者等への民間コンサルタント（ＧＡＰアドバイザー）の派遣 

  ・ＧＡＰの管理基準に適合するために必要な施設の改修、備品の購入に対する補助 

  ・農林水産省ガイドラインに準拠する岐阜県ＧＡＰの策定、及び農業者が岐阜県ＧＡＰに沿って生産 

工程管理を実践していることを県が確認するための制度の創設 

  特に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けては、大会での県産農畜水産物の利用を図 

るために、平成２９年５月に岐阜県「東京オリ・パラ」県産農畜水産物利用促進協議会を設立し、関係 

団体が協力してＧＡＰ等の認証取得と首都圏での農畜水産物のＰＲ活動を行っている。 

また、農業大学校、農業高校においては優れた農業人材を育成するため以下の取組みを行っている。 

・国際水準ＧＡＰを扱う科目の設定又はカリキュラムの見直し 

  ・指導職員の資質向上 

  ・ＧＡＰ認証の取得に向けた農場改善の実施（一部の農業高校） 

 ○ 岐阜県ＧＡＰ確認制度について 
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 県では、「ＧＡＰをする」の拡大・定着を図るとともに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会へ

の農産物供給の道を拓くため、岐阜県ＧＡＰ確認制度を創設し、平成２９年１１月１日から運用を開始した。 

 岐阜県ＧＡＰ管理項目と適合基準、申請手続き等については県ホームページに掲載している。 

 （http://cms.portal.rentai.gifu/sangyo/nogyo/gifu-clean/11423/index_12272.html） 

 確認制度の流れは以下の図のとおりである。 
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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、秋雨前線と台風第 21号及び第 22号の

影響により曇りや雨となった日が多く、大雨や強風と

なったところがあった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに平年並で、降水量は、

岐阜、高山ともにかなり多く、日照時間は、岐阜で少

なく、高山ではかなり少なかった。 

 11月上旬は、高気圧に覆われ晴れが多かった。 

 平均気温は、岐阜、高山とも平年並で、降水量は、

岐阜はかなり少なく、高山では少なくなり、日照時間

は、岐阜では多く、高山ではかなり多かった。 

 11月中旬は、低気圧と高気圧が交互に通過した。低

気圧の通過後は冬型の気圧配置となり、曇りで雨や雪

となる日が多かった。 

 平均気温は、岐阜、高山とも低く、降水量は、岐阜、

高山とも平年並で、日照時間は、岐阜ではかなり少な

く、高山では少なかった。 

  

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 １１月２５日～１２月２４日までの天候見通し   

名古屋地方気象台１１月２３日発表 

  

 平年に比べ晴れの日が少なく、山間部では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が多い。 

 向こう１か月の降水量は、平年並または多い確率とも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。 

 週別の気温は、１週目は、南からの暖かい空気に覆われ高い確率５０％で、２週目は、寒気が南下するた

め低い確率５０％である。 

 週別の天候は、１週目は天気が数日の周期で変わり、期間の終わりは気圧の谷や前線の影響で雨が降り、

山間部では、期間の前半は気圧の谷や寒気の影響で雨や雪の降る日が多い見込みである。２週目は、冬型の

気圧配置が現れやすく、強まる時期もある見込みで、平野部では平年と同様に晴れる日が多いが、山間部は

平年に比べ曇りや雪または雨の日が多い。３～４週目は、平年と同様に冬型の気圧配置が現れやすく、平野

部では晴れる日が多く、山間部では曇りや雪または雨の日が多い見込みである。 

2017 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 野  菜（平坦地）  ～雪害対策～ 

野菜の被害は積雪荷重による直接害に加え、二次的には低温害、光線不足による生育不良、融雪による湿

害等も発生する。 

表１ 積雪の深さ別透光線量 

雪の深さ 透過する光の量 

表面 １ 

10cmまで 1/40 

10～20cm 1/90 ～ 1/3 

20～30cm 1/400 ～ 1/40 

30～40cm 1/4000 ～ 1/150 

40～50cm 1/60000 ～ 1/2000 

 

(1) 事前対策 

   ○1  大雪が予想される場合は、トンネル支柱の間隔を狭くする。また、被覆するビニールの両端をしっか

りと固定する。 

   ○2  露地栽培で雪により出荷ができないと予想される場合は、早めにトンネル被覆をし、計画出荷に努め

る。 

 

(2) 事後対策 

① 圧雪でトンネル支柱が下がったり、被覆資材がゆるんだりするので、降雪後早めに手直しする。 

   ② トンネル栽培では、降雪後、強い日射しにより葉やけを起こす場合があるので注意する。 

   ③ 露地栽培では圧雪で生育が一時的に停滞するので、降雪後、トンネルやべたがけ資材により生育を促

す。 

   ④ 全壊したハウス等で、野菜の被害が少なく回復の見込みのあるものは、低温障害を受けないようトン

ネルやべたがけ資材等で野菜を保温し、施設を早急に再建する。 

   ⑤ いちごは 5℃以下になると生育が停滞し、奇形果も発生する。被害の状況に応じて、摘花（果）等に

よる花（果）房、茎葉の整理を行うとともに葉面散布剤等により早急に株の回復を図る。 

   ⑥ だいこんでは 2～5℃の低温に 15～20 日遭遇すると抽だいが発生するが、生育初期（本葉 2 枚程度ま

で）は日中の高温（30～35℃）により夜間の低温感応が打ち消されるので、日中の高温管理に努める。 

   ⑦ 回復見込みのないものは早めに株を整理し、再播種できるものは再播種する。 

   ⑧ 露地野菜等では長期の積雪は光線不足、折損等の原因となるので、出来る限り融雪促進に努める。 

 

 

 

２ 果  樹  ～雪害対策～ 

＜生育状況＞ 

県内の主要果樹の収穫も残すところカキ、リンゴとなっている。カキは夏以降降雨が多かった影響で大玉

傾向となり、着色は概ね平年並みであるが、台風 21、22号の暴風と降雨により品質に影響が出ており、軟果

や傷果などが多発している。（表１、図１） 

飛騨地域のリンゴも、現在「ふじ」の収穫となっているが、平年より収穫期は遅れ、中山間農業研究所で

は収穫始めは平年より５日遅くなった。果実の大きさは平年より小さい傾向ですすんでいる。（表２、図２）。

こちらも台風の影響により落果や倒伏が確認された。 
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＜果樹の気象災害＞ 

(1) 雪害の状況 

     最近では 3年前に、飛騨地域では大雪により果樹で約 1億 7千万円の被害が発生し、果樹生産者はか

表１ カキの生育相（農業技術センター、11/27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 2017 3/15 4/13 5/19 5/20 5/23 10/4 10/10 10/16 283 17.7

2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18 9/27 10/4 10/11 293 17.3
平年 3/15 4/6 5/17 5/19 5/21 10/2 10/4 10/9 242 16.3

太秋 2017 3/18 4/13 5/19 5/20 5/23 10/18 384 16.0
2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19 10/17 10/28 11/9 399 17.2
平年 3/20 4/10 5/17 5/19 5/22 10/15 10/24 11/1 340 17.2

富有 2017 3/21 4/14 5/21 5/22 5/24 11/6 293 16.3
2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20 11/14 11/28 12/5 276 16.3
平年 3/20 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/18 11/29 273 17.0

※　平年はH19～H28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、11/27現在） 

表２ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、11/24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 2017 4/7 4/21 5/7 5/11 5/16 9/8 9/25 282 13.2

2016 3/31 4/10 4/26 4/30 5/6 9/3 9/16 263 12.9
平年 4/4 4/18 5/3 5/6 5/12 9/4 9/20 347 13.6

ふじ 2017 4/8 4/21 5/7 5/11 5/16 11/16
2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6 11/10 11/30 317 15.0
平年 4/4 4/17 5/3 5/6 5/12 11/11 11/30 368 15.8

※　平年はH19～H28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、11/24現在） 
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なりの痛手を負った経緯があるが、昨年、一昨年は雪が少ない年となった。今年は、11 月 24 日に出さ

れた気象庁の 3ヶ月予報では、平野部では平年同様に晴れの日が多く、山間部では平年同様に曇りや雪

の日が多いと予想されている。山間部では、気候の変化も起こりやすく、3 年前の二の舞を踏まないよ

うに、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 雪害対策 

   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。 

 

 

 

３ 茶  ～雪害対策～ 

(1) 雪害の状況 

   ○ 被害発生の条件と様相 

       多雪地帯の発生状況は、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

図１ モモの雪害 図２ リンゴの雪害 
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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

接的被害を表す。 

       一般的には、積雪量が多いほど、また雪質が湿っている場合ほど被害が大きい。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) 雪害対策 

   ① 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。 

   ② 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、病害虫防除を徹

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。 

写真３ 雪解け後の株割れ状態 写真４ 融雪後の赤焼けの症状 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

県内のトマト土壌病害（青枯病等）対策の取り組み 

～2017．7.24 土づくり推進フォーラム講演会（東京）より～ 

 

１ はじめに 

県内トマト産地では、連作や近年の温暖化傾向もあり、地域

や作型を問わず、青枯病の被害が発生している。青枯病は土壌

の深層に存在する場合も多いため、防除が難しいだけでなく、

管理作業による病害伝染性により被害が甚大となる場合も多い

（図１）。 

現在、各産地では複数の技術を組み合わせ、対策を行ってい

る。近年の岐阜県の取り組みについて紹介する。 

 

 

 

２ 選択培地を用いた青枯病診断 

青枯病は現地圃場では、外観（急性萎ちょう症状）、株を切

断し水に浸漬後の白濁液（菌泥）等から簡易的に判断するが、

判断が難しい場合もある。別の土壌病害であった場合、その後

の対策が異なってくる。現地では、普及指導員や JA営農指導員

による選択培地（作成：岐阜県農業技術センター環境部）での

診断も行っている（図２）。実際、現地では実際に青枯病でな

いと判断した症状が青枯病であったり、またその逆であったり

する。また、同一ほ場においても、診断時期で病害が変遷した

り、複数の土壌病害が同時に診断されるケースも多い。 

 

 

 

３ 糖蜜による土壌還元消毒 

太陽熱消毒、フスマや米ぬかを用いた土壌還元消毒、ダゾメット剤による薬剤消毒では作土層より深い層

の青枯病菌の殺菌は難しい。深さ 50cm程度まで還元効果が期待できる糖蜜を用いた土壌還元消毒法が一定の

成果がでている（表１）。また、平成 22年度の東海農政局調査では、青枯病菌の土壌深層での生存及び糖蜜

による殺菌効果が判明している（表２、図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌深度 消毒前 消毒後 

５ｃｍ ０ ０ 

15ｃｍ ０ ０ 

35ｃｍ ０ ０ 

50ｃｍ 14,000 ０ 

70ｃｍ ０ ０ 

土壌還元消毒の種類 被害株率 

糖蜜 0.0％ 

フスマ 0.6％ 

図１ 青枯病激発圃場（H21西濃農林事務所） 

図２ 選択培地（県農業技術センター） 

※ 右上：ＮＡ（一般細菌）培地 

   左上：かいよう病菌選択培地 

   下：青枯病菌選択培地 

表１ 土壌還元消毒の違いによる青枯病被害率 

（H21海津市（A氏）、西濃農林事務所） 

表２ 糖蜜による土壌還元消毒の青枯病菌密度 

（単位:個/土壌 1g 、H22輪之内町（東海農政局）） 
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  (1) 実施方法 

新潟農試の方法を基準に、各産地・生産者ごとに被害面積や施設設備の状況等により、応用し実施

している。 

耕うん後、10a当たり 40～50缶（１缶 18Ｌ）の糖蜜を水で３倍程度に希釈し、潅水チューブや動力

噴霧器で散布する。その後、湛水状態になるまで潅水を行い、地表面を透明ビニールで被覆し、ハウ

スを密閉する。夏秋トマトでの事例は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 1 波板で圃場外に糖蜜が漏れるのを防ぐ 手順 2 糖蜜を水で希釈しながらタンクに注入 

手順 3 糖蜜を散布（写真は頭上潅水） 手順 4 湛水状態になるまで追加潅水 

7/7水で希釈した糖蜜を施用 

図３ 土壌還元消毒実施時の土中温度（℃）（H22輪之内町（C氏）、東海農政局） 

有機物（糖蜜）を使用しており、深さ 50㎝で 7/20に 30℃に達しており、 

30℃以上が 20日間確保できた（東海農政局）。 



 

- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

実施４～５日後に、ドブ臭のにおいがすれば、還元が順調な証拠である。農林事務所において、還元

状況（ジピリジル反応）を確認する場合もある。 

冬春トマト（平坦地）では夏（７月中旬）処理で２～３週間後、夏秋トマト（高冷地）では春（４月

中旬）処理で約１ケ月後に透明ビニールを除去し、耕うん後、土壌を酸化状態にして作業を終了する。 

 

(2) 課題・注意点 

糖蜜の価格は 10a約 10万円と高価であるうえ、希釈や散布

等に時間がかかることが難点である。安価にするため、昨年

度の発生場所のスポット的な散布を行った生産者がみられ

るが、効果が得られていないため、全面処理とする必要があ

る。 

   また、土壌の排水が悪い圃場で実施したところ、雨水が滞

留し土壌が硬くしまり、以後の栽培で湿害発生の事例がある

（図４）。 

土壌の透排水性に課題がある場合は、事前の土壌改良が必

要となる。  

 

 

４ 農薬による土壌消毒＋拮抗微生物資材 

薬剤による土壌消毒では、空気よりも重量が重く、深さ 30cm程度まで防除効果の期待できるクロールピク

リンによる土壌消毒も夏秋トマトでは行われている。薬剤による土壌消毒は無菌状態になりやすく、病原菌

が残った場合や病原菌が侵入した場合はかえって病害が増加する場合もあり、そのため薬剤による土壌消毒

を一度行うと、毎年実施することになりやすい。 

手順 5 地表面をビニール被覆 手順 6 ハウスを密閉する 

手順 7 水口は必ずとめておく 

図４ 圃場サイド（右）が湿害（飛騨市） 

（H25飛騨農林事務所） 

（写真：飛騨市、H24.25飛騨農林事務所） 
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しかし、近年、土壌消毒実施後に拮抗微生物資材を投入し、病原菌の新たな増加を防ぐ取り組みが開始さ

れている。実証ほでは、栽培終了時の土壌中の拮抗微生物菌数／青枯病菌数をメーカーに調査依頼を行って

いるが、データを蓄積し、今後、指標の作成やその活用方法等が課題といえる。 

 

５ 地温低下 

青枯病は高温で発病が激しいため、冬春トマトの抑制栽培（８月定植）では高温対策とかねて、タイベッ

クマルチを用いた地温低下対策が普及している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 品種選定 

  (1) 台木 

平成 21年度に県病害虫防除所が行ったポット試験では、メーカーの各台木の耐病性強弱とおおむね

一致し、またメーカー間でも有意差はない（表３）。しかし、現地実証では上根主体の台木が耐病性

が強い傾向をしめしている。しかしながら、上根主体の台木は草勢が弱く、収量性に影響するため、

被害程度で選択している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 穂木 

冬春トマト（海津地域）では、穂木に耐病性がない

「桃太郎Ｊ」「麗容」の２品種を栽培しているが、青

枯病多発ほ場では「麗容」を選択している。「麗容」

は「桃太郎Ｊ」に比べ、芽かきによる水しぶきが出た

り、誘因作業でもおれやすく、明らかに水分が多いこ

 切断部分別の選択培地上でのコロニー生育数 

 （コロニー生育株数/調査株数） 

 本葉１葉上部 本葉３葉上部 

がんばる根（愛三） 3/5 3/5 

がばるね根ベクト（愛三） 1/5 0/5 

グリーンガード（タキイ） 3/5 2/5 

ベスパ（タキイ） 5/5 4/5 

Ｂバリア（タキイ） 1/5 1/5 

がんばる根フォルテ（愛三） 1/5 1/5 

穂木 被害株率 台木 

桃太郎Ｊ 90％ Ｂバリア 

麗容 20％ Ｂバリア 

図６ タイベックマルチの地温（℃） 

※海津市（Ｄ氏）：９/６高温時、地下３ｃｍ 

（H20 西濃農林事務所） 

図５ タイベックマルチによる地温低下 

（海津市、H20西濃農林事務所） 

 

表３ トマト青枯病台木品種接種試験（H21.5.12 県病害虫防除所） 

表４ 穂木の違いによる青枯病発生率 

（海津市（S氏）、調査：H21.12 西濃農林事務所） 
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とが判明している。また、「麗容」はカルシウム欠乏のチップバーン、尻腐れ果も「桃太郎 J」に比

べ少ないことから、作物体への水分移動に伴うカルシウム吸収促進が青枯病抵抗性に影響していると

考察している。 

 

７ 管理作業での伝染防止 

  (1) ケミクロンＧを用いた資材消毒 

青枯病は、葉かき、芽かき等の管理作業

で伝染するので、使用する手袋やハサミを

消毒する必要があるが、実施には非常に手

間がかかり、作業多忙期にはできないこと

も多い。 

そのため、作業が簡単にできる方法を探

した結果、専用ハサミを発見することがで

きた（図７）。また、カートリッジに入れ

る消毒液は、群馬農試のかいよう病（同細

菌性病害）防除効果（表５）をもとに、ケ

ミクロン G500倍液に変更を行った。結果的

に多くの生産者で、優良な伝染防止効果が

得られ、専用ハサミ、ケミクロンＧの購入

者が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題・注意点として、専用ハサミの刃、バネ、カートリッジ等は壊れやすいが、部品交換で対応す

ることができる。 

また、薬液が作物へ付着しないように注意し、衣服への付着（漂白）、魚毒性、保管性等、取扱い

時の注意事項をよく守って使用する。 

 

  (2) 病害株の圃場外への持ち出し 

青枯病発生株はそのまま引き抜くと、隣接した根を傷つけ、病害をかえって増やすのではないかと、

そのまま放置したり、株元を切断する事例も以前はよくみられたが、抜き取った方が発病株から隣接

株への伝染が少ないことから、土ごと引き抜くようにしている（表６、岡山県データより）。 

 

 

 

 

 

 

 ハサミの消毒 葉に噴射した場合 

 発病株率 薬害 薬害 症状 

７０％エタノール ４０％ 

なし 

なし なし 

イチバン５００倍 １００％ 

あり 
葉の黄化・ 

褐変 
オスバン５００倍 ４０％ 

ケミクロンＧ５００倍 ０％ 

無処理 １００％ － － 

接種日 株除去日 無処理区 切断区 抜取区 

8月 11日 8月 18日 66.7 77.8 ０ 

図７ 細菌性病害伝染予防のハサミ 

    ※ 矢印はカートリッジ（H22西濃農林事務所） 

 

表５ トマトかいよう病に対するハサミの消毒液の防除効果（群馬県） 

表６ 発病株から隣接株への青枯病伝染株率（％）（岡山県） 
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８ 残さの圃場外への持ち出し 

選果場の整備や雇用の増加等、１戸あたりの栽培面積

が増加し、残さを処分する場所の確保や労力の面から、

圃場に鋤きこむ事例がある。西濃地区の冬春トマト（抑

制栽培）で青枯病の発生が過去から全くない生産者が２

名いたが、２名とも今までに残さのすきこみをしたこと

がない生産者であった。残さは青枯病菌のすみかとなり

やすいことから、圃場外への持ち出しを行うこととして

いる（図８）。 

 

 

 

９ 参考：その他の土壌病害対策の取り組み 

(1) かいよう病 

夏秋トマト（飛騨地域）では特定の地域に被害が大きかったり、苗の段階から発病する生産者もみ

られる等、発生要因が不明な点があった。農業技術センターでは、トマトかいよう病の生残性試験（平

成 24～25年）を実施した結果、病原菌の残さでの生残性、資材の屋内生残性を確認した（データ省力）。 

あわせて、飛騨農林事務所が農業技術センターと協力し、かいよう病発生者（17名）の各資材（計

101ケ所）からのかいよう病検出事例を調査した結果、７名、10ケ所から菌が検出されている（表８）。

そのため、先に記述した青枯病での対策に加え、栽培終了時にケミクロン Gを用いた資材消毒を行い、

保管するようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 萎凋病（F3） 

冬春トマト（西濃地域）では、平成 20 年度にトマト萎凋病（F3）が県内で初確認され（図 10）、

以後平成 23年までに同地域の７名の生産者で発生が確認された。台木を萎凋病（F3）抵抗性台木に変

更することで被害はゼロになったが、「土壌中のリン酸過剰が土壌病害（フザリウム）をも助長する

（後藤逸男氏、東京農大）」という岐阜県講演（H22）を参考に、トマト部会の土壌診断結果（可給態

リン酸）の分析を行った。部会平均値もリン酸過剰であったが、病害発生者の平均値は部会平均の約

２倍であった（図 11）。 

この結果をふまえ、購入肥料をリン酸低成分肥料に変更したり、動物性堆肥を粗大有機物（稲わら）

へ変更する取り組みを行った。 

 

地域 農家 採種場所 

高山 
Ａ 道路アグリシート 

Ｂ 台車 

丹生川 

Ｃ チューブ 

Ｄ 

収穫台車 

条播用育苗箱 

育苗用セルトレイ 

古川 Ｅ 育苗用セルトレイ 

神岡 Ｆ 
収穫用コンテナ 

支柱 

上宝 Ｇ 支柱 

図８ 残渣の持ち出し（H20 西濃農林事務所） 

図９ かいよう病（西濃農林事務所） 

表８ かいよう病発生者の各資材からのかいよう病検出事例

（H24.11、農業技術センター・飛騨農林事務所） 
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  (3) 半身萎凋病 

     夏秋トマト（飛騨地域）では半身萎凋病抵抗性台木（V1）でも発病し、年々被害が増加していた。

メーカーが新たな抵抗性台木（V2）を開発するも、確実な効果が出ていなかった。そのため、県農業

技術センター、千葉大学との連携による詳細調査を行い、新たなレースの存在が確認できた。今後は

抵抗性台木の開発を期待している。 

現地では栽培終了時にダゾメット剤を秋（降雪前）処理し、翌年の栽培開始前に微生物資材を投入

する実証成果がでているが、ダゾメット剤ではなく、緑肥（ライ麦）を作付した生産者圃場の被害が

同等に激減した事例があった。飛騨地域では土壌物理性改善を目的にライ麦との輪作体系（図 12）が

普及開始したが、生物性改善についても注目されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 褐色根腐病（コルキールート） 

     夏秋トマト（飛騨地域）では他の土壌病害と異なり、枯死や葉の黄化がみられず、生育終盤で発生

すると思われ、対策が行われていなかった。しかし、平成 24年９月に生育障害（葉がまく、小玉傾向、

穂木から気根が発生する等）の問い合わせが増加し、飛騨農林事務所・JAの栄養診断（葉柄中硝酸イ

オン濃度）から生育中期（８月）から褐色根腐病の影響を受けていることが判明した（図 14）。 

土壌の比較的浅い層に存在することから、フスマを用いた土壌還元消毒やダゾメット剤が有効で、

３年に１回は土壌消毒を行うよう指導している（図 15）。 

図 10 萎凋病（F3） 

（西濃農林事務所） 

図 11 西濃地域冬春トマト産地の土壌病害（萎凋病 F3） 

発生者の土壌可給態リン酸（mg/100g、H23） 

（JAにしみの、西濃農林事務所） 

図 12 半身萎凋病 

（飛騨農林事務所） 

図 13 トマト作付に影響しない農閑（降雪）期の

緑肥（ライ麦）栽培（飛騨農林事務所） 
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10 おわりに 

岐阜県ではトマトの難防除土壌病害である青枯病を中心に各土壌病

害対策を行ってきた。青枯病については、病害診断、糖蜜による土壌

還元消毒、農薬による土壌消毒＋拮抗微生物資材の利用、地温低下対

策、品種の選定、管理作業での伝染防止、残さの圃場外への持ち出し

の総合的対策を検討、実施した。その結果、過去から青枯病の被害で

悩まされた生産者の被害が激減するなど優良事例が出ている。今後も

総合的対策を推進するとともに、関係機関の協力のもと、より低コス

トで出来る対策を実証し、産地に普及する必要がある。 

現在、県農業技術センターではトマト土壌病害（青枯病、かいよ

う病）のより簡単な診断を行うため、選択培地からイムノストリッ

プ（図 16）を用いた診断に変更している。また、同センターでは糖

蜜土壌還元消毒や資材消毒のより効果的で、簡易的に実施する試験について取り組んでいる。 

今後に向けてであるが、緑肥栽培が各土壌病害の抑制に及ぼす影響も検討していく必要がある。また、岐

阜県内にはトマトが栽培開始から数十年間、青枯病が全く発生がみられず、自根栽培を現在も継続中の地域

が存在する。青枯病が発生しにくい土壌の解明が関係機関と取り組むことができればありがたい。 

 

 

 

 

 

 

図 14 土壌消毒実施有無による葉柄中硝酸イオン濃度 

（単位:ppm、H24飛騨農林事務所） 

図 15 褐色根腐病に対する土壌還元消毒 

効果年数（H24飛騨農林事務所） 

図 16 イムノストリップによる診断 

（県農業技術センター） 
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黒毛和種肥育牛の飼料給与設計の基本とカルシウム代謝 
                                       

１  はじめに 

牛が健康を維持し正常な発育をするためには体重と発育に応じた栄養分が必要である。肥育牛が要求する

養分量は日本飼養標準肉用牛 2008年版１）（以下「日本飼養標準」）に記載されているが、日本飼養標準を

利用して飼料計算をしている肥育農家は少ない。しかし最近は子牛価格や飼料価格が高止まっており、牛の

能力を最大限に引き出して枝肉重量が大きく肉質の良い枝肉を出荷しないと肥育農家の利益が出ないことか

ら、自分が利用する飼料と導入した素牛を使って最高の肉質と最大の肉量を達成できる独自の飼料給与プロ

グラムの確立が望まれる。そこで今回は黒毛和種肥育牛の飼料給与設計の基本とカルシウム代謝について解

説する。 

 

２  歩留基準値の高い枝肉をつくる 

 歩留基準値は枝肉からとれる部分肉の割合を示す

数値であり表１の計算式で算出する。枝肉重量が同

じ場合、ロース芯が太く、バラが厚く、皮下脂肪が

薄いほど高い数値となる。消費者や食肉業者は無駄

な脂肪が少ない牛肉を好む傾向が強くなっており枝

肉共進会では歩留基準値の高い枝肉が上位に入賞す

ることが多い。全国和牛能力共進会の枝肉序列決定

で歩留基準値のウエイトが高くなっていることはマ

ーケットの志向を反映しているとも考えられる。歩

留基準値を高くするためにはロース芯やバラの筋肉

が発達する時期に筋肉造成に必要なタンパク質を十

分給与することと、皮下の脂肪細胞が分化するとさ

れる肥育前期のカロリー過剰を避けることが大切である。 

 

３  牛の産肉生理と必要な栄養分 

 山崎敏雄氏の産肉生理理論 2)では、骨は 5.1ヶ月

齢を最大発達時期として 10.7ヶ月齢頃まで、第一胃

は 8ヶ月齢をピークに 12.3ヶ月齢まで、赤肉は 10.3

ヶ月齢をピークに 18 ヶ月齢頃まで発達するとされ

ている（表２）。これに基づけば肥育前期（～12ヶ

月齢頃）は骨格形成と第一胃の容積拡大のためにカ

ルシウム（以下Ｃａ）、粗タンパク（以下ＣＰ）、

乾物量（以下ＤＭ）を充足させる一方で、皮下、筋

間、腸間膜等の脂肪細胞の分化を抑制するため可消

化養分総量（以下ＴＤＮ）の過剰給与は避けるべき

である。肥育中期（13～20ヶ月齢頃）は筋肉の発達

に必要なＣＰとＴＤＮを充足させると同時に、ロー

スの筋肉内脂肪細胞の分化促進のためのビタミンＡコントロールが推奨される。続く肥育後期（21ヶ月齢～）

は脂肪細胞肥大のためＴＤＮを充足させるべきと考えられる。 

 

４  日本飼養標準肉用牛（2008年版） 

 日本飼養標準は牛の体重毎に１日増加体重を設定して要求されるＣＰ、ＴＤＮ、ＤＭ、Ｃａ、リン、ビタ

ミンＡの量を示している。肉用種去勢牛の最大発育時に要求されるＣＰとＣａ量は図１のとおりであり、骨

や筋肉が発達する体重 300kg～400kgの肥育前期に最も多くの量を要求することがわかる。筋肉や内臓組織の

表 1 「歩留基準値」の計算式 

表２ 肉牛の組織・器官の発育期 
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材料となるＣＰの充足率は常に 100％

以上あることが望ましいが、分解タン

パクが多すぎると第一胃内の微生物が

利用できない余剰アンモニアにより下

痢や軟便が発生することがある。また

第一胃壁から血液中に吸収された余剰

アンモニアが肝臓で尿素に合成されて

から尿中に排泄されるので、肝機能障

害や尿道結石等のリスクが高まり牛の

健康にとって望ましくないため避ける

べきである。またバイパスタンパク原

料（加熱大豆粕やビール粕類）を給与

する場合はアンモニア過剰のリスクは

低くなるがリジンやメチオニン等のア

ミノ酸バランスに注意が必要である。 

Ｃａは骨形成や筋肉収縮に使われる。骨が発達する肥育前期に給与量が不足すると体高が低くなるととも

に骨密度が低下することが予想される。肥育中期以降に血中Ｃａが低下すると骨を溶かしてＣａを供給する

が、肥育前期のＣａ不足で骨密度が低い場合は肥育中期～後期に重篤な低Ｃａ症状（骨軟症や起立不能、突

然死、食い止まり、第四胃変位、神経過敏、尿道結石等）が発生するリスクが高まる。肉用種去勢牛の肥育

前期におけるＣａ要求量は約 40ｇ/日なので、子牛育成用飼料（Ｃａ0.8%程度含有）を 5kg/日給与すればＣ

ａ供給量は 40g/日となり必要量を満たすが、肥育前期から肥育牛用飼料（Ｃａ0.3%程度含有）を給与する農

家の場合、肥育牛用飼料を５kg/日給与してもＣａ給与量は 15g/日しかないのでＣａが不足する。一方で肥

育中期以降のＣａ要求量は30g/日程度なのでＣａを 0.3%含む肥育牛用飼料を 10kg/日給与すれば配合飼料で

30g/日のＣａが供給されＣａは充足する。肥育牛はＣａを欠乏させた方が良いという指導者もあるが筆者は

事故防止の観点から肥育前期のＣａ充足率は 100％以上肥育中期以降は 80％以上（できれば 100％）を推奨

する。またＣａ補給は安価な炭酸カルシウムが使われることが多いが「炭酸」が血液をアルカリ化して尿道

結石（ストラバイト）の結晶化を促進したり肉色を濃くする可能性があるので、炭酸カルシウムは飼料乾物

中１%（Ｃａとして 0.4%）程度を上限とする。リンはＣａとともに骨の原料となるが、そうこう類に多く含

まれるので肥育用配合飼料では不足することはほとんどない。 

 ＴＤＮはエネルギー量である。肥育前期のＴＤＮ過剰は皮下や筋間の脂肪細胞の分化を促進するので避け

るべきであるが、肥育中期以降は筋肉内脂肪細胞の分化・発達を促進するため要求量を満たすことが望まれ

る。 

 ＤＭは飼料が第一胃内で占める容積であり充足率 100～110％が満腹状態である。120％以上では飼料を残

し 90％以下では空腹感がある。肥育前期に配合飼料を制限して十分なボリュームの粗飼料を食べさせること

で第一胃容積が拡大し肥育中期以降の乾物摂取量が多くなる可能性があると考えられる。 

ビタミンＡについては、岡らの報告 3)に基づき肥育前期 20000IU/日、肥育中期 3000～5000IU/日、肥育後

期 5000～8000IU/日程度を指導の基準としている。 

 

５  カルシウム代謝とホルモン支配 

 牛の体内には約 10kg のＣａが存在し、その約 99％が骨や歯に、約１％が血液や細胞内に分布している。

動物が吸収するＣａはすべて飼料由来で小腸粘膜から血液中へ吸収される。血液中のＣａ濃度は常に 9～

11mg/dl に保たれ、筋肉の収縮、神経伝達、血液凝固、細胞分裂等に使われた後、余剰分が骨のＣａ沈着に

利用される。 

血液中のＣａ濃度は甲状腺から分泌されるカルシトニンと副甲状腺から分泌されるＰＴＨ（パラソルモン、

上皮小体ホルモンともいう）によって一定に保たれている（図２）。血液中のＣａ濃度が高まると甲状腺か

らカルシトニンが分泌され小腸からのＣａ吸収と骨からのＣａ溶出を抑制し骨へのＣａ沈着を促進する。ま

た腎尿細管でのＣａ再吸収を抑制し尿へのＣａ排泄を促進する。一方血液中のＣａ濃度が低くなると副甲状

図 1 肉用種去勢牛最大発育時の粗タンパク、カルシウム要求量 
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腺からＰＴＨが分泌され、小腸からのＣａ吸収を促

進し、破骨細胞に働いて骨からのＣａ溶出を促進す

るとともに腎臓に働き尿へのＣａ排泄量を減らしリ

ン排泄量を増やす。なお、小腸からのＣａ吸収には

活性型ビタミンＤの存在が必要である。 

 肥育中期に血液中Ｃａ濃度が下がるとＰＴＨが分

泌され飼料からのＣａ吸収が促進されるが、飼料中

のＣａ含有量が少ない場合やビタミンＤ欠乏の場合

はＣａ吸収量が不足するため破骨細胞が働いて骨か

らのＣａ溶出を促進する。肥育前期のＣａ給与不足

により骨密度が低い牛ではこの時骨軟症が発生する。

また何らかの原因で血液中Ｃａ濃度が低下すると食

い止まり、起立不能、第四胃変位、神経過敏、急死、

尿からのリン排泄量増加による尿道結石等の多様な

障害が起こる（図３）。18～20ヶ月齢でこのような

症状が出ることが多いので筆者はビタミンＡ欠乏が

破骨細胞の働きに影響する可能性を疑っている。ま

た尿道結石の予防に用いられる塩化アンモニウムや

バイオクロール等の陰イオン製剤は強力なＰＴＨ活

性化作用を持つので、飼料中のＣａ含量が少ない場

合は骨軟症等の危険が高まることに注意が必要であ

る。肥育中期～肥育後期の死廃事故が多い農家は肥

育前期のＣａ充足率を確認することが望ましい。次

に肥育期別の栄養充足率のめやすを示す。 

 

６  肥育前期の飼料給与 

肥育開始から 12～13か月齢までの「肥育前期」は骨格（フレーム）形成と第一胃の容積拡大を優先するた

めに骨の発達に必要なＣａ、ＣＰとビタミン類を充足させる。この時期には第一胃の容積拡大のために良質

粗飼料多給を行う農家が多いが、稲ワラ・麦ワラ類はもちろん、輸入チモシーやスーダン乾草でも第一胃内

の微生物増殖に必要な分解タンパクが不足するので粗飼料だけ給与しても食下量はそれほど増加しない。ル

ーサン（ヘイキューブ）、大豆粕、ふすまや子牛育成用配合飼料等、第一胃でアンモニアを生成する分解タ

ンパク源を供給すると粗飼料の食下量が増加する。第一胃内でアンモニアと炭水化物（糖・デンプン）を食

べて増殖した微生物が粗飼料を分解して揮発性脂肪酸（酢酸等）を産生し牛を発育させるというルミノロジ

ーの基本を頭におき、十分なタンパク給与を心掛けたい。 

 

７  肥育中期の飼料給与 

肥育中期の 13～21か月齢はロース芯、カブリ（僧帽筋）等の筋肉の発達のためにＣＰを充足させるととも

に、筋肉内脂肪細胞の分化促進を目的として十分量のＴＤＮ給与とビタミンＡコントロールが推奨される。

高栄養のチモシーやスーダンが稲ワラに切り替わるとともに配合飼料摂取量が増加途中の 13～15 ヶ月齢は

特に栄養分が不足しやすいので、大豆粕や加熱大豆粕等を給与してＣＰ、ＴＤＮを充足させることが筋肉造

成や肉質向上に有効であると考えられる。 

 

８  肥育後期（仕上期）の飼料給与 

22か月齢～出荷までの肥育後期は、体重と交雑脂肪を増加させるためＴＤＮを充足させる一方で肉色改善

のためＣＰや炭酸カルシウムの過剰給与は避ける。脂肪質改善のために圧ぺん大麦やメイズを給与する場合

もある。ビタミンＡやＣａ、微量元素等の欠乏は食欲低下をきたすので注意が必要である。 

 

図２ カルシウム代謝とホルモン 

図３ 低カルシウム血症の症状 
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９  飼料設計上の注意点 

牛の最高のタンパク源である第一胃微生物は第一胃内のアンモニアと炭水化物を食べて増殖するが、二者

の分解速度を合わせて微生物タンパクの合成量を最大にすることが重要である。アンモニアへの分解が早い

そうこう類と分解の遅い炭水化物の組み合わせは余剰アンモニアが増加し尿道結石の危険が増す。反対に分

解が遅いアンモニア源である加熱大豆粕類と分解の早い圧ぺん大麦等の組み合わせでは炭水化物が余りルー

メンアシドーシスの原因となる。単味飼料を利用する時はＣＰとＴＤＮの比率だけでなく第一胃内の分解速

度を勘案して飼料給与プログラムを設計する。 

もう一つの注意点として単味飼料や微量元素が添加されていない配合飼料を給与している場合はコバルト、

亜鉛、銅、マンガンなどの微量元素を充足させる必要がある。特にビタミンＢ12の原料となるコバルトの欠

乏は「食わず病、食いやみ病」になるので注意したい。またカリウム含量の高い飼料を給与する場合は血中

マグネシウムが欠乏し食欲不振等Ｃａ欠乏と同様の症状を示す可能性がある。 

 

10  まとめ 

 岐阜県農業共済組合連合会の統計によると平成

27 年度の飛騨地域の肥育用成牛の死廃率は 2.35％

で全国平均（2％）に比較して高くなっていたが、診

療獣医師からＣａ不足の可能性の指摘があり平成

28 年１月から複数の肥育農家に対してカルシウム

と微量元素等を充足させる指導を行ったところ平成

28年度の死廃事故率は 1.99％に低下した。過去４年

間の死廃率から試算すると県内で死亡する肥育牛が

55 頭減少したことが予想され指導の経済効果は

6,000 万円以上になる（図４）。飼槽に給与される

飼料以外は食べることができない肥育牛にとって畜

主は母親であり管理栄養士である。栄養の過不足の

ない食事を給与することが事故防止と肉質向上につ

ながることを再認識して健全な肉用牛経営を確立してほしい。 
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図４ 飼料給与指導の経済効果試算 
肥育用成牛の死廃率推移 
（岐阜県農業共済組合連合会調べ） 


