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  今 月 の 農 政 情 報   

 

改正農業災害補償法が成立 

～農業共済と収入保険で安全網を充実～ 
 

１ はじめに   

    改正農業災害補償法は平成 29年 6月 16日、参議院会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。 

現行の農業災害補償制度は、①自然災害による収量減少が対象であり、価格低下は対象外、②対象品

目が限定的で、農業経営全体をカバーしていない等の課題があった。 

    そのため、農業の成長産業化を図るため、自由な経営判断に基づき経営の発展に取り組む農業経営者

のセーフティネットとして、個々の農業者ごとに農業収入全体を見て総合的に対応し得る新たな保険制

度を創設するものである。 

改正法は、農業共済と収入保険を行う「農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資する

こと」を目的とし、法律名を「農業保険法」に改められた。なお、平成 30 年４月１日の施行で、31 年

産からの収入保険制度の導入に向け、今後は農林水産省から政省令が発出される予定である。 

 

２ 収入保険制度の概要 

  (1) 対象者等 

     ・ 青色申告(※)を行い、経営管理を適切に行っている農業者（個人・法人）を対象。 

     ・ 青色申告を５年間継続している農業者を基本とするが、青色申告（簡易な方式を含む。）の実績が

加入申請時に１年以上あれば加入は可能（補償限度額は申告実績が５年になるまで徐々に引き上げ）。 

     ・ 加入するかどうかは農業者の選択（任意加入）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 対象となる収入 

    ・ 自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となる（農業所得ではない）。 

・ 加工品は原則として販売収入に含めない。ただし、精米やもち、荒茶、梅干し、干し柿、乾しシイ

タケなど所得税法上の農業所得として申告しているものは含める。このため、精米などの加工品であ

っても、農業者が自ら生産した農産物を加工して、販売している場合は、その収入に含める。 

・ 事業消費及び在庫は販売収入(※)に含める。 

・ 補助金は販売収入に含めない。ただし、販売収入と一体的に取り扱われている「畑作物の直接支払

交付金等の数量払」は含める。 
  

(※) 農産物の販売収入の算定方法 

 

＝        ＋               ＋                  － 

 

 

(※) 青色申告には、「正規の簿記」及び「簡易な方式」がある。 

・ 「正規の簿記」は、仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表などを作成。 

・ 「簡易な方式」は、正規の簿記まで求めないが、白色申告では求められていない現金出納帳、売掛帳、

買掛帳、固定資産台帳を日々の取引を残高まで記帳。 

・ 税制上、青色申告特別控除があり、「正規の簿記」は 65万円、「簡易な方式」は 10万円を所得から

控除が可能。また、損失額を翌年以降３年間（法人は９年間）にわたって繰り越して、各年度から控除

が可能。また、繰越しに代えて、損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可

能。 

 

農産物の販売 

販売収入 

 

農産物の 

販売金額 

 

期末棚卸高 

金額 

 

期首棚卸高 

金額 

 

事業消費 

金額 
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図１ 収入保険制度の補填方式（引用：農林水産省ＨＰ） 

【補償水準（上限９割）の設定理由】 

・収入保険は、農業者ごとの収入に着目し

て制度設計されており、基準収入を少しで

も下回れば補てんされる仕組みにすると、

毎回の補てんが膨れ上がり、事務コストや

保険料が高くなるなどの問題が生じてしま

うために設定している。 

 

【支払率（上限９割）の設定理由】 

・自然災害以外の収入減少も補てん対象と

なるため、補償限度額を下回ることが明ら

かになった時点で経営努力を怠るといった

ことを防ぐために設定している。 

(3) 収入の把握方法 

   ・ 農業者が自己申告により、農産物の販売金額等を記載した加入申請書等とともに、青色申告書等の

税務関係書類を実施主体(※)に提出し、実施主体が提出書類の内容のチェックを行う。 

(※) 実施主体は(7)参照 

 

(4) 対象要因等 

   ① 対象要因 

     ・ 自然災害に加え、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償の対象とする。 

ただし、捨て作りや意図的な安売り等は対象外となる。 

     ② 保険金の不正受給防止策 

・ 農業者は、災害等の事故発生時に実施主体に通知等を行うとともに、実施主体は、必要に応じて

現地調査等を実施する。不正があった場合は、保険金を支払わないほか、重大な不正があった場合

は、翌年以降の加入を禁止する。 

 

(5) 補償内容 

  ① 基準収入 

    ・ 農業者ごとの過去５年間の平均収入を基本に設定し、当年の営農計画も考慮して設定する。 

    ・ 当年の経営面積を拡大する場合及び過去の収入に上昇傾向がある場合等は、基準収入を上方修正

する。 

    ・ 当年の収入が過去５年間の平均収入（５中５）より低くなると見込まれる場合は、下方修正する。 

 ② 補償限度額及び支払率 

    ・ 当年の収入が基準収入の９割水準（５年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額）を下回っ

た場合に、下回った額の９割(支払率)の補填金を支払う。  

    ・ 補償限度額及び支払率は複数の選択肢を設定する。     

 ③ 補填方式 

    ・ 「掛け捨ての保険方式」と「掛け捨てとならない積立方式」の組合せで補てんし、積立方式は選

択を可能とする。 

  ④ 保険料・積立金 

    ・ 保険料、積立金は、全経営体共通で設定する。 

    ・ 保険料率は危険段階別に設定する（保険料の受領が少ない者の保険料率は段階的に引き下げ）。 

    ・ 保険料の 50％、積立金は 75%を国庫補助される。 

・ 税務上、保険料は必要経費又は損金に算入され、保険金又は特約補填金は保険期間の総収入金額

に算入される。 
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(6) 加入・支払時期 

  ① 収入算定期間 

    ・ 個人は１月～12月、法人は事業年度の 1年間とする。 

  ② 加入申請 

    ・ 原則として保険期間の開始前までに、加入申請を行い、保険料・積立金を納付する。 

  ③ 補填金の支払い 

    ・ 保険期間終了後の税務申告後に補填金を支払う（個人は翌年３～６月）。 

   ・ 資金繰り対応のため、実施主体が簡易な審査など使いやすいつなぎ融資を実施する。 

 

 

 

(7) 実施主体 

  ・ 全国を区域とする農業共済組合連合会（全国連合会）が実施主体となり、全国連合会から、農業共

済組合、市町村等への業務委託が可能である。 

     ・ 全国連合会は、農業者へのサービス向上を図るため、民間損保会社、国等と積極的に連携する。 

  ・ 不測事に備えて、政府再保険を措置する。 

 

(8) 類似制度との関係 

  ・ 収入減少を補填する機能を有する類似制度との関係については、選択加入とする（農業共済、収入

減少影響緩和対策「ナラシ対策」、野菜価格安定制度、加工原料乳生産者経営安定対策等）。 

  ・ ただし、コスト増も補填するマルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵については、

収入保険制度の対象品目から除外する。 

     

 

 

(9) その他 

   ・ 制度実施後も、データの蓄積を進めるとともに、農業者のニーズを把握しながら、甚大な被害への

対応の在り方等を含め、改善点について、引き続き検討する。 

 

図３ 収入保険制度との類似制度の関係（引用：農林水産省ＨＰ） 

図２ 収入保険制度の加入・支払等のスケジュール（引用：農林水産省ＨＰ） 
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３ 農業災害補償制度の見直しの概要 

(1) 農作物共済の当然加入制の取扱い 

 ・ 現行制度では、米・麦は共済への加入が義務付けられていたが、食糧管理法の廃止などの制度自体

の前提の変化、収入保険やナラシ等が全て任意加入制であることを踏まえ、任意加入制に移行する。 

 

(2) 引受方式等の取扱い 

 ① 引受方式 

     ・ 一筆方式（被害ほ場の全筆を農業者が現地調査等を行って損害評価する方式）は、将来に向けて

継続が困難であることから、平成 33年産まで（大災害等の場合は１年又は２年延長）で廃止する。 

    ・ 農作物共済の他の引受方式に一筆半損特例（収穫量が 50％以上減少したほ場がある場合は、坪刈

り等を要さず 50％減収と評価して支払い）を導入し、ほ場ごとの深い被害を補償する。 

    ・ 統計データを用いて共済金を支払う方法（地域インデックス方式）を創設する。 

    ・ 果樹の特定危険方式、園芸施設の短期加入（災害の種類や期間を選択して加入する方式）は、リ

スクの予見が困難であり、補償の総合化を図るため、廃止する。（果樹の特定危険方式は平成 33

年産までで廃止） 

     ② 補償割合 

       ・ 畑作物、果樹の補償割合は１種類のみであったが、複数の選択肢を設ける。 

 

 

 

• 一筆方式        ほ場ごとに、収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払い 

• 半相殺方式       農業者ごとに、被害ほ場の減収量の合計が一定割合を超えた場合に共済金を支払い 

• 全相殺方式       農業者ごとに、収穫量の合計が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払い 

       • 災害収入共済方式    農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額の合計が一定割合を超え

て減少した場合に共済金を支払い 

• 地域インデックス方式  統計データによる収穫量が一定割合を超えて減少した場合に共済金を支払い 

 

 

 

       全相殺方式ではほ場 A～Cの収穫量の合計が平年の９割を下回らないと共済金が支払われないが、全相殺＋一

筆半損特例では、目視で５割以上の収量減が見込まれる。 

ほ場Cは、坪刈り等を行わず「５割減収」と評価して支払う。（この場合、共済金は、一筆方式では３割を超

える減収部分に共済金が支払われることを踏まえ、平年の２割分（５割減収－３割減収）を支払う） 

なお、現行の一筆全損特例（「10割減収」と評価して平年の７割分を支払い。）は引き続き措置される。 

 

 

図４ 農業災害補償制度の引受方式（引用：農林水産省ＨＰ） 

図５ 一筆半損特例（引用：農林水産省ＨＰ） 
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(3) 家畜共済の取扱い 

① 死廃共済と病傷共済のセット加入から、死廃共済と病傷共済に分離し、選択可能とする。 

     ② 期首の資産価値で補償する方式から、日々価値が増加する肥育牛等は事故発生時の資産価値で補償

する。 

     ③ 家畜の異動の都度、農業者が申告する仕組みから、期首に年間の飼養計画を申告し、期末に掛金を

調整する方法に簡素化する。 

     ④ 共済事故１件ごとに再保険金を支払う仕組みから、年間の共済金支払が一定水準を超えた場合に支

払う方式に変更する。 

     ⑤ 初診料は自己負担、それ以外の診療費は共済金で補償する方式から、平成 32年 1月から、診療費全

体（初診料を含む）の１割を自己負担する方式に変更する。（現行の自己負担総額と同水準） 

     ⑥ 家畜の導入から２週間以内の事故は共済金の請求が不可であったが、請求できる事例（外傷等）を

周知し、共済加入者間で取引された家畜は請求可能に変更する。 

     ⑦ と畜場で発見される牛白血病は、農業者出荷は共済金の対象で家畜商経由は対象外であったが、家

畜商経由の場合も共済金の対象となる。 

     

 

 

(4) 掛金の取扱い 

     ・ 掛金率は多くの組合で農業者一律に設定していたが、危険段階別の掛金率を全ての組合で導入する。 

     ・ 無事戻しは、組合ごとの判断で掛金を払戻し、国への払戻しはなかったが、平成 33年度までで無事

戻しは廃止する。なお、移行期間中に無事戻しを行う場合は、国へも払い出すことになる。 

 

(5) 農業共済団体のあり方 

    ・ 組織の効率化やガバナンスの強化を図るため、組合の合併規定の整備、国による検査の実施、収入

保険事業を行う場合の秘密保持義務等を措置する。 

 

４ 今後のスケジュール 

     今後は、秋頃に政省令等の制度の詳細が示される予定であり、施行期日が平成 30年 4月 1日、収入保

険制度の実施及び農業共済の新制度の切替は平成 31年産からとされている。 

なお、電算処理システムは、基本設計を 29年度、プログラム作成と運用テスト等を 30年度に実施し、

30年秋を目途に収入保険加入申請の開始する予定である。 

 

５ 県への影響及び対策 

    農林水産省から都道府県に対し、収入保険制度（青色申告書の普及を含む）の農業者・市町村・関係

団体等への制度周知、及び農業者が集う会議等での農業共済の周知を求められている。 

図６ 肥育牛等の補償（引用：農林水産省ＨＰ） 図７ 病傷共済の自己負担（引用：農林水産省ＨＰ） 
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    そのため、県としては、平成 28年 12月 26日付けで各市町村、農林事務所に対し、収入保険制度を農

業者へ周知するよう文書で依頼するとともに、岐阜県農業協同組合中央会に対し、県下各農協等へ周知

するよう依頼を行った。さらに、平成 29年 5月 19日～30日農業制度説明会（4会場）において、収入

保険制度の概要を説明したところである。 

今後は、引き続き関係団体と連携して制度の周知を図るとともに、法律名の変更、新たな収入保険制

度の創設及び農業災害補償制度の見直しに伴い、下記の県の規則・告示、要領等を改正する必要がある。 

 

６ 収入保険制度等に係るホームページ 

   農林水産省は、収入保険制度の導入及び農業災害補償制度の見直しに係る下記の項目をホームページ

で公表している。（http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/） 

   収入保険制度等の関係資料及びチラシが貼り付けされているため、農業者に説明する資料としてダウ

ンロードして利用することが可能である。 

   また、農林水産省は、フェイスブック「収入保険制度一問一答」を発信するとともに、内部資料では

あるが農業者からの質問に対応できるよう、「収入保険制度に関するＱ＆Ａ」(88 項目)及び「農業災害

補償制度の見直しに関するＱ＆Ａ」(32項目)を作成している。 
 

(1)制度見直し全体の概要 収入保険制度のポイント(PDF : 160KB) 

収入保険制度の導入と農業災害補償制度の見直し(PDF : 430KB) 

(2)(1)の詳細資料〔収入保険制度〕 収入保険制度の導入について(PDF : 456KB) 

(3) (1）の詳細資料〔農業災害補償制度〕 農業災害補償制度の見直しについて(PDF : 825KB)  

(4)青色申告の概要 青色申告を始めましょう！(PDF : 405KB)  

(5)収入保険制度と類似制度の比較 収入保険制度と既存の類似制度との比較のポイント(PDF : 239KB) 

収入保険制度のメリット(PDF : 144KB) 

(6)法律の概要 農業災害補償法の一部を改正する法律の概要(PDF : 231KB) 

法律の条文 

審議過程での修正案（可決）についてはこちら〔衆議院法制局へリンク〕 

(7)収入保険制度の説明動画 説明動画 1、説明動画 2 

 

７ おわりに 

    平成 29年 6月に改正農業災害補償法が成立し、法律名が「農業保険法」に変更、農業収入保険制度の

創設、農作物の当然加入の廃止、共済掛金率を危険段階別に設定方式に義務化など、農業共済制度は大

きな転換点となる。また、昭和 22年農業災害補償法が成立して 70周年の節目の年でもある。 

    収入保険制度の導入により、対象品目が増加するため、新品種が失敗しても保険でカバーでき、農家

が新しい作物へのチャレンジがしやすくなる等のメリットがある。そのため、農家から収入保険制度を

知らなかったということがないよう、引き続き関係機関と連携して周知していく予定である。 

農林水産省から収入保険制度に関するＱ＆Ａ等が示されたところであるが、政省令等が秋頃に示され

る予定のため、今後とも情報収集し、動向を注視していく必要がある。 

 

【県の規則・告示等】 

・農業災害補償法施行細則 

・農業共済組合等検査規則 

・農業災害補償法による業務の規模基準の指定 

・農業共済事業の移譲認可 

・岐阜県事務決裁規程 

・岐阜県行政組織規則 

【県の要領】 

・岐阜県農業共済組合等検査実施要領 

・岐阜県農作物危険段階基準共済掛金率設定要領 

・岐阜県畑作物危険段階基準共済掛金率設定要領 

・岐阜県果樹共済危険段階基準共済掛金率設定要領 

・岐阜県家畜共済危険段階基準共済掛金率設定要領 

・岐阜県園芸施設危険段階基準共済掛金率設定要領 

 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/
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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 

 ◆ ７月下旬～８月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ７月下旬は、高気圧に覆われた日もあったが、梅雨

前線や湿った空気の影響により曇り、又は雨となった

日が多かった。 

 平均気温は、岐阜は平年並、高山は高く、降水量は、

岐阜は平年並、高山はかなり多かった。日照時間は、

岐阜、高山ともかなり少なかった。 

 ８月上旬は、高気圧に覆われたが湿った空気の影響

で、曇り、又は晴れとなった日が多かった。旬の後半

は台風第５号の影響で非常に激しい雨となったところ

があった。 

平均気温は、岐阜は平年並、高山は高かった。降水

量は、岐阜はかなり多く、高山は多かった。日照時間

は、岐阜は少なく、高山は平年並となった。 

 ８月中旬は、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で、

曇りや雨となった日が多く、猛烈な雨となった日もあ

った。 

 平均気温は、岐阜は低く、高山は平年並となった。

降水量は、岐阜は多く、高山は平年並となった。日照

時間は、岐阜、高山とも少なかった。 

 

 

 

 

今後の気象予測 

 ◆ 東海地方１か月予報 ８月２６日～９月２５日までの天候見通し   

名古屋地方気象台８月２４日発表 

  

 期間の前半は、平年に比べ晴れの日が少ない。機関の後半は、天気は数日の周期で変わる。 

 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、又は多い確率ともに４０％である。

日照時間は、平年並、又は少ない確率ともに４０％である。 

 週別の気温は、１週目は、高い確率５０％で、２週目は、平年並の確率５０％である。３～４週目は、平

年並、又は高い確率ともに４０％である。 

 
 
  

2017 夏作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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１ 水稲 

(1) これまでの生育状況 

  平坦地域の４月植え「あきたこまち」は、すでに収穫がされた。今年の４月植え「あきたこまち」の

出穂期は平年より２～５日早かったが、出穂以降の気温（半旬別の平均値）が平年よりやや高い傾向で

あったが、日照不足の影響もあってか成熟期は平年並みからやや早くなった。以降、７月の高温傾向の

影響により、平坦地域の「コシヒカリ」等の早生品種では出穂が早まる傾向が見られているが、中山間

地域では平年並みからやや早い傾向であった。 

   本年の気候の特徴は「日照不足」にあり、すでに出穂している「コシヒカリ」では葉色のさめ方にム

ラがあるようである。またこのような年には「乳白粒」の発生が懸念されるが、今後も適期作業を行う。 

 

(2) 適期収穫 

出穂後の積算温度のみに頼らず、登熟の進みをほ場で確認

し、的確に収穫を開始する。帯緑籾割合が 10％～５％程度で

確実に収穫・乾燥調製された米は、胴割れも少なく、玄米特

有のツヤを有し、良効な外観品質を保つことが出来る。 

経営規模が大きいなど計画的な収穫作業を行うために積算

温度情報を活用する場合には、収穫の作業規模を考慮し、帯

緑籾割合 15％になった時を収穫の開始時期とする。帯緑籾割

合が５％を下回ると刈り遅れとなり、胴割れや茶米を増やす

ことになるため注意が必要である。 

   また、穀粒水分により収穫適期を判断することができる。

水稲の収穫は、籾水分 25～26％で開始する。籾水分 25％程度

の時には水分 20～30％と低い籾があり、一方水分 20％程度の

時には既に水分 15％の籾がある。 

 

 

 

２ 大豆 

(1) かん水 

「大豆」は、湿害に弱い反面、水分要求量が大きい。「根粒」は、大豆以上に水分不足に弱く、開花

期以降に水分不足になると窒素固定能力が大きく低下する。 

開花期以降乾燥が続く場合は、開花期の畝間かん水が効果的である。ただし、長時間にわたり水が停

滞すると逆効果となるので、確実に排水できるようにしたうえで、滞水時間は 10ａあたり２時間以内を

目途とする。 

 

(2) 病害虫 

大豆生産における不安定要因は、 

   ① 生育初期：大豆特有の初期生育不良による生育全般への影響 

   ② 開花登熟初期：夏場の高温によるカメムシ吸汁による青立ち 

   ③ 登熟後期：秋の高温・不良天候による腐敗粒等の品質低下 

  などに整理される。 

それぞれの生育時期に発生しやすい病害虫に注意し、適切な防除を実施して良質な大豆生産を行う。

これから平坦地域ではハスモンヨトウの被害が発生しやすくなるので、今後の動向を病害虫防除所の情

報等を基に注意する。特に、白化葉が既に見られ食害も拡大している場合には、手遅れにならないよう

早急に対策を行う。 

図 適期収穫と玄米品質 
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３ 野菜  ～強風対策～ 

台風時期には、風に弱い葉菜類の栽培や冬春野菜の育苗施設に大きな被害が発生することが多い。 

強風によって、野菜は折損し、浸冠水によって枯れたり、傷んだりすることはもちろん、病害の併発も多

くなる。 

表―１ 野菜の種類別冠水抵抗性（９月中旬） 渡辺ら（1948） 

冠水程度 作物名 

数時間で障害を受けるもの だいこん、はくさい、なす、大豆 

１日間   〃 さつまいも、にんじん、ごぼう 

数日間でも殆ど影響のないもの      さといも 

 

施設導入及び更新に関しては、耐候性ハウスなどの導入により、施設構造の改善に努める。常に新しい気

象情報の入手に留意し、施設の補強に努める。 

 

(1) 事前対策 

   ○1  施設では、筋かい・支柱等により、補強に努めるとともに、施設を密封し、フィルムの破損、はがれ

に注意して風を吹き込ませないようにする。フィルムがゆるんでいると強風にあおられて被害を生じや

すいので、妻面の補強、マイカー線、ラセン杭等の点検を行う。 

   ○2  強風（20m/s以上）が予想される場合は、パイプハウス等では、ビニールの除去も考える。 

   ○3  露地栽培では、寒冷紗、不織布等で被覆するとともに、防風ネット等を設置する。 

   ○4  台風通過後の防除、葉面散布等は速やかに行う必要があるので、資材等は事前に準備を行っておく。  

 

(2) 事後対策 

   ○1  台風通過後、出来るだけ早く液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。 

   ○2  短時間の冠水で被害をうけるので、速やかな排水に努める。 

   ○3  風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後、速やかに防除を行う。 

   ④ 露地なす等で倒伏したものは、支柱を利用して出来る限り早めに起こす。 

   ⑤ 回復の見込みのない野菜は、まき直しをするか、他の野菜に転作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ べたがけ下と露地の風速の比較 

（岡田、1986） 
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４ 果  樹 

＜生育状況＞ 

県内の各果樹の生育について、平坦地でのカキの生育は、７～8月の寡日照の影響もなくいずれの品種と

も順調に生育している。果実も平年並み～やや大きい傾向で推移している（図１）。また、着色状況は平年

より若干遅れ気味となっている（表１）。果実肥大及び着色は９月の気温の状況（平均気温 23℃以下になる

時期の早晩）により大きく影響されるので、注意してほしい。 

また、ナシは「幸水」の収穫期もほぼ終わり、収穫期が次の品種へと移行する。「幸水」は、収穫期がほ

ぼ平年並みとなり、収穫期前の天候の影響で果実は大きくなったが糖度はやや低い傾向となった（表２）。

「豊水」も平年並みで大玉傾向となりそうである（表２、図２)。 

中山間地のクリの着毬状況は、各品種とも昨年より多く、豊作が期待される。収穫期は 8/25現在ではまだ

主要３品種は収穫されていないが、ほぼ平年並みの収穫期と予想される。ただし、収穫期前の降雨が多かっ

た影響で、裂果など品質に影響があると推測される（表３）。 

モモは中山間農業研究所において「白鳳」が終了し、現在「昭和白桃」の収穫が始まっている。収穫期は

概ね平年並みで、品質は寡日照・降雨の影響で小玉傾向であったが、後半は回復して品質果実はやや小さく、

糖度も平年より低い結果となった（表４）。今後リンゴの収穫期を迎えるが、開花期からの遅れの影響で、

果実は小玉傾向で推移している。（図４）。 

近年は 9月以降も高温・干ばつが想定されるため、各樹種とも早め早めのかん水に心掛けてほしい。また、

台風の襲来しやすい時期になってきたため、事前対策の実施をお願いしたい。 
 

図１ カキの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋、8 /25現在） 
 

表１ 8/25現在のカキ果実の着色状況（カラーチャート値） 

 

表２ ナシの生育相（8/25現在） 

 

 

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2017 3/19 4/2 4/15 4/15 4/17 4/22 8/4 8/16 444 12.5

2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17 8/1 8/19 448 13.5
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20 8/6 8/18 358 12.6

豊水 2017 3/17 3/31 4/11 4/12 4/14 4/18
2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15 8/29 9/5 494 13.9
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11 447 13.2

あきづき 2017 3/19 3/31 4/16 4/14 4/16 4/22
2016 3/16 3/26 4/6 4/6 4/9 4/15 9/9 9/9 507 12.9
平年 3/14 3/26 4/11 4/9 4/12 4/19 9/21 9/21 455 13.1

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23 Ｈ22 Ｈ21 平年
早　秋 1.3 1.7 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1 1.1 2.2 1.4
太　秋 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 0.8
富　有 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
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図２ ナシの果実肥大推移（左から幸水、豊水、あきづき、8/25現在） 
 

表２ クリの生育相（8/25現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       表３ モモの生育相（8/25現在） 

 

  

 

 

 

図３ モモの果実肥大推移（8/25現在、中農研） 

 

 

 

 

 図４ リンゴの果実肥大推移（ふじ、8/25現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2017 4/7 4/30 6/16 6/12 11.5 10.7

2016 4/1 4/24 6/10 6/8 7.8 7.4 8/25 9/3 29.8
平年 3/31 4/27 6/15 6/12 11.9 9.4 8/31 9/9 25.7

筑波 2017 4/5 4/29 6/17 6/11 19.9 18.6
2016 3/29 4/22 6/12 6/7 19.5 17.4 9/15 9/25 29.5
平年 3/29 4/26 6/16 6/11 17.3 17.3 9/18 10/1 25.9

ぽろたん 2017 4/6 4/28 6/16 6/13 10.1 8.5
2016 3/29 4/22 6/11 6/9 6.8 6.4 9/6 9/13 33.9
平年 3/30 4/27 6/16 6/14 6.5 5.1 9/11 9/17 28.1

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2017 4/1 4/29 4/29 5/2 5/8 8/4 8/14 295 13.7

2016 3/21 4/20 4/19 4/21 4/27 7/25 8/5 334 14.9
平年 3/25 4/27 4/27 4/29 5/4 8/1 8/13 303 15.7

昭和 2017 4/1 5/1 4/30 5/3 5/8 8/20
白桃 2016 3/22 4/21 4/20 4/22 4/27 8/9 8/20 339 16.6

平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/18 8/28 350 16.0

開花期 収穫期
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＜気象災害対策＞ 

 ○ 台風 

     今月から来月にかけて、台風の襲来が予想される時期となる。近年、大型台風の発生も多く、事前対

策を十分に行い、被害を軽減する必要がある。事前対策、事後対策の詳細については、台風対策情報を

参考に、日頃から台風対策を意識して管理していただきたい。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

カルシウムが関係するトマト果実の生理障害 

 

１ はじめに 

トマトは栄養生長と生殖生長とのバランスをとりつつ果実を長期間にわたって収穫する果菜である。

作物の生長量は施肥窒素量に比例するので、生長のバランスをとるには、栽培者が草勢を観察し施肥窒

素量を調整することで可能となる。栽培の熟練者になるためにはリアルタイムに草勢を把握する観察眼

が必要である。作物体が小さい定植直後から 5段目花房の開花までは、未発達な根系に対して地上部の

生長割合が大きく、根に対する負担は著しく過大であるため、様々な生理障害の原因が蓄積しはじめ、

生長のバランスが取りづらい時期である。また長い日照不足も、施肥バランスを取りづらくする要因で

ある。これらの状況ではカルシウムが関係する生理障害が頻発しやすく、栽培中の品質低下や収量低下

の要因として大きいものである。今回はトマト栽培者が知っておきたいこれらカルシウムに関係するト

マトの生理障害について解説したい。 

 

２ 肥料要素としてのカルシウム 

  (1) 作物中のカルシウムの役割 

カルシウムは、細胞接着にかかわるペクチンの成分（組織形成）、体液中の成分（浸透圧の調節）、

器官形成を制御する信号（自殺遺伝子の発現）に利用される重要な成分である。カルシウムが不足す

ると、正常な組織形成が妨げられ、生理障害、組織の異常増大、組織の奇形化などが起きやすくなる。 

 

(2) 作物のカルシウム吸収 

作物が肥料成分として多量に必要とする窒素、リン、カリウム、さらにこれに続くカルシウム、マ

グネシウムを合わせて肥料５要素と呼んでいる。土壌中のカルシウム分が作物の各組織に取り込まれ

るには、次の３段階を経る。 

     ① カルシウムの土壌水への溶出 

カルシウムは土壌に固定されやすく土壌水中に溶出しにくいため、多くの作物では根または菌根

からクエン酸などの有機酸を分泌し、カルシウムを土壌水中に交換溶出させてから吸収する。この

ため土壌の乾燥や根痛みはカルシウムの溶出を低下させる原因となる。 

     ② カルシウムの根からの取り込み 

根毛に接した土壌水中のカルシウム（イオン）は、蒸散圧によるポンプ効果、根毛に備わってい

るイオンポンプ機能等によって体内に取り込まれる。草勢の低下や根痛みによってこれらの機能が

低下するため、カルシウムの取り込み量は減少する。 

     ③ カルシウムの体内輸送 

一度体内に取り込まれたカルシウムは、その組織に固定された後は他組織に再利用されにくいた

め、新しく生長するような組織には、生長に合わせてリアルタイムに根から吸収運搬されたカルシ

ウムが必要である。蒸散圧による吸収輸送が低下するような、長雨、低温、過乾燥など蒸散が高ま

らない条件では、カルシウムはうまく吸収輸送されない。また生長点や葉辺など蒸散圧の小さい部

位はカルシウムの分配量が少ないため、最初にカルシウム欠乏が生じる。 

 

(3) カルシウムの施肥バランス 

カルシウム、カリウム、マグネシウムの３塩基はそれぞれ拮抗関係にあり、過剰施肥は拮抗する残

り２要素の欠乏症を引き起こす関係にあるため、土壌診断においては塩基バランス（Mg/K、Ca/Mg）を

重視する。これは作物中の成分バランスにも当てはまる。カリウムを増肥したいときは、必ず塩基バ

ランスの範囲から大きく逸脱しないような施肥管理を行うべきである。また窒素とリンのバランスが
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重要なのと同様に、塩基と窒素のバランスも考慮すべきである。 

長雨は、高湿度により低飽差環境となりかつ日照不足によるエネルギー不足に陥るため、カルシウ

ムの吸収運搬が減少する。したがって梅雨入り前や秋雨前より行う追肥には、窒素、リン、カリだけ

でなく、水溶性カルシウムを含んだ液肥を使うべきである。 

 

(4) 水分コントロール 

窒素吸収を抑えるためかん水量を絞る栽培者があるが、カルシウムは、リン、鉄とともに、窒素に

比べより乾燥による吸収抑制効果が強く、土壌にあってもうまく吸収できない場合が多い。トマトは

本ぽに定植してから収穫開始までは根の負担が大きいので、絶対にしおれさせてはいけない。 

 

３ カルシウムに関係するトマト果実の生理障害 

トマトの果実は子房が結実後肥大したもので、柱頭が果実肥大中に離層形成した後脱落するが、一般

にはこの痕を花落ちと呼んでいる。上面からみてきれいな円を描き、小さい花落ちとなっているのが正

常な果実形状である。正常な果実では柱頭とともにおしべと花弁が花落ち部分にしばらくついているが、

途中で柱頭ごと脱落する。4-CPA による結実処理（ホルモン処理）を行った果実は、離層形成が不完全

となりやすく、花弁が脱落しにくくなる。また多窒素条件でも離層形成が不完全となりやすく、花落ち

が大きくなったり、花弁が脱落しにくくなるなどの原因となる。 

正常な花と果実

子房（果実のもと）

柱頭

 

 

(1) 花落ちの異常、乱形果 

草勢の立て直しのため追肥を強めた、基肥量が多すぎたなど、本来の適正レベルよりも窒素が多く

吸収された場合に、花落ちの異常や乱形果が生じやすい。またこの障害は日照不足下でより強められ

る。生長点において多窒素による過剰な組織生長が進むと、一方で相対的にカルシウムが不足するた

め、異常な器官形成が起こる。このような株では、鬼花が発生しやすく、子房や柱頭の扁平化、肥大

化が起こり乱形果となる。このような花から結実した果実の花落ちは離層形成が不完全なので、大き

かったり、細長い一文字状になる。また花弁やがく片の合弁が併発することも多く、結実後もがく片

と子房の隙間に花弁がついたままとなったり、後述するチャック果や窓あき果の原因ともなりやすい。

このような状況下ではリンも相対的に不足するので、果実においてはリコピン等の色素生産の減少や

熟期遅延を引き起こし、グリーンバックや着色ムラ等が発生しやすい。一方果実以外の作物部位では、

複葉の主葉脈のよじれが強い、複葉から不定芽の出芽、花房先端より茎葉の出芽などが見られる場合

が多い。また急激な組織肥大は、カルシウム以外の肥料要素も同様に不足させるので、葉先枯れ症を

併発しやすい。 

鬼花（ふつう合弁を伴う） 大きい花落ち 細長い花落ち(ふつう乱形を伴う)

扁平な子房、扁平な柱頭

 

 

図 2 花落ちの異常 

図 1 正常な花と果実 
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(2) チャック果、窓あき果 

適正よりもかん水量が少ない、急な低温により葉面からの水分蒸散が激減した、急激な飽差（高温

乾燥度合い）の上昇により水分蒸散が激減したなど、土壌からの水の吸い上げが少なく、カルシウム

の吸収が妨げられた場合に起こる。カルシウムが不足し正常な器官分化がかく乱された結果、花弁や

がく片の癒合だけでなく子房との癒合が起こり、結実後もがく片と子房の隙間に花弁がついたままに

なる場合が多い。癒合がちぎれた痕の傷口が小さければチャック果、大きければ窓あき果となる。他

の肥料要素も不足する場合が多く、メガネが併発することもある。 

合弁花 チャック果 窓あき果

子房に花弁の癒合した痕

 

 

(3) 尻腐果、がく枯れ 

比較的短期間に強いしおれが見られたなど、極端にカルシウムの吸収が妨げられた場合に起こりや

すい。蒸散圧による分配量が少ない生長点や葉辺は、よりしおれの影響を受けやすく、カルシウム不

足に起因する壊死（チップバーン）が起こりやすい。また、果実肥大促進や葉先枯れ症対策のため、

カリウムのみを増肥する場合は、根からのカルシウム吸収を抑える一因となるので、注意が必要であ

る。 

がく枯れ 陥没した花落ち 内部の壊死 尻腐れ

 

 

５ 今年確認しておきたい不具合につながる原因について 

次年度の糧とするため記憶が鮮明な今、これまでの栽培状況を思い起こし、その時々に取っておきた

かった対策を熟考しておきたい。 

(1) 根張の確認 

今年はほ場が乾きすぎてうね肩が乾くなどして毛管接続が切れ、定植後横方向の活着が進まない場

合が多くみられた。また水ミチができたためうね表層部の根張りが悪くなり、株ごとの生育がばらつ

くほ場も散見された。定植まで適度な水分を維持しておけるよう、テストかん水を行いつつ湿り気を

与えておきたい。また、早くからチューブかん水にすることは生育のバラつきを大きくしてしまうの

で注意したい。 

     ① 手かん水による横方向への根張り誘導が効果的に行えたか？ 

     ② うね肩まで根がしっかり張っているか？いつからか？ 

     ③ 定植時うねが乾きすぎていなかったか？ 

     ④ うね肩が乾いていなかったか？今もそうなっていないか？ 

     ⑤ 横方向の毛管接続が維持できたか？ 

     ⑥ 排水性は維持できていたか？  

 

(2) かん水方法について 

土壌の物理性（土の種類、地下水位、うね鎮圧）、ほ場条件（向き、気温、風、日照時間）、栽培

図 4 尻腐果､がく枯れ 

図 3 チャック果､窓あき果 
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（台木、根系の張らせ方）などその時の条件によって、最適となるかん水量やかん水回数は変化する。

必要に応じてマルチ内の水分状態を目視や触診により把握し、最適な水分状態になるよう工夫する。 

     ① かん水方法についてほ場ごとに最適化ができたか？ 

     ② 成績の良い他人のかん水方法を盲目的に参考にしていないか？ 

     ③ かん水チューブ種類や本数は良かったか？ 

     ④ かん水時間と回数の組み合わせは良かったか？ 

     ⑤ かん水ムラがなかったか？ 

 

 

＜参考資料＞ 

・ 植物生理学大要（田口亮平、養賢堂） 

・ 農業技術体系（野菜編２トマト、農文協） 
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全果連全国クリ研究大会から 

～農研機構におけるクリ育種の経過、現状と展望～ 

 

 ７月 27～28日、愛媛県松山市において、第 30回全国クリ研究大会を開催され、全国のクリ産地から生産

者及び関係者が約 400名が出席した。その研究大会において農研機構果樹茶業研究部門品種育成研究領域ナ

シ・クリ育種ユニット長らによる基調講演が行われた。ここでは斉藤寿広ユニット長の講演内容を参考に、

クリの育種の経過と展望について報告する。 

 

１ クリの栽培状況 

     クリは全国で 20,800ha（平成 28 年度農林水産統計） 栽培

され、茨城県、熊本県、愛媛県の３大産地が約 40％を占めて

いる（岐阜県の栽培面積は 435ha と 9 位）。 

品種別の栽培面積は、平成 26 年産特産果樹生産動態等調査

から栽培面積の多い品種を挙げると「筑波」（29％）、「丹沢」

（16％）、「銀寄」（14％）、利平（8％）、石鎚（6％）、「国見」

（4％）などとなっている（図１）。 

このうち、「筑波」、「丹沢」、「石鎚」、「国見」は果樹研究所（現

農研機構果樹茶業研究部門）の育成の品種である。これらのこ

とから、日本のクリ栽培にける果樹研究所の品種育成の影響は

非常に大きいと考えられる。 

 

２ 果樹研究所のクリ育種の経過 

     果樹研究所におけるクリの育種は 1947 年に開始された。開始当初の目標は、果実品質と栽培性、渋

皮剥皮性がともに優れる品種の育成であった。その後間もなく、クリタマバチが急速に分布を広げ、大

きな被害を与えるようになったことから、1952 年以降クリタマバチ抵抗性育種に重点が置かれた。 

     クリタマバチは、第二次世界大戦中に旧

日本軍が中国から苗木を日本に持ち込んだ

際に同時に持ち込まれたとされる外来害虫

で、クリの腋芽（えきが）の内部に産卵し、

翌春幼虫が発育を始めるとその芽は肥大し

て虫こぶとなる。虫こぶとなった芽は葉の

展開が妨げられるので、多数寄生された場

合はクリの生産に影響し、さらに木全体が枯死することもある。 

     クリタマバチ抵抗性育種を進めた結果、1959 年に「筑波」、「丹沢」、「伊吹」が品種登録され、さらに

1964 年に「石鎚」が品種登録された。これらが現在の代表品種となっている。また、「石鎚」以外の品

種に対して、系統が変化したクリタマバチが寄生するようになり、抵抗性育種が継続され、1981 年に

「国見」、1992 年に「紫峰」が育成され、品種登録された。 

     一方で、中国から導入されたクリタマバチの天敵であるチュウゴクオナガコバチが 1980 年代初めに

果樹研究所に放飼され、数年後に劇的に被害が減少した。このため、1990 年代に入ると抵抗性育種は休

止せざるを得なくなり、良食味品種の育成に重点化された。その結果、2002 年に「秋峰」、2009 年に「美

玖里」が育成され品種登録された。 

     また、1990 年代後半になって、易渋皮剥皮性も視野に入れ始めた結果、軽く加熱するだけで渋皮が容

易に剥ける「ぽろたん」が育成され、2006 年に品種登録された。この品種は、ニホングリには今までな

かった渋皮が容易に剥ける易剥皮性を持ち、しかも大粒で甘くておいしい画期的な品種と言われている。

品種登録されてから 2016 年までの 10 年間で 200ha 強の面積まで広がっている。 

写真１ クリタマバチの虫こぶ 写真２ クリタマバチの成虫 

図１ 全国のクリ品種の割合（H26） 
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     さらに、「ぽろたん」を生んだ組み合わせから、「ぽ

ろたん」より早生で、同様に渋皮が容易に剥ける「ぽ

ろすけ」が育成され、2016 年に品種登録され（写真３、

表１）、2017 年秋以降に苗木が販売される予定となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の育種の展望 

     現在、果樹研究所では、表 2 の育種目標を掲げ

て品種育成に取り組んでいる。これらの中で特に

「渋皮が容易に剥ける」品種であることが強く求

められると考えており、この目標達成には、易渋

皮剥皮性の遺伝様式を明らかにすることが重要で

ある。 

     その結果、易渋皮剥皮性は一遺伝子に支配され

ていることがわかり、「ぽろたん」は易剥皮遺伝子

を両親からそれぞれ受け継いだ結果、易剥皮性を

示すことが明らかとなった。 

     さらに、易剥皮 性のＤＮＡマーカーを開発し、剥

皮遺伝子が丹波地方原産の在来品種「乙宗」に由来

することが明らかになった（図 2）。また、このマー

カーの開発は、播種する前の段階で剥皮性の難易の

判断が可能となり、育種効率を高めることもできる

ようになった。 

     こうした新しい知見や技術を活かして、早急に早

生から晩生までの各形質がより優れる易渋皮剥皮性

品種群の育成を目指したいと、講演で話された。 

日本国内でクリの育種を行なっている研究機関ま

たは民間は非常に少なく、今後の生産者、消費者ニ

ーズに沿った品種育成については農研機構にゆだね

ることが非常に大きくなっている。現場サイドとし

ては、易渋皮剥皮性を持つ品種（「ぽろたん」「ぽろ

すけ」）に続く品種に育成によりシリーズ化や、高品質・多収品種等にむけて今後のクリ産業を発展させ

る品種育成を期待する。 

 

＜参考資料＞ 

 ・ 全果連第 30回全国クリ研究大会資料 

 ・ 農研機構果樹茶業研究部門ＨＰ 

 ・ 農林水産省ＨＰ 

図２ 「ぽろたん」の家系図と 

渋皮剥皮性の遺伝子型 

写真３ 「ぽろすけ」の渋皮剥皮性 


