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  今 月 の 農 政 情 報   

 

平成２９年度農政部の重点的取組みについて 

 

１ 予算の状況 
 

平成２９年度の農政部一般会計当初予算の総額は、２６４億５，２５７万円で、前年度と比べて、２７億

２，０２０万円（３．４％）の減額となりました。主な減額要因は、中央家畜保健衛生所の整備が平成２８

年度をもって完了したことによるものです。 

就農支援資金貸付特別会計は、６，６４３万円で、前年度と比べて、１，５００万円余の減額となってい

ます。 
 

当初予算の規模 

区  分 平成２９年度 平成２８年度 比率（29/28） 

一  般  会  計 

（農政部全体） 
２６４億５,２５７万円 ２７３億７,２７７万円 ９６．６％ 

特  別  会  計 

（就農支援資金貸付特別会計） 
６,６４３万円 ８,１７２万円 ８１．３％ 

 

 

２ 取組方針 
 

平成２８年３月に策定した『ぎふ農業・農村基本計画』に掲げる３つの基本方針「多様な担い手づくり」

「売れるブランドづくり」「住みよい農村づくり」に沿って、１９の重点施策を実施するとともに、主要施

設の整備を計画的に進めます。 

 

 

 

ぎふ農業・農村基本計画（平成２８年３月策定） 
   

 基本理念 

  未来につながる農業・農村づくり 
 

基本方針 

     ◆ 農業従事者の急速な減少や高齢化に対応するため、担い手の育成確保を最重点課題と 

位置づけ、「多様な担い手づくり」を強化する。 
     

◆ 国際化にも対応した足腰の強い農畜水産業を実現するため、県産農畜水産物の生産振 

      興と付加価値向上、販路拡大を一体的に捉え、「売れるブランドづくり」に取り組む。 
     

◆ 人口減少及び少子高齢化により、営農環境だけでなく生活環境の維持・確保が課題と 

      なっている中山間地域を中心に、「住みよい農村づくり」に取り組む。 
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平成２９年度 重点施策の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ⅰ 多様な担い手づくり 

Ⅱ 売れるブランドづくり 

Ⅲ 住みよい農村づくり 

① 就農・就業支援体制の強化 

 ・ぎふアグリチャレンジ支援センターの新設 

 ・障がい者雇用モデルの構築 

・農業高校生、大学生等の就農意欲喚起 

② 就農研修拠点の拡大・強化  

 ・就農研修拠点の拡大（10箇所→13箇所） 

・就農研修拠点間のネットワーク構築 

・あすなろ農業塾の受講枠拡大 

③ 就農応援隊による新規就農者支援 

 ・就農応援隊の活動促進、新規就農者激励会の開催 

④ 営農定着・経営強化に対する支援の充実 

 ・営農開始、規模拡大時に必要な機械・施設導入支援 

・新規就農者向け資金の創設、利子補給 

⑤ 担い手への農地集積・集約化の推進 

  ・農地中間管理機構の運営支援、集積協力金の交付 

⑥ 中山間地域における担い手支援の強化 

  ・集落営農立上げ、農地集積に必要な機械導入支援 

・水田法面管理の負担軽減技術の効果検証 
 

 

⑦ 生産から販売までを見据えた戦略的な産地づくり 

・米政策改革で影響を受ける稲作農家の機械導入支援 

・東京オリンピック等に向けたＧＡＰ認証取得の推進 

・高温障害を軽減する生産管理技術の開発 

⑧ 県産花きの活用促進と販売力強化 

    ・花きの日の普及、花いけバトルの開催 

・全国園芸鉢物研究大会の開催 

⑨ 競争力ある畜産産地づくり 

   ・第 11回全国和牛能力共進会への出品牛対策 

・牛肉の新たな需要開拓のための肥育試験 

⑩ 家畜防疫体制の強化 

   ・高病原性鳥インフルエンザ対策の強化 

・岐阜大学と連携した研究、獣医師の確保対策 

⑪ 鮎王国ぎふの復活と発展 

・種苗放流量増加に向けた漁協の取組支援 

・国内外への販路拡大に必要な機器等の整備支援 

⑫ 県産農畜水産物のグローバル展開 

   ・輸出ルート確立に向けたフェア、産地招聘の実施 

・飛騨牛のインドネシア輸出に向けた取組推進 

⑬ 付加価値の高い農畜水産物の国内販路拡大 

   ・ジ･フーズの継続設置、地産地消 Week等の開催 

⑭ 力強い農業を支える農業生産基盤の整備 

    ・ほ場の大区画化や水田の乾田化、用水路の更新 

 

⑰ 鳥獣害対策・ジビエの推進 

   ・防護柵の整備推進、カワウの追払い支援 

・解体師認定制度の創設、解体施設の導入支援 

⑱ 農業・農村の多面的機能の維持・増進   

   ・中山間地域等直接支払、多面的機能支払の実施 

・用排水路内の段差解消による｢水みち｣づくり 

⑲ 災害に強い農村づくり  

   ・農業ため池･農道橋の耐震化、排水機場の更新 

・農業用水を活用した小水力発電施設の整備  

⑮ 世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・活用  

   ・Ayu-1グランプリなど｢GIAHS鮎の日｣イベントの開催 

・｢清流長良川の恵みの逸品｣の認定、常設販売 

・人材育成塾の開催、開発途上地域からの研修生受入 

⑯ 都市農村交流・田園回帰の促進 

   ・｢ぎふの田舎応援隊｣制度の創設 

・兼業就農の事例把握、都市部での情報発信 

 

   ・世界農業遺産を活用したグリーン･ツーリズムの展開   
 
主要施設の整備（予定工期） 
 
・中山間農業研究所中津川支所の移転（Ｈ26～28）  ・清流長良川あゆパーク(仮称)の新設（Ｈ26～29） 

・魚苗センターの増設（Ｈ27～29） 
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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 

◆３月下旬～４月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ３月下旬は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われ

たため晴れた日が多かったが、低気圧が南海上を

通過した影響で雨や雪となる日もあった。 

 平均気温は岐阜、高山ともに低くなり、降水量

は岐阜は平年並み、高山は少なかった。日照時間

は岐阜は多く、高山は平年並みであった。 

 ４月上旬は、前半は高気圧に覆われ晴れとなっ

た日があったが、後半は低気圧や前線の影響で、

曇りまたは雨の日が多かった。 

平均気温は、岐阜は高く、高山は平年並みとな

った。降水量は岐阜、高山ともに平年並みとなっ

た。日照時間は、岐阜はかなり少なく、高山は少

なかった。 

 ４月中旬は、低気圧と高気圧が交互に通過し天

気は周期的に変わり、旬の後半は低気圧や前線の

影響で大雨になった日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山とともに平年並みとな

った。降水量は、岐阜は多く、高山はかなり多く

なった。日照時間は、岐阜は多く、高山は平年並

みであった。 

 

  

 

               

 
今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ４月２２日～５月２１日までの天候見通し   

名古屋地方気象台４月 20日発表 

 天気は数日の周期で変わるが、平年に比べ晴れの日が多い見込み。 

 向こう１か月の降水量は平年並または少ない確率がともに 40％、日照時間は平年並または多い確率がとも

に 40％の見込み。 

 週別の気温は、１週目は平年並または低い確率がともに 40％、２週目は平年並の確率 50％、３～４週目は

平年並の確率 40％の見込み。 

 

2016～2017 冬作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：太線、本年：細線) 
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１ 野菜  ～低温対策～ 

 野菜～低温対策～ 

低温と低日照が続くと生育が遅延し、光合成が抑制されて、樹勢や花質が低下したり、落花がしやすくな

る。しかも、長雨が重なると根の湿害や病害の発生により、更に収量が低下するおそれがある。また、雨に

より圃場条件が悪くなると、計画的な作業が行えなくなる。 

 

(1) 事前対策 

   ○1  良質な堆肥を投入し、地力増進を図っておく。 

   ○2  事前に土壌診断を行い、適正な土壌改良に努める。 

   ○3  露地栽培ではマルチ栽培により、生育促進、土壌水分・肥効の安定、土壌硬化防止等を図り、生産安

定に努める。 

   ○4  露地栽培では、湿害による発芽不良のため、高畝栽培やプラソイラー等による排水対策を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１ 高畝栽培            図２ プラソイラーによる盤層破壊 

  

(2) 事後対策 

   ○1  露地栽培では潅水や追肥は少なめとする。ただし、ナスやトマトなど、作期の長い作目については樹

勢維持に努める。 

   ○2  作期の長い作目については樹勢が劣りやすいので、摘葉、摘果、早期（適期）収穫を行い、樹勢維持

に努める。ただし、ナス等の場合は、採光に努めるが極端な摘葉、整枝剪定はかえって樹勢が低下する

ので注意する。 

   ○3  病害虫の適切な防除を行う。トマトやキュウリ等の果実に付着している花弁や葉先枯れした葉は、灰

色かび病の伝染減となるので、できる限り除去する。 

 

表１ 薬剤無施用条件における花弁除去の防除効果 

（兵庫県、一部抜粋） 

  

 

 

 

 

   調査月日 3/19、品種：瑞健 
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２ 果  樹 

3 月は県下全体で平年より気温が低い日が多く、4 月に入ってからは、3～5 日のサイクルで寒暖が繰り返

されている状況である。岐阜では 4/16 に最高気温が 26.6℃と夏日を記録したが、その後は平年並みになっ

てきている。また、4月に入って降水量も多い傾向にある。 

各地域とも霜注意報が連日出されているが、今のところ果樹については大きな晩霜害の報告はないが、5

月上旬頃までは注意が必要である。 

県下全域で 3月以降の気温が低かった影響で、各樹種とも平年より遅い生育を示している。4/25時点での

生育状況は、平坦地のカキでは展葉期が平年より 3～6日遅く、ナシでは開花期が平年より 3日程度遅くなっ

た。恵那地域のクリでは発芽期が 1週間程度遅く、その後も遅れて生育している様子。飛騨地域のモモも発

芽期は 6日程度遅れ、現時点で開花も確認されていない。また、リンゴも発芽期は 3～4日遅れている。今後

の気温の変化で生育のスピードが変わるので、注意して観察してほしい。 

 表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

   

表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

  表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2017 3/15 4/13

2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18 9/27 10/4 10/11
平年 3/15 4/6 5/19 5/20 5/23 10/2 10/4 10/9

太秋 2017 3/18 4/13
2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19 10/17 10/28 11/9
平年 3/20 4/10 5/18 5/20 5/23 10/15 10/24 11/1

富有 2017 3/21 4/14
2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20 11/14 11/28
平年 3/20 4/11 5/20 5/22 5/26 11/6 11/18 11/29

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数

　/母枝 　/母枝 始 盛
丹沢 2017 4/7

2016 4/1 4/24 6/10 6/8 7.8 7.4 8/25 9/3
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.9 9.4 8/30 9/9

筑波 2017 4/5
2016 3/29 4/22 6/12 6/7 19.5 17.4 9/15 9/25
平年 3/29 4/26 6/17 6/11 17.3 17.3 9/19 10/1

ぽろたん 2017 4/6
2016 3/29 4/22 6/11 6/9 6.8 6.4 9/6 9/13
平年 3/30 4/28 6/16 6/15 6.5 5.1 9/12 9/18

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

収穫期雌花
満開

雄花
満開

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2017 3/19 4/2 4/15 4/15 4/17 4/22

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

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
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11

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
平年 3/14 3/26 4/11 4/9 4/12 4/19 9/21 9/21

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 茶 

茶にとってはこの５月は一番茶の摘み取りの重要な時期となる。新芽の萌芽期は農業技術センター池田試

験地（揖斐郡池田町）の萌芽予測調査から萌芽期は 4/6となり、平年より３日遅い生育となった。 

4/25現在の「やぶきた」の基準園での開葉数は 2.34葉期となっており、いる。積算気温での摘採期予測で

は 4/30（3.5葉期）となるため、概ね順調に生育している状況である。 

今後の気温及び降水量が、新芽の生育に大きく影響する。また、この時期の晩霜害は、茶産地に大きなダ

メージを与えるため、気象情報を十分見ながら細心の注意をする必要がある。 

晩霜害対策については、３月に発行した 521号に記載しているので、参考にしていただきたい。 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2017 4/1

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

昭和 2017 4/1
白桃 2016 3/22 4/21 4/20 4/22 4/27 8/9 8/20

平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/18 8/28
※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2017 4/7

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

ふじ 2017 4/8
2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6 11/10 11/30
平年 4/4 4/17 5/3 5/6 5/12 11/11 11/30

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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図１ ロゴマーク 

 

 

 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

「毎日くだもの２００グラム運動」と果物消費拡大へ 

はじめに 

「毎日くだもの 200 グラム運動」を聞いたことがあると思います。スーパーの

果物売り場や果物専門店、市場などで見かけたことのあるロゴマーク（図１）や

言葉です。 

これは、「１人１日 200 グラム以上のくだものを食べて、健康で豊かな生活を

おくりましょう。」というくだもの摂取を推進する運動です。 

この運動の始まりのきっかけは、平成 12 年３月、文部省（現文部科学省）、厚

生省（現厚生労働省）、農林水産省、が決定した食生活指針におい

て、くだものは野菜と同様に毎日の食生活にとって必需品である

と位置づけられました。しかし、くだものはまだまだ嗜好品とし

ての意識が強く、特に若年層でのくだもの離れにより、摂取量の

不足が続いています。国際的にみても、我が国のくだもの摂取量

は先進国の中で最低の水準にとどまっています（図２）。 

このような中で、生産、流通、消費の関係団体、並び農学、医

学、食生活指導、料理等の専門家から構成された「果物のある食

生活推進全国協議会」は、くだものを毎日の食生活に欠かせない

品目として定着させるため、この運動を開始しました。 

この協議会では、この運動を展開するにあたり、以下の３つの

知識を情報発信の重要ポイントとしています。 

Ⅰ 果物の食品としての特徴、機能についての知識 

Ⅱ 果物の摂取目標量についての知識 

Ⅲ 果物の選び方・食べ方についての知識 

 

１ 果物消費の現状 

     さて、この運動が始まって５年を経過しますが、消費拡大  

はどうでしょうか。 

厚生労働省が調査した国民 1 人・1 日当たりの果実摂取量

（図３）の動きをみると、その効果についてはまだまだ浸透

していないように伺えます。ただ、この果物摂取量、つまり

果物消費については経済的な影響も受けると推測されるた

め、判断は難しいと思います。 

また、国民 1 人・1 日当たりの果実摂取量（年代別・平成

16 年）のデータから、果物消費が多いのは６0 歳以上の高齢

層であり、20～40 代の働き盛り世代・子育て世代において

は果物摂取量が少ないことが伺えます(図４)。子育て世代の

摂取量が少ないということは、その子供たちの摂取量も少な

いことにつながり、今後益々果物消費の先細りが心配される

ところです。この若い世代への果物摂取の重要性についての

ＰＲが益々重要と考えられます。 
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     それでは、なぜ果物を取らないのでしょうか。 

      (公財)中央果実協会が行なった「果物の消費に関するアンケート調査」（平成 26 年）から、生鮮果物

を毎日摂らない理由について、①日持ちせず

買い置きができない、②値段が高い、③皮を

むく手間がかかる、④他に食べる食品がある、

などが多い意見となっています（図５）。 

     このようなアンケート結果については、今

までいろいろなところで取られたアンケー

トからも総じて同様な結果が得られており、

消費拡大に向けこのような意見に対する対

応について、果物の生産、流通業界において

もいろいろと取り組み始めているところで

す。 

   ① 日持ちせず買い置きができない 

     → 従来、家族の多かった時代では、果物の購入は箱買いや袋買いが主流であった流れが現在もみかん

やりんごなどの日持ちがいい品目で続いています。しかし、近年核家族化が進む中で、「ひと箱購入し

ても食べきれない」との声も多く、また、食べきれないものを近所へ‘おすそ分け‘などという風習

が薄れている状況もあり、購入個数が減っています。 

また、贈答用の果物についても、なしやももなどは５kg 箱が主流だったのが、最近は１kg 箱、２

㎏箱などと小箱化が進んでいます。 

   ② 値段が高い 

     →筆者など昭和育ちの世代にとって、果物は高級なイメージがついており、お歳暮、お中元、お見舞い

品などの贈り物的なイメージが強い印象を持っていますが、現在果物は、高級品と一般品の 2 極化し

ており、果物専門店に並ぶ高級果物は高根の花であり、いつか食べてみたいものですが、日常食べる

ものはスーパーなどで売っている一般品です。しかし、この一般品でも、柿などでは 1 個 100 円前後

するため、デザートとして食べるなら、まだまだ高い感じがします。 

      消費者にとって、果物の選び方はどうしても見た目が中心であり、形の悪いもの、ちょっとしたキ

ズものなども値段を安くしても敬遠しがちです。八百屋などで対面販売して食べ方、保存方法などを

教えながら売る方法を今風にアレンジしてＰＯＰなどで宣伝している例もありますが、売る側からす

れば少々の外観の汚れやキズは、皮をむいてしまえば中身は外観のきれいなものと同じであるという

ＰＲをうまくすることで、一般品より安く提供できると思います。 

   ③ 皮をむく手間がかかる 

     → 果物は皮をむいて食べるのが一般的ですが、みかんやバナナのように素手で皮をむける品目は手間

がかからず食べやすいですが、りんごやなし、かきなどのようにナイフなどで皮をむかなければ食べ

られないものについては、「ジュースや菓子類と比べるとどうしても敬遠してしまう」という声もあり

ます。そのため、近年はカットフルーツが注目を浴びています。このカットフルーツは、日持ち性は

無いので、すぐ食べられるものとしての人気が出始めています。 

      果実専門店では、店内で飲食できるスペースを確保しているところもでてきています。また、価格

は高めですが、量販店にも並び始めており、消費者層に合わせたメニューで今後の消費拡大につなが

ると期待されます。ただし、すべての果物がカットフルーツとして販売できるわけではなく、衛生面

でもクリアすべき課題もあります。 

      また、最近さらに注目を浴びているのは、生ジュースです。手ごろ or 手軽？に消費できる果物とし

て、特にオフィス街などでの需要が高いようです。 

   ④ 他に食べる食品がある 

     → 果物は今でも嗜好品的なイメージが強いため、間食として食べるなら菓子類、ジュースなど、現在

は選択肢が多く、しかも価格も手ごろなものも多いことから、親としても子供に手間がかからない菓

子類を与えてしまう状況もあります。 
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      そこで、果物しかないメリット感をもっとＰＲしていかなければ、若い世代の消費拡大につながら

ない状況と考えられます。 

 

３ 消費拡大対策 

     果物の消費拡大に向けて正しい知識を消費者に繋ぐことが重要です。消費者の中には「果物は甘いか

ら食べると太る。」という意識の方も多いです。医者ですら新しい知見を知らずに果物を食べないように

指導している医師もいると聞きます。そうした中で果物をいかに食べてもらえるようにＰＲしていくか

が今後の大きな課題です。 

国際フルーツ協会の代表中野瑞樹氏は、6 年間果物だけを摂取して暮らしています。フルーツを食べ

過ぎたらどうなるのかなど、果物の効果を身を以て調べるべく、果物中心に果実だけの食生活実験を行

なっているすごい人です。水も果物から、栄養も果物からというような生活をして、健康体で過ごして

います。こういった方を広告塔（失礼ですが）

にして、もっと果物の本当の知識などをＰＲ

してもらえればいいと考えられます。 

また、消費者のニーズにも耳を傾けること

も必要です。消費者に聞いた果物の消費量を

増やすための販売方法（図６）のアンケート

結果から、①ばら売り、②店頭試食、③コン

ビニ販売、④栄養素・保存方法の表示、⑤産

直・直売などが多い提案となっています。 

今後、若い世代を中心とした消費拡大にむ

けた取り組みを農林水産省が提案していま

す。 

(1) ターゲットを絞った消費者層への効果的な啓発活動の展開 

      こどもや摂取の少ない世代の果実への関心の醸成 

   (例) ・ 児童・生徒を対象にした出前授業やくだもの作文・かべ新聞コンクール等の実施 

        ・ 果物摂取量が少ない世代を対象にした料理教室や講座の開催 

(2) 生活・就業スタイルに合わせた摂取方法の提案 

      量販店や企業健康管理部門等と連携した取組 

   (例) ・ 量販店等での果物摂取方法の提案や栄養成分等の啓発活動の実施 

      ・ 社食等への果実供給と「デスク de みかん」キャンペーン（デスクやキャンパスの間食でみかん

を食べる取組） 

(3) 消費者ニーズに合わせた品種の育種・商品開発 

      食べやすい品種の育成や新たな加工品の認知 

   (例) ・ 皮が剥きやすいみかんとオレンジを交配した高糖度で高品質なカンキツ品種、鬼皮・渋皮と実

がきれいに剥離するくり等の認知・啓蒙活動。 

      ・ 新たな果実加工品の開発・改良や栽培方法 

      ・ 民間企業によるカットリンゴの自動販売機 

  (4) 健康志向に対応した果実の機能性成分の啓発 

果実の機能性成分の解明と研究成果の啓発。 

   (例) ・ かんきつのβ-クリプトキサンチン 

          骨粗しょう症の原因となる骨密度の低下を予防する効果 

      ・ りんごの機能性 

          便秘の解消（食物繊維）、血液中の総コレステロールと中性脂肪を正常化（りんごペクチン）、

アトピー性皮膚炎や花粉症などアレルギー予防（プロシアニジン類）。 

このような取り組みを増やし、新たな消費スタイルを意識して食生活に果物を取り入れるものの割合

を向上させることで、果物の消費拡大につながり、強いては果樹農家の所得向上、果実の自給率向上に
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繋がります。 

皆さんも手軽なものから 1 日 200ｇ果物を摂って健康につなげてほしいと思います。 

 

 

＜参考資料＞ 

・ 農林水産省 「果樹をめぐる情勢」 

・ (公財)中央果実協会 「平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書」 

・ うるおいある食生活推進協議会ＨＰ 

・ 国際フルーツ協会ＨＰ 
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バイパス油脂の利用と注意点（乳牛） 

 

豚や鶏では飼料のエネルギー価を高めるための油脂添加が一般的に行われているが、牛は給与したトリグ

リセリド（中性脂肪）がルーメン微生物によってグリセリンと遊離脂肪酸に加水分解され、発生した遊離脂

肪酸がルーメン内の繊維分解菌やプロトゾアの代謝に悪影響を及ぼす場合があるので、綿実や加熱大豆のよ

うな油実類の利用は進んでいたが油脂単体での飼料添加はされてこなかった。しかし欧米で第一胃内での分

解率が低い高エネルギーサプリメントの「バイパス油脂製剤」が開発されたことや、わが国の生乳取引基準

の乳脂肪率が 3.2%から 3.5%に引き上げられたことにより酪農現場での普及が急速に進み、ある種の不飽和脂

肪酸給与が繁殖成績向上に有用であることが報告されたこととあいまって、多くの種類のバイパス油脂製剤

が利用される状況となっている。今回は各種バイパス油脂の特徴と利用上の注意点などを紹介する。 

 

１  油脂と脂肪酸 

油脂は１個のグリセリンと３個の脂肪酸がエ

ステル結合して中性脂肪（トリグリセリド）の

形態をとる（図１）。結合する脂肪酸の種類に

より融点が異なり、一般に常温で液体のものを

「油」、固体のものを「脂肪」と呼ぶ。脂肪酸

は、構造中に二重結合を持たない「飽和脂肪酸」

と二重結合を持つ「不飽和脂肪酸」に分けられ、

グリセリンに飽和脂肪酸が多く結合すると融

点が高くなり不飽和脂肪酸が多く結合すると

融点が低くなる。脂肪酸は炭素数により短鎖

（低級）脂肪酸（C：2～4）、中鎖脂肪酸（C:5

～10 又は 12）、長鎖（高級）脂肪酸（C:10 又

は 12以上）に分けられる（表１）。 

     牛では低級脂肪酸（揮発性脂肪酸（VFA））は

第一胃絨毛から血液中に吸収されてエネルギ

ーとして利用される。中鎖脂肪酸は水溶性で、

小腸壁から吸収された後大部分が門脈から肝

臓に入り速やかにエネルギー源として利用さ

れる。長鎖脂肪酸は不溶性で、消化酵素で短く

分断された後、胆汁酸、コレステロール等と結

合したミセルとなって腸壁を通り抜け、腸管粘

膜上皮細胞内で再びグリセロールと結合して

トリグリセリドとなる。その後タンパク質と結

合してカイロミクロンというリポ蛋白粒子と

なりリンパ管から胸管を経由して頸静脈から

全身に運ばれ脂肪組織や筋肉組織で一旦貯蔵

されてからゆっくりと消費される（図２）。炭

素量 12 のラウリン酸は中鎖脂肪と長鎖脂肪の

中間的な性質を持ち門脈系、リンパ管系の両方

から吸収される。 

 

２  バイパス油脂製剤の種類 

     油脂を牛に給与すると第一胃内の脂質分解菌

図１ 中性脂肪の構造
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脂肪酸 中性脂肪

（ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ）

＋ →

脂肪酸
炭素
数

名称 構造式
（飽和脂肪酸）

１価不飽和脂肪酸 多価不飽和脂肪酸

短鎖
（低級）
脂肪酸

２ 酢酸 CH3-COOH

３ ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 CH3-CH2-COOH

４ 酪酸 CH3-（CH2）2-COOH

中鎖
脂肪酸

５ 吉草酸 CH3-（CH2）3-COOH

６ ｶﾌﾟﾛﾝ酸 CH3-（CH2）4-COOH

８ ｶﾌﾟﾘﾙ酸 CH3-（CH2）6-COOH

１０ ｶﾌﾟﾘﾝ酸 CH3-（CH2）8-COOH

中・長 １２ ﾗｳﾘﾝ酸 CH3-（CH2）10-COOH

長鎖
（高級）
脂肪酸

１４ ﾐﾘｽﾁﾝ酸 CH3-（CH2）12-COOH C14:1＝ﾐﾘｽﾄﾚｲﾝ酸

１６ ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸 CH3-（CH2）14-COOH C16:1＝ﾊﾟﾙﾐﾄﾚｲﾝ酸

１８ ｽﾃｱﾘﾝ酸 CH3-（CH2）16-COOH C18:1＝オレイン酸 C18:2＝リノール酸
C18:3＝リノレン酸

２０ ｱﾗｷｼﾞﾝ酸 CH3-（CH2）18-COOH C20:4＝アラキドン酸
C20:5＝ｴｲｺﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸:EPA

２２ ﾍﾞﾍﾝ酸 CH3-（CH2）20-COOH C22:5＝ﾄﾞｺｻﾍﾟﾝﾀｴﾝ酸:DPA

C22:6＝ﾄﾞｺｻﾍｷｻｴﾝ酸:DHA

表１ 脂肪酸の種類

図２ 長鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸等の吸収経路 
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によってグリセリンと遊離脂肪酸に加水分解された後、グリセリンはプロピオン酸となって第一胃壁か

ら吸収され、遊離脂肪酸は第一胃内で水素添加を受けて飽和脂肪酸になった後小腸で吸収される。第一

胃内の不飽和脂肪酸（リノール酸、オレイン酸など）濃度が高くなると第一胃微生物の増殖が抑制され、

乾物摂取量・乳脂肪・繊維消化率の低下などの障害が発生する場合があるため第一胃内で分解しにくい

加工処理をした油脂が「バイパス油脂」と呼ばれる製剤である。 

     バイパス油脂製剤は乳脂肪（バター）に多く含まれるパルミチン酸の含有量が多いパーム油（アブラ

ヤシ油）を原料とするものが多く、その製法から大きく３種類に分類される（表２・表３）。 

タイプ１はパーム油からパルミチン酸以外の

脂肪酸を取り除いた製剤で、パルミチン酸を

80％以上含んでいる（以下パルミチン製剤）。

飽和脂肪酸は融点が高く第一胃で分解しにく

いため、乾物摂取量を低下させることなく乳脂

肪率を上昇させる効果が強い一方で、ＢＣＳ

（ﾎﾞﾃﾞｨｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽｺｱｰ）の回復や乳量の増加に

は効果が低いとされている。 

     タイプ２は、パーム油に水酸化カルシウムを

反応させて脂肪酸カルシウムの形にしたもの

である（以下パーム油脂肪酸Ｃａ製剤）。脂肪

酸カルシウムは中性や弱酸性（pH6～7）の第一

胃内は結合した状態で通過し、強酸性（pH2～3）

の第四胃で初めて分離分解され脂肪酸を放出

する性質を利用している。パルミチン酸とオレ

イン酸の含有率が高く乳量の増加やＢＣＳを

回復させる効果が強い一方で、不飽和脂肪酸の

影響で乾物摂取量や乳脂肪率の低下が起こる

場合がある。 

     タイプ３はパーム油に水素を添加し飽和脂肪

酸にしたものである（以下水素添加製剤）。水

素添加により脂肪酸が飽和化し融点が 45℃以

上に上昇することで第一胃内での溶解が抑制

される。パルミチン酸とステアリン酸の含有率

が高く、乳量、乳脂肪への効果はタイプ１とタ

イプ２の中間的な特性を持っている。ステアリ

ン酸は糖新生をサポートし乳腺以外の臓器の

利用性が高いとされている。 

     その他にも、多価不飽和脂肪酸のリノール酸がプロスタグランジン F2αの前駆物質であるアラキドン

酸に変化し卵胞の発育と黄体機能の促進や分娩後の子宮の回復や発情回帰を促し、リノレン酸がプロス

タグランジンＦ２αの合成・放出を抑制し黄体の退行による早期胚死滅を防ぐ効果があるという報告に

基づき開発された「大豆油を原料とする脂肪酸カルシウム製剤」や、嗜好性を高める目的で開発された

「トリグリセリドタイプのパーム油製剤」「バイパスメチオニンの供給を加味した製剤」「複数のバイ

パス油脂製剤を混合した製剤」など、国内外の飼料会社から多くの種類のバイパス油脂製剤が市販され

ている。 

 

３ バイパス油脂利用の注意点 

     バイパス油脂を利用して乳牛の生産性改善を図ろうとする場合、原料となる油脂の種類と含有量をし

っかり確認することが肝要である。飼料中の最適な脂肪含有量は、配合飼料の粗脂肪率や油脂源、泌乳

ステージ、飼養環境や泌乳量など多くの要因を加味して決定されるが、利用にあたっては以下の点に注

図３ バイパス油脂の形状（例） 
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意したい。 

(1) 飼料中の脂肪含有量は乾物中５～６％を上限とする 

第一胃内微生物への影響が少ないタイプの油脂であっても、高濃度の油脂添加により乾物摂取量の

低下がおこる危険があるため、乾物中の脂肪含有量は５～６％を上限とすることが推奨されている。 

粗飼料と濃厚飼料を合わせた飼料の脂肪含有量はおおむね３％程度であるため、一般的には２～

３％の油脂原料を追加することが可能となる。まず安価な油脂飼料である綿実や加熱大豆を利用した

時乾物摂取量や乳脂率の低下が起こる場合、油脂源の一部をバイパス油脂に置き換えるのが一般的な

考え方である。 

また、油脂は炭水化物に比べて約 2.25倍のエネルギーを持つことやルーメンアシドーシスの危険が

少ないことから、乾物摂取量が低下する暑熱期や泌乳量に乾物摂取量が追い付かない泌乳初期（フレ

ッシュ期）のエネルギー確保対策としての利用価値が高いと考えられる。 

(2) 脂肪酸のタイプと乳脂肪率への影響 

パルミチン酸製剤（タイプ１）は乳量への影響は少ないが乾物摂取量を増加させ乳脂肪率を著しく

上昇させる。パーム油脂肪酸 Ca製剤（タイプ２）は著しく乳量を増加させる一方で含まれる不飽和脂

肪酸の影響で乾物摂取量や乳脂肪率の低下がおこる場合がある。水素添加製剤（タイプ３）に含まれ

るステアリン酸（C18:0）は乳腺以外の臓器での利用性が高くステアリン酸におきかわった糖が生乳生

産に利用され、乳脂肪・乳タンパク質・乳糖を上昇させる可能性がある。農場の問題解決にはそれぞ

れの脂肪酸の特徴を理解した上で上手に利用することが必要である。 

(3) 牛の状態を確認しながら給与量を上げる 

綿実、加熱処理大豆、エクストルーダー処

理大豆など脂肪を多く含む飼料を利用してい

る場合、わずかな量のバイパス油脂の追加で

あっても第一胃内の微生物増殖に影響が出る

場合がある。バイパス油脂は第一胃環境や牛

の代謝に影響を与えやすいので、使用開始時

や製剤の変更時には牛の状態を観察しながら

ゆっくり行うことが肝要である。表４に各脂

肪酸製剤に含まれる脂肪酸の特徴と使い方の

例を紹介する。 

 

４  まとめ 

     乳牛の改良や飼養管理技術の向上により個体泌乳量が増加する一方で繁殖成績や乳成分の低下に悩み、

その悩みを解決すべく各種バイパス油脂サプリメントを利用している酪農家を多くみかけるが、一般に

バイパス油脂の価格が高いことに加え、使い方によっては期待する効果が得られないどころかかえって

生産性を低下させている場合がある。基本的に乳牛は粗飼料と濃厚飼料で飼育できる家畜であり、バイ

パス油脂の添加は必要不可欠なものではない。バイパス油脂利用は基本的な飼料配合を整えてもなおエ

ネルギー不足がおこる場合の一手段としてとらえ、利用する場合は目的にあった製剤を選択し、第一胃

微生物への影響や費用対効果を考えて臨機応変に添加量を決定することが望まれる。 
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