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  今 月 の 農 政 情 報   

 

ぎふ農業・農村男女共同参画プランの推進にあたって 

 

１ これまでの取り組み成果 

県では、これまで農業・農村男女共同参画の推進に向け、平成２３年３月に策定した「ぎふ農山村男女共

同参画プラン（第２次）」に基づき、計画指標を定めて農業者をはじめ市町村、農業協同組合、各関係団体・

機関等と共に推進してきた。 

その結果、「家族経営協定の締結数」の増加や「女性起業グループでの法人割合」、「女性農業委員の割

合」増加などの成果が得られた。 
 

表１ 取り組みが進んだ計画指標（ぎふ農山村男女共同参画プラン第２次評価結果より） 

取り組みが進んだ計画指標 
計画当時 

(H22年度) 

目 標 

(H27年度) 

結 果 

(H27年度) 

「男女共同参画を推進すべき」と考える農業者の割合（％） ５１.０ ７０.０ ７２.６ 

農山村女性に関する目標設定のある市町村数 １４ ２１ １９ 

家族経営協定の締結数（件） ３０８ ４５０ ５１０ 

女性起業グループでの法人割合（％） １３.０ ２０.０ ２１.２ 

女性農業委員の割合(％)  ３.３  ５.０  ６.６ 

農業協同組合の女性役員数(人) １７ ２１ ２１ 

農林業に関する審議会における女性委員の割合（％） ２４．０ ３５．０ ３７．８ 

自身の役職登用に前向きな女性の割合（％） １７．３ ２５．０ １９．９ 

 

一方で「認定農業者に占める女性の割合」や「女性起業グループ数」、「農業担い手リーダーに占める女

性の割合」など取り組みが進まなかった指標も見られる。 
 

表２ 取り組みが進まなかった計画指標（前掲に同じ） 

取り組みが進まなかった計画指標 
計画当時 

(H22年度) 

目 標 

(H27年度) 

結 果 

(H27年度) 

認定農業者に占める女性の割合(％) ２.９ ４.０ ２.２ 

女性起業グループ数(件） １３５ １５０ １１３ 

農業担い手リーダーに占める女性の割合(％) ３８.０ ４０.０ ２９.６ 

 

平成 27年７月に実施したアンケート調査（農業者男女へ 1,046名配布、うち 693名が回答）によると「男

女共同参画を推進すべき」という意見は増加した一方で、女性の社会参画を実感している人は４割程度と依

然として低い状態であった。 

加えて、アンケートによると農業経営へ参画できない理由に「技術不足」や「自信がない」を挙げる女性

が多く、女性の経営能力や技術向上を進めていく必要が明らかとなった。また、女性の政策・方針への関わ

りの拡大では周囲の理解は進んでいるが、女性の負担が増えるなどの理由で未だ多くの人が進んで参加でき

る意識や環境となっていないとの回答割合が高く、男女共同参画への一層の取り組み強化が求められる。 

 

２ 策定の趣旨 

農業経営や地域社会の発展のためには、今後も男女ともにその能力を活かした社会づくり、とりわけ女性

が持つ「感性の豊かさ」や「行動力」「ネットワーク力」を多様な場面で発揮することのできる環境整備が

必要である。また、その実践においては、女性の活躍の場づくりに対する男性の理解も重要である。 

そのため、これまでの成果やアンケートで明らかとなった結果を踏まえ、農業就業人口の過半を占める女
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性の活躍を推進し農業経営の改善や農村地域の活性化を進め、男女が共に築く社会の実現に向け今後の方針

を示し、農業者と関係団体・機関等が一体となって取り組むことを目的に策定された。 

また、本プランは「岐阜県長期構想」「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」「岐阜県男女共同参画計画(第３

次)」「ぎふ農業・農村基本計画」等、各種計画との整合性を図りながら、これまで策定した農業・農村での

男女共同参画に向けたプランの内容を継承しつつ、新たな方針として策定されている。 

 

３ 推進方針と推進指標 

 プランでは、「農業経営への女性参画の拡大」と「女性が活躍する地域農業の実現」の２つを推進方針と

し、それぞれ以下のとおり方策を掲げて、農業・農村における女性の能力発揮による男女共同参画社会のさ

らなる実現を目指している。 

また、プランでは推進指標を設定、毎年の成果を調査、取り組み状況を検討して、農業者や関係機関の取

り組みを促し、最終年度（平成３２年度）には成果を分析・評価する計画である。 

 

[ぎふ農業・農村男女共同参画プラン推進方針] 
 

(1) 農業経営への女性参画の拡大 

○ 家族主体の農業経営では、女性を含め農業に従事する家族すべてが働きやすいよう就業条件などを取

り決めた「家族経営協定」締結の推進と併せて、女性認定農業者の育成や共同経営者として認定農業

者の共同申請を進めます。 

○ 農業法人等の企業経営では、女性従業員の確保・定着を図るため、関係機関と連携し、休暇制度や育

児休業給付金など福利厚生の充実に取り組み、女性が働きやすい職場環境づくりを進めます。 

○ 農業後継者や新規就農者、農業法人の女性従業員など新たに農業に関わる女性を対象に、意欲的に農

業経営に関われるよう情報交換の場づくりを行い、農業・農村の担い手として育成を図ります。 

○ 女性の能力を活かし農業経営力の向上を図るため、女性のための起業化研修や法人化研修を行うとと

もに、女性起業グループへの機械設備の導入や個人においては各種助成事業、制度資金の活用を進め

ます。 

○ 農業に積極的に取り組む女性に対して、次世代女性リーダー研修会等を開催し、将来のリーダー（指

導農業士、女性農業経営アドバイザー等）としての育成を図ります。 

(2) 女性が活躍する地域農業の実現 

○ 女性の意見を政策や方針に反映するため、各関係団体と連携し、農業委員や農業に関する審議会への

女性の登用を促進します。 

○ 女性農業経営アドバイザーなど農業・農村で活躍する女性が講師となり、女性の役割や活動紹介など

の研修会を通して、農業経営や地域組織への女性の積極的参画を図り、男女共同参画を進めます。 

○ 農業委員会、農業協同組合、農業担い手リーダー等団体の女性グループをネットワーク化し、女性が

活躍する地域農業の実現に向け一体的な活動を展開します。 
 

表３ 「ぎふ農業・農村男女共同参画プラン」の推進指標 

指   標   項   目 
実 績 

(H27年度) 

目 標 

(H32年度) 

１ 家族経営協定の締結数(件) ５１０  ６５０  

２ 認定農業者のうち女性農業者数（件） ６０  １１０  

３ 女性起業における法人数(件) ２４  ３０  

４ 農業委員に占める女性の割合(％) ６．６  ８．５  

５ 女性の農業担い手リーダー数（人) ９７  １２０  

６ 農業に関する審議会における女性委員の割合（％） ３７．８  ４０．０  

※ プランの期間は、平成２８年度から３２年度までの５年間。 
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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 

◆ ４月下旬～５月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ４月下旬は、高気圧に覆われて概ね晴れた

が、はじめと後半には、前線の影響により雨

となった日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに高くなった。

降水量は、岐阜、高山ともにかなり多くなっ

た。日照時間は、岐阜、高山ともに少なくな

った。 

 ５月上旬は、高気圧に覆われ晴れた日があ

ったが、低気圧や前線の影響で雨となった日

もあり、天気は周期的に変化した。 

 平均気温は、岐阜では平年並、高山では高

くなった。降水量は、岐阜では多く、高山で

は少なくなった。日照時間は、岐阜、高山と

もに平年並みとなった。 

 ５月中旬は、高気圧に覆われ晴れた日があ

ったが、低気圧や前線の影響で雨となった日

もあり、天気は周期的に変化した。 

 平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く

なった。降水量は、岐阜では少なく、高山で

は平年並みとなった。日照時間は、岐阜では

多く、高山ではかなり多くなった。 

               

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ５月２１日～６月２０日までの天候見通し  

                                名古屋地方気象台５月 19日発表 

 期間の前半は、天気は数日の周期で変わり、期間の後半は、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込み。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率 60％、降水量は平年並みまたは多い確率ともに 40％、日照時間は平

年並みまたは少ない確率ともに 40％の見込み。 

 週別の気温は、１週目は高い確率 70％、２週目は、平年並みまたは高い確率ともに 40％、３～４週目は、

平年並みまたは高い確率ともに 40％の見込み。 

 

 

 

 

 

 

 

2015～2016 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  ～長雨対策～ 

水害は浸水・冠水の時間及び水温等によって被害程度が異なる。また、水害は野菜の種類によって被害に

対する強度が異なる。特に水田転作畑を利用した栽培では危険度が高い。 

一般に土壌空気率が 10％以下になると、根の呼吸に必要な酸素が不足して正常な生育が望めなくなり、根

腐れの原因となる。根の伸長に必要な空気率は 13～17％以上であり、根の活動を盛んにするには 20％以上が

必要である。 

表１ 野菜の種類別冠水抵抗性（６月下旬） 二井内（1953） 

冠水程度 作物名 

5.5時間以下で影響を受けるもの きゅうり、トマト、キャベツ、だいこん 

７～８時間   〃 いんげん、ほうれんそう、かぼちゃ、たまねぎ 

１日間     〃 大豆、ごぼう、なす、セロリー 

 

(1) 事前対策 

○1  低湿で浸冠水が常発する地域では十分な排水対策をしておく。 

ａ．排水溝や暗渠排水の整備  

ｂ．排水ポンプの準備 

ｃ．高あぜ、しゃ水壁を設置する。 

○2  浸冠水が発生しやすい時期は予防策を考えた栽培をする。 

ａ．高畝栽培  

ｂ．強雨による傷害や泥のはねあげ、土の流亡を防ぎ、土壌水分の安定を図るため、マルチ栽培をする。 

ただし、高温期は敷きわら、敷き草を併用する。 

ｃ．苗床は特に排水がよいほ場を選び、強風、豪雨にたたかれないようにビニール等で被覆をする。 

○3  被害が発生しやすい地域では、は種時期や定植期を調整し、予備苗や種子を準備しておく。 

○4  被害の常発期には病害虫の予防散布間隔を短くし、特に疫病や軟腐病の予防散布を励行する。  

 

(2) 応急対策 

○1  地表面を速やかに排水する。 

ａ．排水路の整備 

ｂ．ポンプによる強制排水 

ｃ．しゃ水壁（ビニール等）による雨水の侵入防止 

    排水が終わりしだい、洗浄を兼ねた予防散布を行う。 

○2  土壌が乾燥して地表面が固まると土中は酸素不足となるため、早めに地表面を破る程度の軽い中耕を

する。 

○3  根が洗い出された野菜は軽く中耕土寄せをする。 

④ 肥料が流亡しているほ場が多いから、野菜に回復の兆しが見えたら、500～600倍の液肥を施す。 

 

 

 

２ 野菜（高冷地）  ～梅雨時期の長雨・低日照対策～ 

今年は５月までは気温が高めで推移し、また降雨が少なめであったので、これまでは高温・乾燥対策が中

心であった。今後梅雨入りを迎え、大きく変わる気象環境に対応した栽培管理とされたい。 

梅雨時期は長雨に伴い、低日照・低温・高湿潤環境となることから、光合成量不足による収量低下や草勢

低下に陥りやすく、中山間地や高冷地の野菜は灰色かび病などの病害が発生しやすい。また急な晴れ間によ

り強日照・高温・高湿潤環境へ激しく変化し、しおれや養分供給不足など様々な障害発生の原因となりやす
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い。また排水不良のほ場は、降雨時に地下水位が上昇するため湿害を受けやすく、よりこの激しい変化に耐

えづらい。中山間地や高冷地ではこの差が大きく影響は甚大であり、総合的な対策が必要である。 

(1) 雨よけハウス栽培共通 

① 排水溝の点検補修 

梅雨時期の排水不良はピシウム根腐病や青枯れ病の発生を助長するので、排水対策は徹底しておく。

雨水のほ場への浸透を軽減するためハウス外周の明渠を点検補修し、雨水が滞留する箇所は排水路を

追加し、ほ場外へ速やかに表面排水できるよう工夫する。必要に応じて排水ポンプも用いるとよい。 

② ハウス点検補修 

雨よけハウスの被覆資材及び止め具（マイカ線やパッカーなど）を点検補修し、強風雨に対応でき

るようにする。 

③ 防除・葉面散布 

大雨後は、冠水・多湿あるいは茎葉の損傷などにより病害発生しやすいので、土落としを兼ねて保

護殺菌剤などの予防剤を散布する。また草勢回復のため葉面散布剤を使用する。 

 

(2) ほうれんそう 

① 長雨による事故品対策  

例年梅雨時期の６月中旬以降は、腐敗等の事故品発生が増える時期である。生育期のほ場では 1か

月予報や週間予報を見つつ、かん水終了時期とかん水量を計画的に調整し、株が蒸れないよう注意す

る。また、土壌消毒直後のほ場は、ズルケが発生しやすいので特に注意する。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除   

ａ．べと病 

発病適温は 10～20℃で、曇雨天が続く梅雨時期や秋雨時期あるいは結露しやすい晩秋な

ど低温湿潤条件下で多発する。病原体は藻類近縁の卵菌で葉が長時間濡れる環境でまん延す

るので、夕方のかん水を控え、こまめな換気によりハウス内の湿気抜きを行うなど夜間結露

を減らす対策が予防の前提となる。また高次の抵抗性をもった品種の導入も必須となるが、

新しい発病レースの予防のためにも、この時期の生育初期には農薬散布による予防防除も併

せて行うとよい。 

ｂ．白斑病 

近年問題となりつつある病害で、べと病の農薬散布が少ないほ場に発生する傾向がある。

病原体は多犯性の不完全菌で罹病残渣が感染源になるため、発生ほ場では残渣と雑草のほ場

外処理とハウス周りの雑草除去を基本とし、銅剤などの保護殺菌剤による予防防除も併せて

行う。 

ｃ．ホウレンソウケナガコナダニ 

30℃までは繁殖可能であるが生育適温は 10～20℃と、比較的低温で多湿な条件で繁殖するため、

高標高地域は特に注意が必要である。未熟有機物や作物残渣や雑草を餌とするので、完熟堆肥

の使用、残渣及び雑草のほ場外処理、周辺雑草の除去等の実施、発芽むらの軽減を基本とす

る。新芽を中心に食害するので、農薬散布は株中心にもいきわたるよう丁寧に行う。少量多

回数の散水による防除も期待できるが、作物の徒長やべと病発生のリスクが高まるのでリス

クを理解した上で、収穫の 1 週前まで土壌表面が湿る程度の状態を維持できる量とタイミン

グで表面散水する。また立性品種は開張性品種より食害を受けやすい傾向があるので特に注

意する。 

 

(3) トマト 

① 定植後の管理 

ａ．かん水（土壌水分・空中湿度） 

今年は気温が高めで推移し、例年より乾いたうねとなりやすい。また気温が高めなので株の出来

過ぎを気にして辛目のかん水になりやすい。定植直後の株元かん水は、茎頂の伸び・太さ・形状な
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ど草勢が強すぎないよう注視し、絞り過ぎかけ過ぎとならないよう活着するまで継続する。一方ハ

ウス内も乾燥しやすくなっており、特に午前中から昼過ぎまでは空中湿度が適正域を下回りやすい。

労力や設備があれば、株が小さいうちは草勢安定のため、生育適湿である 60～90％となるよう通路

散水を行うとよい。 

ｂ．着果処理 

株に着果負担が安定してかかるよう第１花房以降低段の着果処理を確実に行う。 

② 草勢の維持(第３花房開花以降) 

ａ．施肥、かん水 

第３花房開花以降、果実肥大が徐々に増し草勢が抑えられ始める。収穫開始の第６花房開花期ま

では体作りと着果負担がさらに増していくが、梅雨時期は日照不足が相まって草勢維持がシビアに

なる。茎頂の伸び・太さ・形状など草勢が強くなり過ぎないよう注視し、着果負担の増大に合わせ

て段階的にかん水量と追肥量を増やす。追肥の開始は、ほ場条件や基肥施肥量に合わせて遅らせる

など調整するが、肥料切れとならないよう注意する。 

ｂ．葉面散布による草勢回復 

降雨・曇天が続くと葉からの水分蒸散が激減し、土壌からの肥料分吸収が抑えられる。一方日照

不足により光合成量が減るため、体作りと果実生産が抑制され草勢が低下してしまう。一時的な効

果であるが、草勢低下の軽減のためには、同化産物であるアミノ酸などを配合した葉面散布用肥料

を、茎頂を中心に施用するのが有効である。 

ｃ．摘蕾、摘花 

鬼花は下位等級果実になりやすいため、花数に余裕がある場合は早めのタイミングで摘蕾摘花す

るよう心掛ける。特に第１花房の第１花は鬼花となりやすいため注意する。 

ｄ．摘果 

草勢低下させすぎないため第３花房までは各花房とも３果に摘果を基準とするが、老化苗定植等

の影響で弱草勢となる場合は草勢回復のため、第１、２花房を中心に摘果のタイミングを早めたり

摘果数を増やす。そもそも梅雨時期は極端な日照不足になるので、天気予報１か月予報や週間予報

を参考に、草勢管理を戦略的な視点で組み立てる。 

ｅ．主枝更新、摘花房 

草勢管理を徹底しても結果的に草勢低下しても、極端に追肥やかん水を増やさず、一方で早めの

開花前後の花房摘除や摘心による主枝更新を行うことなど、着花房数を減らし、草勢の立て直しを

図る。 

③ 曇天・長雨・低温による病害虫防除 

梅雨時期は、日照不足により草勢が低下し、また低温湿潤環境のため、灰色かび病や葉かび病の好

適環境である。通路から舞った土ぼこりにはこれら病原体の胞子があるので、梅雨入り前には土ぼこ

り落としを兼ねて予防防除を行っておく。また体が出来過ぎた株は養分欠乏症を伴いやすく、罹病す

るリスクが高まるため特に注意する。予防防除には、類系統成分の農薬を連用せず、必ず異系統の農

薬によるローテーション防除を行う。 

 

 

 

３  果  樹 

 今年の気象状況は、３～４月の高温に引き続き、５月も気温の高い日が続いていることから、県内の主要

果樹は、昨年に引き続き、平年より生育がかなり早く進んでいる。また、病害虫の発生も生育にあわせて早

まっている様子なので、病害虫情報をしっかり確認して適期防除に努めてほしい。 

また、暖冬及び４月以降の高温の影響で生育が進んだ中で、４月中下旬の低温によって一部の果樹で晩霜

害の被害が確認されているが、収量減につながるものではないとみているところである。６月は梅雨に入る

ため、湿害対策（排水対策）をしっかりとり、樹勢確保に努めてほしい。 
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 なお、５/２５時点の県内主要果樹の生育状況について、平坦部のカキは開花期が平年より５～６日早く、

前年並みであった(表１)。飛騨地域のリンゴも、開花期は平年より７日程度早く、前年より２～３日早まっ

た（表４）。開花期が４月であったナシ、モモは引き続き生育も早い状況で推移しており、これから開花期

を迎えるクリも早まると推測される。 

表１ カキの生育相（農業技術センター調べ） 

    

    

    

  

 

 

 

   

   

 

 

  表２ ナシの生育相（農業技術センター調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ クリの生育相（中山間農研中津川支所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ モモの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18

2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17 9/30 10/11 10/11
平年 3/16 4/6 5/19 5/20 5/23 10/2 10/4 10/9

太秋 2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19
2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16 10/14 10/26 11/5
平年 3/21 4/10 5/18 5/20 5/23 10/15 10/24 11/1

富有 2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20
2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20 11/4 11/11 11/25
平年 3/21 4/11 5/20 5/22 5/26 11/6 11/18 11/29

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17

2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 8/3 8/14
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20 8/6 8/18

豊水 2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15
2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15 8/27 9/10
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11

※　平年はH18～H27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

丹沢 2016 4/1 4/24
2015 3/29 4/26 6/10 6/7 8/26 9/4
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 8/30 9/9

筑波 2016 3/29 4/22
2015 3/25 4/25 6/11 6/6 9/15 9/23
平年 3/29 4/26 6/17 6/11 9/19 10/1

ぽろたん 2016 3/29 4/22
2015 3/25 4/24 6/11 6/9 9/7 9/13
平年 3/30 4/28 6/16 6/15 9/12 9/18

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

雄花
満開

雌花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2016 3/21 4/20 4/19 4/21 4/27

2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 7/31 8/12
平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/6 8/3 8/15

昭和 2016 3/22 4/21 4/20 4/22 4/27
白桃 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 8/17 8/28

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29
※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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表５ リンゴの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 果樹園の湿害対策 

      梅雨期に入って４～５日雨続くと、それまで健全そのものであった樹でも、晴天時に葉が垂れて水分

不足の状態を示したり、きびしい場合には葉が黄化し落葉したり、果実もカキやモモなどでは生理落果

を助長したり、ナシではゆず肌果などの症状が、根の湿害を受けた結果として現れる。 

① 湿害発生の機構 

春から夏にかけて発生する湿害は、急激に発生し（３～４日程度）、症状もきびしい。 

地温が高いほど短時間で発生する。 

この理由は土壌微生物が活動することにある。地温がおおよそ 15℃になると、それまで休眠してい

た土壌中の微生物が活動を始める。微生物の中には生きるために酸素を必要とするものと、酸素を必

要としないものとがあるが、通常の土壌条件では、酸素を必要とする微生物が大半を占めている。 

従って、春から夏にかけて樹木が活発に伸長、養分吸収を行っている根と、活動を始めた微生物と

が生きるための活動エネルギーを得るために盛んに呼吸を行って、土壌中の酸素を消費する。 

この状態のときに長雨によって地表面からの酸素を供給する道（孔げき）が水浸しになると、根と

微生物は酸素不足に陥る。しかし、微生物はこのまま死なず、生きるためにあらゆる手段を尽くして

酸素を求めようとする。すなわち、地表面から酸素の供給を断たれた微生物は、土壌中の無機物や有

機物と結合している酸素を奪い取り、それで呼吸を行う。その結果、酸素を奪われた無機物や有機物

は根に著しい毒性を持つ還元物質となり、これが果樹の根を著しく害し枯死させるのである。 

② 耐湿性 

一般に果樹の耐湿性は、モモ・イチジクおよびナシはきわめて弱いのに対し、ブドウはやや強く、

カキは水田のあぜに植えてもよく育つほど耐湿性が強い（表６）。 

耐湿性のやや強いブドウは、根の中に地上部から空気が送られる通期組織が発達しており、

土壌中から酸素がとれなくても呼吸ができる構造を持ち、さらに根に有害な還元物を酸化して

無害なものにしていると考えられている。 

一方、カキは根の中にシブを多く含み、このシブが有害物質と結合して根が害されるのを防

いでいるため、耐湿性が強いと考えられている。 

      表６ 各樹種根群の耐水性の比較（小林ら、1949） 

 

③ 排水対策 

ほ場整備の排水目安は、地表水は４時間以内に、土壌中の過剰水は 24時間以内に排出できることで

樹種

根部の浸水後か
ら新梢の伸長停
止までの日数

葉の萎凋黄化な
どの外的変化が
現れる日数

葉内含水量の標
準区に対する比
較

同化量の標準区
に対する比較

全根重に対する
小根重の割合

排水後から新梢
伸長再開までの
日数

イチジク ５～７　日 ６　　日 71～81  ％ 24　　％ 59　　％ 枯死～８日

モ　　モ ９～13 ４ 86～91 46 67 枯死

ナ　　シ ６～７ ６ 93～99 71 73 枯死～再伸せず

カ　　キ 12～７ 20 97～100 73 88 ７～10日

ブ ド ウ 14～20 14 95～100 85 76 ２～６日

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2016 3/31 4/10 4/26 4/30 5/6

2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8 9/4 9/16
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/21

ふじ 2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6
2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7 11/9 11/27
平年 4/5 4/19 5/4 5/8 5/13 11/12 11/30

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期



 

- 9 - 

 

ある。排水方法は、暗渠を設置し、土壌中の水分停滞を防ぐのが基本である。水田転換園等で、暗渠

を設置しないで開園したところでは、明渠を設置し、園地表面に停滞水が残らないようにする。 

なお、冠水した場合は、葉の黄変落葉等の症状が現れてからでは手遅れであるので、できる限り速

やかに土壌排水対策に努める。さらに長期の滞水で被害が発生した場合は、土壌表面が乾いてから軽

く中耕を行い、土壌中に酸素を供給して、新根の発生を促すとよい。 

 

 

 

４  花  き  ～長雨、低日照における管理～ 

東海地方では６月８日（平年値）に梅雨入りし、およそ１か月半の雨の季節を迎える。長雨、日照不足に

よる花きの品質低下や病害被害等を防ぐため、以下の点に留意して管理を行う。 

露地栽培（小菊など）においては、排水対策を行うとともに、跳ね上がりは病害発生の原因となるため晴

間をみて葉裏への予防散布を行う。施設栽培（切バラ・鉢物等）では、軟弱徒長を防ぐため遮光資材の使用

状況を確認するとともに、施設内が高湿度になることから循環扇などを利用して換気に努める。 

また、べと病、灰色かび病などの予防防除を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 

 

 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

切り花の日持ち性向上に向けた対策について 

１ はじめに 

花きの消費は近年下げ止まりつつあるが、平成１０年をピークに減少傾向となっている。また、東海農政

局が平成２３年度に実施した「花と暮らしの関わり方に関するアンケート」結果によると、花を選ぶ基準は

として、花の色や香り、花の値段に次いで、花の鮮度（新鮮で日持ちするかどうか）が約５０％と上位を占

めている。日持ちが長くなればこれまで以上に花を購入したいという回答も４０％を占めるなど、花の日持

ちは花を購入する時の大きな要素となっている。 

また、切花を中心に輸入花きが増加するなか、国産花きのシェアを高め、日持ちの良い花きを消費者に提

供するために、国は、「花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」において、生産から流通・販売

に至るまでのコールドチェーンの確立や各段階での鮮度保持剤の使用等に努めるよう求めている。 

このように、切り花の日持ち性向上が課題となっていることから、切り花の品質管理や日持ち品質管理認

証制度について紹介する。 

 

２ 切り花の日持ち性低下の主要因 

 切り花の日持ち性が低下する要因は、品目によって異なるが、エチレンによる老化、栄養不足、バクテリ

アによる導管詰まりなどが挙げられる。 

(1) エチレン 

植物ホルモンであるエチレンは花の老化を促進し、花の種類によって感受性が大きく異なる。 

特にエチレンに対する感受性はカーネーションは非常に高く、キク、ユリ類などは低い。（表３） 

     そのため、エチレンに対する感受性の高いカーネーション、スイートピー、バンダ、キンギョソウ、

トルコギキョウ等の品目では、エチレンの働きを阻害するＳＴＳ剤（チオ硫酸銀）を処理することで、

日持ちを良くする事ができる。 

       表３ 切り花のエチレンに対する感受性 

感受性 品目 

非常に高い カーネーション 

高い シュッコンカスミソウ、スイートピー、デルフィニウム、デンドロビウム、バンダ 

やや高い カンパニュラ、キンギョソウ、ストック、トルコギキョウ、バラ、ブルースター 

やや低い アルストロメリア、スイセン 

低い キク、グラジオラス、チューリップ、ユリ類 

資料：農研機構花き研究所「日持ち保証に対応した切り花の品質管理マニュアル」 

(2) 糖質の不足 

花きが開花するのには多くのエネルギーが必要であり、糖質が不足するとバラのブルーイングや蕾の

多いトルコギキョウなどが開花しないなどの要因となる。 

(3) バクテリアによる導管閉塞 

茎の中でバクテリアが増殖すると導管が詰まり、日持ちが悪くなる原因となる。そのため、バケツ容

器を清潔にする事や、水揚げ用の水は繰り返し使用しないなど基本的な作業の確認が重要である。 

また、抗菌剤を含む前処理剤の使用もバクテリアの増殖を抑えるのに有効である。 

 

農研機構花き研究所（現農研機構野菜花き研究部門）が各品目ごとの品質管理の要点をまとめた「日持ち

保証に対応した切り花の品質管理マニュアル」を作成しているので、参考にすると良い。 

（http://www.naro.affrc.go.jp/flower/research/files/Manual%28Quality_control_of_cut_flowers%29_R

evised_ed.pdf） 

http://www.naro.affrc.go.jp/flower/research/files/Manual%28Quality_control_of_cut_flowers%29_Revised_ed.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/flower/research/files/Manual%28Quality_control_of_cut_flowers%29_Revised_ed.pdf
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３ 日持性向上対策マニュアル 

ＭＰＳジャパン株式会社は、平成２６年度花き日持ち性向上対策実証事業で日持ち性向上対策のマニュア

ルを日持ち性向上対策品質管理認証制度ガイドブックとしてまとめている。その中で、生産部門で行うべき

チェックポイントについて紹介する（表４）。 

表４ ■日持ち性向上対策品質管理認証の要件（生産部門） 

項目 チェックポイン

ト 

解説 

ハウス 

（圃場） 

清掃 ハウスを清潔にしないと、病原微生物などの増殖が促進され、それにより

灰色かび病などの病害発生などを引き起こす。 

採花 採花時間 日中は温度が高いため、収穫したばかりの切り花の品温が上昇しやすく、

ダメージを与えやすい。また、日中は蒸散が盛んなため、水揚げしにくい。 

バケツに入れる

までの時間 

採花した切り花をそのまま放置すると、導管に空気が入り込み水揚げを阻

害する。採花後、できる限り早く水揚げを開始しなければならない。 

冷蔵庫に入れる

までの時間 

採花した切り花を常温で放置すると、呼吸により貯蔵糖質を消費し、日持

ちが短縮する。 

前処理バケ

ツ 

水揚げの清潔度 バケツが汚染されていると水揚げを阻害する。そのため、ルミノメータに

よる測定値が 1000RLU以内のきれいなバケツを使用しなければならない。 

前処理剤の使用 多くの切り花の日持ちは前処理剤の使用により延長する。 

バケツの水替え

頻度 

水替えを怠ると、微生物や微生物が分泌した多糖類が集積し水揚げを阻害

する。そのため、水は適宜交換しなければならない。 

バケツの保管 バケツが汚染されていると水揚げを阻害する。そのため、バケツは清潔な

場所に保管しなければならない。 

選花場 清掃 選花場を清潔にしないと、病原微生物などの増殖が促進され、それにより

灰色かび病などの病害発生などを引き起こす。 

温度・湿度 呼吸量は温度が高いほど増加し、その結果、貯蔵糖質を消費して日持ちが

短くなる。 

ハサミ ハサミの洗浄度 汚れているハサミを使用すると水揚げが阻害される。そのため、きれいな

ハサミを使用しなければならない。 

保管庫 温度・湿度 呼吸量は温度が高いほど増加し、その結果、貯蔵糖質を消費して日持ちが

短くなる。そのため、出荷までの間、冷蔵庫で保管することが必要である。 

滞留日数 採花から出荷ま

での時間 

切り花の日持ちは限られており、滞留日数が増加すると消費者段階での日

持ちが短縮する。 

出荷前冷蔵 冷蔵温度・時間 短時間冷蔵しても切花の温度を低下させることはできない。切り花の温度

を確実に低下させるには、３時間以上冷蔵することが必要である。 

輸送時花持

ち剤 

花持ち剤の使用

（湿式） 

輸送時に花持ち剤を処理すると日持ちの短縮が抑えられるだけでなく、日

持ちを延ばす効果もある。 

出荷所まで

の輸送 

温度 直射日光に当たると切り花の温度が上昇し、日持ちが短縮するので直射日

光に当てない。また、低温で輸送しなければならない。 

採花日記録 採花日記録 日持ちが限られており、採花後の時間経過にともない短縮する。日持ちは

採花からの日数として推定できるため、採花日の記載が必要である。 

お客様 コミュニケーシ

ョン 

日持ちのよい切り花を安定的に出荷するためには、商品の評価に関する情

報を収集するとともに、クレームに対する原因を把握することが必要であ

る。また、商品の価値を高めるためには情報発信は欠かせない。 クレーム処理 

栽培記録 切り花の日持ちは栽培される環境により影響される。日持ちの改善あるい

はクレームに対応するために農薬と肥料の使用量を制限 

資料：MPS ｼﾞｬﾊﾟﾝ 「花き日持ち性向上対策事業 日持ち性向上対策品質管理認証制度ガイドブック」 資料：MPS ｼﾞｬﾊﾟﾝ 「花き日持ち性向上対策実証事業 日持ち性向上対策品質管理認証制度ガイドブック」 
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４ 花き日持ち品質管理認証制度について 

 ＭＰＳジャパンは花き日持ち性向上対策実証事業と併せて日持ち性向上対策に取り組む生産者、流通業者、

小売店舗を認証する制度を開始した。 

 この取組みは、消費者に日持ちの良い花を提供する事が最大の目的であり、内容は、生産、流通、小売の

各部門で行うべき温度管理や衛生管理などをそれぞれにまとめている。 

既に認証制度には、生産部門７６軒（個人・生産団体）、流通部門３３軒（市場、仲卸、加工、輸送業者）、

小売部門２２９店舗が認証を受けている（H27.12.15現在）。 

生産部門では大規模な切り花産地が多く認証を受け、2,000 名以上が参加し、花き市場も、取扱い高上位

１０社のうち６社が参加するなど広がりを見せている。 

 （日持ち性向上対策品質管理認証制度ガイドブック参照 

http://www.mps-jfma.net/rf/pdf/himochi_guide_book.pdf） 

 

５ おわりに 

消費者に新鮮で日持ちの良い花きを提供するには、産地、輸送、市場、小売店がそれぞれの段階で行うべ

き温度管理や衛生管理などの取組みをリレーのバトンのようにを繋いでいく事が重要であり、生産、流通、

小売りの各段階のどれが欠けてもリレーは成立しない。小売、流通部門でこうした取組みが広がれば、川上

である産地にも同様の取組みが求められることが想定される。 

そのため産地でも、市場等との連携を強化し、採花日の記録、温度、衛生管理等日持ち性を向上させる取

組の必要性が益々重要となると考えられる。 

 

http://www.mps-jfma.net/rf/pdf/himochi_guide_book.pdf
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肉用牛飼料中のミネラル（無機物）について 

 

１ はじめに 

 ミネラルは家畜の骨や歯の重要構成成分であるとともに、糖、タンパク質や脂質の代謝合成、酵素やビタ

ミンの活性化、筋肉収縮や神経伝達などの生命活動維持に重要な役割を果たしている。肉用牛に必要なミネ

ラルはカルシウム（Ca）、リン（P）、マグネシウム（Mg）、イオウ（S）、カリウム（Ｋ）、ナトリウム（Na）、

亜鉛（Zn）、コバルト（Co）、銅（Cu）、マンガン（Mn）、ヨウ素（I）、セレン（Se）、鉄（Fe）などであ

るが、一般に１日の要求量がｇ単位のＣａ、Ｐ、Ｍｇ、Ｓ、Ｋ、Ｎａは「主要ミネラル」、１日の要求量が

ｍｇ単位のＺｎ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｉ、Ｓｅ、Ｆｅは「微量ミネラル」と呼ばれている。豚、鶏及び乳牛

の配合飼料ではミネラルを添加することが常識とされているが、肉用牛では必須ミネラルを添加物として含

有しない飼料が散見され、これらの飼料を給与する際は混合飼料等によるミネラル補給が必要である。また

最近はアミノ酸や低分子ペプチドとミネラルを結合させて腸管から吸収されやすくしたタイプの肉牛用混合

飼料（ペプチドミネラル、キレートミネラル等）が普及してきているため、今回は肉用牛における各種ミネ

ラルの役割と要求量等について紹介する。 

 

２ 主要ミネラル 

(1) カルシウム（Ｃａ）・リン（Ｐ） 

       ＣａとＰは骨の主要な構成成分である。またＣａは筋肉の収縮や神経伝達に不可欠であり欠乏によ

り重篤な障害が発生する。特に肥育牛用飼料にはＣａ含量が少なくＰを多量に含有する穀類やフスマ

などが含まれるためＣａ不足に注意する

必要がある。飼料にＣａやＰが欠乏すると

正常な骨の発育が妨げられ子牛では「クル

病」成牛では「骨軟化症」が発生する。血

中のＣａ濃度はカルシトニンとパラソル

モンの働きで一定に保たれ血中Ｃａ濃度

低下時には腸管からのＣａ吸収と骨から

のＣａ溶出を促進し尿へのＣａ排泄を抑

制するが、この時飼料中のＣａ濃度が低い

と骨からの溶出が亢進し骨軟化症が起こ

りやすくなる。また骨形成が盛んな肥育前

期にＣａ含量が低い肥育用飼料を給与す

る農家では骨のＣａ密度が低く、肥育後期

になってＣａ溶出量が不足し低カルシウ

ム血症による食欲減退、起立不能、第四胃変異などの症状が出る場合がある。血中Ｃａ濃度が低下す

ると尿へのＰ排泄が増加し尿結石（リン酸アンモニウム塩）形成の危険性が高まる、一方でＣａ補給

でよく用いられる炭酸カルシウム（CaCO3）は飼料中含量が高まると尿ｐＨを上昇させて尿結石の結

晶化を促進するので、肥育牛の尿石対策にあたっては飼料中のＣａ含量と添加物の種類を確認する必

要がある。Ｐ含量の少ない野草や牧草のみを採食する放牧牛や繁殖牛ではＰ欠乏が発生することがあ

る。 

 

(2) マグネシウム（Ｍｇ）・イオウ（Ｓ）・カリウム（Ｋ）・ナトリウム（Ｎａ）  

       Ｍｇの 65～70％は骨格中に存在し、生体内で酵素の活性化、神経伝達、骨の形成等に重要な働きを

している。肉用牛のＭｇ要求量は飼料乾物中 0.05～0.25％とされているが、第一胃のｐＨが 6.5以上

のときはＭｇの吸収率が低下する。ＫはＭｇの吸収を拮抗的に阻害するため、窒素とＫを多量に施肥

した牧草を給与すると、血中Ｍｇ濃度が低下して痙攣などの症状を起こすグラステタニーが発生する

ことがある。Ｓはアミノ酸（シスチンやメチオニン）の原料として蛋白質代謝と密接に関係するほか

表１ 黒毛和種のCa・P要求量（g/日）

種 類 時期 カルシウム リン

繁殖雌牛
（４５０ｋｇ）

維持期 １４ １５

妊娠末期 ２８ １９

授乳期 １５ ２２

子牛（雌・去勢） ２００ｋｇ（DG1.0） ３１ １５

肥育牛（去勢）
３００ｋｇ（DG1.4） ４２ ２０

６００ｋｇ（DG1.0） ３２ ２４

肥育牛（雌） ３００ｋｇ（DG1.2） ３４ １８

日本飼養標準肉用牛２００８年版
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第一胃内微生物の生育に必須のミネラルである。肉用牛のＳ要求量は乾物中 0.1%とされ、摂取許容限

界（中毒量）は 0.4%に設定されているが大部分の飼料は要求量を満たすＳを含んでいる。Ｋ、Ｎａは

酸塩基平衡、浸透圧調整、神経伝達などに重要な役割を果たしている。Ｋ要求量は乾物あたり 0.65%

とされているが粗飼料中に多く含まれているため補給の必要はない。逆に飼料中のＫ含量が３％を超

えるとＭｇやＣａの吸収率が低下してグラステタニーや起立不能の原因となる。Ｎａの要求量は乾物

中 0.08%であるが粗飼料や穀物にほとんど含まれないため飼料添加などによる補給が必要である。 

 

３ 微量ミネラル 

(1) 亜鉛（Ｚｎ） 

       Ｚｎは炭水化物やタンパク質の代謝に関与する 300種類以上の酵素の活性化に関与するミネラルで、

欠乏すると食欲減退、発育不良、被毛粗剛、皮膚炎、フケ、爪の脆弱、免疫低下などの多様な症状が

現れる。またビタミンＡを輸送するタンパク質（レチノール結合タンパク）の構成要素でありＺｎ欠

乏は食欲不振や夜盲症などのビタミンＡ欠乏症状を助長する。Ｚｎは成長期の動物の体内で分泌され

る IGF-1（インスリン様成長因子）のシグナル伝達系に関与しておりＺｎ不足は筋肉のタンパク質合

成に影響する。また血糖の細胞への取り込みを促進するインスリンの分子内にもＺｎが組み込まれて

いるのでＺｎ不足により筋肉のアミノ酸と糖の取り込みが低下すると考えられている。Ｃａやビタミ

ンＡは余剰分を骨や肝臓に蓄積し血液中濃度が不足するときにこれを血中に動員する機構が備わって

いるが、子牛にＺｎ含量が要求量（30mg/DMkg）に満たない飼料を 21 日間給与すると１日増体量が

1.3kg/日から 0.6kg/日に低下し、その後Ｚｎを添加すると 14日間で回復する（Engel et al,J.Anim.Sci 

1997）ことからＺｎについては蓄積され

たミネラルを不足時に放出する機能がな

いと考えられている。このことから肉用

牛の筋肉が成長する３～18 ヶ月齢の間

は要求量を満たすタンパク質とともにＺ

ｎを毎日継続して給与する必要がある。

日本飼養標準ではＺｎの要求量は 30

（20-40）mg/DMkg とされているが米国

NRC は繁殖牛、肥育牛のＺｎ要求量

30mg/DMkg に対してストレス下の子牛の

要求量を 75-100mg/DMkgと高く設定して

いる。Ｚｎの飼料添加は無機亜鉛（硫酸

Zn、炭酸 Zn、酸化 Zn）で行われるのが一

般的であるが、無機亜鉛でＺｎ要求量を

充足した肉用牛用飼料に腸管からの吸収機序の異なるアミノ産結合型Ｚｎを添加すると１日増体量と

飼料効率が向上することが米国で報告され、国内でも京都、和歌山、愛知県等の公設研究機関が黒毛

和種肥育用飼料にアミノ酸結合Ｚｎを添加すると１日増体重の増加（平均+0.06kg/日）や枝肉重量の

増加（肥育期間の短縮）が見られることを報告している。なお、飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律（昭和 28年法律第 28号）ではアミノ酸結合ミネラルとしてペプチド亜鉛、ペプチド鉄、

ペプチド銅、ペプチドマンガンが飼料添加物として指定されている。 

  

(2) コバルト（Ｃｏ） 

       牛ではルーメン微生物がビタミンＢ群を合成するが、ＣｏはビタミンＢ12の必須構成成分であるた

め飼料中のＣｏが不足すると牛はビタミンＢ12欠乏となり食欲減退（くわず病又はくいやみ病）や悪

性貧血などを起こす。ルーメンが発達した牛はコバルト（又はビタミンＢ12）を給与すればビタミン

Ｂ12 欠乏は発生しないが、ルーメンが未熟なほ乳子牛用の代用乳や人工乳にはビタミンＢ12 の添加

が必要である。植物はビタミンＢ12を合成できないため粗飼料のＣｏ含量は土壌のＣｏ含量や土壌ｐ

Ｈの影響を受けて変動する。一般にアルカリ土壌で栽培された牧草はＣｏ含量が低くなる傾向があり、

表３ 微量ミネラルの要求量と許容限界（乾物中ppm）

適正値 範囲 摂取許容限界

亜鉛（Zn） 30 20～40 500

コバルト（Co） 0.10 0.07～0.11 10

マンガン（Mn） 40 20～50 1,000

銅（Cu） ８ 4～10 100

ヨウ素（I） 0.50 0.20～2.0 50

セレン（Se） 0.20 0.05～0.30 2

鉄（Fe） 50 50～100 1,000

日本飼養標準肉用牛2008年版
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自給・購入に関わらず粗飼料のＣｏ含量は生産地による変動が大きい。Ｃｏの要求量は 0.10（0.07

～0.11）mg/kgとされているが米国では肥育用飼料ＤＭ中のＣｏ濃度を 0.15～1.0mg/kgとすることで

肝臓中のビタミンＢ12 濃度や１日増体重が増加したという報告（Tiffany et al,J.Anim.Sci 

81:3151,2003;84:635,2006）が行われており肥育牛飼料へのＣｏ添加量が増加する傾向にある。 

 

(3) マンガン（Ｍｎ）・銅（Ｃｕ） 

       ＭｎとＣｕは繁殖機能との関係が深く、欠乏すると分娩後の生殖器の回復が遅延し繁殖成績に悪影

響を及ぼす。またＭｎは軟骨形成に必要であり妊娠牛のＭｎ欠乏により胎児の発育不良や新生子牛の

運動機能障害が発生する。我が国の牧草は大部分が牛の要求量を満たすＭｎを含んでいるためＭｎ欠

乏はほとんど無いと考えられているが、Ｆｅ、Ｋ、Ｍｇ、ＣａがＭｎの吸収を阻害するのでこれらの

含量の多い飼料、水を摂取している場合は注意が必要である。Ｃｕは各種酵素の構成成分として肉用

牛の体内代謝を調節している。肉用牛のＣｕ要求量はＤＭあたり４～10mg/kg であるが我が国の牧草

はＣｕ含量が不足する場合が多くＣｕ不足に注意が必要である。Ｃｕ欠乏では被毛の退色脱毛、食欲

減退、貧血、骨折、下痢、繁殖障害、心不全などの多様な症状が現れる。ルーメンが発達していない

子牛は成牛よりもＣｕの感受性が高く過剰摂取した場合に黄疸や肝臓障害がおこる場合があるため、

子牛にＣｕ含量が高い繁殖牛用飼料を給与することは禁忌とされている。 

 

(4) ヨウ素（Ｉ）・セレン（Ｓｅ）・鉄（Ｆｅ） 

       Ｉの主要な生理作用は甲状腺ホルモンの合成でありＩ欠乏では甲状腺肥大や甲状腺腫、甲状腺ホル

モン不足による発育不良や死産、繁殖障害等の悪影響が生じる。ＳｅはビタミンＥとともに抗酸化作

用による生体膜の保護を担う。子牛のＳｅ不足による運動障害は白筋症とよばれ筋肉が白色化し歩行

困難、発育不良、下痢などの症状を示す。繁殖牛では胎盤停滞の予防や繁殖成績の向上にＳｅ添加が

効果を示したことから分娩前後の飼料中Ｓｅ濃度を 0.1ppm（100mg/kg）にする方が良いとされている

が、Seは他の微量ミネラルに比較して消化管から吸収されやすく要求量と中毒量が近接しているため、

中毒が発生しやすい微量ミネラルの一つであることに注意が必要である。Seの慢性中毒は脱毛、体重

減少、食欲減退、急性中毒では失明、筋肉脆弱、痙攣、下痢などの症状を示す。Ｆｅはほとんどが赤

血球のヘモグロビンとして存在し酸素と二酸化炭素の運搬に重要な役割を果たしている。Ｆｅの典型

的な欠乏症状は貧血であるが肉用牛の飼料には要求量以上のＦｅが含まれているためほ乳中の子牛

を除いてＦｅ欠乏はほとんど発生しない。一方で土壌中にＦｅが多く含まれているのでサイレージや

乾草調整時に土壌が混入してＦｅ濃度が高くなると食欲減退などのＦｅ中毒症状が発生する場合が

ある。 

 

(5) 各飼料の微量ミネラル含有量 

       日本標準飼料成分表２００９年版に掲載    

された各種飼料の微量ミネラル含量を抜粋し

た。飼料中のミネラル含量は、土壌中のミネ

ラル濃度や土壌ｐＨによって大きく変動する

ため供給元が固定しやすい粗飼料についてミ

ネラル不足や過剰に注意が必要である。ミネ

ラル含量が要求量を満たしていても、ミネラ

ルの量的バランスが悪いとあるミネラルが他

のミネラルの体内吸収を阻害する、いわゆる

相互作用（拮抗作用）が起こり欠乏症状が現

れることがある。牛で起こりやすい相互作用

では、ＺｎとＣｕ、Ｍｏ・ＳとＣｕ、Ｆｅと

Ｚｎ、ＦｅとＺｎ・Ｃｕ・Ｍｎなどがある。また、未消化繊維、カビ毒吸着剤や土壌はミネラルと結

合し腸管での吸収を阻害することがある。牛が土をなめる行動はルーメン発酵の安定化や微量ミネラ

表４ 微量ミネラル含量（乾物中ppm）

Ｚｎ Ｃｏ Ｍｎ Ｃｕ Fe I

チモシー 27 0.06 145 8.7 200 -

ﾍｲｷｭｰﾌﾞ 27 0.17 39 9.2 500 -

いなわら 47 0.65 476 4.1 300 -

小麦わら 54 0.08 36 3.1 200 -

圧ﾍﾟﾝﾄｳﾓﾛｺｼ 21 - 6 2.9 49 0.12

皮付き大麦 26 - 16 7.2 49 0.00

ふすま 94 - 133 12.4 161 0.12

大豆粕 57 0.53 42 16.4 311 -

日本標準飼料成分表2009年版

要求量 30 0.1 40 8 50 1
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ルの補給の点ではプラスとなるが、土壌はＦｅやミネラル吸着物質を多く含み微量ミネラルの吸収率

を低下させるため牛が土を要求する原因（Ｎａ不足、Ｐ不足、アシドーシス、Ｆｅ不足のいずれかが

原因であることが多い）を取り除く（食塩ブロック、重曹の給与などを行う）ことが望まれる。 

 

４ まとめ 

 我が国では、乳牛・豚・鶏の飼料への微量ミネラルの添加は常識とされているが和牛飼料については繁殖・

育成・肥育のいずれの分野でも十分に浸透していないのが現状である。これは霜降りを重視する我が国独特

の和牛生産に筋肉量を重視する畜産先進国の研究成果があまり利用されてこなかったことや、古い歴史を持

つ和牛産地では自給粗飼料や自家配合飼料が利用されることが多く配合飼料の利用が少なかったことなどが

影響していると考えられる。しかし近年、栄養学に関する海外の研究成果が和牛飼育用飼料に導入され飛躍

的な生産性向上が図られていることから、和牛関係者が栄養に関する最新情報を収集するとともに給与する

配合飼料の表示表を熟読し、成分量、原材料の配合割合、含有する飼料添加物などの情報をもとに不足する

ミネラル類を過不足なく補給し疾病事故防止や生産性向上を図ることが望まれる。 
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