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  今 月 の 農 政 情 報   

 

開設２年目を迎えた「岐阜県就農支援センター」の取り組み 

 

１ はじめに 

 県では、県が開発した「トマト独立ポット耕栽培システム」を活用し、冬春トマトの新規就農者を育成す

ること目的に、平成 26年４月に岐阜県就農支援センターを開設。第一期生は同年６月に研修が始まり、平成

27年５月末をもって研修が修了し、８月の就農に向けて準備が進んでいる。 

 現在センターでは、平成 27年４月に受け入れた第二期生の研修と来年の就農に向け、関係機関（生産者組

織、市町村、ＪＡ等）と連携して農地の確保・施設整備・資金調達等について取り組んでいる。 

 

２ 岐阜県就農支援センターの概要 

(1) 施設 

  ① 生産実習施設  ポット耕栽培研修ハウス 3,456㎡（1,728㎡×２棟） 

            土耕栽培ハウス 432㎡ （両ハウスとも平成 26年 3月完成） 

  ② 事務研修棟   247㎡（木造平屋建、平成 27年 1月完成）  

  ③ 作業棟     126㎡（鉄筋平屋建、平成 27年 1月完成） 

 
 

(2) 研修 

① 研修期間  ４月から翌年５月までの１４ヶ月間 

          （第一期生は、平成 26年６月～平成 27年５月までの 12ヶ月間） 

② 研修計画  単位数     １，１１０単位（実時間数 １，６６５時間） 

          （内訳）座学    １８４単位（実時間数   ２７６時間） 

              実習    ９２６単位（実時間数 １，３８９時間） 

写真１ （左から）ポット耕栽培研修ハウス、事務・研修棟、作業棟 

 

栽培実習 就農準備等

４月 　　　入所式、研修スタート　　　　　　　　　　　　

５月

６月 　　　　　　　　　

７月 　　　農地の選定

８月 　　　定植　　

９月 　　　農地決定

１０月 　　　収穫の開始

１１月 　　 　　　就農計画作成

１２月 　　　ハウスの設計

１月

２月 補助制度の申請準備

３月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次期生）

４月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次期生入所、次期生研修開始 ハウス建設開始

５月 　　　修了式→就農へ　　　　　　　５月まで前期生と実習

６月

７月

８月
・
・

ハウス完成、栽培開始

＜主な座学内容＞
トマトの栽培技術、病害虫

対策、農業簿記 等

＜主な実習内容＞
給液管理、環境制御、誘引、

腋芽かき、病害虫防除 等

前期生と実習

図２ 研修スケジュール 

単位数

Ⅰ ガイダンス 9

Ⅱ 実習 926

Ⅲ 講義 51

Ⅳ 演習 38

Ⅴ 就農準備 43

Ⅵ 就農調整 13

Ⅶ 現地視察 24

Ⅷ 修了準備 6

1,110 （実時間数） 1,665 時間

内、実習 926 （実時間数） 1,389 時間

内、座学 184 （実時間数） 276 時間

科目 内容等

研修ガイダンス

トマトの栽培実習（定植準備、定植、給液管理、誘引、培地
加温、環境制御、着果処理、除芽、摘果、つる下げ、農薬散
布、機器の保守、収穫調整、後片付け）

岐阜県の農業、農産物流通、野菜栽培の基礎、施設園芸、
ポット耕の実際、土壌・肥料、病害虫対策、トマトの栽培技術

農業経営、農業簿記、リスク管理

就農支援制度、就農計画

就農予定地の農業調査

先輩農家との意見交流、先進農家等視察

研修報告、修了式

単位数計

図１ 研修カリキュラム 科目一覧 
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３ 第一期生の就農準備状況 

(1) 就農に向けた取り組み 

① 就農支援 会議（西濃地域（海津）就農支援会議）の設置：平成 26年 4月 30日 

    構成員：研修生、ＪＡにしみの海津トマト部会、海津市、ＪＡにしみの、ＪＡ全農岐阜、県 

         （事務局 西濃農林事務所農業振興課） 

② 農地の確保 

   ・ 就農支援会議が農地情報の収集、地権者との交渉を行い、農地を確保 

      ５～６月 農地情報収集、7月～ 地権者との交渉、９月 農地の決定 

③ 就農計画の作成 

   ・ 10月からハウスの設計と並行して就農計画を作成。 

平成 27年 1月末 就農計画完成。平成 27年 2月 海津市が「青年等就農計画」として認定。 

④ 施設整備 

   ・ 県補助金（元気な農業産地構造改革支援事業）とＪＡにしみののリース事業を活用して整備。 

    ※ ＪＡにしみののリース事業：ＪＡが施設を整備し、12年間リースで生産者へ施設を貸し付け。 

                        リース終了後は、施設は生産者へ無償貸与。     

  

 (2)修了式 

   ・ 平成 27年５月 28日、古田岐阜県知事、東海農政局長 

他、各関係機関の代表者出席のもと、岐阜県就農支援セ 

ンターにて修了式を開催。 

  ・ 古田知事から研修生へ修了証書の授与、来賓の祝辞、 

   海津市長から激励のことば等をいただき、４名の研修生 

   も就農に向け決意を新たにしました。 

 

 

               

表１ 第一期生の就農準備状況（平成 27年６月末現在） 

性別・出身地 年齢 農地 区分 ﾊｳｽ面積 施設整備 現在の状況 

男性・各務原市 ４１ 

海津市 

海津町江東 

 

借地 

２０ａ 

ＪＡﾘｰｽ 

８月に就農予定 

 

現在、ハウス建設中 

（工期 5/7～8/25） 

 

※ハウス完成後、ＪＡとリー

ス契約を締結し、就農。 

男性・千葉県 ４５ ２０ａ 

男性・愛知県 ２９ ２０ａ 

男性・海津市 ４８ 
海津市 

南濃町太田 

自己 

所有地 
１５ａ ＪＡﾘｰｽ 

 

４ 第二期生の概要 

 ・ 平成 27年４月に、４組５名（１組は夫婦で受講）の研修生を受け入れ、現在研修中。 

性別 年齢 出身地 就農希望地 備考 

男 性 ４０ 本巣郡北方町 本巣郡北方町  

男 性 ３３ 大垣市 海津市  

男 性 ３９ 安八郡輪之内町（愛知県から移住） 海津市  

男 性 ３６ 
三重県伊賀市 海津市 夫婦で受講 

女 性 ３２ 

写真２ 修了証書授与の様子 
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５ 平成 28年度研修者（第三期生）の募集 

 (1) 募集人数  ４名 

 (2) 募集期間  平成 27年６月１日（月）～７月 31日（金）午後５時まで 

          （郵送の場合は、募集期間中に必着） 

 (3) 応募先   岐阜県農政部 農業経営課 担い手対策室 就農支援係 

 (4) 選考    一次面接（８月）、二次面接（９月）で審査後、研修生を決定 

 

 

＜参考＞ 

 

【県の新規就農対策について】  

 

  担い手育成プロジェクト１０００による新たな担い手の育成・確保 

 

① 情報提供、相談窓口 

  ・ 就農に関する情報を一元的に提供する「ぎふ就農ナビ」をインターネット上に開設 

・ 農業経営課、（一社）岐阜県農畜産公社、各農林事務所、JA等での就農相談 

 

② 研修及び研修施設支援 

  ・ 農業の基礎的知識を座学で学ぶ「農業やる気発掘夜間ゼミ」、４カ月間で栽培技術の基礎習得を目指

す「農業で夢再発見研修」、１年間で現場研修を行う「あすなろ農業塾」等の各種研修 

・ 農業大学校での実践的な学習、青年農業者の養成 

・ ＪＡ等が実施する研修施設整備の支援（就農支援センターの波及効果） 

◇ 新規就農者研修施設整備事業（県単） 補助率：事業費の 1/2 以内 

【平成 26年度】 

飛騨市に「飛騨地域トマト研修所」(事業主体：ＪＡひだ)を整備、平成 27年 4月から第一期

生が研修を開始した。 

【平成 27年度】  

郡上市(事業主体：ＪＡめぐみの)と下呂市(事業主体：ＪＡひだ)にトマト研修所を整備。平

成 28年度から研修生を受け入れる予定 

 

③ 就農準備支援 

○ 各地で市町村、ＪＡ、農林事務所等の関係機関による地域就農支援協議会を設立し、農地の確保、

地元生産者組織等との調整、就農計画の作成等就農に向けた支援を行う。 

 

④ 就農後のフォローアップ 

○ 新規就農者に対して、就農前後の不安定な時期への青年就農給付金の支給や生産施設等に要する経

費等の貸し付け。 

○ 新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業用機械・施設等の導入の初期投資の軽減を支援。 

・ 元気な農業産地構造改革支援事業【県単事業】 補助率：事業費の 1/3 以内  

・ 経営体育成支援事業【国庫事業】       補助率：事業費の 3/10 以内 

  ○ 県普及指導員による技術・経営に関する指導助言 

 

⑤  「全国農業担い手サミット」開催に向けた担い手及び関係機関との連携 

  ○ 農業者が相互研鑽と交流を通じて経営改善と地域農業のさらなる発展を目指して平成 28年秋に 

開催。 

・ 平成 27 年５月 20 日県実行委員会を設立し、今後は地域実行委員会を設置し、円滑な事業推進を

図る。 
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図１ アメダス気象図（岐阜市：6/25現在） 

 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
カラ梅雨傾向の中、夏秋野菜は順調に推移・・・ 

平年と同じ 6月 8日頃に梅雨入りした以降、少雨が

続き、6月 25日までの降水量は、岐阜市で 112.5mm（対

平年比 73.1％）、高山市で 62.0mm（対平年比 60.5％）

と少なく推移しているが、おかげで春先の低温日照不

足による夏野菜等への影響も順調に回復し、麦の収穫

作業にも大変好都合であった。しかし、同期間の平均

気温がほぼ平年値と同じであるのに対し、日照時間は、

降水量が少ないにもかかわらず、岐阜市で 87.2 時間

（対平年比94%）、高山市で72.8時間（対平年比87％）

とやや少なめに推移しており、軟弱徒長気味になる

等、農作物への影響が懸念される（図 1）。 

さて、先の大戦の沖縄での本格的な戦闘終結日であ

る 6月 23日（慰霊の日）、糸満市摩文仁の平和祈念公

園で記念式典が開催されたが、実は 70年前の気象観測

値が残されている。県庁所在地、那覇市の気象データ

を見ると1945年1月までは気温と降水量の観測が続け

られていたが、2 月からは降水量のみ、それも欠測値

が目立ち、6 月からは一切観測は行われていない。も

っとも、あの激戦下で 5月まで観測を続けた職員がい

たこと自体に驚かされるとともに尊敬の念を抱かざる

を得ない。観測の再開は、1951年 1月まで待たれるこ

とになるが、1961年 1月からは気圧、降水量、気温、湿

度、風向・風力、日照時間等の全要素が観測対象となった。 

エルニーニョ現象が強まる！ 梅雨明け以降も低温・多雨・日照不足気味の予想・・・！ 

名古屋地方気象台が 6月 24日に発表した 9月までの 3

ヶ月予報によると、気温は平年並～やや低め、降水量は

多め、日照時間は少なめに推移すると見込まれる。 

例年なら、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧の狭間

で梅雨前線が日本海に停滞し、南北に上下することで本

格的な梅雨を降らせるが、7 月半ばにもなると太平洋高

気圧の強まりとともに高気圧の西縁に沿って暖かい大量

の水蒸気を吸い込んだ雨雲が局地的な大雨を降らせるよ

うになり、毎年のように繰り返される豪雨災害の原因と

なった後、さらに勢力を増した太平洋高気圧により押し

上げられた前線が消滅して梅雨明けとなる。 

さて、本年はエルニーニョ現象が発生しており、今後 

その勢力が強まる予想もある。この場合、太平洋高気圧の張り出しが弱く偏西風の蛇行等などもあって、梅

雨明けが平年よりやや遅れ、雨の日が多くなる。ここ数年の傾向では、低温日照不足の東・北日本や豪雨災

害の西日本に比べ、特に東海地方においては、エルニーニョ現象の下でも梅雨明けがさほど遅れることなく、

平年並に近い気温となっており、その影響は少ないとされているが、農作物に対する日照不足の影響は明ら

かで、水稲のいもち病、果樹の炭疽病、野菜類の灰色かび病などの発生には十分な注意が必要である（図 2）。 

7月 23日は二十四節季でいう「大暑」。暦どおりの暑さを慕いつつ、梅雨末期の集中豪雨、梅雨明け後の

干ばつや台風の襲来など、夏秋物にとって最も大切なこの時期を大過なく過ごせるよう望むばかりである。 

図２ 予想される海洋と大気の特徴（気象庁資料） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 
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１ 水  稲 ～低温、長雨対策～ 

水稲の生育期における低温の影響は、平坦地帯より山間高冷地帯で大きく、特に高標高の地域では冷害と

して現れる。水稲の冷害には、低温により出穂期が大幅に遅れたり、出穂後の長期間の低温により登熟不良

となる「遅延型冷害」と、穂ばらみ期の低温により出穂後に不稔となる「障害型冷害」がある。また、長雨

の影響は、日照不足や低温、冠水として複合的に発生することが多いので、状況に応じて対策を図る。 

 

(1) 遅延型冷害 

灌漑水が冷水となる水田では、迂回水路（廻し水）やビニールチューブを用いた水温上昇策（温水チュ

ーブ）を利用する。畦畔の補修等の漏水対策をおこない、用水と水温の較差が最も小さくなる早朝に灌水

し、日中は止め水にして日射を水温、地温の上昇に利用する。 

二次枝梗の籾数が多く一穂籾数の多い稲は、遅延型冷害により登熟歩合が低下しやすいため、幼穂形成

期前後の窒素過剰を避けるように管理し、二次枝梗の籾数が多くなり過ぎないよう努める。 

 

(2) 障害型冷害 

穂ばらみ期に平均気温２０℃以下の日が数日続いたり、最低気温が１７℃以下になると、障害型冷害の

原因となる花粉の形成阻害が発生しやすくなる。最も被害を受けやすい時期は、出穂７～１４日前頃の減

数分裂期であり、次いで出穂期と出穂２０～２５日前頃の幼穂形成期が被害を受けやすい。 

低温が予想される場合は深水にし、幼穂を低温から保護する。幼穂形成期頃には１０ｃｍ程度、減数分

裂期頃には可能な限り（できれば２０ｃｍ程度）の深水にする。深水にしたら日中は止め水にして水温の

上昇を図る。灌漑水が冷水の場合は、迂回水路やビニールチューブを用い、水温の上昇に努める。 

 

(3) 長雨対策 

分げつ期には、浅水管理とし分げつを促進する。有効分げつを確保した後の中干しが長雨で不十分な場

合は、幼穂形成期頃までをめどに、田面に小びびが入り足跡が軽く残るまで落水を続ける。中干しの前に

溝切りをおこなうと効果的である。追肥は、分げつの発生や草姿の状況等、稲の生育に応じて施用し、窒

素過剰とならないようにする。 

長雨が続くといもち病が発生しやすいので、防除を徹底し予防に努める。また、病害虫防除及び除草剤

等の薬剤散布にあたっては、天候に留意し、降雨により薬剤の効果が低下しないように努め、必要に応じ

て剤型の変更や体系化等をおこない効果的に防除する。 

 

 

 

２ 大 豆 ～長雨対策～ 

大豆は、梅雨期の長雨により播種時期が遅延されるとともに、遅播きにより生育量の不足が生じる。また、

大豆は湿害を受けやすい作物であり、長雨により播種後の種子の腐敗や初期生育の抑制等の被害が発生する。 

ほ場の周囲とほ場内には明渠を設け、排水に努める。明渠は、降雨や播種作業等で埋まることがあるので、

保守点検を行い、排水口にしっかりと繋いでおく。降雨直後にほ場の見回りをおこない、確実に排水できて

いるか確認する。播種が大きく遅れる場合には、播種量を増加し、生育量の低下を補う。土壌の通気性と排

水性を改善し、根の発達を促すため、中耕培土をおこなうと良い。しかし、開花以降の深い中耕培土は、側

根を切断し生育を停滞させるので、中耕培土は開花前に終了する。 
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３ 野  菜  ～干ばつ対策～ 

(1) 事前対策 

○1  有機物の施用、深耕、土壌耕盤層破

砕により、土壌を膨軟化し、保水力や

排水力を高め、根群を拡大させる。 

○2  排水溝、暗渠排水の閉鎖、うね間の

両端を閉じる等、ほ場の乾燥を防止す

る。 

○3  雑草を除去し、敷きわら、敷き草、

ポリエチレンマルチ等により土壌水

分の乾燥を防ぐ。特に敷きわら等は地

温上昇抑制効果が大きい。 

○4  生育着果に支障がない程度に茎葉を

摘除して、葉面蒸発を抑える。  

⑤ 雨よけ栽培の軟弱野菜には遮光

資材を活用する。 

 

(2) 応急対策 

① 土壌が極端に乾燥した後、急な多量の潅水をすると根の障害を起こし、被害が大きくなることがある

から、早めに潅水を開始するか、少量ずつ回数を多く潅水する。 

② 潅水は早朝または夕方に行う。畝間通路潅水は夜間に滞水しないよう掛け流しとする。 

③ 施用した肥料は乾燥により吸収が抑制され、土壌の乾燥進行により野菜の濃度障害が予想される場合

は追肥を控える。 

④ 軟弱野菜等草丈の比較的低い野菜では、応急的にべたがけ資材の被覆により乾燥を防ぐ。 

⑤ 収穫が近い野菜は早めに収穫するか、果菜類では整枝、摘芯等で収穫の中断、切上げをする。 

 

 

 

４ 野菜（高冷地）  ～梅雨時期の長雨・低温・低日照対策～ 

 梅雨に入ると、高冷地においては、長雨・低日照と低温による農作物への影響が大きいため、気象状況を

十分に把握し、その対策が必要となる。 

 野菜の生育適温や光適応性はそれぞれ異なるが、低温と日照不足が続くと生育が遅延し、光合成が抑制さ

れて、樹勢低下、花質低下、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恐れがある。 

(1) ほうれんそう 

① 長雨による事故品対策  

６月中旬以降の梅雨時期からは例年、腐敗等による事故品の発生が問題となる時期である。収穫期に

はほ場が乾いているように、収穫１週間前からの潅水は厳禁となるが、天候に気を配りながら、ほ場条

件に応じて潅水量や潅水終了時期を調節することが必要となる。また、収穫・調整作業は丁寧に行い、

葉や葉柄を気づつけないように注意を図る。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除   

  ａ．べと病 

     曇天や降雨が続く梅雨時の低温期に発生が問題となるが、分生子の発芽適温は８～18℃とされ、高

標高地帯においては夏にも発生が見られる。特に近年はいままでの抵抗性を侵すレースの発現によ

り初期からの予防防除が重要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長することから夕方のかん

図１ 夏期の敷きわらが地温に及ぼす影響 
（敷きわら 3.3㎡当たり 4kg） 
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水は避け、合わせてこまめな換気も有効である。 

③ 梅雨明け後の高温日の管理 

ａ．遮光  

ほうれんそうの発芽適温は 18～20℃と低いことから、播種時は遮光資材（遮光率 30％程度）で被

覆し、地温の低下と土壌水分を保ち発芽の安定を図る。基本的には本葉４枚目までには除去する。 

  ｂ．水管理  

発芽が揃うまでの３～４日間は土壌表面の乾燥を防ぐため適度に潅水する。 

発芽揃いから本葉４枚目までは根が伸長する時期であり、立枯病等が発病しやすいため潅水を控え、

本葉４枚～草丈 10cm程度までは土壌の乾き具合を見て３回程度、１回当たり５～10mm程度の潅水を

行う。前作終了後、耕起前に潅水し、表層から作土層中心部まで土壌水分を均一に保つことも、物

理性維持や発芽揃いのためには有効である。 

  

(2) トマト 

① 長雨時の管理 

   梅雨期間の日照不足は、樹勢が低下しやすく、着果が不安定になりやすい。そのため、低段の着果負

担を軽減し、樹勢の維持を図るとともに、中央の畝を中心に潅水を定期的に行い、一定量の追肥は継続

する。 

   通常の管理では、樹勢の維持が困難な場合は、葉面散布により樹勢回復を促す。 

ａ．摘果を確実に行うことで、着果負担を減らし、樹勢の維持するが、樹勢が弱い株は１～２段を２果

以下に摘果する。 

  ｂ．雨天が続いた場合もハウス中央が乾燥しやすいため、２～３日に１回は潅水を行う。 

  ｃ．降雨・曇天が続く場合は根の動きが鈍いため、生長点付近を中心に最小限度の散布量での葉面散布

で養分補給を行うことは有効な手段である。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除 

ａ．灰色かび病、葉かび病が多発する環境下にあるので、梅雨時の発生前までに予防防除を重要である。

また、同一系統の薬剤を連用せず、必ず系統の異なる薬剤による防除を行う。 

③ 灰色かび病対策 

罹病している果実や葉はもちろんであるが、受粉の終わった花柄等の植物遺体で病原菌が増殖し、伝

染源になるので、できるだけ早く除去することが最も効果的な防除方法である。 

   また、本病原菌は、薬剤耐性がつきやすいので、農林事務所等で示されている防除体系にそって、作

用特性の異なる薬剤の交互散布を行う。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   葉先枯れ症は、着果負担増加による果実と葉のカリの競合が原因で発生し、天候の変化が激しい時、

その対応が出来ない時に発生が増加し、中断以降に多く発生する。 

    対応策としては、適正なカリ肥料の施用や低段の適正摘果、発生前からのカリ資材の葉面散布があげ

られるが、いずれも効果は十分でない。 

Ｈ２５．７．１４撮影（加留） 
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発生部位から灰色かび病が発生するため徹底した除去が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 梅雨期間中の管理 

ａ．しおれ対策  

曇雨天時は潅水を控えがちとなることから、特にハウス中央部分が乾燥状態となり、しおれ発生の

原因となることが多いため、土壌水分を一定に保つことを意識し、曇雨天が続く場合でも定期的な潅

水を継続する。しおれの発生が予想される場合（曇雨天が続いた後の晴天日等）は、前日や当日の早

朝より十分に潅水を行い、極端なしおれが発生した場合は動噴による葉水散布を継続して行い、葉焼

け等の発生を最小限に抑える。 

 

 

 

５  果  樹  ～干ばつ、日焼け対策～ 

＜果樹の生育＞ 

県内の果樹の生育は、４月の中旬から気温が高く推移していることから、平年になく生育が早く進んでい

る。開花期までの生育を見れば、かき（富有）は 6日、なし（幸水）は 3日、くり（筑波）は 6日、もも（白

鳳）は 3日、りんご（ふじ）は 5日早く、開花期が遅い品目ほど生育が進んでいる様子。６月に入り地域的

に降雨があるところとないところがみられるが、梅雨の後半は雨が多いと予想されるため、園の排水対策を

徹底し、順調な生育を促せるよう管理してほしい。 

     表１ かきの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

  

表２ なしの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17

2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20 10/3 10/9 10/9
平年 3/17 4/7 5/19 5/21 5/23 9/29 10/3 10/7

太秋 2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23 10/15 10/29 11/12
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30

富有 2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20
2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25 11/5 11/17 11/27
平年 3/24 4/13 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30

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 2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17

2014 3/17 3/28 4/5 4/8 4/12 4/18 8/4 8/20
平年 3/18 3/29 4/14 4/10 4/14 4/21 8/7 8/11

豊水 2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15
2014 3/15 3/26 4/1 4/5 4/10 4/16 9/1 9/8
平年 3/14 3/26 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11

開花期 収穫期
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表３ くりの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表４ ももの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      表５ りんごの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ かきの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋） 

図２ なしの果実肥大推移（左から幸水、幸水（GA）、豊水） 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3

2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7 8/3 8/17
平年 3/26 4/29 4/29 5/1 5/6 8/3 8/14

昭和 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3
白桃 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8 8/21 9/1

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29
※　平年はH16～H25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 2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8

2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14 9/4 9/18
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/22

ふじ 2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7
2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13 11/10 11/28
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29

※　平年はH16～H25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 2015 3/29 4/26 6/10 6/7
2014 4/1 4/28 6/13 6/12 8/28 9/8
平年 3/31 4/29 6/17 6/13 9/1 9/10

筑波 2015 3/25 4/25 6/11 6/6
2014 3/31 4/27 6/15 6/11 9/16 9/29
平年 3/29 4/27 6/18 6/12 9/19 10/1

ぽろたん 2015 3/25 4/24 6/11 6/9
2014 3/31 4/27 6/14 6/15 9/9 9/15
平年 3/31 4/28 6/17 6/16 9/13 9/19

雄花
満開

雌花
満開

収穫期
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                     図３ ももの果実肥大推移（白鳳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     図４ りんごの果実肥大推移（ふじ） 

 

＜干ばつ対策＞ 

(1) 被害の症状 

   梅雨明け後の 7～8月は乾燥の程度が著しいだけでなく、湿潤な梅雨期の直後であることで、根の活性が

低下しているため、急激な乾燥に対して抵抗力が弱い状況にある。 

   果樹の耐干性は、もも、すもも、アンズ、ぶどう、かんきつ等では強く、りんご、かき、なし等で弱い

傾向にある。しかし、この相違は必ずしも明確に区別できるものではなく、台木の種類、栽培条件等によ

っても異なる。 

   土壌水分の低下に伴い、始めに葉のしおれ、巻き込み等が見られ、程度がひどくなると果実の萎縮等（か

きではトラがき症状）や落葉が

発生し、場合によっては樹が枯

死する場合もある。また、程度

が軽い場合でもぶどうやかき等

では日焼け果の発生が多くなり、

なしでは樹体内の水分生理の異

常と考えられるユズ肌症状が多

くなる等の障害が発生する。 

(2) 事前対策 

・ 水田転換園等でかん水のできるほ場では、7日間隔で 1回のかん水量 30mm以上を目安に畦間かん水を

行う。その際、夕方から翌朝にかけ水を入れるようにする。日中の滞水は避ける。かん水を行いにくい

山畑等では、樹冠下に一部穴を掘り、スポット的にかん水を行う方法も有効である。 

・ 草生栽培園では、土壌中の水分を草が吸い、蒸散によって空中に逃がすため、裸地に比べ水分の蒸散

量が多くなる。草生管理園ではこまめに草刈りを行い、水分蒸散を抑えるとともに、刈り取った草は敷

き草として利用すると一層土壌からの水分蒸散を抑えることができる。 

 

 

 

 

枝の伸長停止 枝葉の萎凋始

イチジク 21.1 18.4 0.3～0.5

モモ 20.4 18.7 1.2～1.4

ブドウ 22.1 20.8 0.7～0.9

カキ 23.1 21.7 0.4～0.9

ナシ 241 24.1 0.3～0.6

土壌湿度（％） 葉裏の中助細胞の浸透圧（ﾓﾙ）
（KNO3原形質分離点）

 

表６ 果樹の枝葉の伸長停止ならびに萎凋始めの土壌湿度 

区 草生クローバー区 草生オーチャード区 清耕区 わらマルチ区 草生刈草敷区

1日当たりの蒸散量(mm) 4.8 4.06 2.83 1.52 2.3

同指数 170 143 100 54 81

表７ 土壌管理の違いによる蒸発散量（ポット法） 
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・ 清耕園では、敷き草、敷きわら等を行い、土壌からの水分蒸散を防ぐ。また、マルチ資材の利用も有

効である。 

(3) 事後対策 

・ 干ばつ被害を受けた樹では、葉のしおれ等が発生するが、果実が水分の貯蔵庫の役割をするので、あ

わてて果実を摘果せず、気象条件、被害程度をよく勘案してから摘果作業を行う。 

・ 干ばつの被害を受け、落葉等の大きな被害を受けた樹では、貯蔵養分が十分確保できていない場合が

多く、冬期の剪定にあたって強めの剪定を行い、次年度の新梢確保に努める。また、次年度の新梢の伸

長等をよく観察し、樹勢低下が著しい場合は、着果制限を行い樹勢回復に努める。 

 

＜日焼け＞ 

(1) 被害の症状 

   日焼け果は、気温が高い時に果実表面に直射日光が当たり果実温度が４ 

  ０～４５℃を超えると発生しやすくなる。通常は、葉や果実からの蒸散で 

  気化熱が奪われることより、温度上昇を防いでいるが、直射日光が当たる 

  ことで局所的に危険温度を超えることがあり、これが日焼け果の原因とな 

  っている。一般に午前よりも午後のほうが気温や樹体温度が高くなるため 

  危険性が高く、特に西日の当たる部分に発生しやすい。 

   また樹が水ストレスを受けている場合等は、気孔が閉じ蒸散が抑えられ 

  ることから、水ストレスが日焼け果の間接的な原因と考えられている。高 

  湿度、無風条件も蒸散が抑制されることから、被害が大きくなりやすい。 

(2) 対策 

・ 果実に直射日光が当たらないようにすることが基本となる。そのため新梢をやや多めに配置し果実に

西日等を当てないようにする。また、日焼け果は上向きでの発生が多いことから、摘果時に横から下向

きの果実を残すようにする。 

・ 蒸散を促進することも重要で、かん水を実施し樹に水ストレスを与えないようにするとともに、土中

の細根を充分発達させることが大切である。これにより、水ストレスによる気孔閉鎖が起きにくくなり、

日焼けを防ぐことだけでなく、光合成を促進させ、樹勢維持や果実肥大といった効果も期待できる。 

・ 細根を十分に発達させるには、土壌改良、堆肥の局所施用、排水対策（過湿になると根が傷むため）

などがあるが、平素からの土壌管理が重要となってくる。 

 

 

 

６ 茶  ～干ばつ対策～ 

＜干ばつ＞ 

(1) 被害の症状 

   干ばつにより土壌成分が不足して細根が枯れ、水分や肥料吸収が十分でないため、生育不良や葉枯れ、

落葉する。特に被害が大きくなると摘採面の細枝が枯死することもある。礫質土壌では特にその傾向が強

い。 

(2) 事前対策 

① 土壌改良 

既成茶園では、畝間の土壌の通気性を良くするため、堆肥、敷き草、わら等の有機物や、もみがらく

んたん等を十分施し、土壌保水力を増大させるよう日頃の管理が重要である。 

② 肥培管理 

   肥培管理の良否及び病害虫防除の励行が干害の程度に影響を及ぼしている。したがって、常時、肥培

管理、病害虫防除に注意し、樹勢の旺盛な茶園を維持する。 

③ かん水 

写真１ かきの日焼け 
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   干害の発生に対し、かん水の効果の大きいことはもちろんである。干害の被害は、かん水設備のない

茶園で顕著である。 

④ 樹高 

   茶樹の樹高は 60cm程度以下に保つ方が、干害の被害を軽減することができる。 

(3) 事後対策 

① 敷きわら、敷き草の施用 

干害の多くは、枝枯れ、葉枯れ、あるいは秋芽の生育不良などいずれかの障害を起こし、これらの障

害は晩秋ないし厳冬の低温、寒風、乾燥等によってさらに症状を助長するため、敷きわら、敷き草を十

分行い、乾燥防止する。 

② かん水及び病害虫防除 

    降雨が少ない場合、かん水を行い、樹勢の回復を図る。高温乾燥のため害虫発生を招きやすいので、

防除の励行に努める。 

③ 肥料の分施 

    干害によって根もかなり被害を受け、その吸収機能が弱り、濃度障害が出やすいので、肥料を分施す

る。秋肥はもちろんのこと、春肥、夏肥についてもできるだけ分施して樹勢回復を図る。 

④ 整枝 

    干害の被害を受けた茶園は、秋整枝の程度を軽くして、葉層の確保に努める。被害の大きい場合は、

秋整枝をやめ、春整枝としたほうが翌年の茶樹の回復が早い。 

 

 

 

７ 花  き  ～高温対策～ 

切り花生産において、梅雨時期に曇天が続いた次の日に朝から晴天となると、一時的な萎れが発生するこ

とがある。これは、曇天で根の吸水能力が低下し、天候の変化に植物が対応できないために起こる。品目に

より葉先焼けや曲りの原因となるため、萎れる前の朝９～１０時頃、葉水散水をして萎れを軽減させる。ま

た、梅雨明け後、強日射が続くと葉焼けが発生する。肥やしすぎないことに留意し、３０～５０％程度の寒

冷紗をして葉焼け防止を図る。 

また、施設栽培（切り花、鉢物共通）では高温障害を受けやすいため、換気を十分に行い、日中の施

設内気温の上昇を極力抑えることが重要である。サイドはできるだけ高く解放すると効果が高い。以下

の対策により高温障害の回避に努める。 

(1) 寒冷紗や石灰乳のガラス面塗布などにより遮光する。 

(2) 葉水により葉温低下と気化冷却を行う。 

(3) 高温、乾燥時にはハダニ類、アブラムシ類、スリップス類などの多発が考えられるので防除を徹底

する。 

（日中の防除は薬害などの恐れから避け、早朝または夕方以降に実施する。） 

(4) 収穫は気温の低い早朝に行い、低温貯蔵庫などにいれる。また、高温によって開花の進むバラなど

は１日２～３回収穫する。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

既存の雨よけハウスにおける排水対策 

 

近年、冷夏、長雨、日照不足等の気象変動が激しく、また、昨年のような集中豪雨もあり、雨よけハウス

であっても、ハウス内に雨水が停滞するなど、その影響は大きく、生育不良や収量減につながっている。 

 夏秋産地では、山間地での水田転作を主体に産地が形成されており、また、年間雨量が 2,000ｍｍを超え

る地域もあり特に排水対策が課題となっている。 

 本来であれば、ハウス設置前にサブソイラによる心土破壊や暗渠の設置により排水対策を実施するべきで

あるが、空きハウスの利用や借り上げ当初の地権者の意向により十分な対策を講じることができずに、排水

対策に苦慮している生産者も多い。 

 また、ハウス建設後の暗渠の設置には多大な労力と機械を必要とするために、その対策も十分に進んでい

ない。 

 そのため、郡上地域において機械メーカー等の協力を得て、小型トラクターによる心土破壊と弾丸暗渠の

設置の実演を行い、実証ほとして効果を確認することとした。 

 

１ 小型クローラー型トラクターによる振動式サブソイラの活用 

 今回、作業を行ったほ場は、深さ２０ｃｍ程度の作土層の下

に１０ｃｍ程の非常に硬い客土層があり、その下に礫層が形成

されていた。この、礫層に土が詰まることで、排水不良となり、

降雨があった時に、ほ場内に雨水が停滞していたと示唆された。 

 そこで振動式サブソイラを活用し、心土破壊と地中５０ｃｍ

に弾丸暗渠を設置した。 

振動式サブソイラは、トラクターのＰＴＯにより細かく振動

するため、低出力であっても強固な心土の破壊と弾丸暗渠を設

置することができ、また、作業時間も６０ｍのハウスで２本の

弾丸暗渠を施行するに約３０分で作業することができた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ 深さ 50cmの弾丸暗渠 図２ 振動式サブソイラ

ー 

図１ トラクタによる牽引 
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２ インテーク・レートの測定 

 ほ場の透水性を確認するためインテーク・レートを測定した。 

 直径５０ｃｍの円筒をほ場に打ち込み、円筒の外周に緩衝溜を設

けて、円筒内の減水深を測定した。 

 作業直後ではあるが、心土破壊と弾丸暗渠の設置により大幅に減

水深が増加しており、排水効果は期待できる結果となった。 

  

３ まとめ 

 今回は、サブソイラによる心土破壊と弾丸暗渠の設置の他に高畦、ミニバックホーによる明渠の設置やハ

ウス周辺の排水環境の改善を行い、総合的な排水対策を実施した。 

 葉先枯れ症や裂果等も含めて継続的な調査を実施し、根本的なほ場環境の改善が行われているかを確認し、

普及性を検討したい。 

 

 

図４ インテーク・レート

法による減水深の調査 

インテーク・レート測定結果 （ｃｍ）
１分 ３分 ５分 １０分 １５分 ３０分

測定値 0.5 0.3 0.6 0.2 0.2 0.7
累計 0.8 1.4 1.6 1.8 2.5

測定値 1 0.6 0.6 1 1 2.6
累計 1.6 2.2 3.2 4.2 6.8

施行前

施行後

表１ 
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機能性成分米による新規需要の開拓 
 

昨年度、農産園芸課は機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業を立ち上げ、機能性成分米の試験栽培を

行うとともに、県内の福祉・医療施設を対象とした機能性成分米に関する利用調査を実施した。その結果、

多くの施設から使用の意向が示されたことから、本年度は新たな品種を加えて試験栽培の面積を拡大し、福

祉・医療施設へのプロモーション活動を強化する予定である。ここでは、この事業で取り上げられた品種を

中心に機能性成分米の品種と期待される需要について紹介したい。 

 

１ 機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業で取り上げられた品種 

(1) 低グルテリン米「ＬＧＣソフト」 

この事業では、昨年度に機能性成分米の品種として「ＬＧＣソフト」を取り上げ、県内２ヶ所に実証ほ

場を設置し生産性等の栽培特性を調査した。「ＬＧＣソフト」は、低アミロース系統の良食味米であると

ともに、白米中のたんぱく質の組成が通常とは異なり、易消化性たんぱく質であるグルテリンの含量が少

ない（ＬＧＣ：Low Glutelin Content）。 

一般の白米には６～８％のたんぱく質が含まれており、その溶解性により水可溶性のアルブミン、塩可

溶性のグロブリン、アルコール可溶性のプロラミン、希酸または希アルカリ可溶性のグルテリンの４種に

分類される。これらのタンパク質は、プロテインボディ（ＰＢ）と呼ばれる特別な細胞小器官に蓄積され

ており、プロラミンとグロブリンの一部からなるタイプＩ（ＰＢ－Ｉ）は、ほとんど人体内で消化されず

体外に排出されるが、ＰＢ－Ｉに含まれる以外のたんぱく質は易消化性である。白米中のたんぱく質のう

ち約８０％は易消化性であり、中でもグルテリンは白米中のたんぱく質の５０～６０％を占めている。 

「ニホンマサリ」の突然変異により得られた低グルテリン含量かつ高プロラミン含量の変異体に戻し交

配することによって低グルテリン米「エルジーシー１」が開発された。さらにその食味を向上させるため、

糯に近い形質を発現する低アミロース遺伝子を持った「ニホンマサリ」の突然変異体を交配し、「ＬＧＣ

ソフト」が作出された（図１）。「ＬＧＣソフト」は良食味の低グルテリン米として、福祉・医療施設等

での利用が期待されている。 

ＮＭ３９１

エルジーシー１

LGCソフト

(ニホンマサリのガンマ線200Gy種子照射に

 由来する低アミロース(ダル)突然変異体)

ＮＭ６７

ニホンマサリ

(ニホンマサリのエチレンイミン種子処理に

 由来する低グルテリン突然変異体)

 

図１ 「ＬＧＣソフト」の系譜 

 

実証ほ場での「ＬＧＣソフト」の熟期は、奨励品種である「ひとめぼれ」よりやや遅く、「あさひの夢」

よりやや早くなった。養老町では、対照とした「あさひの夢」に対して収量は１０９％と多くなったが、

生育は過繁茂となり紋枯病の発生が見られた。また、可児市では、対照とした「ひとめぼれ」に対して収

量は１２０％と多くかったが、ともに疎植であったため地域の平均的な収量を大きく下回っている(表１)。

期待されたグルテリンについては、いずれも対照品種より含有率が低く、易消化性たんぱく質の割合は低

くなっている(表２)。 
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表１ 実証ほ場の調査結果 

 

表２ 実証ほ場で収穫された玄米のたんぱく質成分組成 

 

また、県内の福祉・医療施設を対象とした機能性成分米に関する利用調査については、県内の６９０施

設に対してアンケート調査が実施され、２４９施設から回答が寄せられた。「ＬＧＣソフト」については、

使ってみたい、または条件次第で使ってみたいとの回答が９７施設からあり、条件次第で使ってみたいと

の回答では、使用の条件は「価格」と「味」が上位であった。実際に収穫された「ＬＧＣソフト」を食べ

てもらった施設からは、粘り気がありモチっとしている、おにぎりにして食べたが冷めてもおいしかった

等、味は普通の米とほとんど変わらないとの感想であった。これらのアンケート結果から福祉・医療施設

における「ＬＧＣソフト」の需要は少なくないことが確認できた。 

 

(2) 巨大胚芽米「はいいぶき」 

県内の福祉・医療施設を対象とした機能性成分米に関する利用調査において、関心のある機能性成分米

についての設問で低グルテリン米を上回る回答数を得たのが、巨大胚芽米（高ＧＡＢＡ米）である。ＧＡ

ＢＡは、γ-アミノ酪酸の略称（ＧＡＢＡ：γ(Gamma)-AminoButyric Acid）でアミノ酸のひとつであり、

主に抑制性の神経伝達物質として機能している物質である。ＧＡＢＡには血圧調整作用、精神安定作用等

の機能があると言われている。巨大胚芽米は一般の品種と比較して胚芽が大きくＧＡＢＡの生成量が多い。 

本年度の事業では「ＬＧＣソフト」に加え、巨大胚芽米品種「はいいぶき」も実証ほ場を設置している

（表３）。「はいいぶき」は、近畿中国四国農業研究センターが育成した巨大胚芽米品種で、育成地にお

ける普通期栽培での出穂期は「日本晴」より３日程度遅い「中生の晩」に属するうるち米の品種である。

玄米重に対する胚芽重の割合は一般の品種の２～３倍であり、水に浸漬後のＧＡＢＡ生成量は一般の品種

の２倍程度である。精米の際に胚芽が落ちにくいことから、発芽玄米だけでなく胚芽米としても利用が期

待されている。白米の食味は「日本晴」より粘りが強く、胚芽を残した分つき米を用いた調理飯として、

五目ちらし寿司などの混ぜご飯や炊き込みごはんに適する。巨大胚米品種は比重の小さい胚の部分が大き

いため、一般の品種より玄米千粒重が軽くなる。また、種子の比重も軽くなるため、比重選の際には塩水

選を避けて水選程度に留める必要がある。加えて一般の品種より苗立ちが不揃いとなるので、浸漬を充分

に行なう、播種量を２割程度多めにする等、育苗時には注意が必要である。 

場所 移植日 出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数
玄米
収量

同左
比率

玄米
千粒重

玄米たん

ぱく質含量＊

(月/日) (月/日) (月/日) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (g) (%)

ＬＧＣソフト 5/27 8/12 9/22 81 16.7 415 55.0 109 20.7 7.2

対 あさひの夢 6/10 8/22 9/28 85 19.6 313 50.3 100 22.4 6.9

ＬＧＣソフト 5/26 8/15 9/29 68 18.4 249 32.4 120 20.7 6.6

対 ひとめぼれ 5/26 8/5 9/22 73 20.6 226 26.9 100 22.4 6.4

　注)　品種名の前の「対」は対照品種であることを示す(以下同)。
　　　　玄米たんぱく質含量は窒素定量換算法による(水分14%換算、係数5.95)。

養老町

可児市

品種名

76kDa以上
前駆体

57kDa以上
前駆体

37-39kDa
ｸﾞﾙﾃﾘﾝα

26kDa
ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

22-23kDa
ｸﾞﾙﾃﾘﾝβ

合計
16kDa
ﾌﾟﾛﾗﾐﾝ

13kDa
ﾌﾟﾛﾗﾐﾝ

合計

ＬＧＣソフト 5.1 5.8 16.5 14.0 13.5 54.9 10.5 34.6 45.1

対 あさひの夢 3.8 8.3 29.5 9.1 23.6 74.3 7.3 18.5 25.8

ＬＧＣソフト 5.8 5.6 17.2 13.6 12.9 55.1 10.2 34.7 44.9

対 ひとめぼれ 4.3 8.8 29.4 9.3 23.6 75.4 6.4 18.2 24.6

　注)　(一財)新潟県環境衛生研究所による分析。
　　　　この分析は特殊なたんぱく質抽出用緩衝液により抽出された検液を使用しており、総たんぱく質の含有量を測定するものではない。

養老町

可児市

易消化性たんぱく質(％) 難消化性たんぱく質(％)
場所 品種名
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表３ 平成２７年度の実証ほ場 

種類
品種名

設置場所
面積
(a)

移植日
生産者

(代表者)

養老町釜段 ２３ 5月28日
アグリパークようろう
安部正博　氏

可児市久々利 １５ 5月29日
有限会社　楽農楽人
取締役　小林司朗　氏

可児市室原 １２ 6月5日
有限会社　楽農楽人
取締役　小林司朗　氏

高山市上宝町見座 ２ 6月18日
株式会社　和仁農園
代表取締役　和仁松男　氏

低グルテリン米
ＬＧＣソフト

巨大胚芽米
はいいぶき

 

 

２ その他の機能性成分米品種 

(1) ｗｘ／ａｅ（ワキシー・エーイー）米「アミロモチ」 

「アミロモチ」は、九州大学の佐藤光教授らにより育成された品種で、うるち米の「金南風（きんまぜ）」

のでんぷん合成酵素であるＧＢＳＳＩを欠損した突然変異体、waxy（ｗｘ）変異株のＥＭ２１(もち米)と、

でんぷん枝作り酵素であるＢＥⅡｂを欠損した突然変異体、amylose extender（ａｅ）変異株のＥＭ１６

（うるち米）を交配して作出された。「アミロモチ」は両親の特性を有するｗｘ／ａｅ米であり、もち米

の晩生種である。胚乳に蓄積されたでんぷんは通常より側鎖の少ないアミロペクチンからなり、そのでん

ぷん粒子は、細かく密で結晶性が高く難消化性で物性を制御しやすい特徴を持つ（表４）。「アミロモチ」

の米粉は、食後の血糖値の上昇を抑制する効果のあることが明らかになっており、糖尿病を予防する効果

が期待できる。また、ビタミンＥやオリザノールを一般の品種と比較して多量に含むため、動物実験の結

果では、血糖値や血中の中性脂肪の上昇抑制、さらに内臓脂肪の蓄積抑制効果が確認されている。 

 

表４ 「アミロモチ」玄米の含有成分 

コシヒカリ アミロモチ
(H22 石川県産) (H22 滋賀県産)

糖質 (％) 74.1 67.7

　消化性でんぷん (％) 66.9 26.5

　難消化性でんぷん (％) < 2.0 27.8

たんぱく質 (％) 6.7 7.4

脂質 (％) 3.5 5.3

食物繊維 (％) 4.9 9.0

灰分 (％) 1.3 1.6

水分 (％) 9.5 9.0

γ -オリザノール (μ g/g) 268 514

 注)　石川県立大学　松本らによる調査  
 

「アミロモチ」の生産、利用方法の研究、及び加工品の開発・販路開拓は、一般社団法人ＷＸ／ＡＥ米

推進協議会が担っており、「ＷＥ米（ウイまい）」の商標を登録しＰＲに努めている。「アミロモチ」の

米粉は、加熱加工することにより独特のよい香り（きなこ臭）が得られるため、香ばしくて豊かな風味を

活かしたパンや菓子づくりが進められている。県内でも機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業に取り

組む生産者が強い関心を示しており、本年度から試験的に栽培が行われている。 

 

(2) 高アミロース米 

アミロース含量が一般の品種より高く、およそ２３％以上のものが高アミロース米と呼ばれる。インド
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型の外国種から導入された特性で、米飯は一般に粘りが弱く硬くなる傾向がある。さらさらとした食感か

らピラフ、リゾット、おかゆ、ドライカレーなどに利用される他、米粉クッキー、ライスパスタ、米粉麺

といった米粉加工製品に向くとされている。高アミロース米は糖化が進みにくいため、消化吸収に時間が

かかり、食後の血糖値の上昇が緩慢な低ＧＩ食品とされている。この特性から糖尿病の治療食として利用

されることもある。 

北海道向けの高アミロース米「北瑞穂」は、アミロース含有率が約３０％で、ライスパスタや米粉クッ

キーなどへの加工に適している。関東以西向けの「夢十色（ゆめといろ）」は、アミロース含有率が２７

～３３％と高く、レトルト粥やドライカレーなどの調理・加工米飯に適している。同じく関東以西向けの

「越のかおり」は、「コシヒカリ」並の熟期でアミロース含有率が３０～３５％の米粉麺用の品種であり、

麺離れが良く、サッパリとして食味が良い。 

 

(3) 色素米 

玄米の表層となる種皮にタンニン系の色素を持つ赤米やアントシアニン系の色素を持つ紫黒米がある。

赤米には古くから栽培されている在来種があるが、長稈で倒伏しやすいため、近年は改良された育成品種

を栽培することが多い。紫黒米はほとんど在来種がなかったが、外国品種から紫黒色を導入した品種が育

成されている。これらの色素米が有する色素はポリフェノールであり、活性酸素を消去する作用を持つと

言われている。また、タンニン系の色素は殺菌効果があるとされており、アントシアニン系の色素は肝機

能の向上を助け、疲れ目の解消などにも効果的といわれる。色素米には他にも鉄やカルシウム、ビタミン

が豊富に含まれているため、健康食品としても注目されている。 

「おくのむらさき（うるち米）」「朝紫（もち米）」は、東北向けの紫黒米品種であり、熟期は、「あ

きたこまち」とほぼ同じで倒伏に強く、従来の紫黒米より多収である。「紫こぼし（もち米）」は、東北

向けの紫黒米品種で、極小粒でプチプチとした特徴的な食感があり、調理飯の素材として利用される。ま

た、東北向けの赤米品種には、「紅衣（うるち米）」「夕やけもち（もち米）」があり、両品種とも倒伏

に強く、一般の品種並の収量が得られる。「ベニロマン（うるち米）」「紅染めもち（もち米）」は、九

州向けの赤米品種で、両品種とも赤米としての着色がよく、倒伏に強く栽培しやすい。 

色素米は、一般の品種に混入すると大きな問題になるので、周辺とは熟期の異なる品種を利用するなど

の注意が必要となる。 

 

３ 機能性成分米の需要 

機能性成分米は、市場規模が小さく機能性の評価や証明にコストを要するため、リスクが大きいと判断さ

れる傾向が強い。また、米に含まれる成分は、気象、水、土壌等の環境要因の他、栽培、収穫・調整、貯蔵、

加工、流通の各段階での条件によって変動するため、機能性成分を強調するには、有効性、安全性の観点か

ら、種子の増殖に始まり生産、加工、流通、販売を経て消費者に至るまでの各過程において、徹底した管理

が必要となる。このようなことから、生産者や関連業者による単独の取り組みでは多くの困難が予想される

ため、機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業のような需要開拓を含めた取り組みや異業種間でのマッチ

ングが不可欠となる。 

しかしながら、機能性成分米に関する需要については、機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業の調査

結果からも明らかなように福祉・医療施設における一定の需要が見込まれる。また、高齢化社会の進展、ア

クティブシニアの増加、中高年齢層における生活習慣病予防や美容・アンチエイジング意識の向上等により

健康食品市場は拡大基調が続くと考えられており、機能性成分米のさらなる活用が期待される。 

 

 

 


