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  今 月 の 農 政 情 報   

 

第１９回全国農業担い手サミットｉｎぎふ開催に向けた今後の取組み 

～平成２８年度秋開催に向け、本格的準備をスタート～ 

 

 

１ はじめに 

県では、担い手の育成・確保のため、昨年度から３年間で新規就農者１，０００人を育成する「担い

手育成プロジェクト１０００」に取り組んでおり、このプロジェクトを一層推進するため、来年秋に「第

１９回全国農業担い手サミットｉｎぎふ」を開催することが決定しました。 

去る５月２０日には、実行委員会設立総会を開催したところですが、今後は、農業者、関係団体及び

行政が一丸となって、サミットを盛り上げていくための様々な意見や提案、アイデアを出し合って準備

を進め、サミット成功に結び付けていきます。 

 

２ 「第１９回全国農業担い手サミットｉｎぎふ」の概要（案） 

【開 催 時 期】  平成２８年１０月～１１月の２日間（前日夕に中央交流会を開催） 
 
【目        的】 全国の意欲ある農業の担い手が一堂に会し、相互研鑽と交流を通じて、農業経営の

現状や課題についての認識を深め、自らの経営改善と地域農業・農村の発展に資する 
 
【主    催】  第 19回全国農業担い手サミット inぎふ実行委員会、全国農業会議所 
 
【シンボルマーク】認定農業者の活動や活力ある農業者の姿を普及・拡大する目的で全国農業会議所が

定めたロゴマーク「いきいきファーマー」 
  
 
 
 
 
 
 
 
  【開 催 行 事】 (1) 全体会（１日目） 

                   表彰、担い手メッセージ、サミット宣言、青年農業者との交流、パネル討論 

            開催場所：岐阜メモリアルセンター、参加者数：約 2,000人 

 

(2) 地域交流会（１日目、２日目） 

             県内各地にあるホテル等の会場で、全国各地の担い手が交流 

①情報交換会（大会１日目） 

               開催場所：県内 10地域・10会場程度、参加者数：約 1,800人 

②現地研修会（大会２日目） 

                開催場所：県内 10地域・30コース程度、参加者数：約 1,200人 

 

(3) 中央交流会（全体会前日） 

主な出席予定者：大会役員、農林水産省、全国優良経営体表彰受賞者、 

農業者組織代表、次期開催県、県議会、市議会、 

県実行委員会、地域実行委員会等 
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３ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の取組み 

(1) 地域実行委員会、企画委員会によるサミット行事の企画 

地域実行委員会：各地域ごとに地域実行委員会の設立、地域交流会における演出や料理、視察先候 

補などについての企画・提案の実施 

   企 画 委 員 会：サミットを盛り上げるための行事、全体会の企画・提案の実施  

 

(2) 宮崎サミット引継式への出席 

    第１８回全国農業担い手サミットｉｎみやざき（平成２７年１１月１０日～１１日）の次期開催県

引継式へ出席し、次年度の本県開催を全国へＰＲ 

 

(3) 大会テーマの決定  

   大会趣旨や開催理念を踏まえ、岐阜県の魅力を広くアピールできる大会テーマを公募し決定 

 会  長： 岐阜県知事        

 副 会 長：※全国農業会議所会長   特別顧問： 岐阜市長（全体会開催市長） 

 副 会 長： 岐阜県議会議長     参  与：※農林水産省経営局長  

 副 会 長： 岐阜県農業会議会長   参  与： 岐阜県議会農林委員長 

 副 会 長： ＪＡ岐阜中央会会長        ※2名は H28.4就任 

 副 会 長： 岐阜県農畜産公社理事長         

 

大会役員 

【県実行委員会】  

＜役 割＞ サミットの総合企画、円滑な開催・運営 

＜構成員＞ 

○担い手関係団体 （9人） 

 県指導農業士会、県青年農業士会、 

県女性農業経営アドバイザーいきいきネットワーク、 

アグリ・エンジョイネット岐阜、県４Ｈクラブ、 

県農協青年部連絡協議会、県ＪＡ女性連絡協議会 等 

○関係団体等 （20人） 

 県農業会議、県農業再生協議会、県農畜産公社 

 県市長会、県町村会、ＪＡ岐阜中央会、岐阜市、 

 県警察本部、 県 等      計 29人 

 

実行委員会 

＜役 割＞ 

 サミット行事及び関連行事の企画・提案 

＜構成員＞ 

○担い手関係団体（19人）      ○関係団体（3人） 

県実行委員会の委員（9）       農業会議、ＪＡ岐阜中央会、農畜産公社 

各地域実行委員会の委員（10）    ○顧問(1人)  農畜産公社理事長 

○行政(2人)  岐阜市、県       計 25人  

企画委員会 

【地域実行委員会】 

＜県実行委員会設立後に設置＞ 

  10地域 

（岐阜、西濃、揖斐、中濃、郡上、

可茂、東濃、恵那、下呂、飛騨） 

＜役 割＞ 

 地域交流会の企画運営等 

＜構成員＞ 

 担い手関係団体、ＪＡ、市町村 

 県農林事務所 等 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
 
好天に恵まれた中で夏秋物の栽培がスタート 

4 月中旬までは、県下主要 9 地点の日照時間は平

均で 54.4 時間と平年の 44％に止まり、逆に降水量

は 200.9mm で平年の 175％と多くなったが、その後

は、一転して高温傾向が１ヶ月以上も続き、降水量

は 5月中旬の一時を除き少なく推移し、日照時間も

かなり多くなっている（図 1）。 

4 月 5 半旬から 5 月 4 半旬までの平年値との比較

では、平均気温が岐阜市で 19.8℃（対平年値+2.3℃）、

高山市で 15.8℃（対平年値+2.2℃）、降水量が岐阜

市で 133mm（対平年値-63mm）、高山市で 76.5mm（対

平年値（-61mm）、日照時間が岐阜市で 249.7時間（対

平年値+58.7 時間）、高山市で 239.2 時間（対平年

値+61.9時間）と高温・少雨・多日照が続いている。 

定植が終わった夏秋野菜や田植え後の水稲の初期

生育は極めて順調で、早め生育しており、例年のこ

の時期ではほとんど心配がない潅水作業に気遣いが

必要な年となっている。 

さて、東海地方の梅雨入りの平年日は 6月 8日頃

とされているが、実際のところ、最も早かったのが

1963 年の 5 月 4 日頃で、最も遅かったのが 1951 年

の 6月 28日頃、平均日は 6月 2日である。また、梅

雨明けの平年日は 7月 21日頃とされているが、最も早い梅雨明けは 1963年と 1978年の 6月 22日頃で、最

も遅かったのが 2009年の 8月 3日頃で、平均日は 7月 18日である。

いずれにしても、過去 65年間で、梅雨入りは約 5日程度早まり、逆

に、梅雨明けは 3日程度遅くなっている。また、梅雨の期間は平均

40.2日間で徐々に長期化していると言える。 

カラ梅雨傾向の予想・・・しかし梅雨前線による大雨には注意を！ 

名古屋地方気象台が発表した 6月から 8月までの 3ヶ月予報によ

ると、気温は 6 月がやや高温気味に、その後 7 月、8 月はほぼ平年

並みに推移すると見込まれる。また、梅雨入りは平年並みと予想さ

れるが降水量は少なめの見込みで、熱帯地域の中東部で発生してい

るエルニーニョ現象の影響から、梅雨明けはやや遅めと見られるの

が一般的であるが、昨年同様に平年並みの予想である。 

なお、梅雨後半には暖かく湿った空気の流れ込みによる集中豪雨が心配される。特に、梅雨前線が日本海

を通過する場合、上空の風向や地形に沿って湿った気流が暖かい多量の水蒸気の流入が続くため、雨雲はさ

らに発達し、浸水害や土砂災害を発生させるような豪雨とな

ることがあるので十分な注意が必要である（図 2,3）。 

6月 22日は夏至。南中高度は 80度にもなり 7,500kcal/㎡

もの強い日射量に達するが東アジアモンスーン地帯特有の梅

雨が遮ってしまう。しかし、この梅雨が田畑と人の生活を潤

す貴重な給水源であるとともに、味噌・醤油、日本酒といっ

た日本独特の醗酵文化が生まれた所以であることも忘れない

ようにしたい。 

図２ 梅雨末期の気象図（気象庁資料） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25

現在） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：5/25現在） 

図 3 梅雨量の地域比較（6・7月） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25

現在） 
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１ 麦  類 ～雨害～ 

麦類の収穫期に雨の多い日本では、穂発芽、赤かび病、褪(たい)色粒といった収穫物への被害が発生しや

すい。収穫物の雨害は、穀粒の品質低下を招き、大きく商品価値を損なうことがあるため、注意が必要であ

る。 

 (1) 穂発芽 

穂発芽は、収穫前の降雨により立毛中に穂上の種子が発芽してしまう現象で、発生のしやすさは品種間

差が大きい。県内で栽培される主な品種の穂発芽性は、表１のとおりで、六条大麦の「ミノリムギ」、「フ

ァイバースノウ」で「易」と穂発芽しやすい。穂発芽は、外観は発芽しているように見えないものでも、

内部で発芽の過程が始まっている場合がある。種子の発芽が始まると発芽のための栄養として種子に蓄え

られているデンプンなどが消化・分解されてしまうため、品質が低下する。 

穂発芽を防ぐには、耐性品種を導入することが最も確実であるが、天候をもとに穂発芽の発生を予測し、

収穫の計画を立てることが重要となる。収穫期に気温が低く降雨があると穂発芽が発生する可能性は高く

なるので、早めに収穫をおこない収穫物をできるだけ早く乾燥させる。 

 

(2) 赤かび病 

平成 14年に厚生労働省が、赤かび病の作り出すかび毒（デオキシニバレノール）含有の暫定基準を 1.1ppm

に設定したことを受け、農林水産省は食用麦の農産物検査規格について赤かび病による被害粒の混入率の

上限を 1.0％から 0.0％に改正した。かび毒のリスク低減に対する要望は高まっているが、県内で栽培され

る主な品種の赤かび病抵抗性は、表１のとおりいずれの品種も「弱」から「中」であり、赤かび病が発病

しやすく注意が必要である。 

赤かび病の被害が予想される場合には、適期収穫を徹底し赤かび病被害麦を仕分けして収穫する。収穫

後は速やかに乾燥させるとともに、乾燥調製施設における赤かび病被害麦の仕分けを徹底し、粒厚選別や

比重選別などにより被害粒を選別する。 

 

表１ 麦類の穂発芽性と赤かび病抵抗性 

麦種 品種名 穂発芽性 赤かび病抵抗性 

小麦 農林 61号 難 中 

イワイノダイチ 難 中 

タマイズミ やや難 やや弱 

さとのそら 難 中 

六条大麦 ミノリムギ 易 弱 

さやかぜ 極難 やや弱 

ファイバースノウ 易 やや弱 

 

(3) 褪(たい)色粒 

収穫が遅れると降雨により褪(たい)色粒が発生する。褪(たい)色粒は、種皮の色があせて光沢を失い品

種本来の色から白っぽくなったものであり、被害粒として扱われる。雨害の他、高水分で収穫した麦を高

温で乾燥すると発生する。褪(たい)色粒の発生を防ぐには、適期収穫に努めることが重要であるが、ほ場

毎の収穫適期を的確に判断し、気象予測に基づいて計画して効率よく収穫作業を進める。また、入梅期に

は、収穫できる日数が限られるため、事前に収穫機械や乾燥調製施設を整備し、短期間で収穫作業を終え

るよう準備しておく。 
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２ 大 豆 ～湿害～ 

大豆は湿害を受けやすい作物であり、特に発芽期は湿害に弱いので、表面水の早期排除等、排水対策を徹

底する。 

(1) 麦－大豆体系での排水対策 

麦作時に確保した排水性を利用して、大豆の播種作業をおこなう。麦の収穫作業は、良好な天候、土壌

条件でおこない、大豆の播種作業への影響を避ける。大豆の播種作業前には、額縁への連結と水尻の再整

備程度にとどめ、麦作時にほ場表面が堅くなりゴロ土が目立つ場合は、必ず砕土作業をおこなう。 

 

(2) 大豆単作での排水対策 

ほ場条件の良い時に排水対策を確実におこなう。ほ場の周囲とほ場内に明渠を設け、明渠の間隔は、ほ

場の区画、使用する農機、土質に応じて設定する。サブソイラー等の補助暗渠（弾丸暗渠）は、深すぎな

いように注意し、必ず明渠の底と繋げるように施工する。明渠は、降雨や播種作業等で埋まることがよく

あるので、保守点検を行い、排水口にしっかりとつないでおく。 

 

(3) 湿害による出芽不良の対策 

播種後の種子は、水分の多いほ場で急激に吸水すると、種皮と種子内部の膨らみ方に大きな差ができ、

子葉の維管束が断裂したり亀裂が入ったりして出芽率が低下する。予め種子全体を水分１５％前後に調整

した後、３から４日経過した種子(調湿種子)を播種すると、吸水しても種子組織が壊れにくく発芽力の低

下が少ないので、通常の乾燥種子より出芽率が大幅に向上する。特に、播種後に乾燥してクラスト化しや

すい（土壌表面に固い層が形成する)ほ場で改善効果が高い。 

播種後に過湿状態が続いた場合は、卵菌類などの微生物が繁殖しやすく、調湿種子と併せて種子粉衣殺

菌剤を併用すると出芽率が向上する。卵菌類に効果のある種子処理殺菌剤には、シアゾファミド水和剤、

チアメトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルＭ水和剤、アミスルブロム水和剤 50等がある。過湿状

態が長く続くと種子粉衣殺菌剤の効果は低下し、調湿種子と種子粉衣殺菌剤を併用しても出芽率は低下す

るので、ほ場の排水対策は徹底しておく。 

 

 

 

３ 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 
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   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から、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。 

 

 

 

４ 野菜（高冷地）  ～梅雨時期の長雨・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。 

本格的な降雨前には、ほ場周辺の排水溝を点検し、速やかに排水できるようにし、毎年、雨水等が滞留す

るほ場では、強制排水のポンプを用意しておく。 

パイプハウスの被覆資材及び止め具（マイカー線やパッカー等）をよく点検し、屋根ビニールの破損があ

れば補修し、風雨が吹き込まないようにする。 

冠水や多湿、茎葉の損傷等により病害に係りやすくなっているので、直ちに適切な薬剤を散布し、草勢回

復のため葉面散布剤等による樹勢の回復を図る。 

(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。 

天候状態に気を配りながら、ほ場条件に応じて生育期のかん水量やかん水終了時期を調節することが

必要となる。 

  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水は

避け、合わせてこまめな換気も有効である。 

  ｂ．ホウレンソウケナガコナダニ 

    比較的低温で多湿条件を好み、発育適温は 10～20℃とされるが、30℃前後までは生育可能なため高

標高地帯は特に注意が必要である。未熟な有機物やほうれんそうの残さ等の未分解有機物を餌として

増殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害を行うと考えられる。特に低温期は有機質肥料
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の施用は避け、薬剤散布はコナダニの生息する株の中心部に薬液がかかるよう丁寧に行うとともに、

発芽や生育むらを避け、生育期間中（は種後２～３週間前後）の土壌水分を下げ過ぎないように注意

する。 

      

(2) トマト 

  ① 定植前後の管理 

  ａ．土壌水分  

    早くから屋根被覆しているハウスでは、土壌が必要以上に乾燥している例も見られることから、耕

運や定植前にかん水を十分に行い、土壌水分を調節しておくことが初期の根張りを良くするためには

重要となる。定植直後には根鉢と土壌をなじませるために株元かん水を行い、完全に活着するまでは

ポット部分が乾かないように株元かん水を継続することが第１花房の着果安定には必要である。 

  ｂ．着果処理  

    第１花房の着果処理は確実に行い初期の樹勢調節を図る。 

② 樹勢の維持(第３花房開花以降) 

  ａ．施肥、かん水  

    第３花房開花以降、果実の肥大に伴い、樹勢は低下傾向となることから、収穫の始まる第６花房開

花期までの樹勢を、いかに適正に保つかが安定生産の鍵となる。そのためには、ほ場条件や基肥施肥

量に応じて追肥開始時期、施肥量やかん水量を調節する作業が必要となる。特に、追肥開始が遅れな

いよう注意するとともに、着果量の増加に伴い段階的に施肥量を調節し基準となる施肥量を施用する

ことが重要となる。 

  ｂ．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。 

ｃ．摘蕾、摘花  

    下位等級となることが予想される鬼花は着果前に摘蕾、摘花するように心掛ける。 

    特に第１花房の第１花は鬼花となりやすいため早めに取り除く。 

  ｄ．摘果  

    第３花房までは各花房とも３果に摘果することを基準とするが、樹勢維持が難しいほ場や老化苗定

植等の影響で樹勢が弱い場合には、第１～２花房を中心に摘果のタイミングを早めることや摘果を強

めに行い樹勢調節を図る。また、梅雨時期の極端な日照不足により、樹勢が低下し中段の着果が不安

定となる例も多く見られることから天候に応じた対応も求められる。 

  ｅ．主枝更新、摘花房  

    摘果の徹底、施肥、かん水管理等の適正化に努めたが結果的に樹勢が低下傾向となった場合には、

極端に施肥・かん量を増やすことは避け、早めに開花前後の花房の摘除または生長点の摘心処理を行

い、花房数を制限することにより速やかな樹勢回復を図る。 

  ③ 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。 

 

 

 

５  果  樹  ～果樹園の湿害対策～ 

 県内の主要果樹においては、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。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、今年度は晩霜害の被害はないものの、冬季の降水量、降雪量が多かった影響で恵那地域のクリの幼

木に凍害、飛騨地域のモモやリンゴに凍害及び雪害の被害が散見される。雪害については枝折れ部の修復や
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切除など早い対応をお願いしたい。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。 

 なお、５/２５時点の県内主要果樹の生育状況について、カキの開花期はいずれの品種も６日程度早く開花

した(表１)。飛騨地域のモモは発芽期が遅れたものの、開花期は３日程度早まった（表４）。リンゴも平年

より５日程度早く開花期を迎えた結果となった（表５）。 

 

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

丹沢 2015 3/29 4/26
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
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
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

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 4/11 4/15 4/22 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

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 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
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表５ リンゴの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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ある。

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

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
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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。 

 

 

 

６ 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（小菊等）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れ

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。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

果樹農業振興基本方針について 

 

農林水産省では果樹農業振興の基本的な方向を示す新たな「果樹農業振興基本方針」を平成 27 年４月 27

日に公表した。「果樹農業振興基本方針」（以下「基本方針」という。）は、果樹農業振興特別措置法（昭

和 36年法律 15号）に基づき、今後の果樹農業の振興の基本的な方向を示すものとして定めるものであり、

この基本方針は、都道府県が作成する果樹農業振興計画等の関連施策の指針となる。 

今回はこの基本方針の主なポイントを紹介し、今後の国の果樹施策の方針について、知っておいてほしい

（農林水産省「新たな果樹農業振興基本方針の主なポイント」から抜粋）。詳しくは農林水産省のＨＰ

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/）を参照ください。 

 

１  果樹農業をめぐる状況と基本的な考え方 

(1) 果樹農業をめぐる状況 

  ○ 我が国の果樹農業は、地

域ごとに特色ある産地を

形成しているが、高齢化の

進展や農地荒廃の増加、次

世代への継承が円滑に進

んでいないこと等により、

果樹の栽培面積や生産量

は減少傾向で推移。 

  ○ 果実の国内需要のうち国

産果実は４割であり、この

うち９割を生鮮果実として

消費。また、６割を占める輸入果実のうち、６割が果汁等の加工品として消費。 

  ○ 生産基盤の脆弱化に加え、人口減少による国内市場の縮小も見込まれる中で、果樹農業の農業所得の

向上を図るためには、国産果実のシェアの維持・拡大や新需要の創出等など、関係者が一体となった重

層的な施策が必要。 

(2) 果樹の振興に向けた基本的考え方 

  ○ 今後の果樹施策にあっては、生産現場のみ

ならず、関係分野全体を俯瞰して、分野ごと

に重層的かつ集中的に施策を講じることで、

消費者・実需者のニーズにあった果実を生産

し、それが高く評価されて所得向上をもたら

し、さらには規模拡大や次世代への承継が円

滑に進み、一層の高品質果実が生産されると

いう、所得向上に向けた好循環を生み出すこ

とが重要。 

  ○ さらに、果樹農業の好循環を生み出すには、

① 生産地と消費地との「連携」強化、② 産

地間「競争」から産地間「連携」への移行、

③ 生産・流通・加工・販売・消費・輸出の各

分野の「連携」強化、④ 研究開発から実証普

及までの「連携」強化、⑤ 生産・流通・実需

http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/
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関係者と異分野・異業種との「連

携」強化が必要であり、「連携」

という視点で果樹施策を展開さ

せていくことが重要。 

 

２  消費面での対策の推進 

(1) 消費構造等の変化に対応した

施策の推進 

  ○ 果物の摂取量は近年、横ばい

傾向。１人当たりの１日の摂取

量は１１７ｇに留まり、どの世

代も果物の摂取推進運動におけ

る目標量（２００ｇ）に達して

いない。特に２０～４０歳代の

摂取量が少ない。 

  ○ 今後は、果物は嗜好品ではなく、毎

日の食生活に取り入れられる「必需品」

という考えで消費を促進することが必

要。 

  ○ 若年層にカットフルーツ等の加工品

が好まれ、コンビニエンスストアでの

購入機会が増加していること等の消

費・流通構造の変化を的確に把握し、

消費者ニーズに即応できるサプライチ

ェーンの構築が必要。 

(2) 果実加工品等を活用した新需要の創

出、食品表示制度への適切な対応 

  ○ 対象を明確化した対策が必要であり、摂取量の少ない働く世代を対象とした仕事の合間に職場で果実

を食べる提案、社員食堂の食材やデザートメニューとして生鮮果実を提供すること等により果実摂取の

習慣化を促進。 

  ○ 新たな加工技術を活用した食べやすい新商品開発等により、若年層の好みや簡便性志向等の世代別ニ

ーズに合った新需要の創出が重要。 

  ○ 食品表示制度を活用し、加工品の原料原産地表示の義務化への適切な対応を通じた国産果実のアピー

ルやうんしゅうみかんのβ－クリプトキサンチン等の機能性表示により消費者への効果的な訴求の取組

を推進。 

 

３  生産面での対策の推進 

(1) 農業経営モデル及びキャリア展望の策

定・普及の推進 

  ○ 果樹農業の好循環の形成、果樹農業者

の所得向上を実現できる、新品種・新技

術や６次産業化を核とした「農業経営モ

デル」を策定。産地側で「農業経営モデ

ル」を情報共有し、それに対する改植等

の施策を加速的に推進。 

  ○ 就農希望者が安心して就農できるよう、

就農から担い手に至るまでのステップご



 

- 13 - 

 

とに、施策を有効に活用した実現可能となる農業経営モデル「果樹経営キャリアプラン（仮称）」を策

定し、担い手育成・確保を推進。 

(2) 次世代への承継に関する対策の推進 

  ○ ６０歳以上が７割を占める果樹農業をバランスのとれた農業構造にしていくことが重要であるため、

青年層の新規就農者について、所得の確保や技術の習得等の支援を行う。 

  ○ 専門性が高く、未収益期間のある果樹農業の特性を踏まえ、新規就農者が試験研究機関や普及組織の

バックアップにより、整枝・剪定等の専門技術を習得する仕組みの構築を推進。 

  ○ 農地中間管理機構を活用した園地集積を加速的に進め、新規就農者が改植後の未収益期間を経ず円滑

に就農できるよう、園地の確保について、産地協議会が農地中間管理機構等との調整や情報提供を行う

取組を推進。 

(3) 園地集積・規模拡大対策の推進 

  ○ 果樹の主業農家のうち、２ha以上の農家は

１５％にとどまっている中、一層の拡大を図

るため、農地中間管理機構の活用や面的集積

が困難な果樹の特性に対応した園地集積の推

進方向の検討を促進。 

  ○ 園地集積と改植を組み合わせた取組を進め

るため、農地中間管理機構を改植事業の事業

実施者と位置付け、出し手の園地を優良品

目・品種に転換し、受け手となる担い手がこ

れを円滑に利用し、規模拡大を図ることので

きる仕組みを構築。 

  ○ 大規模な次世代型の果樹生産体制を構築する観点から、大規模園地整備事業と連携した対策が必要。 

(4) 労働力確保に向けた対策の推進 

  ○ 高齢化の進展への対応や規模拡大を図る上で、機械化の困難な収穫・調整等の労働力の確保が重要と

なっており、県、市町村、産地が一丸となって推進していく課題として位置づけることが必要。 

  ○ ① 作業受託希望者名簿の作成、② 作業支援者名簿の作成、③ 調整オペレーターの設置による両者の

調整・あっせん、④ 将来的に作業受託を行う雇用型経営体の創出といった産地内でのいわゆる「産地労

力支援システム」の構築が急務。 

  ○ 労働力の年間雇用、ボランティアの派遣など、先進的な事例を精査し、こうした取組を補完する全国

又は都道府県単位で人材を融通する体制の構築、防除作業等のオペレーターの名簿作成や生育ステージ

に沿った計画的な人材派遣等を推進。 

(5) 荒廃農地対策の推進、果樹共済等のセーフティネット措置の推進 

  ○ 発生抑止を図るため、規模拡大志向農家が改植を行う場合の出し手農家のあっせんや、管理しきれな

い園地の流動化のアドバイスの取組を推進。 

○ 耕作放棄地になりかねない生食用園地について、整枝・剪定の簡素化等の省力化が可能な加工専用園

地に転換する取組を推進。 

○ 経営安定を図るセーフティネット措置として、気象災害による減収を補填する果樹共済の加入を推  

進するとともに、農林漁業セーフティネット資金の活用を周知徹底。また、農業経営全体の収入に着目

した収入保険制度の導入や農業災害補

償制度の在り方について検討を進める。 

(6) 優良品目・品種への転換の推進 

  ○ 消費者ニーズに対応した優良品目・品

種への転換や高品質化を加速させるため、

改植・未収益期間対策は、果樹対策の基

幹事業と位置付けられるとの声が強く、

２７年度以降も引き続き実施。 
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○ 新たに主要落葉果樹等の改植支援の定額化、同一品種の優良系統への改植支援等を実施するほか、新

品種普及に必要な穂木の配布用母樹の育成・維持体制の整備、園内道整備等の小規模園地整備を支援。 

○ 永年性作物であり、育種に長期間を要する果樹では、育種目標や開発計画の策定が重要であるため、

実需者を含めた関係者によるコンソーシアムで新品種の育成・普及、改植等の目標を設定し、加速的に

優良品種への転換を行う環境整備を推進。  

(7) 新技術開発・普及の推進 

  ○ 果樹農家の後継者や新規就農者が果樹

農業に関する新技術を習得できる研修制

度について周知徹底を図り、積極的な利

活用を推進。 

  ○ 「マルドリップかんがい方式」等の新

技術や、果樹農業への ICT（情報通信技

術）等を活用したスマート農業の導入を

促進するとともに、新技術の普及が加速

されるよう、実証に係る異分野の民間企

業と果樹産地のマッチングや、情報共有

や意見交換の場等の環境を整備。 

  ○ 農業者の急速な高齢化を背景に、軽労

化等の観点から期待されている農業用ア

シストスーツ等について、その研究開

発・実証普及を加速するとともに、ロボットが作業しやすい栽培方法の研究を推進。 

(8) ブランド化の一層の推進 

  ○ 高品質果実等の生産によるブランド化の確立は、産地全体の販売金額の拡充にもつながることから、

流通・販売・加工関係者との連携、産地間連携の好循環が形成されるブランド化戦略の策定が重要。 

  ○ 産地間が連携を図りながら新たなブランドを育成できるように、共通ブランドを各産地が長期間に渡

って供給する仕組みづくりを推進するとともに、ブランド名の商標登録や地理的表示保護制度の活用を

推進。 

  ○ 高品質化ニーズや梱包形態の変化に対応できるよう、小規模な集出荷施設を整理統合し、光センサー

による高品質果実の選果が可能な集出荷施設への再編整備を推進。 

(9) 新技術開発・普及の推進 

  ○ 需給バランスの変化に加え、最近の異常気象による品質低下が市場評価を押し下げ、販売価格の下落

を招くことから、計画生産・出荷の推進によるみかん及びりんごの需給安定措置を適切に実施。 

  ○ 産地間競争から産地間連携への円滑な移行による需給調整が推進されるよう、生産出荷団体が連携し

て、出荷量の産地間調整を行い、出荷量の平準化を図る等の対応を適切に実施する必要。 

  ○ 一時的な出荷集中時に生果用果実を加工に仕向ける緊急需給調整特別対策事業について、最近の価格

動向を踏まえて発動基準を弾力的に運用するとともに、みかんの極早生品種の改植や廃園等も視野に入

れた園地整備を促進。 

(10) 新たな分野への進出に向けた支援の推進（６次産業化への支援） 

  ○ 農業所得の確保に当たっては、自ら農産物加工、直接販売、農家レストラン等に進出し、経営の多角

化・高度化を図る６次産業化の取組の推進が重要。 

  ○ 果樹分野では、農業生産法人を中心に、果実のもぎ取りに加え、ストレートジュース、ジャム等の果

実加工品の製造・販売や、樹のオーナー制度等を通じて経営の多角化を図り、収益性を高める取組が進

んでいるところ。 

  ○ ６次産業化の具体的な事業構想等に対するアドバイス、新技術の実証、新商品の開発等の取組、農業

者が６次産業化に取組む場合に必要となる加工・販売施設等の整備のほか、農林漁業成長産業化ファン

ドを通じた出資等により支援するとともに、地域ぐるみで６次産業化の取組を行う場合、新商品の開発

等の取組に必要となる加工機械等の整備に対して支援する。 



 

- 15 - 

 

（11）鳥獣被害対策、地球温暖化、病害虫への対応の一層の推進 

   ○ 中山間地域での栽培が多い果樹は、野生鳥獣による被害が顕著であり、被害軽減を図るため、鳥獣

被害防止特措法に基づく被害防止計画により、鳥獣種の特性に応じた対策を推進。 

   ○ 地球温暖化が進行する中、高温等の影響で浮皮や着色障害等が顕著になっており、果実の障害発生

等に対応できる作柄安定技術の開発・普及、高温でも着色しやすい品種の導入や、りんごの黄色系品

種の普及等を推進。 

   ○ ウメ輪紋ウィルスやキウイフルーツかいよう病の新系統等の新たな病害虫の発生が確認されている

ことから、生産者自らによる早期発見・早期防除を指導し、抵抗性品種や総合的病害虫・雑草管理の

導入等を推進。 

４  輸出面での推進 

(1) 戦略的な輸出対策の推進 

  ○ 生鮮果実の平成 26年の輸出実績は、

大幅に拡大。「農林水産物・食品の国

別・品目別輸出戦略」で設定された青

果物輸出目標 250億円（野菜を含む）

に向け、「ジャパン・ブランド」の確

立を通じた輸出拡大の戦略的推進が重

要。 

  ○ 東南アジアの新興市場を対象にする輸出商社等を中心とした青果物の輸出団体設立や、輸入果実の輸

送拠点等を活用した大規模輸出体制の構築、羽田空港等をハブ港とした輸出体系の整備を通じた多品目

周年供給体制を確立するとともに、輸出先国の植物検疫や残留農薬基準、放射性物質に係る輸入規制等

の課題に戦略的に対応。 

(2) 輸出拡大に向けた取組 

  ○ 平成 27年 1月決定の「青果物の輸出拡大方針」に基づき、品目間・産地間の連携によるオールジャパ

ンの輸出拡大を推進。 

  ○ 主要輸出先である台湾、香港は、富裕層に加え、人口の多い中間層もターゲットとし、ブランド維持

を図りながらマーケティングを強化。さらに、輸出実績の少ない東南アジアの国々について、「おいし

さ」「安全」をアピールとした販促活動による、新たな流通チャンネルを開拓。 

 

５  流通面での対策の推進 

(1) 流通販売戦略の策定、バリューチェーンの構築の推進 

  ○ 果実専門店の減少・量販店の増加等の近年の小売店舗の変化、コンビニや外食産業の増加に加え、契

約取引やネット販売、直売所等を含めた販売ルートの多様化、消費者嗜好の多様化が進展。 
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  ○ 産地がこういった多様な販売ルートを確保できるよう、産地自らが流通・実需者等からの意見を聴取

した上で、「流通販売戦略（仮称）」を策定し、それに即した販売経路を構築することが必要。 

  ○ 果実の高付加価値化に際しては、果樹産地や加工業者単独ではなく、生産・流通・加工・販売等の各

段階の供給者が連携して一体的に対応することで、果実の付加価値を大きく高めながら消費者につなげ

るバリューチェーンを構築することが重要。 

(2) 果実流通の高度化の推進 

  ○ トラックドライバー不足等により流通経費が増加していることから、一層の流通の合理化・効率化を

進めつつ、果実の安定供給が可能となる流通体制の整備が急務。 

  ○ ① 複数県にまたがった既存の集出荷体制の再編統合の推進、広域連合による集出荷体制の整備、②

大型トレーラーへの切替のような新たな輸送方式の導入、③ 切れ目ないパーフェクト・コールドチェー

ンの構築等が必要。 

 

６  加工面での対策の推進 

(1) 加工・業務用国産果実生産・流通方針の策定、加工原料の安定確保の推進 

  ○ 国内需要の６割を占める輸入果実のうち約６割を果実加工品が占めており、① 国産加工原材料の安定

確保、② 産地や農業者が積極的に果実加工分野に進出できるよう、国は「加工・業務用国産果実生産・

流通方針（仮称）」を策定。 

○ 近年の異常気象等により確保が困難となっている加工原料果実について、果汁加工業者等との長期契

約により原料果実の長期・安定供給に取組む産地に対する作柄安定技術等の導入等の検討が必要。 

  ○ 加工専用りんごの大規模経営の実践事例を踏まえた新たな加工原材料の供給産地の育成が必要。 

  ○ 稼働率が低く、搾汁部門が赤字になっている果汁工場について、整理統合を念頭にした再編合理化の

検討が課題。 

  ○ 近年、国内需要が高まっているストレート果汁への製造転換を図ることで、新たな加工製造に向けた

戦略の検討が必要。 

(2) 果実加工分野への進出の推進 

  ○ 所得向上を図るためには、生鮮果実の生産・販売に加え、加工分野に進出することも一手法。輸入品

と比較して供給量、価格面で大きな差があることから、国産果実ならではの商品開発などの新たな需要

開拓を促進。 

  ○ 国産果実を原料とした果汁製品の差別化・ブランド化にむけては、酸化防止のための無酸素の環境下

で果汁を搾汁する製法技術の導入等による高品質果実加工品の生産や、機能性関与成分等にも着目した

製品の開発・生産等が重要。 

  ○ また、原料用果実生産における低コスト生産手法の確立や加工を前提とした新たな栽培体系の開発、

高付加価値の果実加工品の生産に必要な加工施設の整備や加工専用園地の設置を促進。 
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肥育牛のビタミンＡコントロール 

 

１ はじめに 

 ビタミンＡは、ビタミンＤ、Ｅ、Ｋと同じ脂溶性ビタミンで、レチノール（ビタミンＡアルコール）、レ

チナール（ビタミンＡアルデヒド）、レチノイン酸（ビタミンＡ酸）およびこれらの３－デヒドロ体（ビタ

ミンＡ２）とその誘導体を総称している。化学的にはレチノイドと呼ばれるが、狭義にはレチノールをビタ

ミンＡと呼ぶこともある。ビタミンＡの作用は、網膜保護、成長促進、生殖機能・免疫機能の維持、粘膜や

上皮組織の分化促進、細胞の増殖や分化の制御など多岐にわたり生命の維持にとって重要な役割を果たして

いる。1986年岐阜家畜保健衛生所の北らは、我が国で初めて肉質の良好な肥育牛ほど血液中及び肝臓中のビ

タミンＡ濃度が減少していることを報告したが、その後肥育中期にビタミンＡをコントロールすることで脂

肪交雑（ＢＭＳＮｏ）が１～４上昇することが複数の研究機関（国、兵庫、大分、宮崎、鹿児島、栃木、千

葉など）から報告され、現在国内のほとんどの和牛肥育農家において日常的にビタミンＡコントロールが行

われている。今回は肥育牛のビタミンＡコントロールの概略について述べる。 

 

２ ビタミンＡの基礎知識 

 ビタミンＡは動物起源のビタミンで植物性飼料には存在しない。植物には生体内でビタミンＡに変化する

プロビタミンＡ（カロテン類）が存在し、その中でもニンジンや青草などに多く含まれるβカロテンが最も

ビタミンＡ活性が強い。小腸から吸収されたβカロテンは小腸上皮細胞内でビタミンＡ（レチノール）に変

わり血液中に入るが、一部はそのままの形で吸収され肝臓や卵巣の黄体などでビタミンＡに転換される。β

カロテンをビタミンＡに転換する効率は動物によって異なり、牛の場合1mgのβカロテンは400国際単位（IU）

のビタミンＡに転換される（ラットはβカロテン 1mg をビタミンＡ1,800IU に転換できるが、ネコは酵素を

持たないため転換できない）。合成されたビタミンＡはリンパ管を通って肝臓に運ばれパルミチン酸レチノ

ールとして蓄えられ、必要に応じてレチノール結合蛋白質（ＲＢＰ）と結合して血液中に放出され粘膜や眼

などの標的器官へ向かう。ビタミンＡを飼料添加していない場合、血漿中のβカロテン濃度が 150μg/dl以

下の時にはβカロテン濃度に従って血漿中ビタミンＡ濃度が上昇し、βカロテン濃度が 150μg/dl以上とな

ってもビタミンＡ濃度は 120IU/dl程度が上限となるため、血漿中βカロテン濃度（黄色濃度）から血漿中ビ

タミンＡ濃度をある程度推定できる。一般に牛の血漿中ビタミンＡ濃度の保健量（十分量）は 80IU/dl、最

少要求量（これ以下で欠乏症が発生する量）は 30IU/dlとされているが、飼料からのビタミンＡ（βカロテ

ン）供給が不足すると肝臓中のビタミンＡを消費しはじめ、肝臓中のビタミンＡを使い尽くすと血漿中のビ

タミンＡが低下するため、血漿中ビタミンＡ濃度が 80IU/dl以下の時は肝臓中のビタミンＡ貯蔵がほとんど

ない状態となっている。我が国では肥育牛の血漿中ビタミンＡ濃度が低いことが知られているが、牛のビタ

ミンＡ欠乏症の発生を防ぐためには、血漿中で 30IU/dl（肝臓中で 3IU/g）以上となるようにビタミンＡを供

給することが必要である。ただしレチノールを輸送

するＲＢＰは肝臓で合成されるので、肝機能障害の

場合は肝臓にレチノールが十分あってもビタミンＡ

欠乏症になる場合がある。また、脂肪には大量のレ

チノイドが貯蔵され脂肪細胞においてもレチノール

結合蛋白質が合成されることが知られており、脂肪

細胞もビタミンＡ供給源として機能している。主な

飼料中のβカロテン含量を表１に示す。βカロテン

は青草、サイレージ、良質乾草中には大量に存在し

ているが、刈り取りの遅れや、長期間の保管、日光、

加熱などにより含有量が減少する。また、ビタミン

Ａは酸素、光、熱による分解を受けやすいので、ビ

タミンＡを含む混合飼料や動物用医薬品は密封して

冷暗所に保存する必要がある。 

飼料名 βｶﾛﾃﾝ含量 ﾋﾞﾀﾐﾝA換算

ｵｰﾁｬｰﾄﾞ生草 ２１６mg/kg 86,400IU/kg

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｻｲﾚｰｼﾞ １４０ 56,000

イネWCS（黄熟） ３２ 12,800

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝｻｲﾛ ４２ 16,800

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ乾草 ３０ 12,000

ﾁﾓｼｰ乾草 １０ 4,000

稲ﾜﾗ・ﾄｰﾙﾌｪｽｸ ２ 800

ﾄｳﾓﾛｺｼ（圧片） ５ 2,000

600kg肥育牛必要量 64ｍｇ/日 25,440IU/日

※飼料１ｋｇあたりの含有量（βｶﾛﾃﾝ１mg→ﾋﾞﾀﾐﾝA400IU）

※出典：日本飼養標準肉用牛２００８年版

表１ 主な飼料中のβカロテン含量 
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３ ビタミンＡ欠乏症 

 ビタミンＡ欠乏が発生しやすいのは、βカロテン含量の少ない稲ワラなどが給与されかつ濃厚飼料の給与

量が多い肥育中期～末期である。ルーメン内ではβカロテンの０～35％、ビタミンＡの 20～70％が破壊され、

特に濃厚飼料給与割合が高い場合に破壊される割合が高まることが示唆されている（NRC乳牛飼養標準 2001）。

育成中の子牛や肥育前期はビタミンＡを添加した配合飼料とβカロテンを多く含む生草や乾草を給与される

ので肝臓や血漿中に十分なビタミンＡを貯蔵しているが、肥育中期に入るとβカロテン含量の低い粗飼料（稲

ワラなど）とビタミンＡを添加しない配合飼料を給与されるためビタミンＡ供給量が不足しやすい。性別や

血統によってビタミンＡ欠乏を示す血漿中濃度は異なるが、一般に血漿中ビタミンＡ30IU/dl 以下が欠乏症

状が発現する目安とされている。ビタミンＡ欠乏の初期症状としてはまず食欲の低下が起こり、その後視覚

障害、下痢、血便、尿石症、四肢の浮腫、起立不能、神経症状、痙攣、肝機能障害、免疫低下など多様な症

状が見られ、と畜後の枝肉に筋肉水腫やシコリなどの瑕疵が発生する場合もある。レチノイドの名前の由来

が網膜（Retina）にあるように、最も顕著な症状として視覚障害が良く知られている。ビタミンＡの網膜保

護作用に加えて、網膜受容体の構成成分であるロドプシンの合成にビタミンＡが必要であり、ビタミンＡ欠

乏により光受容体が機能しなくなるため暗い場所で視力が低下する夜盲症、眼球の突出、流涙、結膜炎や角

膜の混濁、肥厚などが起こり、失明状態になると角膜が透き通ったようになり毛細血管が見えることがある。 

 

４  肥育牛のビタミンＡコントロールとは 

 レチノールの活性型であるレチノイン酸

は細胞内の受容体と結合して遺伝子の発現を

調整する物質であることが知られているが、

牛の脂肪前駆細胞にレチノール、レチノイン

酸を添加すると脂肪細胞への分化が阻害され

る。このことからビタミンＡが脂肪細胞の分

化を抑制する物質であり、体内のビタミンＡ

が減少するとこの抑制が解除されて脂肪細胞

の分化が進む可能性を示している。腎臓、筋

間及び皮下の脂肪細胞数は 11 ヶ月齢以降増

加しないが、筋肉内の脂肪細胞数は 15ヶ月齢

以降にも増加することが報告されている。内

臓、筋間、皮下の脂肪細胞の分化が起こりや

すい時期（概ね８～11ヶ月齢）には十分なビ

タミンＡを給与して分化を抑制し、筋肉内脂肪細胞が分化する時期（概ね 15～22ヶ月齢）にビタミンＡを制

限して脂肪細胞の分化を促進することにより、内蔵、筋間、皮下の脂肪細胞数を減少させ筋肉内脂肪細胞数

を増加させることが肥育牛のビタミンＡコントロールの基本である。ただし、脂肪細胞の分化は血中のＶＦ

Ａ（酢酸など）やインシュリンの存在で促進されるため、筋肉内の脂肪細胞を増加させるためには、ビタミ

ンＡを制限すると同時に十分な量の飼料を摂取していることが必要である。 

  

５  ビタミンＡコントロールの例 

＜導入期・肥育前期＞ 

 一般に、育成中の子牛はビタミンＡの添加された配合飼料やβカロテンを多く含む乾草や生草を給与され

るので肝臓や血液中に十分なビタミンＡを貯蔵しているが、子牛生産農家により飼料給与にばらつきがある

ことや、移動や群編成のストレスによりビタミンＡを消耗することから導入した子牛にはβカロテン含量の

高い乾草（チモシー、ルーサンなど）を給与するかビタミンＡ剤を投与して血漿中ビタミンＡ濃度を 100IU/dl

以上にすることが推奨されている。また、βカロテン含有量が少ない乾草（スーダンなど）を給与している

場合はビタミンＡ制限を開始する 12ヶ月齢程度で再度ビタミンＡ剤を投与し、群内のすべての牛について血

漿中ビタミンＡ濃度を 100IU/dl以上に揃えることが推奨されている。ビタミンＡ制限開始前に血漿中ビタミ

図１ 脂肪細胞の分化と肥大 
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ンＡ濃度が低い場合は長期間の

肥育に耐えることができず、ビ

タミンＡ制限が必要な時期（15

～22か月齢）に欠乏症状が出て

ビタミンＡ投与が必要となる可

能性がある。特に発育の良い牛

はビタミンＡ要求量が高いので

ビタミンＡ制限開始前に十分な

量のビタミンＡ補給を行うこと

が望ましい。 

＜肥育中期＞ 

 黒毛和種では 14～20 ヶ月齢

の血中ビタミンＡ濃度が脂肪交

雑に影響するとされ、肥育牛の

血統にもよるが 16 ヶ月齢時の血中ビタミンＡ濃度が 80IU/dl 以下の場合 BMS ナンバーは６以上であるが、

80IU/dl以上の場合は BMSナンバーが６以下となることや、22ヶ月齢以降にビタミンＡ制限をしても脂肪交

雑に影響は見られないことなどが報告されている。ビタミンＡ（βカロテン）含量が少ない飼料の給与開始

後２～４ヶ月程度で血漿中ビタミンＡ濃度が50IU/dl以下に低下するため12～13ヶ月齢頃からビタミンＡを

制限し 15～16ヶ月齢で血中ビタミンＡを低濃度（30～50IU/dl）にするのが一般的なビタミンＡコントロー

ルの方法である。日本飼養標準肉用牛 2008年版では、肉用牛のビタミンＡ要求量は 42.4IU/体重 kg・日（体

重 600kgで 25,440IU/日）とされているが、兵庫県の岡らによる試験では、但馬系の牛の場合肥育中期に 3,000

～5,000IU/日（配合飼料のビタミンＡ添加 400IU/kg×6～7kg/日摂取＋飼料由来βカロテン 1,000～2,000IU/

日）のビタミンＡを含む飼料を給与した場合血漿中ビタミンＡ濃度が 30IU/dl程度で維持されたことを報告

しており、5,000IUの毎日給与又は２週間隔で 5～7万 IUのビタミンＡ間歇給与を行うとともに、18ヶ月齢

で血漿中ビタミンＡ濃度を測定し、血漿中ビタミンＡ濃度が 50IU/dl以下の期間を６ヶ月以上（できれば８

ヶ月程度）にすることを推奨している。ただし、夏場の暑熱や各種のストレス、牛の血統（発育の程度）な

どによりビタミンＡ要求量が増加することや、食欲の低下した牛についてはビタミンＡ摂取量が低下するこ

となどに注意が必要である。 

 鹿児島県畜産試験場の坂下は鹿児島県内の肥

育農家から採取した粗飼料のビタミンＡ含量に

ついて報告している（表２）。天日架乾燥の稲

ワラはロールベール調整稲ワラに比較してビタ

ミンＡ含量が高い傾向が見られるが、いずれの

調整方法でもロットにより大きなバラツキが生

じている。岡らはビタミンＡ制限にも関わらず

血漿中ビタミンＡ濃度が低下しない原因は粗飼

料（稲ワラ）のβカロテン濃度が高い場合が多

いことを示唆しており、ビタミンＡコントロー

ルを行うにあたっては、事前に粗飼料のβカロ

テン濃度を測定することが望まれる。 

＜肥育後期＞ 

 22～23ヶ月齢以上の肥育牛では血中ビタミンＡ濃度は脂肪交雑に影響しないことが報告されている。この

時期は脂肪細胞に脂肪が蓄積される時期なので、ビタミンＡ欠乏により食欲低下が起こった場合は脂肪交雑

を低下させる可能性が高い。血漿中ビタミンＡ濃度と濃厚飼料採食量を調査した試験では「但馬系」の牛で

は血漿中ビタミンＡ濃度が 20IU/dl以下に低下すると採食量が減少したが「但馬系」以外の血統では 20IU/dl

以上でも採食量が低下する場合があることが報告されている。また、ビタミンＡは腸管からの鉄吸収を促進

するため、肥育後期にビタミンＡが十分ある状態で飼育された牛は筋色素のミオグロビン含量が高まり肉色
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図２ ビタミンＡコントロールの一例 
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表２ 粗飼料原物 1kg中のビタミンＡ含量 
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（BCS）が濃くなることが報告されている。岡らは、24～25ヶ月齢から出荷までの肥育後期に 50～100万 IU

のビタミンＡを毎月投与するか 5,000～8,000IU/日を毎日給与することを推奨している。また、大分県の佐々

木らは、肥育後期には 5,000IU/日のビタミンＡを毎日給与して血漿中ビタミンＡ濃度を 50IU/dl程度に上昇

させることを推奨している。 

 

６  ビタミンＡ欠乏時の対処方法 

 最初の症状である食欲低下を早期に発見しビタミンＡを投与することが最も重要である。岡らは血漿中ビ

タミンＡ濃度が 23IU/dlに低下した牛に９万 IUのビタミンＡを経口投与した場合、１～２日後に血漿中ビタ

ミンＡ濃度が 60IU/dlに上昇し数日続いたことを報告し、ビタミンＡ制限が必要な肥育中期に欠乏症状が現

れた場合は２週間隔で５～７万 IUを経口投与し、肥育後期の場合は 50～100万 IUを毎月１回出荷まで投与

することを推奨している。また、肥育後期のビタミンＡ欠乏治療法として 50～100万 IUを５～７日間隔で２

回筋肉注射することによりほとんどの場合改善されたことが報告されている。水溶性ビタミンを過剰摂取し

た場合は尿に排泄されるため過剰症はおこらないが、ビタミンＡを過剰に投与した場合は食欲低下などの過

剰症が発生する可能性があり、ビタミンＡの安全限界は飼料 1kg中 66,000IUとされている（NRC乳牛飼養標

準 2001）。一方、βカロテンを投与した場合は必要量だけビタミンＡに変換されるので過剰症の恐れはない

が、必要以上のβカロテンを給与すると脂肪色が黄変し枝肉の評価が低下する可能性があることに注意が必

要である。 

 

７  まとめ 

 これまでの試験研究報告から、血漿中ビタミンＡは「肥育前期：高レベル、肥育中期：低レベル、肥育後

期：中レベル」にコントロールする基本を守れば大きな損失につながる事態は起こらないと考えられる。し

かし、食欲低下などの欠乏症状を見逃してビタミンＡ制限を継続すると回復不能の疾病に発展する可能性が

あるので損害防止のためには日々の観察が最も重要である。ビタミンＡコントロールを取り入れた肥育はわ

ずかに増体性が低下する可能性があるものの肉質が向上し収益性が向上するところにメリットがあるので、

飼育環境、給与飼料、肥育牛の血統、目標とする肉質等を総合的に勘案して適正なビタミンＡコントロール

プログラムを策定し、重大なビタミンＡ欠乏症の発生や増体性のマイナスを生じさせないことが必要である。 
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