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  今 月 の 農 政 情 報   

 

花き振興に関する条例の制定と今後の取り組み 

～花で彩る清流の国ぎふづくりプロジェクト～ 
 

１ はじめに 

国では、昨年 12月 1日に花き産業及び花き文化の振興を図ることを目的とした「花きの振興に関する法律」

が施行された。 

岐阜県では全国に先駆けて、昨年 10月 15日に「岐阜県花きの振興に関する条例」が制定され、花きの振

興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する体制を整備し、花き業界のみならず県民の参加と協働により

花き振興を推進する法的な裏付けができた。 

 そこで、条例の趣旨に則り、花きが安定供給され県民に花きの活用が浸透していくよう「花で彩る清流の

国ぎふづくり」プロジェクトを立ち上げ、県産花きの活用促進と販売力強化を図ることとなった。 

  

２  岐阜県花きの振興に関する条例の概要 

(1) 趣旨 

・ 花きには、色や香り、園芸等の作業により、人に潤いと安らぎを与える効果があり、現代社会の人間

関係の希薄化、高齢化などの問題に対し大きな効用がある。 

・ 県は清流の国づくりのなかで、全国・世界レベルのスポーツ大会の開催や観光客誘致に取り組んでお

り、花きで来県者をおもてなしすることが大切である。 

・ このような状況の下、県内で花きが安定的に供給され、県民生活のあらゆる場面で花きが活用され、

来県者を花きでおもてなしする心を育むことが必要である。 

・ 全ての県民の参加と協働により、花きの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この

条例を制定する。 

(2) 目的 

・ 花きの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で心豊かな生活の確保及び

美しい郷土づくりに寄与することを目的とする。 

(3) 基本理念 

・ 花きの振興は、花きを活用することにより、県民の心身の健康の増進及び豊かな人間性の涵養に資す

ることを旨として推進されなければならない。 

(4) 県の責務 

・ 花き振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 

・ 施策の推進に当たっては、県民、事業者、花き関係団体その他関係者との連携に努める。 

・ 県民が花きの効用に関する理解を深めるための情報の提供に努める。 

(5) 県民の役割 

・ 花きの効用を理解し、生活の様々な場面で花きを活用するよう努める。 

・ 県外からの来訪者を迎える場合、花きでおもてなしをするよう努める。 

(6) 市町村との連携 

・ 県は、花きの振興に関する施策を効果的に実施するため、市町村と密接な連携を図る。 

(7) 推進体制 

・ 県は、花きの振興に関する施策を積極的に実施するための体制を整備する。 

(8) 振興施策 

・ 振興計画の策定        ・ 花き文化の振興       ・ 花きの日（8月 7日） 

・ 園芸福祉の推進        ・ 花育の推進         ・ 花きの安定供給  
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３ 花き振興計画の策定と体制整備 

(1) 花で彩る「清流の国ぎふ」推進本部 

【設置目的】  花で彩る「清流の国ぎふ」づくりを岐阜県の組織を挙げて、全庁的に推進する。 

  【組  織】 ○ 本部長：知事   

○ 副本部長：副知事  

○ 本部員：関係部局長、教育長、振興局長 

【役  割】 ○ 振興計画の策定  

○ 振興計画の推進   

○ 施策の振興管理及び点検評価 等  

【スケジュール】 

○ 第１回 H27.1.20 ：花き振興・花フェスタ 2015の協議 

○ 第 2回 H27.5   ：花き振興計画（案）の協議 

○ 第 3回 H27.10  ：花き振興計画（案）の決定 
(2) 花で彩る「清流の国ぎふ」県民会議 

【設置目的】  花きの振興に関する施策について、広く県民の意見を反映し、県民と一体となって花き

の振興を図る。 

【構 成 員】  観光、商工、医療・福祉、生活、スポーツ、教育、文化、農業、林業、造園、 

建設等関係者 等   31名 

【役   割】 ○ 振興計画に対する意見  

○ 花き振興に関する意見 等 

【スケジュール】 

○ 第１回 H27.2.23 ：花き振興・花フェスタ 2015に関する意見聴取 

○ 第 2回 H27.5   ：花き振興計画（案）に関する意見聴取 

(3) 花き振興計画の策定方針 

【振興計画の概要】 

○ 花き振興計画は、国の示す基本方針及び条例の趣旨を踏まえ、当面５年間に重点的に

取り組む施策の方向を示す。 

○ 計画期間は平成２８年度から平成３２年度とするが、社会情勢の変化や県民の意向な

どに的確に対応するため、必要に応じて随時見直すこととする。 

【策定方法】 ○ 県民会議において広く県民からの意見を聴取し、推進本部での協議を経て策定する。 

【策定スケジュール】 

           ○ 3月議会          ：農林委員会において経過報告 

           ○ 推進本部（5月）  ：振興計画（案）の協議 

           ○ 県民会議（5月）  ：振興計画（案）に関する意見聴取 

           ○ 6月議会      ：農林委員会において経過報告及び振興計画概要（案）の説明 

           ○ パブリックコメント（8月）：振興計画（案）に対する意見募集 

           ○ 9月議会          ：農林委員会において振興計画（案）の説明 

           ○ 推進本部（10月）  ：振興計画（案）の決定 

 

４ 平成 27年度事業概要 [花で彩る清流の国ぎふづくりプロジェクト] 

(1) 「花フェスタ 2015ぎふ」などでの花きをとりまく文化の振興  

  花のある暮らしを推進するため、「花フェスタ 2015 ぎふ」や花きの日（8 月 7 日）に寄せ植え華道など

花きの活用方法を提案するイベントを開催するほか、「フラワーウィーク」を毎月設定し、県下一斉に県

産花きのＰＲ活動を行うとともに、プレミアムフラワークーポン券を発行し花きの購入を支援する。 

(2) 県産花きの販売力強化 

花き生産者の商品開発力を強化するセミナーや、品質向上につながる品評会、県産花きの差別化を図る

ための品種登録研修会を開催する。 
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(3) ぎふフラワーフェスティバルの開催 

取引先の新規開拓や注文取引率の向上を図るため、県内花き生産者と国内外のバイヤーとの大型花き商

談会及び消費啓発イベントを開催する。 

(4) 国際花きシンポジウムの開催 

アジア各国における花きの活用方法や流通状況などを把握し、輸出に向けた商品づくりを考えるシンポ

ジウム・情報交換会を開催する。 

 

 

<参考 1：条例本文> 

 

岐阜県花きの振興に関する条例    施行 平成 26年 10月 15日  

条例第 70号 
 

花きには、その色や香り、園芸等の作業を通じた自然とのふれあいにより、人に潤いと安らぎを与える効

用がある。 

現代社会は、少子高齢化、人間関係の希薄化等の問題を抱えており、これらの問題に対し、花きを活用す

ることにより、子どもの情操教育、高齢者の生きがいづくり、地域における 絆
きずな

づくり等の面で効果が現れ

ることが期待される。 

また、岐阜県は、「清流の国づくり」として、全国レベル又は世界レベルのスポーツ大会の開催や観光誘客

に取り組んでおり、日本全国又は世界各国から多くの方々が岐阜県を訪れることが見込まれ、これらの方々

を岐阜県の花きでおもてなしし、岐阜県に来て良かった、また訪れたいと思ってもらえることが大切である。 

このため、県内において花きが安定的に供給されることにより、家庭、学校、地域等県民の生活のあらゆ

る場面において花きが活用され、県民一人一人に県外からの来訪者を花きでおもてなしする心が育まれるこ

とが必要である。 

ここに、全ての県民の参加と協働により、花きの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、花きの振興について、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにす

るとともに、花きの振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、花きの振興に関する施策を

総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で心豊かな生活の確保及び美しい郷土づくりに寄与するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この条例において「花き」とは、鑑賞の用に供される植物をいう。 

２ この条例において「園芸福祉」とは、花きの人を癒す効用に着目し、花きを活用した心身の健康の増進、

生きがいづくり等の取組をいう。 

３ この条例において「花育」とは、花きの豊かな人間性の涵
かん

養に資する効用に着目し、児童、生徒等に対

する花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組をいう。 

 （基本理念） 

第三条 花きの振興は、花きを活用することにより、県民の心身の健康の増進及び豊かな人間性の涵養に資

することを旨として推進されなければならない。 

 （県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、花きの振興に関する施策を

総合的かつ計画的に推進する責務を有する。 

２ 県は、花きの振興に関する施策の推進に当たっては、県民、事業者、花き関係団体その他の関係者との

連携に努めるものとする。 

３ 県は、県民が花きの効用に関する理解を深めるため、必要な情報の提供に努めるものとする。 

 （県民等の役割） 
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第五条 県民は、花きの効用を理解し、生活の様々な場面で花きを活用するよう努めるものとする。 

２ 県民、事業者等は、県外からの来訪者を迎える場合においては、花きでおもてなしするよう努めるもの

とする。 

 （市町村との連携） 

第六条 県は、花きの振興に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するため、市町村との密接な連

携を図るものとする。 

 （推進体制） 

第七条 県は、花きの振興に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。 

 （振興計画） 

第八条 県は、花きの振興に関する法律（平成二十六年法律第百二号。以下「法」という。）第三条に規定す

る基本方針及び基本理念にのっとり、法第四条に規定する振興計画（以下「振興計画」という。）を策定す

るものとする。 

２ 県は、振興計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう適

切な措置を講ずるものとする。 

 （花きの文化の振興） 

第九条 県は、花きの文化の振興を図るため、花きに関する伝統の継承、花きの新たな文化の創出等に対す

る支援、花きに関する知識の普及その他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、県民の日常生活において花きの文化が浸透するよう、花きの活用を促進するために必要な施策を

高ずるものとする。 

 （花きの日） 

第十条 県民の間に花きについての関心と理解を深めるとともに、積極的に花きを活用する意欲を高めるた

め、花きの日を設ける。 

２ 花きの日は、八月七日とする。 

３ 県は、花きについての関心と理解を深めるための啓発活動その他花きの日の趣旨にふさわしい事業を実

施するよう努めなければならない。 

 （園芸福祉の推進） 

第十一条 県は、社会福祉施設、医療機関その他花きの人を癒やす効用を十分に発揮できる施設その他の地

域における園芸福祉を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。 

 （花育の推進） 

第十二条 県は、家庭、学校、地域その他の様々な場において花育を推進するため、必要な施策を講ずるも

のとする。 

 （花きの安定供給） 

第十三条 県は、県民が日常生活において花きを積極的に活用できるよう、県内における花きの十分かつ安

定的な供給のために必要な施策を講ずるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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<参考 2：条例チラシ> 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
 
そろそろ晩霜害に気を揉む季節に・・・ 

３月の声を聞くと、厳しい寒さが続いたとは言え、

春の息吹をあちらこちらで感じることができるよう

になる。すでに岐阜市のとある河津桜の蕾もその濃

いピンクの花弁をはっきりと見ることができるよう

になった。冬をじっと耐えてきたすべての植物にと

って春の目覚めとともに動き出す準備を加速させる

のがこの３月である。 

しかし、これが思わぬ出来事をもたらすことも稀

ではない。いわゆる凍霜害である。かつて、我が国

では明治維新以降、生糸は外貨獲得のための重要な

輸出品として養蚕が奨励されたが、昭和 29年 4月の

降霜により桑をはじめ、茶やリンゴに甚大な被害が

発生し、これを契機に散水氷結法や被覆法、送風法

（防霜ファン）等の技術が開発された。 

そもそも凍霜害は、春や秋に大陸から冷たく乾燥

した移動性高気圧が日本列島を覆うと、日中も夜間

もよく晴れる。晴天の夜間に風が弱いと、地面から

上空への熱の放出が増えるため（放射冷却）、地面

付近の空気は非常に冷え込み、地表付近の気温が

０℃以下になると大気中の水蒸気が地面や作物の表

面で氷結し、作物体や地表面が凍結して霜が降りる。 

また、これまで‘八十八夜の別れ霜’という諺に 

あるように、露地栽培が中心の新茶をはじめ、桑、ナシ、じゃがいも等の露地野菜など、節分から 88日が経

過した５月上旬以降は霜の心配がないとされてきた。しかし、近年は様相が異なってきている。これも気候

温暖化の影響なのか、寒候期全期間の平均気温は 1961 年から 2014 年までの間に単純平均で 0.7℃上昇して

いるだけでなく、寒気と暖気の変動がより大きくなっており、危険性の高い期間、その被害程度は益々大き

くなっている（図２）。 

 

気温は高く雨が多い・・・寒暖差の大きい天候が続く 

今冬について見てみると、平年より 1.0℃高い

13.2℃となった 11 月の日平均気温から一転し、12 月

の日平均気温は平年を 1.7℃下回る 5.2℃と厳しい寒

さとなり、12月 17日から 18日にかけての積雪により

郡上地域、飛騨地域においてパイプハウスや畜舎、果

樹等に被害が発生した。一転、年明けの１月は平年よ

り 0.5℃高い 4.9℃、2月もここまで平年より 0.3℃高

い 5.4℃と、暖冬傾向の影響で農作物の生育が平年よ

り進んでいる可能性も考えられることから晩霜害に対

する注意が必要である（図１）。 

さて、3月 6日は二十四節気でいう‘啓蟄’。暦とは無関係に地面の虫たちはかなり前から既に活動を始

めている。名古屋気象台発表の１ヶ月予報によると、3月末までは概ね気温は高めに推移するが、天気は周

期的に変わり、一時的に寒気の流入も予想される。また、降水量は多く、日照時間は少なめとなる可能性が

高いので施設栽培を含めて農作物の管理には十分注意が必要である。 

図２ 50年前と今の寒候期の気温変化 

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：2/25現在） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現

在） 
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１ 野菜  ～施設  風害対策～ 

(1) 被害発生の条件と様相 

   強い風は、秋の台風シーズンに襲来すると思われているが、実際には 2～3月の被害も発生しているので、

油断は出来ない。 

   風に対する注意は被覆材の破損やはがれによって、風を吹き込ませないこと、破損個所は速やかに補修

することである。 

 

                            

開口部の一部開放や被覆材の破損部から

風が吹き込むと施設内の圧力が高くなり、

被覆材の剥離や施設の浮き上がりの原因

となる。 

 

 

① 春先強い風が吹く気圧配置 

ア 西高東低で低気圧が日本海を通過した後 

イ 台湾付近で発生した低気圧が急速に北上した時 

ウ 4～5 月に発達した低気圧が日本海に入って湿った南西の風が吹き、その後冷たい北西の風に変わっ

た時 

② 突風の方向、性質 

ア 岐阜地方では北西、高山地方では北西か南西の風が多い。 

イ 早朝の突風が強く、強弱の幅が大きい。 

③ ハウスやトンネルの被害様相 

ア 風上からの風圧と風下に吸引される力とが重なって、ハウスが倒壊する。 

イ 風の強弱によってビニールの破損、抑え材のゆるみ、はずれ、基礎杭のゆるみ、抜けによるビニール

飛散等が発生する。 

(2) 事前対策 

① 強風側に風を遮る森林等がない場合、施設周辺に防風網を設置するのが望ましい。 

② 建具、特に天窓その他があおられるのを防止するため、ロックを完全に実施する。 

③ 被覆フィルムがゆるんでいると、強風にあおられて被害が生じやすいので、取り付け金具の緊張、押

さえ紐の固定、表面の補強等を再点検の上整備しておく。強風時における被覆材剥離防止法としては、

換気扇のセットされているハウスは、窓、出入口を密閉したのち、換気扇を稼働させて、ハウスの内圧

をマイナスにすると良い。 

④ 強風により小石・木片等が飛来して、ガラス等を破損することを防止するため、施設の周囲を片付け、

清掃しておく。シバ等を植生しておくことは、砂塵によるガラスやフィルムの傷の発生防止上も好まし

い。 

⑤ 施設導入及び更新に際しては、耐候性ハウスなどの導入を図り、施設構造の改善に努める。 

表 1 各種ハウスの設計用風圧力 

ハウスの種類 パイプハウス 連棟ハウス 大型単棟ハウス 

設計用風圧力 35kg/㎡ 45kg/㎡ 55kg/㎡ 

   （注）高さはパイプハウスは 2.5m、連棟ハウスは 3m、大型単棟ハウスは 6mを基準とした。 

(3) 事後対策 

① 強風の去った直後は、被覆材や止め付けの緩み・破損・窓の開閉装置の異常、構造材のボルトナット

の緩み等の有無を総点検し、必要があれば速やかに補修しておく。 

② ハウスが倒壊した場合、速やかに整理し、トンネルで作物を保護する。 

③ ビニールが破損、飛散した施設は速やかに修理し、殺菌剤を散布し回復を図る。 

図１  風の巻き込みによる被覆材の破損、剥離の
想定例 
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④ 傷んだ茎葉、果実は速やかに摘除し、草勢を回復させる。 

 

 

 

２ 野菜（高冷地）  ～融雪対策  他～ 

(1) 融雪対策 

   飛騨地域を始めとする県北部では、昨年 12月 13日の豪雪や年が明けてからも断続的に降雪があり、ほ

場内にも大量の雪が残っており、例年通りの作付けを開始するためには、いち早く融雪を促す必要がある。 

   また、露地野菜においても、融雪が遅延することが予測される場合では機械除雪や雪に切れ目を入れて

融雪を促すとともに、融雪剤を活用する。 

   ただし、雪上での作業になるので、安全に十分注意をし、二人以上で作業する。 

① ハウスの肩部以上に積雪がある場合は、融雪に伴いパイ

 プの破損が懸念されるので、除雪機等を活用して除雪する。 

 ② ハウス利用時期に合わせて、内部とハウス周辺の除雪や

 融雪対策を行い、天気予報等を参考にしながら降雪状況を

 確認し、計画的に屋根ビニールを張り、内部の温度を上げ

 て融雪を促し、合わせてほ場を乾燥させる。 

  早い時期に屋根ビニールを張る場合には、降雪が予測さ

 れるので、必ず、支柱を設置する。 

 ③ ハウスの利用前には、パイプの接手等をよく点検修理し、

 ひずみ等があると強度が落ちて、台風等の強風時に対応で

 きない場合があるので補強を行う。 

 ④ 融雪資材の利用について 

   融雪資材には、もみがらくん炭（10～15kg/10a）、粉炭

（40～80L/10a）等を使用する。 

ａ．散布後に降雪があると融雪効果が低下するので、天気

予報等をよく確認し、散布を行い、散布後に融雪資材が

見えなくなるほど降雪があった場合は、再度散布する。 

ｂ．き溜まりや日の当たらな場所を中心に散布する。 

  ｃ．融雪資材の散布により５～１０日程度の融雪促進効 

果が期待できる。 

 

(2) ほうれんそう（越冬栽培） 

 ① 被覆及び保温 

降雪前に被覆したべたがけ資材は遅くとも草丈 10ｃｍになる頃までに除去する。除去時期の遅れは徒

長やべと病の発生原因となりやすいため注意が必要である。また、３月以降は外気温も急激に上昇する

ことから、ハウス内の高温に注意し換気を行う。 

  ② 追肥 

生育を見ながら遅くてもＳサイズまでに必ず追肥を行う。低温期であり生育日数も長いことから窒素

不足により花芽分化（抽台）が早まったり、収穫期の黄化葉発生の原因となる。追肥は低温期のため、

有機質資材の施用は避け、尿素（窒素 46％）、硝酸石灰（窒素 15.5％）等の速効性の化成肥料を施用

する。追肥後は、肥料やけを防ぐ為に潅水を行い、ハウス内が高温とならないように換気を行う。 

  ③ 病害虫防除 

  ａ．べと病 

    保温状態のハウス内は、分生子の発芽適温（８～18℃）となることが多く、夜間は特に湿度も高く

融雪剤散布と支柱の設置 

ハウス周りの除雪 
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推移することから、注意が必要である。特に、子葉展開から本葉第１～２葉展開時までに感染しやす

く、発病後では被害が抑えられないことから、初期（本葉展開時）からの予防防除が重要となる。春

期は生育日数も長くなり粒剤の効果が低下しやすいことから生育後半（Ｓサイズ時）にも予防防除が

必要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長することから夕方の潅水は避け、合わせてこまめな

換気によりハウス内湿度を下げる等の耕種的防除も実施する。 

    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春と秋に発生が多くなり、発育適温は 10～20℃とされる。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の施用は避け、薬剤散布はコナダニに薬液がか

かるよう丁寧に行うように心掛ける。特に雪解け後、土壌表面が乾燥する時期からの防除が重要とな

る。また、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避け、生育期間中の土壌水分を下げすぎないことも被

害軽減には効果的である。 

 

(3) トマト（早期作型） 

  ① 保温対策 

    ハウス２重被覆や２重トンネル、水封マルチ等により、低温対策に十分注意する。ポットずらし後も

トンネル育苗を基本とし、暖房機未設置ハウスにおいては、保温資材の被覆や簡易暖房（ストーブ、ろ

うそく等）により夜温の確保に努める。 

   ② 育苗床準備 

    土壌診断を必ず行い、施肥量等を決定するとともに、土壌との混和は肥料むらの発生を防ぐため丁寧

に行う。低温期に発生が問題となる窓あき・チャック果等の障害果は多肥により発生が増加するため注

意が必要である。また、早めの床土準備により地温を高め、土壌殺菌（ビニール被覆による熱処理等）

を確実に行う。原土によっては固相の割合が高すぎる例もあるため、もみがら等（３割上限）により気

相割合を調節するとともに、仮植後の潅水管理を容易にするため、仮植時の土壌水分が高くならないよ

うに、事前に調節しておくことも必要となる。 

   ③ 潅水管理 

    潅水は低温障害を避けるため、ハウス内に溜めおいた水を用いる。仮植から活着後しばらくは潅水を

控え、潅水開始後はその日に必要な量のみを潅水し夕方以降は表面が乾くように心がけ大苗としないよ

うに注意する。 

   ④ 葉面散布 

      低温条件での育苗となるため窓あき・チャック果の発生が増加しやすいことから、石灰資材の葉面散

布を定期的に行う。その際には吸収を促進させるため茎や葉柄にも十分散布する。 

   ⑤ 病害対策 

   近年、特に葉かび病等の発生が増加していることから、支柱・ポット等の資材消毒を行うとともに育

苗中からの予防剤による定期防除（週１回程度）の徹底により、本圃への菌の持込を防ぐ。 

 

 

 

３  果樹  ～凍霜害対策～ 

 ３月に入り、各樹種において芽が動き出す。生育が進むと、耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、

対策を講じておく必要がある。とくに今年は２月下旬に比較的暖かい日があったこともあり、動き出しが早

い可能性があるので、今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。 

(1) 凍霜害対策 

   これから５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却により晩  

霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。植物

体の温度はほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策を講じる場合は注意する。 
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   各樹種における生育時期別耐凍性については、表１のとおり示されている。また、低温の継続時間にも

影響することから一概には断定は困難となるが、目安として参考にしてもらいたい。 

表１ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事前の予防対策 

  ａ．冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その風上側で被害がひどくなる。ネッ

トを巻き上げたり、防風垣の下枝を払っておく。 

  ｂ．土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高い時間 帯に行い、地中へ蓄熱させ

る。 

  ｃ．草生栽培の場合は、短く刈り こみ、地温が地表面の気温に伝わりやすいようにする。また、敷き藁

やマルチの敷設は、霜の心配がなくなる 5月以降とする。 

  ｄ．直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

ア 送風法（防霜ファン）・・・上空の暖かい空気を下方に吹き降ろすことで空気を撹拌し、園地内

の気温を高めることによる防霜を図る。 

イ 散水氷結法・・・凍霜害を受けるような気象下で散水すると、枝幹に付着した水滴は氷結する。こ

の水が氷に変わる際に 80cal/grの潜熱を放出するため、この熱量で細胞内の凍結

を抑制し、0℃前後に保温する方法。 

ウ 燃焼法・・・樹園地内で資材を燃焼させ、その熱を利用して被害を防ぐ方法で、資材としては固形

燃料、灯油、重油、市販の防霜資材等がある。 

② 万一被害にあった場合には 

ａ．被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発生する場合もある

ので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

  ｂ．病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

  ｃ．結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果

量確保に努める。 

  ｄ．結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着

果させる。副芽や不定芽など

から発生した徒長枝は整理

し、翌年の結果枝・結果母枝

として利用可能な枝は誘引

などを実施する。 

  ｅ．結実量が少ない樹では、枝

は過繁茂になりやすいため、

結実量の減少程度や樹勢に

応じて施肥量を減らす。  

                       写真１ かきの霜害      写真２ くりの凍害 

 

 

 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

リンゴ -2.0～-0.2 -2.0～　0 -1.8～-1.0

カキ -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～　0

モモ -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

ニホンナシ -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ブドウ -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

ウメ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3
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４  茶  ～防霜対策～ 
３月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発生する。４月の中～下旬に氷点

下になる日が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び東向き斜面の茶園は、被害が大きくなる。 

 晩霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが解凍されるときに細胞壁が破壊され枯死する。

凍結した時期や程度に

より差があるが、摘採

が近くなって凍霜害に

遭うと、一番茶の収量

は大幅に影響を受け、

その年の生産に大きな

打撃を受ける｡ 

 

 

                 写真３ 被害茶園の様子       写真４ 新芽の被害 

(1) 防霜対策  

実用的な防霜法は、被覆法、送風法、散水氷結法がある。それぞれの特徴は表のとおりである。 

  表２ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 やや適 

 

① 被覆法 

被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがあり、棚がけは、茶株面から 60～90cmの位置に棚を作って

被覆物によって保温する保温効果は１～２℃である。一方、トンネルがけは、茶株面から 40cm以上離し

て、被覆物によって保温する。保温効果は 0.5～1.0℃である。 

② 送風法(防霜ファン) 

霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、

地上６mぐらいの気温は茶株面付近の気温より４～５℃高く

なる。 

     防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。

気温が非常に低い場合は効果が発揮できない可能性がある。

その限界温度は－３℃である。その効果は、送風機の規模や

気象条件、地形などによって異なるが、750ｗのものでは、支

柱の前方 14～16m、支柱の両側 16～20mで比較的安定した効

果がある。この範囲は、気象や地形条件が   良ければさらに

広がる。    

         表３ 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後 １～２葉期 ３～５葉期 

 ＯＮ   ３℃   ４℃   ５℃ 

 ０ＦＦ   ５℃   ６℃   ７℃ 

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 

 

 

写真５  防霜ファンのある茶園 
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③ 散水氷結法(スプリンクラー) 

  気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散 

    水すると、水が氷結するときに放出する潜熱により、茶の 

    芽は０℃前後に保温され、被害の回避が可能である。 

保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によ 

    って異なるが、必要な水量は 2.6～4.0mm/hr程度（10a当 

    たり３～４t/hr）である。散水時間は過去の凍霜害から考 

    えて６時間程度と思われるので、総水量は 18～24t/10a程 

    度を準備する必要がある。   

 

(2) 凍霜害に遭遇した場合 

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確   認し、その後の処置を決定する。 

① 被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の

被害は深刻である。 

② 萌芽期であっても最低気温が著しい低温の場合、芯芽まで凍死することもあるので、最低気温が何度

だったのかを記録しておく。 

③ 萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の決定に留意する必要が

ある。 

   

(3) 凍霜害の処置と摘採  

  凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置する。 

① 萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時期を決定してその

まま一茶を摘採する。  

 ② 二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た芽を収穫するとい

う方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の乱れを整える意味をもつ作業である。 

 ③ 部分的な被害の場合、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い 

部分を残して被害葉を先に刈り落とす方法。または、その逆に被害葉を残して、良い葉を先に摘採する

方法の２つから摘採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。  

 

写真６ 散水による氷結した様子 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

日本のトマト生産・技術の方向 

～トマト・キュウリサミット inさいたまより～ 

 

１ トマトをめぐる情勢 

トマトの作付け面積や収穫量は微減ではあるが、施設

栽培の増加と単収の向上により、産出額は７年間で１３

０％の増となっている。 

卸価格や小売価格は他の品目と比較し安定しており、

このことにより、他の品目と比較して増加している一因

考えている。 

生鮮トマトの輸入量も増えているが、アメリカ、韓国

からのゼリーのこぼれないトマトが主体でハンバーガー

等の加工用需要が増えている。 

トマトは日本国内ではすでに過剰傾向にあるので、いかに、家庭内で食べさせるか、また、輸入野菜の占

めている用途を国産野菜に変えることが今後重要になる。 

  

２ トマト栽培と環境管理 

トマトに限らず、施設栽培の基本的な考え方として「おんどとり」等の簡易な温度計は目安にしかならな

いので、正確な温度を図ることが重要であり、また、温度だけでなくコントロールできるすべての環境要因

を正確に把握し、施設内の環境をいかに均一するかが環境管理の基本である。 

作物の生育する環境は、温度、湿度、光、CO2、O2、根域環境で、一つをコントロールすると他の環境にも

影響するので、相対で考える必要がある。 

今までの日本の考え方では、障害を生じる高温や低温の回避、葉の展開や果実の成熟の調節を主体に考え

られていたが、施設内の環境を制御するのは、そのためだけでなく、植物が適切に生育するために光合成を

促進させる温度管理や呼吸、転流分配、発育等の必要に応じた環境を作り出すことが重要になる。 

植物の能力を最大限に生かす環境を作り出すため、CO２施用、細霧システムやヒートポンプ等の環境制御

技術や養液栽培等の栽培技術革新により、省エネを図りながらも栽培の長期化により単収と品質の向上を図

っている。 

 

３ 環境機器を活用したトマト栽培の環境管理 

高温期の冷房効果、萎れ対策、乾燥期に湿度が保

つことによる光合成促進のために細霧システムを導

入しているが、加湿によるリスクもあり、飽差を最

適帯より若干低めにしており、生育にも若干の影響

があり、また、病害の発生も懸念されるが、効果も

高いため積極的に活用するとともに、ハサミや下足

の消毒を確実に行うなど総合的な病害対策を実施し

ている。 

細霧システムを導入することで、８月定植の高温

対策としての効果が大きく、定植後の活着促進と花

質の向上、萎れ対策、２月以降の高日射、乾燥期に湿度を保てることによる光合成促進、５月以降の高温期

での冷房効果等と多方面の効果が見られる。 

ただし、過度の加湿により、根の水分吸収が鈍り、葉が薄く大きく栄養成長に偏ったりすることがある。 

温度管理の基準 
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また、ヒートポンプ、CO2、天窓の開閉等も同時に活用し、単純に温度や湿度、CO2等の設定をするのでは

なく、一日のトマトの生理に合わせて日の出、日の入り等細かく時間単位で環境設定を行い、増収につなげ

ている。 

 

４ 日本一のトマト産地の動向 

 日本一のトマト産地である熊本県では、近年、毎年５ha以上増反してきている。 

 古くから農業者自ら出荷組合を創設しＪＡではなく、２０ほど農事組合等の自主運営の出荷組合が直接出

荷しているため、小売りのニーズがダイレクトに伝わりミニトマトや房どりトマト等の品目や小口パッケー

ジの対応等ロットも含めていち早く対応されている。 

 近年は、輸入が主体である固くて日持ちが良く、機械でスライスできる赤系でゼリーがこぼれない加工用

品種も加工業者等の要望に応える形で作り始めている。 

 養液栽培も積極的に取り入れ、オランダ式の環境制御技術を取り入れ、収穫中期以降の樹勢の落ち込みと、

２本仕立てを行うため、は耐病性ではなく、養液栽培用の強樹勢台木を導入している。 

 また、５～６月の市場への過剰供給となる時期をどうするかを考えており、７月定植で価格の高い９～10

月に出荷し、４月で切り上げる体系にも取り組みを始めている。 

 

５ 考察 

トマトは野菜品目の中では、比較的単価が高位安定しており、環境制御技術の普及により収量も上がって

いるため、新規栽培者も取り組みやすくなっており、輸入による加工用も含めて流通量は年々増加している。 

促成作型では４～６月、夏秋作型では８月の過剰供給が価格低迷につながり、日本のマーケットでは限界

感があり、そのため、１年を通した出荷の分散・平準化や高糖度トマト、ミニトマト、房どりトマト等の品

目の作り分けも必要になってきている。 

さらに、日本の消費者に本当においしいトマトの提供や機能性のＰＲ等も産地を越えてトマトの需要を伸

ばすためには必要な取り組みと思われる。 

また、すでに取り組んでいる産地もあるが、輸入トマトにとられている分野（サラダやハンバーガー用の

生利用の加工トマト）への対応等、まだまだ、対応できる課題は沢山考えられる。 

人口減の中で、すでに時期によっては過剰供給の中で、どうやって生き残るかを各産地で考える時期に来

ている。 

特に、環境制御技術の向上により、抑制栽培であっても９～１０月に出荷する動きも出てきており、いち

早く夏秋地帯の有利性を見出し対処する必要があるようだ。 
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家畜の光線管理とＬＥＤ照明の利用 

 

１ はじめに 

松果体（しょうかたい）は脳の中央にある小さな内分泌器官で、催眠効果を持つホルモンであるメラトニ

ンを分泌する。人間は、日中強い光が目から入ると 24～25時間周期の体内時計がリセットされ、松果体から

のメラトニン分泌が減少するとともに脳内のトリプトファン（必須アミノ酸）から神経伝達物質であるセロ

トニンが合成され覚醒状態を維持するが、日照時間が徐々に短くなる秋～冬にはセロトニン分泌が減少し気

分がすぐれないなどのうつ症状が出やすいといわれている。一方、夜暗くなるとセロトニンからメラトニン

が合成され、脈拍・体温・血圧等を低下させることで身体の休息と睡眠を誘引する作用があるが、目から強

い光が入ると松果体でのメラトニン合成が抑制されることが知られている。松果体は思春期以降に比べ幼児

期に大きく、幼児期には活発にメラトニンを分泌し性成熟を抑制していると考えられている。畜産分野では、

古くから日照時間が鶏の産卵に与える影響について研究され、採卵鶏や種鶏では人工照明による光線管理が

普遍的に行われているが、近年、欧米から牛・豚の光線管理技術が導入され農家での普及が進みつつある。

また最近、発光ダイオード（Light Emitting Diode以下ＬＥＤ）の普及に伴い、畜産を含む農林水産業の分

野での利用拡大が進んでいる。今回は家畜の光線管理と畜産分野でのＬＥＤ照明の利用について解説する。 

 

２ ＬＥＤの特徴 

 ＬＥＤは、消費電力が少ない、耐久性が高い、環境負荷が低い等の優れた特徴を持つ。ＬＥＤは電子の持

つエネルギーを熱や運動を介さず直接光エネルギーに変換するため電気エネルギーを光に変換する効率が高

く、同じ明るさの白熱電球と比較して消費電力はおよそ 1/10、蛍光灯と比較して約半分である。また、現在

も世界各国でＬＥＤの発光効率を向上させるための研究開発が進められ、より消費電力の低い製品が商品化

されてきている。ＬＥＤは白熱灯、蛍光灯のようなフィラメントを持たないため、耐衝撃性・耐振動性が高

く、白熱電球が約 1,000時間、蛍光灯が約 10,000時間の耐久時間を持つのに対し、ＬＥＤの耐久時間は 40,000

～100,000時間（４～10年）とされている。また、ＬＥＤのダイオード素子はエポキシ樹脂で封入され、破

損しやすいガラスを使用していないことや水銀等の有害物質を含まないことから環境負荷が低い一方で、

80℃以上でＬＥＤ素子の劣化が進むことや価格が高いなどの短所を持っている。ＬＥＤの発光色はＬＥＤ素

子に使用される化合物によって決定されるが、従来の光源に比較して発光帯域が狭く単一のＬＥＤで白色を

出すことはできない。そのため、２色（青・黄）又は３色（赤・青・緑）のＬＥＤを併せて用いる方法や波

長の短い青色ＬＥＤと黄又は赤・緑の蛍光体を組み合わせた蛍光体方式で白色光源を作出するが、一般的な

照明用ＬＥＤ電球は青色ＬＥＤと黄色蛍光体による蛍光体方式で白色を作出している。また、特殊なＬＥＤ

を除き紫外線や赤外線を放出しないため、昆虫等の誘引が少ないといわれている。 

 

３ 家畜の光線管理 

 2005年に広島大学から、メラトニンが脳視床下部の性腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン（GnIH）合成を高

め、脳下垂体前葉からの性腺刺激ホルモン分泌を抑制することが報告されたが、動物の場合も夜間や日照時

間が短くなる季節はメラトニン分泌が増加し、性腺刺激ホルモン分泌が減少することにより生殖腺の発達と

生殖機能を抑制し、昼間や日照時間が長くなる季節はメラトニン分泌が減少し生殖腺の発達や生殖機能が亢

進すると考えられる。ほ乳類の場合、体内時計（概日リズム）の中枢は視床下部の視交叉上核にあり、網膜

から日照時間の情報を受け取り松果体へ送信してメラトニン分泌を調整しているが、鶏などの鳥類では松果

体に光受容細胞が存在し、松果体自体が日長を感じて体内時計を統制していると考えられている。一方、光

の色は網膜の錘体細胞で受容されるが、鳥類は赤・青・緑・紫の４色の錘体細胞を持つのに対し、牛や豚な

どの多くのほ乳類は進化の過程で緑・紫の錘体細胞を失い２色色覚動物となっている。また、人間を含む類

人猿では、その後赤の錘体細胞から緑の錘体細胞が出現し、赤・青・緑の３色色覚動物に進化していると言

われている。 

(1) 採卵鶏の光線管理 

   鳥類は光の刺激に敏感に反応し、日照時間が成長や産卵に影響する。１日 12時間以上の明期（明るい時
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間）は性腺刺激ホルモン分泌促進により産卵を促し、明期の増加刺激により繁殖機能はより促進される。

このため、多くの野鳥は日照時間が長くなる春に繁殖期を迎え産卵するが、鶏は季節にかかわりなく産卵

するよう改良が進んでいる。しかし、鶏の場合でも日照時間が長くなる春は繁殖活動が活発となり産卵率

が上昇し、短くなる秋は換羽がおこり産卵活動が低下するため、産卵中の鶏に秋の気配を感じさせないよ

うに人工照明による日照時間の調整、いわゆる「光線管理」が行われている。また、１日の明暗周期に影

響を受けて分泌される黄体刺激ホルモン（ＬＨ）が放卵時刻を決定しており、自然光下では産卵は明期に

おこるが人工的に 24時間の終日照明をおこなうと産卵時刻がバラバラとなることが知られている。一般的

に行われている採卵鶏の光線管理の基本は以下の３点である。 

➀ 育成期間中（０～１７週齢）：加齢とともに明期を増加させない。 

育成期は、性成熟を抑制するため短日照明（明期の漸減（ステップダウン）又は 12時間以下の一定時

間照明）を行い、性成熟を開始する 15～17週齢到達後に明期を暫増させて性成熟と産卵開始を刺激する。

育成中に 12時間以上の照明を行うと性成熟の個体間格差が拡大し、初産日齢のバラツキ、産卵ピークの

立ちあがり不良や産卵ピーク時の産卵率低下等が生じる場合がある。また、発育体重が不十分な状態で

産卵を開始すると、産卵初期の卵重不足による商品価値の低下や、産卵後半の産卵持続性低下をもたら

す場合がある。育成鶏に対する 12時間以下の一定時間照明は、明期を漸減するステップダウンに比較し

て産卵開始が早くなり、産卵開始卵重が小さくなる一方で、飼料摂取量が増加し体重増加が促進される

傾向がある。 

➁ 産卵開始後：加齢とともに明期を減少させない。 

１日の照明時間（明るい時間）は最低でも 10時間必要であり、産卵開始後は照明時間を短くしてはい

けない。また、１日の照明時間は 17時間が限度であり、それ以上照明時間を長くしても産卵率の向上は

見込めない。自然光が入らないウインドウレス鶏舎では、育成鶏が目標体重に達した後急激に明期を１

時間増加させ、それ以降は最高時間（16～17 時間）になるまで毎週又は２週間毎に 15～30 分づつ明期

を暫増して産卵刺激を行い、明期の暫増（ステップアップ）は産卵ピーク到達後まで継続することが望

ましいとされている。自然光が入る開放鶏舎においては、１日 14～17時間の一定時間照明を行っている

場合が多いと思われる。 

➂ 産卵期間の光の明るさは、育成期間より明るくする。 

通常、育成期間は５ルクス程度、産卵期間は 10ルクス以上の明るさが必要である。ただし、餌付け開

始直後はひなを周囲の環境に早くなれさせるために明るさが必要であり、餌付け後２日間は 24時間点灯、

3～7日令は 30ルクス 20～22 時間、８日令で５ルクス 20時間、２週令以降 16週齢までに 11～12時間

程度へ明期を暫減させる方法等が望ましいとされている。なお、鶏種により光線管理方法、目標体重等

が異なるため、具体的な飼育方法や光線管理方法については育種会社が作成した飼育マニュアル等を参

照されたい。 

            

   ウインドウレス鶏

舎においては、育成

期間中の明期を 10

時間以下に設定し、

産卵前に 12 時間以

上に急激に延長した

時の刺激効果を高め、

産卵開始日齢の斉一

化や産卵ピーク時の

産卵率・総産卵量の

向上を図る場合が多

い。開放型鶏舎の場

合、夏餌付け群につ

いては自然の日長時
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図１ ウインドレス鶏舎の点灯プログラム例（草間 2012年） 
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間に従って無点灯による経済的な飼育が可能であるが、その他の時期の餌付け群については人工照明が必

要である。                

   また、夏場のヒートストレス等による飼料摂取量不足の対策として、夜間に１時間程度の点灯と給餌を

行う夜間給餌（ミッドナイトフィーデイング）により卵重、卵質、産卵率、体重が改善するといわれてい

る。３時間以上の消灯時間の後に１時間程度点灯・給餌を行い飼料摂取量を増加させ、その後３時間以上

の消灯時間を確保すると１時間の点灯時間が消灯時間中と認識される。ただし、夜間給餌を中止する場合

は、急激な飼料摂取量の低下を防止するため、夜間の点灯時間を毎日 15分程度づつ漸減することが必要で

ある。 

採卵鶏への白色ＬＥＤの利用について、静岡県、埼玉県、兵庫県等の研究機関で試験が行われており、

産卵成績、卵質、生体重等について白熱灯又は蛍光灯との差は認めず、電力消費量を 80～90％削減できる

ことが報告されている。 

(2) 肉用鶏の光線管理 

   肉用鶏は明るい時間が長い方が飼料摂取量が増加するため、１日１時間消灯又は 24 時間連続点灯がお

こなわれる場合が多いが、最近、飼料効率や経済性の面から 20 時間照明や点灯と消灯を断続的に繰り返

す間欠照明が行われる場合がある。採卵鶏と同じく、餌付けから数日間は 10～20 ルクス程度に明るくし

た後、2～5ルクス程度まで暗くして、ひなを落ち着かせ尻つつき等による損耗を防止する。 

   肉用鶏に対するＬＥＤの利用試験が、奈良県（大和肉鶏）、愛知県（名古屋コーチン）、静岡県、徳島

県等の試験研究機関で実施されているが、発育成績等について白熱灯、蛍光灯との大きな差は認められな

いとする報告が多い。 

(3) 豚の光線管理 

   ９月以降に雌豚の繁殖成績が悪くなることは、秋季流産や秋季再発と呼ばれ、12～１月の分娩子豚頭数

の減少により５～６月の出荷頭数減をもたらしている。夏の暑熱による雌豚の飼料摂取量減少や日本脳炎

等の影響は無視できないものの、夏至を過ぎると徐々に日照時間が短くなり黄体ホルモンレベルの低下を

招くことが原因の一つとされている。このため、妊娠中の育成豚、繁殖母豚および種雄豚には１日 14時間

以上の明期を設け、特に種付け前の繁殖母豚や育成豚にとって日照時間が徐々に短くなる環境は好ましく

ないため秋季には夜間照明を行うべきであるとされている。また、分娩舎は 360ルクス 16時間の照明を行

うことで母豚の飼料摂取量が増加し泌乳量が増加するといわれている。豚は嗅覚、聴力は発達しているが

視力が弱いため、母豚の目の位置で 250～300ルクス、１日 16時間の明期をとることが望ましく、明期は

16時間を限度とし必ず８～10時間の暗い時間を設けることが必要であるとされている。 

(4) 牛の光線管理 

   牛の目は顔の両横に位置しているため遠近感が判断できず、距離や深さ、高さを認識することができな

い。また視力や色の識別能力が低いため、牛舎内は牛の活動範囲全体について十分な照度を確保する必要

がある。欧米の研究では、16～18 時間程度の明期と６時間以上の暗期をとり、明期には 150～200 ルクス

程度の照度を確保することにより、乳牛の飼料摂取量と乳量を増加させる効果があることが報告されてお

り、牛舎照明自動制御システムが開発され我が国に輸入されている。また、乾乳牛については泌乳牛とは

逆に短日処理を行い分娩後の乳量が増加したという報告がある。 

  

 兵庫県丹波農業改良普及センターの吉崎は、乳用牛 45 頭を飼育する酪農家にＬＥＤ照明 11 基（LED40 型

×2灯×５基、LED20型×２灯×６基）を追加設置して 16時間連続点灯を行ったところ、生乳生産量が 13％

増加し、乳成分には変化が見られなかったことを報告している。長時間の照明により性腺刺激ホルモン分泌

が促進されて乳腺の発達が促進されるが、乳量増加を刺激するプロラクチンやインシュリン様因子（IGF-1）

は暗期に分泌が促進されるといわれており、泌乳には明期と暗期の規則的周期が重要な役目を持っていると

考えられる。 

 

４ ＬＥＤ利用上の注意点 
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ＬＥＤは直流電流により発光するため、100V や 200V の交流で使用するためには交流を直流に変換する電

源ユニットが必要である。100Vの白熱灯用ソケットにそのまま使用できる電球タイプＬＥＤは電球内部に電

源基盤を持つため密閉型の器具で使用する場合放熱により寿命が短くなる場合がある。また、電球型ＬＥＤ

には、光の拡散により全方向タイプと下方向タイプがあるので、設置場所により適切な商品を選択する必要

がある。蛍光灯器具にそのまま使用できる蛍光灯型ＬＥＤを使用する場合は、現在の蛍光灯器具についてグ

ローランプ型、ラピッドスタート型（蛍光管

の品番がＦＬＲ）、インバーター型（蛍光管

の品番がＦＨＲ）の種別確認が必要である。

多くの蛍光灯型ＬＥＤでは、グローランプ型

蛍光灯器具には改造なしで使用できるが、ラ

ピッドスタート型、インバーター型の器具の

場合は器具内の安定器のバイパス工事が必要

な場合が多い。ＬＥＤの明るさの単位は「ル

ーメン（lm）」で表示されるが、製品によっ

て照明範囲（配光）や明度、光色に差がある

ので畜舎内に試験的設置を行った後導入する

ことが望ましい。なお、明るさのめやすは、

晴天の日陰 10,000ルクス、夜のコンビニ店内

1,000 ルクス、明るい事務室 500 ルクス、映

画館休憩中の客席 10～20ルクス、映画館上映

中の客席 1～2ルクス、40Ｗ蛍光灯直下６ｍの距離で 10ルクス程度とされている。各種の照度測定機器が市

販されているので、農家指導にあたっては畜舎内の家畜の目の高さでの照度を測定することが望ましい。 

        

５ まとめ 

 光線管理による生産性向上技術は採卵鶏で特に進んでいるが、牛や豚等のほ乳動物の場合は明期に分泌さ

れるセロトニンと暗期に分泌されるメラトニンがそれぞれ重要な役割を持っており、明期と暗期のバランス

が重要であることが推察される。また、牛や豚は、色覚や視力が弱いため、人間が明るいと感じる光度では

必ずしも明るいと感じないことに注意が必要である。 

繁殖効率向上に向けた光線管理は、基本的には日照時間が短くなる秋～冬の技術といえるが、夏場の暑熱

による飼料摂取量減少の対策として、外気温が低下する夜間に明期を設けて飼料を摂取させることにより、

乾物摂取量の向上による生産性向上や代謝疾患の防止効果が期待できる。人間の場合、メラトニン分泌は波

長の短い青色系の光によって顕著に抑制され、波長の長い暖色系の光には比較的抑制されないことが知られ

ているが、特定の波長を放出するＬＥＤの特徴を利用して、家畜・家禽において照明の色と生産性との関係

について調査が進められつつある。畜産は他の農業品目と比較して電力消費が多い傾向があるが、今後一層

の電気料金値上げが予想される中、畜舎内の電気機器の電力使用量と使用時間を総合的に勘案して、太陽光

発電や各種電気料金制度等を活用した経営効率向上について指導が期待される。 
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鳥獣害対策を実施するにあたって 

 

１ はじめに 

 野生鳥獣や外来生物による農作物被害が大きな問題となっており、田畑に侵入する野生動物はイノシシや

シカ、サル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、さらにはカラス等の鳥類など様々

である。これらの野生動物がいろいろな作物に手を出すのであるから被害が出ないわけはない。 

県内の野生鳥獣による農作物被害は、図１に示すとおり、平成２２年度をピークに一時減少したが、平成

２４年度以降、再び増加に転じている。（平成２５年度被害額：４．７億円）一方で、県内の主要害獣の捕

獲頭数は、図２に示すとおり増加傾向か横ばい傾向にある。ではなぜ捕獲頭数が増えているのに、被害額は

減っていないのか。今回はその理由を検討したい。 

 

２．なぜ被害は減らないのか？ 

  被害が減らない要因としては、２つのことが考えられる。 

  まずは被害を及ぼす野生動物が増えたこと、次に対策が遅れた又は対策に問題があることが挙げられる。 

(1) 野生鳥獣はなぜ増えた？ 

    食欲を満たす食べ物があること、身を隠せる生息場所があること、この 2つの条件がそろう場所があれ

ば、野生動物は寄ってきて数を増やしていくことができる。 

   ① 食べ物 

      野生動物は農作物だけを狙って田畑に侵入してくるのではない。おいしい餌があればどこでも良い。

イノシシ、サル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシンやカラスは雑食性であり、人が食べられ

る物であれば何でも食べる。また、甘いもの、栄養価の高いものなど人が好むものほど好んで食べる。 収

穫されずに放置されている果実やくず野菜があると、野生動物はそれを食べ、集落にはおいしいものが

あることを学習する。また稲のひこばえや収穫残渣は、野生動物の餌になっても見過ごす、あるいは許

してしまう傾向にあるが、これは無意識の餌付け行為に当たり、野生動物を集落へ呼び寄せる大きな要

因となっている。 

また、これらの餌は野生動物にとって生存が厳しい冬期の栄養補給源となり、本来なら餌の不足によ

って死亡するはずの個体を生かすことになる。イノシシなどは栄養状態が改善されても産子数など、繁

殖特性に影響がないと言われている。つまり個体数の増加は死亡率の低下が大きな原因である可能性が

最も高いと考えられる。本来、冬期間に死亡する可能性の高い個体を人間が餌付けにより助けているの

であるから、野生鳥獣が増えるのも当然と思われる。 

   ② 生息場所 

      イノシシやシカの日常の行動範囲は１ｋｍ四方と言われており、その中で生活している。つまり農作

物に被害を及ぼす個体は、常に集落周辺で生息していることになる。これらの個体は世代を重ねて人慣

れし、里山の荒廃や耕作放棄地の拡大に伴って集落に侵入し農作物に被害をもたらすようになった。民

図２  主要害獣の捕獲頭数 図１  野生鳥獣による農作物被害の推移 
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家や農地の間際まで迫った藪や耕作放棄地は格好の隠れ家となり、野生動物は安心して農地に入り食事

をすることができるのである。 

(2) 対策の問題点 

    被害が減らないのはどうしてだろうか。イノシシやシカ、サルなどの野生動物が増え、侵入する個体が

多くなったからだと言われるが、果たしてそれだけだろうか？ 

イノシシ対策ならイノシシの、シカ対策ならシカの、それぞれの動物の目線に立って対策を行うことが

必要であるが、被害現場において人間本位の思い込みで対策が行われ、被害が助長されるケースがある。 

   ① 存在の否定 

      「このあたりにはいない」「いるわけがない」「いても農作物被害が少ないから対策を施すまでもな

い」といった思い込みから対策が遅れ、被害が拡大する可能性がある。 

      県内においても、国庫事業等の活用による侵入防止柵の整備等積極的な対策を講じてきた地域におい

ては被害額がおおむね減少している一方で、対策の遅れている地域では被害が拡大・深刻化する傾向に

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 誤った情報 

      効果のある対策は必ずしも手軽に行えるものばかりではないが、人はどうしても手軽なもの、安価な

ものに手を出してしまうことが多い。野生動物は「光が嫌い」「音が嫌い」「臭いが嫌い」とされ、各

種の忌避機材が販売されている。これらによる出没抑制効果は一時的であり、その後、野生動物の侵入

を許しているのが現状である。なぜなら、野生動物は「光」「音」「臭い」を嫌うのではなく、それら

を設置することによる環境の変化に強い警戒心を示し、一時的に侵入を控えているだけである。その後、

繰り返し田畑周辺を探査した後、設置されたもの以外に環境の変化がないことを確認すると、再び、田

畑への侵入を繰り返すようになる。 

      なお、イノシシにおいては刺激のある臭気忌避剤を虫除けとして、むしろ好んで体に擦り付ける行動

が見受けられる。 

   ③ 誤った認識 

      野生鳥獣の問題は、行政や農作物の被害を受けている農業者が行えば良いと思われがちだが、被害は

農作物だけに限ったものではない。集落や市街地に侵入した野生動物は交通事故の原因となったり、時

として人に危害を加えることもある（例：神戸市内に出没するイノシシや観光地のサル）。また、間接

的なものとして、シカやイノシシの生息域の拡大に伴い、ダニやヒルといった寄生生物の生息域も拡大

している。こうした被害は集落全体の問題であり、集落ぐるみの取り組みがされなければ対策の効果は

上がらない。 

サルの被害対策では「追い払っても逃げないから追い払いなんか無駄」「追い払いをすると、逆に襲

ってきたりするから危ない」などの意見が出る。多くの方が同じような意見を持っているのが現実であ

ろう。確かに、サルの群れに対し、一人で追い払いを試みても別のほ場に移動するだけであったり、逆

に威嚇されたりすることがある。それはサルが人慣れし、人を恐れなくなったためである。サルに限ら

ず、野生動物は人慣れすると人に危害を加えることがある。集落の住民が大勢でサルを山中まで追い込

むことにより、「人は怖い」「集落は危険」と学習させることが重要である。ただし、イノシシは興奮

すると人にも向かってくることがあるので、むやみに近寄るのは危険である。 

図３  対策投資額（国庫事業Ｈ20～24年度累計）別の被害額 
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   ④ 誤った対策  

      「増えた野生動物は獲れば良い」と思われるかもしれないが、ただ捕獲すれば良いというものではな

い。前述したように、イノシシやシカの行動範囲はせいぜい１ｋｍ四方であり、山中に生息するものを

いくら捕獲しても集落における被害は減らない。集落周辺の加害獣を捕獲しなければならないが、銃猟

は危険なので、捕獲の主体は「わな猟」になるが、豊富な餌が存在する集落内に自由に出入りすること

ができるのであれば、野生動物は好き好んで危険な「わな」に近寄ろうとはしない。これでは、捕獲効

率は上がらない。 

      一方、集落やほ場を囲うだけでも安心はできない。野生動物は弱い場所（隙間のできる場所等）や道

路や河川といった遮断できない場所から容易に侵入してくる。そのため、設置した柵等を常に点検する

ことが必要になる。 

集落やほ場など必要最小限の場所を囲い、さらに侵入してくる加害獣を追い払ったり捕獲することで、

集落に近づけない総合的な対策が必要である。 

 

３ おわりに 

  シカやイノシシなどの野生動物は、

ここ１０～２０年の間に一気に増加し

たように思われる。しかし、図４でシ

カの例に示すとおり、明治後半から昭

和にかけての狩猟技術の向上や山林の

伐採による生息環境の悪化等により生

息数が激減していた期間はあったが、

それ以前は野生動物がいるのはごくあ

りふれた光景であった。 

  自然環境が改善され、シカやイノシシ、サルといった野生動物が身近に生息していることは当たり前の状

況になりつつあり、被害はどこでも誰にでも起こりうることである。 

  被害対策を何もしなければ、野生動物はますます人慣れが進み、被害は拡大する一方であり、実際に人身

被害などが全国的に数多く発生しており、県内でも交通事故を始め、昨年のツキノワグマによる死傷事故等

の重大事故も発生している。適切な被害対策を講ずることは、次の世代に大きなリスクを残さないための最

大の予防でもある。 

図４  シカの推定生息数の変遷（小山ら原図を改変） 


