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  今 月 の 農 政 情 報   

 

農作物に対する鳥獣被害対策の取り組み 

～鳥獣被害対策未実施集落の解消に向けて～ 
 

１  野生鳥獣による農作物被害の現状 

県内の野生鳥獣による農作物被害は、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（Ｈ２５年度被害額：４．７億円）。 

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、被害額が概ね減

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 野生鳥獣による農作物被害額の推移（Ｈ２０～２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 対策投資額（国庫事業Ｈ２０～２４年度の累計）別の被害額 

Ｈ20 の

約７倍 
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２  被害集落における被害防止に向けた取組状況と当面の課題 

 平成２３，２６年度に実施した県内全集落（３，７８５集落）を対象とした集落実態調査結果から、被害

集落（Ｈ２３時点：１，８４９集落）のうち、対策未実施集落（対策レベル：０）は７０％（Ｈ２３）から

４９％（Ｈ２６）に減少したが、県全体の被害額の減少には至っておらず、その主な要因と思われる対策未

実施集落（H26現在：1,196集落）の解消が緊要の課題となっている。 

このため、平成２８年度における対策未実施集落の「半減」目標を「０％」に見直すこととし、速やかに

対策を立て直す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 被害集落における取組状況（Ｈ２３、Ｈ２６集落実態調査） 

 

 

【目 標】 

① 対策未実施集落（対策レベル：０）の解消 

② 被害額の多い地区を中心とした侵入防止柵の設置促進等、被害防止対策の強化 

＜目標の見直し＞  

Ｈ28年度 対策未実施 ０％ 
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３  対策未実施集落の解消に向けた地域における具体的な取り組み 

 県全体における農作物被害が減少に至っていない主な要因となっている対策未実施集落の解消に向け、 

現地対策本部及び現地対策チーム（農林事務所、市町村ほか関係機関により構成）が中心となって被害・対

策実施状況の現状把握、情報共有等による要支援集落の絞り込みを行うとともに、集落リーダーの掘り起し

や実行組織の育成等対策実施に向けた一層の支援強化を図る必要がある。 

 現地における取り組みの進め方については、各地域の状況に応じて最も効果的な手法を検討・選択する必

要がある。以下にその事例を示す。 

 

(1) 鳥獣被害対策研修会の開催 

（圏域、市町村、旧市町村等単位） 

・ 対策未実施集落を含む全域の対策レベル向上 

 

(2) 現地対策チームの支援体制強化 

・ 現地対策チームにおける目標設定、年間スケジュール、役割分担の明確化 

・ 対策指導者（チーム員等）の専門研修等による指導能力向上 

 

 

 

 

 

 

(3) 未実施集落を含む全集落の現状把握 

・ アンケート調査の実施（対策レベル、対策の意向確認） 

・ 被害状況、侵入防止柵の設置等対策状況の把握･精査 

⇒ 要支援集落の絞り込み  

⇒ 集落リーダーの掘り起し 

 

(4) 対策未実施集落におけるリーダーの育成 

   

(5) 集落ごとの鳥獣被害対策研修会の開催 

・ 侵入防止柵の設置等の対策実施に向けた集落総点検活動、合意形成の促進 

・ 対策マップ（県ＧＩＳ等の活用）作成、見直し支援 

 

(6) 対策マップに基づく鳥獣被害防止施設設置等の対策推進 

・ 優先すべき侵入防止柵等鳥獣被害防止施設の設置箇所等に係る検討 

・ 施設整備等に向けた事業活用方針の検討（国、県、市町村事業）⇒事業要望への誘導 

 

４  防護と捕獲の一体となった取組の必要性 

 有害鳥獣の増加・生息域の拡大や狩猟者の減少・高齢化等に対応するため、地域を挙げた捕獲体制の整備

や新たな担い手の育成・確保等の捕獲対策を従来の防護対策と一体的に実施する必要がある。 

このことから、引き続き現地対策本部及び現地対策チームが中心となって、野生鳥獣の保護管理を所管す

る環境生活部や主な生息域である森林の管理・整備を所管する林政部等関係部局との密接な連携を図りなが

ら、各地域における被害状況等に即した総合的な鳥獣被害防止対策の推進に取り組む必要がある。 

対策未実施集落の解消に向けたローラー作戦の展開 
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気 象 災 害 等 を 踏 ま え た 農 作 業のポイント 
  
 
暖冬予想から一転・・・厳しい寒さと積雪 

12 月に入ると、暖冬予想とは裏腹に、17 日から

18日にかけて、北海道東方でいわゆる爆弾低気圧が

発達し、日本海側を中心に強い冬型の気圧配置とな

り、本県でも美濃山間部から飛騨地方を中心に平成

17年 12月から 18年１月にかけて以来の大雪となっ

た。 

県内各地の最深積雪は、飛騨市河合で 152cm、郡上

市長滝で 151cm、白川村で 170cm、平野部の岐阜市でも

15cmを記録し、この積雪により一時は県内各地で長

期間にわたる停電を招いたほか、果樹や乳用牛、さ

らにはパイプハウスや堆肥舎等の施設への被害が県

下各地で確認されている。 

1月 5日 9時現在においても、断続的な降雪により、

飛騨市河合で 135cm、郡上市長滝で 132cm、白川村で

147cmと深い雪に覆われている。 

今回の大雪とその後の断続的な寒波については、一

般的に気候温暖化とエルニーニョ現象による温帯から

亜熱帯にかけての暖気の影響で偏西風の蛇行をもたら

し、それにより日本海の高い海水温の熱と多量の水蒸

気に北方からの寒気がぶつかることによって大雪とな

ったとされている。これは平成 17年 12月から翌年１

月中旬にかけて断続的に降った大雪に似ていおり、こ

の時は白川村、飛騨市河合、郡上市長滝では 200cmを

超える積雪を記録し、果樹や園芸施設等に多大な被害 

を及ぼした（図２）。 

 

平年並みながら引き続き低温と降雪に注意！ 

名古屋地方気象台発表の 1月 3日から 2月 2日ま

での向こう１ヶ月予報によると、1月中旬以降やや

低温傾向となるものの冬型の気圧配置はほぼ平年並

みで推移し、降雪量も山間部を中心に曇りや雪の日

が多くなると予想されている。これまでの積雪の影

響もあり、今後、農作物やパイプハウス等の施設被

害が拡大することも考えられるので農業者をはじめ

関係機関には十分な注意をお願いしたい。 

今年は、雪の中での年明けとなった。御嶽山の噴

火や長野県北部地震など記憶に留めながらも、新年

を無事迎えられたことへの感謝と今年の五穀豊穣を 

願う気持ちを込めて 1月 7日には七草粥を口に運び 

たい。１月 20日は二十四節気の‘大寒’。まだまだ厳寒期が続くが、今回の大雪が夏の豊かな稔りをもたら

す源となることを期待しつつ穏やかな年であることを願いたい。 

 

図１ アメダス気象図（岐阜市：1２/３１現在） 

図２ H17年12月～H18年１月の積雪深の推移 

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  雪害対策～ 

(1) 事前対策 

○1  積雪時応急補強用の支柱、筋かい等は利用しやすい場所に整理保管する。 

○2  屋根フィルム等の表面に雪の滑落を妨げるような突起物がないか、点検する。 

③ 補強材として、中柱、陸はり、束、筋かい、ブレースを取り付ける。 

④ ボルトの点検、交換、柱の傾き、点検、交換。 

⑤ 被覆材のたるき、おさえ材のゆるみ修正、交換。 

⑥ 融雪施設の点検（暖房機と燃料等） 

⑦ 除雪器具の準備 

⑧ 常に気象情報に留意し、栽培者相互の連絡を習慣づけ

る。  

(2)  降雪時対策 

① 積雪時応急補強用の支柱、筋かい等は注意報、警報発

令時や降雪が予想される場合、早めに取り付ける。支柱

は主管の棟部の対象位置を支えるのが有効で、間隔は 3

ｍより細かく配置する（図 1）。                   

② 雪が積もったら速やかに雪降ろしを行い、フィルムが雪でたるみ、滑落困難になるのを防ぐ。 

③ 無加温の場合は、二層カーテンを開放し、地熱の放射により雪の滑落を図る。 

④ 加温設備の場合は可能な範囲で室温を高め、二層カーテンを開放し、雪の滑落を図る。 

⑤ 東西方向に長軸を有する施設では、南側屋根の雪が、日照を受けて早く落下し、一時的に北側

屋根上の雪が残ることがある（図 2）。また、風上側の雪が風下側に吹き寄せられることもある

（図 3）。建物の片側に偏って積雪すると、主骨組に予想外の大きい力が加わり倒壊の危険を生

じるので、速やかに雪降ろしを行う。 

⑥ 体積雪は屋根雪の滑落を妨げるので、特に連棟谷部の体積雪は速やかに除雪する（図 4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事後対策 

① 全壊、半壊ハウスの場合 

ａ．ハウスの資材、ビニール（古ビニールでよい）の手配、準備が整ってから建て替える。この場合、

中に植物体があるので、できれば晴天日の１日で行うとよい（組合員等関係者で協力する）。 

ｂ．早急にできない場合は、トンネル、べたがけ等で作物体の保護に努める（但し、日中は換気する）。 

② ハウスが健全な場合 

図１  豪雪対策のための支柱 

図４  滑落不可能な堆積雪 

図３  風雪状態の屋根上積雪 図２  片寄った積雪 
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ａ．ハウスの周囲に屋根から滑落体積した雪は施設に側圧がかあり、次の積雪時に屋根から雪が滑落出

来なくなるので、速やかに除雪する。 

ｂ．ハウス各部の損傷、ゆるみ、たるみ等の有無を点検し、必要であれば速やかに補修しておく。  
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報 

 

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 
による水田輪作体系の実証 

 

農林水産省は、農林水産業を地域経済を支える重要な産業と位置づけ、農林水産業の現状や潜在力を踏ま

え、農林水産業の成長産業化を実現していくことにより、地域経済を活性化し、雇用と所得を増やすことを

政策改革の基本としている。この「攻めの農林水産業」の実現に向け、「攻めの農林水産業の実現に向けた

革新的技術緊急展開事業」を実施している。本稿では、この事業の概要とこの事業で取り組まれている水田

輪作体系の実証について紹介する。 

 

１ 攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業の概要 

この事業では、産学の英知を結集して、革新的な技術体系を確立するための実証研究や民間活力を生かし

た技術開発等を行い、消費者等のニーズに応えることをポイントとしている。攻めの農林水産業を実現する

ため、 

① 消費者ニーズに立脚し、輸出拡大をも視野に入れた新品種や新技術による強みのある農畜産物づくり 

② 大規模経営での省力・低コスト生産体系の確立 

③ 民間の技術力やＩＣＴ・ロボット技術等異分野の先端技術の活用 

などにより、従来の限界を打破する生産体系への転換を進めることが急務であり、このため、民間・大学・

独立行政法人などのオールジャパンの英知を結集して、革新的な技術体系を確立するための実証研究を行う

ほか、民間活力を用いて革新的な技術の早期実用化や医学、理学、工学などの異分野の研究成果を農林水産

分野に活用するための技術開発を緊急に行い、消費者等のニーズに応えた農林水産物の生産等を支援すると

している。 

主な内容としては、 

(1) 産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立 

産学の英知を結集し、様々な先端技術を基に革新的な技術体系を組み立て、実際の生産現場で米の低

コスト生産や畜産の省力化・効率化等を実現する実証研究を支援する。その際には、消費者や実需者の

ニーズに立脚したものとなるよう、大学等の協力を得て、マーケティングや経営分析研究を併せて行う。 

(2) 民間企業の活力や異分野の革新的な技術を活かした技術開発 

消費者、生産者等の多様なニーズをしっかり把握した上で、民間企業の持つ活力や医学、理学、工学

など異分野にある技術シーズを活用し、生産現場等に早期に展開が見込まれる新たな資材や機能性の高

い食品等の開発・実用化研究を支援する。 

としている。 

いずれも平成２６年度から平成２７年度の２カ年を研究期間とし、公募により研究課題の委託先が決定さ

れるが、本稿で取り上げる  (1) 産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立については、表１に示すと

おり１０分野で６４課題が採択されている。 

 

表１ 「産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立」の公募研究課題 

No. 公募研究課題名 課題数 

１ 米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・低コスト化等を可能とする水田輪作体系  ９ 

２ てんさい・ばれいしょ等を導入した省力・低コスト化等を可能とする畑輪作体系  ４ 

３ 地域作物(落花生、さとうきび、茶等)の省力・低コスト化等を可能とする生産技術体系  ６ 

４ 畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系 １１ 

５ 野菜・花きの効率的な生産を可能とする施設園芸技術体系 １２ 

６ 露地野菜の省力化及び安定生産を可能とする技術体系  ３ 
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７ 果樹の省力化・軽労化及び安定生産を可能とする技術体系  ５ 

８ 農林業における鳥獣被害の低減を可能とする技術体系  ２ 

９ 林業の省力化・低コスト化等を可能とする技術体系  ２ 

10 水産業の効率化・生産性向上等を可能とする技術体系 １０ 

 （計） ６４ 

 

２ 米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・低コスト化等を可能とする水田輪作体系 

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（うち産学の英知を結集した革新的な技術体系

の確立）の１研究分野である「米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・低コスト化等を可能とする水田輪

作体系」では、今後１０年間で、全農地面積の８割を担い手への集積し、担い手の米の生産コストを現状の

全国平均から４割削減を目標としている。また、担い手の規模拡大の態様は地域の地理的条件によって異な

り、地域条件(導入可能な作付体系)や経営規模に応じて適した技術体系も変わるため、９の研究課題で地域

別にモデル的な技術体系を整理し、生産コスト低減等の効果を実証することとなっている。 

 

表２ 「米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・低コスト化等を可能とする水田輪作体系」の研究課題 

No. 研究課題名 

１ 北信越地域における高性能機械の汎用利用と機械化一貫体系を基軸とした低コスト・高収益水田輪

作の実証 

２ 秋田式水田ロボット除草機の実用化と実証試験 

３ 農業生産法人が実証するスマート水田農業モデル ― ＩＴ農機・圃場センサー・営農可視化・技

能継承システムを融合した革新的大規模稲作営農技術体系の開発実証 ― 

４ 道産米の国際競争力強化と持続的輪作体系の両立に向けた実証 

５ 温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証 

６ 北部九州における稲麦大豆多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証 

７ 中山間地等条件不利地の集落営農法人における軽労・効率的作業管理技術を核とする水田作の実証 

８ 東北日本海側多雪地域における畜産との地域内連携を特徴とした 低コスト大規模水田輪作体系の

実証 

９ 準天頂衛星の精密測位を活用した農作業の自動化・効率化に関する実証研究 

 

３ 温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証 

「米・麦・大豆・野菜類等を導入した省力・低コスト化等を可能とする水田輪作体系」の研究課題のうち、

関東・東海地域では、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センターが代表機

関となり、「温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証」

に取り組んでいる。参画研究機関には、農研機構農村工学研究所、千葉県農林総合研究センター、茨城県農

業総合センター農業研究所、石川県農林総合研究センター、愛知県農業総合試験場、三重県農業研究所、滋

賀県農業技術振興センター、京都大学大学院農学研究科、株式会社クボタ、株式会社やまびこ、井関農機株

式会社、初田工業株式会社、株式会社トプコン、スガノ農機株式会社、株式会社ニコン・トリンブルが加わ

り研究コンソーシアムを形成している。 

研究の目標として、 

① 米の生産費を慣行体系地域平均全算入生産費に比較し４割削減する 

② 小麦・大豆作については地域平均１０アール当たり労働時間に比べ４割削減するとともに 収量水準を

向上させる 

③ ＩＣＴ・ＲＴ技術を用いた高度作業体系を営農現場で実証し、”夢のある農業”を実現する 

を掲げており、表３に示すとおり、研究・実証地区は、 千葉県横芝光町、茨城県桜川市、愛知県安城市、三

重県津市、滋賀県甲賀市の５地域となっている。 
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(1) 千葉県横芝光町：南関東の地下水位制御システムを活用した大規模集落営農による水田高度輪作体系の

実証 

地下水位制御システム整備圃場で不耕起播種技術を用いた稲麦大豆作と野菜作による高度水田輪作体

系の実証として、① 作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証、② ＩＣＴ・

ＲＴを活用した高度生産・作業管理技術の開発、③ 大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーン

構築条件の提示、に取り組んでいる。 

(2) 茨城県桜川市：北関東･東部における水稲･小麦･大豆による大規模個別経営型水田高度輪作体系の実証 

部分耕播種機や耕うん同時畦立て栽培による輪作体系と、有人＋無人作業機の協調作業等ＩＣＴ・Ｒ

Ｔ技術の実証として、① 作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証、② ＩＣ

Ｔ・ＲＴを活用した高度生産・作業管理技術の開発、③ 大規模高度水田輪作の経営評価、に取り組んで

いる。 

(3) 愛知県安城市：東海・三河地域における高精度圃場整備・排水管理技術を組み込んだ水稲・小麦・大豆

による大規模水田輪作体系の実証 

ＧＰＳレベラーやＧＰＳ明渠作溝による高精度圃場整備・排水管理とＶ溝直播機を用いた稲麦大豆の

輪作体系の実証として、① 作物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証、② 営

農対策による高精度圃場管理技術の開発と実証、に取り組んでいる。 

(4) 三重県津市：東海・三重における湿害回避技術を用いた水稲･小麦･大豆による大規模個別型水田高度輪

作体系の実証 

  畑作物の湿害軽減に有効な小明渠浅耕播種技術を用いた稲麦大豆による輪作体系の実証として、① 作

物生産向上およびコスト削減のための栽培管理技術の開発と実証、② 大規模高度水田輪作の経営評価、

に取り組んでいる。 

(5) 滋賀県甲賀市：近畿地域における水稲・小麦・大豆・野菜による大規模個別型水田高度輪作体系の実証 

Ｖ溝直播機や大豆狭畦密植播種など高速作業と、キャベツうね内施用や底面給水育苗など低コスト野

菜作の実証として、① 作物生産向上・コスト削減と作期競合回避による栽培管理技術の開発と実証、② 

大規模高度水田輪作の経営評価とバリューチェーン構築の構築条件の提示、に取り組んでいる。 

 

表３ 温暖地における業務用多収品種と省力栽培技術を基軸とする大規模水田高度輪作体系の実証内容 

実証地 

千葉県横芝光町

(農)アグリささ

もと 

茨城県桜川市 

(有)イワセアグ

リセンター 

愛知県安城市 

(農)高棚営農組合 

三重県津市 

(株)前川農産 

滋賀県甲賀市 

(有)るシオール

ファーム 

輪作 

体系 

水稲・麦類・大豆 

５年７作 

＋野菜類 

水稲・麦類・大豆 

３年４作 

水稲・麦類・大豆 

２年３作 

水稲・麦類・大豆 

３年４作 

水稲・麦類・大豆 

３年４作 

＋野菜類 

実証地 

の特徴 

 

( )は 

実施 

機関 

地下水位制御シ

ステムによる高

機能基盤整備 

不耕起播種によ

る稲麦大豆作と

野菜作の組み合

わせ 

(中央農研、千葉

農総セ) 

部分耕播種およ

び耕うん同時畦

立て播種による

湿害回避技術を

用いた稲麦大豆

輪作 

(茨城農研) 

GPS 制御による高

精度圃場均平＋排

水対策による稲麦

大豆輪作体系 

(愛知農総試、農工

研、スガノ農機、

ニコン・トリンブ

ル) 

小明渠浅耕播種

による湿害回避

技術を用いた稲

麦大豆輪作体系

(三重農研・中央

農研東海拠点) 

不耕起播種およ

び高速播種機を

用いた稲麦大豆

の省力体系と野

菜作を組み合わ

せた輪作体系 

(滋賀農振セ) 
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水稲 

小麦 

大豆 

水稲品種「あきだ

わら」、「ふさこ

がね」小麦「さと

のそら」 

地下水位制御シ

ステムと不耕起

栽培による大豆

「里のほほえみ」 

水稲品種「ふくま

る」 

チゼル・ドリルシ

ーダ (部分耕播

種) 

小麦「さとのそ

ら」の土壌・生育

診断に基づく施

肥技術 

改良型耕うん同

時畝立て播種機

による湿害軽減 

水稲味品種「あい

ちのかおり SBL」 

めん用小麦「きぬ

あかり」の高品質

多収栽培 

大豆「フクユタカ」

の早播き・摘心に

よる多収栽培技術 

改良型小明渠浅

耕播種 

水稲「みえのえ

み」品種の乾田直

播 

小麦「さとのそ

ら」の後期重点施

肥 

大豆「フクユタ

カ」 

水稲品種「ゆめお

うみ」 

Ｖ溝直播機およ

び高速播種機 

パン用小麦品種

「ミナミノカオ

リ」を用いた多収

化と品質安定化 

遅播き狭畦密播

による「フクユタ

カ」の安定多収栽

培技術 

野菜類 

マルチステージ

苗移植による長

ネギの周年栽培 

機械化一貫作業

体系 

   ずらし播き 

底面給水育苗 

うね内部分施肥

技術 

ICT･RT 

技術 

経営評 

価等 

 

( )は 

実施 

機関 

直進アシスト・車速連動制御等の高

度作業体系の実証(中央農研、やまび

こ） 

有人＋無人作業機(トラクタ、コンバ

イン)による協調作業(クボタ、京都

大学) 

スマート施肥技術(石川農研、井関農

機、初田工業、トプコン) 

GIS活用による PMS(分散圃場管理ソフト)(中央農研) 

Z-BFM(経営支援ソフト)による経営評価とバリューチェー

ン構築(中央農研) 

６次産業化につながる品目(めん用小麦・パン用小麦等)

の導入(滋賀農振セ) 

 

参考）農業・食品産業技術総合研究機構 

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 ウェブサイト 

http://www.naro.affrc.go.jp/aggressive/index.html 

http://www.naro.affrc.go.jp/aggressive/index.html
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施設内の温度制御による花き生産の効率化 
 

１ はじめに 

日本農業への直接エネルギーの投入量は、

（独）農業・食品産業技術研究機構（2010）に

よる 2008年度の産業連関表からの試算では、日

本の合計消費量の 14,726PJに対し、農林業計は

81.2PJとなっている。その 96％が重油をはじめ

とする石油製品で占められており、施設栽培で

の加温によるＡ重油消費量は年間 1,450～

2,230ML と見積もられている。一方で、Ａ重油

価格は一時ほどではないものの再び高騰してき

ており、施設園芸の経営を圧迫しているため、

省エネ技術の導入が必須となっている。 

このような背景の中、平成 26年度花き研究シンポジウム「施設内の温度制御による花き生産の効率化」に

出席したので、発表のあった省エネ技術を紹介する。 

 

２ ヒートポンプ（山形県庄内総合支庁農業技術普及課産地研究室 古野伸典） 

ヒートポンプは、熱源側で気化熱利用して蓄え、放熱側に放出させる熱移動のシステムで、クーラーや冷

蔵庫などに利用されている。ヒートポンプが省エネ技術と言われる理由は、熱量を外気温等から奪ってくる

ため、ＣＯＰ（成績係数：投入エネルギーに対する利用エネルギー量の比）が 4程度だと、発電所に投入さ

れたエネルギー量の倍以上となるからである（ちなみに暖房機は 0.9程度）。 

ヒートポンプを暖房機として利用する場合、ＣＯＰを高めるには、ヒートポンプの能力と熱源（外気温等）

の温度が高いことが重要で、寒冷地ではＣＯＰが２近くまで下がり、省エネにならない。 

そこで今回の発表では熱源を地下水や地熱に求める方式が紹介され、寒冷地（外気温が 0℃以下）でもＣ

ＯＰが４以上維持されている。まだ国内メーカーでは少なく、ビル空調システムを改造して試験されていた。 

問題点としては、導入費用が現状では 1千万円以上と高く、普及が進んで本体価格が空気熱源方式と同等

になったとしても、井戸を掘る必要があるため、その分割高になる。もう 1点は地質によって熱伝達が異な

り、効率が悪い地質のところもある。ただし、地温は一年中ほぼ一定であるため、冷房として利用する場合

も空気熱源方式より効率が良いことは魅力的である。また、コンプレッサーユニット（室外機）がハウス内

に設置できるため、機械の寿命も長くなる。 

 

３ ＥＯＤ-heating（農研機構 花き研究所 道園美弦） 

変温管理の一つで、日没後に加温するＥＯＤ-heatingの試験事例が増えたことから紹介する。 

表１ ＥＯＤ-heating処理による開花への影響 

品目 日没後温度と時間 以後の温度 慣行温度 慣行との差 削減率 

マリーゴールド 30℃ 3時間 14℃ 22℃ 11日開花促進  

スプレー 

ギク 

栄養成長期 17℃ 3時間 11℃ 15℃ 同等 13～18％ 

花芽分化期 20℃ 7時間 13℃ 18℃ 

花芽発達期 17℃ 3時間 11℃ 15℃ 

輪ギク 花芽分化期 20℃ 4時間 10℃ 17℃ 同等 20% 

花芽発達期 17℃ 4時間 10℃ 14℃ 

トルコギキョウ 23℃ 3時間 13℃ 18℃ 開花促進 30% 

シクラメン 20℃ 4時間 10℃ 15℃ 同等  

アジサイ 21℃ 4時間 11℃ 16℃ 同等 25% 

ペチュニア 15℃ 4時間 0℃ 5℃ 開花促進 30%以上 

 

図 1 Ａ重油価格の推移（全国平均）資源エネルギー省ＨＰより 
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 傾向を見ると、日没後 3～4 時間、慣行（定温管理）より 2～5℃高くし、それ以降はその植物の生育限界

温度まで下げても、慣行との生育差がなく、燃油削減率が 20～30％程度得られるようである。なお、日没前

に加温しても効果がなく、ＥＯＤ-heatingの効果がない（不明な）品目もある。またヒートポンプで加温す

る場合、日没後は電気料金の高い時間帯であることにも注意が必要である。 

 

３ 短時間冷房（広島県立総合技術研究所 農業技術センター 梶原真二） 

 暖房用に導入したヒートポンプを用いて夜間に短時間冷房する方法の研究も始まっている。 

   表２  短時間冷房処理による開花への影響 

品目 冷房時間帯 設定温度 慣行の最低気温 終夜冷房との差 

マリーゴールド 日没後 3 時間 18℃ 24℃ 3 日開花抑制 

キク 日没後 4 時間 -3℃ 24℃ ほぼ同等 

バラ 日没後 4 時間 21℃程度 24℃ ほぼ同等 

カーネーション 日没後 4 時間 18℃ ？ 優れている 

シクラメン 18℃、21℃で試験したが差が認められていない。 

マーガレット 日没後 4 時間 21℃ ？ 日没後が日出前より良い。 

まだ不明な点が多いが、生育適温の下限値まで下げると効果が高く、傾向としては日没後の方が優

れているようである。 

 

４ 高圧細霧冷房（愛知県農業総合試験場 園芸研究部花き研究室 二村幹雄） 

 水の気化熱を利用した方法で、通常の細霧冷房では濡れにより病気が発生しやすくなるため、粒径

を 15μｍ以下にするために高圧（6～7MPa）にする。 

 導入コストがまだまだ高い装置ではあるが、水の気化熱に対する期待は非常に大きく、温室内気温

が 34℃で相対湿度が 64％の場合、理論上 27.6℃まで気温が下がり、実際には 5℃以上の冷却効果が得

られる報告が多い。 

 話は逸れるが、高圧細霧冷房やＣＯ２で最近話題となるのが飽差である。光合成能力を最大に近づけ

るには、適切な光量と温度、ＣＯ２濃度が必要であるが、それらの条件が良くても気孔が閉じていれば

光合成能力は上がらない。気孔の開放度を上げるためには、一定の湿度が必要である。 

 バラの場合、飽差の適正値は 0.4～0.8ｋPa（相対湿度 70～90％、乾球温度 20～30℃の範囲）が適

正のようで、それ以上だと軟弱になり日持ち性が悪くなる。 

 なお、生育調査等で相対湿度を扱う場合、乾球温度（気温）との関係があるため、飽差を求めてグラフ化して

まとめることが多い。飽差は、湿り空気線図や計算式がＨＰに掲載してあり、乾球温度（気温）、湿球温度、相対湿度、

絶対湿度の４つの内、２つの値が分かれば求められる。 

 

６ 局所加温（神奈川県農業技術センター生産技術部 相原朋之） 

 最近、いちごなどでもクラウンにステンレス箔テープヒータを利用した局所加温が注目されている。

バラなどの養液栽培では養液ベッド内に温湯管を通して、根部加温などが研究されてきたが、それよ

りもアーチング仕立てで曲げたバラの枝を直接温湯管で温めた方が効果は高いとのことであった。 

 

７ 各県の省エネ技術の導入状況 

 ヒートポンプはほぼすべての県で導入が進んでいるが、全国的にも花き類が中心で野菜類での導入

はこれからと言った状況のようである。その他、ペレットボイラーや太陽光パネル（その下でタマリ

ュウを栽培）などが試験的に導入されている。内張り用の保温資材でいわゆる布団資材が韓国製のも

のしかなく、厚くて扱いにくかったが、国内メーカーの資材が薄くて扱いやすいようである。 

 ヒートポンプは単独での利用は少なく、暖房機と併用するハイブリット運転が主流で、外気温が高

い時はヒートポンプで加温し、外気温が下がると暖房機も運転させている。 
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バイパスタンパクとバイパスアミノ酸（乳牛・和牛） 

１ はじめに 

反芻動物の飼料中タンパク質は、第一胃内微生物（細菌・プロトゾア・真菌）による分解性により分解性

タンパク質（RDP又は CPｄ）と非分解性タンパク質（RUP又は CPu、バイパスタンパク）に分けられている。

RDP は第一胃内微生物によりアンモニア等に分解された後、炭水化物とともに微生物の増殖に利用されて微

生物タンパク質となり第四胃以下で消化・吸収される。反芻動物にとって「微生物」はアミノ酸バランスの

整った良質なタンパク質であるので、RDP と炭水化物を十分給与して第一胃内微生物の合成量を高めること

が反芻動物へのタンパク質供給の基本である。一方、第一胃内で増殖可能な微生物の量には限界があり、大

量のタンパク質を要求する高泌乳期及び乾物摂取量が低下する分娩前後の乳牛では、微生物タンパク質の不

足を補うため、第一胃内で分解されず第四胃以下で栄養分として吸収される非分解性タンパク質（RUP＝バイ

パスタンパク）が給与されているが、最近、第一胃の発達が未熟な哺乳期～幼令期の子牛に RUPを給与し、

タンパク質吸収量を増加させて発育を促進する方法が一般的となっている。また、体内で合成できないアミ

ノ酸（必須アミノ酸）のうち、リジンやメチオニン等反芻動物で不足しやすいアミノ酸を第一胃で分解しに

くい状態に処理した飼料はバイパスアミノ酸と呼ばれている。今回は反芻動物へのバイパスタンパクとバイ

パスアミノ酸の給与について解説する。 

 

２ 反芻動物のタンパク質代謝 

 タンパク質は約 20種類のアミノ酸がペプチド結合により重合した高分子化合物であり、生物の体を構成す

る主要成分である。人や豚等の単胃動物では、食品中のタンパク質はそのまま胃や小腸に移行してアミノ酸

に分解された後、栄養分として吸収・利用されるが、反芻動物では第一胃内の微生物が産生するタンパク分

解酵素（ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ）、ペプチド分解酵素（ﾍﾟﾌﾟﾁﾀﾞｰｾﾞ）及び脱アミノ酵素（ﾃﾞｱﾐﾅｰｾﾞ）の作用により、ペプ

チド、アミノ酸、アンモニアに分解される。その後「窒素

源」としてアンモニア、アミノ酸及びペプチド、「炭素源」

として炭水化物（デンプン、糖類）の両者を取り込んで第

一胃内で増殖した微生物が、第四胃・小腸に送られ消化酵

素で分解され吸収される。繊維分解菌の多くは主としてア

ンモニアから菌体タンパク質を合成するが、デンプン分解

菌の合成ではアミノ態窒素（ペプチド、アミノ酸）が利用

される。十分な RDPがある状態では、第一胃の微生物合成

量は炭水化物の量で決定され、可消化炭水化物 1kgあたり

140～220gの微生物タンパク質の合成が可能となる。 

 第一胃内で発生するアンモニアが過剰又は炭水化物が不  

足する場合、第一胃内の微生物合成に利用されない余剰の

アンモニアが第一胃壁から吸収され肝臓で尿素に合成された後血中に入り血中尿素窒素（BUN:Blood Urea 

Nitrogen）となるが、乳房に運ばれて乳汁中に分泌される尿素は乳中尿素窒素（MUN:Milk Urea Nitrogen）

と呼ばれ、腎臓に運ばれて尿中に排泄されるものは尿道結石の原因となる。 

 一方、飼料中タンパク質の第一胃内分解性は、加熱処理、ペレット化、フレーク処理、蒸気圧ペン、エク

ストルーダー処理、コーティング等の加工処理によって抑制される。加工処理方法は多種類が考案されてい

るが、第一胃での分解を抑制しつつ下部消化管での消化・吸収を抑制しない方法であることが求められ、過

度の熱処理はタンパク質の熱変性や炭水化物との結合により小腸でのタンパク質消化率を低下させる。 

 

３ 日本飼養標準と有効分解性タンパク質 

 従来の日本飼養標準ではタンパク質の単位として粗タンパク質（CP:Crude protein）と可消化粗タンパク

質（DCP:Digestible Crude Protein）が用いられてきたが、諸外国の飼養標準では、牛が吸収可能なタンパ

ク質の要求量と供給量を推定する代謝タンパク質（MP：Metabolizable Protein）システムを採用しており、

近年は家畜の持つ能力を最大限発現させるためにアミノ酸レベルでの飼料給与体系の構築を進めていること

分解性タンパク質（ＲＤＰ） バイパスタンパク質（ＲＵＰ）・バイパスアミノ酸

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ・ｱﾐﾉ酸

肝臓

尿素

乳タンパク質・筋肉

MUN・尿石

第四胃・小腸

血中アミノ酸

炭水化物

ＭＵＮ・尿石は微生物
に利用されなかったタ
ンパク質の量に比例

血中尿素窒素（BUN）

第一胃微生物
（細菌・ﾌﾟﾛﾄｿﾞｱ）アンモニア

ｱﾐﾉ酸ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ

第一胃（ルーメン）

図１ 反芻動物の飼料中タンパク質代謝 
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から、今回の日本飼養標準の改訂（乳牛 2006年、肉用牛 2008年）では、第一胃内の分解性を考慮したタン

パク質評価について詳細に記載されている。1989年の米 NRC飼養標準では、タンパク質を分解性タンパク質

（CPd又は DIP）と非分解性タンパク質（CPu又は UIP）に分類し、CPdの微生物利用割合を 0.9、CPuの消化

率を 0.8に固定していたが、2001年改訂の NRC飼養標準では、高泌乳牛における実測値に基づき、タンパク

質を有効分解性タンパク質（ECPd又は RDP）と非有効性タンパク質（ECPu又は RUP）に分類し、CPｄの微生

物利用割合を 0.85、CPu の消化率は飼料や乾物摂取量により 50～100％の範囲で変化するよう計算式が変更

された。このほか、英 ARC、仏 INRA、米コーネルシステム等で各国の実情に即したタンパク質評価を行って

いる。 

 

４ 飼料中の有効分解性タンパク質の適正含量 

 日本飼養標準乳牛 2006では、NRC飼養標準等を参考に、乳牛の飼料中に含ませる有効分解性タンパク質の

必要量を表１のように推定している。ECPd要求量を充足することで、第一胃の微生物合成量は最大となるが、

CP要求量と ECPｄ含量の差を非分解性タンパク質（CPu）で供給することにより、家畜へのタンパク質供給を

最も効率的に行うことが可能となる。特に乳量が 30kg/日以上の場合、CP供給の不足（CP要求量 - ECPｄ含

量）が大きくなるので、積極的な CPu給与が必要であることがわかる。 

 

   表１ 飼料に含ませる有効分解性タンパク質（ＥＣＰｄ）の適正含量 

乳量（kg/日） 0 10 20 30 40 50 

DMI(kg/日） 8.9 12.9 17.0 21.1 25.2 29.2 

CP要求量（乾物中％） 6.7 10.5 12.7 14.3 15.5 16.5 

ECPd含量 

(乾物中％) 

 

  TDN 

（乾物中％） 

       

60 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 

65 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

70 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 

75 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

80 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 

 ※ECPd(%DM)=0.131×TDN(乾物中%)＋0.00106×乳量（kg/日）+0.557(r2＝0.9978) 

 ※太字斜体はエネルギー要求量に見合った TDN含量での数値。 

 

５ 飼料中のタンパク質の分解パラメーターと有効分解性タンパク質含量 

 我が国で通常用いられている飼料の分解性（分解パラメーター）とタンパク質画分について、日本標準飼

養成分表 2009年版から抜粋した（表２）。タンパク質分解パラメーターは、可溶性タンパク質画分がａ（CP

中％）、分解可能な不溶性タンパク質画分がｂ（CP 中％）、その第一胃内分解速度がｋｄ（％/時間）で示

されている。国内外の報告で、乳量が０kgの場合の飼料通過速度は 3.5%/時間とされているが、泌乳量の増

加による乾物摂取量の増加に伴い、飼料の第一胃内滞留時間＝微生物の分解を受ける時間が短くなり不溶性

タンパク質（b 画分）の分解率が低下する。乳量の少ない和牛の場合、有効分解性蛋白質（ECPｄ）の量は、

ａ＋ｂ×（ｋｄ/（ｋｄ＋3.5））の式で求められるが、乳牛の乳量別飼料通過速度、ECPｄ供給量は日本飼

養標準・乳牛 2006年版を参照されたい。 

 

 表２ 主な飼料中のタンパク質分解パラメーターと分解性タンパク含量（赤字はパイパス率の高い飼料） 

飼料名 
粗ﾀﾝﾊﾟｸ

(原物％) 

タンパク質分解パラメーター 分解性ﾀﾝﾊﾟｸ 

（CPd,CP中%） 

非分解性ﾀﾝﾊﾟｸ 

（CPu,CP中%） ａ(CP中％) ｂ(CP中％) ｋｄ(％/時間) 

ｺｰﾝｻｲﾚｰｼﾞ 2.1 61 25 8 78 22 

イネ科ｻｲﾚｰｼﾞ 7.0 57 32 8 80 20 

イネ科乾草 7.2 25 62 7 77 23 

マメ科乾草 17.0 33 56 16 79 21 
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ﾄｳﾓﾛｺｼ 

（蒸気圧ペン） 

7.6 7 81 3 46 54 

大豆 36.7 39 60 10 84 16 

大豆（加熱） 36.9 20 80 8 75 25 

ふすま 15.7 34 58 17 82 18 

ｺｰﾝｸﾞﾙﾃﾝﾌｲｰﾄﾞ 20.9 52 43 7 81 19 

ビール粕（生） 6.9 24 65 6 66 34 

ビール粕（乾） 23.4 10 67 5 49 51 

豆腐粕 5.9 21 78 6 70 30 

大豆粕 45.0 16 82 9 74 26 

大豆粕（加熱） 45.0 17 91 3 55 45 

ｺｰﾝｸﾞﾙﾃﾝﾐｰﾙ

(CP60%) 

63.7 7 69 3 38 62 

 

 配合飼料表示票の「飼料の種類」欄に「ほ乳期子牛育成用飼料（スターター）」や「３ヶ月を超え 6か月

以内の牛」又は「幼令牛育成用飼料」と表示された飼料の原材料欄には、ルーメンバイパス率の高い飼料原

料が記載されている場合が多い。なお、「加熱大豆粕」が「大豆粕」、「加熱圧ペンとうもろこし」が「と

うもろこし」等と加工方法を省略して表示される場合があるので注意が必要である。 

 タンパク質原料として最も一般的に使用される大豆粕は、各種加工処理により CPu割合を高めた商品が市

販されているので、表３に各種加工処理と乳量別の有効分解性タンパク質（ECPｄ）含量の変化を示す（梶

2005）。配合飼料では、タンパク質原料と炭水化物原料の分解速度を一致させて微生物の合成効率を高める

とともに余剰なアンモニアや乳酸の発生を抑制するような設計が行われている。 

 

表３ 大豆粕の加工処理と乳量別有効分解性タンパク質（ＥＣＰｄ）含量の変化 

乳量（kg/日） 0 10 20 30 40 50 

DMI(kg/日） 8.9 12.9 17.0 21.1 25.2 29.2 

飼料通過速度（kp,%/時） 3.5 4.2 4.9 5.5 6.2 6.9 

大豆粕 74 71 69 66 64 62 

圧搾 57 53 50 47 45 43 

抽出 89 87 85 83 81 80 

抽出(高 CP） 78 76 73 71 69 67 

加熱 55 51 48 45 43 41 

Soy Best(加熱) 59 55 52 49 47 44 

Soy Pass(加糖加熱) 44 40 37 34 32 30 

Soy PLUS(加熱) 46 42 39 36 34 32 

 

7 ルーメンバイパスアミノ酸 

タンパク質は複数のアミノ酸により合成され、原料となるアミノ酸が１種類でも不足するとタンパク質合

成が停止するが、この不足するアミノ酸を制限アミノ酸と呼ぶ（図２アミノ酸の桶の理論）。豚や鶏ではア

ミノ酸レベルで飼料設計を行うのが一般的であるのに対し、反芻動物ではルーメン内微生物によりアミノ酸

が合成されるため、過去の飼養標準にはアミノ酸要求量が示されていなかったが、乳牛の泌乳量増加に対応

して、最近の米 NRC飼養標準やコーネルシステム等ではアミノ酸レベルの飼料設計が行われている。 

表４に牛乳・微生物・飼料のアミノ酸含有量を示す。牛では第一制限アミノ酸（もっとも不足するアミノ

酸）がメチオニン、第二制限アミノ酸（二番目に不足するアミノ酸）がリジンとなる場合が多いため、これ

らを含有するサプリメントが利用されている。ルーメン微生物のアミノ酸組成は、牛乳や牛肉のアミノ酸組

成に近いためスムースなタンパク質合成が可能となるが、バイパスタンパクとして給与されるタンパク源が
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加熱大豆粕等の豆科植物の場合はメチオニン不足、コーングルテンミール等のトウモロコシ由来原料の場合

はリジン不足が起こりやすいことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反芻動物へのアミノ酸給与では、豚  表４ 牛乳・微生物・飼料が含むアミノ酸（O’Connerら 1993） 

や鶏の飼料に使用されるメチオニンや 

リジンをそのまま配合しても多くが第

一胃内の微生物によってアンモニアに

分解されるため、第一胃での分解を受

けずに第四胃へ到達するようコーティ

ング等の加工が必要となるが、このよ

うな処理をしたアミノ酸を（ルーメン）

バイパスアミノ酸と呼んでいる。 

 

８ まとめ 

最近の乳牛・和牛飼育の現場では、バイパスタンパクやバイパスアミノ酸を含む混合飼料が数多く出回っ

ており、農家によってはその機序を十分理解せずに給与している例が見受けられる。しかし基本的に、反芻

動物にとってルーメン内微生物が最も吸収効率の高い優秀なタンパク質であるため、十分な有効分解性タン

パク質（ECPｄ）を給与することを最優先とすべきである。その上で、BUN、MUN 値の上昇による繁殖障害や

尿道結石等のルーメン内アンモニア過剰障害が発生した場合には、まず NFC（デンプン、糖類）給与により

微生物合成を促進し、それで改善がなされない場合の対処としてバイパスタンパク（CPｕ）の増量を検討す

べきであり、バイパスタンパクを給与した場合に不足する特定のアミノ酸を補給する資材がバイパスアミノ

酸であることを念頭におく必要がある。 

また、和牛子牛の育成期にチモシー等の輸入イネ科乾草を給与することが多い地域では、CPd、NFC、CPu

供給を配合飼料に依存する割合が大きく、配合飼料の不足は第一胃内微生物の合成阻害による粗飼料の消化

障害や ECPｄ不足による発育の遅延が起こる危険がある。加えて、第一胃が未発達な６ヶ月令未満の子牛の

発育には CPuが非常に重要な役割を果たしているので、子牛育成技術の農家普及にあたっては、事前に各農

家が給与している配合飼料の内容を十分に把握して確実な飼料給与指導を行う必要がある。 

 

参考文献 

１ （独）農業食品産業技術総合研究機構：日本飼養標準乳牛（2006年版）、中央畜産会 

２ （独）農業食品産業技術総合研究機構：日本飼養標肉用牛（2008年版）、中央畜産会 

３ （独）農業食品産業技術総合研究機構：日本標準飼料成分表（2009年版）、中央畜産会 

４ 梶川博：反芻動物の新しい蛋白質評価システム、畜産の研究 第 59巻第 10～12号（2005年） 

５ 大場真人：ルーメン６、デイリージャパン臨時増刊号（株）2001年、デイリージャパン社 

 

 リジン メチオニン ﾘｼﾞﾝ/ﾒﾁｵﾆﾝ 

牛の体器官（筋肉） 6.40 2.00 3.2 

牛乳 7.62 2.71 2.8 

ルーメン微生物 7.90 2.60 3.0 

トウモロコシ子実 1.65 1.12 1.5(ﾘｼﾞﾝ不足) 

大豆粕 5.36 1.01 5.3(ﾒﾁｵﾆﾝ不足) 

豆科植物 6.02 0.73 8.3(ﾒﾁｵﾆﾝ不足) 

コーンサイレージ 2.13 0.80 2.7 

0

20

40

60

80

100

120

ｱﾙ
ｷﾞ
ﾆﾝ

ﾒﾁ
ｵﾆ
ﾝ

ﾄﾘ
ﾌﾟ
ﾄﾌ
ｧﾝ

ｽﾚ
ｵﾆ
ﾝ

ﾘｼ
ﾞﾝ

ア
ミ
ノ
酸
充
足
率
（
％
）

0

20

40

60

80

100

120

ｱﾙ
ｷﾞ
ﾆﾝ

ﾒﾁ
ｵﾆ
ﾝ

ﾄﾘ
ﾌﾟ
ﾄﾌ
ｧﾝ

ｽﾚ
ｵﾆ
ﾝ

ﾘｼ
ﾞﾝ

ア
ミ
ノ
酸
充
足
率
（
％
）

ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ添加 

ﾀﾝﾊﾟｸ質合成限界 

ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ補充 

図２ アミノ酸サプリメント添加によるタンパク質合成限界の向上（アミノ酸の桶の理論） 

第一制限ｱﾐﾉ酸 
第二制限ｱﾐﾉ酸 


