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  今 月 の 農 政 情 報   

 
高病原性鳥インフルエンザの防疫対策について 

～ 適正な衛生管理で発生予防！ 迅速・的確な防疫対応でまん延防止！ ～ 
 

１ はじめに 

高病原性鳥インフルエンザは平成 22年 11月から翌 3月にかけて、国内で 9県 24農場と広域的な発生があ

り、これを受けて家畜伝染病予防法が改正された。 

この改正で、特定症状を呈する異常鶏の早期通報、農場における飼養衛生管理基準の強化、その遵守状況

の毎年報告等、生産者の責務による防疫対応が義務化され、予防・早期対策の強化が図られた。また、家畜

保健衛生所が飼養衛生管理基準の遵守状況を立入検査により確認するなど監視体制の強化も図られている。 

海外では韓国をはじめとしてアジア近隣諸国で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されている中、今

年 4月には、熊本県の肉用鶏飼養農場において発生が確認された。この事例では、２農場で約 11万羽の殺処

分・埋却及び農場消毒が行われたが、３日という短期間で防疫措置を完了したことに高い評価がされている。 

【特定症状を呈する異常鶏の早期通報】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166号） 

第 13条の 2（農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務）抜粋 

家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈していることを発見したときは、当該家

畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師（獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はそ

の死体については、その所有者）は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はそ

の死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇臨床症状 

※高病原性鳥インフルエンザを疑う特定症状（農林水産大臣が家畜の種類ごと指定する症状） 
 【対象家畜】 

家きん（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥） 
 【特定症状】 
    (1) 同一の家きん舎内において、１日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死

亡率の２倍以上になること。ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な
変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるもので
あることが明らかな場合は、この限りでない。 

   (2) 家きんに対して動物用生物学的製剤を使用した場合において、当該家きんにＡ型インフル
エンザウイルスの抗原又はＡ型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。 

 



 

- 2 - 

 

２ 高病原性鳥インフルエンザの防疫対応ポイント 

(1) 発生予防 

 

   農場において家畜伝染病予防法第１２条の３に規定される飼養衛生管理基準を遵守することが義務づ

けられており、常時、適正に飼養管理していることをチェックシート等を用い農家自らが確認すること

が重要である。この遵守状況は家畜保健衛生所等が定期的に確認している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 異常家きん発見時の措置 

 

死亡鶏の増加、産卵率の低下等の臨床症状を示す異常家きんを確認した場合、速やかに最寄りの家畜

保健衛生所又は獣医師に通報し、診断を受ける必要がある。通報が遅れると、それだけ汚染が拡大し、

被害が大きくなる可能性がある。 

異常鶏を見つけたら直ちに家畜保健衛生所等へ通報し、検査することがまん延防止に重要 

飼養衛生管理基準の遵守が基本 

【家きんの飼養衛生管理基準】 

１．家畜防疫に関する最新情報の把握等       ･･････ 講習会、防疫演習への参加 

２．衛生管理区域の設定              ･･････ 関係者以外の立ち入り制限 

３．衛生管理区域への病原体の持込みの防止     ･･････ 消毒槽の設置、専用衣服の着

用等 

４．野生動物等からの病原体の侵入防止       ･･････ 防鳥ネットの設置 

５．衛生管理区域の衛生状態の確保         ･･････ 定期的な消毒 

６．家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処 ･･････ 毎日の健康確認 

７．埋却等の準備                 ･･････ 焼却・埋却地の確保 

８．感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 ･･ 農場出入り者の記録 

９．大規模所有者に関する追加措置         ･･････ 管理獣医師の指導 

 

平成 26年度岐阜県高病原性鳥インフルエンザ防疫演習 
(中津川市 東美濃ふれあいセンターにて) 

《参考》 

〇高病原性鳥インフルエンザの予防的なワクチンは使用しない。 

  現行のワクチンは、本病の発症の抑制に効果があるもの、感染を完全に防御することはできない

ため、無計画、無秩序なワクチンの使用は、本病の発生または流行を見逃すおそれがあることに

加え、清浄性確認のための抗体検査の際に支障を来す。また、肉用鶏では休薬期間に係る食品衛

生法上の問題もある。 

  これらのことから、ワクチンの使用については慎重に判断する必要があり、我が国における本病

の防疫措置は、早期発見と患畜又は疑似患畜の迅速な殺処分を原則とし、平常時の予防的なワク

チン接種は行っていない。 
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(3) 殺処分と移動制限 

 

 

発生農場の家きんは全て殺処分され、殺処分鶏、汚染物品（鶏卵、排泄物、飼料、敷料等）等感染を

広げるおそれのあるものは焼却・埋却される。農場全体を閉鎖して、逆性石けん、消石灰等を用いて農

場（鶏舎内外）を消毒し、人の出入りも禁止される。 

 

【移動制限区域】 

      発生農場を中心とした半径 3ｋｍの区域では、生きた家きん、死体、その生産物と排泄物の移動

が原則的に禁止されるとともに、食鳥処理場、ＧＰセンター、ふ化場が閉鎖される（移動制限区域）。 

しかし、家きん卵出荷監視検査（臨床検査、遺伝子検査、抗体検査）でウイルスの存在が確認され

なかった場合は、鶏卵の出荷が認められる。       

また、発生確定後、周辺の汚染状況を把握するため原則 24時間以内に移動制限区域内の農場を対

象に発生状況確認検査（臨床検査、ウイルス分離、抗体検査）が行われる。 

なお、発生農場を中心とした半径 10ｋｍの区域では、家きん等の区域外への搬出が禁止される(搬

出制限区域)。 

《消毒ポイントの設置》 

まん延防止の観点から幹線道路等に消毒ポイントを設置し、飼料運搬車等の家畜関係車両を中心

に引き込み消毒を行う。 

 

  【移動制限の解除】 

      全ての飼養鶏の殺処分、焼埋却、消毒等の防疫措置が完了後、10日が経過した後に、清浄性確認

検査（臨床検査、ウイルス分離、抗体検査）を実施し、異常がなければ、防疫措置完了後 21日が経

過した後に移動制限が解除される。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

発生農場での殺処分、消毒等の防疫措置を確実に実施することが重要 

《徹底的な封じ込め》 
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント 
  
 
秋の天候に恵まれホッと一息・・・ 

戦後最大の火山災害とされる9月27日の御嶽

山噴火の後、10月に入り台風 18号、台風 19号

と立て続けに日本本土に上陸した。特に台風 19

号は列島を縦断するように本県にも農作物やパ

イプハウス等への被害をもたらした。幸い、平

成 16年 10月 20日を中心に本県に襲来した台風

23号ほどの甚大な被害には至らなかったが、農

業が自然の脅威に左右される産業としての宿命

を改めて感じたところである。 

近年は、気候温暖化の影響で、今回の台風 18

号・19号のように中緯度帯の海水温が比較的高い

ため勢力を保ったまま本土に近づくことが多く農

作物被害を助長している。また、過去 50年間で岐

阜市において 1.5℃程度上昇したとされる年間平

均気温であるが、農作物の出来秋を左右する 9

月・10月については 2.0℃近くの気温上昇が確認

されている〔図 2,3〕。 

しかし、今秋はこのような傾向とは少々異なる

気象推移を示している。8 月の記録的な多雨・日

照不足の反動からか 9月は少雨・多日照で推移し、

10 月も台風にもかかわらず平年並みの日照時間

を確保できた。ところが、9月下旬～10月上旬を 

除けば、気温は概して平年並み～やや低温気味に推移した。これは直接的には移動性高気圧の張り出しが例

年より北に偏り前線の影響を受けにくかったと考えられるが、このまま冬に突入するかどうかは、他季節以

上に年次変動の大きい寒候期であるので長期予報等から慎重な対応が求められる。 

 

11月から 1月までの厳寒期は暖冬傾向・・・急激な寒気流入による凍霜害に注意！ 

名古屋地方気象台の３ヶ月予報によると、エルニーニョ現象が発生する可能性があり、東海地方の 11月か

ら 1月の天候は、気温は平年並～やや高め、降水量は平年並～やや多めで推移する見込みである。ただし、

厳寒期の天候は、極端な暖冬または低温年となることが多く、加えて寒暖の急激な変化による凍霜害や雪害

に十分な注意を払う必要がある。さて、飛騨の山々で躊躇していた紅葉前線だが、平年より 5日ほど早く一

気に山裾まで駆け下る気配である。今月 22日は二十四節気でいう‘小雪’。小麦の播種が本格化し、大豆コ

ンバインのエンジン音が響き渡るようになると、本格的な冬将軍の訪れである。 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 

図２ 年平均気温の年次推移（岐阜市） 図３ 9月・10月の気候の年次推移（岐阜市） 
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１  麦 ～播種作業の遅延対策～ 

(1) 適期播種 

播種適期は安定生産の前提条件である。品種特性、特に播性に伴う茎立ち特性に合わせて播種する。播

性の低い品種だと早過ぎる播種は暖冬時に早く茎立ちし凍霜害が発生して生育量を減ずる。一方、播種が

遅れると播性に関係なく、低温期に生育させるために生育量が十分確保できなくなる。 

(2) 過湿条件のほ場での播種 

過湿になりやすいほ場では、播種晩限を考慮しつつ、良好な土壌水分条件になるまで待つ。湿ったほ場

で慌てて播種するよりも、数日播種が遅れても土壌水分条件が回復したほ場の方が十分な生育量を得るこ

とが多い。 

(3) 播種量 

降雨などで適期に播種が完了しなかった場合、播種量を増量して対応する。低温期に入ってからの生育

は分げつ数が不足しやすいので、播種量すなわち出芽数を多くして茎数（後の穂数）を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

適期播のイワイノダイチは６～７kg/10a 

播種期が遅くなった場合は若干厚播きとする。 

 

 

 

２  大豆 ～収穫期の雪害～ 

(1) 速やかな収穫 

① 降雪時の対策 

収穫体制を整えて速やかに収穫し、乾燥調製を行う。品質の低下が懸念されるが、全面積の収穫に向

けて、大豆の水分がやや高めでも収穫作業を進める。大豆の水分が高くて、コンバインでの収穫ができ

ない場合は、バインダー等による刈取りを検討する。 

② 長期にわたる積雪時の対策 

事前に融雪の状況、ほ場の乾燥状態の把握に努める。収穫にあたっての水分の目安は茎水分６０％、

粒水分２５％を目安とする。積雪期間が長い場合は、腐敗粒が発生するが、腐敗粒発生の目安として黒

変莢を調査する方法がある。莢の黒変率が５０％以上となる莢が全体の８０％以上を占めた場合は、内

部の子実のほぼ１００％が腐敗粒となり、収穫不能と判断することができる。黒変率が３０％未満の莢

では内部の子実が健全であることが多いので慎重な収穫作業が求められる。 

(2) 汚損粒対策 

汚損粒の発生を防ぐため、コンバインの刈取り高を通常より高くして（１５cm 程度）刈り取りを行う。

大豆クリーナー設備があるところでは、必要に応じて大豆クリーナーを使用する。 

(3) 乾燥時のしわ粒、裂皮粒の回避対策 

しわ粒や裂皮粒の発生をできるだけ防ぐため、通風温度の通常より低めに設定して乾燥する。子実水分

が２０％以上の場合は、常温で通風し２０％まで水分を下げてから通常より低めの温度で丁寧に乾燥する。 

 

 

 

播種様式 適期播種 晩限播種

条播 7 ～ 8kg/10a 10 ～ 12kg/10a

（条間30ｃｍ） （100 ～ 140粒/㎡） （150 ～ 180粒/㎡）

散播 9 ～ 10kg/10a 12 ～ 14kg/10a
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３ 野菜 ～施設園芸における省エネルギー対策～ 

いよいよ加温機等の利用が本格化するが、燃油等の価格は上昇傾向にあり、農産物の価格も低迷するなか

一層の経営への圧迫が懸念される。 

ここでは、燃料使用量の節減の手段として、(1)加温機の点検整備等による対策(2)ハウス等の対策(3)温度

管理による対策 について説明する。低温管理で収量が落ち、減収とならないよう、経営として効果が出るよ

う努める必要がある。 

(1) 加温機の点検整備等による対策 

○ バーナーの点検 

・ ディヒューザの清掃、エアシャッターの調整等により炎を最適な状態に保つ。 

・ 定期的にノズル交換をする。燃焼により、ノズルの噴射口が大きくなり、燃費が悪くなるこ

とがあるので、１年に１回程度ノズルを交換する。 

○ 不完全燃焼の防止 

・ ハウスに外気を取り入れる。専用の空気取り入れ口を設置し、不完全燃焼をしないようにする。 

○ 缶体の掃除 

・ 年に一回は必ず煙管、スクリュープレートの掃除を行う。 

・ 掃除は、加温シーズン終了直後に行うことで、缶体の腐食を防止する。 

○ 温度ムラの改善 

・ 加温機の能力に適合したダクトの大きさと本数を確保する。 

・ 送風運転や循環扇を併用し、ハウス内の温度ムラを少なくする。 

○ 適正な温度管理 

・ ４段サーモ等の利用により、植物の特性や天候に応じた変温管理を行い、燃料の節減に努める。 

・ 温度センサーの設置場所によって、燃料消費にも違いが生じるため、適正な場所に設置する。 

また、施設内の温度管理は、暖房機等の設定温度でなく、実際の測定温度により行う。 

(2) ハウス等の対策 

○ 内張りを多重にする 

・ 三重張りは、二重張りより２０～３０％の燃料節減効果がある。イチゴでは、二重被覆した上に、

外気温の影響を受けやすい外側に最も近い畦にトンネル被覆する。 

○ ハウスの気密性を高める 

・ ハウスの被覆資材に穴や隙間がないか点検し、補修テープ等を貼付し、気密性を高める。 

・ 出入り口、天窓部、サイド換気部、ハウス谷部（連棟）、四隅の接合部（特に内張ビニール）など

からの冷気の侵入が見られるので、点検し、補修や多重張りとして気密性を高める。 

・ ハウスの内張天井やサイド部分の資材には、保温性の高いものを使用する。 

○ 昼間の太陽光の利用 

・ ハウス内に太陽光を多く取り入れるため、内張資材は、昼間開けておく。このことにより地温が上

昇し、夜温を高く保つことができる。 

・ 外張り被覆資材の汚れは時々洗浄し、取り除いておく。 

○ 防風網等の設置 

・ ハウスに直接冷風が吹き付けないよう、防風網をハウス北、ハウス西に設置する。 

(3) 温度管理による対策 

○ 変温管理 

・ 果菜類では、昼間の光合成によって生成された養分が夕方から数時間で転流するので、この間は温

度を高めにし、その後は呼吸による消耗を防ぐため低めにし、日の出とともに始まる光合成に備え早

朝はやや温度を高める等、メリハリのある温度管理をし、燃料節減に努める。 
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４ 野菜（高冷地） ～雪害（気象災害）に対する施設管理～ 

 近年は、積雪地帯であっても、雨よけハウス

での夏ほうれんそうを中心に作付け期間が長期

化し、急激な気象変化により、高標高地域を中

心に雪害に見舞われていることから、気象情報

に十分注意するとともに、所有するパイプハウ

スの特性を理解し事前の対策を怠らないように

注意する。 

(1) 雪の重さ 

   粉雪状の新雪の比重は 0.05 ～ 0.15 だが、

湿った雪では約 0.3 となる。この時期の雪は

比重の重い湿った雪で降ることが多く、僅か

な積雪で被害が拡大することが多い（図１）。

また間口の広い 7.2ｍハウスは被覆面積が広

いことから総重量が増加し雪害に弱い傾向が

あるため特に注意が必要となる。 

    

 

(2) パイプハウスの太さ 

パイプの太さは太ければ太いほど耐雪性が向上する。パイプの強度は断面係数に比例するため、22.2mm 

のパイプを 25.4mm にすると約 1.3 倍強くなり、22.2mmのパイプを 31.8mm にすると約 2.8 倍強くなると

されていることから、所有するハウスがどのパイプで建てられているかは、事前に把握しておくことは重

要である（表１）。 

 

(3) ハウスの構造 

パイプハウスの屋根形状は、一般にア

ーチ型となっているが、屋根部分の傾斜

が緩い（ライズ比ｆ[アーチ高さ]／Ｌ[ハ

ウス幅]が小さい）ほど、上からの荷重に

対して変形しやすいとされていることか

ら、傾斜の緩やかな形状のハウス（７．

２ｍ間口ハウス等）は特に注意が必要で

ある（図２)。 

(4) 事前の対策 

① 作物等がありビニールが除去できな

い場合は、ハウス内の室温を確保し雪

の滑落を促進させるため必ずサイド

ビニールを被覆する。 

図２  ハウス形状とたわみ・曲げモーメント関係 
（日本施設園芸協会1999） 

比重 0.3の雪が 20 ㎝積もると１平方メートル当たり 60 ㎏となる。 

図１ 雪害発生事例 
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② 内部被覆（二重カーテン）が設置されてい

る場合は内部被覆を開放し地熱の放射によ

り室温を上昇させることで雪の滑落を図る。 

③ 補強用の支柱を設置しハウスを補強する

（図３）。支柱は、直管、丸太や竹等を３ｍ

程度の間隔で取り付ける（強度は 1.4倍に向

上）。雪の重みで支柱が土中にめり込まない

よう支柱の下に土台等を設置すると良い。 

④ 暖房機が準備できる場合は電源、配線、燃

油量等について正常に機能するか事前に確

認する。また対流式ストーブ等の簡易暖房機

の利用も雪の滑落を促進させる効果は大き

いことから事前に準備すると良い。 

(5) 降雪時の対策 

① ハウスパイプの太さや構造等により、耐雪性が異なることから、危険性の高いハウスから速やかに雪

下ろしを開始する。２年目以降の古ビニールについても、滑性が劣り倒壊の危険性が高いため優先して

除雪を行う。 

② 風向き等により屋根の片側だけに偏って積雪がある場合は、パイプに予想外の大きい力が加わりハウ

ス倒壊の危険が生ずることもあるので速やかに除雪する。また、ハウスの片側だけを除雪すると片荷重

により倒壊する恐れがあるので、両側から均等に除雪を行う。 

③ ハウスの除雪が困難で倒壊の危険がある場合は、ハウス本体の倒壊を防ぐため、ビニールを切ってハ

ウスの倒壊を防止する。ビニールの切断は、棟パイプに対して左右対称に行う。 なお、ハウス内に入

り切断する場合は、落雪や倒壊に細心の注意を払い作業を行う。 

(6 )降雪後の対策 

① 降雪後、ハウス倒壊の恐れがなくなったことを確認の上、速やかにパイプハウス各部の損傷、ゆるみ、

たるみなどの有無を総点検し、速やかに補修しておく。特に主管をつなぐジョイントや専用金具がゆる

んでいる場合が多いので確認し補修する。 

② ハウスの損傷やビニールの切断等を早急に修復し、室温の確保に努め、低温による作物の生育障害・

枯死等の被害を防止する。 

(7) 屋根ビニールを除去しているパイプハウスの除雪 

作付けのないハウスのビニールは早めに除去し、

降雪があった時は除雪作業を行う。 

① パイプ交差部に積もった雪が屋根一面に堆積す

ることがあるので、時々雪を落としておく（図４）。 

また、肩部のパイプ等が雪に埋設したまま放置

すると沈降圧により変形、破損等の原因となるの

で早めに掘り出しておく。             

② 早期豪雪の場合は、肩部の雪を踏み固めること、

ハウス内にたまった雪は踏み固めて、沈降圧がが

大きくなるのを防止する方法も有効である。 

 

 

 

 

 

 

図３ 予め支柱を設置して栽培 

図４ パイプ交差部に積雪した雪 
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５ 果樹 ～早霜対策～ 

(1) 果樹の生育状況 

県内の各果樹の生育について、平坦地でのカキは、「早秋」は農業技術センターの調査ではほぼ平年並

みだったが（表１）、現地では「西村早生」とともに「早秋」は着色も早く、平年より早く終了した。11

月から「富有」の収穫が始まるが、生育は順調に進んでおり、肥大は平年より大きく、着色も早生品種同

様に進んでいる（図１）。 

中山間地のクリは、すべての品種が終了した。中山間農業研究所中津川支所の調査から、「丹沢」は平

年並みでやや小玉傾向。「筑波」「ぽろたん」等の中生は平年より早い収穫となり、１粒重も平年並みの

結果となった(表２)。 

リンゴはすでに終了した「つがる」は、中山間農業研究所本所の調査では、平年より２～３日早い収穫

期となり、やや小玉傾向だった（表３）。11月中旬から収穫が始まる「ふじ」は、果実肥大は徐々に平年

より小さい傾向で推移している（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、10/5現在） 

表１ カキの生育相（農業技術センター、10/25現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20 10/3 10/9 10/9 263 17.0

2013 3/17 4/4 5/20 5/21 5/23 10/3 10/7 10/8 271 17.9
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 9/29 10/3 10/7 242 16.3

太秋 2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23
2013 3/18 4/4 5/19 5/20 5/22 10/16 10/22 11/5 331 18.1
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30 340 17.2

富有 2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25
2013 3/19 4/5 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 12/2 263 17.2
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30 273 17.0

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2014 4/1 4/28 6/13 6/12 15.6 14.2 9/2 9/9 24.9

2013 3/28 4/29 6/14 6/13 10.2 8.5 9/2 9/9 31.0
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.2 8.9 8/31 9/9 26.6

筑波 2014 3/31 4/27 6/15 6/11 20.8 19.4 9/16 9/29 28.3
2013 3/27 4/27 6/15 6/12 16.5 9.0 9/20 10/3 28.3
平年 3/28 4/26 6/18 6/11 16.0 12.6 9/18 9/30 25.6

ぽろたん 2014 3/31 4/27 6/14 6/15 8.6 7.7 9/9 9/15 27.3
2013 3/28 4/29 6/16 6/15 5.2 4.3 9/11 9/18 32.5
平年 3/31 4/28 6/17 6/15 5.8 4.6 9/12 9/18 27.5

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

収穫期雌花
満開

雄花
満開

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、10/5現在） 
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(2) 果樹の気象災害 

① 早霜対策 

     11月に入ると霜が降り始める。岐阜地方気象台の観測では岐阜市の初霜日の平年値は 11/20となって

いるが、年によって強い霜が早く降りることもある。県内ではカキ（富有）やミカン（温州ミカン）が

収穫期となり、年によって果実へ多大の被害が生じることもある。 

     カキの場合、強い霜が降りると表面が凍り、それが解けて部分的に軟化し（写真１）、出荷できなく

なる。 

     ミカンの果実は、凍害に遭うと果皮の水分が抜け、果皮にハリがなくなり、苦みを発生させることが

ある。また、霜の程度によっては落葉することもある。 

② 早霜対策 

・ 気象予報に十分注意しながら、収穫期に達した果実は早めに収穫する。 

・ 樹全体を被覆資材等で被覆する（0.5～１℃の保温と防霜効果がある）（写真２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ リンゴ果実肥大推移（ふじ、10/20現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14 9/4 9/18 328 13.5

2013 4/1 4/17 5/7 5/11 5/15 9/3 9/20 330 14.0
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/14 9/5 9/22 347 13.6

ふじ 2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13
2013 4/1 4/16 5/7 5/11 5/15 11/11 12/2 317 15.7
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29 368 15.8

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

表３ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、10/20現在） 

写真１ 凍害を受けた富有 写真２ 寒冷紗を被覆したみかん園 
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  専 門 項 目 に 関 す る 情 報   

 

次世代型施設園芸の全国展開 

～第５９回野菜園芸技術全国大会宮城大会より～ 

 

１ 日本の施設園芸の現状 

 野菜・果樹・花卉などの園芸作物は長期保存ができず、また、日本では四季があり気象変動が激しいため

周年的に安定して供給するためには施設園芸が不可欠であり、岐阜県においても雨除けハウスを中心とした

野菜等の生産が古くから行われている。  

 園芸作物は、生産面では、日本の農業産出額の約４割を占め、新規就農者や土地利用型農業法人も積極的

に取り組むなど農業経営の安定には欠かせないものであり、重要で魅力ある分野である。 

 また、国民消費生活上重要な品目でもあり、消費者ニーズに応えるためには、園芸作物の周年安定供給は、

必要不可欠なものである。 

 しかしながら、ガラス室及び雨除けハウス等による施設栽培面積は平成１１年をピークに減少しており、

農家戸数においても昭和６０年から減少しており、現在では野菜作が１３万戸、花卉作が３万２千戸となっ

ている。 

 

園芸用施設は、大きく３つに分けることができ、 

 ○ 高度な環境制御装置を備えているいわゆる植物工場 

 ○ ガラス室並びにパイプハウスのうち温湿度、日照等を複合的にコントロールできる複合環境制御装置の

あるもの 

 ○ ガラス室並びにパイプハウスのうち複合環境制御装置のないもの 

となり、それぞれ、４０ha、８１６ha、４８，２３３haとなっている。 

 岐阜県では、野菜で２４８haで約３千戸、花卉は６５ha、約４百戸が雨除けハウスを中心とした施設での

栽培を行っており、トマト、いちご、きゅうり、ほうれんそうが多く栽培され、県内のいわゆる植物工場は

５戸となっている。 

   

２ 次世代型施設園芸への取組 

 従来の国の施策は、土地利用型の水田農業を主体に行われてきたが、平成２５年度の補正予算に強い農林

水産業のための基盤づくりの中に地域資源のエネルギー活用や先端技術と強固な販売力の融合による大規模

な施設園芸団地の整備を目的とした「次世代型施設園芸導入加速化支援事業」が創出された。 

 この事業では、大学、都道府県、市町村、民間流通業者、資材メーカー、生産者等によりコンソーシアム

（協議会）を設立し事業主体となって実施される。農業者が不在でも民間事業者が生産者となり実施するこ

とや農業振興地域外でも可能となっている。 

 

 
ガラス室及びハウス設置面積の推移 

施設園芸農家数の推移 
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 施設は温湿度や日照等を制御できる高度な環境制御装置を備えた施設とし、日本のような気候の不安定な

場所でも農産物を安定的に生産する装備を備えることとしている。 

 同時に施設園芸であっても点から面へ誘導できるよう、コンソーシアムによる事業とし地域の雇用を生み

出すとともに、新規就農希望者の研修施設としての位置づけや高度な技術を生み出し、普及できるよう産官

学の連携も積極的に展開することになっている。 

 

平成２５・２６年度次世代型施設園芸導入 

               加速化支援事業実施個所  （農林水産省ＨＰより）  

 
実施市町村 品    目 面積 

目標収量

(t)  

 
北海道苫小牧市 イチゴ ４．０ｈａ 443  

 

 
宮城県石巻市 

トマト 

パプリカ 

１．２ha 

１．２ha 

420 

240  

 
埼玉県久喜市 トマト ４．０ha 1,200  

 

 
静岡県小山町 

トマト 

ミニトマト 

３．２ha 

０．８ha 

228 

24  

 
富山県富山市 

トマト 

トルコギキョウ等花卉 

２．９ha 

１．２ha 

505 

143万本  

 
兵庫県加西市 トマト ４．０ha 1,400  

 

 
高知県四万十市 トマト ４．３ha 1,591  

 

 
大分県九重町 パプリカ ２．４ha 393  

 

 
宮崎県国富町 

ピーマン 

きゅうり 

２．３ha 

１．８ha 

345 

450  

       この事業は、国が初めて行う施設園芸に特化した施策であり２５年度補正で３０億円、２６年度に２０億

円、２７年度概算要求でも６３億円が予算要求されており、すでに、２５・２６年度事業は全国 9か所が採

択され進んでおり、２７年には生産が開始される見込みである。 

 

３ 岐阜県のトマトの方向 

 国内に設置される次世代型施設園芸導入加速化事業により設置された９か所の内６か所１９．６haでトマ

トが生産され、生産量の目標が合計で５，３４４ｔとなっており、県内産夏秋トマトの２５年度生産量は１

４，６２７ｔなので約３６％が当該施設で生産されることになる。 

県内にあっても新規就農者への導入品目として積極的に進めており、その早期経営の安定に向けて取り組

んでいる。 

本年度より「清流の国・農畜水産ナンバーワンプロジェクト」によりトマトの革新的（安い、簡単、獲れ

る）技術による生産量倍増を目標に取り組んでおり、冬春トマト地帯のポット耕による５０ｔ採りや夏秋ト

マト地帯の密植隔離栽培による２０ｔ採りの早期確立普及を目指すとともに、現地での重要課題である葉先

枯れ症対策や難防除病害の克服による安定生産を実現しなければならない。 

そのためには、試験研究機関と十分に連携を取り、お互いの目的を共有し現地での技術的な課題を克服し

ながら進めていく必要がある。 

また、販売においてもいかに戦略をもって、消費者ニーズをつかみながら、産地としてどう生き残ってい

くかを関係機関と十分に連携しながら取り組まなければならない。 

トマトは毎年１０％ずつ市場流通量が増加していると言われており、国内の流通量が大幅に増加し、単価

の維持が困難になってくると予想されるため、あらゆる方向で検討しながら将来像を描き、生産振興を行っ

ていく必要があると思われる。 
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子豚の下痢原因とその特徴（豚） 

 

 2013年 10月に沖縄県で発生した豚流行性下痢（PED）は 2014年 10月 11日現在 39都道県 123万頭（うち

死亡 37万頭）に感染が拡大し今冬の再流行が懸念される。しかし、下痢の原因は PEDウイルス以外にも数多

く存在し、それぞれ対策が異なるので類症鑑別が重要である。今回は、子豚の下痢原因とその特徴について

紹介する。 

 

１  腸管の構造と働き 

腸管は胃から肛門を結ぶ管状の臓器で小腸と大腸に大別され、小腸は十二指腸・空腸・回腸、大腸は、盲

腸・結腸・直腸に分類される。それぞれの特徴を表１に示す。 

   表１ 豚の腸管各部の特徴と働き   

 名称 特徴と働き 長さ 

小

腸 

十二指腸 消化液（膵液、胆汁）分泌 約 70cm 

空腸 筋層が発達、腸絨毛から栄養吸収 空回腸境不明瞭

約 16ｍ 回腸 乳酸菌増殖、腸絨毛から栄養吸収  

大

腸 

 

盲腸 IgA産生細胞を作出 ４～4.5ｍ 

結腸は円盤状 結腸 水分吸収、繊維の発酵分解 

直腸 吸収機能小、筋層発達 

 

 腸管は飼料を消化し栄養素を吸収するとともに、全身の約 60％の免疫細胞が集中する体内最大の免疫器官

である。また 100種以上の細菌が腸内細菌叢を形成し、ビタミンの産生、消化・吸収の改善、病原菌の抑制、

有害物質の排除等の作用を持ち体内環境の維持に貢献している。小腸上部の十二指腸、空腸では、腸内容物

の流れが速く腸内細菌の増殖は少ない（腸内容 1gあたり 1万個程度）が、回腸では流速の低下により、乳酸

菌等が増加（10～1000 万個程度/1g）して内容物が弱酸性となり病原菌の増殖を抑制する。大腸ではバクテ

ロイデスや乳酸桿菌等の嫌気性菌が増殖し、菌数は 100～1000 億個程度/1g となる。また、大腸の繊維分解

菌が食物繊維を分解して揮発性脂肪酸（VFA）を産生し、豚の栄養分として大腸壁から吸収されている。 

 

２  下痢発生のしくみ 

人の小腸には、食事、飲水、消化液として１日約９Ｌの水分が流れ込むが、その 98％は小腸・大腸から再

吸収され便に排泄される水分は約 200ml/日である。排泄水分が 200ml/日以上になった状態が下痢であるが、

下痢は腸管内に侵入した細菌や毒素を大量の水分で体外に排出する目的の生体防御反応であり、発生要因に

より①消化不良・腸管運動亢進型、②水分分泌亢進型、③水分吸収障害型の３型に分けられる。 

 表２ 発生要因による下痢の分類 

下痢の型別 小分類 原 因（例） 特  徴 

消化不良・ 

腸管運動亢進型 

消化不良性下痢 哺乳量過剰、乳質異常 水分を吸収する能力や吸収時間が不

足して発生する下痢 神経性下痢 寒冷感作、ストレス 

水分分泌亢進型 炎症性下痢 粘膜の炎症性浸出液増加 小腸、大腸の粘膜から大量の水分が漏

出して発生する下痢 ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ性下痢 細菌毒素が分泌亢進 

水分吸収障害型 ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ性下痢 細菌毒素が吸収阻害 大腸の水分吸収機能が障害されて発

生する下痢 ベロ毒素性下痢 大腸菌毒素が粘膜を破壊 

※ ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝ：腸管に異常をおこす細菌外毒素の総称。ブドウ球菌等が産生する耐熱性毒素（ST）や 

サルモネラ菌、セレウス菌、大腸菌等が産生する易熱性毒素（LT）等がある。 

※ ベロ毒素：腸管出血性大腸菌が産生する外毒素。赤痢菌が産生する志賀毒素と同一。出血性下痢を起こ

す。 

 

盲腸 

回腸 

結腸 

写真１ 豚の回盲部と結腸 
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３  下痢の原因とその対策 

(1) 病原体が関与しない下痢 

   哺乳豚や離乳豚の下痢は、母豚の泌乳量不足や子豚の栄養吸収不足によって起こり易い。母豚の泌乳量

が減少する原因は、母豚育成の失敗（過肥）、環境制御の不備（寒冷、暑熱、換気不備）、循環血液量の

低下（飲水量不足、膀胱炎等）等である。一方、子豚の栄養吸収不足は生時体重不足、虚弱子（妊娠母豚

の飼料不足）、環境制御の不備（初生豚の保温不足）、母豚の疾病（乳房炎）等が原因となる。離乳後３

日間は母乳から人工乳への飼料変化と母子分離のストレス等が重なり、子豚の腸内環境が激変し下痢が発

生しやすい時期である。また、夏期や梅雨期は、母豚用や子豚用飼料の変敗（腐敗、カビ）が子豚の下痢

の原因となりやすい。 

(2) 病原体が関与する下痢 

   病原体が関与する下痢は➀ウイルス性下痢、➁細菌性下痢、➂寄生虫性下痢に大別できる。表３に主な

病原体と下痢の特徴を示す。 

   表３ 子豚の下痢原因となる主な病原体とその特徴 

 病名 原因（属名） 時期 形状 特徴 検査 

 

ウ

イ

ル

ス

性

下

痢 

豚流行性下痢（PED） 

（届出伝染病） 

PED ｳｲﾙｽ(ｺﾛﾅ) 全日齢、冬

期好発 

黄色水様性

劇症下痢 

伝染力極強い、 

子豚致死率高い 

母豚の嘔吐あり 

RT-PCR 

ｳｲﾙｽ分離 

免疫染色 豚伝染性胃腸炎（TGE） 

（届出伝染病） 

TGE ｳｲﾙｽ(ｺﾛﾅ) 全日齢、冬

期好発 

水様性 

劇症下痢 

豚ロタウイルス病 ﾛﾀｳｲﾙｽ(ﾛﾀ) 

A群、B群、C群 

離乳前子

豚、全季節 

黄色～灰白

色の水様性

下痢 

発病率 30％以下

死亡率 15％以下 

A 群検出ｷ

ｯﾄ、RT-PCR 

免疫染色 

豚ﾃﾞﾙﾀｺﾛﾅｳｲﾙｽ ﾃﾞﾙﾀｺﾛﾅｳｲﾙｽ PEDと類似 PEDと類似 PEDと類似 RT-PCR 

豚ｻｰｺｳｲﾙｽ感染症 2型ｻｰｺｳｲﾙｽ 2～4月齢 下痢・軟便 元気消失、発育不

良、削痩 

病理検査 

定量 PCR 

 

 

 

細

菌

性

下

痢 

サルモネラ症 

（一部届出伝染病） 

ｻﾙﾓﾈﾗ菌 全日齢、 

全季節 

悪臭水様下

痢便、血便 

発熱、食欲廃絶、 

重度の脱水 

細菌分離 

血清型別 

豚赤痢 

（届出伝染病） 

Brachyspira 

hyodysenteriae 

15kg 以上

の肥育豚 

粘血下痢灰

黄色軟便 

腹痛、食欲廃絶 

血便排泄 

細菌分離 

PCR検査 

豚増殖性腸炎(回腸炎 

又はﾛｰｿﾆｱ感染症) 

Lawsonia 

intracellularis 

離乳後肥

育豚、種豚 

軟便～ター

ル状粘血便 

突然の失血死、回

腸末端に病変 

病理検査 

nestedPCR 

豚壊死性腸炎(ｸﾛｽﾄﾘ

ｼﾞｳﾑ感染症) 

Clostridium 

perfringens 

生後１週

以内多発 

赤褐色水様

下痢便 

毒素による甚急

性突然死、 

細菌分離 

毒素検査 

豚浮腫病 ベロ毒素産生性

大腸菌（VTEC） 

４～12 週

齢肥育豚 

神経症状を

伴う下痢 

毒素による神経

症状と眼瞼浮腫 

細菌検査 

PCR 

豚大腸菌症 毒素原性大腸菌 

（ETEC） 

０～40 日

齢 

黄色軟便～

白色水様 

１週齢以内死亡

率高、発育遅延 

細菌分離 

毒素検査 

寄

生

虫

性

下

痢 

豚コクシジウム病 Isospora suis 

Eimeria scabra 

6～15日齢

子豚 

黄白色ｸﾘｰﾑ

状便、血便 

幼若子豚の異臭

ある下痢便 

糞便検査 

病理検査 

豚鞭（べん）虫症 Trichuris suis  肥育豚 水様下痢～ 

暗赤色血便 

発酵おがくず豚

舎で多発 

糞便検査 

病理検査 

大腸ﾊﾞﾗﾝﾁｼﾞｳﾑ Balantidiumcoli 0～60日齢 下痢、赤痢 不顕性感染多い 糞便検査 

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ Cryptosporidium 

parvum 

0～25日齢 下痢 不顕性感染多い 糞便検査 

豚回虫症 Ascaris suum  肥育豚 頑固な下痢 肝白斑、肺炎併発 糞便検査 

毒素原性大腸菌は、腸絨毛に強力に吸着した状態で毒素を分泌し、下痢により他の細菌を排出して腸管

内を独占するため、抗生物質を投与するとかえって腸内細菌叢のバランスがくずれて大腸菌が増加する場
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合がある。病原体が関与する下痢の発生時は、原因となっている病原体を確実に診断し、的確な対策を講

じることが必要である。 

 

４  子豚下痢予防用ワクチン 

子豚の下痢予防を目的とするワクチンが開発されている。 

表４ 子豚の下痢予防ワクチンと用法・用量 

作用機序 病名 性状 用法・用量 

 

免疫母豚の乳汁

中抗体で子豚の

発症を予防する 

「乳汁免疫型」 

豚 流 行 性 下 痢

（PED） 

弱毒生ｳｲﾙｽ 分娩前２回注射、２回目は分娩２週前 

豚伝染性胃腸炎

（TGE） 

弱毒生ｳｲﾙｽ 

不活化ｳｲﾙｽ 

１回目：生ﾜｸﾁﾝ鼻腔内噴霧 

２回目：分娩２週前に不活化ﾜｸﾁﾝ注射 

PED・TGE混合 弱毒生ｳｲﾙｽ 分娩前２回注射、２回目は分娩２週前 

豚大腸菌症 不活化細菌 分娩前２回注射、２回目は分娩２週前 

豚大腸菌症・ 

 ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ混合 

不活化細菌 

子豚を直接免疫

して下痢予防 

豚ﾛｰｿﾆｱ感染症 弱毒生細菌 ３週齢以上の子豚に経口投与 

豚ｻｰｺｳｲﾙｽ感染症 不活化ｳｲﾙｽ ３週齢以上の子豚に注射（母豚用ﾜｸﾁﾝも有） 

 母豚を免疫し初乳や常乳を介して子豚に抗体を付与する「乳汁免疫

型」ワクチンは、確実な接種により母豚の免疫を十分に高めることと、

子豚に十分な量の初乳、常乳を摂取させることが大切である。また、

子豚の腸管内の抗原（病原体）の量が抗体（免疫）の量を上回った時

感染が成立するので、下痢の予防には、分娩豚舎や分娩前の母豚の洗

浄・消毒の徹底により飼育環境中の病原体の量を減少させることが非

常に重要である。PED ワクチンでは、母豚血液中の IgG 量は増加する

が腸管粘膜表面の免疫を担当する分泌型 IgＡの増加は少ないとされ、

ワクチン接種豚において PED感染が成立した事例が報告されている。 

 

５  下痢治療用動物用医薬品 

 下痢を発症したほ乳豚は「脱水症状」により急速に衰弱・死亡するので、激しい下痢の場合は失われた水

分の補給が重要である。細菌性下痢には抗生物質が有効であるが、腸内細菌が薬剤耐性を獲得しやすいこと

に加え、抗生物質の使用が腸内細菌叢の乱れを助長する恐れがあるので使用は最小限にとどめるべきである。   

     表５  子豚の下痢治療薬の分類 

薬の種類 効能 有効な症状 薬の例 

収れん薬 腸粘膜の分泌と炎症を抑制 腸粘膜の潰瘍、びらんによる粘液便 ﾀﾝﾆﾝ酸ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ 

吸着薬 細菌毒素を吸着して粘膜保護 腐敗性下痢、発酵性下痢 ﾈｯｶﾘｯﾁ 

殺菌薬 腸内の殺菌 細菌性下痢一般 ｱｸﾘﾉｰﾙ、ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ塩 

生菌製剤 腸内を酸性化して静菌作用 腸内細菌叢の改善 乳酸菌、納豆菌、酵母 

消化酵素剤 酵素により消化を助ける 消化不良性下痢 ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ 

抗生物質 細菌の殺菌、静菌作用 細菌性下痢、２次感染防止 ｶﾅﾏｲｼﾝ、ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ 

蠕動抑制薬 神経に作用して腸蠕動を抑制 激しい疼痛を伴う下痢 塩酸ﾍﾞﾝｾﾞﾁﾐﾄﾞ 

補液 水分、ミネラルの補給 子豚の下痢一般 ﾘﾝｹﾞﾙ液、生理食塩水 

 細菌毒素等で破壊された腸絨毛は１週間程度で再生するが、環境温度が低いと再生が遅くなる。また、腸

絨毛の再生にはタンパク質とエネルギーが必要なので、下痢発生時は保温に加えて豚が十分な飼料と水を摂

取できるような配慮が必要である。また、下痢が発生した豚房は多量の病原体で汚染されるので、発症豚移

動後は徹底した水洗、消毒、乾燥とともに、空舎期間を設けて病原体数を減少させることが必要である。 

 

写真２ ﾛｰｿﾆｱ感染による回腸炎 
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イネＷＣＳ専用品種「たちすずか」の特性 

 

１ はじめに 

 平成 26年度からの経営所得安定対策見直しや、食用米の需要減退それに伴う最近の米価の大幅ダウン等に

より、今後、非主食用米の作付けがさらに増加するものと思われる。その中でも飼料用イネの作付面積は大

幅に増加している。飼料用に栽培される稲は、モミや玄米を家畜に給与する飼料用米と、モミと茎葉を牛に

給与するイネＷＣＳ（Whole Crop Silage：稲発酵粗飼料）とに大別される。今回は、イネＷＣＳ用に品種改

良された専用品種「たちすずか」の特性について示す。 

 

２  イネＷＣＳについて 

イネＷＣＳとは、稲の子実（モミ）と茎葉を一緒に収穫しロール状に巻いた後、専用ラップで包み乳酸発

酵させたもの（サイレージ）で、低ｐＨおよび嫌気状態にすることにより、腐敗の原因となるカビや好気性

菌の活動を抑え、長期保存を可能とする飼料をいう。  

(1) 良質な製品を生産する条件 

    イネＷＣＳはモミや茎葉を乳酸発酵させるため、調製（発酵）具合が品質に大きく影響する。  

   ① 密閉・脱気による嫌気条件の保持 

乳酸菌（嫌気性菌）の活動を活性化し、好気性菌の活動を抑制する 

   ② 原料の適正な水分率 

目安：６５％以下 

水分を抑えることで、酪酸菌（嫌気性菌、不良発酵を起こす）の活動を抑制する 

   ③ 適度な糖含量 

糖は、乳酸菌の栄養源となり乳酸に変わることでｐＨを下げ、カビや他の微生物の活動を抑える 

(2) 収量・栄養価における条件 

ＴＤＮ（可消化養分総量：栄養価の指標）を確保するためには、収穫する生育ステージが重要となる。 

   ＜黄熟期＞ ： 収穫適期 

    ・ 水分６５％以下で、モミ・茎葉の収量が多く、モミの養分蓄積も多い 

・ 糞中に排出される未消化モミの割合も低く、ＴＤＮ収量が最も高くなる 

   ＜乳熟前＞ ： 収穫不適 

    ・ 良質なものができれば、窒素成分も高く牛の嗜好性も良いが、水分が高く養分蓄積が少ないため、サ

イレージ調製（乳酸発酵）が難しい 

    ・ モミ・茎葉が生育する途上にあり、収量が少ない。 

   ＜完熟期＞ ： 収穫不適 

    ・ 養分の蓄積やモミ・茎葉の収量は最大になるが、モミの消化率が大幅に低下し未消化モミの割合が増

加するため、ＴＤＮ収量が低下する 

    ・ 茎葉の消化率が低下し、牛の嗜好性も低下する 

(3) 主な飼料用イネ品種 

    飼料用イネの品種は、以下の 3つに分けられる。 

＜子実多収型＞  モミの収量が多く、主に飼料用米に利用する 

                    モミロマン、もちだわら、北陸 193号 

＜兼用型＞      モミ・茎葉ともに収量が多く、飼料用米・イネＷＣＳともに利用できる 

                    ホシアオバ、クサノホシ、クサホナミ 

＜茎葉多収型＞  茎葉の収量が多く、イネＷＣＳ専用品種に利用する 

                    リーフスター、たちすがた、たちすずか、たちあやか 

従来、イネＷＣＳには、モミの割合が高く茎葉の収量も多い兼用型の品種が主に利用されてきた。 

しかし養分が蓄積されるモミは難消化性のモミ殻に覆われており、収穫が黄熟期を過ぎると消化性が著

しく低下し、未消化モミとして糞とともに牛の体外へ排泄されてしまい、ＴＤＮの損失となっていた。 
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また、従来のイネＷＣＳ品種は糖含量が少なく、不良発酵を起こす可能性がある。 

    この欠点を補うために開発されたのが「たちすずか」「たちあやか」等のイネＷＣＳ専用品種である。 

 

３  イネＷＣＳ専用品種「たちすずか」の品種特性 

「たちすずか」の最大の特徴は、“穂が小さい”（図１）ことにある。 

日本標準飼料成分表（2009年版）によると、モミのＴＤＮ濃度は 76.8％（乾物中）、イナワラのＴＤＮ濃

度は 42.8％（〃）で、主にモミで構成される穂は利用価が高い部位になり、単純に考えると、「たちすずか」

のような穂重割合の小さい品種は栄養価が低いと思われる。 

しかし、実際に成分分析をすると、一般成分の組成は従来の兼用型品種とほぼ遜色のない数値を示してい

る（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この理由として下記の２つが挙げられる。 

(1) 茎葉に糖を蓄積 

    「たちすずか」と「クサノホシ」のでんぷん含量と糖含量を測定すると、両品種の違いは著しく、でん

ぷん含量は「クサノホシ」が大幅に高く（図２）、

糖含量では「たちすずか」が「クサノホシ」の２～

３倍高い数値を示している（図３）。 

  通常、イネは光合成により作り出して糖をモミに

運んで“でんぷん”に変換して蓄えるが、穂の小さ

い「たちすずか」は合成した糖を運び込むモミが少

ないため、行き場のない糖が茎葉内に残存しており

（図４）、養分を糖として蓄えている。 

水分 粗蛋白 粗脂肪 ＮＦＥ 粗繊維 粗灰分
たちすずか１ 62.0 4.1 1.7 61.1 25.6 7.6
たちすずか２ 58.9 3.9 1.7 62.4 24.1 7.8
たちすずか３ 57.1 3.4 1.9 61.0 27.1 6.7
たちすずか４ 62.4 5.2 1.7 64.7 21.4 7.0
たちすずか５ 66.2 4.1 1.4 60.9 25.5 8.0
たちすずか６ 52.7 4.4 1.3 60.2 26.6 7.5

クサノホシ 62.3 5.1 1.8 62.0 23.3 7.9
モミロマン 58.2 4.4 1.8 59.6 24.7 9.6

成分表 62.4 6.5 2.0 53.5 24.6 13.6

表１ 収穫時の一般成
分 

岐阜県畜産研究所酪農研究部 分析値
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図２  出穂後のデンプン含量の変化 
          

図４ 

広島県立総合技術研究所：「新しい飼料イネ
「たちすずか」の飼料特性について」より 
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           岐阜県畜産研究所酪農研究部 分析値 

図３  出穂後の単･少糖類の変化 

図１  穂の比較 

たちすずか クサノホシ 
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(2) 低いリグニン含量 

    イネは成長に伴い重量が増えるが、特に開花期後のモミが登熟する過程では、穂の重量が急速に増加し、

それを支え姿勢を維持するために、セルロースやリグニンを蓄積させ細胞壁の 2次構造を発達させること

で茎を強固にすると考えられる（図５）。 

    しかし「たちすずか」は穂重が軽く、茎にかかる荷重刺激が小さいため、茎のリグニン含量が「クサノ

ホシ」に比べ少なくなっている。 

    リグニンは牛の第 1胃内で分解されず、リグニン含量が低い粗飼料ほど第 1胃内で分解されやすい（＝

消化性が良い）傾向にあると言われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「たちすずか」の飼料価値 

  「たちすずか」の“穂が小さい”“高糖分の茎葉”“リグニン含量が低い”の特徴から、イネＷＣＳに調

整した場合、下記の利点を挙げることができる。 

(1) 黄熟期を過ぎても養分のロスが少なく、耐倒伏性に優れるため、長期間にわたって収穫が可能 

    「たちすずか」は、穂が小さくモミの量も少ないため、茎葉由来の成分の占める割合が高く（図６）、

兼用型品種に比べ登熟が進みモミの消化率が低下しても全体的な養分のロスが少ない。（未消化モミとし

て排泄される量が兼用型品種に比べ少ない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  岐阜県畜産研究所酪農研究部 分析値 

図６  穂と茎葉の部位別による成分の比較 

図５ 

広島県立総合技術研究所：「新しい飼料イネ 
「たちすずか」の飼料特性について」より 

クサノホシ                            たちすずか 



 

- 20 - 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出穂 +２W +４W +５W +６W

％
（
乾
物
）

たちすずか

クサノホシ 粗タンパク質

は低い傾向

粗タンパク質 
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図８  出穂後の粗タンパク質の変化 

    また、穂重が軽い分、重心が低く、登熟が進んでも倒伏しづらい（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一方、リグニン含量が低いため、他の品種に比べ茎葉の消化率が良いと推察される。 

    これらのことから、従来の兼用型品種に比べ黄熟期以降の刈取りでも養分のロスが少なく、耐倒伏性も

優れることから、収穫時期を黄熟期以降に伸ばすことが可能である。 

(2) 高い糖含量による良好なサイレージ発酵 

    サイレージ発酵では、前述のように原料草の中に含まれる糖が、乳酸菌等によって乳酸等の発酵代謝物

に変換され、これらの酸の蓄積によりｐＨが低下しサイレージ発酵が行われる。乳酸主体の発酵を促進す

るには、原料草中の糖含量が重要である。従来の飼料用イネは、牧草や飼料用トウモロコシに比べて糖含

有量が低く、サイレージ発酵させる上で不利であると指摘されている。 

茎葉部の糖分含量が高い「たちすずか」は、乳酸主体の発酵品質の良いサイレージ生産に有利な品種で

あると思われる。 

(3) 低い蛋白質含量 

「たちすずか」は「クサノホジ」に比べ 蛋 

白質含量が低い数値を示している（図８）。 

さらに両品種とも出穂以降、発育ステー 

ジが進むほどＴＤＮ含量が増加し蛋白質含 

量が減少する傾向にあり、黄熟期では乾草 

やグラス（牧草）サイレージに比較してＴ 

ＤＮに対する蛋白質の比率が低い値になる 

ので、牛に給与する場合には事前に飼料分 

析を行い、成分を把握したうえで飼料設計 

を検討する必要がある。 

 

５  新たなイネＷＣＳ専用品種「たちあやか」 

  中山間地域においては、晩生である「たちすずか」の栽培が難しい地域も多いため、新たに中生の早タイ

プのイネＷＣＳ専用品種「たちあやか」が開発された。飼料原料としての特性は両品種とも同様であるが、

栽培特性の相違点について、下記に示す。 

＜たちすずか＞  

◎ 早めの移植で増収 

出穂の時期は日長の影響を強く受けるため、移植が大幅にずれても、ほぼ同じ時期に出穂する（図

９）。そのため、早植えすることで生育期間が長くなり多収となるが、移植時期が遅れると生育期間

が短くなり収量が低くなるうえ、穂重割合が大きくなる傾向にある。 

  ＜たちあやか＞ 

◎ 移植時期をずらすことで、収穫時期が調整可能 

栄養生長性（日長に関係なく一定の栄養生長期間後に開花する性質）が大きいため、移植時期によ

って出穂時期が変わる。そのため、移植時期をずらすことで、食用米等と収穫作業が重ならないよう

にある程度調整することが可能になる。 

兼用型品種                 たちすずか 
図７  倒伏状況の比較 
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      ※「たちあやか」の種籾は市販されておらず、現時点で大量に導入するのは困難な状況にある。 

 

６  おわりに 

  今回、稲ＷＣＳ専用品種「たちすずか」および「たちあやか」の特徴について記したが、これは、従来か

ら栽培されている兼用型品種を否定するものではない。刈取り適期に収穫調製できれば栄養価が高く高品質

の粗飼料として十分活用できるものである。 

  イネＷＣＳにおいて品種を選定する場合、他の作物を含めた作業体系や給与する家畜のことを考慮した上

で、それぞれの特性をうまく活かし、良質な粗飼料を少しでも多く生産し利用してもらうことが重要である。 
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図９  育成地（広島県福山市）における「たちあやか」と「たちすずか」の作型 


