
 

 

 

平成２６年９月１日 

                               第４９１号 

今月の技術 

農 政 部 農 業 経 営 課 

 

 

 

                     目 次  
 

  

 

 １ 今月の普及情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

       普及指導活動の内部評価について  ・・・・・・・・・・・・・・    １ 

    （高橋宏基） 

 

２ 気象災害等を踏まえた農作業のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・     ３ 

（高橋宏基 久田浩志  市原知幸  加留祥行  尾関 健） 

      (1) 水  稲  ～日照不足・大雨対策～  ・・・・・・・・・・・・・・    ４ 

      (2) 大  豆  ～大雨対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４ 

(3) 野 菜 ～強風対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

   (4) 野 菜（高冷地）  ～低温・長雨対策～  ・・・・・・・・・・・  ６ 

(5) 果  樹  ～雹害対策～  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ７ 

 

 ３ 専門項目に関する情報  ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・   １０ 

(1) 米の食味評価  ～食味ランキングとコンテスト～  ・・・・・・・  １０ 

                                                      （久田浩志） 

 

(2) シクラメンモニターの取り組みについて  ・・・・・・・・・・・ １３ 

                              （市岡順也） 

 

(3) 初乳の役割と受動免疫について（牛・豚）  ・・・・・・・・・・ １６ 

                              （中島敏明） 

 



 

- 1 - 

 

  今 月 の 普 及 情 報   

 

普及指導活動の内部評価について 

１ はじめに 

普及指導活動は、様々な課題を解決するために、目的と目標を持った計画的な教育活動であり、普及指導

計画に基づき農業者の能力開発・向上を促すとともに、各種農業関係施策の効果的・効率的運用により、結

果として農業者の経営改善及び地域農業の振興に資することを目的としている。 

本来、普及活動の内部評価は、普及指導員自らが自己の活動を評価することから始まる。しかし、市町村

等の行政機関や関係団体等による外部からも理解が得られる評価内容でなければならない。また、そのため

には厳格な評価指標、評価基準が求められるが、普及指導計画に位置付けられる農業者やその産地の能力、

栽培技術等の質的習熟度は一般的に評価がしにくいのが現状である。 

そこで、普及指導計画の年度別目的や目標に対する達成度を確認するだけではなく、活動の実績を分析し、

普及指導活動がより効率的かつ効果的に行われるよう、必要に応じてその活動内容及び活動方法を常に改善

していくこと及び、次年度の普及指導計画に的確に反映させていくこと等、内部評価に対する問題点と視点

について以下に述べることとする。 

 

２ 内部評価の目的 

普及指導活動は、現場における問題発見・課題設定（ＳＥＥ）を踏まえて、計画の策定（Ｐｌａｎ）→実

行（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）を経て、改善（Ａｃｔｉｏｎ）し、再び計画を練り直す「ＰＤＣＡサイク

ル」で行われており、その結果「普及指導課題達成のために、どう活動し、その結果、指導対象がどう変化

し、地域がどうなったか」という普及活動評価を、日常的な評価とともに、

中間及び最終段階において実施するものである。 

(1) 中間評価（９月～１０月頃） 

普及指導活動に対する評価は、得られた成果を的確に評価するとともに、   

課題が当該年度内に解決できるよう、適宜、進行管理を行うとともに、当  

該年度の適切な時期に中間評価を実施する。 

(2) 最終評価（１月：３月末を想定） 

普及活動の成果を最終的に総合評価するに当たっては、次年度の普及指  

導計画の策定において適切に反映できるよう、次年度計画策定時の前に最  

終的な評価を実施する。 

 
３ 内部評価の視点（チェックポイント） 

(1) 計画そのものの「妥当性」 

① 対象・意図（ねらい）は適切か。 

※ 「ぎふ農業・農村基本計画」、「平成２６年度農政部の重点的取組み」との整合性 

※ 各市町村振興計画、関係ＪＡ営農指導方針等との関係性 

② 目標設定は妥当か（低すぎないか。高すぎないか。）。 

③ 状況変化等により計画（対象・意図等）を修正（廃止）する必要はないか。 

(2) 活動展開の「有効性」と「効率性」 

① 課題に対して実際どの程度達成されたか。 

② 成果に対する活動展開（支援手段・方式・方法（時間・コスト））に改革、改善の余地はないか。 

③ 他の手段との統廃合、現状の手段そのものの廃止の必要性はないか。 

④ 現状の活動（支援手段・方式・方法（時間・コスト））展開のまま、成果向上の余地はないか。 

⑤ 対象の農業者や組織、関係機関がどのような反応を示しているか。 

 

PDCAサイクルによる 
スパイラルアップ 
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４ 中間評価の実施 

４月から９月末頃までの普及活動実績を踏まえ、９月～１０月に中間評価を実施し、後半の普及活動につ

なげることを目的とする。 

また、各所属で実施される中間評価結果は、関係機関内で情報の共有を図る。 

(1) 成果の評価 

  農業者に対して支援する事で期待される、農業者の知的・意識的変化、農産物の生産量や質等 

の物的変化に対して目標値を設定し、その達成度について評価するもので、その評価は、当初の 

目標に対しどの程度達成できたか、なぜ達成できたのか（又はなぜ達成出来なかったか）の理由 

と分析等を行う。 

(2) 活動の評価 

 普及指導活動の効率性・効果に対する評価を行うもので、普及指導活動が、展開計画どおりに 

実施出来たか、効率的・効果的に実施できたか等を評価する。効率的に実施出来なかった場合、 

その原因がどこにあるのか、活動手法、時期、関係機関との連携方法等を分析する。 

(3) 農業者の変化の評価 

 普及事業の重要な目的の１つは、農業者自らが問題解決出来るように育成する事である。農業 

者の変化は、評価に当たって数値化しにくいが、普及指導活動による農業者の知識・技術の習得 

状況や意欲の変化、行動・実践の変化等を把握する事も重要である。 

 

５ 最終評価の実施 

４月から12月末までの普及活動実績を踏まえ、３月までの活動見込みを踏まえて、１月に次年度普及指導

計画策定を踏まえて最終評価を実施する。 

また、各所属で実施される最終評価結果は、関係機関内で情報の共有を図る。 

(1) 最終評価のチェックポイント 

「最終評価」の実施に当たっての基本的視点や進め方は「中間評価」と同様であるが、次年度の望まし

い計画策定・課題設定のためには当該年度展開してきた活動の総合的評価が必要であり、次に基づく改善

案のプランニングを行う。 

① やり残してきたことやその背景・理由 

② 計画と実績を比較した上での各種指標の増減（変動）理由 

③ 顕在・予測される環境変化の把握 

④ 本課題を今後も継続すべきか否かの「目的妥当性・有効性・効率性」の評価 

(2) 最終評価実施上の留意点 

最終総合評価時点ならではの評価として、「公的関与や継続の必要性」「対象や意図（ねらい）の妥当

性」、「有効性（成果向上の余地）や効率性」等についても厳密な検討を行い、次年度計画に向けた「改

善案」の立案が必要である。 

 

＜参考＞ 評価の様式〔例〕 

  普及指導計画との整合性を重視するとともに、適正な評価が得られるために目標に対する達成度、その 

ための活動経過をできる限り分かりやすく記載する様式とする。 

 

課題番号 ○ 課題名 ○○地域における水田農業経営体の育成と米・麦・大豆の生産性向上 課題担当者 ○○ 

課題の背景 指導事項 具体的手段と時期 達成目標 

(達成・活動) 

活動の経過（達成状況） 残された課題 

（次年度への課題） 

1 対象の概

要(H25実績) 

・○○営農 

 米：○ha  

 麦：○ha 

大豆：○ha 

農家数：○戸 

1 集落営農組織

の育成・強化 

 

2  ○○技術の導

入による水稲経

営の安定 

1 集落座談会の開  

 催（３回） 

 

2 実証ほの設置 

 2ヶ所(8～11月) 

･集落営農組

織の育成：2 

 

･導入面積： 

 ○ha 

単収： 

○kg/10a 

･集落座談会における経営所得安定対

策による誘導等の状況、アンケート実

施等〔成果評価〕 

･実証ほの生育データに基づく新技術

の評価と組織への技術移転の状況（導

入面積の計画対比等）〔活動評価〕 

･法人化への誘導 

･初期投資､関係事

業の実施支援 

･新技術の複数年評

価と組織に適した

導入手法の構築（コ

スト評価含む） 
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気 象 災 害 等 を 踏 ま え た 農 作 業のポイント 
  
 
全国各地で発生した記録的な豪雨災害 

東北地方から九州にかけて全国的な長雨、日照

不足が続いている。また、北海道北部や東北南部、

近畿、中国、九州北部など、日本列島の各地で局

地的な大雨を記録した。とりわけ、広島での土砂

災害による 74名もの死者・行方不明者をはじめ、

京都福知山、風向明媚な観光地北海道礼文島でも

２名が土砂崩れの犠牲となった。本県においても

15 日から 17 日にかけて多いところで 300mm 近い

降水量があり、飛騨地域を中心に、田畑の法面崩

壊や土砂流入、野菜のハウスや畜舎へ土砂流入な

ど、長期に亘って影響を及ぼすであろう農業生産

施設への甚大な被害をもたらした。 

今夏は、エルニーニョ現象の兆候が秋以降にず

れ込むという見通しから近年同様に猛暑の夏が予

想され、現にお盆前後には宮城県仙台市で 35.4℃、

群馬県館林市では猛暑日が 20日を超えた。しかし、

８月 10日の台風 11号襲来以降は、太平洋高気圧

の張り出しが弱く、まるで梅雨末期の様相を呈し

ている。特に、‘観測史上最高’という枕詞が慣

用句になるほどの 100mm近くにも達する時間雨量

は、農作物被害のみならず生活インフラや農業生 

産施設等への甚大かつ長期的な被害を及ぼした。 

さて、県内の主なアメダス地点における 8月の 

降水量の平年値比較を図２に示した。これによる 

と、岐阜市の降水量は 367mm（対平年比 247％）､ 

日照時間は 97.4時間（対平年比 48％）で、高山 

市も降水量 574.5mm（対平年比 348％）、日照時 

間 96.1時間（対平年比 53％）である。これは、 

近年では 100年に一度の大冷害年と言われた平成 

5年を遥かに凌ぐ多雨・日照不足となった。 

９月もやや日照不足の天候が続く見込み 

時は９月。未曾有の被害と尊い人命を奪った伊 

勢湾台風は昭和 34年 9月 26日未明に東海地方に 

襲来した。これからが農作物にとって大切な稔り 

の時期、出来秋を左右する季節である。しかし、 

同時に台風などを含め大雨の被害に遭遇することが多いために異常気象の代名詞とされる月でもある。ハウ

スの復旧もままならない中、勢力の弱い太平洋高気圧は、９月には移動性高気圧へと変わり、秋雨前線によ

る１年で最も雨の多い気懸りな季節に入った。1ヶ月予報によると、９月は、気温・降水量は平年並ながら、

日照時間はやや少なめで、秋雨前線が活発化する予報も出ており、先島諸島から偏西風に乗り高海水面温の

まま本州へ接近する台風などを考慮すると、これまでの降雨・日照不足の天候のため農作物は軟弱気味で種々

の耐病性も低下していると予想されることから、管理には十分な注意が必要である。 

‘天高く馬肥ゆる秋’。ジェット気流とともに空高くに浮かぶ巻積雲や高積雲に、爽やかで、穏やかな秋

の気配を感じながら、豊かな稔りを期待したい。 

図１ アメダス気象図（岐阜市） 

図２ ８月の降水量の平年値比較 
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１ 水 稲 ～日照不足・大雨対策～ 

水稲に対する日照不足の影響で最も懸念されることはいもち病の発病であり、出穂期以降では登熟障害い

わゆる白未熟の発生が懸念される。また、大雨により河川の水位が高くなり、排水路の水が河川に放流でき

ずに冠水被害をもたらすことがある。これらを考慮して健全な生育の維持を図るための対策を実施する。 

 

(1) 水管理 

出穂・開花後は根の活力を維持して良好な登熟を進めるために間断潅水を実施する。また、ほ場の湿潤

状態が長期化すると、収穫時の機械作業を考慮して早期に落水したくなるものの、過度の早期落水は避け、

適正な水管理を実施する。 

 

(2) 冠水対策 

浸冠水した場合の対処は次のとおりである。 

① 排水に努める ：1 日でも早く排水する。完全に排水ができなくても、穂や葉の一部を水上に

出して被害を軽減させる。 

② 浸冠水の水温の上昇を防ぐ ：水温が高いと被害が大きくなるので、排水できなくても、つと

めて新しい冷たい水を流入させる。 

③ 濁水が停滞している場合には、濁っていない水を流入させる。 

④ 異物の流入を防ぐ ：木材やごみが水田に流入すると、イネを倒して被害を大きくするため、

流入を防ぐ。泥土が田面に堆積すると根への酸素の供給が悪くなるので、退水時に穂や葉の泥

土を洗いながら、泥土を流去するよう努力する。倒伏したイネは風害の場合と同様に、立直し、

株上げなどをする。また、必要に応じて病害虫防除のための薬剤散布をおこなう。 

 

(3) いもち病 

出穂期を迎える晩生品種では、穂いもちを対象に穂ばらみ期～穂揃期に防除を実施する。なお、

葉いもちの発生が認められるほ場では必ず防除を実施する。 

※ 水和剤や粉剤等による防除適期は、穂ばらみ期（出穂７日前頃～前日）と穂揃い期（８～９割

出穂した時）の２回としたい。 

 

(4) 収穫作業 

収穫作業は、雨の合間に行うことになるため、乾燥能力に併せて収穫を行い、収穫後は速やか

に乾燥させ、品質低下を防止する。乾燥時は、無加温の通風乾燥から開始し、徐々に加温し殻温４

０℃以下で乾燥させる。急激な乾燥は、胴割れの原因となり、品質・食味が低下するので行わない。

また、倒伏や穂発芽等の被害を受けた場合は、必要に応じて分別し、品質低下の防止を図る。 

 

 

２ 大 豆 ～大雨対策～ 

 大雨（長雨）による影響は、湿害による生育障害が挙げられる。排水対策を徹底し、被害を防止・軽減す

るよう栽培管理に努める。 
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(1) 排水対策 

土壌の過湿状態が継続すると、根系が酸素不足に陥り、根粒の活動も弱まるため、排水を徹底する。排

水溝が途中でせき止められていないか、排水溝が水尻（排水路）に適正に接続されているかを確認する。 

 

(2) 雑草対策 

大豆が十分に生育していないと雑草の繁茂が見られる場合が多い。大豆が条間の幅と同じ高さになるま

で生長して、葉が条間を覆うまでの時期が遅れると、雑草の発生が多くなる。早めに茎葉処理除草剤を散

布し、防除に努める。 

 

(3) 病害対策 

日照不足や湿害により茎葉が軟弱になると、風雨で生じた傷口から雑菌が進入し、葉焼病が発生する。

さらに降雨等が伴えば紫斑病などの病害の発生が助長されるので注意が必要である。必要に応じて殺菌剤

による薬剤防除を実施する。 

 

 

３ 野菜～強風対策～ 

台風時期には、風に弱い葉菜類の栽培や冬春野菜の育苗施設に大きな被害が発生することが多い。 

強風によって、野菜は折損し、浸冠水によって枯れたり、傷んだりすることはもちろん、病害の併発も多

くなる。 

表―１ 野菜の種類別冠水抵抗性（９月中旬） 渡辺ら（1948） 

冠水程度 作物名 

数時間で障害を受けるもの だいこん、はくさい、なす、大豆 

１日間   〃 さつまいも、にんじん、ごぼう 

数日間でも殆ど影響のないもの      さといも 

 

施設導入及び更新に関しては、耐候性ハウスなどの導入により、施設構造の改善に努める。常に新しい気

象情報の入手に留意し、施設の補強に努める。 

 

(1) 事前対策 

○1  施設では、筋かい・支柱等により、補強に努めるとともに、施設を密封し、フィルムの破損、はがれ

に注意して風を吹き込ませないようにする。フィルムがゆるんでいると強風にあおられて被害を生じや

すいので、妻面の補強、マイカー線、ラセン杭等の点検を行う。 

○2  強風（20m/s以上）が予想される場合は、パイプハウス等では、ビニールの除去も考える。 

○3  露地栽培では、寒冷紗、不織布等で被覆するとともに、防風ネット等を設置する。 

○4  台風通過後の防除、葉面散布等は速やかに行う必要があるので、資材等は事前に準備を行っておく。  

 

(2) 事後対策  

○1  台風通過後、出来るだけ早く液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。 

○2  短時間の冠水で被害をうけるので、速やかな排水に努める。 

○3  風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後、速やかに防除を行う。 

④ 露地なす等で倒伏したものは、支柱を利用して出来る限り早めに起こす。 

⑤ 回復の見込みのない野菜は、まき直しをするか、他の野菜に転作する。 
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図１ べたがけ下と露地の風速の比較 

（岡田、1986） 

 

 

４ 野 菜（高冷地） ～低温・長雨対策～ 

９月は最高気温が３０℃を超えることも多く、急激な温度低下により１０℃を下回る日もあり、また、降

雨が続いたりするなど気象変化の激しい月であるので、天気予報等を活用し計画的に作業を進めるとともに

気象変化に対応できる栽培管理を行うことが重要である。 

 また、８月の台風や豪雨により病害の発生が多く見られたので、効果の高い農薬の散布等の事後対策を確

実に実施し、後半につなげる。 

 

(1) ほうれんそう 

① 秋期の品種選択 

   ９月は、気温変化の激しい月となるので、気象変化を予測した品種選択が重要となる。また、気温は

生育適温となるが日照不足となることが多く、生育の早い品種は徒長気味の生育となり収量が低下しや

すい時期でもあるので品種選択は慎重に行い、評価の定まった品種を中心に計画的な播種を行うように

心掛ける。 

② 病害虫防除 

  ａ．べと病 

曇天や降雨が続く秋雨期は、分生子の発芽適温８～18℃（高山市内：９／下～11／上）となること

が多く、湿度も高く推移することから注意が必要である。現状のレースでは発病を抑えることは困難

であるので、子葉展開から本葉第１～２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害は抑えられな

いことから、初期からの予防防除が重要となる。特に秋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℃（高山市内：９／中

～10／下）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。また、土壌の乾燥により被害が

増加する傾向にあることから、生育期間中の土壌水分を下げすぎないように注意する。 

   

(2) トマト 

① 摘心前後からの施肥、潅水管理 

ａ．施肥 
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収穫開始後は着果負担も徐々に解消することから、摘心前の早い時期から施肥量を減らすことや窒

素成分量の低い追肥資材に切り替えるように心掛ける。特に収穫期後半に樹勢が強く、脇芽の発生が

旺盛となりやすいほ場については、果実品質の低下につながることから特に注意が必要であり、収穫

開始期頃からの早めの調節がポイントとなる。一方では、極端な樹勢低下により、灰色かび病の蔓延

が問題となる例も見られることから、地力や着果量に応じて施肥量を調節し適正な樹勢を維持するこ

とも重要となる。 

ｂ．潅水 

上位花房の果実肥大促進を図るために摘心以降も極端に潅水量を減らすことは避け、あくまで日射

量や外気温に合わせて潅水量を徐々に減らすように心掛ける。基本的には収穫終了直前まで一定の土

壌水分を維持するイメージを持つことが重要であるが、気象状況を予測しながら、土壌水分が不足し

ないように管理することがが必要である。また、８月の豪雨により灰色かび病や葉かび病等の病害が

発生しているほ場も多いので、通路等は乾燥状態を保ち、過湿状態とならないように注意する。 

② 病害対策 

ａ．葉かび病 

葉かび病抵抗性品種の導入は進んでいるが、「桃太郎８」栽培ほ場については発病前からの予防剤

による定期防除が基本となる。また、抵抗性品種であっても発生する場合があるので注意が必要であ

る。極端な気象状況により発病時期も早まっていることから、発病確認後は速やかに治療剤に切り替

え、病気の蔓延を防ぐ必要がある。ただし、治療剤については耐性菌の発生を避けるため、同一系統

薬剤の連用は避け、年１回程度の使用に留めることも産地全体として耐性菌を発生させないための取

り組みとして必要である。また、発生源を取り除くために下葉の摘葉を合わせて行うことも効果的で

ある。 

ｂ．灰色かび病 

８月の台風や豪雨によりすでに多発しているほ場が多く見受けられる。今後、秋雨期を迎え、曇雨

天が続くことが予想されることから、発生の拡大を抑える必要がある。対策としては、最初に寄生増

殖する葉先枯れや花弁等の枯死部分を徹底して取り除くことが効果的である。病害発生部位の放置は

ゴーストスポット発生の発生を著しく助長することから禁物である。また、ハウス内の湿度を下げる

ため、下葉の摘葉を行い通気性の改善を図り、潅水量については早朝、葉露が発生しない程度の量に

止め、ほ場内を乾燥状態に保つように心掛ける。薬剤防除については治療剤の連用は葉かび病同様に

避ける必要がある。 

ｃ．疫病 

灰色かび病同様に 20℃前後の低温・多湿条件での発生が多く、排水不良や窒素過多はさらに発生

を助長する。ハウス入り口等の雨に当たりやすい部分から発生することが多く、短期間でハウス全体

に蔓延する恐れがあるため、発生後は徹底した病葉の摘徐と集中した防除を行うことが重要であり、

すでに発生が見られるほ場も多くあるので特に注意が必要である。 

 

 

５ 果  樹 ～雹害対策～ 

(1) 果樹の生育状況 

県内の各果樹の生育について、平坦地でのカキの生育は、いずれの品種とも順調に生育している（図１）。

今月の気温の状況（平均気温 23℃以下になる時期の早晩）により生育（着色）が早まったり遅くなったり

するので、重要な月になる。ナシは 7月の高温乾燥の影響で「幸水」の収穫始期が平年より 3日早まった

（表１）。現在は「幸水」の収穫も終わり、「豊水」の収穫期となるが、8月の多雨・少日照の影響で品

質面への影響が心配される。中山間地のクリは、早生品種の収穫が始まっており、着毬は順調に生育して
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いる。 

また、モモも「白鳳」の収穫が終了し、8月の気象の影響で大玉で豊作となったが、糖度が低い傾向と

なった（表２）。これから「昭和白桃」の収穫になるが、天候の回復が期待される。リンゴは平年並みで生

育し、果実肥大も順調に生育している（表５、図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ モモ果実肥大推移（白鳳、8/25現在） 

表２ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

図２ ナシ果実肥大推移（幸水・豊水、8/25現在） 

表１ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市、8/25現在） 

図１ カキ果実肥大推移（富有・早秋・太秋、8/25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）
幸水 2014 3/17 4/5 4/8 4/12 4/18 8/4 8/20 8/22 448 12.1

2013 3/12 4/9 4/5 4/9 4/17 8/5 8/19 8/28 398 12.3
平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22 8/7 8/11 8/25 358 12.6

豊水 2014 3/15 4/1 4/5 4/10 4/16
2013 3/10 4/3 4/3 4/6 4/14 9/3 9/9 9/20 476 12.7
平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11 9/18 447 13.2

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7 8/3 8/17 340 14.6

2013 3/27 4/30 4/29 5/3 5/11 8/3 8/14 291 17.0
平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/3 8/14 291 15.5

昭和 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8 8/21
白桃 2013 3/28 5/2 5/1 5/4 5/11 8/20 8/30 327 18.1

平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/5 8/19 8/29 339 15.7
※　平年はH15～H24の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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(2) 果樹の気象災害 

① 雹害について 

平成 26年 8月 22日の午後、岐阜市北部から本巣市東部にかけた一部の地域（局舎的）で降雹があり、

強風と豪雨とともに大きいもので 10mm弱の雹が降りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真１ カキ果実の被害          写真２ カキの葉の被害 

 

被害は、当年の果実品質の低下、収量の減少のみならず、樹体の生育にも影響を及ぼすことがあるの

で、注意が必要である。 

＜事後対策＞ 

ア 被害を受けた場合は、果実だけでなく、葉、樹体の被害程度にも十分注意し見極めてから対応を行

う。 

イ 葉や樹体被害が激しい場合は、被害果を摘果し、樹体保護に努める。 

ウ 葉うあ樹体被害が少なく、被害果実の摘果で着果量が不足する場合は、樹勢を乱すことのないよう、

程度の軽い果実を適宜残し、樹勢のコントロールを図ることも考える。 

エ 被害を受けた場合、被害の多少に係らず、速やかに防除を行い、病害虫の発生を防ぐ。特に枝幹部

まで十分に薬剤を散布する。 

オ 樹勢回復の意味での追肥は、原則として行わない。 

 

② 台風対策 

     今月から来月にかけて、台風の襲来が予想される時期となります。事前対策を十分に行い、被害を軽

減する必要があります。事前対策、事後対策の詳細については、台風対策情報を参考にしてください。 

 

 

図４ リンゴ果実肥大推移（ふじ、8/20現在） 
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専 門 門 項 目 に 関 す る 情 報 

 

米の食味評価 ～食味ランキングとコンテスト～ 

 

１ はじめに 

米の消費量は年々減少しており、一人当たりの年間消費量は、昭和３７年度の１１４．９キログラムから

平成２４年度には５６．３キログラムと半減している。また、外食の増加に加え、中食と呼ばれる家庭外で

調理された食品を購入して家庭内で食べる食事の形態が増加しており、平成２４年度における家庭内消費は、

６８．３％にとどまっている。このような状況から「米はもはや主食ではなく嗜好品となった。」との意見

が多く聞かれるようになり、米には食品としての基本であるおいしさが、これまで以上に求められるように

なってきている。 

そこで、米のおいしさ、すなわち米の食味を評価する方法として、近年、注目されているランキングやコ

ンテストについて、その代表的なものを取り上げて解説する。 

 

２ 米の食味ランキング 

米の食味ランキングは、一般財団法人日本穀物検定協会（以下、穀物検定協会）が、全国の産地品種銘柄

を対象に行うもので、昭和４６年産米から開始され、これまで４３回が実施されている。平成２５年産米に

ついては、全国１３１産地品種銘柄の食味試験を行い結果が公表されている。 

(1) 対象 

穀物検定協会が行う米の食味ランキングの対象は、産地品種銘柄であり、県の奨励品種であること等の

原則があるが、これに加え基準を満たさないものでも、生産・流通段階で関心の高い品種について実施さ

れている。なお、同一県内であっても生産・流通の実情から、対象品種を２つ以上の地区に区分するよう

希望すれば、地区ごとに実施される。 

いずれの場合も対象は産地ごとの品種であり、供試資料は、県内または地区内の代表的な産地で生産さ

れ、その品種の特徴が明確であるものが選定される。結果は公表されるため、産地を評価する際の参考と

して重要視される。 

(2) 食味の評価方法 

穀物検定協会の食味ランキングでは、食味の評価は１１月から翌年の２月までの期間に実施される官能

試験の結果により判定される。食味試験は、穀物検定協会が専門の評価員として選抜訓練した評価エキス

パートパネル２０名により、白飯の外観、香り、味、粘り、硬さ、総合評価の６項目について、複数産地

をブレンドした「コシヒカリ」を基準に比較評価する相対法により行われる。 

評価は、各項目について、かなり良い（＋３）、少し良い（＋２）、わずかに良い（＋１）、基準と同

じ（±０）、わずかに不良（－１）、少し不良（－２）、かなり不良（－３）の７段階で判定し、評価値

を求める。 

(3) 評価の結果 

穀物検定協会の食味ランキングは、食味の総合評価結果をもとに、基準米より特に良好なものを「特Ａ」、

良好なものを「Ａ」、概ね同等のものを「Ａ’」、やや劣るものを「Ｂ」、劣るものを「Ｂ’」としてラ

ンク付けされる。 

平成２５年産の１３１産地品種名柄では、「特Ａ」にランクされたものは３８点、「Ａ」にランクされ

たものは５６点、「Ａ’」にランクされたものは３７点、「Ｂ」にランクされたものと「Ｂ’」にランク

されたものは該当がなかった。「特Ａ」の３８点は過去最高の点数であり、全体の約３割を占めている。 
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表１ 過去３カ年における食味ランキングのランクごとの点数 

 特Ａ Ａ Ａ’ Ｂ Ｂ’ 計 

２５年産 ３８ ５６ ３７ ０ ０ １３１ 

２４年産 ２９ ６２ ３７ ０ ０ １２８ 

２３年産 ２６ ５４ ４９ ０ ０ １２９ 

 

ランキングの結果は、産地を評価するための参考となるが、産地の評価そのものではない。米を販売す

る際にランキングの結果を表示することは可能であるが、産地品種銘柄と併せて穀物検定協会の名称とラ

ンキング対象年を表示し、消費者等に誤解を受けることがないよう「商品そのものの評価ではありません。」

等の表示をする必要がある。 

岐阜県産米では、美濃地区の「ハツシモ」と飛騨地区の「コシヒカリ」が毎年評価されている。平成２

５年産では、美濃地区の「ハツシモ」は「Ａ’」に、飛騨地区の「コシヒカリ」は「Ａ」にランクされて

おり、今後は、より上位へのランキングが期待される。 

 

３ 米・食味分析鑑定コンクール 

米・食味分析鑑定コンクールは、米・食味鑑定士協会等が主催する米のコンクールで、毎年秋に開催され、

昨年は宮城県の七ヶ宿町で開催された。今年は、第１６回大会として１１月２３日・２４日に青森県の田舎

館村で開催される予定である。歴史、規模、出品数のすべてにおいて、国内最大の米のコンクールとされて

いる。 

(1) 対象 

米・食味分析鑑定コンクールは、公募により出品された米を検体として評価している。第１０回大会（平

成２０年）から国際大会として海外からの出品を受け付けており、出品数は第１５回大会（平成２５年）

で約４０００検体となっている。出品は、１０月上旬から１１月上旬の期間中に、事前に分析料（出品に

係る費用）を支払い、指定の書類一式と玄米２キログラムを送付すれば良い。検体ごとに分析料を支払え

ば、同一名で何検体でも出品が可能である。 

穀物検定協会の食味ランキングは、産地を対象としているが、こちらは個々の生産者による出品を対象

としている点で大きく異なる。 

(2) 食味の評価方法 

食味は、３次までの各審査により評価される。１次審査は、静岡製機株式会社の食味分析計と穀粒判別

器の測定結果によりおこなわれ、食味分析計で食味値８５点以上（低・中アミロース米は８０点以上）、

穀粒判別器での整粒７５％以上（低・中アミロース米は測定なし）の条件を満たした検体が２次審査に選

出される。２次審査では、白米に精米後、東洋ライス株式会社の味度メーターで味度値の測定を行う。結

果は、玄米水分１２％以下と１６％以上の検体を省き、１次審査の食味値と２次審査の味度値を合計した

数値からそれぞれの部門の審査基準に合わせてノミネート検体を決定する。３次審査は、会場でおこなわ

れ、品種に最適な搗精を施し、同じ炊飯条件（洗米回数、浸水時間、水、炊飯器、蒸らし等）で炊飯した

ノミネート検体を３０名の審査員が、香り・粘り・艶・食感・あまみ等を比較して官能審査する。 

(3) 評価の結果 

審査の結果により各部門ごとに「金賞」と「特別優秀賞」が選出される。１５回大会（平成２５年）で

は、国際総合部門にとして、４０検体が３次審査に選出され、金賞には１７検体、特別優秀賞には２３検

体が入賞した。県内の生産者からは、金賞に２名、特別優秀賞に４名が入賞している。また、「ダイヤモ

ンド褒章」として、「過去の米・食味分析鑑定コンクールにおいて、連続５回以上の入賞と総合部門で 3

回以上の金賞の栄誉に輝き、また、ＪＡＳ及び無農薬・無化学肥料栽培の圃場を有する生産者が受賞する

賞」があり、県内の生産者である和仁松男氏（株式会社 和仁農園・代表取締役）が平成２４年に受賞し

た他、７名の受賞者がいる。 

各受賞者は、米・食味鑑定士協会認定のラベルを表示した米袋で販売することができ、おいしい米の保

証として有利販売に役立っている。 
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表２ 米・食味分析鑑定コンクール１５回大会（平成２５年）の入賞点数 

 金賞 特別優秀賞 計 

総合部門 １７名 ２３名 ４０名 

都道府県選抜代表 お米選手権 １２名 ２８名 ４０名 

地域品種栽培部門    

 低・中アミロース １名 ２名 ３名 

 JAS・JAS転換中 １名 ２名 ３名 

 若手農業経営者 男性 １名 ２名 ３名 

 若手農業経営者 女性 １名 ２名 ３名 

 水田環境特Ａ １名 ２名 ３名 

 環境王国 ２名 ３名 ５名 

全国農業高校 お米甲子園 ７校 １３校 ２０校 

小学校 ６校 １０校 １６校 

 

４ あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト 

あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストは、山形県の庄内町が事務局を務める実行委員会が主催する米

のコンテストで、毎年秋に開催されている。今年は、第８回大会として１１月２９日にＪＡ庄内たがわ新余

目支所で開催される予定である。 

(1) 対象 

あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストは、出品を公募し、全国から応募された米を対象としている。

出品点数を先着４００点に限定しているため、７月下旬から８月下旬の募集期間に申込書での応募を受付

け、応募点数が４００点に達した時点で締め切りとしている。出品は、米づくりに取り組む農業者及び農

業団体等が対象で、１応募者２点以内の単独品種に限られる。２点応募の場合は、品種や栽培方法の異な

るものに限られる。応募が受付されると、出品料の振込と提出物に関する案内が届くので、出品料を振込

み、栽培履歴書と併せて、精米を指定の小袋に３合（約４５０グラム）ずつ５袋と他に２キログラムで合

計約４．３キログラムを送付して出品となる。 

(2) 食味の評価方法 

予選審査は、一般から応募された審査員４００名によりおこなわれる。審査員も出品と同様に７月下旬

から８月下旬の募集期間に申込書での応募を受付け、応募人数が４００名に達した時点で締め切られる。

審査員は、２０才以上で「コンテストの開催趣旨に賛同いただいた方」であり、登録料を支払い、審査員

となる。各審査員には、生産者や品種についての情報は伏せたままで、無作為に抽出した別々の出品者が

生産した米が３合ずつ５種類送付されるので、予選審査の期日中（今年は、１０月２６日から１１月１０

日）に各家庭で食して審査を行う。各審査員は、味、香り、食感等を総合的に審査し、最もおいしかった

米から１位、２位、３位の上位３点を選出する。１位には３ポイント、２位には２ポイント、３位には１

ポイントが加算され、４００名の審査員の結果を集計して、上位３０点が決勝進出となる。同点の場合は

抽選により決定される。決勝審査は、８名の審査員により大会当日に官能審査が行われる。決勝審査の審

査員も予備審査と同様に募集が行われるが、こちらは応募者多数の場合に抽選で８名が選ばれる。 

予選審査、決勝審査とも「あなたが選ぶ」の名のとおり一般から選ばれた審査員による官能審査で評価

が行われる点で、他のコンクールやコンテストと趣が異なる。 

(3) 評価の結果 

審査の結果により「最優秀金賞」１点の他、「優秀金賞」５点、「優良金賞」６点及び、「金賞」１８

点が選出される（第６回以前は、「最優秀賞」１点、「優秀賞」２点、「優良賞」３点及び、「入賞」２

４点）。第７回（平成２５年）のコンテストでは、県内の生産者から優秀金賞と金賞に各１点が選ばれて

いる。 

このコンテストでは、認定のラベル等があるわけではないが、受賞をネット販売等で宣伝に使用してい

る事例が見られる。 
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表３ 過去のあなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストを受賞した県内の生産者数 

 最優秀金賞 

(最優秀賞) 

優秀金賞 

(優秀賞) 

優良金賞 

(優良賞) 

金賞 

(入賞) 

第７回（平成２５年）  １点  １点 

第６回（平成２４年）  １点 ２点  

第５回（平成２３年）    １点 

第４回（平成２２年） １点 ２点 １点  

第３回（平成２１年）     

第２回（平成２０年） １点  １点  

第１回（平成１９年） １点   ２点 

 注）第６回以前は、( )内の賞名の受賞者数 

 

５ 最後に 

県では、県内２大銘柄である「ハツシモ」及び「コシヒカリ」について、高品質、良食味で高い評価を受

ける「ぎふ米」の生産を目指しており、穀物検定協会の食味ランキングにおける「特Ａ」評価の獲得を目指

し、米麦大豆等生産販売推進事業により各農林事務所において、土づくり、施肥量、施肥方法等の栽培実証

もしくは各地域にあった良食味栽培方法の調査を行っている。 

また、試験研究機関においても、農業技術術センターでは、課題名「国際競争に打ち勝つ平坦地水稲の革

新的生産技術の開発」で「ハツシモ岐阜ＳＬ」の食味ランキング特Ａを獲得するための栽培法を研究してお

り、中山間農業研究所では、課題名「国際競争に打ち勝つ飛騨地域産「コシヒカリ」の良食味米の玄米成分

および栽培条件の明確化」で「コシヒカリ」の食味ランキング特Ａを獲得するための施肥方法、栽植密度、

移植時期、水管理、選別等の栽培条件の明確化について研究している。 

生産者が応募する米のコンテストやコンクールについても、全国的なコンテストやコンクールにおいて県

内の生産者が多数入賞することで、産地としてイメージアップが期待できることから、積極的に支援する施

策が展開され始めている。 

 

 

 

 

 

シクラメンモニターの取り組みについて 

 

１ はじめに 

シクラメンは、全国各地で生産され、その生産量は、鉢物の中で 1位を占めるメジャー品目の一つである。

岐阜県においては、恵那地域がシクラメン発祥の地といわれ、県下最大のシクラメン産地となっている。 

しかしながら、販売単価の低迷による生産者の減少等で恵那のシクラメン産地が縮小している。そのよう

な中、産地として消費動向を把握し、販売戦略に結び付けるため「シクラメンモニター」の取り組みを行っ

ている。今回はこの取り組みの概要について紹介する。 

 

２ シクラメンをめぐる情勢 

シクラメンは、「平成 25 年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量」によれば、全国での出荷量は 1,920

万鉢で、前年産に比べて 100万鉢（5％）減少している。なお、都道府県別にみた出荷量の構成割合は、長野

県が 15％、愛知県が 11％、栃木県及び千葉県が 6％、茨城県、福岡県及び福島県が 5％となっており、この

７県で全国の５割超を占めている。岐阜県においては、2.7%で 14位となっている（図１）。 
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一般社団法人日本花普及センターが実施した「花き品種別流通動向分析調査」の主要市場 20社の鉢物全体

の流通量のシクラメンの占める割合は、2009年に 1位となっており、鉢物において、シクラメンは、主要品

目の位置を確保している。しかしながら、その占有率は、4.9%と低く、多種多様な品目が流通している実態

が理解できる（図２）。 

 

 

 

３ シクラメンモニターの取り組み 

(1) 経緯 

鉢花は、多種多様な品目が流通し、作れば売れるという安定的な品目が見られない。また、鉢花のメ

ジャー品目のシクラメンにおいても、販売単価の低迷がつづき花き経営を圧迫している。また、花き栽培

においては、新品種等の目新しさで価値を提供し、消費者目線での検討が行われていなかった。このよう

な状況の中、恵那管内のシクラメン生産者等が組織する恵那花き研究会では、自分たちが生産したシクラ

メンが消費者の場でどのように飾られているかを把握し、今後の生産・販売戦略の参考とするため、平成

22年度からシクラメンモニター販売に取り組んできた。 

(2) 実施方法 

一般消費者には、新聞等による募集告知を行い、恵那花き研究会ホームページでモニターを募集し、

県職員に対しては、RENTAIメールを活用し、岐阜県庁、恵那総合庁舎等で参加者を募集した。 

シクラメンの配布は、岐阜県庁、恵那総合庁舎等でモニターに配布した。 

モニターを対象に簡単なアンケート調査を 2 か月後に実施した。平成 25 年度の回答者の割合は、96%

と非常に高い回答率となった。 

 

(3) アンケート結果 

アンケート調査結果をみてみると、

シクラメンを購入するうえで気にする

ことに、花の色を選択する方が多く、

続いて花のボリューム、株のボリュー

ムを上げる方が続いた（図３）。 

シクラメンモニターの品種別の販売

状況をみてみると、販売店でなかなか

入手できない特色ある品種のニーズが

高く、淡い色のニーズが高い傾向であ

った（データ省略）。 

購入されたシクラメンが飾られた場

長野
16%

愛知
12%

栃木
6%

茨城
5%福岡

5%福島
5%

その他
51%

出荷量 

1,920万鉢 

(100%) 

図１ シクラメンの都道府県別出荷量割合 

（25年産花き作付面積及び出荷量） 
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図２ 主要 20市場上位 10品目の占有割合 

（2009年花き品種別流通動向分析調査） 

0

50

100

150
花の色

花の形

花の大きさ

花のボ

リューム

株のボ

リューム

日持ち性

その他

図３ シクラメンの購入基準 
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所は、半数以上の鉢が玄関で、3 割の鉢が窓辺で飾られていた（図４）。 

 購入後、2 か月後の状況では、８割の方が観賞可能という状況であった。年度別には、平成 22 年

度では、５割程度と低かったものの、それ以降改善され、8 割以上の割合を確保していた 

（図５）。 

 

(4) 総括 

シクラメンモニターを実施した結果、特色ある品種のニーズが高いことが裏づけられ、品種戦

略が重要と考える。他産地では手の入らない岐阜県で育成した黄色シクラメン「ムーンルージュ」

を産地の起爆剤として活用していく方法も一つと考えられる。 

また、シクラメンが飾られる場所は、玄関が大半を占めることから、日照量の少ない条件下で

楽しむことができる品種、栽培方法も検討していく必要があると考えられた。 

2 か月以上楽しむことができた日持ち性のよさをさらに PR し、恵那のシクラメン産地を活性化

していければと考える。 

 

４ おわりに 

シクラメンは、鉢花流通量では、1 位であるが、その占有率は低い。恵那管内は、シクラメン発祥

の地として、歴史ある産地である。しかしながら、販売単価の低迷により生産者が減少傾向となって

いる。これらの状況を踏まえ、産地として生き残っていくために、消費者の利用状況を把握した「シ

クラメンモニター」を生産者サイドが実施したことは、産地として評価すべきである。 

 また、購入されたシクラメンが飾られている置き場所を把握する貴重なデータとなった。しかし、

昨今の住宅事情を考慮すると、シクラメンを飾る定位置である玄関にも変化が生じている。多くのモ

デルルームでは、下駄箱がシューズクロークとなり、置き場所がなくなってきている。将来的な需要

を考えると、産地としての定位置を確保する必要がある。 

 歴史あるシクラメン産地が、これから先も生き残っていくため、シクラメンモニターのアンケート

結果を踏まえ、産地の価値を見出す術を生産者と一緒に模索していく。 
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初乳の役割と受動免疫について（牛・豚） 

 

 分娩直後の母親から分泌される乳汁は「初乳」と呼ばれ、通常の乳汁に比べ病気に対する抗体等のタンパ

ク質を多く含んでいる。牛や豚では、その胎盤の構造上、生まれたばかりの子畜が病気に対する免疫を全く

持っておらず、分娩後の初乳から母親の免疫を獲得するので、分娩後速やかに十分な量の初乳を給与するこ

とが必要である。今回は初乳の役割と受動免疫について述べる。 

 

１  動物の免疫機構 

 細菌やウイルス等の微生物が動物の体内に入ると、白血球の１種であるマクロファージや樹状細胞に貪食

され、その微生物の抗原構造が認識される。その情報は、Ｔリンパ球を通じてＢリンパ球に伝達され、認識

された微生物にだけ強く結合する糖タンパク質である「抗体」を産生する。１種類のＢリンパ球は１種類の

抗体を産生し、１種類の抗体は１種類の抗原（微生物）としか結合しないため、動物の体内には数億種類の

Ｂ細胞がそれぞれ異なる抗体を産生し、産生された抗体は、血液中の血清（血液が凝固した上澄み）に含ま

れて全身を防御している。 

 

２  胎盤の構造と受動免疫 

 胎盤や初乳を通して母親が持つ抗体が子供へ伝達されることを「受動免疫」といい、伝わる抗体を「移行

抗体」という。人間等の霊長類の胎盤構造は「血絨毛性胎盤」と呼ばれ、胎盤胎児側の絨毛が母親の血液中

に浮遊する構造のため、母親の血液中の抗体が容易に胎児に移行することできるが、犬・猫の「内皮絨毛性

胎盤」では抗体の移行がわずかとなる。豚・馬の「上皮絨毛性胎盤」、牛・綿山羊の「結合織絨毛性胎盤」

では、胎盤の壁が複層構造を持ち厚くなるので、ウイルス、細菌、免疫細胞、抗体等が胎盤を通過して胎児

に移行することはほとんど不可能となる。このため、生まれたばかりの子牛、子豚は、微生物等に対する抗

体を全く保有せず、母親が分娩後に分泌する「初乳」を摂取することで、母親の持つ抗体を受け取ることが

できる。子牛や子豚の健康と生存を維持するためには、生後できるだけ早く、高品質で衛生的な初乳を給与

することと、初乳を摂取する前に口から病原微生物が入ることがないよう衛生的な環境で分娩を行うことが

重要となる。また、タンパク質を豊富に含む飼料を分娩前の母親に給与する「増し飼い」は、胎児の成長と

ともに、初乳への IgG供給源である母親血清中の免疫グロブリンの生成に重要な役割を果たしている。 

表１ 動物の種類による抗体の移行様式 

動物の種類 胎盤構造 胎児期の 

抗体移行 

出生後の初乳中の抗体 

量 経 路 期 間 

人・サル 血-絨毛性 ＋＋＋ ± 腸  

牛・綿山羊 結合織-絨毛性 ― ＋＋＋ 腸 24時間 

豚・馬 上皮-絨毛性 ― ＋＋＋ 腸 24～36時間 

犬・猫 内皮-絨毛性 ＋ ＋＋ 腸 24～36時間 

                               「獣医領域における免疫学」より 

３  初乳中の免疫グロブリン 

 血清中の水溶性タンパク質にはアルブミン（約 60%）とグロブリン（約 40%）があり、グロブリンは電気泳

動によってα、β、γの３分画に分類される。「抗体」は、すべてγ-グロブリン分画に含まれているので、

γ-グロブリンは「免疫グロブリン（immuno-gulobulin略して Ig）」ともよばれている。免疫グロブリンは、

IgG（全身の生体防御の主体）、IgM（初期免疫を担当）、IgA（粘膜表面の免疫を担当）、IgD（Ｂﾘﾝﾊﾟ球の

成熟を誘導）、IgE（寄生虫防御、ｱﾚﾙｷﾞｰに関与）の５種類に分類されるが、初乳には IgG、IgM、IgAが多く

含まれ、特に IgGが約 85%を占めている。初乳中の IgG量は分娩直後に最も多く（7g/dl程度）、分娩後の時

間経過とともに低下し、分娩後 12時間にはその含有量は約半分となる。なお、鳥類の場合は、卵黄中に哺乳

類の IgGにあたる IgYが含まれ、初生ヒナの感染防御の役割を果たしている。   
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４  ピノサイト－シス 

 動物の口から摂取されたタンパク質は、胃液、膵液等で微細なアミノ酸に消化された後に小腸から吸収さ

れるが、生後間もない牛や豚は、消化液の分泌がほとんどないことに加え、小腸表面に間隙が存在するため、

免疫グロブリンや微生物等の大きなタンパク分子を、分解せずにそのまま血液やリンパ液に取り込むことが

できる。この現象をピノサイトーシス（飲作用）といい、生後の時間経過とともに急速に消失する。豚の場

合、生後３時間までの IgG 吸収効率を 100%とすると、生後３～９時間の吸収効率は約 50%、9～12 時間の吸

収効率は 5～10％となり、分娩 18 時間後までに吸収能力は消失する。牛の場合は、生後 24～36 時間で免疫

グロブリン等の腸管通過は完全に消失すると言われている。 

 一方、初乳には 1mlあたり 1000万個以上の細胞成分が含まれ、その中にはリンパ球等の免疫細胞が多く含

まれている。豚の研究では、IgG 等の免疫タンパク質は、産みの母親由来だけではなく、違う母親や異なる

動物由来のすべての免疫タンパク質が吸収されるのに対し、免疫細胞（白血球）については、唯一産みの母

親由来の生きた免疫細胞だけが腸管壁を通りぬけて子豚に移行できることが知られており、牛についても同

様であることが推察される。 

 牛白血病ウイルス（BLV）感染牛では、初乳中に BLVに感染した Bリンパ球が分泌され子牛への感染源とな

るため、初乳を凍結して白血球を死滅させるか 56℃30分以上加熱してウイルスを不活化した後に給与すると

感染防止に有効である。しかし、60℃以上の加温は免疫グロブリンがタンパク変性により無効となるので注

意が必要である。 

 

５  初乳の役割                        表 2 初乳と常乳の成分値（ﾎﾙｽﾀｲﾝ） 

 初乳は免疫グロブリンや免疫細胞（白血球）とともに、栄養成

分を子畜に与える役目を持つ。初乳の総固形分は常乳の約２倍で

あり、乳脂肪、乳糖、タンパク質、ミネラル、ビタミン等を豊富

に含んでいる。また、サイトカイン、ラクトフェリン等の免疫物

質や子牛の成長に重要な働きをする成長因子やホルモン類が含ま

れているほか、胎便の排泄を促すための緩下剤としての作用を持

っている。また、初乳中の IgAは、子畜の胃腸粘膜表面に広がり、

外部から侵入する微生物等と結合して、子畜の血液内に侵入させ

ない役目を担っている。 

                                            Foley and Otterby(1978) 

６  初乳の給与量と初乳製剤の利用（牛） 

 ２日齢の子牛血清中の IgG濃度が 10mg/ml（1.0g/dl）を下回ると子牛の死亡率が高くなることが知られて

いる（北海道畜試 2006）。子牛血清中の IgG濃度は、タンパク屈折計等を用いて血清中のタンパク質量から

推定することが可能である。子牛では血清タンパク質の約 20%が IgGであるため、血清タンパク質が 5.0g/dl

を下回る場合は、初乳の品質不良や摂取量の不足を疑うことができる。 

一方、初乳中の IgG濃度は 50mg/ml以上あるこ

とが望ましいとされるが、初乳の IgG濃度は、比

重計や糖度計を用いて推定することが可能である。

初乳の比重が 1.047以上、糖度計の数値（Brix値）

が 17以上の場合、IgG濃度は 50mg/ml以上で良好

な初乳であると判断できる。新生子牛への IgG給

与量は 100g（できれば 120g）以上が望ましく、IgG

濃度 50mg/ml の初乳の場合２L 以上給与すること

が必要である。初乳に含まれる IgG濃度は初産よ

り経産牛の方が高くなり、新規導入牛より長い間

その農場で飼育する牛の方が、農場の常在疾病に

対する抗体を多く含んでいる。経産牛の初乳であ

っても、初回搾乳量が多い場合や、分娩前に漏乳        写真１ 人工初乳の給与 

 初乳 常乳 

総固形分(％) 23.9 12.5 

脂肪(％) 6.7 3.6 

総ﾀﾝﾊﾟｸ(％) 14.0 3.2 

IgG(mg/ml) 32.0 0.6 

Ca(％) 0.26 0.13 

ﾋﾞﾀﾐﾝ A 

(μg/100g) 

295 34 
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がある場合には IgG濃度が低いことがあるので、凍結初乳や初乳製剤を補助的に給与することが望まれる。         

また、体細胞が多い（乳房炎）乳や血乳は、子牛の下痢等の原因となるため給与すべきではない。初乳は凍

結前後の成分変化が少なく１年間程度保存が可能であるが、凍結初乳の融解は、60℃以上の高温によるタン

パク変性や細菌増殖を防ぐため、45～50℃の湯せんですばやく溶解し給与する必要がある。 

現在、各種の初乳製剤が市販されているが、含有 IgG量が明示された製品を選択すべきである。一般的な

初乳製剤は１包装中の含有 IgG量が 60g以下で、母親の初乳の補助的給与を前提としたものが多く、初乳製

剤のみを投与する場合、６時間以内に２回（２袋）給与するよう指示されているので、事前に給与方法を確

認しておくことが必要である。 

福島ら（兵庫県農総セ 2004）は、母親の初乳を摂取した和牛子牛の血中 IgG濃度 41.8mg/mlに対して、３

種類の初乳製剤を分娩 30分以内と 7～17時間後の２回給与した子牛の血中 IgG濃度はそれぞれ、8.9、10.1、

12.9mg/ml と有意に低く、免疫に必要な 10mg/ml が確保されない製剤があることを報告している。また、初

産牛の場合、母親の初乳のみでは、子牛の血中 IgG濃度が 10mg/mlを下回る個体が認められたが、分娩後 30

分以内に凍結初乳、初乳製剤を補助的に給与し、その後自然哺乳を行った場合は、最少の個体でも 15.5mg/ml

となり、初産子牛には凍結初乳あるいは初乳製剤の補助的投与が有効であることを同時に報告している。 

 

７  豚の分割授乳 

 豚では、10 頭以上の子豚が約 30 分間隔で娩出

され、早く生まれる子豚が、乳量の多い前方乳頭

で吸乳し、IgG 濃度の高い初乳を十分に摂取する

一方、遅く生まれる子豚は、乳量の少ない後方乳

頭で IgG濃度の低い初乳をわずかに摂取すること

しかできない。「分割授乳」は、すべての子豚に

均等に初乳を飲ませ受動免疫レベルを均一にする

方法であり、子豚の損耗率の低下に有効である。 

 「分割授乳の方法」 

① 分娩柵内にコンテナ（又は段ボール箱）を設

置する。                     

② 分娩が終了したら、大きい子豚から順に半数

をコンテナに入れ１時間隔離する。              写真２ 豚の分割授乳 

（この間に小さい子豚が初乳を摂取する。） 

①②の隔離哺乳を 24時間以内に２回行う。 

 

８  まとめ 

 子牛や子豚は、免疫組織が発達して自分で獲得免疫をつくれるようになるまでに最低でも２週間以上が必

要であり、生命を維持するためには、母親の「初乳」から受けとる免疫グロブリンが最低限必要な物質であ

る。また、牛下痢５種混合ワクチン、牛豚の大腸菌ワクチン、豚萎縮性鼻炎ワクチン等、初乳からの移行抗

体により効果を発揮するワクチンが多く存在し、それらの製剤の効果を確実に得るためには、子畜に高品質

な初乳を十分摂取させることが重要である。現場においては、分娩前後の管理状況が、その後の子牛や子豚

の健康状態に大きく影響することを念頭におき、広い視野を持って農家指導を行うことが必要である。 
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