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  今 月 の 農 政 情 報   

 

「岐阜県就農支援センター」で冬春トマトの担い手育成研修スタート！ 
 

 

１ はじめに 

 県では、新規就農者、雇用就農者、定年帰農者、農業参入法人などを幅広く地域の担い手としてとらえ、

平成２６年度からの３年間で１，０００の担い手を育成する「担い手育成プロジェクト１０００」に取り

組んでいる。 

その一環として本年４月に「岐阜県就農支援センター」を開設し、６月１６日より第１期生の研修を開

始する。また、研修開始に先立ち、６月１１日にはオープニングセレモニーを開催する。 

 

２ 岐阜県就農支援センターの概要 

【施設】 

○所 在 地：岐阜県海津市海津町平原 1165番地 

○敷地面積：23,343㎡ 

○施  設：生産実習施設［ポット耕栽培ハウス］3,456㎡（1,728×2棟） 

              ［土耕栽培ハウス］432㎡（比較検討用） 

        事務研修棟 249㎡（事務室、研修室、検査診断室 等） 

        作業棟   126㎡（出荷調製室、車庫、農薬等保管庫） 

 

【研修】 

○研 修 者：４名（県内就農を条件に県内外から募集）  

○研修期間：４月から翌年の５月の１年２か月間 

（平成２６年度生は６月～翌年５月までの１年間） 

○研修内容：岐阜県が開発した「トマト独立ポット耕栽培システム」を活用した「冬春トマト」の栽培 

技術や農業経営に必要な知識・技能等について、栽培実習を中心として講義・演習を交え 

た実践研修 

○研修条件：研修受講料は無料 

 

【就農支援】 

研修修了後の就農に向けて、岐阜県・市町村・ＪＡグループ等が一丸となって、農地・施設の取得 

及び資金調達等を支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 トマト独立ポット耕栽培システム         図 2 研修ハウスの遠景  

 

平成 26年 3月 
完成 

平成 26年度完成予定 
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３ 研修者の概要  
 

性別 年齢 出身地 就農希望地 

男性 40 各務原市 海津市 

男性 47 海津市 海津市 

男性 44 千葉県 海津市 

男性 28 愛知県 海津市 

 

 

４ オープニングセレモニーの概要 

 
(1) 日 時 

   平成２６年６月１１日（水）１３：３０～１４：５０ （雨天決行） 

 

(2) 会 場 

①開所式(除幕式)：岐阜県就農支援センター（海津市海津町平原 1165） 

②入所式、激励会：海津公民館「文化センター」多目的ホール（海津市海津町高須 585-1） 

③意 見 交 換 会：海津公民館「文化センター」視聴覚室２  

 

(3) 内 容 

①開所式          ［１３：３０～１３：４０］ 

   ・除幕の来賓等：岐阜県知事、農林水産省東海農政局長、岐阜県議会農林委員長、地元岐阜県議会 

           議員、海津市長、海津市議会議長、西美濃農業協同組合代表理事組合長、西美濃農 

業協同組合海津トマト部会長、岐阜県農業会議会長、（一社）岐阜県農畜産公社理 

事長、岐阜県農業協同組合中央会長、全国農業協同組合連合会岐阜県本部長 

         ※終了後、入所式及び激励会会場（海津公民館「文化センター」）へ移動 

②入所式          ［１３：５０～１４：００］ 

   ・記念品贈呈（知事より第１期研修生４名へ） 

・主催者あいさつ（岐阜県知事） 

   ・来賓あいさつ（東海農政局長） 

  ③激励会（主催：海津市）  ［１４：００～１４：５０］ 

   ・主催者あいさつ（海津市長） 

   ・地元代表あいさつ 

   ・事業経過説明 

   ・地元から研修生へ花束贈呈 

   ・懇談 ※地元先輩農家などから激励の言葉、海津市の紹介 

   ・研修生決意表明 

  ④農業の担い手育成に係る意見交換会［１５：００～１６：００］ 

   ・出席者：副知事、県議会農林委員長、地元県議会議員、海津市長、海津市議会議長、 

西美濃農業協同組合長、西美濃農業協同組合海津トマト部会長、岐阜県農業会議会長、 

（一社）岐阜県農畜産公社理事長、岐阜県農業協同組合中央会長、全国農業協同組合連合

会岐阜県本部長 

   ・内 容：担い手の育成について 

 

５ 第２期生の募集 

①募集期間  平成 26年 6月 2日（月）から 7月 31日（木）午後 5時まで 

          （郵送の場合は、募集期間中に必着） 

②募集説明会 ○日 時：平成 26年 6月 29日（日）9時 30分から 12時 

       ○場 所：岐阜県農業技術センター（岐阜市又丸 729-1） 

③参加申込  農業経営課担い手対策室就農支援係
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント 
  
 
 

沖縄地方が平年より５日程早い５月５日に梅雨入

りし、本県でもいよいよアジア・モンスーン気候の

顕著な特長‘梅雨’を実感する季節となった。これ

は、高温・多湿の北太平洋高気圧と低温・少湿の寒

冷高気圧が押し合うためで、南中高度が 80度にも達

する６月 21日の夏至の頃には１日あたり 7,500kcal

／㎡の日射量が降り注ぎ、晴れれば暑く、逆に愚図

つけば冷え込むといった微妙な天候になる。しかし、

一見厄介ものの梅雨も、台風と並んで夏の作物を潤

す貴重な給水源であり、また味噌や醤油といった糖

化力の強い酵素を分泌するカビを利用した独自の食

文化を育む源でもあると思えば歓迎したくなる。 

さて、５月下旬頃から‘走り梅雨’の傾向となっ

ており本格的な梅雨のサインとも見てとれるが、名

古屋地方気象台が発表した３ヶ月予報によると、今

夏はエルニーニョ現象が発生する可能性が高く、梅

雨入りはやや遅めで、６月の降水量は平年並みから

やや少なく、７月に入ると前線の影響から降水量は

平年並みからやや多めの予想が出ている。 

＜東海地方の梅雨入りの平年：６月 ８日頃＞ 

＜    〃    梅雨明けの平年：７月 21日頃＞ 

これまで、岐阜市における４月から５月の気候は、

気温はほぼ平年並みに近い気温推移を示したが、降    図１ アメダス気象図（岐阜市：H25～H26） 

水量は４月が 100mm（平年比 62％）、５月４半旬ま 

での降水量も 45mm（平年比 41％）と極めて少なく推

移した。このことがマイマイガやカメムシ類など、

昨年の影響とともに多発生の一因かもしれない。 

過去の異常気象の例からも、梅雨の時期よりも台

風に刺激された秋雨前線の活発化による９月の豪雨

災害の方が発生数も多く被害程度も大きいのが一般

的である。しかし、時には梅雨明けに近い７月以降

に台風に刺激された梅雨前線による被害が想定され、

特に図２にあるように他県に比べ雨の多い本県にお      

いては、十分な注意が必要である。             図２ 地域別の月別降水量比較 

 

 

１ 麦 類 ～雨害～ 

麦類の収穫期に雨の多い日本では、穂発芽、赤かび病、褪色粒といった雨害が発生しやすい。麦類の雨害

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

 

(1) 穂発芽 

穂発芽は、収穫前の降雨により、立毛中に穂上の種子が発芽してしまう現象で、発生のしやすさは、品
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種の間で差がある。県内で栽培される主な品種の穂発芽性は、表１のとおりで、六条大麦の「ミノリムギ」、

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

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

に蓄えられているデンプンなどが消化、分解されてしまうため、品質が低下する。 

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

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

くなるので、速やかに収穫を行い、収穫物をできるだけ速く乾燥させる。 

 

(2) 赤かび病 

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

1.1ppm に設定したことを受け、農林水産省は食用麦の農産物検査規格について、赤かび病による被害粒

の混入率の上限を 1.0％から 0.0％に改正した。かび毒のリスク低減に対する要望は高まっているが、県

内で栽培される主な品種の赤かび病抵抗性は、表１のとおりいずれの品種も「弱」から「中」であり、赤

かび病が発病しやすく、注意が必要である。 

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

穫後は速やかに乾燥させるとともに、乾燥調製施設における赤かび病被害麦との仕分けを徹底するため、

粒厚選別や比重選別などによる選別作業を実施する。 

表１ 麦類の穂発芽性と赤かび病抵抗性 

麦種 品種名 穂発芽性 赤かび病抵抗性 

小麦 農林 61号 難 中 

イワイノダイチ 難 中 

タマイズミ やや難 やや弱 

さとのそら 難 中 

六条大麦 ミノリムギ 易 弱 

ファイバースノウ 易 やや弱 

さやかぜ 極難 やや弱 

 

(3) 褪色粒 

収穫が遅れると降雨により褪色粒が発生する。褪色粒は、種皮の色があせて光沢を失い、品種本来の色

から白っぽくなったものであり、被害粒として扱われる。雨害の他、高水分で収穫した麦を高温で乾燥す

ると発生する。褪色粒の発生を防ぐには、適期収穫に努めることが重要であるが、ほ場毎の収穫適期を的

確に判断し、気象予報に基づいて計画的かつ効率よく収穫作業を進める。また、入梅期には、収穫できる

日数が限られるため、事前に収穫機械や乾燥調製施設を整備し、短期間で収穫・乾燥作業を終えるよう準

備しておく。 

 

２ 大 豆 ～湿害～ 

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

底する。 

(1) 麦－大豆体系での排水対策 

麦作ほ場で確保した排水性を利用して、大豆の播種作業を行う。麦の収穫は、良好な天候、土壌条件で

行い、大豆の播種作業への影響を避ける。また、大豆の播種作業前には、額縁への連結と水尻の再整備程

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

 

(2) 大豆単作での排水対策 

ほ場条件の良い時に排水対策を確実に行う。ほ場の周囲とほ場内に明渠を設け、明渠の間隔は、ほ場の
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区画、使用する農機、土質に応じて設定する。サブソイラー等の補助暗渠（弾丸暗渠）は、深すぎないよ

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

ので、保守点検を行い、排水口にしっかりと繋いでおく。 

 

(3) 湿害による出芽不良の対策 

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

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

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

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

すい（土壌表面に固い層が形成する)ほ場で改善効果が高い。 

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

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

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

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

するので、ほ場の排水対策は徹底しておく。 

 

 

３ 野  菜  ～長雨対策～ 

水害は浸水・冠水の時間及び水温等によって被害程度が異なる。また、水害は野菜の種類によって被害に

対する強度が異なる。特に水田転作畑を利用した栽培では危険度が高い。 

一般に土壌空気率が 10％以下になると、根の呼吸に必要な酸素が不足して正常な生育が望めなくなり、根

腐れの原因となる。根の伸長に必要な空気率は 13～17％以上であり、根の活動を盛んにするには 20％以上が

必要である。 

表１ 野菜の種類別冠水抵抗性（６月下旬） 二井内（1953） 

冠水程度 作物名 

5.5時間以下で影響を受けるもの きゅうり、トマト、キャベツ、だいこん 

７～８時間   〃 いんげん、ほうれんそう、かぼちゃ、たまねぎ 

１日間     〃 大豆、ごぼう、なす、セロリー 

 

(1) 事前対策 

○1  低湿で浸冠水が常発する地域では十分な排水対策をしておく。 

ア 排水溝や暗渠排水の整備  

イ 排水ポンプの準備 

ウ 高アゼ、遮水壁を設置する。 

○2  浸冠水が発生しやすい時期は予防策を考えた栽培をする。 

ア 高畝栽培  

イ 強雨による傷害や泥のはね上げ、土の流亡を防ぎ、土壌水分の安定を図るため、マルチ栽培にする。 

ただし、高温期は敷きわら、敷き草を併用する。 

ウ 苗床は特に排水がよいほ場を選び、強風、豪雨にたたかれないようにビニール等で被覆をする。 

○3  被害が発生しやすい地域では、は種時期や定植期を調整し、予備苗や種子を準備しておく。 

○4  被害の常発期には病害虫の予防散布間隔を短くし、特に疫病や軟腐病の予防散布を励行する。  

 

(2) 応急対策 

○1  地表面を速やかに排水する。 

ア 排水路の整備 
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イ ポンプによる強制排水 

ウ 遮水壁（ビニール等）による雨水の侵入防止 

        排水が終わりしだい、洗浄を兼ねた予防散布を行う。 

○2  土壌が乾燥して地表面が固まると土中は酸素不足となるから、早めに地表面を破る程度の軽い中耕を

する。 

○3  根が洗い出された野菜は軽く中耕・土寄せをする。 

④ 肥料が流亡しているほ場が多いから、野菜に回復の兆しが見えたら、500～600倍の液肥を施す。 

 

 

４ 野 菜（高冷地） ～梅雨時期の長雨・低日照対策～ 

 梅雨に入ると、高冷地においては、長雨・低日照と低温による農作物への影響が大きいため、気象状況を

十分に把握し、その対策が必要となる。 

 梅雨時の日照不足は、植物体による光合成が低下し、炭水化物やタンパク質含有率の低下とアミノ酸やア

ミド態等可溶性窒素含有率の増加が起こり、植物体の病気に対する抵抗性が低下し、また、多湿となってい

るため、病原体の増殖や侵入に好適な環境になっている。 

 

(1) 野菜全般 

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

では、強制排水のポンプを用意しておく。 

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

あれば補修し、風雨が吹き込まないようにする。 

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

回復のため葉面散布剤等による樹勢の回復を図る。 

 

(2) ほうれんそう 

  ① 長雨による事故品対策  

６月中旬以降の梅雨時期からは例年、腐敗等による事故品の発生が問題となる時期である。ほ場準備

の段階から、暗きょや明きょの設置により基本的な排水対策の徹底を図ることが重要となる。 

天候状態に気を配りながら、ほ場条件に応じて生育期の潅水量や潅水終了時期を調節することも必要

となる。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除   

  ア べと病 

曇天や降雨が続く梅雨時の低温期に発生が問題となるが、分生子の発芽適温は８～18℃（高山市内：

４／上～６／上、９／下～11／上）とされ、高標高地帯においては夏にも発生が見られる。特に近年

は今までの抵抗性を侵すレースの発現により初期からの予防防除が重要となる。また、夜間の多湿条

件は発病を助長することから夕方の潅水は避け、併せてこまめな換気も有効である。 

イ ホウレンソウケナガコナダニ 

比較的低温で多湿条件を好み、発育適温は 10～20℃（高山市内：４／中～６／下、９／中～10／下）

とされるが、30℃前後までは生育可能なため高標高地帯は特に注意が必要である。未熟な有機物やほ

うれんそうの残さ等の未分解有機物を餌として増殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害

を行うと考えられる。特に低温期は有機質肥料の施用は避け、薬剤散布はコナダニの生息する株の中

心部に薬液がかかるよう丁寧に行うとともに、発芽や生育むらを避け、生育期間中（は種後２～３週

間前後）の土壌水分を下げ過ぎないように注意する。 

   

(3) トマト 

① 適正な樹勢の維持 
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梅雨期間の日照不足は、樹勢が低下しやすく、着果が不安定になりやすい。そのため、低段の着果負

担を軽減し、樹勢の維持を図るとともに、中央の畝を中心に潅水を定期的に行い、一定量の追肥は継続

する。 

通常の管理では、樹勢の維持が困難な場合は、葉面散布により樹勢回復を促す。 

ア 摘果を確実に行うことで、着果負担を減らし、樹勢を維持するが、樹勢が弱い株は１～２段を２果

以下に摘果する。 

  イ 雨天が続いた場合もハウス中央が乾燥しやすいため、２～３日に１回は潅水を行う。 

  ウ 降雨・曇天が続く場合は根の動きが鈍いため、生長点付近を中心に最小限度の散布量での葉面散布で

養分補給を行うことは有効な手段である。 

② 曇天・長雨・低温による病害虫防除 

ア 灰色かび病、葉かび病が多発する環境下にあるので、梅雨時の発生前までの予防防除が重要である。

また、同一系統の薬剤を連用せず、必ず系統の異なる薬剤による防除を行う。 

 

５ 果 樹 ～湿害対策～ 

  梅雨期に入って４～５日雨続くと、それまで健全そのものだった樹でも、根に湿害を受けた結果として、晴天時

に葉が垂れて水分不足の状態を示したり、湿害程度の激しい場合には葉が黄化し落葉したり、果実もカキでは落果

やトラ柿、ナシではゆず肌果などの症状が現れる。 

 

(1) 湿害発生の機構 

春から夏にかけて発生する湿害は、発生は急で（３～４日程度）、その症状も激しい。また、地温が高いほど

短時間で発生する。 

この理由は、土壌微生物が活動するためである。すなわち地温がおおよそ 15℃になると、それまで休眠して

いた土壌中の微生物が活動を始める。微生物の中には生きるために酸素を必要とするものと、酸素を必要としな

いものとがあるが、通常の土壌条件では、酸素を必要とする微生物が大半を占めている。 

したがって、春から夏にかけて樹木が活発に伸長、養分吸収を行っている根と、活動を始めた微生物とが生き

るための活動エネルギーを得るために盛んに呼吸を行って、土壌中の酸素を消費する。この状態のときに長雨に

よって地表面からの酸素を供給する道（孔げき）が水浸しになると、根と微生物は酸素不足に陥る。しかし、微

生物はこのまま死なず、生きるためにあらゆる手段を尽くして酸素を求めようとする。すなわち、地表面から酸

素の供給を断たれた微生物は、土壌中の無機物や有機物と結合している酸素を奪い取り、それで呼吸を行う。そ

の結果、酸素を奪われた無機物や有機物は根に強い毒性を持つ還元物質となり、これが果樹の根を著しく害し枯

死させるのである。 

 

(2) 耐湿性 

一般に果樹の耐湿性は、モモ・イチジクおよびナシはきわめて弱いのに対し、ブドウはやや強く、カキは水田

のあぜに植えてもよく育つほど耐湿性が強い（表 1）。 

耐湿性のやや強いブドウは、根の中に地上部から空気が送られる通気組織が発達しており、土壌中か

ら酸素が採れなくても呼吸ができる構造を持ち、さらに根に有害な還元物を酸化して無害なものにして

いると考えられている。 

一方、カキは根の中にシブ（タンニン：鉄酸化物）を多く含み、このシブが有害物質と結合して根が

害されるのを防いでいるため、耐湿性が強いと考えられている。 

 

(3) 排水対策 

ほ場整備工事における排水の目安は、地表水は４時間以内に、土壌中の過剰水は 24時間以内に排出できるこ

とである。排水方法は、暗渠を設置し、土壌中の水分停滞を防ぐのが基本である。水田転換園等で、暗渠を設置

せずに開園した園では、明渠を設置し、園地表面に停滞水が残らないようにする。 

なお、冠水した場合は、葉の黄変落葉等の症状が現れてからでは手遅れなので、できる限り速やかに排水対策
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に努める。さらに長期の滞水で被害が発生した場合は、土壌表面が乾いてから軽く中耕を行い、土壌中に酸素を

供給して、新根の発生を促すとよい。 

  表１ 鉢植えの各種果樹の根群の耐水性の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 花き（長雨、低日照における管理について） 

東海地方では６月８日（平年値）に梅雨入りし、およそ１か月半の雨の季節を迎える。長雨、日照不足に

よる花きの品質低下や病害被害等を防ぐため、以下の点に留意して管理を行う。 

露地栽培（小菊等）においては、排水対策を行うとともに、跳ね上がりは病害発生の原因となるため晴れ

間をみて葉裏への予防散布を行う。施設栽培（切バラ・鉢物等）では、軟弱徒長を防ぐため遮光資材の使用

状態を確認するとともに、施設内が高湿度になることから循環扇などを利用してこまめに換気を行う。 

また、べと病、灰色かび病などの予防防除を実施する。 

 

 

７ 果樹・樹木・花木 ～マイマイガの防除対策～ 

 ドクガ科に属する蛾の一種であるマイマイガについては、昨年の大発生を受け、本年においても越冬卵か

らの孵化幼虫の発生に注意してきたが、本年４月中旬以降になって飛騨地域の果樹園をはじめ、岐阜市周辺

の柿園及びその周辺でも幼虫による食害を多く確認している。 

現在、個体数は小康状態ながらすでに終齢幼虫が確認されており、今後、新たに第一世代幼虫の発生によ

り、さらに被害が拡大する可能性もあるので、引き続き病害虫防除所等関係機関の情報に注意するとともに、

果樹類をはじめ周辺の樹木や花木に対し、適切な防除対策を実施する。 

 

(1) 注意深い観察 

 ○果樹をはじめ庭木等における若齢幼虫のコロニー発見に努める。 

 ○特に食害ダメージの大きい果樹の幼木に注意する。 

(2) 卵塊の除去 

 ○幹や枝の卵塊は見つけしだい削り落とし踏殺する。 

(3) 薬剤による防除 

 ○薬剤による効果は、若齢幼虫（１～２齢）への効果が高く、中齢以降は効果が落ちるので、若葉の食

害、若齢幼虫を目にしたら早めに防除する。 

 ○日中は陽光を避けて枝幹周辺に集まることが多いので、農薬散布は枝葉部分だけでなく樹幹にも十分

に行う。また、吐糸により風で移動するので風の強い日は避ける。 

 ○登録のある主な農薬（対象：マイマイガ、ケムシ類） 

   プロチオホス剤、ＭＥＰ剤、エトフェンプロックス剤、ジノテフラン剤など 

   ※農薬の使用に当たっては、最新の登録情報により適正に使用する。 

         http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm 

http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報 
  

野菜土壌の硬盤層破壊と作土層拡大による生育改善 

 

１ はじめに 

作物が土壌中の養水分を十分に吸収し、成長するためには、根が深く伸びることが大切である。硬盤層が

あり、排水不良や根の発達を妨げている場合には、深耕により硬盤を破壊し、作土を広げることが必要であ

る。 

 

２ 機械走行と硬盤層形成 

水田は湛水するため、硬盤（鋤床）は不可欠であるが、畑地ではこの硬い層は野菜の根の伸長を著しく阻

害し、透水性を低下させ、湿害等の原因となる。 

また、圃場では繰り返しの大型機械走行での土壌踏圧により、作土の下に硬盤層が形成されてくる。北海

道立十勝農試でのトラクター走行による土壌の硬度試験では、タイヤ直下の深さ 15～40cm、幅 30～140cm付

近に強い力がかかり、土壌が硬くなっていた（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 農業機械走行による圃場下層の土壌硬度分布（2001、北海道農業試） 

 

３ 土壌硬度と野菜生育 

硬盤層は多くの畑でみられるが、特にその硬さが問題となる。野菜の場合、山中式硬度計で 20mmを超える

硬さの硬盤層となると、生育不良となる（図 2）。硬い硬盤層が出来ると、野菜の根がまっすぐに伸びるこ

とが出来ず、甜菜では根先が曲がったりする（図 3）。 

図 2  生育不良野菜畑での層位別土壌硬度         図 3 硬盤層で根が曲がった甜菜 

注：土壌硬度は山中式硬度計で測定       （写真：ホクレン清水製糖工場西部原料所）   

（全農グリーンレポート） 
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４ 他県での野菜各品目の調査事例 

(1) ダイコン 

 岩手大学では 3 回転圧区は深さ 25～30cm に約 4kg/㎠

の硬盤を、5回転圧区では 30～35cmに約 7kg/㎠の硬盤

をもつ圃場をつくり、ダイコンの栽培試験を行った。 

初期は転圧区の生育が良かったが、中期以降は転圧回

数の多い区の生育が劣り、根形も股状の岐根を生じるこ

とから、同じ畝間を 2～3 回以上、トラクターが走行し

ないよう留意する必要があった（表 1、図 4）。 

 

表 1  転圧処理とダイコンの生育・収量 

（岩手大学農学部・長崎明ら） 

                                                         図 4 転圧回数とダイコンの根形 

（岩手大学農学部） 

(2) タマネギ 

北海道の網走支庁管内のタマネギ畑の実

態調査では、硬盤層の出現位置と収量には相

関関係がみられ、特に硬盤層が 15cm 付近に

出現する圃場のタマネギ収量が極めて少な

い傾向にあった（図 5）。 

 

 

 

 

図 5  現地タマネギ畑における硬盤層の出現位置と

収量（網走支庁データより抽出） 

 

(3) イチゴ 

2003年に佐賀県内のイチゴ栽培圃場（「さ

がほのか」16 圃場、「さちのか」10 圃場計

26 圃場）の収量の多い圃場と劣る圃場の土

壌実態調査を行ったところ、土壌物理性に次

のような違いが見られている。 

① 収量が多い圃場は根群域が 25cm以上深 

く（図 6）、土壌硬度が軟らかい傾向にあ  

る。 

②排水が悪い圃場では下層土の孔隙率が小さ  

く、根の褐変がみられ、収量が少ない。                                                              

図 6 いちご土壌の根群分布と収量性（佐賀県農試） 
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(4) キュウリ 

キュウリの収量が多い圃場では作土が

深く、根が深くまで伸長しており、作土深

とキュウリの収量との間に相関関係が見

られている（図 7）。 

 

 

 

 

 

図 7  作土の深さがキュウリ収量に及ぼす影響 

                                 （こうち農業ネット、3-2土づくりの基本） 

 

５ 深耕の方法 

 深耕ロータリー、プラウ等による方法が一般的である。礫などがあった場合はバックホー等、通常の作業

機ではなく大がかりになる。現地では、手軽なプラソイラーやサブソイラー等の部分深耕が行われる。施設

園芸では土壌表層に肥料成分が溜まるため、肥料成分が深耕土層全体に混ざるプラソイラーを選択すること

が多い。作業性や目的に応じた方法を選択することが望ましい。 

  

表 2 深耕、硬盤破壊の方法（日本土壌協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 県内産地での取り組み事例紹介（飛騨地域、夏秋トマト） 

(1) 産地内実態調査の実施 

飛騨地域の夏秋トマト産地においては、水田転作を中 

心とした地域は他地域に比べ、単収が低い傾向にあった。   

また、水田転作では近年のゲリラ豪雨の影響で、湿害

が増加する傾向にもあった（図 8）。 

そのため、飛騨管内の A及び Bトマト部会において、

飛騨農林事務所、JA ひだ、肥料メーカーが協力し、土

壌硬度の調査を実施した（計 27点）。   

 

 

 

図 8  夏秋トマトの湿害（飛騨農林事務所） 

                                

その結果、硬盤層の存在が判明しただけでなく（図 9）、部会内の平均単収者は作土が浅く、土壌が硬

い傾向であるのに対し、上位単収者は作土が深く、土壌が軟らかい傾向が判明した（図 10）。 

土層区分 方法 主な機械 

有効土耕改良（畑） 

（耕深 50cm以上） 

混層耕 混層耕プラウ、バックホー 

客土、除石 ブルドーザーとダンプトラック 

深耕（畑） 

（耕深 25cm以上） 

全面深耕 深耕プラウ、深耕ロータリー 

部分深耕 プラソイラー、サブソイラー、トレンチャー 
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図 10 貫入式土壌硬度計による調査 

（2013、飛騨農林事務所） 

図 9 硬盤層で根が伸びない           注：調査場所は畝下ではなく、通路 

（2013、飛騨農林事務所） 

 

(2) プラソイラーを用いた硬盤層破壊の実証 

実証（図 11）を行った C農家の土壌硬度を調査した結果、深耕前に比べ、深耕後は土壌耕度が深くなっ

た（図 12）。また同農家の単収は前年対比で＋1.9t/10aと大幅な増収となった。 

同様に実証を行った D農家では、今まで悩まされた湿害が無くなったうえ、混層により土壌の化学性も

改善されている（表 3）。 

図 11 プラソイラーを用いた硬盤層破壊                

（2012、飛騨農林事務所）            図 12 深耕前後の土壌硬度の比較 

                        （2012、飛騨農林事務所）              

 

表 3 深耕前後の土壌化学性（作土 15cn） 

（2013、JAひだ） 

 

 

 

 

 

 

参考文献：「土壌診断と作物生育改善」「土壌診断と対策」（日本土壌協会） 

 飽和度（％） 

石灰 苦土 カリ 塩基 

深耕前 84 13 5 102 

深耕後 53 17 5 75 
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果樹カメムシ類の生態と防除対策 

 

１ はじめに 

 本県では平成 26年 5月 22日付で病害虫防除所から果樹カメムシ類の発生予察注意報が出された。前年度

は 9月 5日付けで同注意報が出されていること、病害虫防除所の過去 14年間のカメムシの越冬量調査結果の

うち今年度は 2番目に越冬量が多い結果(図１)からも今春

の多発か予想されていた。 

また、全国的にも福岡県をはじめ、西日本の果樹の主要

県でも本県に先駆けて注意報が出されていることから、全

国的に注意の年となっている。 

果樹カメムシ類は、いろいろな樹種の果樹園へ飛来して

吸汁被害を与えること、防除しても果樹園から逃げ去るこ

ともあり、難防除害虫である。 

今後、気温の上昇とともに活動が活発となり、果樹類へ

の被害も多くなると想定されるので、ここでは果樹カメム

シの生態と防除対策について紹介する。           図１ チャバネアオカメムシの越冬量 

（病害虫防除所調べ） 

２ 果樹カメムシの種類 

 果実を吸汁し被害を与えるカメ

ムシは、チャバネアオカメムシ、

ツヤアオカメムシ、クサギカメム

シの 3種（写真１）が中心となる。

本県の平坦部ではチャバネアオカ

メムシが被害の中心となり、飛騨

地域等の山間部ではクサギカメム  図１ チャバネアオカメムシ（左）、ツヤアオカメムシ（中）、 

シが中心となる。                              クサギカメムシ（右） 

 

３ カメムシの被害 

 果樹カメムシ類は、ほとんどの果樹を加害する。その被害の時期や加害量は年によって変動が大きく、一

夜で大被害を被る場合もあるので、十分注意が必要である。 

 被害果の症状は、吸汁部の果肉がスポンジ状に変質し、周りの正常な部分の肥大から取り残されて果実表

面に凹みを生じるというのが一般的である。また、幼果の早い時期に果害されるとカキ、ナシ、モモなどで

は落果することもある。 

 

図２ 果実の被害の様子 (左)カキ、（中）ナシ、(右)モモ 
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４ カメムシの生態（チャバネアオカメムシ） 

 果樹カメムシの成虫の寿命は約１年と長く、夏に羽化した成虫がそのまま越冬し、翌年の夏に産卵する。 

７月までは越冬成虫が加害し、８月以降は当年世代成虫が加害することになる。 

(1) 越冬  

上記 3種のカメムシは、いずれも成虫で越冬する。越冬場所は種類によって異なり、チャバネアオカメ

ムシは主として常緑広葉樹林の落葉の下、ツヤアオカメムシは常緑広葉樹の樹冠内、またクサギカメムシ

は作業小屋の中や建物の壁の隙間、大木の樹皮の下などで越冬する。 

(2) 餌植物 

成虫の餌植物は 100種以上知られているが、最も好きな餌はスギ・ヒノキの

球果（種子）である。ヒノキ等の針葉樹の球果がない場合は、サクラ、クワ、

キリの実に移る。これらの実が無くなると果樹も加害し始める。果樹は本来の

餌ではなく、仕方なく吸汁するのである。 

針葉樹の球果はカメムシが繁殖するためには必要な餌です。モモやナシの幼     図３ ヒノキの球果 

果を与えられた場合、卵巣が発達せず、子孫を残すことができないことがわか 

っている。また、マメ科植物の実も嗜好性が高   

いことが知られており、えだまめ、いんげんな   

ども好んで吸汁する。 

(3) 生活環 

越冬場所から出てきた成虫は、4月下旬頃（平 

坦地）からサクラの実などを餌に、クワ、キリ  

などと食いつなぎ、スギ・ヒノキの球果で産卵  

し、増殖する。その間に餌不足になるとウメ、 

ナシ、カキなどに飛来し加害する（図－２）。 

(4) 飛翔距離 

フライトミルという飛翔能力を測定する機械で 

測定した実験では、1日の平均飛翔距離は５Kmという結果がある。 

スギ・ヒノキにおけるチャバネアオカメムシの滞在日数は、３～４日と言われており、移動性の高い昆

虫である。 

(5) 活動の日周性 

果樹カメムシは夜行性で、特に日没から 1時間までが最も盛んに飛翔し、加害する。昼間も果実にいて

吸汁するものもいるが、多くは葉裏や果実と果実の隙間に隠れている。 

 

５ 防除対策 

(1) 発生量の予測 

  スギ・ヒノキの球果の豊凶がカメムシの繁殖、発生量に大きく影響する。球果が豊作の年はスギ・ヒノ

キ林で大量に増殖する。増殖したカメムシは翌年の春から夏に多発する。一方、越冬量が多い割にスギ・ヒ

ノキの球果が少ない場合は、餌にありつけなかったカメムシは別の餌を求めて移動し、果樹園に飛来する。

越冬量が多い割に球果が極端に少ない場合は、7 月の越冬成虫の飛来量が多くなる。このように飛来時期は

越冬量と球果とのバランス次第で変わってくる。 

また、球果の量は花粉飛散量と相関が高いため、花粉飛散量データで翌年のカメムシの発生量を大まかに

予測することが可能である。ただし、地域によって越冬量や球果量に差があるため、いつ、どこに、どの程

度飛来してくるか予想することは困難である。 

(2) 園地での確認 

  果樹園に侵入したカメムシを観察で見つけることはなかなか困難である。作業中に目につくようなとき
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は、すでにかなりの数が侵入していると思われる。また、被害も吸汁された後、果実の肥大とともに変形

するまでは分かりづらいので、手遅れにならないように注意が必要である。 

(3) 発生予察の判断 

  カメムシを適期に防除するためには、  

発生予察情報を活用すると便利である。 

トラップへの誘殺数と果樹園への飛  

来時期は必ずしも一致しないので飛来  

時期の予測は困難だが、スギ・ヒノキ  

林から離脱して移動し始めた様子は判    

断できるので、最寄りの地域の誘殺情  図４ フェロモントラップと誘殺されたチャバネアオカメムシ 

報を参考にするとよい。 

  ライトトラップ（強い光による予察）及びフェロモントラップ（集合フェロモンによる予察）での調査

は、病害虫防除所及び各地域の農林事務所、ＪＡ、生産組織などが調査を行っているのでご相談されたい。 

(4) 農薬防除 

  果樹カメムシに有効な殺虫剤は、有機リン剤、合成ピレスロイド剤、ネオニコチノイド剤である。 

有機リン剤は即効性ですが、残効期間が短く、せいぜい１～3 日である。発生量の少ない時期に他害虫

との同時防除に使われる。 

  合成ピレスロイド剤は、殺虫活性だけでなく、殺虫効果が無くなった後でも長く吸汁阻害活性を発揮す

る。概ね 10 日間程度効くと考えられる。しかし、寄生バチなどの天敵類に対する影響期間が長く、ハダ

ニやカイガラムシなどのリサージェンスを引き起こす原因にもなので、必要最小限にする。 

  ネオニコチノイド剤は、殺虫活性は前述の 2剤より劣るが、吸汁阻害による被害防止が主な効果である。

残効は 10日間程度期待できる。クモ類、カブリダニ類には影響は少ないが、寄生バチに対する影響は長く

なる。剤によってはアザミウマ類、コナカイガラムシ類の同時防除も可能である。 

  果樹カメムシの薬剤防除の際には、単独防除では隣の果樹園に逃げ込んだりして効果が薄れるので、地

域一体となった広域一斉防除により効果が高まる。 

(5) 農薬以外の対策 

・防虫ネット（４mm目合い）・・・園地を被覆することでカメムシの侵入はほぼ完全に防ぐことができる。 

・黄色蛍光灯・・・チャバネアオカメムシに対して忌避効果が認められており、被害を軽減するのに効果 

がある。ただし、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシには忌避効果はない。 

 

６ 最後に 

冒頭で述べたように、今年度は 5月にカメムシの発生予察注意報が出されており、これからの果樹園への

飛来及び被害が心配される。今年度は越冬量が多く、スギ・ヒノキの花粉量が少なかったことから、早くか

らの被害が想定されるので、予察情報に注意する。特に、気温、湿度が高く、しかも風のない夜には活発に

活動するので、気象状況も考えながら適期防除に努める。 

 また、今年度は 5月 16日付けで飛騨地域に果樹マイマイガの発生予察注意報が出された。昨年から大発生

して 4月中旬以降に孵化し幼虫が果樹の新葉を食害する被害が出ている。幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が

低下するので、体長１cm 程度までの若齢幼虫の防除に重点を置くこと。また、老齢幼虫になるにつれ摂食量

が対数的に増加するため、速やかな防除が必要となる。防除にあたっては、適用病害虫名として「マイマイ 

ガ」、「マイマイガ幼虫」、「ケムシ類」と記載があるものを使用する。 
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制限哺乳による和牛の分娩間隔短縮と子牛の発育促進 
 

 （公社）全国和牛登録協会の調査では、平成 24年度の全国の黒毛和種平均分娩間隔 413.62日（13.6月）

に対し岐阜県は 396.39 日（13.0 月）で全国一の成績であるが、効率的な和牛繁殖経営は１年１産が理想と

され、分娩後 80日以内に授精を行うことが必要である（365日―285日（和牛の妊娠期間）＝80日）。 

 一方、子牛の哺乳方法には母牛と子牛を同居させて不断哺乳を行う「自然哺育」と、分娩後 3日程度で母

子を分離し人が代用乳を給与する「人工哺育」があり、「自然哺育」に比較して「人工哺育」の分娩間隔が

短い傾向にある。これは子牛の吸乳刺激により母牛の脳

下垂体前葉からプロラクチン（催乳ホルモン）が放出さ

れ、乳腺からの乳汁分泌を刺激すると同時に黄体機能を

維持させ排卵を抑制することが原因であるとされている。 

 しかし、乳牛は分娩後に１日２回の搾乳を行いながら

早期に発情を回帰させ人工授精を行うことに着目し、最

近和牛でも、母子分離飼育で子牛の頻回吸乳を不可能に

しながら、１日２回（15～60分／回）の母子同居時に自

然哺乳を行わせる「制限哺育」が普及しつつある。この

技術は、母牛の繁殖機能の早期回復が期待できるととも

に、2～3ヶ月齢での「早期離乳」と組み合わせて子牛の

人工乳摂取を促進し、子牛の発育改善を図る効果が期待      図１ 自然哺育時の子牛吸乳 

できる。繁殖農家の指導にあたっては、農家毎の経営事情、飼育環境、労働環境等を総合的に勘案して、最

も効果的な哺育方法を指導することが望まれる。 

 

  表１  各哺育法の比較 

 

以下に他県の研究事例を紹介する。(順不同) 

≪事例１≫（出展：茨城県畜産ｾﾝﾀｰ研究報告第 46号（2012年）） 

  齊藤隆夫ら；和牛子牛の制限哺乳が母牛受胎率および子牛の発育に及ぼす影響 

＜試験方法＞ 

(1) 制限哺乳区（16組）：生後 8日で母子分離し、朝夕 2回 15分づつ自然哺乳を行う。 

(2) 自然哺乳区（15組）：3ヶ月まで母子同居する。 

(3) 調査項目：3ヶ月齢までの子牛の発育、人工乳摂取量、下痢発生状況、繁殖成績。 

＜試験結果＞ 

(1) 体重、体高、一日増体重は制限哺乳区で大きくなる傾向が見られた（有意差無し）。 

(2) 人工乳摂取量は制限哺乳区が自然哺乳区より多くなった（雌子牛に有意差有り（P<0.05））。 

(3) 下痢の発生回数は制限哺乳区 151回（回復日数 2.0日）、自然哺乳区 209回（回復日数 2.9日）。  

(4) 分娩後初回人工授精までの日数は制限哺乳区で短縮された（有意差無し）。 

哺育方法 自然哺育 制限哺育 人工哺育 

哺乳方法 母牛が哺育 母牛が哺育 人が哺育（代用乳） 

哺乳回数 6～10回／日 2回／日 2回／日 

哺乳期間 3～6ヶ月 2～3ヶ月 2～3ヶ月 

作業手間 省力的 中程度 煩雑 

必要経費 安価 安価 高価（代用乳） 

子牛管理 困難 中程度 容易（人に慣れる） 

人工乳摂取量 少ない 多い 多い 

子牛下痢 多い・不衛生 少ない・子牛舎が衛生的 少ない・衛生的 

発情回帰 遅い 中程度 早い 



 

- 17 - 

 

   表２ 子牛の発育成績 

 

表３ 子牛の人工乳摂取量 

                                                   異符号間に有意差有り(P<0.05) 

表４ 繁殖成績 

 

≪事例２≫（出展：群馬県畜産試験場研究報告第 18号（2011年）） 

  中島信明ら；黒毛和種の制限哺育による育成技術 

 ＜試験方法＞ 

(1) 制限哺育区：生後 2～3週齢以降母牛から分離し、仕切り板の開閉により朝夕各 30分母子飼育場所 

で哺乳させる。 

(2) 自然哺育区：出生時から母子を同居して飼育し自然哺乳させる。 

(3) 調査項目：出生時及び離乳時体重を測定し、日増体量を算出した。 

 ＜試験成績＞ 

(1) 制限哺育により日増体重が高くなり、離乳日齢も短縮される傾向が見られた。 

(2) 制限哺育の開始時期は生後 3週齢未満より 3週齢以降の方が適当である。 

 

表５  哺育方法別離乳時発育  

                         異符号間に有意差あり A,B：P<0.01 

表６  制限哺育開始週齢と発育（平均±標準偏差） 

異符号間に有意差あり A,B:P<0.01、a,b:P<0.05 

 

哺育方法 制限哺乳区 自然哺乳区 

性別 雄(n=12) 雌(n=4) 雄(n=9) 雌(n=6) 

出生時体重(kg) 34.0±5.5 35.3±3.2 31.4±4.7 32.1±2.9 

3ヶ月齢体重(kg) 118.0±15.9 116.3±13.6 114.2±27.3 104.1±15.9 

体高(cm) 92.1±3.2 93.2±0.2 89.7±6.3 90.8±2.3 

DG(kg/日) 0.81±0.2 0.80±0.1 0.78±0.2 0.73±0.1 

哺育方法 制限哺乳区 自然哺乳区 

性別 雄(n=12) 雌(n=4) 雄(n=9) 雌(n=6) 

総摂取量(kg) 39.4±23.3 31.6±6.7 a 27.7±19.4 15.0±3.8 b 

飼料効率 0.45±0.23 0.39±0.09 a 0.35±0.23 0.22±0.09 b 

 制限哺乳区(n=6) 自然哺乳区(n=3) 

初回人工授精までの日数（日） 87.5±31.1 105.3±82.9 

人工授精回数（回） 2.2±0.8 2.3±1.2 

 

哺育方法 

雌 雄 

頭数 

(頭) 

生時体重 

(kg) 

離乳体重 

(kg) 

日増体 

g/day 

離乳日齢 

(日) 

頭数 

(頭) 

生時体重 

(kg) 

離乳体重 

(kg) 

日増体 

g/day 

離乳日齢 

(日) 

自然哺育 54 29.9 91,8 643 A 96.2 69 33.7 99.2 691 A 94.9 

制限哺育 28 31.2 96.4 754 B 87.0 25 34.6 107.8 901 B 81.6 

 雌 雄 

頭数 

(頭) 

開始日齢 

(日) 

日増体 

g/day 

頭数 

(頭) 

開始日齢 

(日) 

日増体 

g/day 

３週齢未満 15 14.2±2.9 734±125 a 8 15.8±2.2 786±131 A 

３週齢以上 10 26.7±4.8 819±69 b 16 24.6±3.6 959±124 B 
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≪事例３≫（出展：徳島県立農林水産総合技術ｾﾝﾀｰ畜産研究所研究報告第 3号（2003年）） 

  岡久靖司ら；肉用子牛生産性向上技術の確立について 

＜試験方法＞ 

(1) 離乳区：分娩後 3～5日に親子分離、代用乳で人工哺育を行う。 

(2) 制限哺乳区：生後 7日目まで親子同居。その後朝夕１時間１日 2回の哺乳を実施。 

(3) 親子同居区：生後 90日まで親子同居。 

(4) 調査項目：子牛の発育及び母牛の繁殖成績。 

 ＜試験結果＞ 

(1) 制限哺乳区と親子区の子牛の発育に差は認められなかった。 

(2) 制限哺乳区は親子同居区に比べ、初回排卵日数、初回発情日数が短縮された。離乳区 8頭中 6頭、 

制限哺乳区 7頭全頭で 1年 1産が可能となった。            

表７ 子牛の発育成績（子牛の体重） 

  

表８ 繁殖成績 

（注）親子同居区は受精卵供卵牛のため人工授精は行っていない。 

 

 日本飼養標準肉用牛（2008年版）では、4週齢の黒毛和種子牛の平均哺乳量は 7Lとされるが、全乳の代謝

ｴﾈﾙｷﾞｰ(ME)は 0.63Mcal/kgなので、子牛に供給される MEは約 4.41Mcal（0.63×7L）である。一方、50kgの

子牛を増体日量 0.8kg で育成するために必要な ME は 4.60Mcal(増体日量 1.0kg の場合は 5.25Mcal)、1 ヶ月

齢の雄子牛の標準体重は 56.6kg である。このことから、３週齢頃（体重 50kg）までは子牛の発育に必要な

栄養分を母乳だけで摂取できるが、その後は子牛の体重増加に伴う養分要求量の増加と泌乳期の経過に伴う

母牛の泌乳量減少により、母乳のみでは発育に必要な MEが不足し「人工乳（ｽﾀｰﾀｰ）」の給与が必要である

ことが判る。一般的な人工乳（TDN75%）1kg(ME=2.72Mcal)は、母乳 4kg（ME=2.52Mcal）に相当するが、「人

工乳（ほ乳期子牛育成用配合飼料」は、第一胃機能が未熟なほ乳期子牛にも養分供給が可能な「第一胃非分

解性蛋白質（CPu）」を多く含んでおり、「第一胃分解性蛋白質（CPd）」を多く含む「幼若牛育成用配合飼

料」では養分補給機能を代替できないことに注意が必要である。また、人工乳に配合される穀物（ﾄｳﾓﾛｺｼ、

麦等）には、第一胃内でゆっくり分解して VFA（特にﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、酪酸）を産生し、粘膜上皮（第一胃絨毛）

の発達を促進する効果があるので、8週齢で1kg/日、12週齢で2.5kg/日を目標に人工乳の摂取量を増加させ、

第一胃の反芻機能と VFA吸収機能の発達を促すことが望まれる。 
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 親子区（自然哺育） 制限哺乳区 離乳区（人工哺育） 

１週齢 28.8±5.1 29.3±5.9 31.4±4.4kg 

６週齢 53.7±7.4 55.7±46.3 46.3±6.7kg 

13週齢 92.8±10.3 100.5±16.2 82.6±8.8kg 

哺育方法 親子同居区（自然哺育） 制限哺乳区 離乳区（人工哺育） 

母牛頭数 ４頭 ７頭 ８頭 

初回排卵日数 42.0±18.8 19.1±7.0 16.3±6.9日 

初回発情日数 55.3±24.8 31.3±8.6 20.4±6.4日 

初回授精日数 ― 34.0±8.2 39.5±8.1日 

受胎日数 ― 47.0±5.8 46.5±18.6日 

授精回数 ― 1.6±0.8 1.3±0.5回 


