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「きたほなみ」の生育診断もこれで楽々、携帯型 NDVIセンサ 

 

農研機構 北海道農業研究センター 水田作研究領域 

 

１．背景と目的 

秋まき小麦「きたほなみ」の栽培指針では、生育

診断の指標として茎数や葉緑素計（SPAD メータ）

の測定値を利用します。特に茎数は測定に多大な労

力を要し、圃場内のばらつきなどを把握しようとす

ると負担が大きいです。そこで、最近発売された

NDVI を安定的に測定できる安価（8 万円）なセン

サを利用した茎数の測定法を考案しました。 

２．携帯型NDVIセンサの特徴 

正規化植生指数（NDVI）とは、植物体で反射率

の高い近赤外光と葉緑素が吸収する可視光（赤）の

反射率から以下の式で表す指標です。植物の量や活

力を表す指標として知られています。 

NDVI=(IR−R)/(IR+R)  IR：赤外光の反射率 

        R：赤色光の反射率 

使用した携帯型 NDVI センサ（トリンブル製、

GreenSeeker Handheld Crop Sensor）はセンサ自

身が光源をもつ投光型のため、晴れや曇りなど屋外

で光の条件が変化しても安定した測定が可能です

（図１）。測定方法は簡単です、センサを作物の直上

から作物に向けて測定ボタンを押すと、ボタンを押

している間の平均値が表示されます。測定範囲です

が、高さ 60cmからで直径25cm、高さ120cmでは

50cmの地上円状の範囲を測定します。 

１）何が計れるの？ 

NDVI は、作物の量（草丈や葉数）と色（葉緑素

計の測定値）の総量を表す指標として知られており、

上記の量や色の指標とともに総量の指標である窒素

吸収量との相関が知られています。例えばこのセン

サでは図２に示すように越冬前から止葉期までの

（茎数×SPAD 値（葉緑素量））と相関があります。

この値も窒素吸収量の推定で用いられる指標です。 

２）茎数の推定はどうしてできるの？ 

栽培指針では、茎数は越冬前には生育が順調か否

かの判断（道北、道央：1000本、道東：900本）、起

生期には分肥量の設定（道央：800本、1300本、道

東：1000本）の目安となっています。 

 十分に作物が圃場を覆っていない生育初期では、

測定値は土壌が影響します。センサの測定値とどれ

だけ圃場を作物が覆っているかの関係を調べたとこ

ろ、作物が圃場を覆う割合（植被率）が 80%以下で

は、センサの測定値は作物の色よりは植被率の方の

影響の方が大きいのです。さらに草丈の短い生育初

期では植被率と茎数の相関が高いので、この性質を

利用して茎数を推定します。以下に、北農研センタ

ー（羊ケ丘及び美唄試験地）及び岩見沢市（砂浜、

栗沢）並びに美唄の生産者圃場で 2014 年度産小麦

の栽培圃場を中心に、2013年度産から2015年収穫

予定の「きたほなみ」栽培圃場での調査結果に基づ

く使用法を示します。 

３．試験結果 

図３、４に越冬前及び起生期から幼穂形成期の茎

数とセンサ測定値の関係をから幼穂形成期の調査結

果を示します。越冬前は、測定値と茎数の相関が高

いです。起生期以後について、土性や土壌水分状態

の影響を受けますので裸地でセンサの測定値を確認

して 0.15より高い場合には、図４に示す近似式から

の推定値より茎数は少なくなる(点線)ので補正が必

要です。図５にセンサの使い方をまとめ、栽培指針

で使われる指標でのセンサ値を示します。 

４．まとめ 

本センサにより越冬前、起生期の圃場が冠水して

いない、起生期は雪腐病による茎葉の腐敗が無い条

件で茎数の推定が可能です。茎数測定時間を調べた

ところ人力では 250本/0.25㎡（1000本/㎡）の測定

に 4分以上を要し、SPADメータも 20点の測定に 1

分以上かかりますが本センサでは5秒です。 

「きたほなみ」の栽培管理のためのツールとして

の利用ばかりでなく、SPAD メータの代替など、将

来の応用利用の可能性を秘めています。 
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図１ 携帯型 NDVIセンサ 

使用前に 
測定高さは 0.9-1.0m（測定幅 37.5-41.7㎝）、通常栽培で条
間 20㎝までで麦列 2条、大豆間作で 1条が収まるようにす
る。起生期は測定前に、裸地でセンサ測定値を確認する。 

図２ 越冬前から出穂前までの茎数（上位茎

数）×SPAD値とセンサ測定値との関係 
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図４ 裸地センサ測定値0.15以下での起生期

の茎数との関係 

（△は裸地のセンサ値0.15以上の場合） 

図３ 越冬前の茎数との関係 

越冬前 

センサ測定値から 
茎数への換算 
 
 650本→0.48 
 900本→0.57 
1000本→0.61 
 

生育ステージ 

起生期 幼穂形
成期 

適用条件 

葉令：5.0から7.5 

裸地でのセンサ値 

0.15以上（エラー表示

でも可） 

 

適用条件 

草丈：25cm以下 

主茎葉数：5.0以下 

センサ測定値から 
茎数への換算 
裸地で0.15以下： 
 800本→0.24 
1000本→0.33 
1300本→0.50 

 
裸地で0.15以上： 
 800本→0.34 
1000本→0.44 
1300本→0.59 

 

図５ 使い方のまとめ 
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この暗渠効いてるの？チェックの手順と機能回復法 

 

中央農試 生産研究部 水田農業グループ、農業環境部 環境保全グループ 

１．背景と目的 

近年は暗渠排水機能の向上のため疎水材を有す

る暗渠が整備されているが、疎水材暗渠の機能が

上手く働かず、期待した排水効果が得られない場

合があります。そのため疎水材暗渠の機能低下要

因を明らかにし、簡易な土壌調査による機能診断

手法を取り入れることで、排水機能低下要因に対

応した機能回復手法を確立することを目的に試験

を実施しました。 

２．試験方法 

1) 疎水材暗渠整備圃場における排水機能低下

要因の解明 

疎水材暗渠の施工後年数や疎水材の種類の異な

る水田、畑において、排水機能の低下要因につい

て検討しました。 

供試圃場：疎水材暗渠整備済み圃場（水田 31、

畑 41）、施工後年数 3～24 年、疎水材の種類：有

機質資材はモミガラ、木材チップで、無機質資材

は砂利、砕石、火山礫、火山灰、ホタテ貝殻。 

調査項目：地表面や排水路の状況観察、土壌断

面調査、土壌物理性、疎水材の腐朽程度、現場透

水性 

2) 簡易な土壌調査による排水機能診断手法の

開発 

整備事業や農業指導に携わる職員でも対応可能

な簡易な土壌調査による機能診断手法として、検

土杖を用いた方法について検討しました。試験項

目等：検土杖で 20cm深さごとに採取した土壌の粘

り、土性の判別、ジピリジル液による土壌還元の

程度。専門家による土壌断面調査結果と照合しま

した。 

３．成果の概要 

1) 疎水材暗渠整備済み圃場における排水性の調

査結果では、水田で 64.5％、畑で 43.9％が排水不

良でした。また、水田、畑ともに排水性の良否と

施工後年数、疎水材の種類との間には明瞭な関係

がみられず、施工後年数以外の様々な要因が排水

性の良否に影響しているものと思われます。 

 

2) 施工後年数に伴う疎水材の変化として、透水

性については細粒分が多い火山灰を除いていずれ

の資材も良好でした。火山灰を疎水材として利用

する際は粒度調整が必要となりました。 

3) 無機質疎水材では劣化や疎水材周辺の空洞

化、崩落は認められませんでした。また埋戻し土

厚さが施工時より増加した圃場がみられるが、施

工後年数との関係は判然としなかったです。一方、

有機質疎水材では施工後年数が経過した圃場で疎

水材周辺の空洞化や崩落がみられ、C/N の低下や

土砂混入量、埋戻し土厚さの増加がみられました

（図 1）。本調査の中で暗渠管内の閉塞状況は認め

られません。 

4) 疎水材量が不足している圃場は水田で 35.5

％、畑で 65.9 ％であり、無機質疎水材に比べ有機

質疎水材量の不足圃場の割合が高い（表 1）結果と

なりました。 

5) 排水不良と判断された圃場では疎水材周辺

の土壌物理性が不良であり、粗孔隙が少なく、余

剰水の疎水材への移動を妨げている例が多いで

す。水田では高地下水位であることと泥濘化や堅

密層による浸透阻害が、畑では土壌の堅密化によ

る浸透阻害が主たる排水機能の低下要因です。ま

た、暗渠落口の水没や水閘の常時閉鎖など、維持

管理不良が主要因となっている圃場も散見されま

す（表 2）。 

6) 20cm 毎に採取する検土杖を用いた簡易な土

壌調査の判定（土性、粘り、ジピリジル液による

還元反応）は、専門家が行う土壌断面調査結果と

の整合性が高く、圃場の排水機能診断に活用可能

です。 

7)以上の結果をもとに、暗渠整備済み圃場にお

ける排水不良要因と疎水材暗渠の機能診断手法、

および疎水材暗渠の機能回復手法について示しま

した（表 3）。 

４．成果の活用面と留意点 

1) 本成果は圃場の排水不良要因の抽出と対策

の策定、ならびに効率的・効果的な農業農村整備

事業の推進に活用できます。  
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表 1 疎水材量不足圃場の割合 

図 1 木材チップ疎水材の C/N と施工後年数

との関係（畑） 

表 3 暗渠整備済み圃場における排水不良要因と疎水材暗渠の機能診断および機能回復手法 

表 2 排水不良圃場における土壌断面の特徴 

地目 項目
全排水不良圃場に
対する割合（％）

強還元1)層出現深40cm以浅 100

高地下水位 85

土壌構造未発達層出現深40cm以浅 80

粘質 80

堅密層の存在 70

表層泥濘化 60

暗渠出口の水没、水閘閉鎖 10

堅密層の存在 94

畑 暗渠管より上の層に還元反応1)有り 67

（n=18） 土壌構造未発達層出現深40cm以浅 50

暗渠出口の水没、水閘閉鎖 28

１）ジピリジル液による土壌還元反応テスト

水田
（n=20)

全圃場数 疎水材不足 B/A
(A) (B) （％）

無機質 17 5 29.4

水田 有機質 14 6 42.9

全体 31 11 35.5

無機質 21 13 61.9

畑 有機質 20 14 70.0

全体 41 27 65.9

地目
疎水材
種類

注）疎水材不足圃場は、地表面から疎水材上端までの距離（＝埋戻し土厚

さ）が設計値より10cm以上厚くなっている圃場とした。

診断
内容

状態確認
する項目

調査
順

排水不良
要因

簡易診断の視点、方法

（二重枠網掛けは検土杖による簡易法１））
対策

営農
対応

事業
対応

①
集水地形

周辺高地下水位

・圃場が周囲より低い
・圃場と排水路との高低差なく、暗渠出口が水没
・地表滞水や排水路に水が滞溜

・地表排水の促進（圃場内明渠、傾斜均平）
・排水路整備による周辺地下水位の低下
・傾斜下部では有材補助暗渠設置

○ ○

② 管理不良
・排水路や暗渠出口の埋没、水没
・水閘や暗渠蓋の常時閉鎖

・排水設備の適切な維持管理 ○ －

表層部泥濘化
・表層や次層が粘質、泥濘状で、強還元２）

・水分過多かつ非常に柔らかい

・営農による地表排水促進（圃場内明渠等）

・営農による土層改良５）

・多水分での土壌管理作業の回避
・畑地では粗粒質土壌の客土*

○ （○）

難透水層
（土壌構造未発達） ・下層まで粘質、強還元

２）
・不良部が40cm以浅→営農による土層改良５）

・不良部が40cm以深→事業による補助暗渠
（いずれも有材が望ましい）

○ ○

浅い堅密層
（耕盤層）

・深さ40cm以浅で貫入抵抗値1.5MPa以上
・営農による土層改良５）

・貫入抵抗値2.5MPa以上の非常に堅密な場合
は事業による心土破砕*

○ （○）

深い堅密層
（硬盤層）

・深さ40cm以深まで貫入抵抗値1.5MPa以上
・事業による補助暗渠
（強粘質の場合は有材が望ましい）

－ ○

暗渠管 ④ 暗渠管不良
・暗渠管の詰りや明らかな破損の確認
（管の出口から管内を視認）

・集中管理孔による暗渠管の清掃
・上記が困難な場合は本暗渠再整備

○ ○

・埋戻し土厚さ３）が60cm以上
・暗渠埋設位置不明
・疎水材未使用

・本暗渠再整備 － ○

・埋戻し土厚さ３）が「指針値４）＋10cm」以上かつ
60cm未満

・疎水材の補充、もしくは有材補助暗渠
（本暗渠整備との比較検討が必要）

－ ○

・埋戻し土厚さ３）が「指針値４）＋10cm」未満 ・疎水材への対応は不要 － －

１）検土杖を用いて土壌を深さ20cm毎に掘り上げ、土層の厚さや土性、還元状態を確認する。

２）土壌強還元の判定は、どぶ臭または土色が青灰色、もしくはジピリジル液（2,2'-ビピリジル試薬1gを10％酢酸500mLに溶かす）を土壌に滴下し、即時鮮明赤発色の場合とする。

３）埋戻し土厚さとは、地表面から疎水材上端までの距離を言う。

４）指針値とは、土地改良事業における埋戻し土厚さの指針値で、水田15cm、汎用田25cm、畑40cm。

５）営農による土層改良としては、サブソイラによる心土破砕や弾丸暗渠、有材心土破砕（モミサブロー等）などがある。

６）事業対応の括弧付き〇については、対策項目中の*部分が事業対応であることを示す。

疎水材不足

圃
場
の
診
断

圃場周囲の
地形・排水路

暗
渠
・
疎
水
材
の
診
断

疎水材 ⑤

圃場内の
暗渠管埋設
部周辺土壌

③
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農薬を減らしても斑点米は増えません

道総研 中央農業試験場 病虫部 クリーン病害虫Ｇ

道総研 道南農業試験場 研究部 生産環境Ｇ

１．はじめに

斑点米による落等被害をもたらすアカヒゲホ

ソミドリカスミカメに対し、現在、基幹防除（出

穂期と出穂 7 日後）2 回を実施しています。他

府県での斑点米カメムシ類の防除は、斑点米発

生時期（出穂 15 日後頃から）の関係から、出

穂期防除は行わず、出穂７～ 10 日後からの防

除を実施している場合が多いです。そこで、北

海道での斑点米発生時期と防除適期を解明し、

基幹防除 2 回での出穂期防除の必要性を再検討

し、効率的な防除法を確立することを目的に試

験を実施しました。

２．試験方法

１）斑点米形成時期と防除時期の解明

イネの生育期別の薬剤散布（連続防除：斑点米

発生時期、1 回防除：防除適期）と斑点米率の

関係を調査しました。

２）出穂７日後１回防除の検討

出穂期防除、出穂７日後防除、基幹２回防除の

斑点米率の比較、および、散布適期の幅、品種、

適用薬剤を検討しました。

３）減農薬防除法の実証(現地)

現地試験ほ場における出穂 10 日後１回防除と

基幹２回防除の効果の比較しました

３．結果の概要

１）斑点米は、出穂 14 日後～ 35 日後まで発生

し、同 21 日後の前後で斑点米の発生が多く、

また、イネの各生育期別の殺虫剤 1 回防除によ

り、斑点米の防除効果が高い時期は、出穂 7 日

後から 14 日後の間にあり、この時期が防除適

期でありました(図 1)。この時期は、出穂が完

了して、斑点米が発生する直前の時期にあたり

ます。

２）出穂 7日後１回防除の検討

（１）出穂 7 日後 1 回防除は、基幹 2 回防除と

同等の斑点米防止効果でありました。出穂期１

回防除は、ある程度の効果はみられるが、効果

は低く、ふれが大きく なりました(図２)。散

布時期の幅については、出穂 7 日後と同 10 日

後は同等の防除効果でありました。この傾向は、

「ほしのゆめ」以外の主要品種でも同様でした

(図３)。

（２）ジノテフラン液剤(1000 倍)、エチプロー

ル水和剤 F(1000 ～ 2000 倍)は、無処理比５～

７で、同等の高い斑点米防止効果があり（表１）、

多発生条件下でも、斑点米を低く抑える効果が

ありました。そのため、本防除法での使用に適

しています。ジノテフラン液剤の残効期間は、

およそ散布後 10日間程度です。

３）現地農家圃場での無人ヘリを使用した防除

体系下において、出穂 10 日後 1回防除は基幹 2

回防除と同等の斑点米率を示し、有効性が確認

されました（図４）。

４）以上から、カメムシの斑点米防除の基幹防

除期において、出穂７～ 10 日後に 1 回、前述

の効果が高く残効性の長いジノテフラン液剤、

エチプロール水和剤 F を散布することで、出穂

期防除を省略することが可能です。

４．成果の活用面と留意点

１）本技術は、斑点米カメムシの基幹防除期に

おける効率的な防除法として活用します。

２）追加防除については、従来通りの方法に従

って実施することが必要です。
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- 2 -

図１ 時期別1回防除と斑点米率（無処理比）の関係

図２ 出穂7日後1回防除、基幹2回防除の斑点米防止効果 図３ 各品種での出穂7日後1回防除の斑点米防止効果

品種「ほしのゆめ」 （図２ではジノテフラン液剤またはエチプロール水和剤F、図３ではジノテフラン液剤を使用）

表１ 各薬剤の出穂7～10日後1回散布の防除効果

図4 現地での出穂10日後1回防除の適用性

せたな町A氏ほ場、無人ヘリ防除（地域防除組合）、 H24,25:「ほしのゆめ」、

H26:「ななつぼし」、 出穂期：ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽｿﾞﾙ5倍、出穂10日後：ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ液剤8倍
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（基幹2回）

　　　　斑点米率の無防除比（無防除＝100）

年度 ジノテフラン液
剤

無防除区

1000倍 1000倍 2000倍 の斑点米率

H24 4.3 4.3 0.233
H25 12.1 7.3 0.223
H26 5.3 7.1 5.6 0.887
平均 7.2 7.2 5.0

防除可能斑
点米率　*1 0.69～1.38 　　  0.69～1.39
*1 薬剤の効果（無防除比）から斑点米率を0.05～0.1%にできる無防除での斑点米発生率

　　エチプロール水和剤F
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どうしてカボチャに角が生える？～その原因と対策～ 

中央農業試験場 病虫部 クリーン病害虫グループ 

上川農業試験場 研究部 生産環境グループ    

 

１．背景 

近年、かぼちゃの果実表面に原因不明の突起症状

（突起果）が発生し、外観品質の低下や果実の損傷

が問題化しています。これを解決するため発生原因

を究明し、防除対策を明らかにしました。 

２．試験結果 

１）突起症状はカボチャ果実斑点細菌病だった 

 突起果の周囲では腐敗した葉や蔓が観察されまし

た。これらには細菌が生息しており、この細菌を果

実に接種したところ、突起症状を再現できました。

同定を行ったところ、細菌は Pseudomonas syringae 

pv.syringae であることが判明し、鹿児島県で報告

されたカボチャ果実斑点細菌病菌と一致したことか

ら、本症状はカボチャ果実斑点細菌病であることが

明らかとなりました。病原細菌は自然感染条件下で

は西洋かぼちゃにのみ明らかな病原性を示します。

なお、似た病気として斑点細菌病がありますが、こ

の病気は果実に突起症状を起こしません。 

２）道内での発生状況とほ場で観察される症状 

果実斑点細菌病は道内のかぼちゃ栽培地域で広く

発生しており、聞き取りの結果 76 市町村のうち 48

市町村で発生していました。また、しばしば多発し、

年や地域によっては発生ほ場が 7 割に、果実の発病

が 1 割に達した事例もありました。 

病原細菌は果実以外に葉や蔓にも感染して病斑を

形成します。葉の症状は生育期全般で観察され、初

め水浸状の小さな円形病斑が認められます。初発後

降雨が続くと葉縁や葉脈に囲まれるように広がり、

不整形の病斑となります。病斑は葉縁や雨水の溜ま

りやすい葉脈周辺に多く、激しい降雨の後では葉全

体に大型の病斑が認められる場合もあり、やがて病

斑に穴が開くことも多いです。蔓では表面に 2～

10cm 程度の水浸状で楕円形の病斑が観察されます

が、蔓の内部まで腐敗することはありません。その

後白く乾燥し、ウリ類のつる枯病に似た病斑となり

ます。一方、開花前の果実では、最初水浸状で後に

中心部分がやや白色となる小斑点が認められ、やが

て円錐状の突起となります。果実の生育に伴って突

起も大型化し、高さが 10mmを超える事例もあります。

なお、果実が開花後に感染した場合は、イボ状に隆

起しますが高さ数 mmにとどまり、初期に感染した場

合のようには大型化しません。（図１） 

３）かぼちゃが果実斑点細菌病に罹る様子 

果実斑点細菌病に罹った茎葉をほ場に鋤込むと、越

冬した病原細菌が翌年定植されたかぼちゃに感染し、

発病させることを試験により確認しました。また、

発病苗が定植されると発病株が早く増加し、果実被

害が多くなること、降雨により感染が促進され、葉

の病斑から果実への感染が起こること、果実での感

染が開花期以前に起こると大型の突起を形成しやす

いことも確認しました。なお、試験によって種子伝

染することを確認しましたが、市販種子の感染は不

明です（図２）。 

４）防除の方法 

果実斑点細菌病が例年多発している場合、育苗中

の苗で発生していることが多く、発病苗を定植する

ことは果実被害を増やすことになるため、発病苗は

定植しないことが重要です。止むを得ず使用する場

合は発病葉を摘葉します。防除薬剤として、銅(水酸

化第二銅)水和剤ＤＦ、銅(塩基性硫酸銅)水和剤、硫

黄・銅水和剤は効果が認められます。育苗中に例年

発病している場合や苗に発病を見つけた場合には苗

に茎葉散布することが有効です。定植後、発病が懸

念される場合は１番果着蕾期から 7 日間隔で 2～3

回茎葉散布すると発病を抑制することができます。

これらを組み合わせて実施すると被害を半分程度に

軽減することができました。（表１、表２） 
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図１ 葉・蔓・果実での症状 

降雨 降雨

罹病苗

<定植>

発病株

<感染拡大>

発病葉

<果実感染>

突起果
大型突起（開花前に感染）

小型突起（開花後に感染）

罹病茎葉

罹病残渣
鋤込まれた
罹病残渣

 

図２ カボチャ果実斑点細菌病の伝染環 

実線は確認された伝染環．点線は想定される伝染環． 

 

表１ カボチャ果実斑点細菌病防除対策の組立試験と実証試験の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ カボチャ果実斑点細菌病防除対策 

 

 

 

 

 

 

 

試験名 処理区名 葉の発病度 発病果率（%） 薬害

組立 苗薬･摘葉･茎葉薬区 38.1 68.3 －

摘葉･茎葉薬区 48.3 71.8 －

茎葉薬区 62.8 78.0 －

実証 防除対策区 10.0 10.7 3.6 （49） －

無処理区 23.8 19.2 7.1

組立試験の処理区名で｢苗薬｣は育苗時茎葉散布（2回実施）、｢摘葉｣は定植前発病葉摘葉、｢茎葉薬｣
は着蕾期茎葉散布（1回実施）を示す．なお、無処理区は設定していない．
実証試験の「防除対策区」は育苗時茎葉散布1回、定植前発病葉摘葉および着蕾期以後茎葉散布3回
（ブームスプレーヤ使用）を実施した．
果実の発病度は果実の発病程度を考慮した発病度．（）内は防除価．

果実の発病度

36.0

36.5

39.0

育苗時 ・罹病残渣が混入していない健全土で育苗する．

・育苗中や定植時に発病苗を見つけた場合には速やかに健全苗から隔離し、廃棄
する．やむを得ず使用する場合は、発病葉を摘葉する．

・育苗期に薬剤※を茎葉に散布する．
（ただし、育苗中に発病を認めた場合、あるいは例年育苗中に発病している場合）

・廃棄した苗や摘葉した葉などの罹病残渣は育苗施設外に搬出し、施設内を清潔
に保つ．

定植後 ・1番果着蕾期から薬剤※を7日間隔で2回～3回茎葉に散布する．
（露地作型のセル育苗や直播では、茎葉の発病を確認した場合、1番果着蕾期前
からでも薬剤防除を開始することが望ましい）

・罹病残渣はできるだけ搬出し、連作を避ける．

※銅（水酸化第二銅）水和剤ＤＦ（銅30％）2000倍、銅（塩基性硫酸銅）水和剤（銅32％）500倍．なお、銅を含む
薬剤は幼苗期や高温時には薬害の発生が懸念されるため、炭酸カルシウム水和剤を加用することが望ましい．
　上記2種類の銅水和剤の適用表に記載されている「果実斑点細菌症」は果実斑点細菌病のことを指している。
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平成 27 年に特に注意を要する病害虫
道総研 中央農業試験場 病虫部 予察診断Ｇ

１．はじめに

北海道病害虫防除所、道総研各農業試験場、

および道農政部技術普及課等で実施した病害虫

発生予察事業ならびに試験研究の結果から平成

27 年に特に注意すべき病害虫について報告する。

２．平成 26 年の病害虫の発生状況

主要病害虫のうち多発となったものは、水稲の

紋枯病、イネミギワバエ、大豆のマメシンクイガ、食

葉性鱗翅目幼虫、てんさいのヨトウガ（第１回）であ

った。また、やや多かった病害虫は、てんさいのヨ

トウガ（第２回）、たまねぎのネギアザミウマ、りんご

の黒星病、斑点落葉病、ハマキムシ類、モモシン

クイガであった（表１）。

なお、これら以外に発生の目立ったものとして、

病害では水稲の疑似紋枯病が各地で確認された。

秋まき小麦のなまぐさ黒穂病は、前年よりも発生地

域が拡大するとともに被害が発生した。てんさいの

西部萎黄病は、全道的に発生が多かった。虫害で

は、たまねぎのネギハモグリバエの被害が各地で

顕在化した。

表 1 平成 26 年度にやや多発～多発した主要病害虫

作 物 名 病 害 虫 名

水 稲 紋枯病・ｲﾈﾐｷﾞﾜﾊﾞｴ

大 豆 マメシンクイガ・食葉性鱗翅目幼虫

てんさい ヨトウガ（第１回）、ヨトウガ（第２回）

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ

りんご 黒星病・斑点落葉病、

ハマキムシ類・ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ

注：下線は多発した病害虫

３．平成 27 年に特に注意を要する病害虫

（１）水稲の紋枯病および疑似紋枯病

水稲の紋枯病は、これまで道内での発生面積

率は毎年数パーセントにとどまっていたが、現況

調査における発生面積率は平成 22 年、 25 年およ

び 26 年には 10 ％を超え、発生量が増加傾向に

ある。また、これに加えて疑似紋枯病（ 6 病害の総

称）の発生も確認されている。いずれも高温性の

病害であり、夏季の高温傾向が発生量の増加に

影響していると考えられる。

紋枯病は主として葉鞘に病斑が形成され、病勢

が進展するに伴い上位の葉鞘にも病斑が形成さ

れるようになる。止葉の葉鞘や葉身に病斑が及ぶ

と枯れ上がることもある。病斑が古くなると菌核が

形成される。り病残渣および菌核が次年度の伝染

源となる。葉鞘から落下した菌核は土壌中で越冬

するが、翌年の代かき作業で水面に浮上し、株元

に付着して感染する。このため、浮遊した菌核が

集まりやすい風下の畦畔沿いなどで発生しやすい。

疑似紋枯病は、菌種により病原力に差はあるもの

の、病徴や伝染源は紋枯病と類似している。

紋枯病の発生が見られた水田では感染源も多くな

っていると予想されることから、平成 27 年の発生

にも注意する必要がある。夏季の高温や高湿度に

より発生が助長されるため、密植を避け過剰な分

げつとならないよう栽培法にも注意する。窒素多肥

はイネの抵抗力を弱め、茎葉を繁茂させることによ

って株内湿度を高めることになるため避ける。毎年

本病の発生が見られるような水田では、薬剤によ

る防除を行う。疑似紋枯病は、いずれの菌種も発

生生態は比較的類似しており、疑似紋枯症に登録

のある薬剤を使用し、使用時期などは紋枯病に準

じる。

（２）小麦のなまぐさ黒穂病

秋まき小麦のなまぐさ黒穂病は、常発する一部

地域を除いて、道内での発生がほとんど確認され

ていなかったが、平成 25 年には 3 振興局内の複

数地点で発生が認められ、発生について注意喚

起を行ったところである。しかし、平成 26 年も 4 振
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興局管内で発生が認められただけではなく、多発

生となった地域もあり、再び問題となった。

平成 27 年産秋まき小麦では、すでには種作業

が終了しており、健全種子の使用、種子消毒の徹

底、適期は種など本病に対する基本的技術は励

行されたと考えられるが、越冬後については、本病

の発生を見逃さないようにすることが重要である。

なお、春まき小麦は、道内での発生は未確認であ

るものの、海外では発生事例が報告されていること

から、秋まき小麦同様に注意が必要である。

本病のり病株は健全株に比較し稈長がやや短く

なる傾向にあるが、発生が軽微な場合は外観上の

識別が難しい。病穂はやや暗緑色を帯び、内部に

は茶褐色の粉状物（厚膜胞子）が満たされるが、

外皮は破れにくいので裸黒穂病のような胞子の露

出と飛散はない。病穂は生臭い悪臭を放つので、

本病が発生すると減収のみならず、異臭による品

質低下を招く。汚染された生産物が乾燥・調製施

設に混入した場合、施設全体が汚染されることと

なり被害は大きくなるので、本病の発生が認められ

たほ場産麦は収集施設に搬入しないようにする。

また、汚染の拡大を防止するため、発生ほ場の収

穫作業はできるだけ最後に行い、麦稈はほ場外に

もちださないようにする、機械類などは、作業後洗

浄を行い、機械に付着した厚膜胞子や厚膜胞子

を含む土壌を除去する。

過去に本病の発生があったほ場、近隣に発生

ほ場がある場合などは、出穂後にほ場をよく観察

し、本病発生の有無を確認してから収穫作業を実

施する。

（３）たまねぎのネギハモグリバエ

ネギハモグリバエは、たまねぎ、ねぎ、にらなど

ネギ属のみを加害する狭食性の害虫で、北海道を

含む全国に分布する。これまで道内での発生量は

少なく、大きな被害をもたらすことはなかったが、

平成 25 年に空知、石狩、上川地方のたまねぎで

本種による葉の食害が多発し、一部のほ場では幼

虫がりん茎に侵入する新症状が発生し、収穫物の

品質低下を招いた。

平成 26 年には、本種による葉の被害が確認さ

れた地域は拡大するとともに、地域内における発

生ほ場数およびりん茎への幼虫侵入による被害も

増加し、本種によるたまねぎの被害が各地で顕在

化した。

本種のたまねぎほ場での発生消長は未解明で

あったことから、空知地方のたまねぎほ場に粘着ト

ラップを設置して調査したところ、 5 月下旬には成

虫の誘殺が認められた。成虫の密度は 6 月中旬

に一旦低下したが、 7 月上旬から再び上昇し、枯

葉期まで高密度で推移した。幼虫の食痕は 5 月下

旬から確認され、加害は 8 月中旬の枯葉期まで長

期間に及んでいた。

平成 26 年の多発生から本種の越冬密度は高い

と推察される。また、平成 25 ～ 26 年にかけての発

生状況をかんがみると、平成 27 年は発生地域が

さらに拡大する恐れがある。

本種に対する防除技術については、平成 27 年

度より具体的に検討することとなっている。現時点

では、発生初期の密度を低下させるための 5 月中

旬から 6 月上旬頃の薬剤防除、りん茎被害を防止

するための 7 月上旬頃から枯葉期までの薬剤防

除が重要と推定している。幼虫は葉に潜っている

ことから薬剤散布による防除効果は得られにくい

ので、成虫発生時期からの防除を心がける。その

ため成虫の初発を見逃さぬよう、 5 月中旬頃から

ほ場を観察し、数個から十数個の縦に並んだ白い

点状の成虫食痕に注意する必要がある。本種によ

る被害が未発生の地域においても、成虫食痕を目

印に本種発生の有無を確認し適切な管理を行う。

特に注意を要する病害虫および新発生病害虫の

詳細な情報については、北海道病害虫防除所の

ホームページに掲載していますので、そちらもご

覧下さい。

a
Typewritten text
10



- 1 -

農業改良普及センター活動紹介

次世代に受け継がれるゆとりある農業を目指して[初山別村有明地域]

留萌農業改良普及センター本所

１．はじめに

初山別村有明地域では高齢化に加え若手農業

者は兼業者が多く担い手が不足しています。

秋まき小麦の作付が増加し、「初山別村機械

利用組合」の受託許容量を超えてしまいました。

そこで、平成 23 年に受託組織「コントラクタ

ー萌」が、平成 25 年には農地の受け皿となる

「(株)農愛心」が設立しました(図１)。

基幹作物のもち米は冷害の影響を受けやすく

収量が不安定です。

畑作物は秋まき小麦新品種「きたほなみ」の

栽培管理の定着が課題です。

２．取り組み内容

１）平成２２年から継続

①冷害危険期の水管理の徹底

②秋まき小麦の適正な分追肥

③農地の受け皿となる（株）農愛心支援

２）新規に実施

①水稲湛水直播栽培

②大豆狭畦密植栽培

３．成果の概要

１）平成２２年から継続した取り組み

深水管理管理実施農家は、未実施に比べ収量

が高い傾向がみられました（図２）。また、有

明地区では、冷害危険期の水管理を徹底させる

指導によって平成 22 年以降は、村全体の収量

を上回りました。

秋まき小麦の適正な分追肥の指導により(図

3)、有明地区の収量は、平成 24 年以降、村全

体や JA オロロン管内全体に比べ、収量が高く

なりました。また、地域全体の収量が年々増加

傾向でありました。

地域の受託組織と機械利用組合とコントラク

ターとの効率的な運用を支援することにより、

地域の受託面積が年々増加し、地域全体の52％

(116㏊)をカバーするようなりました(図4)。

以上により、地域の農業生産が向上したが

以下のことが問題点となりました。

受委託システムの整備により、小麦の作付け

が増加し小麦の連作の問題が生じました。それ

と逆に水稲の面積が減少し、水張面積の確保が

課題となりました。

２）新たに提案した取り組み(図5)

以上のことから「省力化」と「労働の分散」

が可能な小麦以外の畑作物や水稲の栽培技術を

提案する必要がありました。

① 水稲湛水直播栽培

（株）農愛心で専用播種期を導入し、「はく

ちょうもち」で直播栽培を行いました。その結

果収穫は遅れたものの収量は慣行比117％多収

となり、今後に期待が持てる結果となりました。

② 大豆狭畦密植

従来の60cm畦幅を30㎝に変更し、密植にす

る栽培技術であります。カルチは不可能である

が早期に畦がふさがるため雑草の繁茂が少なく

なりました。以上から除草が楽になるという農

家の印象が得られました。また収量は、慣行栽

培とほぼ同じでありました。

４．今後の対応

１）水稲及び秋まき小麦の収量・品質向上に向

けた栽培管理の定着を支援します。

２）水稲直播栽培の安定生産に向けた技術精度

の向上を支援します。

３）小麦の連作を回避し畑作収益の向上にも繋

がる大豆生産を誘導します。
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図2 深水管理による水稲の収量向上

図１ 初山別村の農業組織

図 3 秋まき小麦の収量品質向上

図４ 地域の受託面積の増加

図５ 水稲水張面積確保と小麦連作回避のための新たな取り組み
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平成２２年４月に、２２の道立試験研究機関は

地方独立行政法人北海道立総合研究機構（道総研）

に生まれ変わりました。

内容などのお問い合わせ

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 農業研究本部

上川農業試験場

〒078-0397 北海道上川郡比布町南１線５号

Tel: 0166-85-2200（代表）

FAX: 0166-85-4111（代表）

e-mail: kamikawa-agri@ hro.or.jp

http://www.agri.hro.or.jp/kamikawa/index.html

道内試験研究機関等の紹介、関係試験研究の成果を公開していますので、ご参照下さい。

(地独)北海道立総合研究機構 http://www.hro.or.jp/

農業技術情報広場 http://www.agri.hro.or.jp/center/index.html

試験研究成果一覧 http://www.agri.hro.or.jp/center/kenkyuseika/index.html

北海道病害虫防除所 http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/


