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味はナッツ！タネを食べるペポかぼちゃのつくり方 

道総研 上川農業試験場 研究部 地域技術Ｇ 

 

１．試験のねらい 

 かぼちゃの種は、菓子類の食材として利用され

ており、国内では年間約 200t流通しているが、輸

入品が大半を占める。近年、食の安心・安全への

関心が高まり、国内産とくに道内産かぼちゃの種

の需要が高まっています。 

そのような状況の中、農研機構 北海道農業研究

センターは、種に硬い殻の無いペポかぼちゃ新品

種「ストライプペポ」を開発しました（2012年）。 

しかし、「ストライプペポ」に適した定植時期

や栽植様式（畝間、株間、条数）などの栽培方法

は十分に検討されていません。 

そこで、「ストライプペポ」の省力的かつ安定

生産可能な栽培指針を策定しました。 

２．試験の方法 

１）栽培方法の検討 

（１）定植時期 

 実施場所：上川農試、和寒現地 

 定植期：5月下旬、6月上旬、6月中旬 

 調査内容：1 株あたりの着果数、一果重、一果

種子乾重、収量（乾燥種子） 

（２）栽植様式（畝間、株間、条数） 

 実施場所：上川農試、和寒現地 

 畝間：150cm、300cm 

 株間：35cm、52cm、70cm 

 条数：1条植え、条間 50cmの 2条植え 

調査内容：1株あたりの着果数、一果種子乾重、

収量（乾燥種子） 

２）収穫適期の検討 

 実施場所：上川農試 

調査内容：雌花開花後の日数と種子の成熟程度 

の関係から収穫適期を調査 

※種子の乾燥は 50℃、24～48時間で実施 

３）収穫後の保管法の検討 

 実施場所：和寒現地 

 保管場所：倉庫（常温）、冷蔵庫（設定値 5℃） 

 調査内容：※健全果率 

 

３．試験の結果 

１）「ストライプペポ」を 5月下旬から 6月中旬

にかけて定植したところ、定植時期が早いほど

着果数が増加し、種子の収量性が大きく向上し

ました（表 1）。このため、定植は、霜害の危

険性が低くなる 5 月下旬以降、6 月上旬までに

できる限り早く行うことが重要です。 

２）「ストライプペポ」に適した栽植様式と種の

収量性の関係を調査した結果、畝間は、両畝間

で収量に大きな差が認められなかったことか

ら、150cm と比較して単位面積あたりのマルチ

施工労力が 1/2となる 300cmが有利と考えられ

ました（表 2）。株間および条数は、35cmの 1

条植えが他の条件で栽培した処理区と比較し

て、種の収量性が高く安定していました（表 2）。 

３）雌花開花後日数と種子の成熟程度を調査した

結果、開花後 51日以内の種子は、乾物率が低く

未熟であり、製品率は 0%であった。一方、開

花後 60日程度経過した果実の種子は、十分に成

熟しており、製品率はほぼ 100%でありました

（表 3）。このときの果実の果皮色は、全体的

に橙色となっていました。また、開花後 80日ま

で経過した果実の種子において、品質の低下は

認められなかったことから（表 3）、収穫は開

花後 60日から 80日までを目安としました。 

４）収穫後の保管法については、冷蔵庫で保管す

るよりも常温の倉庫で保管した方が腐敗果や物

理的障害果が少なく、健全果率は高かった。し

かし、常温の倉庫で保管した場合でも 12月上旬

には健全果率が低下したことから、11月下旬頃

までに保管を終えることが望ましいです。 

５）以上の結果を「ストライプペポ」の栽培指針

としてとりまとめました（表 4）。   

       

※「健全果」：種とり作業上の問題から腐敗果の他、

腐敗やカビの発生につながる物理的障害果（打撲

やキズなど）を除いた果実 
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開花後 種子粒数 種子乾重 種子乾物

日数(日） (粒/果) (g/果) 率(%)

35 648 61.3 24.8 9.5 0

51 600 88.5 45.4 14.7 0

59 579 110.5 58.9 19.1 97.8

60 644 135.0 56.7 18.8 98.1

80 598 112.8 57.2 19.0 98.7

年次 百粒重(g) 製品率(%)

2012

2013

表 3 開花後日数が種子の品質に及ぼす影響 

 

収穫 一果種子 収量 同左

果数 乾重 （乾燥種子) 比

(旬) (果/株) (果/10a) (g/果) (g/果) (kg/10a) (%)

5月下 2.2 a 2063 a 4071 b 74.9  b 154 a 129

6月上 1.2 b 1111 b 4854 a 104.7 a 119 b 100

6月中 1.1 b 1079 b 3728 b 79.1  b  86  c 72

5月下 2.1 a 1967 a 5620 119.9 a 236 a 120

6月上 1.6 b 1491 b 5277 131.7 a 196 b 100

6月中 1.2 c 1111 c 5358 103.0 b 113 c 58

注1）2013年：畝間150cm×株間70cm、2014年：畝間300cm×株間35cm

注2）Tukey-Kramer HSD検定(p<0.05)：異なる文字間で有意差あり

2014

年次
定植期 着果数 一果重

2013

 

栽植 一果種子 収量

株数 乾重 （乾燥種子)

(cm) (cm) （条） (株/10a) (果/株) (g/果) (kg/10a)

畝間 150 70 1 952 0.9 109.8 91

300 70 1 476 1.5 116.7 82

t検定(p<0.05) n.s. n.s. n.s.

株間 300 35 1 952 1.0 56.3 55

300 52 1 641 1.0 69.0 46

t検定(p<0.05) n.s. * *

条数 300 35 1 952 1.6 131.7 196

300 70 2 952 1.4 111.5 144

t検定(p<0.05) * * *

2013

2014

2012

検討
項目

年次
畝間 株間 条数 着果数

表 1 定植時期が収量に及ぼす影響 

表 2 栽植様式が収量に及ぼす影響 

 

項目 技術 備考

育苗 72穴セル成型ポット、育苗日数：10～14日 セル成型苗直接定植

定植時期 霜害の危険が低くなる5月下旬以降、6月上旬までのできる限り早い時期 -

栽植様式 畝間300cm×株間35cm（952株/10a）、1条植え マルチ使用、ベッド幅：約60cm

整枝法 無摘心、放任栽培 -

施肥法 施肥量は西洋かぼちゃ施肥標準量に準じる -

防除 うどんこ病：7月中旬以降、3～5回
※使用できる農薬は、「かぼちゃ種
子」に登録のある剤に限る

収穫方法 開花後60～80日を目安、果皮色が全体的に橙色になってから収穫 未熟果の混入を避ける

保管方法 常温の倉庫で11月下旬頃を目安 収穫後から1次加工（種取出し）まで

表 4 食用種子ペポかぼちゃ品種「ストライプペポ」の栽培指針 
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これでバッチリ！「ゆめちから」の栽培法決定版 

道総研 中央農業試験場 農業環境部 栽培環境 G、作物開発部 農産品質 G 

農業研究本部 企画調整部 地域技術 G 

上川農業試験場 研究部 生産環境 G、地域技術 G 

十勝農業試験場 研究部 生産環境 G、地域技術 G 

 

１．試験のねらい 

パンに使われる小麦のほとんどは外国産で、

国産小麦は多くありません。超強力小麦「ゆめ

ちから」はうどん用の小麦粉とブレンドするこ

とでおいしいパンを作ることができ、国産のパ

ン用途小麦の増産が期待されます。しかし、地

域や圃場による収量・品質のばらつきが大きい

ため、高品質安定化に向け、品種の特性を生か

す栽培法を開発しました。 

２．試験の方法 

2012～2014年（収穫年）に中央・上川・十勝

農試、石狩 3市、十勝 1町において、播種期・

播種量・窒素施肥法試験を実施し、生育・収量・

品質に及ぼす影響を調査しました。 

３．試験の結果 

１）越冬に必要な主茎葉数は、道央・道北で 6

葉、道東で 5 葉と設定しました。該当する越冬

前積算気温はそれぞれ 590℃、480℃で、これら

を確保できる時期を播種適期としました（図 1）。 

２）目標収量 600kg/10a の達成に向け、目標穂

数を道央・道北 580本/㎡、道東 530本/㎡とす

ると、目標越冬前茎数はそれぞれ 1500 本/㎡、

1000本/㎡でした。発芽率を 90%と仮定した場合

の播種適期における適正播種量は、いずれの地

域も 180～200粒/㎡でした（図 2）。 

３）いずれの地域も起生期－幼形期の窒素増肥

により、収量、子実タンパク質含有率（タンパ

ク）、穂数、窒素吸収量が増加し、止葉期－開花

期の窒素増肥により、タンパク、窒素吸収量が

増加しました（図 3）。各地域の標準窒素施肥体

系（起生期－幼形期－止葉期）を、道央 9-0-6、

道北 6-6-6、道東 8-0-6（kg/10a）と設定しまし

た。 

４）過去のデータから窒素施肥体系をシミュレ

ートする「生産実績を活用した窒素施肥設計法」

は「ゆめちから」にも適用できます。窒素施肥

シミュレートツール NDASに「ゆめちから」の施

肥設計機能を追加しました。 

５）止葉期葉色が道央・道北で 45未満、道東で

49 未満の場合はタンパク 13%を下回る可能性が

高く、止葉期以降の窒素施肥量を 6kg/10a から

増肥する必要がありました。また、道東におい

て葉色が 53以上の場合は、タンパクが 15.5%を

超える可能性が高く、止葉期以降の減肥が必要

でした。止葉期以降の増肥・減肥は窒素施肥量

3kg/10aにつきタンパクがおよそ 1point（%）変

動することを目安に行うのが適当と考えられま

す。 

６）「ゆめちから」の穂水分は、成熟期前後とも

「きたほなみ」より低下程度がやや小さい傾向

を示しました（表 1「その他」）。 

７）出穂期及び成熟期は有効気温（＝日平均気

温－基準温度、ただし負の場合は 0）の積算値

を用いて予測できます。融雪日～出穂期の有効

積算気温及び基準温度はそれぞれ 523.9℃、

0.66℃、出穂期～成熟期ではそれぞれ 621.2℃、

3.69℃でした（表 1「その他」）。 

８）以上をまとめ、「ゆめちから」の栽培目標お

よび栽培体系を示しました（表 1）。なお、NDAS

は道総研 HP（農業技術広場）で公開されます。 

------------------------------------------ 

【用語解説】 

越冬前積算気温：播種日から 11/15 までの 3℃

を超えた日平均気温の積算値。  
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表 1．「ゆめちから」の栽培目標および栽培体系 

図 3．窒素施肥が収量・タンパクに及ぼす影響（2012～2014 年平均） 

注 1）処理区は起生期以降の窒素

施肥体系 (起生－幼形－止

葉－開花 kg/10a）。 

注 2）芽室は 2013、2014 年平均。 

注 3）黒の棒グラフは各地域の標

準窒素施肥体系を、横の実線

は収量・タンパクの目標値を

示す。 
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図 2．越冬前積算気温と必要播種粒数の関係 図 1．越冬前積算気温と主茎葉数の関係 

項目
タンパク 13.0～15.5%の範囲を逸脱しないこと
収量 570～640kg/10a程度の収量が期待できる
成熟期窒素吸収量 目標収量、タンパクの確保に重要

目標とする越冬前茎数1500本/㎡、起生期茎数1300本/㎡
目標とする越冬前茎数1000本/㎡、起生期茎数1200本/㎡

項目
播種期 １．

２．

３．

越冬前積算気温は、11月15日を起日とした日平均気
温3℃を超えた日を遡って積算する（平年値）。
播種適期は「きたほなみ」より早い。晩播によって収量
は低下し、雪腐病の被害も高まることから、適期播種を
励行する。
極端な早まきは倒伏リスクを高める。

播種量 １． やむを得ず播種が遅れた場合は、播種量を増やすこと
で減収を緩和できる。

窒素施肥法 １．
２．

３．

基肥は4kg/10aを上限とする。
当該圃場または近隣圃場における「ゆめちから」の過
去実績データが存在する場合は、窒素施肥シミュレート
ツールNDASにより窒素施肥体系を調節できる。
泥炭土を除き、止葉期葉色が道央・道北で45未満、道
東で49未満の場合は、タンパク13%を下回る可能性が
高いため、止葉期増肥や開花期葉面散布を行う。ま
た、止葉期葉色が道東で53以上の場合はタンパク
15.5%を上回る可能性が高いため、止葉期の減肥を行
う。増減肥の目安は窒素施肥量3kg/10aにつきタンパ
クがおよそ1point変動するとして行う。

その他 １．

２．

３．

越冬前の主茎葉数が道央・道北6葉以上、
道東5葉以上となる時期
越冬前積算気温では道央・道北590℃以上、
道東480℃以上

適期に180～200粒/㎡
（発芽率90%と仮定）

実施方法

標準窒素施肥体系（起生－幼形－止葉 kg/10a）
道央：9－0－6
道北：6－6－6
道東：8－0－6

有効気温（日平均気温－基準温度、ただし正の値）の積算値を用いて、出穂期および成熟期を予測できる
（誤差は2日程度）。融雪日～出穂期の有効積算気温および基準温度はそれぞれ523.9℃、0.66℃、出穂
期～成熟期ではそれぞれ 621.2℃、3.69℃である。
一日あたりの穂水分低下率の平均は、成熟期前1.38point/日、成熟期後3.69point/日で、「きたほなみ」
（同　1.55、4.56point/日）より低下程度がやや小さい。
標準窒素施肥体系に従った上での黄化は施肥以外の要因（土壌物理性不良、低pH、病害等）の可能性
が高く、黄化対策としての安易な窒素追肥はタンパクを過度に高める恐れがある。

備考

栽培体系

栽培目標
備考

穂数

14.0%
600kg/10a
17.3kg/10a

道央・道北：580本/㎡

道東　 　　 ：530本/㎡

目標値
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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 

y = 2041.8x0.6503

R² = 0.5307

500
600
700
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1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

茎
数
（
本

/㎡
）

センサ測定値

(1300本)0.24

(800本)

0.33

(1000本)

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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土壌条件に応じた管理で収量を確保！粘質飼料用とうもろこし畑の土壌・肥培管理法 
 

 

道総研 北見農試 研究部 生産環境グループ 

 

１．はじめに 

輸入配合飼料価格の高騰などから、とうもろこ

しなどの栄養価の高い自給飼料の確保が課題であ

るが、粘質土壌が広く分布するオホーツク酪農地

帯の遠紋地域では、飼料用とうもろこしの生産性

が低いことが問題となっています。 

そこで、遠紋地域の飼料用とうもろこし畑の生

産阻害要因を明らかにし、安定生産に向けた改善

方向を示しました。 

 

２．試験方法 

１）生産阻害要因の解明 

・試験項目等：遠紋地域の延べ 33地点の圃場にお

いて、生産者からの聞き取り（土壌・有機物・

肥培管理状況、耕種概要など）、収量性、土壌理

化学性を調査しました。 

２）土壌･肥培管理法の検討 

・試験項目等：心土破砕・耕起法試験、施肥適正

化・省力化試験、排水対策と適切な土壌･肥培管

理の組合せ効果確認試験を行いました 

 

３．成果の概要 

１）とうもろこし乾物収量は粘土含量が高く、

心土の透水係数が小さいほど低くなりました（表

1）。低収圃場ではち密度が大きく、粗孔隙、易有

効水が少ない傾向が認められました。また、同圃

場では可給態窒素、有効態リン酸も少なかったで

す。ともろこしの生産阻害要因としては、土壌の

堅密化、透水性低下等の物理的環境の不良と養分

供給力の低さが考えられました。 

２）低収圃場では物理性不良箇所に堆肥を多量

にすき込むことで、排水不良時に土壌の還元化が

助長され、とうもろこし生育が悪化する事例や、

多水分時の農作業により土壌を練り返す事例がみ

られました。また、明・暗渠の未整備、機能不全

も加わり湿害の発生リスクが高いです。 

３）施肥は基肥のみ施用し、追肥をしない事例

が多いです。堆肥・スラリーの施用に伴う有機物

由来の窒素を加えた合計窒素供給量は平均で

15kg/10a程度であったが、とうもろこしの要求量

に比べて明らかに少ない13kg/10a未満の事例も3

割強みられ、これらの圃場では窒素不足が懸念さ

れました。 

４）これらのことから、遠紋地域の飼料用とう

もろこし畑における生産阻害要因は元々の土壌特

性に由来する物理性不良に加え、不適切な土壌･

肥培管理に起因する部分もみられ、これらの改善

が必要です。 

５）心土破砕および耕起は土壌水分が適切な条

件で施工した場合に物理性改善効果が認められま

す。しかし、土壌水分が多い条件で施工した場合

は改善効果がみられず、プラウ耕起ではむしろ悪

化しました。 

６）窒素施肥量の適正化を図るため窒素追肥（約

5kg/10a）を行うと(表２)、乾物収量は各年次の平

均値で 7～16％増収しました。また、追肥により、

すす紋病発生程度が低下する傾向がみられます。

追肥の省略をねらった緩効性窒素入り肥料の全量

基肥施用は、追肥に近い増収効果が得られ省力的

施肥法として有効でありました。 

７）安定生産に向けた改善方向として、粘土含

量に対応した土壌・肥培管理法を表 3 に整理しま

した。また、明渠機能の復元と補助暗渠整備を行

い、表 3に基づき土壌水分状況に応じて土壌管理

を実施した圃場では、改善前に比べて収量水準が

高まり、適正施肥の組合せでさらに増収すること

が実証されました（図 1）。 
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表１  とうもろこし乾物収量と土壌理化学性との相関関係および圃場区分別の土壌理化学性

土層の深さ(cm、下端) 0.08 -0.09 23 24 ns 40 41 ns
ち密度(mm) 16～20 -0.14 -0.39 16 17 ns 19 22 *
粗孔隙率(vol.%) 15～25 -0.02 0.42 13.9 12.1 ns 12.5 7.1 *
易有効水量(vol.%) 10以上 0.21 0.23 7.3 5.6 * 5.6 4.6 ns
透水係数(cm/秒) 10-3～10-4 0.10 0.45 * 3×10-3 9×10-4 ns 2×10-3 5×10-4 *
粘土(農学会法、%) -0.36 -0.47 * 33 42 * 32 44 *
可給態窒素(mg/100g) (5～6) -0.02 0.31 9.7 7.7 ns 8.3 5.0 *
有効態リン酸(同上) 10～30 0.23 0.44 46 34 ns 41 19 *

注3） *：5％水準、**：1％水準で有意差あり、ns：有意差なし。

注2） 圃場区分は乾物収量の全体の平均値（1,588kg/10a）を参考に、1,600kg/10a以上を高収（平均1,734kg/10a）、
　 　　同未満を低収畑（同1,457）と区分した。

項目
土壌診断
基準値

（参考値）

相関係数
（対乾物収量）

作土 心土

高収圃場
(n=9)

低収圃場
(n=10)

有意差
(t検定)

高収圃場
(n=9)

低収圃場
(n=10)

有意差
(t検定)作土 心土

注１） 平成25年に調査した延べ23地点のうち、深さ30cm以内に礫層がある圃場（3地点）と倒伏した圃場 （1地点）を除く 、
        19地点の調査結果を用いた。透水係数は中央値、その他は平均値を示す。可給態窒素は熱水抽出性窒素である。

 
 

 

表２  窒素追肥効果 

(事例数) (kg/10a) (kg/10a) (kg/10a) (1-9)

慣行区 10.1 1,454 13.2 2.7
追肥区 15.6 (107) 15.6 1.7

ns ns *
慣行区 10.0 1,565 14.8 2.3
追肥区 15.1 (116) 17.4 1.9

** * ns
慣行区 10.1 1,845 13.0 1.6
追肥区 15.9 (111) 15.9 1.4

* ** ns
注1） 括弧内の数値は慣行区に対する収量比を示す。

注2） *：5％水準、**：1％水準有意差あり、ns：有意差なし。

試験
年次

試験区
窒素

吸収量
すす
紋病

平成
24年
(n=7) 有意差（t検定）

乾物
収量

総窒素
施肥量

平成
26年
(n=5) 有意差（t検定）

平成
25年
(n=7) 有意差（t検定）

  
 

 

表３  飼料用とうもろこし畑における粘土含量に対応した土壌・肥培管理法 

37.5％以上（強粘質～粘質） 37.5％未満（壌質～砂質）

散布

混和
・プラウ耕起を行う場合は、その前にスプリングハロー、
　ディスクハロー等で混和する。

・プラウ耕起で行っても可。

・広幅型を用いる。
・作用深を一定に保つ。牽引抵抗が大きく作用深が一定
　しない場合は、作用深を浅くする。
・土壌水分が多い年次は無理に行わず、中止すること。

・通常型を用いても可。

・チゼル耕起を基本とする。
・土壌水分が多い年次は無理に行わず、中止すること。
・プラウ耕起は数年に1度、土壌が乾いている時に実施
　しても可。ただし、作用深は深くなりすぎないこと。

・プラウ耕起を基本とするが、土壌水分がやや
　多い場合はチゼル耕起に変更する。

注）粘土含量は農学会法の値である。37.5％は埴壌土（CL）と壌土（L）の境界である。

窒素分施
・総窒素施肥量を北海道施肥ガイドで決定し、基肥窒素量および有機物施用に伴う窒素供給量を減じた
　量を、7葉期までに分施する。なお道北地帯は網走地帯の施肥標準に準拠し、2～4kg/10a増肥する。
・分施作業を省力化したい場合は、緩効性窒素入り肥料を全量基肥施用しても可。

共通留意点

・いずれの作業も土壌の練り返しが起きない程度に乾いている時に実施すること。
・特に、粘土含量が高い圃場ではこのことを遵守すること。
・排水不良圃場では明・暗渠等の整備に関する抜本的対策を別途講じること。
・礫の出現により心土破砕が施工困難な場合は、他の作業項目の改善を図る。

耕起

砕土・整地 ・圃場全体が乾いてから実施する。

施肥・播種
・基肥窒素量は10kg/10aを限度とする。所定量施肥されていることを確認すること。
・その他の成分の施肥量は北海道施肥ガイドに従う。

作　業
粘土含量別対応

堆肥

・5t/10aを上限として施用する。

心土破砕

 

図１  排水対策と適切な土壌･肥培管理の組合せ効果 

（細粒質普通灰色台地土） 
注 1）排水対策では明渠の復元、補助暗渠（パンブレーカ）の整備を実施。 

注 2）慣行施肥区は 7kgN/10a を基肥施用、施肥改善区は慣行施肥に 

5.4kgN/10a を追肥。括弧内の数値は調査圃場最寄り作況圃の 

乾物収量（kg/10a）。作況圃の施肥は慣行施肥区と同様。 
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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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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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0 3 5 7 10 12 14 21 28 35

斑
点
米
率
（
無
処
理
比
）

出穂後日数

H24道南

H25道南

H24中央

H25中央

H26中央

効果高い

b

a a a

c

0

20

40

60

80

100

出穂期 出穂7日後 出穂10日後 出穂期＋7日後 無防除

斑
点
米
率
（
無
防
除
比
）

（基幹2回）防除時期

平成24～26年（３カ年）
２場の８試験

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

出穂期 出穂7日後 出穂期＋7日後 無防除

斑
点
米
率
（無
防
除
比
）

防除時期

ほしのゆめn=11
きらら３９７ n=7
ふっくりんこ n=3
きたくりんn=1
ゆめぴりか n=1
全体 n=23

（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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抵抗性ネギアザミウマのあたらしい防ぎ方 

 

道総研 中央農業試験場 病虫部 予察診断 G 

 

１．はじめに 

ネギアザミウマは 1.5mm 程度の非常に小さな

昆虫で、ながねぎ、たまねぎなどの最も重要な

害虫です。以前は、ネギアザミウマに対してピ

レスロイド剤の効果が高く、ながねぎやたまね

ぎでは、ネギアザミウマ防除にはピレスロイド

剤がほぼ必ず使われていました。害虫の遺伝子

が変異すると、今まで効果の高かった薬剤が効

かなくなることがあり、そのような性質を薬剤

抵抗性と言う。近年道内で、ピレスロイド剤抵

抗性ネギアザミウマが確認され、ながねぎ、た

まねぎの薬剤防除が困難になっています。また、

今まで問題となることがなかったキャベツでも、

結球部へのネギアザミウマ被害が問題となって

います。 

２．試験方法 

１） 発生実態調査 

道内 182圃場から 2559頭のネギアザミウマを

採集し薬剤抵抗性遺伝子診断をおこないました。 

２） 有効薬剤の検索 

抵抗性ネギアザミウマが発生している中央農

試のながねぎ、たまねぎ、キャベツ圃場で、各

種薬剤について防除効果を比較しました。 

３） 新しい防除方法の確立 

有効薬剤を使って、ながねぎ、たまねぎ、キ

ャベツの被害を防ぐことのできるローテーショ

ン防除方法を検討しました。 

３．試験結果 

１） 従来の方法に比べて、低コストで効率的な 

新しい遺伝子診断法を開発しました。 

２） 遺伝子診断により、67圃場（37％）から 426 

頭（17％）の抵抗性ネギアザミウマを確認した。

抵抗性の発生確認地域は空知、石狩、胆振、日

高、渡島、檜山、上川、オホーツク、十勝地方

と、全道にわたることが明らかになりました（表

1）。 

３） ながねぎ、たまねぎ、キャベツでの抵抗性 

ネギアザミウマに対してピレスロイド剤に置き

換えられる有効薬剤を明らかしました。ながね

ぎとたまねぎでは、状況に応じて、「効果の高い

薬剤」と「被害抑制薬剤」とを使い分けること

ができます（表 2）。 

４） ながねぎの品質低下を防ぐための薬剤防除 

体系を確立しました。収穫前 30日間は、「効果

の高い薬剤」による 7日間隔のローテーション

防除をおこないました。散布間隔が 10日程度に

開きそうな場合は、前回散布 5日後に「被害抑

制薬剤」を使用し、その 5日後に「効果の高い

薬剤」を散布します（図 1）。 

５） たまねぎの減収を防ぐための防除体系を確 

立しました。圃場観察による防除開始時期から

「効果の高い薬剤」による 10日間隔のローテー

ション防除をおこないます。ネギアザミウマの

発生が少ない場合は、2回目以降の散布に「被害

抑制薬剤」を使用することが可能だが、「被害抑

制薬剤」は連続使用してはいけません（図 1）。 

６） キャベツの結球部被害を防ぐための防除体 

系を確立しました。定植前の苗に「効果の高い

薬剤」による灌注処理をおこいます。灌注処理

の防除効果が低下する前に、定植 21日後頃から

「効果の高い薬剤」による 7日間隔のローテー

ション防除をおこないます（図 1）。 

 

【用語の説明】 

遺伝子診断法：遺伝子を調べて抵抗性かどうか

を診断する方法。 

ローテーション防除：抵抗性の発達を予防する

ために、系統の異なる薬剤を順繰りに使用する

防除方法。 

灌注処理：ジョウロなどを使って、通常の水や

りのように、定植前の苗に薬剤をかける防除方

法。 
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作物 効果の高い薬剤 被害抑制薬剤

ながねぎ
スピネトラム水和剤F（2500倍）

トルフェンピラド乳剤

ニテンピラム水溶剤

アバメクチン乳剤

ピリダリル水和剤F

たまねぎ
プロチオホス乳剤

スピネトラム水和剤F（2500倍）

アセフェート水和剤

イミダクロプリド水和剤DF

スピネトラム水和剤F（5000倍）
チオシクラム水和剤DF

キャベツ

クロラントラニリプロール・チアメトキサム

水和剤F（灌注処理薬剤）
フィプロニル水和剤F

スピネトラム水和剤F

トルフェンピラド乳剤

定植前苗処理
　　　　　5日　

7日 （または） 被害抑制薬剤
　　　　　5日　

　　　　　5日　 10日 10日
30 7日 （または） 被害抑制薬剤 効果の高い薬剤 （または） 被害抑制薬剤 効果の高い散布薬剤
日 　　　　　5日　 10日 10日 　　　7日

被害抑制薬剤 （または） 効果の高い薬剤 効果の高い散布薬剤

収穫期

7月10日を
過ぎた

効果の高い灌注剤

　　　　 効果の高い薬剤を

　　　　　  4～5回散布

収穫期

【ながねぎ防除体系】

効果の高い薬剤

効果の高い薬剤

効果の高い薬剤

最終散布は7月20日以降

　　　　　　　5～6回

　　　　　　　程度散布
　3～6回程度散布

効果の高い薬剤
　　　　　定植

　　　　 21日後

　　　　　ただちに

【たまねぎ防除体系】 【キャベツ結球部防除体系】

6月上旬から5日毎に食害調査

ほぼすべての株に
わずかな食害

（または）

（比率）

空知 13 / 24 (54 ％) 289 (82 ％) 62 (18 ％) 351

石狩 9 / 21 (43 ％) 241 (85 ％) 42 (15 ％) 283

後志 0 / 2 （0 ％) 31 (100 ％) 0 （0 ％) 31

胆振 3 / 5 (60 ％) 33 (43 ％) 43 (57 ％) 76

日高 4 / 9 (44 ％) 72 (53 ％) 64 (47 ％) 136

渡島 4 / 19 (21 ％) 227 (91 ％) 22 (9 ％) 249

檜山 4 / 8 (50 ％) 64 (67 ％) 31 (33 ％) 95

上川 2 / 10 (20 ％) 84 (76 ％) 27 (24 ％) 111

留萌 0 / 1 （0 ％) 4 (100 ％) 0 （0 ％) 4

オホーツク 14 / 62 (23 ％) 868 (95 ％) 46 (5 ％) 914

十勝 14 / 21 (67 ％) 220 (71 ％) 89 (29 ％) 309

合計 67 / 182 (37 ％) 2133 (83 ％) 426 (17 ％) 2559

   感受性

抵抗性遺伝子診断

頭数（比率）振興局

抵抗性

確認

圃場数

調査

 圃場数

合計

頭数
抵抗性

表 1．ピレスロイド剤抵抗性ネギアザミウマ発生実態調査結果（2011～2013年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2．ピレスロイド剤抵抗性ネギアザミウマに有効な薬剤（2011～2014年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．ながねぎ、たまねぎ、キャベツでの薬剤防除体系 

a
Typewritten text
14



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。
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農業改良普及センターの活動紹介

水稲成苗ポットの置床鎮圧育苗法（楽ちん育苗）について

上川農業改良普及センター

１．はじめに

置床鎮圧育苗法とは、育苗ハウスの耕起・整地

後に鎮圧ローラーを使用し置床を踏み固めた上に

成苗ポットを設置する方法です。この鎮圧育苗法

は、従来の育苗法よりも育苗作業が楽になり、苗

取り作業では腰への負担が軽減されたとの声が聞

かれました。実施農家を対象に置床造成や育苗土

壌および苗の調査を実施しました。

２．調査の方法

1) 置床鎮圧作業の実態並びに土壌・苗質調査

(1)置床鎮圧育苗の耕起から成苗ポットの定置、

かん水までの造成法と鎮圧ローラーの使用方法に

ついて実施農家に聞き取りを実施しました。

(2)置床鎮圧の土壌硬度および土壌物理性は、旭

川市14戸、士別市4戸、名寄市2戸の計20戸、苗形

質は3市16カ所、土壌分析は、旭川市、士別市の

計12カ所を上川農業試験場と連携し行いました。

３．調査の結果

1) 鎮圧育苗による置床造成法

(1)苗床作りの作業行程

置床鎮圧法は、①耕起、②施肥、③整地、④鎮

圧ローラー機による置床鎮圧、⑤かん水、⑥成苗

ポット定置、⑧かん水の順となります。(図1)

(2)鎮圧作業の実際

鎮圧に使用するローラーは、ローラー幅60cm、

重量480～600kgが多く使用されています(写真

１）。鎮圧作業時間は、100坪育苗ハウスで３～５

回往復し、１時30分から２時間かけて置床を踏み

固め段差部分をいぶりなどで直して完成です。

2)置床の土壌物理性

(1)土壌硬度

鎮圧前の土壌硬度は、15cmまで軟らかく、鎮圧

後の土壌硬度は、2.5～５cm付近で貫入抵抗値が1.

3MPa以上になりました。育苗後の土壌硬度は、鎮

圧後の土壌硬度よりも軟らかくなるほ場が多くな

りました(図２)。

(2)置床土壌の三層分布、粗孔隙率および易有効

水分量

鎮圧後の固相率は0-5cmと5-10cmともほぼ同じ

で、液相率は5-10cmが低く、気相率は5-10cmが高

かった。育苗後も同様の傾向でした。粗孔隙率は

育苗前後とも5-10cmが高く、易有効水分量は5-10

cmが少ない傾向でした(表１)。

(3)移植時成苗ポットをはがす時の荷重

鎮圧育苗の成苗ポットは、慣行成苗ポットと比

較して移植時に約1/2の力ではがすことができま

した(表２)。

(4)鎮圧育苗の実施状況

平成26年に置床鎮圧育苗法の実施農家は、上川

管内で108戸、水稲作付面積で1,216haに達し、名

寄市から東川町まで８JAに普及しています(表

４)。

４．置床鎮圧育苗の利点

(1)鎮圧育苗は、成苗ポットが置床に埋まらない

ことから、ポット内の温度が上がり易く出芽や根

鉢形成が良くなることが考えられます。

(2)作業性と労力の軽減

成苗ポット定置後に踏み板による鎮圧作業がな

いため、「かん水」作業を気温の高い時間帯にで

きます。成苗ポットをはがす苗取り作業では腕や

腰への負担が軽減され、農作業労働の改善につな

がっています。

５．活用の留意事項

①早めに融雪し置床を十分に乾かすこと。

②育苗ハウス全体を均平にし、仕上がりの土壌硬

度の目安として靴で踏んで足跡が付かない程度に

すること。

③ローラーがけの後に段差直しを行い、置床とポ

ットの間に隙間を作らないこと。

④出芽前後に種籾が乾きやすくなることがあるの

で水管理に注意すること。

以上のことに留意して、取組むことが重要です。
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図１ 置床鎮圧育苗と慣行育苗の作業工程

写真１ 鎮圧ローラー 写真２ 取り替え作業 写真３ は種後１８日目

表１ 育苗前の鎮圧直後と育苗後における鎮圧置床の物理性

図２ 置床土壌の貫入硬度値

表２ 成苗ポットをはがす時の最大荷重

表３ 鎮圧育苗と慣行育苗の移植時苗形質

表４ 上川管内鎮圧育苗実施状況

0
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深
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c
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土壌硬度（MPa）

鎮圧前

鎮圧後

育苗後

旭川市旭正 A農場

J A 戸数 鎮圧実施水稲面積　(ha)

8JA 108 1,216
鎮圧実施農家は普及センター調べ（H26年）

置床鎮圧育苗の
作業工程

耕
起

施
肥

砕土・
整地

ロ-ラ-
鎮圧

置床
かん水

ポット
定置 か

ん
水慣行育苗の

作業工程
耕
起

施
肥

砕土・
整地

置床
かん水

ポット
定置

踏板など
鎮圧作業

項目 最大荷重（kg重）
鎮圧育苗 8.3
慣行育苗 15.7

   移植時にバネ秤で成苗ポットをはがす時の最大荷重を測定
    上川農試生産環境グループ(H26)

育　苗 品　　種 育苗日数
草丈
(cm）

第1鞘高
（cm）

葉令
(葉)

分げつ
(本)

乾物重
(g/100本）

鎮圧育苗 ゆめぴりか 33日 14.8 2.1 4.7 1.1 4.7

慣行育苗 ゆめぴりか 3１日 15.3 2.2 4.7 1.0 4.5

慣行育苗は上川農業改良普及ｾﾝﾀｰ作況ほ、鎮圧育苗は６調査地点の平均値（H26)　

易有効水分量

土壌採取位置 (pF1.8-2.7)
(g/100ml) 　　　(%) （ml/100ml)

0-5cm 39.6 47.0 13.4 104.6 13.4 14.1

5-10cm 40.3 41.9 17.8 103.9 17.8 9.2

0-5cm 41.0 46.1 12.9 106.5 12.8 13.9

5-10cm 39.1 39.4 21.5 98.6 21.5 9.5

0-5cm 35.9 37.4 26.7 94.8 26.7 8.9

鎮圧直後 5-10cm 34.5 36.0 29.5 91.0 29.5 6.8

10-15cm 38.7 38.6 22.7 101.5 22.7 4.5

0-5cm 41.2 42.6 16.2 105.1 16.2 6.0

育苗後 5-10cm 44.8 41.7 13.5 106.9 13.5 5.1

10-15cm 41.2 44.5 14.3 105.4 14.3 4.7

0-10cm 36.5 39.5 24.0 100.4 24.0 8.9

10-15cm 39.1 40.1 20.8 106.8 20.8 6.2

地域
(調査数）

三相分布（％、pF1.8)

士別市
（N＝4）

名寄市
（N=２）

育苗後

旭川市
（N＝14）

鎮圧直後

容積重
調査時期

固相 液相 気相
粗孔隙率

鎮圧直後
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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/




