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平成 29 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 29 年に特に注意すべき病害虫について報

告します。 

２．平成 28 年の病害虫の発生状況 

平成 28 年は、夏季が多雨となったことから

軟腐病など腐敗症状となる病害が多発しまし

た。また、秋まき小麦では、なまぐさ黒穂病が

多発し大きな問題となりました。一方、てんさ

いの西部萎黄病、たまねぎのネギハモグリバエ

の発生は前年に比べ少なくなりました。 

主要病害虫のうち多発となったものは、秋ま

き小麦の赤かび病、ばれいしょの軟腐病、てん

さいの根腐病（黒根病を含む）、たまねぎの軟

腐病、だいこんの軟腐病、りんごの黒星病、腐

らん病、やや多発となったものは、水稲の紋枯

病、ヒメトビウンカ、イネミギワバエ、ばれい

しょの塊茎腐敗、黒あし病、たまねぎのネギア

ザミウマ、りんごの斑点落葉病でした（表１）。 

 

３．平成 29 年に特に注意を要する病害虫 

（１）あぶらな科野菜のコナガ 

あぶらな科野菜の重要害虫であるコナガは、

平成 26 年以降に道内で採取された個体から、

ジアミド系薬剤の抵抗性遺伝子保持個体（以下、

抵抗性個体）が確認されており、生産現場から

も、ジアミド系薬剤によるコナガの防除効果が

当初よりも低下しているとの指摘がなされて

います。コナガは、道内では露地での越冬がで

きないため、春に飛来してくる個体群に抵抗性

個体が含まれていると推察されます。近年、冬

期間もあぶらな科野菜を栽培している施設な

どで、抵抗性個体が越冬している懸念が示され

たことから、越冬が疑われる地域において春季

の抵抗性個体割合を調査したところ、平成 26

年からの 3 カ年調査してきた道内他地点におけ

る春季の抵抗性個体割合とほぼ同程度の低い

割合でした。このことから、道内では春季の飛

来個体群に含まれる抵抗性個体が当年の発生

源であると考えられました。しかし、農耕期間

中にジアミド系薬剤を多用した地点では、夏季

の調査において抵抗性個体割合が高まってお

り、本剤効果の低下を招くことが示されました。

以上のことから、コナガの防除にあたってジア

ミド系薬剤を使用する場合、以下の点に留意す

る必要があります。 

①  アミド系薬剤の連用は避けてください。 

②  系統薬剤による防除を実施した後、効果

の確認に努め、防除効果が低いと判断さ

れた場合は、他系統薬剤による追加防除

の実施を検討してください。 

③  注剤、茎葉散布剤としての使用時には、

所定の希釈倍数、処理量を遵守する必要

があります。 

（２）りんごの黒星病 

黒星病はりんごにおける重要病害です。葉お

よび果実に病斑を形成して品質を低下させ、著

しい収量減の要因となることから、りんごにお

いて本病防除は不可欠です。近年は一般園にお

ける本病の発生はみられていない状態が続い

ていましたが、平成 27 年には 5 月中旬から 6

月上旬の重点防除期以降の薬剤散布間隔が開

  作 物 名 　病　害　虫　名

　水　稲 紋枯病・ヒメトビウンカ・イネミギワバエ

  秋まき小麦 赤かび病

　ばれいしょ 塊茎腐敗・軟腐病・黒あし病

　てんさい 根腐病（黒根病含む）

　たまねぎ 軟腐病・ネギアザミウマ

　だいこん 軟腐病

  りんご 黒星病・斑点落葉病・腐らん病

　下線は多発生となった病害虫を示す

表1 平成28年にやや多発した主要病害虫



 

2 

 

いてしまった一部の園地において、葉における

わずかな発生が認められました。 

本病は平均気温 15～20℃で多雨となったと

きに多発するとされており、平成 28 年は 6 月

から 8 月まで多雨となったことから、発生が増

加したと考えられます。発生量の増加は、当年

の被害発生だけではなく、病原菌が枝や葉の病

斑で越冬し、翌春の感染源の増大が懸念されま

す。このため平成 29 年度は、本病の発生に特

に注意が必要です。近年、6～8 月に多雨となる

傾向が続いていることから、重点防除期以降も、

本病に対する薬剤散布間隔が開きすぎないよ

う実施する必要があります。 

また、青森県では、平成 28 年に本病に対す

る基幹防除薬剤であるエルゴステロール生合

成阻害（EBI）剤に対する耐性菌の出現が確認

され、29 年から本病に対する EBI 剤の使用が全

面的に禁止されます。現在のところ、道内では

EBI 剤感受性低下の事例は確認されていないも

のの、EBI 剤も含め同一系統薬剤の連用は避け、

他系統薬剤とのローテーション散布を心懸け

て下さい。 

（３）りんごの腐らん病 

腐らん病は、りんごの最重要病害であり、主

幹、主枝および枝梢部に発生して胴枯れ、枝枯

れ症状を引き起こします。冬期間を除くほぼ通

年、樹皮に形成された柄子殻から柄胞子が分散

されます。このためりんご栽培期間全体にわた

って本病に対する警戒が必要です。 

本病はこれまでも多くの園地で発生がみら

れていますが、平成 28 年は発生面積率 64.3%

（平年：44.6%）、被害面積率 28.8%（平年：1

5.8%）と、ともに増加しました。これには、近

年の多発傾向により感染源密度が高まってい

ること、平成 23 年の凍害による樹体損傷、27

年の多収によるなり疲れと春先の急激な温度

低下による凍害などの影響に加え、主要品種

「つがる」が導入されてから年月が経ち、樹齢

が高まっていることなどの影響が考えられま

す。 

本病の対策は「りんご腐らん病総合防除対策

指針」に基づく、適切な剪定、施肥、土壌管理、

干ばつ防止のための草生管理、適正な着果量の

確保など、基本管理の徹底が最も重要です。ま

た、罹病枝の切り落とし、病患部の削り取りを

行い、切り取った枝や削り取った樹皮は園外に

持ち出して適正に処分し、傷口にはゆ合剤を塗

布することが重要です。剪定などによる傷も感

染口となるので、ゆ合剤を塗布するとともに薬

剤の散布も行い、本病に感染しないよう管理を

行います。 

４．平成 28 年に新たに発生を認めた病害虫  

平成 28 年に新たに発生を認めた病害虫は 9

病害虫（病害 8、害虫 1）であり、一部を抜粋

して紹介します。 

（１）ばれいしょの黒あし病（病原の追加・国

内新発生） 

本病は、ばれいしょの茎の地際部が黒く軟化

腐敗する症状が特徴で、汚染塊茎により伝播す

るとされています。本病の病原菌はこれまで３

種類が知られていましたが、ブラジルなどで発

生報告のある新たな病原菌（ペクトバクテリウ

ム・カルボナータムの亜種ブラジリエンス）が

道内でも発生していることが確認されました。

本菌による黒あし病はすでに道内数カ所での

発生が確認され、症状や病原性に既知の菌種と

大きな違いはないので、従来どおり種ばれいし

ょ生産現場における罹病株の抜き取りが重要

です。 

（２）ほうれんそうのべと病（新レースの出現） 

べと病レース 1～8 に抵抗性の「カイト」に

おいてべと病が発生しました。現在のところ、

発生は一部地域に限定され、道内における発生

状況の詳細は不明ですが、べと病対策に抵抗性

品種を用いている産地では、新レースの出現に

注意が必要です。 

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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簡易軟白ねぎで発生する黒腐菌核病はこうして防ぎましょう 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境Ｇ 

 

１．はじめに 

 ねぎの黒腐菌核病は本州では以前から冬作のねぎ

で発生し、大きな被害を及ぼしている病害です。北

海道では近年被害が認められてきた病害ですが、低

温期に発生するため、春早くから栽培を開始するハ

ウス栽培で発生が多いです。ハウス栽培では土寄せ

しない簡易軟白栽培が多く利用されており、周年栽

培を行っている地域もあります。上川地域では古く

から簡易軟白栽培を行っていますが、近年黒腐菌核

病の発生が増加し、本病の発生によってねぎの生産

量が減少しています。 

 本課題では簡易軟白ねぎで発生する黒腐菌核病に

対する耕種的および化学的防除を利用した防除対策

を確立することを目的としました。 

２．試験方法 

１）黒腐菌核病の発生実態調査（生産者からの聞き

取りおよび発生実態調査によって発生病害、発生環

境を明らかにする） 

２）黒腐菌核病の発生生態調査（黒腐菌核病の発生

と地温、水分条件、感染時期、被覆資材の関連を明

らかにする） 

３）防除対策試験（耕種的防除法および薬剤防除、

土壌消毒の効果について検討し防除対策を明らかに

する） 

３．試験の結果 

１）黒腐菌核病の発生実態調査 

 上川地域の、ねぎの菌核性の病害は平成 20年頃か

ら発生が認められ、近年は黒腐菌核病が主体であり、

低温期の 2～4月定植の作型で発生していますが、5

月定植では問題となっていません。 

軟白資材ではエアチューブ方式で発生が多く、黒

ポリフィルム方式では少ないです。また、マルチで

は白黒ダブルマルチで発生が多くグリーンマルチで

は少ないくなっています。 

２）黒腐菌核病の発生生態調査 

 黒腐菌核病の発病は地温に大きく依存し、18℃以

上で軽微に、15℃以下で激しくなります(図 1）。 

 発病好適条件では定植後 1ヶ月程度で生育の低下

や葉枯症状が認められます。栽培中のねぎに潅注接

種すると、4月から 5月 8日までの接種では、いず

れも約 1 ヶ月後に地上部に症状が現れますが、5 月

15日以降の接種では発病しません。また 5月中旬に

汚染圃場に移植しても発病が極めて軽微で、この時

の日平均地温は 5 月下旬から 18℃を上回りました。

以上から、春作型では上川中部地域で定植が 5月中

旬以降では本病は問題とならないと考えられます。 

 軟白資材はエアチューブ方式ではフィルム方式に

比較し湿度が上昇しましたが、地表面の平均温度は

差が無く、地温はやや低下しました。しかし、軟白

資材による発病の違いはなく、設置を行う 6月には

地温は上昇していることから軟白資材の発病に及ぼ

す影響は小さいと考えられます。 

３）防除対策試験 

 マルチの種類では白黒ダブルマルチの“白上”が

最も地温を抑制し、同“黒上”は平均地温で 3℃、

グリーンマルチは黒よりも 0.1～0.5℃高くなりま

す(表 1)。それに伴い発病は白上が最も発病し、次

に黒上、次いでグリーンマルチの順で低くなりまし

た（図 2）。発生の多い 4月定植までの作型ではグリ

ーンマルチの利用で発病が抑制できます。 

 土壌消毒は本病の菌核に対し効果が認められます

が、ダゾメット剤 60kg/10a 処理を除き防除価 70〜

80程度と、単独で十分な効果ではありません。一方、

ペンチオピラド水和剤Fの1000倍液の定植直後～15

日目の 1回株元潅注は本病に卓効が認められ、定植

直後および約 30 日後の２回株元潅注でより高い効

果が得られました（表 2）。 

 以上から本病の防除には 4月までの低温期にはグ

リーンマルチ等の地温を高めるマルチを用いて地温

の上昇を図り、定植時～15日目の 1回株元潅注また

は定植直後および約30日後の2回株元潅注を行いま

す。土壌消毒は、これらの対策でも不十分な場合に

ダゾメット剤 60kg/10a 処理を併用すると効果的と

考えられます。 
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ダークグリーン グリーン 黒（白黒ダブル） 白（白黒ダブル）

4月まで 18.1 18.3 17.8 14.5

5月まで 20.9 21.0 20.6 17.8

6月まで 20.9 21.1 20.8 18.5

全体 21.7 22.0 21.7 19.9

防除価
反復1 反復2 （平均）

薬剤 ペンチオピラド定植直後　1回 3.6 4.4 94.6
潅注 ペンチオピラド定植直後、30日後　2回 1.2 0.4 98.9

ダゾメット30kg/10a 15.6 17.6 77.4
土壌 ダゾメット60kg/10a 14.4 5.6 86.4
消毒 カーバムナトリウム塩剤60L/10a 18 18 75.5

還元消毒 10.4 15.6 82.3

水のみ太陽熱消毒 24 36.8 58.7
無処理 66.8 80.4 －

発病度
試験区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 地温と黒腐菌核病の発病の関係        図 2 マルチ資材の種類と発病の関係 
 
 
 
  

 
                     表１ 試験中の各マルチにおける平均地温℃ 

 

 

 

 

 

 

       表２ 各種土壌消毒とペンチオピラド水和剤F(20%)の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易軟白ねぎにおける黒腐菌核病対策 
 

対策Ⅰ 
地温対策：本病は 15℃以下で激しく発病するため、低温期は、できるだけ地温を上げるためにグリ
ーンなどの地温を上昇させるマルチを利用する。 
 

対策Ⅱ 
薬剤防除：ペンチオピラド水和剤 F(20%)を定植直後～定植 15日目までに 1L/㎡株元潅注する。 
定植直後および定植約 30日後の 2回処理でより効果が高い。 
 

対策Ⅲ 
上記対策でも不十分な場合は収穫終了後に土壌消毒（ダゾメット粉粒剤 60kg/10a）を実施する。 

 
 
 
 

上川農試ハウス 定植：4/7 調査8/1 

株間3.5cm 畦幅30cm 

上川農試温室 ポット試験 2回の試験の結果を統合 

1回目 定植：11/19 調査1/8 

2回目 定植：1/16 調査3/17 育苗土に培養菌1％接種 

園芸用保温マットを用いて地温を制御した 

地温は測定した平均値  
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ミニトマトの斑点病・葉かび病・すすかび病の特徴と防除法 

道総研 花野菜技術センター 研究部 生産環境Ｇ 

 

１．はじめに 

ミニトマト病害の発生実態調査や防除対策は今ま

で道内で取り組まれていませんでした。大玉トマト

で確立されている防除技術では対応出来ない、ミニ

トマトの斑点病、葉かび病、すすかび病の3病害に

ついて、発生の特徴と防除法を検討しました。 

２．試験方法 

１）現地発生実態調査 

石狩、空知、上川、留萌、後志管内のミニトマト

栽培ハウスにおける、発病調査・聞き取り調査。 

２）場内試験 

各病害に対する薬剤の防除効果、斑点病・すすか

び病の品種による発病差、葉かび病菌のレースおよ

びアゾキシストロビン耐性菌検定。 

３．試験結果 

１）斑点病 

 斑点病の初発は 6月下旬以降に認められましたが、

通常発生に気づくのは、ある程度発病が伸展した後

の 7月中旬以降でした。7月下旬以降、特に 8月～9

月にかけて発病は急増し、多湿条件で顕著に増加し

ました。ハウス内を多湿にしない栽培管理が重要と

考えられました(図１)。薬剤散布は発生のごく初期

から行う必要がありますが、発生初期の病斑数は僅

少で、微小な斑点は他症状との区別もつきにくく、

確認は実質困難なため、常発ハウスでは発生確認前

から散布を開始します。その時期は、道内で主要な

半促成～夏秋どり作型では、7 月上旬となります。

散布間隔が長いと防除効果が劣るため、特に多湿時

は散布間隔を空けすぎないようにします(図 1）。 

 品種による発病差は大きく、現在のミニトマト主

要品種の中で防除対策が必要なのは、「キャロル 10」

と「ラブリー藍」の 2品種と考えられました。 

防除薬剤はＴＰＮ水和剤Ｆ、イプロジオン水和剤、

ピリベンカルブ水和剤ＤＦ、イミノクタジン、アル

ベシル酸塩水和剤 F、ペンチオピラド水和剤 Fが活

用できると考えられました。ただし、ＴＰＮ水和剤

Ｆとイプロジオン水和剤は、比較的程度の軽い果実

の汚れが生じる場合がありました（表 1）。 

２）葉かび病 

 「キャロル 10」や「SC6-008」などの、葉かび病

抵抗性品種（抵抗性遺伝子 Cf-9を持つ品種）にも発

病するレース注)が道内に広く分布しました。今のと

ころ、抵抗性品種の栽培で被害回避されている事例

が多いものの、多発が問題となるハウスも認められ、

抵抗性品種の栽培でもハウス内をよく観察し、葉か

び病の発生がある場合には、抵抗性を持たない品種

と同様の防除が必要と考えられました。防除薬剤は、

ＴＰＮ水和剤Ｆ、ピリベンカルブ水和剤ＤＦの効果

が高く、イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 F、

マンゼブ水和剤Fは対照のボスカリド水和剤DFとほ

ぼ同等の効果でした（表 2）。アゾキシストロビン耐

性菌は確認されませんでした。 

３）すすかび病 

 発生は一部地域に限られ、葉かび病との混発事例

も認められました。定植時期が早いハウスでは育苗

中か定植直後に一次感染が起こると考えられ、発生

は定植後早期から認められ、発生量も多かったです

（表 3）。品種による発病差は認められませんでした。

薬剤の効果は、ＴＰＮ水和剤 Fとピラクロストロビ

ン・ボスカリド水和剤 DFは効果が期待でき、ペンチ

オピラド水和剤Fは効果が低いと考えられました。

初発確認後の散布開始では防除効果が劣ることが示

唆され、発生歴のあるハウスでは予防的な散布が望

ましいです。 

 

【用語の解説】 

レース：病原菌の種や形態は同じだが、植物の品種

が持つ抵抗性遺伝子の種類によって、病原性が異な

る菌系のこと。葉かび病菌の場合、これまで道内で

確認されていたレースは、抵抗性遺伝子 Cf-9を持つ

ミニトマト品種には病原性がなく、これらを栽培す

れば葉かび病は発生しなかったが、今回道内広い地

域で確認されたレースは、Cf-9を持つ品種にも病原

性があり、発病させてしまう。 
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6月
下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

図１　半促成～夏秋どり作型における斑点病発病パターンと防除の考え方

7月 8月 9月

発生は中位葉。病斑僅少。

初発確認は難しい。

密度は低いがハウス全体に病斑が広がる

よく観察すれば発病を発見できる

急激に病斑増加、一目で発病確認可能。

後半には葉の枯れ込み、ヘタでの発病も目立つ

初発

緩やかに増加

発病急増

多湿条件により

発病は増加する

7月上旬に開始する（発病が確認で

きるようになってからでは遅い）

定期的な防除が必要

特に多湿時には散布間隔の空けすぎに注意

防除開始

ハウス内を

多湿にしない

栽培管理

表１　斑点病に対する各薬剤の防除効果

供試薬剤

ＴＰＮ水和剤Ｆ 1000 100 (±) 99 (±) 94 (±) ◎ ○ 前日
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 1000 71 (－) 98 (－) 91 (±) 77 (±) ○ ○ 前日
ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ水和剤DF 2000 76 (－) （○） ○ 前日
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤F 4000 54 (－) 99 (－) 72 (－) 56 (－) △ ○ 前日
ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤F 2000 83 (－) 45 (－) △ ○ 前日
銅水和剤（塩基性塩化銅Cu50%） 500 52 (＋) 77 (＋) 54 (＋) △ 前日
ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ水和剤 1000 11 (±) × 前日
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ・ＴＰＮ水和剤Ｆ 1000 100 (±) 100 (±) ◎ 7日前
防除効果 ◎：防除効果が高い、○：防除効果がある、△：やや低い防除効果がある、×：防除効果がない
果実の汚れ　－：認められない、±：認められたがその程度は比較的軽い、＋：認められ実用上問題になる
防除効果（　　）はデータが1例のみのため参考

実
用
性

希釈
倍数

防除価（果実の汚れ）
防除
効果

使用時期

（収穫前
日数）

2014年 2015年 2016年試験１ 2016年試験２
少発生 極少発生 中発生 多発生

表2　葉かび病に対する各薬剤の防除効果
実

供試薬剤 用
性

ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ水和剤DF 2000 96 （－） ◎ ○ 前日
ＴＰＮ水和剤Ｆ 1000 99 （±） ◎ ○ 前日
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤F 4000 66 （－） 66 （－） ○ ○ 前日
ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤F 1000 77 （－） ○ ○ 前日
銅・ﾊﾞﾁﾙｽ ｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ水和剤 1000 40 （±） 32 （±） △ 前日
硫黄・銅水和剤 500 58 （＋） △ 前日
炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ・銅水和剤 800 16 （±） × 前日
（対照）ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ水和剤DF 1000 71 （－） 78 （－） 前日
防除効果　◎：防除効果が高い、○：防除効果がある、△：防除効果があるがやや低い、×：防除効果がない
果実の汚れ　－：認められない、±：認められたがその程度は比較的軽い、＋：認められ実用上問題になる

使用時期

（収穫前

日数）
2014年 2016年
多発生 中発生

希釈
倍数

防除価　(果実の汚れ）
防除
効果

表3　育苗時のすすかび病の感染有無と定植後ハウスでの発病時期(2016年）

調査苗数 感染苗数2) 調査月日 発病株率

4/23 13 0 5/27
数％

（次世代初期病斑含む3)）

5/28 5 0 6/22 0%
Ｂ氏 桃太郎セレクト 5/15 5 0 5/27 20%
C氏 マイロック 5/19 4 4 6/17 100%

1) 発生地の主要品種（大玉トマトを含む）を調査した。
2) 定植直前のポット苗を25℃の湿室に2週間静置し、すすかび病斑を形成したものを感染苗とした。
3) 初発病斑とその次世代と考えられる初期病斑が混在。

生産者 品種1) 定植日
ポット苗での感染有無 定植後ハウスでの発生状況

Ａ氏 SC6-008
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水稲疎植栽培の特徴と注意点 

道総研 中央農試 生産研究部 水田農業 G 

北農研 水田作研究領域 水田輪作体系グループ 

○ 疎植とは？ 

 疎植は田植えの時に、株の間隔を広げて植える

栽培法です。これまでの密な間隔（13cm以下、23

株/m2以上）に比べて、同じ面積でも少ない株数を

植えるので、苗箱数が少なくなります。疎植は、

同じ田んぼであれば少ない苗箱数で済みますし、

同じ苗箱数であればより多くの田んぼに田植えが

出来ます。 

○ これまで、なんで密に田植えしてきたの？ 

 美味しい、高品質なお米を作るためです。このた

めに手間がかかる大きな苗（成苗あるいは中苗）を

植えたり、たくさんの苗を狭い間隔で田植えしたり、

手間暇を惜しまず努力を重ねてきました。 

 ところが、高齢化や人手不足などで労力が足りな

いと困る生産者が多くなってきました。この対策と

して期待できる、疎植について特徴と注意点をまと

めました。 

○ 疎植で稲はどうなるの？ 

 現状のところ、北海道において疎植栽培は水稲の

生育や収量、産米品質を損ねてしまいます。疎植は、

株の間隔を広くするほど、1. 面積当たりの茎数と穂

数が少なくなり、2. 一穂籾数が多くなり、3. 米の

食味悪化に繋がるタンパク質含有率の増加が生じ、

4. 出穂期が遅れ、5. 千粒重が大きく、6. 整粒歩合

が低下する傾向になる特徴がありました。 

 たとえば、株の間隔を 16～20cm（15～18 株/m2）

にした場合には、穂数が標準植区を 100とした比で

92、出穂期が1.0日遅れ、総籾数が97、精玄米重が

99（最小 84～最大 116）、タンパク質含有率が 101、

整粒歩合が98になりました。 

 さらに、株の間隔を 24～27cm（10～12 株/m2）に

広げると、穂数が同84、出穂期が1.6日遅れ、総籾

数が 97、精玄米重が 99（同 84～121）、タンパク質

含有率が102  、整粒歩合が96になりました。 

○ じゃあ、疎植はどうやって利用するの？ 

疎植は苗箱数が少ない明らかな優位点があります

が、水稲の生育や収量、産米品質を損ねる困った点

もあり、良食味米生産には使えません。このため、

疎植の上手な利用法として以下の 3点にまとめまし

た。 

① 疎植を必要とする方が利用する。 

 疎植は減収懸念がある現状では誰もが利用する

のではなく、労力などの面で稲作りに困っている

方が、疎植を必要とする時に限って利用いただき

ます。 

② 利用する前の確認するべきこと。 

 疎植を利用する前に、 

・ 収量や産米品質の低下懸念を許容できるか 

・ 田植え機が対応できるか 

・ 出穂晩限内に出穂することが見込めるかの３

点について問題ないことを確認してください。 

③ 利用するときは栽培管理などに留意する。 

疎植に伴う出穂期の遅れや減収と品質低下の緩

和を図る必要があります。株の間隔は必要以上に

広くしない。苗の植え付け深は浅めに保ち、田植

え後は不要な深水を避けるなど基本技術をしっか

り実施して、分げつの促進に努めます。移植時期

はできるだけ早めにします。株の間隔16～20cm の

疎植にすると、これまでと同じ出穂期を得るため

に移植を 4 日早める必要があります。苗の種類は

出穂が早い成苗が有利で、田植えが 6 月初旬まで

遅れる際は成苗が特に有利です。「大地の星」など

外観品質が優れない品種は疎植に伴い落等の恐れ

が高まります。また、「きらら 397」は疎植に伴う

出穂の遅れが目立つことがあります。 

そして、これまでの稲作りで過繁茂（無効分げつ

が多い）だった方は疎植に伴い籾数過多と外観品

質低下に留意が必要です。反対に、生育不足（成

熟期に茎数が最も多くなる）だった方は、疎植に

伴い穂数不足や減収に留意が必要です。 

○ まとめ 

 疎植は田植え時に株の間隔を広げるだけの簡便

な技術で、稲づくりを楽にできます。しかし、稲

の生育やコメの品質へのデメリットを回避するよ

うに注意が必要です。 
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表 1 栽植区分ごとの水稲の生育と収量・品質の比較  
（2013-2016年、3地域、4品種、栽植密度が4水準揃う区のみで作表） 

図 1 苗の種類、栽植密度区分ごとの比較  
（2014-2016年、中央農試、「ななつぼし」「そらゆき」） 
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[ ] 内の数値は総籾数（千粒/m2）を示す

[32] [32] [31]

[29]

[32] [32] [30]
[32]

[29] [27] [27]

[24]

（5/18、5/17） （5/27、5/25） （6/5、6/6）

図 2 移植時期、栽植密度区分ごとの比較 
（2015-2016年、中央農試、成苗・中苗「ななつぼし」「そらゆき」、一
部の超疎植区は2016年のみ（かっこ部）、横軸下部の（）内はそれぞれ
2015年、2016年の移植日を示す） 

ｎ

標準植 37 23.2 a 468 a 698 a 616 a 32.3 a 54.0 a 33.0 a 22.9 a 599 a 6.7 a 78.7 a

やや疎植 37 19.7   b 426 ab 685 ab 605 a 32.7 a 55.8 ab 32.8 a 22.9 a 597 a 6.7 ab 78.1 a

疎植 37 16.2     c 351   b 620   bc 566 ab 33.3 a 57.9   b 32.1 a 23.1 a 594 a 6.8   b 77.3 a

超疎植 37 11.4       d 262     c 553     c 518   b 33.9 a 62.7   b 32.0 a 23.4 a 591 a 6.9   b 75.8 a

標準植 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

やや疎植 85 91 98 98 103 99 100 100 100 99

疎植 70 75 89 92 107 97 101 99 101 98

超疎植 49 56 79 84 116 97 102 99 102 96

自由度 F値

年次 3 104 *** 128 *** 113 *** 68 *** 28 *** 101 *** 54 *** 14 *** 19 *** 16 ***

地域 2 17 *** 8 *** 12 *** 20 *** 54 *** 16 *** 17 *** 47 *** 0 0

移植時期 2 0 9 *** 9 *** 24 *** 11 *** 42 *** 0 17 *** 1 5 **

品種 3 3 * 3 * 3 * 1 8 *** 3 * 320 *** 0 2 11 ***

苗の種類 4 11 *** 6 *** 13 *** 9 *** 9 *** 9 *** 3 * 3 * 2 2
栽植密度 1 36 *** 27 *** 17 *** 1 18 *** 0 9 ** 0 7 ** 2
地域×栽植密度 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0
年次×栽植密度 3 4 ** 1 2 1 3 * 5 ** 1 1 9 *** 1
移植時期×栽植密度 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
品種×栽植密度 3 0 2 2 0 1 3 * 5 ** 1 1 1
苗の種類×栽植密度 4 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0

注2）　年次、土壌ごとの処理間において、異なるアルファベット間にはTukey-KramerのHSD検定による有意な差が認められることを示す。

注3）　***は0.1％以下、**は1％以下、*は5％以下の確率で有意であることを示す。

平均

標準
植区
比

(+0.4日)

(+1.0日)

(+1.6日)

分
散
分
析

注1）　表中の「平均」は中央農試が精米、北農研センターが玄米を測定した平均値を示す。分散分析はそれぞれの標準植区の値を100とした比から算出した。

タンパク質 整粒

（株/m
2
） 幼形期 出穂期 （本/m

2
） （粒/本） （千粒/m

2
） （g/千粒） (kg/10a) 含有率注1 歩合（％）

栽植密度
区分

栽植密度 茎数　（本/m2） 穂数 出穂期
（基準日7月1日）

一穂籾数 総籾数 千粒重 精玄米重

表 2 疎植条件下において栽培条件が減収・品質悪化傾向に及ぼす影響 
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[33] [33]
[32]

[31] [31] [30] [29] [29]

出穂期の遅れ 精玄米重 タンパク質含有率 整粒歩合 備考
過繁茂 ▽ - ▽ ▼
中庸 ▽ ▽ ▽ ▽

生育不足 ▽ ▼ ▽ -

きらら397 ▼ - ▽ ▽ 疎植区と超疎植区では出穂期が遅く、留意が必要になる。

そらゆき ▽ ▽注1 ▽ - 注1） 総籾数の確保に留意が必要である。

ななつぼし ▽ ▽ ▽ ▽

大地の星 ▽ ▼ ▽ ▼ 疎植区と超疎植区は整粒歩合70％を下回った。

成苗 ▽ ▽ ▽ ▽ 成苗は中苗よりも出穂期が早く、精玄米重が多かった。

中苗 ▽注2 ▽注2 ▽ ▽ 注2）　6月上旬移植では顕著に悪化した。

（植付け本数減） ▼ ▽ ▽ ▼ 植え付け本数を2～3本程度に減らすと、出穂遅れや登熟不良を助長する。

5月中旬 ▽ ▽ ▽ - 移植時期は早い方が精玄米重が多い傾向であった。

5月下旬 ▽ ▽ ▽ - 注3）　移植日は図2と同じ

6月上旬 ▼ ▼ ▽ - 6月上旬移植は疎植に伴い出穂期が顕著に遅く、低収傾向であった。

品
種

苗の
種類

移植

時期注3

※）　「-」は影響が判然とせず、「▽」は疎植に伴う影響がある、「▼」は疎植に伴う影響があり特に注意が必要であることを示す。

栽培条件

標準植区
の生育量

生育区分は、それぞれの標準植区の生育量で区分した。 「過繁茂」 は出穂期調査
までの最大茎数を穂数で除した値が1.2以上を、「中庸」 は同1.0～1.2を、「生育不
足」 は同1.0以下の区を示す。
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水田の大区画化と集積で米生産費の低減と作付面積の拡大を図ろう 

道総研 中央農業試験場 生産研究部 生産システムＧ 

 

１．試験のねらい 

本道の稲作地帯においては、経営の大規模化に対

応するため、米生産の省力化と生産費の低減が喫緊

の課題です。しかし、圃場が小区画で分散したまま

規模拡大を進めると、作業能率の向上が困難となり、

省力化や生産費の低減を図りにくいことが問題とな

っています。 

本研究では、稲作経営の大規模化を促進するため、

大区画化と農地集積による米生産の省力化と生産費

の低減効果および水稲作付面積の拡大と農業所得の

増加効果を解明しました。 

２．試験の方法 

１）圃場の大区画化と集積による省力化および生産

費低減効果の解明 

圃場の大区画化と集積が、米生産に係る投下労働

時間と生産費に及ぼす影響を解明します。 

調査項目は、経営概況、米の生産技術体系、全算

入生産費（農林水産省『農産物生産費統計』に準じ

る）です。 

調査対象は、「大区画・集積」経営：2 戸、「小区

画・集積」経営：2戸および「小区画・分散」経営：

4戸としました。なお、「大区画・集積」経営は、1ha

以上の圃場を利用し、圃場は４団地未満に集積する

とともに、自宅から最も遠い圃場が 2.5km未満の経

営としました。 

２）圃場の大区画化と集積による水稲部門の規模拡

大効果の解明 

水稲の規模拡大に伴う所得最大化を実現し得る作

付構成を検証し、所得増加効果を解明します。 

検討項目は線形計画法を援用して、所得最大化を

実現し得る作付構成と所得額を明らかにします。 

【水稲単一経営モデル（転作率 20％）】 

「大区画・集積」経営、「小区画・集積」経営、 

「小区画・分散」経営の3類型 

３．試験の結果 

１）圃場の区画と集積状況別に米生産に係る投下労

働時間を確認すると、圃場の大区画化による作業能

率の向上と集積に伴う圃場間での移動時間の短縮に

起因して、「耕起整地」、「基肥」、「田植」、「除草」、

「管理」ならびに「収穫・脱穀」作業において投下

労働時間の短縮が可能になることが明らかとなりま

した（表1）。 

２）圃場の区画と集積状況別に米生産費を確認する

と、圃場の大区画化と集積により、全算入生産費の

低減が可能になることが明らかとなりました（表２）。

この要因を費目毎に確認すると、「物財費」は大きく

変わらないものの、上記 1）を反映した「労働費」

の低減が寄与することが明らかとなりました。ただ

し、「大区画・集積」経営では、所有する農機具の大

型化に起因して「農機具費」が増加することが確認

されました。 

３）「小区画・分散」経営、「小区画・集積」経営で

は、規模拡大とオペレータの増加に伴って、水稲作

付面積の拡大と所得の増加が可能でした（表 3）。と

りわけ、「小区画・集積」経営では、圃場の集積に起

因して田植期間の労働制約が低下することから、水

稲作付面積の拡大と所得の増加効果が大きくなりま

した。 

４）「大区画・集積」経営では、上記 3）に比べて、

湛水直播栽培を拡大することで、さらなる水稲作付

面積の拡大が可能となり、所得の増加も可能でした

（表3）。 

以上から、圃場の大区画と集積によって、米生産

の省力化と生産費の低減が可能となり、さらには、

水稲単一経営の規模拡大に伴う水稲作付面積の拡大

に向けて、圃場の大区画化と集積および複数オペレ

ータの確保が有効と判断されました。 
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表１ 区画・集積状況別にみた米生産の投下労働時間      表２ 区画・集積状況別にみた米生産費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 区画・集積状況別にみた水稲作付面積と所得水準（水稲単一経営） 

 

 

（単位：時間／10a）

区画・集積状況 大区画・集積 小区画・集積 小区画・分散

参考：平成26年産
農林水産省
米生産費調査
（15ha以上）

平均区画面積
・団地数

2.15ha
・３団地

0.39ha
・３団地

0.47ha
・8.3団地

－

種子予措 0.21 0.20 0.22 0.14
育苗 3.73 3.73 3.77 4.30
耕起整地 1.22 1.47 1.63 1.46
基肥 0.24 0.29 0.33 0.36
直まき 0.00 0.00 0.00 0.01
田植 2.14 2.16 2.30 2.07
追肥 0.00 0.00 0.00 0.03
除草 0.20 0.21 0.46 0.39
管理 1.98 3.06 3.09 2.67
防除 0.00 0.27 0.15 0.16
収穫・脱穀 0.64 0.76 1.18 1.64
乾燥 0.57 0.60 0.60 0.93
生産管理労働 0.19 0.18 0.20 0.22
間接労働 0.57 0.53 0.61 0.83
合計 11.67 13.45 14.54 15.21

注３）「大区画・集積」経営では、防除を委託している。

注２）調査対象経営の平均値を示した。ラウンドの関係で、合計が一致しない箇所
がある。

注１）４団地未満で、自宅からの最遠圃場が、2.5km未満の経営を「集積」とした。

（単位：円／10a）

種苗費 ① 1,707 1,441 1,390 1,387
肥料費 ② 8,340 9,018 8,809 8,754
農業薬剤費 ③ 7,064 7,371 8,291 7,362
光熱動力費 ④ 4,798 5,621 5,045 5,510
その他諸材料費 ⑤ 3,188 3,125 3,197 2,739
土地改良および水利費 ⑥ 5,297 6,430 7,694 5,924
賃借料及び料金 ⑦ 6,044 8,967 7,623 7,234
物件税及び公課諸負担 ⑧ 3,008 2,526 2,681 2,572
建物費 ⑨ 4,112 3,914 3,050 3,713
自動車費 ⑩ 2,170 2,197 2,162 1,769
農機具費 ⑪ 26,523 20,788 21,135 20,134
生産管理費 ⑫ 287 248 378 287
物財費 ⑬（①から⑫の計） 72,535 71,643 71,453 67,385
家族労働費 ⑭ 17,721 18,736 21,549 23,081
雇用労働費 ⑮ 836 1,784 1,261 2,058
労働費 ⑯（⑭から⑮の計） 18,558 20,520 22,810 25,139
副産物価額 ⑰ 2,645 1,293 1,523 1,807
資本利子 ⑱ 3,809 4,183 3,929 3,997
地代 ⑲ 10,250 11,000 10,750 13,635
全算入生産費 =⑬+⑯+⑱+⑲-⑰ 102,506 106,054 107,419 108,349

注２）資材販売単価等は、調査対象経営の購入実績に基づく。
注１）調査対象経営の平均値を示した。ラウンドの関係で、合計が一致しない箇所がある。

参考：平成26年産
農林水産省
米生産費調査
（15ha以上）

小区画・分散小区画・集積大区画・集積区画・集積状況

 経営耕地面積 （ha） 15 30 40 30 40 30 40
オペレータ数 （名） 1 1 2 1 2 1 2

粗収益 （万円） 1,633 2,231 3,405 2,537 3,739 3,197 4,186
変動費 （万円） 531 731 1,114 827 1,233 1,052 1,391
固定費（機械・施設分） （万円） 604 604 604 595 595 671 671
固定費（土地改良および水利費分） （万円） 75 150 200 150 200 300 400
所得 （万円） 423 746 1,486 964 1,711 1,175 1,724

(100) (176) (352) (228) (405) (278) (408)
（万円） - 454 999 672 1,224 883 1,238
（ha） 15.0 20.8 31.7 23.4 35.2 30.0 40.0

水稲 （ha） 12.0 16.6 25.3 18.7 28.2 24.0 32.0
(100) (139) (211) (156) (235) (200) (267)

うち、移植栽培 （ha） 12.0 15.0 23.2 18.0 23.2 20.4 23.2
うち、湛水直播栽培 （ha） *** 1.7 2.2 0.7 5.0 3.6 8.8

秋まき小麦（条播） （ha） *** *** *** *** *** *** ***
そば（収穫委託） （ha） 3.0 4.2 6.3 4.7 7.0 6.0 8.0
地力作物 （ha） *** *** *** *** *** *** ***
不作付 （ha） *** 9.2 8.3 6.6 4.8 *** ***

総労働時間 （時間） 1,291 1,700 2,609 1,979 2,763 2,389 2,968
注１）本経営モデルは、家族労働力３名、水稲単一経営（転作率の上限：20％）を前提とする。また、自脱型コンバインの保有を想定することから、大豆の作付プロセスは設定していない。

注３）土地改良および水利費を固定費として扱い、調査対象地の土地改良区の運営実態を反映し、「小区画」経営モデルで5,000円／10a、「大区画」経営モデルで10,000円／10aとした。
注４）「地代負担を考慮した所得（農地購入25年償還）」は、各経営モデルで試算された所得から、15haを基準とした規模拡大に際して農地集積に要する負担額を差し引いたもの。
注５）「***」は選択されなかったプロセスを示す。労働係数は、基準とした調査事例における投下労働時間を基に各類型において実測した作業能率を考慮して設定した。

注２）主な前提条件　収量：水稲（移植栽培）560kg／10a、水稲（湛水直播栽培）465kg／10a、秋まき小麦360kg／10a、そば70kg／10a、
　　　　　　　　　　　　　販売単価：水稲200円／kg、秋まき小麦30円／kg、そば120円／kg、農地価格：38万円／10a、小作料：11,000円／10a

収
益
性

地代負担を考慮した所得（農地購入25年償還）

作
付
面
積

耕作可能面積（不作付を除く）

「小区画・集積」経営モデル 「大区画・集積」経営モデル「小区画・分散」経営モデル
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有機物施用における水稲のリン酸減肥可能量の推定 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境G 

 

１．背景と目的 

リン酸資源の枯渇に伴い、肥料の価格が高騰して

います。リン酸肥料は冷害軽減のためにこれまで積

極的に投入されてきたので、今では道内水田の 93％

で土壌中リン酸量が土壌診断基準値を超えています。

一方で、北海道では水稲栽培に対してもクリーン農

業を推進しており、そこで施用される有機物にもリ

ン酸は含まれていますが、現状ではそのリン酸分は

評価していません。そのため、リン酸を必要以上に

投入している可能性があります。そこで、今回は水

稲栽培で施用される各種有機物（稲わら、稲わら堆

肥、鶏ふん、魚かす、米ぬか）の特性と、それらの

リン酸肥効について、評価することを目的に試験を

行いました。 

２．埋設試験 

水稲の生育とリン酸吸収に対する各種有機物施用

の影響について本田圃場に各種有機物を 5 月から 9

月まで埋設し、リン酸消失率を調査しました。その

結果、稲わらのリン酸消失率は施用直後に 9 割に達

しました。他の有機物についてみると、7 月中旬の

時点で米ぬかが 8割、鶏ふんが 6割、堆肥、魚かす

は 3～4割でした。 

３．ポット試験１ 

リン酸肥沃度がとても低い（可給態リン酸

0.4mg/100g）土壌を使ってポット試験を行い、各種

有機物施用時の水稲の生育とリン酸吸収を調査しま

した。その結果、有機物のみリン酸で 0.8g相当施用

した単独施用系列では、堆肥区が重過石を施用した

対照区と同等でしたが、それ以外は対照区と比較し

て低い値を示しました（図 1）。また、単独施用系列

に加え、全処理に重過石をリン酸 0.4g相当補給した

P 補給系列では、対照区と比べて堆肥区が高く、米

ぬか区、稲わら区が低くなりました。なお、穂重は、

リン酸吸収量と同様の傾向を示しました。 

４．ポット試験２ 

こちらのポット試験では水稲の初期生育時に焦点

を当てて、地下部も含めた水稲の生育と土壌への影

響について解析を行いました。移植 2 週目の時点で

は地上部には差がなかったのですが、稲わら区は他

より根長、根重が劣り、地上部／地下部比が高くな

りました。移植 4 週後になると、稲わら区は地下部

だけではなく地上部の生育も劣るようになりました

（表 1）。土壌の化学性と酸化還元電位の結果と併せ

て考えると、稲わら区では土壌の可給態リン酸が他

区より高いものの、土壌が還元状態にあることによ

り根の生育が阻害されたため、養分吸収、初期生育

が劣ったと考えられます。これらのことから、稲わ

ら施用はお勧めできません。 

なお、今回は 3 種類の土壌を用いましたが、これ

らの傾向は概ね共通でした。 

５．本田試験 

本田における有機物のリン酸肥効を調査すること

を目的に、A 圃場（リン酸肥沃度大、単年度施用、

本田）および B圃場（リン酸肥沃度小、3年間連用、

枠）において、各種有機物を施用した時の水稲の生

育、生産性、リン酸吸収を調査しました。 

3 年間の粗玄米重は稲わら区以外は 600kg/10a 以

上、リン酸吸収量は概ね 4.5kg/10a 以上になりまし

た（表 2）。稲わらを現場の実態よりも過剰に施用し

た 2014年の稲わら区をのぞいて、他の処理区や年次

では概ね対照区の 80%以上を達成し、対照区とほぼ

同等の初期生育を示しました。なお、有機物を連用

したＢ圃場の結果からは、有機物の連用効果は認め

られませんでした。さらに産米品質については、全

て同等でした。 

有機物施用時の粗玄米重、リン酸吸収量は化肥区

に対しておおむね80～100％の値を示したことから、

有機物施用時は含まれるリン酸含量の 8 割程度は減

肥可能と推定されます。 

６．おわりに 

これらの成果は水稲の有機物施用時におけるリン

酸の肥効評価に活用でき、リン酸減肥やコスト削減

に繋がることが期待されます。 
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図 1 有機物施用時の収穫時水稲リン酸吸収量と穂重. 
1/5,000aポットで 2015年に実施。施肥前土壌の可給態リン酸（ブレイ第二法）含量は0.4mg/100g。単独施用系列は対照区は重過石を、有機物は分析値

に基づいてリン酸 0.8g/pot相当施用。P補給施用系列はそれに加え、重過石でリン酸0.4g/pot相当施用（補給分のみはブランク区）。窒素は減肥可能量ま

たは保証成分量で換算し、硫安を加えて全区7.0g/pot施用。エラーバーは標準誤差を表示。各系列内で、異文字間にリン酸吸収量の有意差あり（Tukey-Kramer

の多重検定法、Ρ＜0.05）。 

表1 有機物施用が作物、土壌に及ぼす影響（移植4週後、ポット試験）. 

1/5,000aポットで 2016年に実施。上川農試内の褐色低地土を供試し、施肥前可給態リン酸（ブレイ第二法）含量は 29.5mg/100g。有機物はリン酸を 0.8g/pot

相当施用した。窒素は減肥可能量または保証成分量で換算し、硫安を加えて全区7.0g/pot施用。各圃場の各項目間において、異文字間に有意差あり（Tukey-Kramer

の多重検定法、Ρ＜0.05）。 

 

稲わら 25 b 11 b 0.90 b 281 c 0.84 b 7.11 a 0.34 c -197 b 45 a

堆肥 37 a 18 a 1.99 a 437 bc 1.57 a 5.38 c 0.53 ab 18 c

鶏ふん 38 a 15 ab 2.03 a 570 ab 1.63 a 6.22 b 0.50 ab 26 b

魚かす 37 a 15 ab 1.68 a 652 a 1.68 a 6.24 b 0.50 ab 231 ab 27 b

米ぬか 35 a 14 ab 1.68 a 578 ab 1.60 a 6.24 b 0.48 b 107 a 25 b

対照 36 a 16 ab 1.69 a 340 c 1.37 ab 5.86 bc 0.53 ab 17 c

無Ｐ 36 a 17 ab 1.64 a 324 c 1.27 ab 5.86 bc 0.57 a 18 c

可給態リン酸

(mg/100g)

作物

根重
(mg/pot)

根長
(m/pot)

pH
EC

(mS/cm)

Eh

(mV)

土壌

草丈
(cm)

茎数
(本/pot)

地上部乾物重

(g/pot)

－

－

－

－

表2 有機物施用が水稲の粗玄米重、リン酸吸収量に及ぼす影響（本田試験、枠試験：3年間）. 

施肥前土壌の可給態リン酸（ブレイ第二法）含量はA: 29.5-44.0mg/100g、B：0.9-12.0mg/100g。稲わらは2014年は稲わらをリン酸4kg/10a相当（下線、3年間平

均から除外）でその他の年は稲わらを2kg/10a（現物約500kg/10a）相当と重過石を2kg/10a相当施用した。その他の有機物はいずれの年も4kg/10a相当施用した。

窒素は減肥可能量または保証成分量で換算し、硫安を加えて全区14kg/10a施用。斜字はそれぞれの年の対照区を100とした際の相対値。 

稲わら 237 (35) 576 (82) 575 (95) 575 (89) 3.7 (57) 5.3 (79) 4.5 (94) 4.9 (87)

堆肥 686 (100) 707 (101) 613 (101) 669 (101) 5.9 (91) 6.3 (94) 4.4 (92) 5.5 (92)

鶏ふん 624 (91) 628 (90) 608 (100) 620 (94) 5.9 (91) 5.5 (82) 4.8 (99) 5.4 (91)

魚かす 643 (94) 641 (91) 630 (104) 638 (96) 6.3 (97) 5.8 (87) 4.8 (99) 5.6 (94)

米ぬか 656 (96) 683 (97) 604 (100) 648 (98) 5.6 (86) 7.0 (104) 5.0 (104) 5.9 (98)

対照 684 (100) 701 (100) 606 (100) 664 (100) 6.5 (100) 6.7 (100) 4.8 (100) 6.0 (100)

無Ｐ 665 (97) 716 (102) 637 (105) 673 (101) 6.7 (103) 6.8 (101) 5.0 (104) 6.2 (103)

稲わら 354 (35) 630 (80) 641 (87) 636 (84) 5.0 (63) 5.6 (95) 5.2 (98) 5.4 (97)

堆肥 1023 (100) 807 (103) 710 (96) 847 (100) 8.1 (103) 6.4 (108) 5.5 (103) 6.7 (105)

鶏ふん 890 (87) 758 (97) 686 (93) 778 (92) 7.6 (96) 6.1 (103) 5.6 (105) 6.4 (101)

魚かす 928 (91) 722 (92) 695 (94) 782 (92) 7.9 (100) 5.5 (93) 5.0 (94) 6.1 (96)

米ぬか 937 (92) 737 (94) 679 (92) 784 (93) 8.3 (105) 6.4 (108) 4.7 (89) 6.5 (101)

対照 1020 (100) 784 (100) 736 (100) 847 (100) 7.9 (100) 5.9 (100) 5.3 (100) 6.4 (100)

無Ｐ 1047 (103) 763 (97) 689 (94) 833 (98) 8.7 (110) 5.4 (92) 5.4 (102) 6.5 (102)

2015 2016 3年間平均

A・単用

（本田）

圃場 処理区
粗玄米重(g/m

2
)

2014 2015 2016 3年間平均 2014

B・連用

（枠）

リン酸吸収量(g/m
2
)
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北海道米の白未熟粒・死米の発生要因と軽減方策 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境Ｇ 

 

１．はじめに 

玄米の白濁を伴う白未熟粒（乳白粒、腹白粒、基

部未熟粒）と死米（青死米、白死米）の発生が全国

的に問題となっています。白濁はデンプンの充実不

良によって起こり、府県での主な発生要因は高温登

熟障害であることが示されています。一方、冷涼な

気候の北海道でも白未熟粒と死米は多発しており、

発生要因の解明と対策技術の開発が強く求められて

います。 

本報告では、北海道米の白未熟粒と死米の発生要

因を明らかにし、その軽減方策を示しました。 

２．試験方法 

１）白未熟粒・死米の発生実態 

調査地点・品種（現地：2015年、上川管内 2市 9

町 6品種、上川農試：2014～2016年、「ゆめぴりか」、

「ななつぼし」、「きたくりん」）、調査項目：玄米外

観品質（サタケ RGQI20Aで測定し粒数％で表示）。 

２）白未熟粒・死米の発生要因解明 

品種：「ゆめぴりか」、「ななつぼし」、「きたくりん」、

処理：基肥窒素施用量(0～15kg/10a)、出穂期変動処

理（移植時期：通常 5/19～20、遅植え 5/29～30、育

苗様式：成苗ポット・中苗マット）、穂揃い性変動試

験（育苗様式：成苗ポット・中苗マット）、深水管理

試験（慣行区：前歴期～出穂期深水、深水区：分げ

つ期～出穂期深水）、調査項目：生育量、収量、玄米

外観品質、非構造性炭水化物（以下 NSC）：転流 NSC

量(出穂期 NSC量-穂揃い期茎葉 NSC量)、増加 NSC量

(成熟期籾 NSC量-出穂期 NSC量) 

３．試験の結果 

１）現地と場内で白未熟粒・死米の発生には品種間差

が認められ、乳白粒は「ゆめぴりか」と「きたくりん」で、

基部未熟粒は「きたくりん」で多いことが明らかになりま

した（図 1）。白未熟粒・死米率 10％以上では玄米検査

等級の落等が顕著になりました。 

２）分げつ節位と枝梗ごとに見ると、腹白粒は主稈と下

位分げつのいわゆる「強勢穎果」に多く、乳白粒、青死

米と白死米は上位分げつおよび 2次枝梗の「弱勢穎果」

に多い傾向です（図表省略）。 

３）乳白粒、腹白粒、青死米の発生は㎡当たり籾数の過

剰で助長されます。㎡当たり籾数の影響は「ななつぼし」

より「ゆめぴりか」で強く、特に栽培基準の上限である

32,000粒/㎡を超えると顕著です（図 2）。 

４）基部未熟粒の発生は出穂期後 21～40 日間の平均

気温上昇で助長されますが、「きたくりん」以外の品種

では問題となりません。青死米の発生は1籾当たり登熟

温度 0.03℃/籾/㎡以下で増加します（図表省略）。 

５）穂揃い性が不良なほど白未熟粒・死米率は高くなり、

穂揃い標準偏差 4.5以上では白未熟粒・死米率は 10%

を超えます（図表省略）。 

６）分げつ期中期からの深水管理は、初期生育過剰年

の籾数を抑制し白未熟粒・死米の発生を軽減しますが、

長稈化による倒伏が懸念されます（図表省略）。 

７）1籾当たり転流NSC量と 1籾当たり増加NSC量の不

足は、乳白粒、腹白粒、青死米、白死米の発生を助長

します（図 3）。1 籾当たり転流 NSC量の増加は天候不

順等による登熟不良を軽減すると考えられます。また、

1 籾当たり転流 NSC量を高め白未熟粒・死米の低減を

図るには、既往の基本技術によって㎡当たり籾数を栽

培基準の範囲内に制御することが重要と考えられま

す。 

８）以上をまとめ、北海道における白未熟粒・死米の発

生要因と軽減方策を示しました（表 1）。北海道における

白未熟粒・死米の発生は、従来の水稲栽培基本技術で

軽減可能です。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【用語解説】 

・非構造性炭水化物（NSC）：植物自身のエネルギー

源として利用可能な糖やデンプン等の総称。 

・枝梗：穂軸から籾へつながる枝で、枝分かれ 1 回

のものを 1次枝梗、2回のものを 2次枝梗と呼ぶ。 

・1籾当たり登熟温度：出穂期後 40日間の日平均気

温積算値を㎡当たり籾数で除した値。 

・穂揃い標準偏差：穂ごとの出穂日の標準偏差。値

が大きいほど穂揃い性が劣ることを示す。  
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適正施肥
・施肥標準の遵守および診断に基づく施肥対応（土壌診断、有機物施用、
乾土効果に応じた窒素減肥）。

深水管理 ・初期生育過剰の場合は、分げつ期からの深水管理1)で穂数を抑える。
1籾当たり

登熟温度2)の
確保(青死米)

・適期移植と初期生育の促進。
・青死米の発生は1籾当たり登熟温度0.03℃/籾/㎡以下で多い。

早期異常
出穂の抑制

・育苗時の温度管理（2.5葉期以降に25℃以上にしない）。
・移植時葉齢上限（ななつぼし：4.0葉、ゆめぴりか：4.2葉、きらら397：
4.4葉）の遵守。

栽植密度の
適正化

・水稲機械移植基準（中苗マット：25本/㎡以上、成苗ポット：22～25本/
㎡）の遵守。

品種特性(乳白粒) 品種選定 ・乳白粒の発生は「ゆめぴりか」と「きたくりん」で多い。

基部未熟粒 品種特性 品種選定
・発生は「きたくりん」で多く、出穂期後21～40日間の日平均気温の上昇
で助長される。

1)「きらら397」に準じ㎡当たりの茎数が6月15日に300本、20日に400本、25日に575本、30日に750本以上の場合に実施し、倒伏リスクが高まるため施
肥標準を遵守する。2)出穂期後40日間の日平均気温積算値/㎡当たり籾数(0.03℃/籾/㎡は960℃/32,000粒/㎡に相当)。

乳白粒

腹白粒

白死米

青死米

籾数過剰

形質 発生要因 対策 内容・留意点

穂揃い性不良

図３ 1 籾当たり転流NSC 量、1

籾当たり増加 NSC 量と乳白粒、
腹白粒、青死米、白死米合計の関
係（2014～2016年、「ゆめぴりか」、
n=72） 

注）出穂期変動試験（n=12/年）、窒素用量

試験（n=12/年）． 

・1 籾当たり転流 NSC 量(mg/籾) ＝ ｛出

穂期 NSC 量(g/㎡) － 出穂揃い期 10 日後

茎葉NSC量(g/㎡)｝/ ㎡当たり籾数(粒/㎡) 

・1籾当たり増加NSC量(g/㎡) 

 ＝ ｛粗玄米収量(乾物 g/㎡) － 転流 NSC

量(g/㎡)｝ 

/ ㎡当たり籾数(粒/㎡) 

 

乳白粒・腹白粒・
青死米・白死米の
合計(%) 

<= 5.0 

<= 7.5 

<=10.0 

<=12.5 

<=15.0 

<=17.5 

<=20.0 

<=22.5 

> 22.5 

表１ 北海道米の白未熟粒・死米の発生要因と軽減方策 

0

1

2

3

4

5

6

7

乳白粒 腹白粒 基部 

未熟粒 

青死米 白死米 

発
生
率

 (
%
) 

ゆめぴりか ななつぼし きたくりん 

図１ 標準栽培における白未熟粒・死米率の品種比較
（場内、2014～2016年、成苗と中苗の平均） 
注）窒素施用量 9kg/10a，移植日 5/19～5/20，篩目 1.90mm，図注の縦棒は標準

誤差 (n=6)，異なるアルファベット間では 5%水準で有意差があることを示す

（Tukey法） 

図２ ㎡当たり籾数と白未熟粒・死米率の関係の品
種比較（場内、2014～2016年） 
注）網掛け部は「ゆめぴりか」の栽培基準における㎡当たり籾数 28,000～

32,000粒/㎡の範囲を示す、各品種n=11． 
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水稲成苗ポットの「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(以下「楽ちん育苗」)とは、育苗ハ

ウスの耕起・整地後に鎮圧ローラーで置床を踏み固

め、成苗ポットを設置する方法です。従来の育苗法よ

り育苗作業が楽になり、苗取り作業における腰への負

担が軽減されたとの声が聞かれたため、楽ちん育苗実

施農家における置床造成、育苗土壌及び苗の実態を調

査しました。 

２ 調査方法 

１） 置床鎮圧作業の実態及び土壌・苗質調査 

（１） 楽ちん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の調査

を実施しました。 

（２） 楽ちん育苗の土壌硬度及び土壌物理性は、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、実施しまし

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 

  楽ちん育苗は、耕起→施肥→砕土整地→ローラーによる

置床鎮圧→成苗ポット定置→育苗管理の順に行います。

一般育苗での置床かん水と踏み板による鎮圧が省略され

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。100坪育苗ハ

ウスで 1時間 30分～2時間、3～5往復して置床を

踏み固め、段差部分を"いぶり"などで直して完了し

ます。 

２）置床の土壌と苗質 

（１）土壌硬度と物理性  

 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でした。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圃場が多くなりました(図

2)。また物理性は、育苗前後での傾向は大きく変化

しませんでした（表 1）。 

（２） 苗質 

楽ちん育苗と慣行の移植時苗形質は同等でした

（表 2）。 

（３） 移植時成苗ポットをはがす時の荷重 

楽ちん育苗の成苗ポットをはがす力は、慣行成苗

ポット苗と比較して約 1/2程度の力でした(表 3)。 

（４） 作業時間 

鎮圧することで作業時間は約 30%削減されました

（表 4）。 

（５） 楽ちん育苗の実施状況 

平成 26年に楽ちん育苗を実施した農家は、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 6)。 

４ 置床鎮圧育苗の利点 

（１） ポット定置前のかん水作業が省略できるので、

省力化につながります。 

（２） 鎮圧することで成苗ポットと置床に空間が出来な

いことや、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。 

（３） 定置作業時間の短縮が図られ、その後のかん水

や二重被覆作業が気温の高い時間帯にできます。ま

た、成苗ポットをはがす作業は腕、腰および膝への

負担が軽減され、労働の負担軽減につながります。 

５ 活用の留意事項 

① 早めに融雪し置床を十分に乾かしてください。  

② 育苗ハウス全体を均平にし、仕上がり時の土壌

硬度は靴で踏んでも足跡が付かない程度にし

てください。 

③ 出芽前後に種籾が乾きやすくなることがある

ので水管理に注意してください。 

④ 段差の直しは丁寧にしてください。 

⑤ 震動させてローラーはかけないでください。 
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  図２ 置床土壌の貫入硬度値 

      旭川市 H27年    

表４ 楽ちん育苗と慣行育苗の作業時

間 
表３ 成苗ポットをはがす時の最大荷重 

 

図 1 楽ちん育苗と一般育苗の作業工程 

 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 

楽ちん育苗 一般育苗

作業内容 時間と人数 料金 作業内容 時間と人数 料金

鎮圧(燃料・賃借料3000円/日
を含む)

1.5時間×1人 3,237 置床の整地 1.5時間×1人 2,430

置床の段差直し 0.5時間×1人 810

根切りネット、レール設置 1.5時間×2人 4,860 根切りネット、レール設置 2時間×2人 6,480

成苗ポット定置 2.5時間×3人 12,150 成苗ポット定置 5時間×3人 24,300

ラブシート、シルバーポリ ラブシート、シルバーポリ
ダンポールなどの設置 ダンポールなどの設置

合計 25,917 合計 39,690
※125坪ハウス・成苗ポット1640枚,作業時間と単価@1620円/h(消費税含む)

※旭川市東旭川Ａ農場（H27年）

2時間×2人 6,4801.5時間×2人 4,860

楽ちん育苗の
作業工程

耕
起

施
肥

砕土・
整地

鎮圧
ポット
定置

育
苗
管
理一般育苗の

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

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）

楽ちん育苗 ななつぼし 32日 13.1 2.0 4.3 0.9 5.2
一般育苗 ななつぼし 32日 13.6 2.1 4.3 0.9 5.4

※旭川市東旭川Ａ農場（H27年）

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

※上川農業改良普及センター調べ（H26）

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

項目 最大荷重（kg重）
楽ちん育苗 5.8
一般育苗 8.8

調査：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
　　　上川農業改良普及センター(H27)

区分 鎮圧作業 整地作業 ポット定置 合計

楽ちん育苗 1.5時間 0.5時間 2.5時間 4.5時間

一般育苗 0時間 1.5時間 5時間 6.5時間

※125坪ハウス・成苗ポット1640枚・3名での作業時間

※旭川市東旭川Ａ農場（H27年）

J A 戸数 鎮圧実施水稲面積　(ha)
8JA 108 1,216

※上川農業改良普及センター調べ（H26年）

0

10

20

30

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

深
さ
ｃ
m

土壌硬度（MPa）

鎮圧前

鎮圧後

育苗後

旭川市東旭川 A農場

表２ 鎮圧育苗と慣行育苗の移植時苗形質 

 

表５ 楽ちん育苗と一般育苗の作業時間と係る経費（賃料・労賃含む） 

間 

表６ 平成 26 年楽ちん育苗の普及面積 

間 
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６ 楽ちん育苗 作業行程の実際 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 育苗ﾊｳｽでの鎮圧作業        写真 2 段差直し       写真 3 不良ﾎﾟｯﾄの取替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 軽トラによる定置作業        写真 5 ﾎﾟｯﾄ定置後のかん水    写真 6 苗の生育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 苗取り作業           写真 8 軽トラで苗取り    写真 9 育苗床が硬くなった場合 

（わだち跡が少ない）      （プラソイラー施工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 10 苗床を均平にする事例 Ｈ鋼の牽引 

              

 

写真 11 除雪機による鎮圧作業 

（深川市農業センターH28） 
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＜参考１＞ 

 楽ちん育苗を導入することで、午前中にポット 

を並べ、午後から播種を行うというローテーショ 

ンを行なう体系に変え、育苗期間の長期化による 

老化苗を防ぐ農業者もいます（図 3）。 

 また、土壌中の水分率を測定したところ、慣行で 

は 0-10cm の土壌水分はばらいついていましたが、楽ちん 

育苗では水分の分布が均一となっていました（図 4）。 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考２＞ 

水稲楽ちん育苗ハウス跡地の利用について 

～うぃず One を活用したミニトマト導入事例～ 

ミニトマトの栽培期間中に発砲スチロール箱から溶液

が流れ出るため、溶液がハウス土壌に流れないようマルチ

や廃液回収のビニールなどで遮断します。 

野菜生産上の農薬や土壌病害の心配もなく、水稲育

苗への影響もないものと考られます。 

                          写真 12 うぃず One 上川町(H28.6)  

  

 

 

 

 

 

 

   

              

    写真 13 うぃず One 愛別町(H28.8)         写真 14 うぃず One 愛別町(H28.9) 

 

 担当者 専門普及指導員 桑原英郎    

専門普及指導員 有田匡志  

は種 ポット定置 は種

ポ
ッ
ト
定
置

は
種

一般

楽
ちん

ポ
ッ
ト
定
置

は
種

1日目 2日目 3日目

は種
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20

25

30

4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7

楽ちん育苗Ⅰ 深さ5cm

楽ちん育苗Ⅰ 深さ10cm

4/27AM9時から成苗ポット定置

出芽4/30

かん水日

は種4/26

体
積
水
分
率
（％
）

図３ 楽ちん育苗導入による作業行程の変化(旭川市 A 農場) 

間 

図４ かん水時の水浸透イメージ 図５ 楽ちん育苗の土壌体積水分 

上川農業改良普及センター(H28年) 



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
e-mail: kamikawa-agri@ hro.or.jp
http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/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/index.html
農業技術情報広場 http://www.hro.or.jp/list/agricultural/index.html
試験研究成果一覧 http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/index.html
北海道病害虫防除所 http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/


