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５．直播栽培はお任せください！水稲「上育471号」－－－－－－－－－－ 14：35～ －－－－９
水稲グループ 研究主査 木内 均

６．寒さに強く、おいしい豆腐ができる大豆「十育258号」－－－－－－－ 14：50～ －－－－11
地域技術グループ 研究主任 来嶋 正朋
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生産環境グループ 研究主任 藤根 統

農業改良普及センターの活動紹介
そばと草地のほ場転換による栽培改善－－－－－－－－－－－－－－ 15：20～ －－－－15

上川農業改良普及センター 専門主任 佐藤 誠一
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暖房なしで真冬に葉物野菜を作ろう！ 

（研究成果名：無加温ハウスを利用した葉菜類の冬季生産技術） 

道総研 道南農業試験場 研究部 地域技術グループ 

上川農業試験場 研究部 地域技術グループ

１．はじめに 

北海道の冬季生鮮野菜は道外産に大きく依存し

ており、価格が高く供給も不安定です。しかし、

近年ほうれんそう「寒締め」栽培など、厳寒期で

も葉菜類生産の可能性が見いだされていますが、

どのような野菜が栽培できるか分かっていません。

そこで、冬季の北海道において、葉菜類を無加温

ハウスで生産する技術確立に取り組みました。 

 

２．試験の方法 

１）冬季におけるハウス内気温推移 

 各種保温資材設置時のハウス内最低気温を調査

しました。 

２）冬季における野菜生産技術の開発 

 冬季無加温ハウスで栽培可能な葉菜類を評価・

選定し、道南地域と上川地域での無加温ハウス栽

培での管理法を検討しました。 

３）冬季無加温栽培における葉菜類の品質 

 12月～２月に収穫した葉菜類の内部成分及び機

能性について慣行の春夏季の生産物と比較しまし

た。 

４）冬季道産葉菜類の生産流通評価 

 実際に生産者に栽培・出荷してもらい、栽培適

性や商品性について評価しました。 

 

３．試験の結果 

１）冬季におけるハウス内気温推移 

・平成 26 年度から 28 年度の３年間において、道

南地域(北斗市)および道北地域(比布町)での平均

最低外気温はそれぞれ-13.7℃、-26.2℃でしたが、

ハウスの保温装備として空気膜、内張、トンネル

および不織布の利用で、無加温でも植物体周辺部

の最低温度を-3.0～-4.5℃に保つことができまし

た(図１)。 

２）冬季における野菜生産技術の開発 

・こまつな、ターサイ、からしなは-7℃でも低温

障害は目立ちませんでした。みずな、株張しゅん

ぎくは-2～-3℃になると葉先枯れなどの障害が見

られました。 

・リーフレタスについては、道南地域では 10月上

旬定植で、道北地域では９月下旬定植で 12月から

収穫できました。ハウス内に内張に加えトンネル

や不織布を併用すると道南地域では２月上旬まで、

道北地域では１月下旬まで、慣行の春～秋季栽培

時の収量(1.8t/10a)と同等以上になりました(表

１)。 

・こまつなについては、道南地域では 10月中旬播

種、道北地域では 10 月上旬播種で 12 月より収穫

(収量 1.5t/10a以上)となりました。しかし２月以

降は抽苔が発生しました(表１)。 

・22品目のベビーリーフについては、10月下旬～

11 月上旬播種で 12 月より収穫できました。道南

地域では１～２月の厳寒期において、外張のみの

通常ハウスでも、収穫後に一部の老化･枯死葉を選

別除去すれば出荷できました。 

・チンゲンサイおよびからしなについては、道南

地域では通常ハウスに内張保温で、道北地域では

空気膜ハウスに内張と不織布で保温するとそれぞ

れ 12～２月、12～１月まで収穫できました。 

３）冬季無加温栽培における葉菜類の品質 

・こまつなおよびベビーリーフを冬季に栽培する

と、慣行の春夏栽培時より乾物率や糖度が高くな

りました。 

４）冬季道産葉菜類の生産流通評価 

・生産現場でも 12月以降にリーフレタスやこまつ

なが収穫可能となりました。同時期の他県産と比

較したところ、特に商品性に問題はありませんで

した。 

  

・上記の結果より、リーフレタスおよびこまつな

における無加温ハウスを利用した冬季生産技術を

示しました(表２)。 
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外張(空気膜）

-9.0 ℃

-3.0 ℃

比布町(上川農試、空気膜ﾊｳｽ)

外気温：-26.2 ℃

-4.0 ℃z

外張(通常）

-7.2 ℃

北斗市(道南農試、通常ﾊｳｽ)

外気温：-13.7 ℃

-4.5 ℃

内張有り

-9.7 ℃y

-6.4 ℃y

内張無し

内張

トンネル
(フィルム)

べたがけ
(不織布)

図 1 最低外気温および保温処理によるハウス内最低気温 z(平成 26 年～平成 28 年度 3 か年平均) 
z 地上 20cm 植物体周辺部で測定。 
y 平成 27 年度および平成 28 年度の 2 か年のデータに基づく。 

収穫期 収量
wv

(t/10a)

可販率

(%)

収量
(t/10a)

可販率

(%)

収量
(t/10a)

可販率

(%)

通常+内張＋ﾄﾝﾈﾙ 2.4 100 3.3 97 2.5 79
通常+内張 2.4 99 2.9 96 1.4 57
通常+内張＋ﾄﾝﾈﾙ 1.5 99 2.4 99 2.8 94
通常+内張 1.4 100 2.1 100 1.9 89

空気膜＋内張＋ﾄﾝﾈﾙ 2.0 100 2.3 89
空気膜＋内張＋べたがけ 1.7 96 1.8 88
空気膜＋内張＋ﾄﾝﾈﾙ 1.3 100 1.8 93
空気膜＋内張＋べたがけ 1.1 100 1.5 100

10月上旬 通常+内張 11月下旬 2.1 100 98 98
通常+内張＋ﾄﾝﾈﾙ 2.5 100 4.2 100 5.3 88
通常+内張 1.9 100 3.2 100 4.2 100
空気膜＋内張＋べたがけ 4.7 100 3.7 100
空気膜＋内張 4.0 98 3.4 96
空気膜＋内張＋べたがけ 2.1 100 2.7 100
空気膜＋内張 2.3 99 2.8 99

v2～3か年の平均±標準誤差で表し、目標収量1.8t/10a(リーフレタス、北海道野菜地図参照)または1.5t/10a(こまつな、同左)以上を

ゴシックボールドアンダーラインとした。

12月中旬

12月下旬

12月下旬

12月中旬

比
布
町

9月下旬

10月上旬

yこまつなは直播栽培のため播種日のみ表記した。
x図1参照。ハウス内気温が氷点下に下がり始めた時点で保温処理を開始した。

12月下旬

12月下旬

ｚリーフレタスは「アーリーインパルス」(グリーンリーフ)、こまつなは「陽翠」を用いた。

リ
ー

フ
レ

タ
ス

こ
ま

つ
な

12月上旬9月中旬/10月上旬

9月下旬/10月中旬

比
布
町

9月上旬/9月下旬

9月中旬/10月上～中旬

北
斗
市

表1　リーフレタスおよびこまつなの定植時期・保温処理が収量および可販率に及ぼす影響(平成26年度～平成28年度 3か
年抜粋)

品
目

試

験
地

播種/定植
y

保温処理
x

収穫始 1月中～下旬 2月上旬

wリーフレタスは栽植密度8,333株/10a(株間、条間各30cm、ハウス占有率75%)で、こまつなは栽植密度100株/㎡(株間5cm、条間

15cm、ハウス占有率75%)で算出した。

北
斗
市

10月中旬

z

z

作型

区分

ｱｰﾘｰｲﾝﾊﾟﾙｽ、ﾚｯﾄﾞﾌｧｲﾔｰ 陽翠

播種期 9月11日～20日 10月11日～20日

定植期 10月6日～15日 (栽培期間60日～110日)

収穫期 12月6日～2月10日 12月11日～2月10日

播種期 9月1日～10日 9月25日～10月5日

定植期 9月21日～9月30日 (栽培期間70日～100日)

収穫期 12月21日～1月25日 12月11日～1月31日

ﾊｳｽ(空気膜二重※)内張+ﾄﾝﾈﾙ、ﾏﾙﾁ ﾊｳｽ(空気膜二重※)内張+ﾄﾝﾈﾙまたはべたがけ※

1.8t 1.5t

※道北ではハウス天張を空気膜二重被覆にす
る。栽培の留意点：①12月中旬までに収穫可能
なサイズに成長させた後、ハウス内を生育停止

温度以下で管理することで1月下旬まで出荷可
能。②レッドファイヤーは1週間程度早めの播

種・定植を行う。③当面施肥量は春～秋どり作
型に準ずる。④灌水は11月上～中旬を目処に

終了する。

※道北ではハウス天張を空気膜二重被覆もしくは内張天
張を二重被覆にする。道南では内張のみ、ﾄﾝﾈﾙのみでも
可。栽培の留意点：①12月中旬までに収穫可能なサイズ

に成長させた後、ハウス内を生育停止温度以下で管理す
ることで1月下旬まで出荷可能。②当面施肥量は春～秋

どり作型に準ずる。③灌水は11月上～中旬を目処に終了
する。

道北

保温条件

目標収量/10a

備考

表2　リーフレタスおよびこまつなにおける無加温ハウスを利用した冬季生産技術

リーフレタス冬どりハウス こまつな秋まき冬どりハウス

品種

道南
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やってみよう！新たなきゅうりの多収整枝法 

（研究成果名 きゅうりの無加温半促成長期どり作型における簡易な整枝法） 

道総研 上川農業試験場 研究部 地域技術グループ 

 

1. 試験のねらい 

 きゅうり栽培は、農家の高齢化や暑く過酷なビ

ニールハウスでの作業に加え、技術伝承の難しさ

により新規に取り組む農家には敬遠される傾向に

あり、栽培面積は減ってきている。 

そこで、府県で行われている簡易な整枝法「つ

り上げ栽培」 および 「つる下ろし栽培」につい

て、北海道の作型での秀品率、収量性、作業時間、

作業の難易を確かめた。 

２．試験方法 

１）収量性の検討：栽植密度(1,000 株/10a(畝幅

2m×株間 50cm)or 株間 70cm)、播種(3 月下旬)、

定植(4月下旬)、収穫(5月下旬～10月中旬) 

２）作業性の検討：収穫期の作業時間（収穫、摘

心、摘葉、つる下ろし）、作業の難易 

３）品種の検討：慣行品種「オーシャン」、耐病

性品種「ちなつ」「マジカル２号」、台木南瓜は

いずれも「オールスター一輝」 

３．試験の結果 

１）つり上げ栽培は、つるが空間に立体的に配置

されるため、慣行の摘心栽培とくらべて、総収量

が 3割程度多い。秀品率が高く、秀品収量は 4割

程度多い。収量が増えるため圃場面積あたりの合

計作業時間（収穫期の収穫・摘心・摘葉作業）は

約 2割増加するが、秀品千本あたりの合計作業時

間は 2割程度短くなる。 

労働生産性（秀品収量÷合計作業時間）が高ま

るため、収穫時期の作業時間が慣行の摘心栽培と

同程度の場合は、秀品収量が約 2割増となり、ビ

ニールハウスは慣行 10棟に対し 8.4棟である（図

１、表１、表２）。 

つり上げ栽培の摘心作業は判断も容易で熟練を

要しない雇用労働などで作業が可能であるが、摘

葉作業は株全体の葉の混み具合や葉の老化程度、

葉の発病程度など難しい判断が必要であるため、

慣行栽培からの導入に向く。 

２）つる下ろし栽培は、草勢が保たれ総収量が同

程度から 1割程度多い。秀品率が 3年とも最も高

く、秀品収量は 3割程度多い。収穫位置が膝の高

さに揃い、収穫するきゅうりを念入りに探す必要

がなく、収穫にかかる時間が短くなる。つる下ろ

し作業が増えるため、合計作業時間（収穫期の収

穫、摘心、摘葉、つる下ろし作業）は約４割増加

するが、秀品千本あたりの合計作業時間は 1割程

度短くなる。 

労働生産性が高まるため、収穫時期の作業時間

が慣行の摘心栽培と同程度の場合は、秀品収量が

約 1割増となり、ビニールハウスは慣行 10棟に対

し 7.8棟である（図１、表１、表２）。 

全ての作業は容易で判断に迷うことはない。作

業を行う高さが揃っていることから機械的に連続

して行うことができ、熟練を要しない雇用労働な

どで作業が可能である。 

３）両栽培法とも、株間を 50cmから 70cmへ広げ

ることで面積あたり作業時間が慣行の摘心栽培並

となる。１株あたりの収量は増えるが、面積あた

り収量は 2割程度低くなる。つり上げ栽培の株間

は 50cmを基本とし、収量性、防除の容易さ、摘心・

収穫の見落としなどから 70cm までの範囲で調整

する。つる下ろし栽培の株間は 50cmが適する（デ

ータ略）。 

４）各整枝法の収量に品種間差は無かった。品種

により草勢が異なり、作業時間が異なったが、「オ

ーシャン」「ちなつ」「マジカル 2号」いずれの品

種もつり上げ栽培およびつる下ろし栽培が可能で

ある（データ略）。 

５）試験結果より導入のポイントを表２に示す。 

４．最後に 

今まで農家自身でしかできなかった整枝作業も、

単純にすることで不慣れな家族やパートさんに任

せることが可能です。農家自身は他の管理作業、

農場経営、家庭や地域活動に注力できます。 

やってみよう！ 長時間労働から解放される

「きゅうり農家の働き方改革」。  
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秀品収量比 ﾊｳｽ面積比

整枝法 秀品率 管理 /作業時間 /作業時間

摘心区比 摘心区比 （分/千本） 摘心区比 （分/千本）（分/千本）摘心区比 摘心区比

摘心(慣行) 231 b 100 140 b 100 60 c 223 100 186 409 100 100 100

つり上げ 299 a 129 200 a 143 67 b 183 82 156 340 83 120 84

つる下ろし
(横ずらし)

269 ab 116 191 a 137 71 a 142 64 239 381 93 107 78

・栽植密度：いずれも畝幅2m×株間50cm ・管理時間：収穫期間中の摘心・摘葉・つる下ろし作業時間の計
・秀品収量：MおよびL規格のA品とB品の合計 ・秀品収量比、ハウス面積比：収穫期間の合計作業時間あたりの
・異なる文字間に有意差あり(TukeyHSD,p<0.05) 　　　秀品収量比率、必要なビニールハウスの面積比率を示す

摘心区比

作業時間　(秀品千本あたり、2017年)

収　穫総 収 量

(本/㎡) （％）(本/㎡)

収　量（2015年～2017年）

合　計秀 品 収 量

つり上げ栽培 つる下ろし栽培 摘心栽培(慣行)

メリット 多　収
秀品率が高く、多収
作業が比較的単純

慣　行

デメリット 葉の混み合い注意 要つる下ろし作業

－

総 収 量 ◎３割多い □同程度～1割多い □

秀品収量 ◎４割多い ◎３割多い □

秀 品 率 ○やや高い ◎　高　い □

収穫作業 ○ 2割短い ◎ 3割短い □

合計作業 ◎ 2割短い ○ 1割短い □

（合計作業は、収穫期間中の収穫･摘心･摘葉･つる下ろし作業の合計で、育苗･定植･収穫開始前の管理は含まない）

収　穫 □見逃し注意 ◎ 高さが揃い易 □見逃し注意

摘　心 ○易、見逃し注意 ◎判断・作業とも易 ×判断難しい

摘　葉 ×判断難しい ◎判断・作業とも易 ×判断難しい

つる下ろし (不要） ◎判断・作業とも易 (不要）

薬剤防除
□葉が混み合い

薬量と時間が必要
◎葉が均等に配置され

散布が容易
□葉が混み合い

薬量と時間が必要

適する株間 50cm（～70cm） 50cm 40～60cm

◎・○は優点、 □は摘心栽培（慣行）と同程度、×は欠点

摘心・摘葉の
作業負担が大きい

主な対象 摘心栽培からの導入
新規作付け

雇用労働での管理

収量性

作業判断の
難易

その他

整　枝　法

導入の
ポイント

秀品収量
あたりの
作業時間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．つり上げ栽培（左）、つる下ろし栽培（右）の模式図 
 
 
表１．つり上げ、つる下ろし栽培の収量性、作業時間（秀品千本あたり）、秀品収量比、ハウス面積比 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２．導入のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

つる横ずらし方法 

・子づるを下ろす毎に 

誘引フックを横に 

移動させる 

・収穫終期は約８m 

横に移動している 

親づる 6～10 節から子づる 4 本を誘引 

孫づるは全て摘心し、子づるを 10 月まで伸ばし収穫 

全て 1 節で摘心 

親づる 6～10 節から子づる 2 本を誘引 

親づる・子づるは 

頭の高さで摘心 

園芸用誘引フック・ 

ピンチを使用 

・親づるは 20 節程度で摘心 

・子づるは、1 節伸ばして 

きゅうりを収穫後は切り戻し 

・親づる全ての節の収穫後は、 

親づるも摘除 

注）混み合わないように 

適宜に摘葉 
地面に着く葉を 

全て摘葉 
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スイートコーン害虫は適期防除でYES!clean栽培も可能

（研究成果名：YES!clean栽培に対応できるスイートコーン害虫防除法）

道総研 上川農試 研究部 生産環境グループ

道南農試 研究部 生産環境グループ

１．はじめに

スイートコーンでは以前からムギクビレアブラムシ

（以下アブラムシ）、アワノメイガといった害虫が発生し

ていましたが、北海道における試験事例はありません

でした。また近年、道外からの飛来性害虫であるオオ

タバコガによる雌穂の食害や、ヨトウガによる葉の食

害が報告されてきており、これらに対する防除対策が

求められています。そこで、YES!clean栽培にも利用

できる、これら害虫に対する防除法の開発試験を実

施しました。

２．試験の方法

アブラムシに対し有効な薬剤、適切な防除時期に

ついて調査しました。また、アワノメイガ、オオタバコ

ガ、ヨトウガの発生実態を調査しました。さらに、アワノ

メイガ、オオタバコガに対し有効な薬剤、防除時期に

ついて検討を行いました。そして、これら害虫に対す

る防除の体系化について検討しました。

３．試験の結果

１）アブラムシに対して雌穂被害抑制効果が認められ

たのは、ネオニコチノイド系薬剤（アセタミプリド液剤、

イミダクロプリド水和剤DF、チアメトキサム水溶剤SG）

次いで有機リン系薬剤（アセフェート水和剤）でした

（データ省略）。合成ピレスロイド系薬剤（シペルメトリ

ン剤）は上川農試場内試験では効果が低く、地域に

よっては注意が必要と考えられました。散布後の観察

で効果が低い場合は、必要に応じて別系統の薬剤に

よる防除を行ってください。

２）アブラムシに対し薬剤散布２回とした場合、雌穂寄

生程度抑制効果が最も高かったのは、絹糸抽出期

（抽糸期）とその7～10日後の散布でした（図1）。

３）アワノメイガは、年2回の発生であることが明らかと

なりました（図３）。１回目（越冬世代）の成虫発生ピー

クは6月下旬～7月中旬、2回目は8月下旬～9月上旬

でした。被害は6月下旬から始まり、7月中旬以降拡

大しました。7月上旬と中旬の10日間隔2回散布は、

その後の被害も抑制し、有効でした（図２）。

４）アワノメイガによる茎・雄穂被害防止に対してフル

ベンジアミド水和剤DF、カルタップ水溶剤およびペル

メトリン乳剤が効果があり、クロラントラニリプロール水

和剤Fは茎・雄穂に加えて雌穂被害防止効果も認め

られました（データ省略）。

５）オオタバコガ成虫の初発は5月下旬～9月中旬と、

年次・ほ場間で大きくばらつきました。全体をまとめて

みると、7月から徐々に誘殺が増え、8月以降誘殺数

が増加する傾向がありました（図３）。幼虫は7月中旬

～9月中旬に確認されました。

６）室内検定で、オオタバコガ5～6齢幼虫に対して効

果が認められた薬剤は、フルベンジアミド水和剤DF、

エマメクチン安息香酸塩乳剤、レピメクチン乳剤およ

びクロラントラニリプロール水和剤Fでした（データ省

略）。

７）ヨトウガの１回目（越冬世代）の成虫発生ピークは6

月下旬、2回目（第一世代）のピークは8月中旬～9月

上旬でした（データ省略）。幼虫による茎葉の食害は

2014年6月下旬にのみ確認され、他作物で被害が生

じるような多発時のみ、スイートコーンでも防除が必要

と考えられました。

８）アブラムシに対する防除と鱗翅目対象の防除を組

み合わせた体系は、アブラムシとアワノメイガによる被

害の抑制に有効でした（表１）。

９）８、９月どりスイートコーンの害虫防除法をとりまとめ

ました（表２）。これは、殺虫剤使用回数を６回以内と

することにより、YES!clean使用基準に適合します。
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表１ アブラムシとアワノメイガに対する体

系防除

図１ アブラムシの防除適期

注）2017年上川農試場内試験4回の平均

注）ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤F使用

茎・雄穂は50株当りの被害本数、

雌穂は50穂あたりの被害穂数

図２ アワノメイガの防除適期（道南農試）

注）上川農試、道南農試、留萌

管内A町、上川管内B市、胆振

管内C市、渡島管内D町におけ

る2014～2017年の調査の集計

図３ フェロモントラップへのアワノメイガ誘殺最盛期分布とオオタバコガの半旬毎の誘殺合計

表２ ８、９月どりスイートコーン害虫の防除法

注１） YES!clean使用基準内で防除する場合は、地域に発生する害虫種を考慮して殺虫剤総使用回数を6回以内

に設定してください。

注２） 薬剤は本成績を参考に指導・登録薬剤を選択してください。また、抵抗性発達を防ぐため同一系統薬剤の連

用を避けてください。

注３） ヨトウガに対する登録薬剤は、エマメクチン安息香酸塩乳剤があります。

0
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30

40

50

60

70

雌
穂
寄
生
程
度

調査日

体系A 0.0 0.7 (6.0) 1.0 (3.0)

体系B 1.7 0.3 (2.6) 0.3 (0.9)

無処理 33.0 11.7 33.7

8/7 8/15-16 8/15-16

処理区

アワノメイガ

茎・雄穂

被害株数/60

株

アワノメイガ被

害

雌穂数/50穂

アブラムシ

寄生雌穂数/50

穂

注）2017年道南農試試験 （）内は無処理比
アブラムシ対象

体系A：雄穂抽出期+10日後

体系B：絹糸抽出期+10日後

アワノメイガ対象7/2と7/12の2回散布

クロラントラニリプロール水和剤F使用
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アワノメイガ最盛期

オオタバコガ誘殺数計

0

5

10

15

20

25

30

7月上中旬2回 7月中下旬2回 無処理

被
害
本
数
・穂
数

2017年 甚発生

茎･雄穂7/25 茎･雄穂7/31 茎･雄穂8/7 収穫時雌穂被害

対象害虫 防除の位置づけ 防除時期 防除回数 備考

アブラムシ 基幹
絹糸抽出期＋7～10日後
多発時に追加防除

2（1～2）
()内は追加防除の回数。高温経過の場合に発生
が多くなることがあるので注意

アワノメイガ 常発地域 7月上旬＋10日後 2
幼虫の越冬密度を減らすため、収穫後の残渣を
適切に処理しましょう

オオタバコガ 発生対応 絹糸抽出揃い以降 1～2
フェロモントラップに誘殺があった場合、または病
害虫発生予察情報に基づき対応してください

ヨトウガ 発生対応 食害があった場合 1 多発生時のみ防除してください
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かぼちゃのつる枯病は薬剤防除だけでなく収穫条件と乾燥が大切！ 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境Ｇ 

 

１．はじめに 

 北海道が全国一のかぼちゃ産地で、特に道北地域の

生産量が最も多い地域です。しかし、収穫時期は9月

上旬～10月上旬の1ヶ月程度に集中するため、一定期

間貯蔵する必要があり、貯蔵によって長期間の出荷を

可能にています。しかし、近年貯蔵中にかぼちゃが腐

敗する症状が増加し、発生の多い地域では出荷を早め

る対応を取らざるを得ない場合もありました。その後

貯蔵腐敗の原因の一部はつる枯病であることがわかり

ましたが、その実態は明らかではなく、防除対策が求

められていました。 

そこで本試験では貯蔵後に問題となるつる枯病が多

発する要因とその対策について検討を行い、本病の被

害を出来るだけ軽減することを目的としました。 

 

２．試験方法 

１）発生実態調査（つる枯病の発生状況、連作、防除
との関連、つる枯病の症状を明らかにする） 

２）環境条件、感染時期と発病の関係（感染の適期、

降雨との関連、収穫後の環境条件と発病の関係） 

３）風乾条件と発病（収穫直後に行われる乾燥条件が

発病に与える影響を明らかにする） 

４）品種間差（品種による発病の違いを明らかにする） 
５）薬剤防除（本病に効果のある薬剤、防除適期、防
除法を明らかにする） 

 

３．試験の結果 

１）発生実態調査 

 生産現場で貯蔵中に発生している果実腐敗の 80％

以上がつる枯病が原因と考えられ、発生量は生産者、

収穫ロットによって異なり数パーセントから 70％以

上発生に達する場合もあります。連作すると発病が多

くなり、薬剤防除によって少なくなる傾向が認められ

ました。本病は生育中に葉や葉柄に枯れ症状が認めら

れ、稀に幼果に斑点症状が認められたが、幼果の症状

が果実腐敗につながることはありませんでした。貯蔵

中に認められる腐敗症状は通常、周囲の果実に広がる

ことはなく、また、正常に生育している果実に本病が

感染しても生育中には腐敗症状を示さないため、本病

は収穫後にのみ発生する病害と考えられます。 

２）環境条件、感染時期と発病の関係 

 収穫直前に比較し、開花後７日前後の未熟果に接種

した場合に最も貯蔵中の発病が多くなりましたが、生

育中に発病することはありませんでした。開花期の降

雨は葉の発病を増加させますが、果実の発病に影響は

なく、収穫直前の降雨は果実の発病を助長させました

（図１）。発病は株元に灌水した場合に増加したことか

ら、収穫前からの多量の吸水が発病を増加させると考

えられました。また、収穫後の果実を長期間多湿条件

下においた場合は発病が増加しました（図２）。 

３）風乾条件と発病 

収穫後の果実は、風乾条件で発病が大きく異なり、

湿度が低いほど、送風を行うことで発病が低減しまし

た。果実の乾燥方法として、強制的に貯蔵コンテナ内

部に風を通す（差圧通風乾燥）ことによってキュアリ

ング処理（温度25℃、湿度70％）に比較し発病低減効

果が優りました（表１）。一方、90％を超えるような高

湿度が長期間継続する環境で差圧通風を行ってもその

効果は低く、風乾する場所の湿度条件は重要と考えら

れます。 

４）つる枯病の発生は品種による違いが認められ、一

部の品種「えびす」、「ほっこりうらら」に本病に弱い

特性がありました。本病の防除対策として品種の選択

も一定の効果があります。 

５）薬剤防除 

本病の防除薬剤としてTPN水和剤F(53％)の1500倍

液散布、A水和剤Fの2000倍液散布が有効です（表２）。

防除時期として開花後 20 日目、30日目を中心とした

防除の効果が高く、また、スプレーヤーによる散布は

効果が認められ、水量は 100Ｌ/10aよりも 150Ｌ/10a

の防除効果が高い結果でした。 

 以上の結果からかぼちゃのつる枯病に対する防除対

策を図３にまとめました。
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無処理 開花期灌水 収穫時灌水 

病
葉
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灌水時期 

病果率 

病葉率 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0時間 40時間 80時間 130時間 

発
病
株
率

 

多湿時間 

10月10日 

12月3日 

10月6日 11月2日 11月30日 12月21日 11月30日 12月21日

無処理 100 2% 5% 27% 63% － － 19.2 67.9

扇風機 9/11－9/19 100 5% 2% 20% 54% 74 86 19.4 67.5

差圧通風 9/11－9/19 100 0% 1% 15% 47% 56 75 19.1 66.0

差圧通風（長期） 9/11－12/21 100 0% 2% 13% 32% 48 51 19.3 63.8

キュアリング 9/11－9/18 100 2% 5% 20% 57% 74 90 26.0 67.8

 処理 風乾期間
調査
果数

平均
気温℃

平均
湿度％

発病果率％ 対無処理比

11月5日 11月25日 11月5日 11月25日
A水和剤F 2000 0.0% 30.7% 100 52.1
TPN水和剤F（53％） 1500 6.2% 35.1% 57.7 45.2
無散布 － 14.7% 64.1% － －
TPN水和剤F（53％） 1500 開花20日、31日後 － 4.2% － 64.9
無散布 - － 11.9% － －

防除価

上川農試 開花20日、30日後

発病果率

3

散布時期

3

反復試験地 供試薬剤 希釈倍数

美深町

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            図２ 収穫後の果実の多湿時間と発病 

 

 

 

 

 

      表１ 収穫後の果実の乾燥方法と発病の関係（平成 27 年） 
 
 
 
 

 

 

 

 

    表２ つる枯病に対する薬剤防除の効果（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

                  図３ つる枯病の防除対策 

収穫時の注意点： 

収穫直前のまとまった降雨はつる枯病の発病を増加させるので注意する。切り離し後の果実は圃場に放置しない。 

収穫後の乾燥条件： 

湿度が低いほどつる枯病の発病低減効果がある。 乾燥を促すため全ての果実に風を通すことが有効である。 

薬剤散布： 

TPN 水和剤 F(53%)の 1500 倍液、A 水和剤 F2000 倍液の開花後 20 および 30 日後を中心とした散布を行う。散布量は

100L/10a に比較し 150L/10a の効果が高い。 

図１ 開花時期および収穫時期の灌水と果実および
葉の発病の関係（平成 26 年 接種条件 4 反復） 

収穫：9/4 病葉率調査：8/11 病果率最終調査：11/26 
開花期灌水：7/22-29 の降雨のない 4 日間に計 2.5 時間  

収穫時灌水：9/2-3の 14時間 
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直播栽培はお任せください！水稲「上育 471号」 

（研究成果名：水稲新品種候補「上育 471号」） 

道総研 農業研究本部 上川農業試験場 研究部 水稲 G 

中央農業試験場 生産研究部 水田農業 G 

中央農業試験場 作物開発部 生物工学 G 

道南農業試験場 研究部 地域技術 G 

 

1. はじめに 

農家の高齢化、農家戸数減少が進む中、安定した

水稲生産のため、規模拡大や水張り面積確保に対応

可能な水稲栽培の省力化が求められている。直播栽

培は育苗作業が不要なため有効な省力栽培技術と

して道内での栽培面積が増え続け、その面積は平成

28年度には1,977haとなっている。この北海道に

おける直播栽培では低温条件での苗立性（低温苗立

性）が重要な特性である。直播栽培では中生品種が

栽培可能な道南地域を除いて良食味米生産に「ほし

まる」が主に用いられている。「ほしまる」は熟期

が安定して直播栽培できる早生であり、移植栽培の

主力品種である「ななつぼし」並の食味を有してい

るものの、低温苗立性が不十分であり、生産の安定

性が確保しにくく、収量性も十分ではない。そのた

め、直播栽培を省力技術としてさらに普及拡大させ

るには、｢ほしまる｣以上の低温苗立性を持ち、かつ

熟期が早く、収量も確保出来る良食味品種が必要で

ある。 

 

2. 育成経過 

平成20年に北海道立上川農業試験場（現 北海

道立総合研究機構農業研究本部上川農業試験場）に

おいて、直播向け品種の育成を目標に、低温苗立性

の良い「緑系07216」(ホクレン農業協同組合連合

会との共同研究により育成）を母、早生で耐冷性、

耐病性の強い「上系06181」を父とした人工交配の

雑種後代から育成した。 

 

3. 特性の概要 

(1) 「上育471号」は低温苗立性が「ほしまる」よ

り優れる。湛水土中苗立率、機械播種による直

播栽培での苗立率、低温発芽率が「ほしまる」

より高い（図1、表1）。 

(2) いもち病圃場抵抗性が「ほしまる」より強い（表

1）。 

(3) 玄米品質が「ほしまる」より良い（表 1） 

(4) 収量が「ほしまる」よりやや多い（図 2、表1） 

(5) 出穂期、成熟期、耐倒伏性は「ほしまる」並。

稈長は「ほしまる」よりやや長く、穂長は「ほ

しまる」並。穂数は「ほしまる」より少なく、

草型は“偏穂数型”に属する。割籾の発生は、

「ほしまる」より多い（表 1）。 

(6) 穂ばらみ期耐冷性は「ほしまる」と同じで、開

花期耐冷性「ほしまる」より強い（表 1）。 

(7) 食味は「ほしまる」並で、アミロース含有率は、

「ほしまる」よりやや低く、蛋白質含有率は「ほ

しまる」と同程度（図3、表 1）。 

 

4. 普及態度 

早生品種による直播栽培の主要地帯である道北

及び道央地域において、直播栽培での収量性向上、

安定生産が可能である。「ほしまる」の全てに置き

換えて作付けすることにより、水稲栽培の省力化を

推進し、北海道米生産のさらなる発展に貢献できる。 

(1)普及見込み地帯：直播；上川、留萌、空知、石

狩、後志、渡島、檜山各振興局管内の「ほしまる」

の湛水直播栽培適地に準じた地域 

移植；オホーツク、上川、留萌、空知、石狩、後志、

胆振、日高、渡島、檜山各振興局管内 

（2）普及見込み面積：1,000ha 

 

なお、本成績は平成27～31年実施の農林水産

業・食品産業科学技術研究推進事業「新たな簡易米

飯評価法を用いた実需ニーズに対応した業務用多

収品種の開発」（27031C）の研究成果である。 
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解説）低温苗立率：水温を低く（13-14℃）設定し

た条件（低温苗立性検定：室内検定）での

苗立率 

 

 

 

 

表1　直播栽培における「上育471号」の生育、収量および特性

上育471号 8. 5 9.21 73 15.4 754 54.4 102 22.6 26.8 中 1下 3.5 19.0 6.9

ほしまる 8. 6 9.22 69 15.6 787 53.4 (100) 24.4 5.1 中 2上 4.3 20.6 7.1

機械直播

苗立率 苗立率

（％） （％） （％）

上育471号 45.5 中-やや強 49.6 65.4 やや強 極強 やや強

ほしまる 10.7 弱 9.6 56.2 やや強 強 中

注1)数値は普及見込み地帯における農試･現地試験結果の平均値(平成27～29年、直播栽培、n=15)。

注2）割籾歩合：育成地（平成27～29年）の平均値。

注3）玄米品質：育成地（平成27～29年）の平均値。9ランクで計算。数値は上下：3、中上：4，中中：5。

注4）低温苗立性：育成地（平成24～29年）の平均値。冷水（水温13-14℃）掛け流し、種子消毒後浸漬有り、催芽無し、播種深度1cm。

注5）湛水土中苗立率：育成地（平成25～29年）の平均値。圃場湛水条件、種子消毒後浸漬有り、催芽無し、播種深度1cm。

注6）低温発芽率：育成地（平成25～29年）の平均値。シャーレ試験、15℃設定、種子消毒後浸漬無し、催芽無し。

注7）機械直播苗立率：育成地（平成25～29年）の平均値。機械条播、圃場落水出芽法、種子消毒後浸漬無し、催芽無し。

65.2

47.6

葉いもち

いもち病圃場抵抗性

やや強

やや弱

いもち病真性
抵抗性遺伝

子型

Pia,Pii

Pia,Pii

穂いもち

湛水土中
苗立率

（％）

玄米
品質

開花期
耐冷性

耐倒
伏性

検査
等級

玄米
千粒重
（ｇ）

割籾
歩合
（％）

穂数
(本/㎡)

ｱﾐﾛｰｽ
含有率
（％）

蛋白質
含有率
（％）

系統名
品種名

低温苗立性 低温
発芽率

穂ばら
み期
耐冷性

系統名
品種名

出穂期
(月・日)

成熟期
(月・日)

稈長
（㎝）

穂長
（㎝）

判定

玄米重
（㎏/a）

玄米重
標準比
（％）
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寒さに強く、おいしい豆腐ができる大豆「十育 258号」 

（研究成果名：大豆新品種候補「十育 258号」） 

道総研 十勝農業試験場 研究部 豆類 G 

 中央農業試験場 作物開発部 作物 G、生物工学 G 

 中央農業試験場 加工利用部 農産品質 G 

 北見農業試験場 研究部 地域技術 G 

 

１．はじめに 

北海道の大豆栽培面積のうち約 7 割は産

地指定品種銘柄『とよまさり』に含まれる品

種が作付けされている。同銘柄の構成品種で

ある「ユキホマレ」は、開花期耐冷性、低温

裂開抵抗性が不十分である。また、加工面で

は豆腐が固まりにくい欠点がある。同じく

『とよまさり』銘柄の「とよみづき」は、開

花期耐冷性、低温裂開抵抗性が「ユキホマレ」

より強く、豆腐も固まりやすい。しかし耐倒

伏性が「ユキホマレ」より劣り栽培しにくい。

また、一部豆腐メーカーからは、食味が「ユ

キホマレ」より物足りないとの指摘を受けて

いる。そのため、豆腐の食味と固まりやすさ

の両方に優れ、より栽培しやすく耐冷性に優

れる『とよまさり』銘柄品種が求められてい

る。 

 

２．育成経過 

「十育 258 号」は、多収・高糖の「十育

250 号」を母、耐冷性に優れ、豆腐が固まり

やすい「十育 249 号」(後の「とよみづき」)

を父として人工交配を行い、選抜、固定を図

った系統である。 

 

３．特性の概要 

１）成熟期、子実重は「とよみづき」「ユ

キホマレ」並である。耐倒伏性は「と

よみづき」より優れる(表 1、表 3)。 

２）蛋白含有率は「とよみづき」より低

く「ユキホマレ」並、ショ糖含有率は

「とよみづき」より高く、「ユキホマ

レ」並である(図 1)。 

３）豆腐メーカーによる製品試作試験で

の総合評価は「とよみづき」「ユキホ

マレ」より優れる。「とよみづき」と

の比較では甘み、「ユキホマレ」との

比較では硬さの評価が高い(表 2)。 

４）開花期耐冷性、低温裂開抵抗性は「と

よみづき」並に強く、「ユキホマレ」

より優れる(表 4)。 

５）裂皮の発生は「とよみづき」並で、

「ユキホマレ」よりやや多い(表１)。 

 

４．普及態度 

「十育 258 号」を北海道の「とよみづき」

の全て、冷害リスクの高い地域を中心とした

「ユキホマレ」の一部に置き換えて普及する

ことにより、『とよまさり』銘柄大豆の豆腐

需要の拡大と良質安定生産に寄与できる。 

１）普及対象地域 

北海道の大豆栽培地帯区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳの地域およびこれに準ずる地帯(図 2)。 

２）普及見込み面積 5,000ha 

３）栽培上の注意事項 

ダイズシストセンチュウ･レース 3 抵抗性

であるが、連作および短期輪作を避けるとと

もに、レース 3抵抗性品種にシストが着生す

る圃場では作付けを避ける。 

――――――――――――――――――― 
【用語の解説】『とよまさり』 

流通上の名称。「ユキホマレ」「とよみづき」

「トヨムスメ」「トヨハルカ」「トヨホマレ」

「トヨコマチ」「ユキホマレ R」の 7 品種が

含まれる。
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表１．普及見込み地帯での試験成績（平成 27～29年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２．豆腐メーカーによる製品試作試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ショ糖含有率・豆腐破断応力の比較 

(平成 26～29年 のべ 10試験平均)  
注 1)棒グラフ:ショ糖含有率,○:豆腐破断応力。 

 

表３. 2倍密植試験での倒伏経過(十勝農試)   表４．病害・障害抵抗性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子実 蛋白 豆腐

のべ 開花 成熟 主茎 1.5 2.0 重 対 対 百粒 含有 破断

系統・ 試験 期 期 長 倍 倍 (kg/ とよ ユキ 重 裂皮 検査 率 応力

品種名 数 (月日)(月日) (cm) 密植密植 10a) みづきホマレ (g) 程度 等級 (%) (g/㎠)

十育258号 3 7.17 9.25 85 1.1 1.3 2.0 367 105 105 37.0 0.9 2中 43.3 77.0

とよみづき 3 7.17 9.24 81 1.4 1.8 2.6 348 100 100 38.0 0.8 2上 44.5 80.1

ユキホマレ 3 7.17 9.23 76 1.0 1.8 2.2 349 100 100 36.3 0.4 2中 42.9 56.6

十育258号 35 7.20 9.26 69 0.7 - - 351 103 - 33.2 0.6 2上 41.7 59.8

とよみづき 35 7.21 9.26 68 0.8 - - 341 100 - 34.6 0.5 2上 42.8 60.8

十育258号 40 7.21 9.26 68 0.7 - - 353 - 102 33.2 0.7 2上 41.7 59.2

ユキホマレ 40 7.20 9.25 65 0.8 - - 345 - 100 33.7 0.5 2上 41.5 45.4

注1)倒伏程度、裂皮程度:0(無)～4(甚)。

注2)十勝農試の標植:16,667本/10a、1.5倍密植:25,000本/10a、2.0倍密植:33,333本/10a。

注3)豆腐破断応力は、数値が高いほど固まりやすく、好ましい。

注4)現地試験データについて、開花期、成熟期、主茎長、倒伏程度の‘のべ試験数’は表の数字より1点少ない。

倒伏程度 同左対比(%)

標植

十勝
農試

現地
試験

9.6
8.8

9.6

0

20

40

60

80

100

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

十育

258号

とよ

みづき

ユキ

ホマレ

豆
腐

破
断
応

力
(g
/㎠

)

シ
ョ

糖
含
有

率
(%
)

標準品種 項目 ◎ ○ □ △ ×

とよみづき 硬さ 3 8 1

甘み 2 5 5

総合 2 4 3 2+1※

ユキホマレ 硬さ 3 3 3

甘み 3 4 2

総合 3 2 3 1※
注1) 表中の数字は、試験事例数を表す。

注2) 5(優)～1(劣)の評価を、標準品種との点差をもとに、

　　 ◎～×に変換した。点差は、順に+2、+1、0、-1、-2である。

注3)複数パネルによる平均値評価の場合の変換は、□を標準品種

　　±0.25点差とし、そこから0.5点差毎に印の区分を設定した。

注4)※‘豆乳製造行程等を検討すれば利用可能’のコメントあり。

十育 とよ ユキ

258号 みづきホマレ

開花期耐冷性 強 強 やや強

低温着色(臍) 弱 弱 弱

低温着色(臍周辺) 強 強 強

低温裂開 強 強 弱

SCN(レース3) 強 強 強

SCN(レース1) 弱 弱 弱

耐湿性 中 中 中

難 難 難
注1) SCN:ダイズシストセンチュウ。

裂莢の難易

系統・ 試験

品種名 年次 7/25* 8/25 9/8* 成熟期

十育258号 - 0.0 0.4 0.1

とよみづき - 0.8 2.5 0.8

十育258号 2.0 - - 3.5

とよみづき 3.0 - - 4.0

十育258号 2.5 2.5 2.0 2.5

とよみづき 3.0 3.0 3.0 3.0
注1)平成29年の1回目調査日は7/23、3回目調査日は9/16。

倒伏程度(0:無～4:甚)

平成
27年

平成
28年

平成
29年
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平成30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 予察診断グループ 

 

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30年

に特に注意すべき病害虫について報告する。 

 

２． 平成29年の病害虫の発生状況 

 平成29年は6月に記録的な多雨があり、りん

ごの黒星病が多発した。7月には記録的な高温が

あり、あぶらな科野菜におけるコナガの密度が上

昇した。一方で7月の降水量は少なかったため、

てんさいの褐斑病などは多発には至らなかった。

近年問題となっている秋まき小麦のなまぐさ黒穂

病は29年度も道内の広域にわたって発生した。 

 主要病害虫で多発となったのは、ブロッコリー

のコナガ、りんごの黒星病、腐らん病であった。

やや多発となったものは、水稲の紋枯病、ヒメト

ビウンカ、秋まき小麦の雪腐病、春まき小麦（初

冬まき）の赤かび病、小豆の灰色かび病、ばれい

しょの軟腐病、黒あし病、りんごの斑点落葉病で

あった（表1）。 

 

表1 平成29年に多発・やや多発した主要病害虫 

作物名 病害虫名 

水稲 紋枯病、ヒメトビウンカ 

秋まき小麦 雪腐病 

春まき小麦

（初冬まき） 

赤かび病 

小豆 灰色かび病 

ばれいしょ 軟腐病、黒あし病 

ブロッコリー （コナガ） 

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 

括弧は平年値がないため暫定的な評価を示す 

 

３． 平成30年に特に注意を要する病害虫 

（１） てんさいの褐斑病 

てんさいの褐斑病においては、平成29年に新た

にDMI剤に対する耐性菌の出現と、カスガマイ

シン剤に対する耐性菌発生の拡大が報告された。

これらの耐性菌は全道に広く分布していると考え

られ、本病に対する防除では特に注意する必要が

ある。 

 薬剤散布を行う際には、DMI剤およびカスガマ

イシン剤（いずれも混合剤を含む）の使用回数を

可能な限り低減するため、マンゼブ剤や銅剤を基

幹薬剤とする。また、地域の平年初発期や予察情

報を参考に、初発直後までに散布を開始する。散

布間隔は14日以下とし、特に本病の感染に好適

な高温や多湿条件となる場合には10日以下とす

る。8月下旬で散布を終了すると、その後の発病

が急激に進展する場合が多いため注意する。 

また、本病の発生を抑えるためには、薬剤散布

によらない耕種的防除を積極的に取り入れること

も重要である。具体的には、伝染源を高めないた

めに連作を回避し、本病に対する抵抗性が“強”

以上の品種を作付けする。 

 

（２） あぶらな科野菜のコナガ 

 あぶらな科野菜のコナガは、道内において平成

26 年にジアミド系薬剤に対する抵抗性遺伝子を

保持した個体が確認され、平成 28 年には生産現

場においても春季から夏季にかけて抵抗性遺伝子

の保持割合の上昇が確認された。 

平成 29 年にも、道内の一部生産現場から、コ

ナガに対するジアミド系薬剤の効果が低く防除に

苦慮しているとの情報が寄せられている。また、

試験機関が実施した防除試験においても、ジアミ

ド系剤の防除効果が従来よりも高くはないことが

確認されている。 

従来からの注意事項である、①ジアミド系剤を

含め、同一系統薬剤の連用を避ける、②防除実施

後の効果の確認に努め、防除効果が低いと判断さ

れた場合は、他系統の薬剤による追加防除の実施
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を検討する、③灌注剤、茎葉散布剤としての使用

時に、所定の処理量を遵守することが大切である。 

 

（３） りんごの黒星病 

黒星病は葉だけでなく、果実にも病斑を形成す

るため、著しい収量減の要因となる。適切な防除

により近年一般園における本病の発生は見られて

いなかったが、平成27年に重点防除期以降の薬

剤散布間隔が開いた一部の園地で発生が認められ

た。平成28年には被害に至る園地も認められ、

平成29年も引き続き被害が発生している。 

本病は平均気温が15～20℃で多雨のときに多

発しやすい。平成29年は6月の多雨が本病の発

生に好適な条件となった。平成30年においても

感染源は多いと推測されるため、防除時期を逸し

ないように薬剤を散布する。加えて、近年夏季の

多雨傾向が続いていることから、重点期の防除は

もちろん、それ以降も間隔が開きすぎないように

薬剤を散布する。防除機の切り返し地点など、防

除が不十分な場所で発生が目立つことから、薬剤

散布においては適切な水量を遵守し丁寧に散布す

る。 

また、青森県では、平成28年に基幹防除薬剤

であるDMI剤に対する耐性菌の出現が確認され、

平成29年から本病に対する本系統剤の使用が全

面的に禁止された。道内におけるDMI剤に対す

る感受性低下事例は確認されていないものの、本

系統も含め同一系統薬剤の連用は避ける。 

 

（４） 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

を引き起こす。冬期間を除くほぼ通年、樹皮に形

成された子のう殻や分生子殻（柄子殻）から胞子

が分散する。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ある。 

本病は多くの園地で発生がみられ、これまでも

注意喚起を行ってきたが、平成29年には発生面

積率75.1％（平年44.3％）、被害面積率30.4％（平

年16.1％）と発生量は増加した。これには、近年

の多発傾向により伝染源密度が高まっていること、

過年度の凍害による樹体損傷やなり疲れ、樹齢が

高まっていることで樹勢が弱まっていることなど

様々な影響が考えられるため、総合的な対策の実

施が必要である。 

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

害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ある。また、本

病の病斑からは一年を通して胞子が分散されるこ

とから、園地をよく観察し、病斑を見つけ次第速

やかにり病枝の切り落としや病患部の削り取りを

行う。切り取った枝や削り取った樹皮も園内に放

置すると感染源となるため、必ず園外に持ち出し

て適正に処分する。削り取り部の他、せん定、摘

果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枝幹散布も行い、本病に感

染しないよう管理する。また、収穫後の休眠期防

除も実施する。 

 

４． 平成29年に新たに発生を認めた病害虫 

 平成29年に新たに発生を認めた病害虫は15

（病害9、害虫6）である。一部を抜粋して紹介

する。 

（１）えんどうの萎凋病（新発生） 

下葉から黄化する症状が発生し、り病株の維管

束には褐変症状が見られる。土壌および種子伝染

するため、汚染土壌の移動防止と健全種子の使用

が重要である。 

 

（２）ねぎの白絹病（新発生） 

 ねぎの外葉が枯死する症状が発生し、土壌表面

には白色の菌糸と直径約1mmの淡褐色の菌核が

認められた。病原菌は多犯性で多くの作物に白絹

病を引き起こすため、注意が必要である。 

 

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、そちらもご覧く

ださい。 
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そばと草地のほ場転換による栽培改善
～旭川市江丹別地域での取り組み～

上川農業改良普及センター

１ 課題の背景

２ 活動の経過

３ 活動の成果

対象地域の主要な作物は、そばと牧草であり、地域重点作物となっている。近年、そばは連作
等に起因する収量低下、草地は強害雑草の侵入が、地域の大きな問題となっている。
そばの連作回避に向けて、草地からそばへの転換を推進した。草地の雑草対策としてそばへ

の短期転換や、生産性の低下したそばは草地へ転換した。その結果、そばと草地のほ場転換手
法が、効果的な改善方法となり、それぞれの生産性向上につながっている。

○課題解決に向けて
(1)そばの連作回避と地力向上に向けた取り組みとして、経年草地からそばへの転換を
取り進めた。

(2)草地は強害雑草対策としてそばへの短期転換手法や、そばから草地への転換につ
いて取り組んだ。

(3)関係機関と連携しながら、課題解決に向けて支援を行った。

○研修会・検討会等による技術支援

そば現地検討会(8月)

草地実績検討会(8月) そば収穫前研修会(8月) そば実績検討会(2月)
草地・そば改善研修会
(4月)

(1)そばの栽培改善対策

○草地から転換ほ場のそば収量性(H28、H29) 草地から転換後１～２年目が最も多収で、
地力の効果は５～７年程度維持されている。
H28年は「長期連作ほ場」で湿害が多く発生

し(生産が不安定)、「草地からの転換ほ場」は
湿害の影響は少なかった(安定生産)。
H29年は湿害は少なかったが、「草地からの

転換ほ場」はさらに多収となった。

草地からの転換そば栽培は、収量性が高
く、安定生産に結びついている。

草地後1～2年目：草地から転換後そば1～2年目ほ場
草地後5～7年目：草地から転換後そば連作5～7年目ほ場
長期連作9～30年：長期連作ほ場

調査カ所数
H28年：25ほ場
H29年：28ほ場

(2)草地の強害雑草対策 ○そばから転換ほ場の草地収量性(H29)

そば短期転換後：草地→そば３年→草地
そば長期連作後：そば連作10年以上→草地
草地更新：草地→草地

調査カ所数：20ほ場
○草地の雑草対策として、そばへの短期転換手法

そばからの転換ほ場は、イネ科強害雑草が少なく、牧草収量品質向上に結びついている。

○地域の課題
(1)そばは、連作ほ場が多く、また、重粘土壌のため土壌の乾湿による生育障害が生じ
やすい。このため、気象の影響を受けやすく、安定した生産が課題となっている。
(2)草地は、強害雑草の侵入が著しく、雑草対策が緊急的な課題となっている。
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４ 今後の課題

(3)改善手法まとめ

強害雑草侵入草地

長期連作そば畑

そば多収、イネ科雑草根絶

強害雑草の少ない草地

強害雑草侵入草地 → そばへの転換
そばへの転換で、そば多収による所得確保が可能となる。
さらに、多年生イネ科雑草を根絶させ、３～６年後、草地へ

の再転換が可能となる。

そばへの転換

草地への転換

長期連作そば畑 → 草地への転換
草地への転換で、強害雑草の少ない新播草地となる。
さらに、一年生広葉雑草を根絶、土壌の団粒構造を回復さ

せ、８～10年後、そばへの再転換が可能となる。

そばへの
再転換

草地への
再転換

①そばと草地のほ場転換の考え方

○それぞれの課題解決に向けた転換手法が、地域での効果的な改善方法となっている。

そばへの短期転換手法を組
み入れた草地更新
牧草は種面積
H26～29年15ha(※H29年現在
33haでそばへ短期転換中)

そば3作後、草地へ再転換ほ場
(H29年6月下旬 新播草地)

長期連作そば畑から草地へ
の転換面積
H26～29年63ha
(H29年：12ha)

長期連作そば畑→草地へ転換ほ
場(H29年6月下旬 新播草地)

経年草地からそばへの転換
面積
H23～29年162ha
(H29年：35ha)
(短期転換手法分も含む)

経年草地→そばへ転換後2年目
ほ場(H29年8月下旬)

②そばと草地のほ場転換実績

○経年草地からそばへの転換(写真左)が、そばの連作回避と生産性向上につながっている。
○さらに、そばへの短期転換手法を組み入れた草地更新(写真中央)や、そばから草地への転
換(写真右)により、優良草地の確保による草地の生産性向上にもつながっている。

③公共牧場草地での短期転換手法の導入
○平成28年から、公共牧場草地でも、そばへの短期転換手法(３年間)を組み入れた草地更新
が導入されている(波及効果)。

○草地からの転換そば栽培は、そば多収となることから、３年間のそば栽培で、４年目の牧草
は種費用も確保できる。さらに、そば栽培時に使用するイネ科雑草処理剤により、地下茎や
種子から発生する多年生イネ科雑草の抑制効果が大きい。

○そばへの短期転換手法は、更新時の多年生イネ科雑草の発生が少なく、牧草は種費用も確
保でき、メリットが大きい。

○そばと草地のほ場転換手法を、継続的な取り組みにして行くことが必要である。



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/


