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良質米麦の出荷目標 

●一等米　100％ 

●整粒歩合80％以上確保 

●精米蛋白質含有率6.8％以下 

●仕上がり水分14.5～15.0％ 

●入れ目1％以上確保 

●全量種子更新 

●一等麦　100％ 

●低アミロ麦皆無 

●DON暫定基準値1.1ppm 

　以下でできるだけ低いこと 

●赤かび粒混入限度　0.0％ 

●異臭麦皆無 

●十分な入れ目の確保 

●全量種子更新 
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稲作 
水田収穫後のほ場管理 
平成20年度　水稲生産流通調査 

麦作 
雪腐病防除の徹底で良質小麦の安定確収を 
春まき小麦「初冬まき栽培」のポイント 
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麦　　作 

１ 平成２０年産秋まき小麦雪腐
病の発生状況
平成２０年は全道的に融雪時期が早まり、北

海道における小麦雪腐病発生面積率は３１．８％

（平年４３．１％）と少なく、被害に至ったほ場

は少なかった。支庁別発生状況と病原菌種別

の発生割合を図１と図２に示した。

病原菌種別では、石狩・檜山・後志・空知

・上川・留萌支庁管内では雪腐褐色小粒菌核

病の発生が多かった。

胆振・十勝支庁管内では雪腐大粒菌核病、

網走・釧路支庁では雪腐黒色小粒菌核病の発

生割合が高かった。

２ 雪腐病防除の基本
雪腐病対策は良質小麦の安定確収に不可欠

であるが、農薬に頼る前に、以下の耕種的な

対策を励行する。

� 連作をしない。

� ほ場の透排水性を改善する。

� 適期播種を行う。

雪腐病防除の徹底で良質小麦の安定確収を

北海道立中央農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 木 俣 栄

雪腐病の発生量は、根雪始めおよび融雪期の早晩によって大きく左右される。そのため、予め

発生量を予測することは不可能に近い。雪腐病は、赤かび病と同じように薬剤による予防防除が

絶対に必要な病害である。ここでは、雪腐病の種類と主な防除対策について説明する。

図１ 平成２０年支庁別雪腐病発生状況 H２０．４

図２ 小麦雪腐病菌種別発生割合 H２０．４
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� 融雪促進を行う。

特に、「連作をしない」ことは農作物栽培

に当たっての基本である。

小麦の雪腐病についても、連作すると土壌

中の菌核密度が高まり、結果的に被害を助長

して収量は低下する。

輪作年限を短縮した場合の小麦収量への影

響を調査した結果（表１）から、２年以下の

輪作では減収程度が大きく、４年輪作に比較

すると子実重は２５％（最大５５％）減収し、こ

れは雪腐病の多発によることが報告されてい

る（平成７年指導参考事項）。

３ 薬剤による予防的対策
�雪腐病の種類により、薬剤の効果が異な
る。

自分のほ場で常発的に発生する雪腐病の種

類を把握し、それに応じた効果的な薬剤を選

択する。

雪腐病の見分け方のポイントを表２に示し

た。

薬剤の選択は防除ガイドや農業改良普及セ

ンターの情報を参照にされたい。

�薬剤を選択したら最も効果的な時期に散
布する。

散布適期はすべての雪腐病で根雪直前であ

る。根雪直前の判断は難しいが、長期積雪初

日の平年値および極値（最早）やその年の気

象予報を参考に判断する。

薬剤散布後から根雪までの期間が長かった

り、多量の降雨があった時は、使用基準の範

囲内で再散布を行う。

�紅色雪腐病では種子消毒も重要な予防的
対策である。

�積雪期間が長いほど被害が大きくなるの
で、融雪促進はすべての雪腐病防除の基本と

なる。

道央、道北などで発生の多い褐色雪腐病は

排水不良畑での発生が多いことからほ場の排

水促進を徹底する。

表１ 小麦連作区の収量反応の特徴

区 分 減収率（％） 経 年 的 な 特 徴
子実重 ２５（５５） 連作２年目から低下（雪腐病の多発時激減）
百粒重 ５（１４） 連作４年目から低下

１）４年輪作区（てんさい→ばれいしょ→菜豆→小麦）との比較
２）数値は平均値、（ ）内は最大値。

※参考

過去１７年間の各試験場の根雪始平年値

中央農業試験場 １２月３日

上川農業試験場 １１月２９日

十勝農業試験場 １１月２４日

北見農業試験場 １１月３０日
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再散布の目安：散布後２０日以上経っても根雪とならない場合

：薬剤散布後、日降水量が２０�以上または降水量の
累積が３０�以上の場合

※ 再散布の薬剤については使用規制があるため、使用基準を遵守する。

表２ 秋まき小麦雪腐病の種類と対策

種 類 区 分 特 徴 主な対策

紅色雪腐病
全道的に発生

枯れた茎葉が鮭肉色になる
種子消毒
薬剤散布
融雪促進

雪腐黒色
小粒菌核病

灰白色の枯死葉上に球形の黒い粒
薬剤散布
融雪促進

雪腐大粒菌核病
道東～道東北部
で発生

枯死葉上に黒いネズミの糞状の粒
薬剤散布
融雪促進

スッポヌケ病
中心部が褐色に枯れ、容易に抜け
る

品種選択
薬剤散布
融雪促進

雪腐褐色
小粒菌核病

道央・道北など
多雪地帯で発生

枯死葉上に赤褐色のいびつな粒
薬剤散布
融雪促進

褐色雪腐病 茎葉が褐色に枯死
薬剤散布
融雪促進
排水促進

雪腐大粒菌核病

スッポヌケ病

紅色雪腐病

雪腐黒色小粒菌核病

雪腐褐色小粒菌核病

褐色雪腐病

全道で発生 道東で発生 道央で発生
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麦　　作 

（鞘葉までなら越冬は可能である）

１．「初冬まき栽培」失敗の要因
� 出芽前出芽
播種が早すぎ根雪前に出芽してしまうと、

越冬中に枯死してしまいます。

� 滞 水
小麦の根は過湿に弱く、融雪水が滞水する

と酸素不足で枯死してしまいます。透排水性

の悪いほ場ではトラクターの走行跡が水たま

りになることがあり、そうなると枯死してし

まいます。

� 土壌凍結
土壌凍結する地帯・冬期間の積雪深が浅い

地帯・根雪が遅く融雪が早いために凍結する

地帯では凍上害で根が切れ、越冬率が落ちて

茎数不足になります。また、融雪を促進しす

ぎると一度融けた水分が凍結し、かえって凍

上害を増長する場合があるので注意が必要で

す。

� 雑草の繁茂
越冬性が悪く茎数不足で裸地化したほ場、

除草剤の使用適期を逃したほ場などでは雑草

が優占し、生育や収穫に影響を及ぼすことが

あります。

春まき小麦「初冬まき栽培」のポイント

北海道農政部食の安全推進局技術普及課 主査 久 保 勝 照

春まき小麦はパン用小麦として需要が高いです。その栽培法として、道央地域を中心に始まっ

た「初冬まき栽培」は全道各地に普及し、平成２０年産には作付面積は２，０００�を越えました。「初
冬まき栽培」は、成熟期が前進し赤かび病や穂発芽の被害を回避出来ることが多く、収量は「春

まき栽培」より多くなります。しかし、６００�レベルの収量を得る事例がある一方で失敗する事
例も見られています。その失敗例を整理し「初冬まき栽培」のポイントを示しました。

北海道 米 麦 改 良 第４８号4 ２００８．１０



練り返しで出芽せず裸地となったほ場

� 土の練り返し
土壌を練り返すと、排水不良になり越冬性

が低下します。

暗渠・明渠を整備し、播種前にサブソイ

ラーを施工するなど、ほ場の乾燥化を図りま

す。耕起はなるべくほ場の乾燥しているとき

に行い、ほ場を練り込むことの無いようにし

ます。

２．「初冬まき栽培」の７ヶ条
� ほ場の準備
融雪時に滞水するほ場では、発芽率が著し

く劣るため、ほ場の選定と排水対策が重要で

す。そのためには、�排水の悪いほ場を避け
る。�心土破砕等により透排水性を改善する。
	水田と隣接するほ場では明渠の整備を行い、
浸透水を防止する。などの対策が必要です。

� 耕起・砕土
砕土が細かいと越冬後の生育が劣るので、

ロータリー耕よりもチゼルプラウやスプリン

グハローによる粗い砕土が望ましく、なるべ

く土壌水分が少ない時期を見計らって、練り

返しがないように砕土・整地します。

� 種子消毒
紅色雪腐病に効果のある薬剤で、種子消毒

を行います。

� 播種期
春まき小麦は、播種後、根雪前に出芽して

しまうと多くの場合積雪下で枯死してしまい

越冬個体数が減少するので、根雪直前の播種

が望ましい。

播種後の積算気温が１１５℃で出芽するので、

地区の平年の根雪始の２０日前から根雪までが

播種期となります。ただし、平年の根雪始が

１２月１日以降の地区は、１１月１１日以降から根

雪始までです。

スタブルカルチの施工

無材暗渠（カッティングドレーン工法）の施工

心土破砕の実施

北海道 米 麦 改 良第４８号 5２００８．１０



� 播種量
越冬個体数が１００個体／
以下になると減
収程度が大きくなり、高い収量を得るために

は１５０個体／
以上が望ましく、収量の安定
を図るには２００～２５０個体／
程度の越冬個体
数を目標として播種量を設定します。

初冬まき栽培の越冬率は、ドリル播種では

５０～７０％程度であり、散播では３０％程度まで

低下する場合もあります。このため播種量は、

ドリル播種では１６～２０�／１０a程度（約４００

粒／
）、散播では２０～２５�／１０a程度とな

ります。

� 施 肥
基肥窒素は不要です。窒素は融雪直後ほ場

に入れるようになったら速やかに施用します。

リン酸とカリは基肥または融雪直後に標準量

を施用します。

初冬まき栽培は、春まき栽培よりも概ね収

量は増加し子実タンパク含量は低くなる傾向

があります。このため、子実タンパク含量を

高めるために後期追肥を実施します（表１）。

� 雑草の少ないほ場を選定する
初冬まき栽培では、播種時の土壌処理除草

剤を使用出来ません。したがって、ほ場の選

定にあたっては「スズメノカタビラ」等のイ

ネ科雑草が少ないほ場を選定することが重要

です。

表１ 基本的な窒素の施肥方法

品 種 窒 素 備 考

ハルユタカ
●融雪直後に９～１０�N／１０a程度を
施用、止葉期に６�／１０aを上限に
追肥する。

融雪後の追肥は、生育量確保のため、
ほ場に入れるようになったらなるべく
速やかに施用する。
後期追肥により子実の蛋白含有率は春
まき栽培並みとなる。
倒伏が懸念される場合、融雪直後の窒
素量を減らしたり、止葉期の追肥を出
穂期まで遅らせる。春まき栽培の「春
よ恋」の土壌型区分別の窒素施用量は、
洪積土・火山性土９、沖積土６、泥炭
土３�N／１０aであり、前作や土壌の
肥沃度により２～３�N／１０a増減す
る。

春よ恋

●融雪直後に春まき栽培の標準量より
３�N／１０a少ない量を施肥し、開
花期以降に尿素葉面散布（２％尿素
１００／１０aを１週間おきに３回、
窒素量で３�N／１０a）、または出穂
期に３�N／１０aの追肥を行う。な
お、泥炭土では分施を行わず、春ま
き栽培の標準量を融雪直後に全量施
用する。

※リン酸、カリ：基肥または融雪直後に春まき栽培の標準量を施用する。
※平成１６年度指導参考事項

北海道 米 麦 改 良 第４８号6 ２００８．１０



稲　　作 

１．はじめに
本年は融雪が早く進み、３～４月の好天に

より本田は乾燥した状態で、例年土壌の透排

水性が悪い圃場でみられる滞水はほとんどみ

られませんでした。このように融雪後本田が

乾燥状態にあることは、圃場作業がはかどる

だけではなく初期生育にも良い影響が出ます。

気象条件の影響を受けにくい圃場作りのた

めには、収穫後から透排水性を改善するため

の対策が必要となります。透排水性を改善す

る上で、稲わらの搬出や簡易な機械的作業が

非常に重要です。排水性が改善され、土壌の

乾きが速くなることにより、有機物の分解を

促し窒素が吸収されやすい形態に変化します。

また、機械作業の効率が良くなり、適切な時

期に耕起や収穫の作業が行うことができます。

２．稲わらの搬出
稲わらは土壌表面の水分蒸発を押さえるだ

けではなく、炭素が窒素に比べて多い（C／

Nが高い）ために、生わらを鋤込むと分解

が遅れ有害物質の発生源となります。環境保

全の面から、稲わらを圃場で焼却することを

禁止している自治体も多く、その処分が大き

水田 収穫後のほ場管理

中央農業試験場 技術普及部 乙 部 裕 一

写真１ 収穫後の水田

北海道 米 麦 改 良第４８号 7２００８．１０



な負担となっています。エコファーマー制度

や YES! clean認証基準では、年間たい肥１t

／１０aを施用することになっていますので、

稲わらをたい肥化して C／Nを低くし、圃

場に還元することが望まれます。

稲わらは家畜の飼料としても利用できます

が、透排水性の悪い圃場では、泥の付着が多

く品質の面で劣るため、敷料として引き取ら

れることも多く、これを避けるうえでも透排

水性の改善が重要です。

３．透排水性の機械的改善
土壌の乾燥が悪い理由として、既に施工さ

れている暗きょの機能が低下していることが

あります。この場合、埋設部分にもみがらや

カラマツチップのような疎水材を投入するこ

とで、埋め戻し土の粗大孔隙の安定化が期待

されます。

土壌が比較的乾燥している場合は、心土破

砕により耕盤層を破砕させます。この際亀裂

が形成され、暗きょへの水みちが確保される

ことにより、既存の暗きょの効果が高まりま

す。このとき、もみがらや砂を利用すること

でさらに効果が高まります。

土壌が湿潤であるときは、溝切りにより表

面排水を改良します。このような状態の時深

起しをすると、練返しを引き起こし一層の透

排水不良を招くので注意が必要です。

４．水田の補修
暗きょが施工されたほ場でも、溝切りを

行っているのに効果が明瞭でない場合があり

ます。排水路が土砂や雑草で塞がっていたり、

圃場の傾斜の高い位置に落水口が設置されて

いたりすることがあります。この場合、排水

路の清掃を行い、落水口を田面より低くして

排水溝と接続させる必要があります。また、

畦の崩壊により施肥や除草剤施用後に漏水が

起きると、環境汚染につながるとともに、冷

害防止のための深水管理の際に十分な高さを

確保できないことがあります。畦畔の補修や

水田周辺の環境整備を降雪前に行いましょう。

５．土壌診断
本年は昨年に比べ６０％以上も肥料価格が上

昇しました。肥料コストを低減させる方策の

一つとして、土壌診断に基づく適正な施肥を

行うことが挙げられます。水田土壌ではリン

酸やカリが蓄積される傾向にありますので、

施肥設計を見直すことが重要です。

「北海道施肥ガイド」では、地形・気象に

基づく地帯区分ならびに土壌の種類ごとに施

肥標準を設定し、さらに個々の圃場での窒素、

リン酸、カリ、苦土およびケイ酸について、

土壌診断値と施肥対応が記載しています。

収穫後から融雪後にかけて、圃場の乾燥が

良好な場合は乾土効果が起こり、土壌から窒

素の放出が起こります。また、投入した堆肥

等の有機物も窒素の供給源となります。これ

らを考慮することで、適正な施肥により高品

質の米を生産する指標を示しています。表４

写真２ 心土破砕の施工

写真３ 表面排水は溝切りで
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に石狩南部、空知南部ならびに上川中央部の

培養窒素水準に対応した窒素施肥量の例を示

しました。

表１ リン酸肥沃度に対応したリン酸施肥量

有効態リン酸含量
（� P２O５／１００�）

暗色表層
褐色低地土＊

灰色低地土、グライ土、
台地土、泥炭土

褐色低地土、
火山性土

基肥 資材 計 基肥 資材 計 基肥 資材 計
～５ １２ ８ ２０ １２ ４ １６ １２ ４ １６
５～１０ １２ ４ １６ ８ ４ １２ １０ ０ １０
１０～２０ ８ ０ ８ ８ ０ ８ ８ ０ ８
２０～３０ ６ ０ ６ ６ ０ ６ ６ ０ ６
３０～ ４ ０ ４ ４ ０ ４ ４ ０ ４

注１ 分析法はブレイ�２法による
注２ ＊は腐植富む以上の褐色低地土

表２ カリ肥沃度に対応したカリ施肥量

交換性カリ含量
（� K２O／１００�）

施 肥 量
（K２O�／１０a）

～７．５ １３～１４
７．５～１５．０ １０～１２
１５．０～３０．０ ７～９
３０．０～ ５～６

表３ 苦土肥沃度に対応した苦土施肥量

交換性苦土含量
（�MgO／１００�）

施 肥 量
（MgO�／１０a）

～２５ １～２
２５～ 無施用

図 施肥設計の流れと北海道施肥ガイド
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○ 土壌診断を行い適切な施肥設計を立てる。
○ 土壌採取は積雪前に済ませる。

表４ 窒素肥沃度に対応した窒素施肥量

地 帯 土 壌 区 分
培養窒素水準に対応する窒素施肥量（�N／１０a）

著しく
低い

低 い 中 間 高 い
著しく
高い

石狩南部
空知南部

沖積土（乾田） ７．５ ７．５ ７．０ ６．５ ６．０
〃 （半湿田・湿田） ７．０ ６．５ ６．５ ６．０ ５．５
泥炭土 ５．５ ５．０ ５．０ ４．５ ４．０
火山性土 ７．０ ７．０ ６．５ ６．０ ５．５
洪積土 ６．５ ６．０ ６．０ ５．５ ５．０

上川
中央部

沖積土（乾田） ９．０ ９．０ ８．５ ８．０ ７．５
〃 （半湿田・湿田） ８．５ ８．０ ８．０ ７．５ ７．０
泥炭土 ７．５ ６．５ ６．５ ６．０ ５．５
洪積土 ８．０ ７．５ ７．５ ７．０ ６．０
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稲　　作 

平成２０年８月１９日 株式会社 米心石川（石川県金沢市）

北ひびき農業協同組合 販売部 米麦課長補佐 佐 藤 公 泰

米心石川は、平成１９年７月石川県内卸３社、

炊飯１社の合併により誕生した新しい会社で

ある。

平成２０年４月には最新の精米工場、炊飯セ

ンターを設立し「農家の心、消費者の心を大

切にし、安全安心な食品を消費者に安定的に

届けること」を理念と掲げ石川県下の米穀を

取り扱っている。

米心石川の精米工場に置ける最大の特徴は

過去に例のない世界初、日本初、の昇降機を

使わずに移動タンク（多用途搬送システム）

を利用しての精米行程である。

従来は昇降機やベルトコンベヤなどにて米

を搬送していたため、お米そのものにダメー

ジを受けることが多く、品質の低下などの影

響があったが、多用途搬送システムになると

精米した米が精米タンク内（１トン）に収容

されタンク自体が移動するため、お米の移動

自体がなく、水分ロスや搬送による従来のダ

メージが軽減されると言うものであった。工

場見学時確認してきたが、１トンのタンクが

保管ラックに収納されてる様は圧巻の一言で

あった。通常の大ロットでの加工はもとより、

移動精米タンク（１トン）単位での加工が可

能なため、小回りのきいた加工が行なえる、

需要にあった包装形態での出荷が出来る、の

が特徴的であった。またコンタミ防止策とし

て自然落下方式を採用し残留米の発生を抑え

平成２０年度 水稲生産流通調査

富山県、石川県は、コシヒカリ作付け比率が高く、新潟コシヒカリブランドに対抗して独自ブ

ランドによる地産地消に力を入れており、いろいろな取り組みを行っている。また、温湯消毒法

・食酢処理などの技術開発と普及、高温登熟による品質低下対策、直播栽培の取り組みなど、北

海道稲作のこれからの取り組みに参考になる地域として選定しました。

２泊３日の日程で、米の精米・炊飯会社、農業試験場２ヶ所、日本一の水稲採種生産地、自治

体による営農支援、生産法人による直播栽培の６ヶ所について調査しました。

「株式会社 米心石川」では、安全安心米で県内の米消費拡大をねらった JAを中心とした新

会社で、精米工場、炊飯工場をもった新システムを研修しました。

富山県農林水産総合技術センター 農業研究所では、品種開発、温湯消毒の実際、直播栽培に

ついて研修しました。

JAとなみ野水稲種子センターは、江戸時代から続く水稲採種圃で、全国から委託を受けた採

種を行うなど日本一の水稲採種事業について研修しました。

羽咋市役所では、１．５次産業振興室による山村集落活性化計画の実行の成果と、人工衛星デー

タによる米のタンパク質含有率測定事業展開について研修しました。

石川県農業総合研究センターでは、育種、直播栽培、高温登熟対策等の技術開発について研修

しました。

農業生産法人「安原南部営農組合」では、直播栽培の導入と成果について研修しました。

参加者各位から、調査した結果についてご紹介いたします。
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ることが可能となっている。従来は大型タン

クで清掃が困難を極めていたが、移動精米タ

ンクについては、小型で脱着可能なため、タ

ンク１本ごとの清掃が行え、定期的なメンテ

ナンスをより可能にしてるなど工夫されてい

た。

また原料の品質管理も徹底され、会社内に

独立機関として３つの検査室を設け「安心安

全」かつ「衛生的」なお米を消費者に届けて

いる。

DNA品種判定・残留農薬測定室ではこれ

まで DNA鑑定に約３日ほどかかっていたが

６検体を約８時間にて処理。残留農薬につい

ては毒性の強い有機リン系およびカーバメイ

ト系農薬を対照とし確実かつスピーディーに

検査を実施し安全の確保に努めている。

精米検査室においては玄米、白米、無洗米

の水分、白度、未熟粒、被害粒、などの分析、

製造ロット単位の分析情報をデータ化し、食

味、鮮度、食感の総合的な評価を行なってい

る。

炊飯検査室においては炊飯米並びに弁当の

販売などの製造販売事業を行なってるため、

製造品及び製造工程のふき取り検査を行い、

一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サ

ルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌の検査を行い製

品の安全と保存性の確認を行っている。

以上衛生面など新しい工場ならではのセ

キュリティーシステムを構築し「安心安全」

を消費者に見せる事の出来る質の高い取組み

が印象的でした。

今後は現在の精米、炊飯事業などと共に、

石川県産米の需要拡大と需給率の向上に向け

て「米粉製粉機」も導入し各分野の需要に合っ

た取組みを進めていくそうである。

道内での精米工場では大型ロットでの加工

がメインであるがちょっとしたイベント、あ

るいはアプローチ用品としての小ロットでの

米の需要を今後増やして、小回りのきく？対

応が出来れば今以上に北海道産米の向上に繋

がるかも知れないと痛感しました。

平成２０年８月２０日 富山県農林水産総合技術センター農業研究所（富山県富山市）

北海道立中央農業試験場 生産研究部 竹 中 秀 行

概 要
富山県農林水産総合技術センター農業研究

所は県内にある７つの研究所の一つで、名の

如く、農林水産系の試験場を統合する形で平

成２０年改組された。この他に園芸研究所、畜

産研究所、食品研究所、森林研究所、木材研

究所、水産研究所があり、富山県の名産であ

るチューリップ研究は園芸研究所で行われて

いる。今回は県の水稲育種を手がけている農

業研究所を訪問し、新品種開発の現状と今後

の展望、温湯消毒・食酢処理、直播栽培技術

について紹介して頂いた。農業研究所は富山

県の中心に位置する富山市にあり、所長以下

研究職３２名、技能職８名の計４０名体制である。

今回紹介の労をお願いした育種課、栽培課、

病理昆虫課のほかに土壌・環境保全課、農業

バイオセンターがあり、それぞれ土壌保全、

施肥技術の開発、バイテクによる作物育成技
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術の開発が行われている。

１．水稲育種の現状
育種課の蛯谷武志主任研究員から試験圃場

を見ながら育種状況の説明を受けた。富山県

は作付面積のおよそ８０％がコシヒカリであり、

作期を分散するための育種が行われている。

奨励品種決定調査に供されているのは食味な

どの形質が「コシヒカリ」と同等でいもち病

抵抗性を持つ「コシヒカリ BL１～７号」、

玄米色（米ぬか色）を赤くした「コシヒカリ」

で抗酸化性の高い「富山赤７１号」、大吟醸向

き酒米新品種「富の香」で、その他早生、晩

生性の短稈、高温登熟耐性を付与した良食味

品種や紋枯病耐性品種、コシヒカリ SD（短

稈性）系統、直播向き品種などの育成が行わ

れている。いずれもコシヒカリや山田錦等県

外で作出された主要品種から県内育成品種へ

の転換が課題とされている。

また、現行育種のおよそ半数ほどが DNA

マーカーの利用により選抜効率を高めて行わ

れている。

２．温湯消毒
病理昆虫課向畠課長から温湯消毒、食酢処

理の現状について説明を受けた。温湯処理の

実施面積は年々増加し、平成１９年には５６００�、
平成２０年には９４００�で実施し、うち、半数で
催芽時食酢添加との組み合わせ処理が実施さ

れた。温湯消毒において発芽率の低下を防ぐ

ための留意点としては温度と処理時間の厳守、

温度の速やかな上昇のための処理量、処理後

速やかな冷却、塩水選後すぐの処理、コシヒ

カリ以外の品種における発芽率の事前チェッ

ク、処理後の保存を避けることが挙げられ、

催芽時食酢処理においては適正な食酢濃度の

厳守、催芽温度と時間、食酢液の使用回数

（１回限り）などである。これらの留意点は

米作改良対策本部から JAや普及センターに

提供されている。今後の課題として再汚染の

防止、耐性菌が出現した場合の対応が挙げら

れた。

３．直播栽培
栽培課川口主任研究員から水稲直播の状況

の説明を受けた。

現在富山県では１８３２�で水稲直播栽培が行
われ、そのうち１１４�が愛知農総試の開発に
よる V溝乾田直播である。北海道における

と同様に、富山県においても直播の課題は出

芽の不安定性、収量性、倒伏であるが、高速

作業ができ、「コシヒカリ」でも倒伏が少な

い新しい栽培技術として V溝直播技術の実

証が行われている。これに育種が協力し、一

穂粒数の増加、登熟能力の向上、桿の挫折強

度向上、低温出芽性の向上能力を付与した品

種育成と栽培技術の双方により、高度富山型

水稲直播栽培体系の確立を目指している。

高度富山型水稲直播栽培体系蛯谷氏による圃場説明（DNAマーカーの利用）
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V溝直播に関する栽培試験としては、春先

の天候不順により、土壌の乾燥が進まない条

件で、苗立ちを確保するため、播種時の土壌

水分と苗立ち率の関係を検討し、適正な土壌

水分範囲を明らかにしたり、播種後、乾田状

態で２回、湛水後１回、計３回の除草体系を

２回に減らしてコストを低減する検討や、播

種量、施肥量の試験が実施されている。

また、現在、道立中央農試では鉄コーティ

ング技術の検討を行っており、これについて

検討の有無を尋ねたところ、鉄コーティング

は雀に有効とされているが、鳥害対策として

は雀よりもカラスやカモ、ハトによる被害が

問題となるため、県においては実用性が低い

と考えているとのことであった。

訪問を振り返って
私事ながら、最近あまり、帰省もしていな

い富山県生まれの筆者としては、久しぶりに

故郷の香りを嗅ぐ視察旅行となり、富山弁の

片鱗に心が和んだ。農業研究所の訪問は初め

てで、大人数とは言えない陣容で、明確な目

標設定をして効率的な育種をされている印象

を持った。また、育種と栽培が融合した直播

栽培技術開発の意気込みは大いに参考とする

ものがあった。多忙な中、長時間に亘って対

応して頂いた蛯谷、向畠、川口の三氏に感謝

する。今回は日程の都合で育種担当者の参加

がなかったが、次回は是非同行できることを

期待したい。

平成２０年８月２０日 JAとなみ野水稲種子センター（富山県砺波市）

いわみざわ農業協同組合 米穀部 米穀課 林 基 博

富山県内では水稲生産者の種子更新率９５％

を維持している。JAとなみ野管内では平成

１４年から９７％を維持している。

水稲採種組合は富山県内５箇所あり、JA

となみ野は県全体の６０％の出荷量を占めてい

る産地であり、平成２０年産生産者数は４２０戸、

面積５００�（１戸当り平均１２０a）の作付けで

した。

品種うるち米２７品種、もち米１０品種、酒米

３品種の計４０品種の作付けを行っている。以

前は５０品種の作付けを行っていた。

収穫時期は、平年で９月５日頃～１１月末の

約３ヶ月間あり、出穂期が異なる品種の組み

合わせで自然交雑が起きないようにしている。

実際、採種圃と思われる圃場は、パッチワー

クのように収穫間近のものから出穂始めのも

のまで圃場が混在していた。

乾燥機メーカーは大島農機であり、種子専

用として県内シェア９０％を占めている。

圃場審査は年に４回（早生×２回＋中生～

晩生×２回）実施しており、出荷時品種毎に

DNA鑑定を実施している。

地域の特徴として、いつも風が吹いており

露がつきずらいので、収穫時期では朝６時～

７時頃位から収穫作業が出来ると話していま

した。

１０a当り買い上げ数量は、５４０�／１０aで

あり全量出荷が基本。

転作は一律３２％の比例配分を行っていて、

大豆、麦の作付けを行っている。

JA となみ野水稲種子センターでの研修
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生産者へは、農協から半強制的に品種決定

と圃場毎作付け品種決定を行っている（殆ど

が前年の作付品種を作付けしている）。

生産者に対し２月末までに仮契約を行い、

３月上旬に面積の積み上げ集計、動向調査を

行う。２月中に営農指導員が生産者と契約を

行う。

出荷単位は７５０�フレコン出荷し、２t毎

に無作為に発芽試験と筑波ゲノムセンターに

送り DNA鑑定を行っている。

県外からの委託生産も多く、主な出荷先は

千葉県、三重県、徳島県、茨城県の順であり、

JAとなみ野単独の委託生産もある。

出荷数量に対する消毒種子の割合は、全体

の２５％を占めており消毒薬剤（テクリード C

とモミガード C）を選択出来るようになった。

近年は小袋単位（モミネット詰め４�）三
重県で多くニーズに合わした出荷をしている。

温湯消毒が普及してきている為と思われる。

平成２０年８月２０日 羽咋市役所１．５次産業振興室（石川県羽咋市）

特産米ブランド化戦略と人工衛星による食味測定
北海道立中央農業試験場生産研究部機械科 木 村 慎

概 要
石川県羽咋市神子原地区は市の東部碁石ヶ

峰麓の中山間地に棚田が続く農家戸数およそ

８０戸の農村集落である。耕作地約１１０�、棚
田団地面積県内１位を誇る。昼夜の気温差が

大きく清涼な棚田で育ったコシヒカリはビジ

ネス誌で全国美味しいお米第３位に選ばれる

など優良米産地としても知られている。

一方で高齢化率５０％を超えるいわゆる限界

集落でもある。小規模の棚田は作業効率が低

い。反収が平地の６５％ほどで平成１６年平均農

家所得８７万円と劣悪な状況にあり遊休農地増

加、後継者不足が著しい地域であった。今調

査では「農業を職業選択肢の一つに」を目標

に掲げた山村集落活性化計画＝山彦計画の突

破口として特産ブランド米創出に着手した

１．５次産業振興室総括主幹・高野誠鮮氏に説

明していただいた。

ブランド化戦略
「１次産業最大の弱点は生産者が価格を

設定できない事。神子原米は価格を自ら設定

できるブランドにする必要があった。」と高

野氏は語る。少量生産で所得倍増を実現する

にはターゲットを富裕層に定め価格を引上げ

なければならない。魚沼産コシヒカリと比べ

圧倒的に知名度が低い神子原米をブランドと

して認知させるため地名を利活用した。バチ

カン大使館に交渉を重ね、神子（神の子）の

名がつく土地の米としてローマ教皇に献上し

た。

この活動を各種メディアが取り上げ、富裕

層向け冊子に掲載され広く認知されるところ

となる。少量生産である事も希少価値となり

プラス要因であった。全国より問合わせが殺

到したが生産者自ら価格を設定するためイン

ターネット直販と流通業者を通さず大手百貨

店に搬送するなどあえて販路を限定した。イ

ンターネット５�３５００円、百貨店４３００円にて
販売され当初生産の５００俵は一ヶ月で完売、

農家所得は約２．８倍となった。弱点を逆手に、

巧みな消費者心理分析からプレミアムや人的

影響力による効果で購買意識を刺激した結果

であるが、富裕層を満足させ得る極上米であ

ることが前提であった。

ブランドマネジメントと品質管理
独特のアプローチでブランド米として確立

した神子原米だが、マネジメントもユニーク

な手法をとっている。平成１８年より優秀な農
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家の技術を中心とした作付け技術と生産体制

が統一・マニュアル化され、技術の底上げが

図られるようになったこと、また、一環とし

て人工衛星による食味解析が導入された。葉

緑素は赤領域波長の光を吸収、近赤外線領域

の光を反射する性質があり吸光反射比率から

植生指数を換算し、たんぱく含有率を推定で

きる。出穂期の衛星撮影データをマッピング

し、たんぱく含有率が一定値以上を示す水田

は神子原米として出荷できない。これは多量

施肥による増産ができないことを意味する。

結果、特定の棚田１０�から７００俵しか生産で
きないが高品質を維持している。また、人工

衛星による食味解析は、人工衛星メーカから

直接データを買い取ることにより（インター

ネットでデータのダウンロードにより）デー

タ販売業者を通して導入するより早く安く解

析できるので、市内の解析ばかりでなく委託

も受付ており、現在新潟等各県農業団体から

の依頼も受けている。

その他の取り組み
山彦計画は９事業に渡り策定されている。

離村空き家を活用した空き農家農地バンク制

度は近年の古民家ブームもあり８家族が入居

した。古くからの風習・烏帽子親で法的規制

をクリアした農家民宿は都市部の学生に人気

がある。計画策定は交流人口を増加し自立自

活する農村づくりが目的だが、その集大成と

いえる農産物直売所が農家出資により設立さ

れた。売上およそ６８００万円が見込まれるだけ

でなく、第２第３の名産物発掘の場でもある。

今や主力商品は神子原米より地元産そばやク

ワイ等の加工品だという。

最 後 に
今回の調査ではただ農産物に生産性向上を

求めるだけではなく付加価値を創出する重要

性を再認識した。「農家が求めているのは会

議や印刷物ではない。本質を見抜き実行する

システム力と給与の三倍以上の仕事だ」と語

る高野氏の熱意が印象的であった。ご多忙の

中、ご教授戴いた事に心より感謝申し上げた

い。

神子原農産物直売所

神子原米おむすび

平成２０年８月２１日石川県農業総合研究センター(石川県金沢市)

北海道立上川農業試験場 研究部 栽培環境科 佐々木 享

８月２１日、石川県農業総合研究センターを

参観した。石川県農業総合研究センターの本

場は管理部、総合研究部、育種栽培研究部、

資源加工研究部の４つの部と中央普及支援セ

ンターから構成される。本場のほか、能登分

場と砂丘地農業試験場がある。今回の訪問で

は主に育種栽培研究部の試験研究について圃

場参観と研究成果報告を受けた。
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育種栽培研究部育種グループによる研究成

果の報告によると、H１９年に育成された「ゆ

めみづほ」をもってこれまでの「石川県全県

で栽培できる良食味の早生品種」という育種

目標を達成されたとして、H２０年より新たな

目標「早生・多収・良品質・良食味」「吟醸酒

向け酒米」に取り組んでいるところであった。

石川県は、北海道と同様に酒造好適米の自

給率が低く、他県からの移入に依存している。

そのため、石川県における品種開発や普及の

進捗は、北海道にとっても参考になるものと

考えられる。今後に注目したい。

作物栽培グループによる研究成果の報告に

よると、高温登熟条件下における水稲の１等

米比率向上技術開発や不耕起 V溝直播栽培

の本県における技術確立などの栽培試験に取

り組んでいるとのことであった。

高温登熟条件下における水稲の１等米比率

向上技術開発に関しては、生育過剰による籾

数過多による乳白粒の発生と高温登熟による

胴割れ粒の発生が一等米比率を低下させてい

る原因であると特定していた。この対策とし

て、栽培技術マニュアルが作成されており、

うす播きの励行、細植の励行、疎殖栽培の励

行、緩効性肥料の施用、早植えの防止、早期

溝切りの励行、保水管理と通水の徹底、適期

刈り取りの励行などが示されていた。中でも、

適正籾数への誘導のための「中干し開始期判

定板」や「すっきり稲型診断ボード」などは

面白いアイディアであった。

不耕起 V溝直播栽培に関しては、愛知県

で開発された不耕起 V溝直播栽培法の冬季

の気候や土壌条件の異なる石川県における適

応性を明らかにする目的とのことであった。

これまでの成果として、不耕起 V溝直播栽

培は石川県においても導入可能であり、窒素

施肥量６～８�N／１０aで収量５００�／１０a、

玄米タンパク質含有率６．５％以下が得られる

とのことであった。同時に耐倒伏性に優れる

特徴を持つとのことであった。しかし、分げ

つ数が少ない特徴もあるとのことで、府県と

しては播種量が多い６～７�を播種し、目標
苗立ち本数が１００本／m２であるとのことで

あった。北海道での導入を想定すると、分げ

つの確保が問題になる可能性が考えられた。

石川県農業総合研究センターは、富山県農

林水産総合技術センターと直線距離で５０�ほ
どしか離れていない。しかしながら、２つの

研究機関が全く独自の試験研究が行われ、そ

れぞれ地域への適応性なども検討されていた。

いろいろと問題もあるだろうが、栽培技術の

地域適合性を十分に検討し生産者に提供でき

る環境であり、石川富山の両県は実に恵まれ

た環境と思われた。

石川県農業総合研究センター 試験案内看板

石川県農業総合研究センター 直播圃場
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平成２０年８月２１日 「安原南部営農組合の水稲直播栽培」（石川県金沢市）

上川地区米麦改良協会 事務局長 波多野 亨 一

�．「安原南部営農組合」の概
要について
現地対応者 石川県県央農業総合事務所農

業振興部荒川主幹

１．組織の概要
担い手育成型基盤整備事業による効率的で

持続性のある営農体制が検討され、安原地区

の福増町と中屋町の２集落のほぼ９割の農家

が参加して集落営農に取り組むこととなり、

平成１３年９月に、協業経営の任意組合として

「安原南部営農組合」を設立した。

参加農家戸数は５８戸、水稲作付面積は３０�
程度でその内、直播が２４�を占めている（２
集落の全農家戸数は６６戸、水田面積は５７�）。
組合には、組合長、副組合長、監事、運営

委員、会計、計画班、営農班、機械・施設班

を置いている。

２．営農体制
主な所有機械には、トラクター（５０ps）

２台、８条直播専用播種機、コンバイン４条

グレンタンク２台、格納庫２棟がある。

計画班による作付計画、営農班は自ら資材

確保、作業員確保を行い営農作業を実行する。

全組合員の共同作業が基本であるが、水管

理は数戸に固定、オペレーターは若手組合員

にほぼ固定している。兼業農家が主体なので

主要作業は、ほとんど休日に実施している。

３．運営の特徴
収益（米の出荷など）、費用（資材の購入

など）を組織として一括計算する共同計算方

式を採っている。

任意組合としての規約整備、会計処理（機

械施設の組合員持ち分計算、収益の持ち分計

算）コンピューターによる複式簿記記帳、各

組合員の所得税申告などを実施している。

機械施設購入資金は、組合組織として借り

入れし、組合組織の経費として処理している。

組合への加入金は１０，０００円としている。役

員手当は、個々の単価は設定せず、一定額を

少額支給している。協同作業などの出役賃金

は、作業内容や男女を問わず一律１，０００円／

�としている。

�．「水稲直播栽培」の概要に
ついて
１．平成１９年度低コスト実証圃実
績

�設置地区及び担当農家名 安原南部営農組

合（金沢市中屋町、福島町）

�栽 培 面 積 直 播（点 播）２，６５８a、移 植

（対象）４３０a

�調査結果（直播は中屋町のコシヒカリ１００
aの数値、移植は地区の平均値を使用？）

○単 収 直 播４７０kg／１０a、移 植（対

象）５２０kg／１０a、

○費 用

・種苗費 直播７０６円／６０kg、移植（対象）

１，５９３／６０kg

・労働費 直播１，７８８円／６０kg、移植（対

象）２，１２１／６０kg

○費 用 計 直 播１４，０３５円／６０kg、移 植

（対象）１４，０６１／６０kg

○労働時間 直播９．３hr／１０a、移植（対

象）１２．３hr／１０a、

�省力化、低コスト化の実証
○直播では育苗と移植作業が必要ないことか

ら、労働時間の削減につながり省力化を実

証することが出来ている。

○低コスト化については、単収が目標値の５００

�／１０aに達しなかったことと、除草対応
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の失敗があり、今後に課題を残す結果と

なっている。

２．今後の課題
�全般的に、作業時期や作業体制の見直しが
必要である。

�増収対策 播種は、もう少し遅い方が良い

が、ゴールデンウィーク前に終了したいと

の意向が強くあり、解決に至っていない。

コシヒカリは倒伏しやすく増収が難しいの

で、品種を早生のゆめみづほに誘導してい

る。（単価はコシが１４，２００円／６０�でゆめ
みづほ１２，７００円／６０�だが、収量はコシが
４８０�／１０aで、ゆめみづほは６０�／１０a

程度多収である。）

�低コスト対策 播種量は、３．０�／１０aで

は多く、２．８�／１０a程度まで削減可能で

ある。労働時間軽減の観点から除草体系

（特に散布時期）の検討が必要である。

	．考 察
○直播の普及性については、北海道と異なり、

登熟に必要な積算気温の心配がなく、ハー

ドルが低いと感じました。

○ただし、点播式では？コシヒカリは倒伏し

やすく多収を期待できないということなの

で、栽培方法を不耕起 V溝直播などに変

更するか、品種の変更が必要であると考え

られました。

○ブランドとなっており高単価である主要品

種が直播に適さない点は、一部を除く北海

道の状況と同じであることがわかりました。

○除草対策については、北海道と同様に重要

なポイントとなっていることを確認できま

した。

○この研修により、今後についても、北海道

での直播栽培に活用できる技術を導入する

には、情報の収集が重要であるとあらため

て確認することができました。

安原南部営農組合の説明 安原営農組合の直播「コシヒカリ」
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社団法人　北海道米麦改良協会 
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良質米麦の出荷目標 

●一等米　100％ 

●整粒歩合80％以上確保 

●精米蛋白質含有率6.8％以下 

●仕上がり水分14.5～15.0％ 

●入れ目1％以上確保 

●全量種子更新 

●一等麦　100％ 

●低アミロ麦皆無 

●DON暫定基準値1.1ppm 

　以下でできるだけ低いこと 

●赤かび粒混入限度　0.0％ 

●異臭麦皆無 

●十分な入れ目の確保 

●全量種子更新 

発行所 

社団法人　北海道米麦改良協会 
〒060－0004　札幌市中央区北4条西1丁目　共済ビル5階　TEL 011－232－6495　FAX 011－232－3673 
【業務部】E-mail  beibaku@basil.ocn.ne.jp 
【検査部】E-mail  beibaku-kensa@carrot.ocn.ne.jp

北海道米分析センター 
〒069－0365　岩見沢市上幌向町216の2　TEL 0126－26－1264　FAX 0126－26－5872 
E-mail  bun1@plum.ocn.ne.jp

http://www.beibaku.net/

稲作 
水田収穫後のほ場管理 
平成20年度　水稲生産流通調査 

麦作 
雪腐病防除の徹底で良質小麦の安定確収を 
春まき小麦「初冬まき栽培」のポイント 




