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稲作 適期収穫で高品質米生産 
 

麦作 

道東における秋播小麦栽培のポイント 
道央・道北における秋播小麦栽培のポイント 
秋播小麦新品種「きたほなみ」・ 
　春播小麦新品種「はるきらり」の栽培のポイント 
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麦　　作 

１．播種期・播種量
道東では、「ホクシン」の成熟期における

穂数は６００～６５０本／�、子実収量は６００�／
１０a程度が目標である。多収年や多収事例な

どを見ると、この数字では物足りないと思わ

れるかもしれない。土壌物理化学性、養水分

の吸収や気象条件が良好な場合にはさらに多

収となる可能性もある（表１）。しかし、実

際には地域や個々の圃場間で収量には大きな

差があり、安定して穂数を確保するためには

適期播種、適正な播種量が最も重要である。

� 播種適期の再確認
道東地域においては、越冬時に主茎葉数を

５～５．５枚確保することが必要である。主茎

葉数は、播種からの積算気温と密接な関係が

あり、主茎葉数５～５．５枚に必要な積算気温

は４５０～５００℃となる。表２は、これから逆算

した各地の播種適期である。

播種が遅れ、越冬前の生育が不足してしま

うと、越冬性が劣るほか、越冬後の茎数・穂

数が十分に確保できず、低収や高たんぱくと

なる場合があるほか、細粒が増加して千粒重

やリットル重（容積重）が低下しやすい（図

１）。遅れ穂が発生し、成熟のむらや遅れを

生じることもある。

一方、早播きでは、分げつが多くなり一株

道東における秋播小麦栽培のポイント

北見農業試験場 技術普及部 主査 江 部 成 彦

平成１７年産から新たな品質評価基準４項目が実施され、さらに日本めん用では平成１９年産から

たんぱく、容積重など一部の基準値と許容値が強化された。また、平成１８年からはポジティブリ

スト制度が施行されるなど、実需者の品質に対する要望や消費者の食品の安全に対する関心は一

層拡大しており、道産小麦に対しては、今まで以上に安全で高品質な生産物が求められている。

一方、平成１９年産から導入された品目横断的経営安定対策（現：水田・畑作経営所得安定対策）

や資材、燃料価格の高騰により、小麦生産にあたっては、安定性の向上と同時に生産コストの低

減が必須の課題となっている。高品質な小麦を安定して生産するためには、適正な輪作、排水対

策や土壌物理化学性の改善など基本的な圃場の準備とともに、まずは適期播種、適切な播種量で、

過不足のない越冬前茎数を確保することが望まれる。また、土壌条件に合わせて無駄の少ない肥

培管理を行い、余分なコストをかけないような栽培を心がけたい。

なお、本年度から新品種「きたほなみ」の一般栽培が一部で開始される。「きたほなみ」は越

冬前の生育や生育後期の施肥法などについて「ホクシン」とはやや異なる特性を有している。詳

しくは、本号 P１０の「きたほなみ・はるきらりの栽培のポイント」を参照されたい。

表１ 「ホクシン」の生育と多収モデル（新しい小麦作り２００４年版）

収量制限要因の比較的少ない場合

穂数７００本／�×１穂重０．９１�／本（１穂粒数２４粒×１粒重０．０３８�）＝６３８�／１０a
生育期間、登熟期間の条件がよい場合

穂数７８０本／�×１穂重０．９１�／本（１穂粒数２４粒×１粒重０．０３８�）＝７１１�／１０a
穂数７００本／�×１穂重１．０４�／本（１穂粒数２６粒×１粒重０．０４０�）＝７２８�／１０a
制限要因がなく、登熟条件が極めて良い場合

穂数８００本／�×１穂重１．００�／本（１穂粒数２５粒×１粒重０．０４０�）＝８００�／１０a
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当たりの茎数が増え過繁茂となりやすい。越

冬後の茎数が過剰であると、病害虫の発生を

助長したり、早期からの倒伏を招く危険性が

ある。また、倒伏を恐れて起生期以降の窒素

分肥が不十分となると、減収や低たんぱくと

なる場合がある。

� 播種量の再確認
目標穂数６００～６５０本／�では、越冬前の茎
数は１，０００～１，２００本／�程度とすると最も安
定して収量を確保しやすい。主茎葉数５～５．５

枚のとき、一株当たりの茎数は４．５～５．５本と

なるので、出芽率なども考慮すると播種適量

は２５５粒／�となる。しかし近年、秋の気温
が高く推移する年が目立ち、過繁茂となって

起生期以降の茎数制御に苦慮することから、

１７０～２００粒／�程度に播種量を減じている圃
場も多く見られる。

１７０粒／�播きでも、適期播きで播種後の

天候が良好な場合は、越冬前茎数１，０００本程

度の確保は可能で、２５５粒／�播きと収量・
品質に遜色はない（図２）。ただし、播種量

を減じて目標どおりの生育をさせるためには、

何よりもまず適期に播種することが大前提と

なる。秋の天候が不順に経過した場合は、２５５

粒／�播きに比べ十分な茎数を確保しにくい
ことを知っておくべきである。一方、冬損が

少なく、春以降の生育も旺盛で茎数、穂数が

過剰となりやすい地域では、播種量を少なく

したほうが起生期以後の茎数を制御しやすい

場合がある。

播種にあたっては、播種深度、播種機の精

度、土壌水分などの条件が揃っていることも

必要である。ロータリーのかけ過ぎや播種機

の調整不足などで深播きになると、発芽率の

低下や発芽の遅れを生じ、出芽後も葉の展開

や分げつが遅れて、越冬前の生育量が不十分

表２ 道東における葉数確保のための播種時期（十勝農試・北見農試、１９９８年）

地 域 ５．０葉 ６．０葉 地 域 ５．０葉 ６．０葉
滝 上 ９月１８日 ９月１１日 大 樹 ９月２４日 ９月１７日
湧 別 ９月２４日 ９月１７日 更 別 ９月２３日 ９月１６日
遠 軽 ９月２１日 ９月１４日 池 田 ９月２３日 ９月１６日
北 見 ９月２２日 ９月１５日 本 別 ９月２２日 ９月１６日
美 幌 ９月２１日 ９月１５日 上士幌 ９月２０日 ９月１３日
網 走 ９月２７日 ９月２１日 新 得 ９月２４日 ９月１７日
小清水 ９月２４日 ９月１７日 芽 室 ９月２４日 ９月１７日
斜 里 ９月２５日 ９月１８日 帯 広 ９月２６日 ９月１９日

注）滝上は多雪地帯のため葉数６．０葉、他の地域は５．０～５．５葉を確保する。

図１ 晩播が千粒重、リットル重（容積重）及び小粒発生に及ぼす影響（十勝農試、１９９８年）
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となる。適正な播種深度は２～３�程度とさ
れており、作業開始後まもなく播種機を一時

止めて、種子の深さを確認することが望まれ

る。

２．基肥量の設定と土壌化学性
の改善

� 基肥窒素量の設定
秋播小麦の窒素施肥は、播種期と起生期の

２回に分けて行うのが基本である。収穫まで

に小麦が吸収する窒素の総量は、地力窒素、

施肥窒素を合わせて収量５４０�／１０aでは１２

～１３�、６６０�／１０aでは約１５�であるが、
そのうち越冬前に吸収できる量は通常３～４

�程度である（図３）。土壌肥沃度の低い土
壌でも播種時の施肥窒素は４�／１０aあれば

十分であり、残りは起生期以後に施用するこ

とが望ましい。播種時に過剰な窒素を施用し

ても吸収できなかった窒素は、融雪水ととも

に土壌の下層まで移動し、小麦の生育に利用

されない無駄な養分となるほか、地下水汚染

の原因にもなる。また、秋の気温が高く経過

すると、越冬前までに余分な窒素が吸収され

過繁茂を助長する場合もある。

� リン酸、カリ、苦土の施肥対応
リン酸、カリ、苦土は土壌中における移動、

流亡が少ないので、播種時に基肥として施用

する。施肥量は土壌の養分状態に応じて、ま

た、堆肥など有機物の施用状況に応じて補正

することが望ましい。近年、道東の畑作地帯

ではリン酸、カリが蓄積傾向にある。土壌診

断などを実施して、これらの要素が過剰な場

合は、肥料費節約の点からも減肥を考慮した

い。

� 銅欠乏対策
秋播小麦は、ほかの作物に比べて銅欠乏が

出やすい作物である。症状としては不稔が多

くなり、上位葉の先端部が枯死あるいはよじ

れることもある。しかし、出穂期頃までは正

常な場合が多いため、気がついた時には対策

の立てようがない。したがって、土壌診断に

基づいた予防措置が必要である。播種前であ

れば、銅入り肥料の施用を検討する。播種後

に銅欠が疑われる場合は、幼穂形成期～節間

伸長期に０．０２％濃度の硫酸銅を２回葉面散布

する。

図２ 播種期、播種量と収量（十勝農試、１９９８年）

図３ 越冬前生育量と窒素吸収量の関係

（十勝・北見、１９９６～２００１年）
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� 低 pH対策
低 pHに対する耐性は作物によって異なる

が、小麦は酸性に弱い作物に分類される。土

壌 pHが５．０以下になると著しく生育が劣り、

収量は低下する。播種前に pHを測定し、低

い場合は石灰質資材を施用するのが効果的で

ある。pHは６．０程度に矯正することが望ま

しいが、立枯病や縞萎縮病の発生圃場ではこ

れらの病害を助長することがあるので５．８程

度を目標とする。

３．土壌物理性の改善
小麦は畑作物の中ではてん菜と並び深くま

で根が張る作物である。条件が良ければ根の

分布は１�以上にも達する。根が抱え込む土
の量が多いほど小麦が吸収できる水や養分の

量は多いため、一般的には根が深く張ってい

るほど多収となり、水分ストレスに対しても

強くなる。根が浅いと、土壌水分が過剰な場

合は空気不足のため根の伸張は不良となり、

地上部の生育も劣り湿害を受ける。土壌水分

が欠乏すると、生育に必要な水分が吸収でき

なくなるとともに養分吸収も抑制されるため

減収し、タンパクも高まらないことがある。

暗渠がある程度効いており、作土直下の耕

盤層が主な原因であれば、心土破砕が効果的

で、排水性の向上が図れる。土壌が乾燥しや

すく干ばつ害を生じやすい地域でも、下層土

を膨軟にし、小麦の根が伸長できる土層を拡

大して根張りを促すことにより、収量、品質

の改善が期待できる（表３）。

排水効果が不十分な圃場では、サブソイラ

などの補助暗渠や滞水しやすい部分に溝を掘

るなど表面水の排出を促進することが望まし

い。短期間でまとまった降雨がある場合の備

えにもなる。

秋播小麦の播種前は、前作物の収穫や他作

物の管理作業など極めて忙しい時期であるが、

長期的な視野に立って土壌物理性の改善に取

り組みたいものである。

表３ 耕盤層の深さが収量、品質に与える影響（中央農試、２００８年）

処 理
穂数

（本／	）
一穂
粒数

千粒重
（
）

成熟期
（月／日）

総重 粗子実重 収量比
（％）

子実
たんぱく
（％）

窒素
吸収量
（�／１０a）（�／１０a）

耕盤２０�区 ４９３ １６．６ ３３．６ ７／１０ １１４０ ４７１ ５６ ８．８ ９．３
耕盤４０�区 ５７８ ２１．３ ３６．８ ７／１３ １３４３ ６４６ ７７ ８．９ １２．４
心土破砕区 ６３５ ２５．９ ４０．８ ７／１５ １７６３ ８３４ （１００） １１．１ ２１．０

注）灰色低地土圃場に耕盤層を造成した。
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たんぱく 

たんぱく 

麦　　作 

１．小麦づくりの考え方
� 収量と窒素吸収量
低収からの脱却の第一歩は、小麦の収量を

向上させる仕組みを理解することである。

小麦の場合、窒素吸収量の７０～８０％が子実

に配分されるため、収量は窒素吸収量にとも

なって増加する（図１）。また、収量水準に

よって必要な窒素吸収量が明らかになってい

るのでこれを参考に窒素施肥量を考えていく

必要がある（表１）。特に窒素吸収量が１０�
／１０a以下（収量３５０�／１０a以下）の圃場

では小麦が健全に生育していないことが予想

されるので、肥培管理を見直す必要がある。

� 窒素の施用時期と施用量を見直す
上川地域の施肥実態をみると、起生期のみ

の追肥が地域の７０％を占め、窒素施用量も非

常に少なくなっている（図２）。このような

施肥法では、窒素の吸収が増加する生育後期

に必要量を賄うことができず（図３）、適正

な生育量と生育期間を確保することができな

いため低収になるとともに製品歩留まりが低

下する。

このような施肥をしている地帯では、窒素

の増肥と分肥体系を取り入れていくことが必

道央・道北における秋播小麦栽培のポイント

上川農業試験場 技術普及部 主査 高 松 聡

平成１９年産より、水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）へ移行したことに

より道央・道北の低収地帯では、小麦の経済性が悪化している。このため、高品質と高収量を両

立させる栽培技術を確立することが急務となっている。

また、安定的に高品質・高収量を両立させるためには、適正な輪作体系と田畑輪換を確立して

いく必要がある。ここでは、収量向上へのポイントと輪作を進める手法について解説する。

表１ 収量水準と窒素吸収量（平成２０年 中央農試 ホクシン）

収量水準（�／１０a） ３５０ ４００ ４５０ ５００ ５５０ ６００ ６５０ ７００ ７５０ ８００
窒素吸収量（�／１０a） ９．５ １０．５ １１．４ １２．４ １３．３ １４．３ １５．２ １６．２ １７．１ １８．１

※目標蛋白を１０．５％とした窒素吸収量（図１に示した関係式より算出）

図１ 窒素吸収量と子実重

（平成２０年、「ホクシン」、中央農試）

図２ 窒素追肥量（平成１７年、H町）
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要である。

窒素施肥の考え方は、目標収量を６００�／
１０aとすると目標の窒素吸収量は１４．３�／１０
aとなる（表１）。一般的にはここから土壌

由来の窒素量（土壌窒素供給量）を差し引き、

施肥効率を勘案してトータルの窒素施肥量を

決定するが、道央・道北地域では詳細な情報

がないので土壌窒素供給量を４�、施肥効率
５０％程度と仮定すると、施肥量は窒素成分で

２０．６�／１０a必要となる。これを配分すると

『基肥 N４�＋起生期 N６～８�＋幼形期
N４�＋止葉期 N３～６�』となり、相当量
の増肥が必要になってくることがわかる。

� 適期・適量播種の推進
上記のように窒素吸収量を最も手軽に増加

させる方法は分追肥を行うことであるが、播

種量を減じることなくやみくもに追肥量を増

加すると倒伏を助長する。

上川管内の播種期と播種量をみると、播種

期が早く播種量も非常に多い特徴がある（図

４）。このような状態では越冬前の茎数が

２，０００本を越える圃場が多くなり（図５）、分

追肥を行い難くなる。このため、目標収量と

それに合わせた穂数を設定し、適期に播種量

を減じて播種することが重要である。

目標収量を６００�／１０aと設定した場合、

１穂１�になるとすると６００本／�の穂数が
必要となる。６００本／�の穂数を確保するた
めには、越冬前に１，０００本／�前後の茎数が
必要になる。そこで問題となるのが播種量の

設定である。「ホクシン」を適期に播種した

場合、１株当たり５～８本の分けつが発生す

る（表２）。播種量を２５５粒／�、発芽率９０％

表２ 健全株と二段根株の越冬前生育量の違い（平成１９年、N市）

区 分
草 丈 葉 数 茎 数 茎 数 乾物重 乾物率
（�） （枚） （本／株） （本／�） （	／本） （％）

健 全 １４．７ ６．３ ８．７ １，３３１ ０．５４ ２４．３
二段根 １６．３ ６．０ ６．３ ９６４ ０．４２ ２３．３

※播種日：９月１５日、播種量：１７０粒／�

図３ 秋まき小麦の窒素吸収過程（模式図） 図４ 上川管内の播種期と播種量の分布

（平成１９年産）

図５ 播種期別の茎数の推移（模式図）
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とした場合の越冬前茎数は１，３７７～２，０６６本／

�となり、必要な茎数を大きく上回るケース
が多くなる。このため、必要な播種量は１７０

粒／�（９１８～１，３７７本／�）程度で十分な計
算になる。

播種量を減じる場合は、播種深度が適正で

均一になるよう注意する。深播きにすると、

種子と分けつ節位の間が伸長し、地中茎を形

成する（写真１）。深播きになるにつれて低

位分けつの発生が抑制され、分けつ数が減少

する（図６）。また、生育が遅れ、生育量も

劣る（表２）。このため、播種床が膨軟にな

りすぎないようにするとともにグレンドリル

の整備や設定を点検し、播種精度を高める必

要がある。

２．大豆間作栽培にチャレンジ
平成２０年産小麦では、立枯病や眼紋病が多

発している圃場が散見された。これらの主要

因は、連作と麦・大豆の交互作が行われ輪作

年限が短いことがあげられる（図７）。こう

いった地域では、連作が収量・品質に大きく

影響を与えている（図８）。

小麦の流通を考えると、個人の収穫物がそ

のまま流通し消費されることはほとんど無い

ため、地域全体で収量・品質向上に向けた取

り組みを進めなければ、個人の努力が報われ

ないことが多い。P町では、地域ぐるみで大

豆間作栽培を取り入れ、輪作体系の改善を進

図７ 連作年数別作付け割合

（平成１８年、P町）
写真１ 正常株（右）と二段根（左）

図６ 正常株と二段根の分けつ数

（平成１９年、N市）

図８ 連作年数別収量・品質

（平成１８年、P町）
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めて収量・品質を短期間に向上している（表

３、図９）。

� 間作のメリット
ア 秋まき小麦の前作に休閑緑肥を導入しな

くてすみ大豆栽培による収入が得られる。

イ 耕起・砕土が必要なく、播種作業が天候

に左右されることがないので適期播種と越冬

前の生育期間が確保される。

ウ 専用の播種機が必要ないので低コストで

あり、誰でも取り組むことができる。

エ 耕起・砕土・整地をしないので省力化と

低コスト化・労働の分散化が図れる。

以上のようなメリットから、水田転作地帯

に適した技術であり、道央・道北は多雪地帯

であることが小麦の高品質生産を抑制する要

因になってきたが、多雪地帯では土壌凍結が

ないため散播でよく越冬するので、このマイ

ナスをプラスに変える技術である。

� 間作の注意点
ア 排水の悪い圃場、雑草の多い圃場は選択

しない。

イ 土壌 pHが低下すると小麦の生育が極端

に劣るため、土壌改良は大豆作付け時に行う。

ウ 裸地をつくると小麦が出芽しないため、

大豆の出芽・生育を良好にする。

エ 大豆を倒伏させない肥培管理に努める。

オ 培土を高くすると畦間に種子が集中する

ので、培土は高くしない。

カ 降雨があると出芽率が向上するので、降

雨前後の播種に努める。

キ 大豆が落葉すると小麦の出芽率が極端に

低下するので落葉前に播種する。

ク 生育量が確保できないと、雪腐病の被害

を受けやすいので適期播種に努めるとともに

雪腐病防除を徹底する。

� 間作の栽培法
ア 播種期：９月上～９月１５日（大豆の葉が

黄化を始めた頃～落葉前まで、写真２）

イ 播種量：１５～２０�／１０a（播種前後の降

雨の有無により増減させる）

ウ 播種方法：手まき・背負い式散布機・ブ

ロードキャスタ・無人ヘリコプター（写真３）

エ 基肥：無施肥でも問題ないが、施肥する

場合は２～４�／１０aを出芽後直ちに施肥す

る。

オ 越冬後の管理は普通栽培に準じる。

表３ 小麦の連作率と間作の導入状況（P町）

収 穫 年
秋小麦
面 積
（ha）

小 麦
連作率
（％）

小麦面積に対
する間作割合
（％）

収 量
（�／１０a）

１ 等
麦 率
（％）

平成１７年 ３４．１ ７３ ── ２９８ ０．０
平成１８年 ２９．７ ８４ １．４ ２４４ １６．５
平成１９年 ２４．８ ３２ ４４．７ ４１０ ７９．５
平成２０年 ３４．０ ６ ４７．２ ── ──

図９ 輪作年限別の収量（P町）
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このような状態のうちに播種する
（落葉の５～７日前がポイント！）

写真３ 播種作業の様子
（自作機、地域の創意工夫で間作のスタイルを作る）

写真２ 間作の播種適期

登熟期の「きたほなみ」（富良野市）
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麦　　作 

１．「きたほなみ」の主要特性
「きたほなみ」は「ホクシン」に比較して、

次のような特性を有する。「ホクシン」に比

べて収量が２割程度多く、穂発芽性や耐病性

に優れ、粉の色が良好で、製めん適性が優れ

ている（表１、図１）。

「きたほなみ」は「ホクシン」よりも葉

（草型）が直立しており、穂数は「ホクシン」

より多いが、群落はすっきりとして見える

（写真）。

秋播小麦新品種「きたほなみ」・春播小麦新品種「はるきらり」の栽培のポイント

北見農業試験場 作物研究部 麦類科長 吉 村 康 弘

多収で品質のすぐれるめん用秋播小麦「きたほなみ」
～適切な播種時期・播種量と窒素施肥法～

２００６年に北海道の優良品種となった秋播小麦「きたほなみ」は、２００８年播種から一般栽培がは

じまる。優れる特性を有する「きたほなみ」は、「ホクシン」に代わって北海道の主要品種とな

ることが期待されている。「きたほなみ」の良質小麦生産が達成されることを願い、その栽培の

ポイントを紹介したい。

表１ 収量・品質と病害・障害抵抗性
（２００３～２００５年、道立農試）

きたほなみ ホクシン
収量（�／１０a） ８５１ ７４８
原粒灰分（％） １．３７ １．４６
製粉歩留（％） ７２．５ ６７．０
耐雪性 やや強 やや強
赤さび病抵抗性 やや強 やや弱
うどんこ病抵抗性 やや強 やや強
赤かび病抵抗性 中 やや弱
穂発芽性 やや難 中

図１ 実需者によるうどんの評価

（２００３～２００５年）（農林６１号を７０．０点として評価）写真 「きたほなみ」の草姿
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２．「きたほなみ」の栽培特性
北海道立農業試験場（中央・上川・十勝・

北見）では「きたほなみ」の高品質安定生産

を目的として、栽培法（播種期、播種量、窒

素施肥法）について検討した。以下、「ホク

シン」に比較した「きたほなみ」の特性につ

いて解説する。

１）越冬前の生育量はやや小さいが（表２、

図２、図３）、越冬性に大きな問題がなく、越

冬後の茎数は「ホクシン」を上回る傾向にあっ

た（表２）。そのため、越冬前主茎葉数の目標

値は「ホクシン」より０．５葉少なく設定される

（道央・道北：５．５葉以上、道東：５葉程度）。

２）穂数および一穂粒数が多く、収穫指数

（HI）注１）が高い。子実重は２割程度多収であ

る（表２）。

３）多収であるが、子実たんぱく含有率は０．８

～１．０ポイント程度低い。試験では品質評価

基準（９．７～１１．３％）の下限値を下回る事例

が多かったことから、たんぱく含有率を向上

させる方法を検討した（表２）。

４）たんぱく含有率を向上させる施肥法とし

表２ 「きたほなみ」の栽培特性（２００５～２００６年播種）

地 域 品種名

越冬前 起生期

茎数

（本／�）

穂数

（本／�）

生育期節

（月／日）
子実重

（�／１０a）

同左比

（％）

HI

（％）

一穂

粒数

（粒／本）

容積重

（�／L）

子実

たんぱく

（％）

窒素

吸収量

（�／１０a）

茎数

（本／�）
主茎

葉数 出穂 成熟

道央・道北 きたほなみ１，４６１ ６．１ １，５８５ ６２８ ６／１０ ７／２１ ７０８ １２０ ４４．０ ２９．１ ８２５ ９．３ １４．６

（n＝９５） ホクシン １，５６０ ６．４ １，５４４ ６１０ ６／９ ７／１９ ５９２ １００ ４１．０ ２５．３ ８１９ １０．１ １３．６

道東 きたほなみ１，０６０ ４．９ １，６６４ ７２０ ６／１１ ７／２９ ７６７ １２０ ４６．８ ２６．６ ８４０ ９．３ １５．４

（n＝６４） ホクシン １，１４７ ５．３ １，６２４ ６７１ ６／１０ ７／２７ ６４１ １００ ４２．８ ２４．４ ８２９ １０．３ １４．７

図２ 積算気温（３℃以上）と主茎葉数

の関係（道央・道北）

図３ 越冬前積算気温（３℃以上）と主茎

葉数の関係（十勝・網走 ２００５～２００６年播種）
注）２００３～２００６年播の共通処理。越冬前調査のみ
の試験を含む。播種量は２５５粒／�区を代表値
として用いたが、２５５粒／�区のない晩期播で
は３４０粒／�区を用いた。調査日は１１月１１日
（平均値）。
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たんぱく

（
％
）

たんぱく た
ん
ぱ
く

ては止葉期追肥が最も効果が高かった（図４）。

５）たんぱく含有率が向上してもめんの色に

影響を及ぼす粉色 a＊（赤みの程度）の値は

「ホクシン」より低く（図５）、たんぱく含

有率を基準値以内まで向上させても粉の色な

どの品質は「ホクシン」より優れた。

６）耐倒伏性は「ホクシン」より強く、穂数

７００本／�程度、窒素吸収量１７～１８�／１０a

までは倒伏の発生が少ない（図６）。

注１）収穫指数（Harvest Index）：子実収

量／全乾物収量

３．「きたほなみ」の栽培法
北海道における「きたほなみ」の高品質安

定栽培法を道央・道北地域と道東地域の地帯

別に示す。

Ａ．道央・道北地域
１）播種適期は越冬前の主茎葉数が５．５～６．５

葉となる期間で、積算気温（３℃以上）では

５２０～６４０℃を確保する期間である（表３）。

�道北、道央北部、道央羊蹄山麓では概ね９
月１０日前後 �道央中央部の周期の気象条件、
越冬条件が比較的厳しいところでは概ね９月

１５日前後 �道央中部、道央南部では概ね９
月２０日前後。

２）播種適量は１７０粒／�、越冬前の茎数は
１，０００本／�から１，６００本／�、目標穂数は７００
本／�である（表３）。ただし、積雪期間が

図４ 追肥時期が収量・子実たんぱくに及ぼす影響（２００５、２００６年播種）
注）標肥は窒素を基肥に３～５．６�／１０a、起生期に２～８�／１０a施肥した（「ホクシン」の標準的な窒素
施肥法）。起＋４、幼＋４、止＋４、出＋４、花＋３はそれぞれ起生期、幼形期、止葉期、出穂期、開花
後（葉面散布）に窒素を３�または４�／１０a追肥した。

図５ 「きたほなみ」のたんぱくと粉色

a＊値（右図）（２００５、２００６年播種）
図６ 穂数と倒伏の関係（道央・道北）

注）倒伏程度は０（無）～５（甚）
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長い、干ばつ害を受けやすいなど気象・栽培

条件が厳しく穂数が十分確保できない地帯で

は２５５粒／�まで増やすことで穂数を確保し、
収量を安定させる。また、やむを得ず早播す

る場合には、倒伏を軽減するために播種量を

１００粒／�程度まで減らす（表３）。
３）標準的な窒素施肥体系は、基肥－起生期

－止葉期に各４－６－４�／１０aを施用する。

ただし、収量水準が高く、あるいは養分吸収

が阻害される圃場で、低たんぱくになること

が懸念される場合は、さらに幼穂形成期に追

肥（上限４�N／１０a）もしくは開花後に尿

素２％溶液の葉面散布（３回程度）を行う

（図４）。「ホクシン」で高たんぱく（１１．３％

超）となるような圃場では止葉期追肥を行わ

ないか、追肥量を減じる。

Ｂ．道東地域
１）播種適期は越冬前の主茎葉数が５葉前後

となる積算気温（３℃以上）４７０℃を確保す

る日を中心とした５日間程度である。�十勝、
網走では概ね９月１９～２８日頃 �網走内陸の
秋期に気象条件の厳しいところでは９月１６～

２０日頃 �網走内陸の高冷積雪地では、道央
・道北の多雪地帯に準じる。

２）播種適量は２００粒／�で、越冬前の最小
茎数は８００～９００本／�程度を確保し、目標穂
数は７００本／�である。やむを得ず播種が遅
れる場合は２５５粒／�を上限として増やす。

表３ 道央・道北地域における播種期別播種量

播種期
播種量
（粒／�）

越冬前
主茎
葉数

茎数（本／�）
穂数

（本／�）

倒伏
程度

（０－５）

収量比
（％）

一穂
粒数

（粒／本）
越冬前 起生期 止葉期

早期
（n＝７）

１００ ７．９ １，３８５ １，７９１ １，３９７ ８８９ ０．７ １０３ ２８．１
１５０～１７０ ７．７ １，８９５ ２，２９２ １，５３７ ８９０ １．２ １００ ２７．１
２５５ ７．４ ２，２７３ ２，３９８ １，５７５ ９６４ １．９ （９４０） ２５．８

適期
（n＝２３）

１５０～１７０ ６．４ １，３１４ １，２４６ １，００５ ７１０ ０．０ １０１ ３０．４
２５０～２５５ ６．２ １，５７７ １，４０１ １，１０７ ７３４ ０．２ （８６１） ２９．８

晩期
（n＝１２）

２５５ ４．９ ９０９ ９５７ ７７９ ５４１ ０．０ （７６６） ３３．６
３４０ ５．１ １，３２９ １，１３９ ８１９ ５７９ ０．０ ９９ ３１．１

注）適期は、越冬前主茎葉数が５．５～６．５葉になる積算温度から求めた期間に播種した。すなわち、適期は
道北、道央北部、羊蹄山麓では９月１２日前後、道央中部の秋期の気象条件、越冬条件が厳しいところで
は９月１５日前後、その他の道央中部、南部では９月２０日前後であった。
収量比の括弧内は実数（�／１０a）を示した。

表４ 道東地域における「きたほなみ」の収量水準および土壌診断に対応した起生期以
降の窒素施肥体系

起生期の深さ６０�までの土壌中硝酸態窒素分析値（�／１０a）
きたほなみ ホクシン ０ ２ ４ ６ ８ １０ １２ １４ １６

（

a
０１

／
�

）

準
水
量
収

５８０ （４８０） ８ ６ ４ ２ ２ ２ ２ ２ ２
６５０ （５４０） １０ ８ ６ ４ ２ ２ ２ ２ ２
７２０ （６００） １２ １０ ８ ６ ４ ２ ２ ２ ２
７９０ （６６０） １４ １２ １０ ８ ６ ４ ２ ２ ２
８６０ （７２０） １６ １４ １２ １０ ８ ６ ４ ２ ２
９３０ （７８０） １８ １６ １４ １２ １０ ８ ６ ４ ２

起生期追肥の適量。
起生期の最低限の窒素追肥量。
倒伏やたんぱく過剰を招きやすいので幼穂形成期に分施する。
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それ以上に増やしても穂数の増加には効果が

少ない。

３）窒素施肥体系は、基肥－起生期－止葉期

に４－A－４�／１０aを施用する（「ホクシン」

では４－A�／１０a）。A値は（表４）に示す

窒素追肥量で、追肥量が多い場合や倒伏しや

すい圃場では幼穂形成期に分施する（表４）。

ただし、収量水準が高いあるいは養分吸収が

阻害される圃場で、低たんぱくが懸念される

場合は、さらに開花後の尿素２％溶液の葉面

散布（３回程度）を行う。「ホクシン」で高

たんぱく（１１．３％超）となるような圃場では

止葉期追肥を行わないか、追肥量を減じる。

４．品種の普及と高品質生産に
向けて
各地域における「きたほなみ」の栽培体系

を表５にまとめた（概要版）。なお、詳細に

ついては農業試験場あるいは普及センターに

問い合わせていただきたい。

北海道産小麦はここ数年、大きな品質問題

は発生していないが、地域間の品質差につい

て実需者から指摘されている。「きたほなみ」

の栽培により道産小麦の生産性と品質の向上

が期待されるが、品質取引基準値を目標とし

た高品質小麦生産のため、地域ごとに「きた

ほなみ」の特性を生かした栽培法に取り組ん

でもらいたい。

表５ 「きたほなみ」の栽培体系（概要版）

項 目 道央・道北 道東

播種適期

越冬前の主茎葉数が５．５～６．５葉となる積
算気温５２０～６４０℃を確保する期間

越冬前の主茎葉数が５葉となる積算気温
４７０℃を確保する日を中心とした５日間
程度

概ね９月１２～２２日頃 概ね９月１９～２８日頃

播 種 量

１７０粒／	
（ただし、積雪期間が長く、かつ干ばつ
害を受けやすい地帯では、穂数を確保す
るため２５５粒／�を上限として増やす）

２００粒／	
（ただし、播種適期を超えて遅播きとな
る場合は２５５粒／�を上限として増やす）

窒 素

施 肥 法

（基肥－起生期－幼形期－止葉期、各�／１０a）
４－６－０－４ ４－A－０－４（Aは土壌診断で決定）

１．総窒素施用量は、「ホクシン」より４�／１０a程度増肥する。
２．Aの迫肥量が多い場合は幼穂形成期に分肥する。
３．収量水準が高く、あるいは養分吸収が阻害される圃場で、低たんぱく（９．７％
未満）が懸念される場合は、上記施用に加えて開花後（もしくは幼穂形成期）
に追肥を行う。

４．「ホクシン」で高たんぱく（１１．３％超）となるような圃場では止葉期は無追肥
もしくは追肥量を減じる。

病害虫防除

および収穫

「ホクシン」に準ずる。
（「ホクシン」と比較して成熟期が２日程度遅い。）

品 質
良質小麦生産のために適期播種に努める。

（早播や晩播は、小麦粉の色などの品質を低下させることもある。）

注）道東での窒素施肥法の起生期追肥量（A�／１０a）は、本資料の表４を参照のこと。

各地域の過去の日平均気温データより求める。
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開花まもない「きたほなみ」（倶知安町）

成熟期を迎えた「きたほなみ」（本別町）
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たんぱく 

１．「はるきらり」の主要特性
「はるきらり」は、穂発芽性、耐倒伏性に

優れ、一部の赤かび病菌が産生するかび毒

「デオキシニバレノール（DON）」の汚染が

少なく、また、製パン性にも優れた春播小麦

品種です。

写真 「はるきらり」の草姿

（２００７年中央農試）

２．「はるきらり」の栽培特性
「はるきらり」は「春よ恋」に比べ、成熟

期は１日程度遅く、稈長は同程度であるが、

耐倒伏性は優れる。子実重は「春よ恋」より

やや多収で、千粒重が大きいが、たんぱく含

有率が「春よ恋」より０．９ポイント程度低い

（表１）。

赤かび病抵抗性は「春よ恋」と同程度であ

るが、赤かび病発生時のかび毒「デオキシニ

バレノール（DON）」の濃度が少ない。製パ

ン性は優れ、基肥窒素量の増肥や止葉期追肥、

葉面散布などによるたんぱく含有率の向上に

より、パン用としての生地物性やパン体積が

増加する（図１）。

３．「はるきらり」の栽培のポ
イント

１）倒伏耐性が「春よ恋」より優れることか

ら、基肥量を増やす。基肥窒素施用量は１２�
／１０aを上限に、「春よ恋」より３�／１０a

多収で穂発芽に強いパン用春播小麦「はるきらり」
～適正な窒素施肥・追肥技術～

２００７年に新品種となった春播小麦「はるきらり」は「春よ恋」を補うすぐれる特性を有する。

特性を生かした栽培に取り組んでいただきたい。

表１ 「はるきらり」の生育特性
（追肥なし、道央・道北地域、N＝１７、２００４－０７年）

品種名
出穂期
（月日）

成熟期
（月日）

子実重
（�／１０a）

千粒重
（�）

たんぱく
質含有率
（％）

はるきらり ６／２０ ８／４ ４７５ ４５．２ １０．８
春よ恋 ６／２２ ８／３ ４５０ ４１．４ １１．７

図１ 粉たんぱく含有率とパン体積

（２００５年上川農試産）
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 登熟日数が短く 
寡雨条件になり 
やすい地域（上 
川地域など） 

左以外 
の地域 

程度増肥する（図２）。

２）たんぱく含有率がやや低いので、止葉期

以降に追肥を行い、適正な品質を確保する。

登熟日数が短く少雨条件になりやすい地域

（道北など）では開花期以降３回尿素２％溶

液の葉面散布を行う。道央では止葉期に窒素

４�／１０aを増肥（表面施肥）、あるいは開

花期以降４回尿素２％溶液の葉面散布を行う

ことで、たんぱく含有率が１ポイント程度向

上する（図２）。

３）播種期・播種量については現行の春播き

栽培に準ずる。

４）現行の標準春播き栽培で収量水準が６００

�／１０a（「春よ恋」）となるような多収圃場で

は、「はるきらり」の収量水準が６００～６６０�
／１０aとなり、葉面散布を行ってもたんぱく

含有率が品質取引基準値の下限（１１．５％）に

達しないおそれがある。

４．初冬播き栽培
～「はるきらり」も初冬播き栽培が可能です～

「ハルユタカ」の標準施肥量（融雪期１０�
N／１０a＋止葉期６�N／１０a）では、たんぱ

く含有率が品質取引基準値を下回る可能性が

あった。そのため、「はるきらり」では春播

き栽培同様、開花期以降に葉面散布による追

肥を行う（表２）。

表２ 初冬播き栽培での窒素施肥法

融雪期 止葉期 開花期以降

１０�N／１０a
施用

６�N／１０a
施用

３～４�N／１０a
（２％葉面散布３～４回施用、春
播き栽培に準じて下さい）

※播種期、播種量等については、現行の春播き栽培に準じます。

図２ 「はるきらり」春播き栽培での窒素施肥法
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稲　　作 

●収穫適期判断の手順
収穫適期は次の手順で積算温度や籾の熟色

で成熟期を予測し、試し刈りをして玄米を見

て判定します。

１．積算温度で成熟期予測
出穂期以降の日平均気温の積算値が９５０℃

に達する日を成熟期と予測します。品種や籾

数の多少によって異なります。これから一週

間後が収穫適期の目安と考えますが、あくま

でも予想としてとらえます。

２．籾の熟色による成熟期判定
予測による成熟期が近づいたら、好天日に

１株あたりの黄化籾の割合を目視で確認しま

す。成熟期は全籾の９０％が黄化し、完熟籾と

なった日です。完熟籾かどうかは籾の付け根

にある護えいが黄色になっていることで判断

します。見る時は太陽を背にして見ます、籾

の裏側も忘れずに確認します。

３．試し刈りをして玄米による収穫
適期判定
積算温度や籾の熟色で成熟期が近づいたら、

試し刈りして玄米にし、整粒歩合で収穫適期

を判断します。圃場の中で中庸な稲株を５株

ほど試し刈りします。これを生脱穀し、乾燥、

もみすりし、篩ったあと整粒歩合を確認しま

す。確認は圃場ごとに行います。整粒歩合が

７０％以上となれば収穫適期です。登熟は１日

に２～３％進みます。

●収穫作業の注意点
１．圃場内で倒伏しているところ、登熟が
遅れているところの稲は別刈りしましょう。

その他の稲と一緒にすることで品質低下を

招くおそれがあります。褐変穂やいもち病

発生のあった場所も同様です。収穫した生

籾は速やかに乾燥機にかけましょう。生籾

適期収穫で高品質米生産

中央農業試験場 生産研究部長 竹 中 秀 行

収穫時期は米の品質に大きく影響します。収穫が遅くなると未熟粒は減りますが、立毛中の胴

割れや茶米などが増え、品質が低下します。適期を見極めて収穫しましょう。
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のまま長時間放置すると玄米が変色します。

２．収穫前に圃場毎の作付品種を確認し、
異品種混入を避けましょう。コンバインは

品種が切り替わる時はよく清掃しましょう。

おなじ機械で小麦を刈り取った場合はいう

までもありません。また、刈り取りの時、

泥や石などが入らないよう注意しましょう。

●乾燥調製における留意点
玄米水分が１４．５～１５．０％になるよう均一に

仕上げます。二段乾燥を勧めます。二段乾燥

は籾の水分ムラを少なくし、乾燥後の玄米水

分の戻りを防ぐ利点があります。また、胴割

れ発生が軽減、過乾燥が防止される、総乾燥

時間が短くなり、灯油の消費量が減るなどの

メリットもあります。乾燥機の水分計を目安

に水分をチェックしますが、仕上げ水分の測

定は青米を除いて行い、過乾燥を避けます。

籾の水分が高い乾燥初期は高温乾燥を避けま

す。籾水分が２５％以上なら、熱風温度４０℃以

内で、２５％以内になってから通常の熱風温度

で乾燥させましょう。

乾燥機もコンバインと同様に品種が切り替

わる前には丁寧に清掃して異品種の混入を避

けましょう。

●調製作業
粒厚選別だけでは腹白米や着色粒は除去で

きません。粒厚選別機と色彩選別機を組合せ

た新しい選別技術を用いることで、さらに歩

留、整粒割合が向上します。これは従来より

も細い篩目で選別してから色彩選別機にかけ

ることにより、歩留・整粒割合を向上させる

技術です。

表 選別機と色彩選別の組み合わせによる歩留・検査等級、整粒割合の向上
（北大・中央農試 ２００２）

試料
色彩選別

の有無

歩留（％） 検査等級 整粒割合（％）

粒厚選別の篩の目幅 粒厚選別の篩の目幅 粒厚選別の篩の目幅

１．８０� １．９０� ２．００� １．８０� １．９０� ２．００� １．８０� １．９０� ２．００�
２００１年北村産 色選なし ９７．３ ９４．１ ８４．０ 等外 等外 ３（中） ７３．４ ７４．９ ７８．４

きらら３９７ 色選あり ８８．２ ８８．２ ８１．５ １（下） ２（上） ２（上） ８０．６ ８０．８ ７９．３

２００２年北村産 色選なし ９８．５ ９５．９ ８４．５ ３（上） ２（下） ２（中） ７０．６ ７２．３ ７５．８

きらら３９７ 色選あり ８９．６ ８９．５ ８１．９ １（下） １（下） １（下） ７５．５ ７５．９ ７５．９

２００２年長沼産 色選なし ９８．１ ９２．５ ７２．３ 等外 等外 ３（下） ７４．０ ７６．４ ８１．８

きらら３９７ 色選あり ８４．９ ８３．６ ６７．３ １（中） １（中） １（中） ８５．６ ８４．６ ８５．３

１．７５� １．８５� １．９５� １．７５� １．８５� １．９５� １．７５� １．８５� １．９５�
２００１年美唄産 色選なし ９７．５ ９４．１ ７９．７ ３（下） ３（中） ２（中） ６８．７ ６９．８ ７５．２

ほしのゆめ 色選あり ８５．９ ８５．６ ７６．９ １（下） １（下） １（下） ７７．５ ７８．１ ７７．０
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会報誌「北海道米麦改良」はホームページでもご覧になれます。 
http://www.beibaku.net/

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 適期収穫で高品質米生産 
 

麦作 

道東における秋播小麦栽培のポイント 
道央・道北における秋播小麦栽培のポイント 
秋播小麦新品種「きたほなみ」・ 
　春播小麦新品種「はるきらり」の栽培のポイント 


