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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6.5％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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麦作 
今後の小麦病害虫防除の徹底 

用途に適した秋播小麦の適切な栽培管理 



��������������������������������������������
�
�
�
�
�
� �������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�

麦 作 今後の小麦病害虫防除の徹底……………………………………………………１

用途に適した秋播小麦の適切な栽培管理………………………………………５

も く じ

売れる米を 低コストで 安定生産

めざそう 小麦の 品質向上

農産物検査の信頼性確保

を目指して

JAグループ北海道は一丸となって

農産物検査の信頼性確保に努めています



麦　　作 

１ 赤かび病
赤かび病の病原菌であるフザリウム菌はデ

オキシニバレノール（DON）を産生する。

そのため食品としての小麦では、我々の健康

を脅かす物質として規制が強化されてきた。

赤かび粒の混入は０％、小麦の DON濃度

も１．１ppn以下と厳しい基準が設定されてい

る。そのため生産現場では防除の徹底が欠か

せない。

本年は春先の天候が良く、気温が高かった

ことから、小麦の生育ステージも進み、出穂

がやや早まる傾向にあるため、防除時期を逸

しないことが重要である。

また、赤かび病はカビ毒を産生するだけで

なく、発生が拡大した場合、子実の登熟を著

しく阻害し減収を引きおこす。

� 病原菌
北海道で確認されている赤かび病原菌は、

フザリウム菌とミクロドキウム菌であり、フ

ザリウム菌には３種類がある。発生条件も

様々である。

全道的に発生が多いのがフザリウム・グラ

ミネアラムで、この菌が最も DONの産生力

が強いとされている。発生条件として高温、

多湿を好み感染時期により多発となる。

紅色雪腐病の菌と同じものがミクロドキウ

ム・ニバーレである。この菌によるカビ毒の

産生は認められない。この菌の発生条件とし

ては冷涼な気候を好むことから、道東地区で

の発生が多い。

� 感染時期
これらの菌の感染時期は、開花初期から乳

熟期にかけて、開花期頃がもっとも感染しや

すい。また小花の合わせ目や、穂軸、小穂か

ら露出した雄ずいが感染源となる場合もある。

� 防除のタイミング
１回目の防除は極めて重要であり、薬剤の

効果を最も高めるためには、被害の出る穂全

体に散布する必要があることから、穂が出

今後の小麦病害虫防除の徹底

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

平成２０年は全道的に融雪が早く、春先は高温に経過したため、秋播小麦の生育は進んだ。しか

し５月中旬以降低温気味となり、またやや干ばつ傾向にあったものの５月中旬降雨に恵まれ、生

育は順調に経過している。春播小麦は、播種前後の干ばつの影響はあったものの出芽後の生育は

平年並みで推移している。

今後麦類の収穫を確実にするためには施肥管理に加え、病害虫防除の徹底が重要となる。

穂についた赤かび病菌

フザリウム・グラミネアラム
（DONを産生）

ミクロドキウム・ニバーレ
（DONを産生しない）

写真 赤かび病菌と胞子

北海道 米 麦 改 良第４３号 1２００８．６



揃った開花始が効果的である。

２回目以降の防除は１回目の散布後７日間

を基本とするが、降雨後の赤かび病菌の胞子

飛散が多いため、気象予報に留意して散布時

期を決める。

秋播き、初冬播き、春播きと、播種形態に

違いがあることから、各小麦の出穂期を的確

に把握し、防除のタイミングを逸しないよう

に注意する。

とくに、１回目防除は、穂全体に防除薬剤

がかからないと十分な効果が得れないため、

出穂が揃う開花始の時期を逃さないよう圃場

観察を行う。

� 散布回数と防除薬剤の選択
出穂期以降の好天が期待でき、上記の防除

タイミングが実施できる場合は、「春よ恋」

の初冬播き、春播き栽培共に３回、秋播小麦

で２回の防除で効果が得られる。

「ハルユタカ」については赤かび病の抵抗

性が劣ることから防除回数は４回を基本とし

実施する。

薬剤の効果については赤かび粒率の抑制効

果や、DON濃度の抑制効果に差があるため、

表１の効果を参考にし防除薬剤の選択を行う。

また、登熟時期に降雨が多い場合、薬剤の

使用時期、使用回数を考慮し、防除の検討を

行う。

� 耕種的防除対策
赤かび病の防除にあたっては薬剤防除以外

にも以下の耕種的防除対策を励行する。

� 春播小麦は早期播種に努める。

� 窒素施用量を抑え倒伏を軽減する。

� 適期に収穫し、適切な乾燥・調整を行

う。

２ うどんこ病
秋播小麦「ホクシン」春播小麦「ハルユタ

カ」「春よ恋」は原則出穂前の薬剤防除は不要

であるが、近年うどんこ病菌の進展が上位葉

まで見受けられる場合がある。出穂前に上位

表１ 薬剤の評価

薬剤名 希釈倍数 使用時期
赤かび粒率に
対する効果

外観健全粒DON
濃度に対する効果

DON濃度に
対する効果

総合評価

シルバキュアフロアブル ２０００ １４日前 A A A ○

チルト乳剤２５ １０００ ３日前 C D C △

２０００ ３日前 C D C △

トリフミン水和剤 １０００ １４日前 C D C △

ストロビーフロアブル ２０００ １４日前 B C B △

３０００ １４日前 B C B △

アミスター２０フロアブル ２０００ ７日前 D D D ×

３０００ ７日前 D D D ×

トップジンM水和剤 １５００ １４日前 B A A ○

ベフラン液剤 １０００ １４日前 C A A ○

２０００ １４日前 C C B △

ベフトップジン ８００ １４日前 A ○

フロアブル １０００ １４日前 A ○

水和硫黄剤 ４００ － D D D ×

注１）シルバキュアフロアブルの防除効果を基準として、ほぼ同等（A）、やや劣る（B）、劣る（C）著しく劣る
（D）の四段階に評価した。

注２）赤かび病防除薬剤として、効果が高い（○）、効果がやや低い（△）、効果が低く防除薬剤として用いない
（×）。
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葉まで病斑がみられる場合は防除を実施する

（茎数が多く過繁茂している圃場等は要注

意）。

麦の登熟には止葉および次葉を健全に保つ

ことが重要である。

出穂以降は赤かび病の防除薬剤で対応が可

能である。

３ 赤さび病
秋播小麦「ホクシン」は赤さび病に弱く、

薬剤による防除が必要である。赤さび病の発

生環境は、高温小雨傾向で発病が助長され、

蔓延が早いため、高温時の圃場観察を実施し

発生初期に薬剤防除を行う。

防風林で囲まれた圃場などでは地形的に急

激に気温が上がり発生が助長される場合があ

るため注意する。

４ ムギキモグリバエ
近年この虫による被害が拡大している。

本年は４月の気温が高かったことから害虫

の発生も早く、ムギキモグリバエの発生も早

い傾向にある。

幼虫は麦の茎に潜り込み、節に近い柔らか

い部分を食害するため、上部の茎などは枯死

して心枯れや出穂不能などとなり、出穂数が

表２ 小麦の赤かび病に対する防除対策

春播小麦 秋播小麦

項 目 実施方法 備 考 実施方法 備 考

対応品種 「春よ恋」

「ハルユタカ」

抵抗性‘中’

抵抗性‘やや弱’

「ホクシン」

「きたほなみ」

抵抗性‘やや弱’

抵抗性‘中’

防除回数 開花始より

１週間間隔で

３回散布する

「ハルユタカ」を栽培

する場合には４回散布

開花始と１週間後の２

回散布

以降降雨が続く場合３

回目の散布も検討する

薬剤選択 効果の高い薬剤とし

て、シルバキュアフロ

アブル（２０００倍）

ベフラン液剤２５（１０００

倍）、トップジンM水

和剤（１５００倍）の３薬

剤を用いることが望ま

しい。

防除例

１回目

シルバキュアフロアブル

２回目

ベフラン液剤２５または

トップジンM水和剤

３回目

シルバキュアフロアブル

効果の高い薬剤として、

シルバキュアフロアブ

ル（２０００倍）

ベフラン液剤２５（１０００

倍）、トップジンM水

和剤（１５００倍）の３薬

剤を用いることが望ま

しい。

防除例

１回目

シルバキュアフロアブル

２回目

ベフラン液剤２５または

トップジンM水和剤

またはベフトップジン

フロアブル

注１）同系統の薬剤の連用を避ける。 注２）初冬播き栽培も本対策に準ずる
注３）DON汚染と赤かび粒率の基準に対応するため、薬剤防除に併せて早期播種、倒伏防止など耕種的対策、
および適切な収穫・乾燥調整を行う。

注４）ミクロドキウムではトップジンM水和剤の耐性が確認されているため多発すると防除効果が劣るため、過
去に多発した地域では使用しない。

株もとからあがってきたうどんこ病菌
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減少し減収となる。

発生初期からの防除が必要で最低２回の防

除が重要となる。

５ ムギクロハモグリバエ
ムギクロハモグリバエもやや発生が早まっ

ている。秋播小麦は生育ステージが進んでい

ることから、減収に結びつく被害は無いと思

われるが、春播小麦については６月中～下旬

の被害が懸念される。葉に食害跡が確認され、

被害葉率が１２％を超える場合薬剤防除が必要

となる。

６ アブラムシ
アブラムシの発生については圃場の縁で見

られる場合があるが、防除の要否については、

出穂１０～２０日後に１穂平均７～１１頭以上の寄

生がある場合減収となることから観察により

防除を実施する。

薬剤の散布については１回で十分である。

以上各薬剤防除にあたっては使用倍率、使

用時期、使用回数を遵守し、隣接圃場への薬

剤ドリフトに注意する。

葉に発生した赤さび病菌

圃場の端に見られるアブラムシの寄生

秋播小麦の葉に潜った幼虫被害

北海道 米 麦 改 良 第４３号4 ２００８．６



麦　　作 

用途に適した秋播小麦の適切な栽培管理

（日本めん用小麦及びパン・中華めん用小麦）

北海道立十勝農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 渋 谷 幸 平

平成１９年産小麦は、平年に比べ高い収量となった。また、１等麦の比率も昨年に比べ高く、品

質評価ランク区分ではほとんどが Aランクとなった（表－１、２）。しかし、７月中旬の強い低

温の影響を受けた地域では十分な充実が得られず、容積重が基準に満たない小麦も見られた。１９

年産の蛋白は１８年産に比べ、ホクシンでは約１ポイント低かった（表－３）。灰分、容積重とも

依然として年次変動が見られた。

蛋白は生育を把握し、きめ細かな施肥対応をすることで、用途に合った適正レベルに維持する

ことが可能である。灰分の低減も輪作や倒伏防止など適正な栽培管理に努めることが必要になる。

過去の実績を踏まえ、最上ランクを目指した技術改善に取り組むことが求められる。

表－１ 平成１９年産麦類検査実績
（道農政事務所食糧部）

品種名
１等比率（％）

１９年産 １８年産 １７年産
春よ恋 ５７．０ ７２．７ ５４．０

ハルユタカ ７６．８ ６３．４ ７９．６
春播小麦計 ５９．７ ７１．９ ５６．８

ホクシン ８９．５ ８８．０ ６４．９
キタノカオリ ９１．４ ７６．２ ７４．０
ホロシリコムギ ８９．１ ２１．９ １６．９
タクネコムギ ７３．１ ０ －
きたもえ ７９．３ ２６．１ ２６．５
秋播小麦計 ８９．３ ８６．０ ６３．６

小麦合計 ８８．０ ８５．２ ６３．３

表－２ 平成１９年産民間流通麦の品質評価ランク区分別割合 （％）（道農政部）

品種名
Aランク

Bランク Cランク Dランク
AA A 合計

ホクシン ７６．６（４５．０） ２３．１（５２．９） ９９．７（９７．９） ０．２（１．９） ０．１（０）

ホロシリコムギ ９８．４（２５．６） １．６（７４．４） １００（１００）

きたもえ ７５．４（２９．１） １９．３（６６．４） ９４．７（９５．５） ５．２（２．２） ０．１（０）

日本めん用合計 ７６．７（４４．７） ２２．９（５３．２） ９９．７（９７．９） ０．２（１．９） ０．１（０．２）

タクネコムギ ０（５３．６） ４４．３（４６．４） ４４．３（４６．４） １７．１（０） ３８．５（０）

醸造用計 ０（５３．６） ４４．３（４６．３） ４４．３（４６．４） １７．１（０） ３８．５（０）

春よ恋 ８５．８（９４．６） １４．１（５．０） ９９．９（９９．６） ０（０．３） ０．１（０．１）

ハルユタカ ７５．１（９５．４） ２４．９（４．６） １００（１００）

キタノカオリ ８０．３（９６．４） １９．４（３．１） ９９．６（９９．５） ０．２（０．２） ０．１（０．３）

パン・中華めん用合計 ８３．３（９４．９） １６．５（４．６） ９９．９（９９．６） ０．１（０．３） ０．１（０．２）

合計 ７６．５（４８．１） ２２．７（５０．０） ９９．２（９８．０） ０．４（１．８） ０．４（０．２） （０．２）

注）１．（ ）内数値は H１８年産の数値
２．AAは品質評価基準の４項目すべてを達成した麦
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１．蛋白
� 日本めん用（基準値：９．７～１１．３％）
うどんとしての製めん適性は、色、外観、

食感、食味で評価されるが、特に食感に関わ

る粘弾性と外観である色が重要視される。蛋

白は基準より低いと、粘弾性の劣るコシのな

いめんになり、また、高いとくすんだめん色

になる。

蛋白は窒素施用量により調節が可能である

が、地力窒素の影響を受けるので土壌条件を

考慮し施用量を決める必要がある。また、茎

数レベルや葉色により追肥の可否を判断する

ことも重要である。また、雪腐病や遅播きに

より茎数不足になった場合の過剰な追肥は、

高蛋白になる恐れがあるので注意が必要であ

る。

１）道央・道北地域

蛋白の低い圃場が多く見られるので、過去

に低蛋白であった圃場では止葉期での生育状

況により改善を図る必要がある。止葉期に窒

素３�／１０a追肥することで１．０％程度蛋白

を上げることができる。現地での試験では、

止葉期の追肥により蛋白が上昇し、基準域に

高まる事例が多く見られる（表－４）。止葉

期の茎数が８００～９００本／�以上の場合や野菜
後作や泥炭土、蛋白が通常年で１１％を超える

圃場では、止葉期以降の追肥は控えるように

する。

茎数を確保して多収を得るためには、基本

的に起生期から幼穂形成期まで６�／１０aの

表－３ H１９年産小麦品質の概況（ホクレン調べ）

品種名
容積重（�/L） FN（sec） 蛋白（％） 灰分（％）

１９年産 １８年産 １９年産 １８年産 １９年産 １８年産 １９年産 １８年産

ホクシン ８４６ ８４８ ４００ ４０３ １０．４ １１．３ １．４８ １．５９

ホロシリコムギ ８４９ ８５３ ３８８ ４２３ １０．６ １１．３ １．５４ １．６１

タクネコムギ ８４７ ８５３ ３７５ ４２７ １１．８ １３．２ １．６７ １．７９

きたもえ ８５０ ８４７ ３８９ ３８６ １０．３ １１．２ １．５０ １．５９

キタノカオリ ８６９ ８７１ ３７０ ３８６ １２．１ １３．０ １．５３ １．６８

ハルユタカ ８７０ ８６８ ３５５ ４１４ １２．７ １３．３ １．５３ １．６８

春よ恋 ８５８ ８６２ ３８８ ４０４ １２．９ １２．８ １．５４ １．６０

表－４ 止葉期追肥による蛋白改善効果
（平成１１年、道央・道北地域における「ホクシン」の栽培法）（品種：ホクシン）

試験場所

H７年 H８年 H９年

追肥処理
蛋白（％）

上昇蛋白
ポイント

追肥処理
蛋白（％）

上昇蛋白
ポイント

追肥処理
蛋白（％）

上昇蛋白
ポイント

石 狩
千 歳 １３．９ １．６ １１．１ １．６ ９．６ １．３

新篠津 １１．２ １．４ １０．８ ０．５ １０．１ １．４

空 知

南 幌 － － １１．８ ０．８ ９．９ ０．７

深 川 － － １１．２ １．２ １０．５ １．６

沼 田 － － １０．５ ０．６ １０．３ １．０

上 川

美 瑛 ９．５ １．２ ９．２ １．７ ８．９ １．０

旭 川 ９．２ ０．１ ９．７ １．７ ８．６ ０．２

士 別 １１．２ ０．２ １０．７ ０．８ ９．７ １．１

名 寄 １０．０ １．４ １１．２ １．５ ９．１ ０．２

※２カ年以上試験された場所を抽出した。塗りつぶしは、基準値に改善された処理区。
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追肥量とするが、起生期以降生育旺盛な場合

は、幼穂形成期に３�／１０aを分けることで

倒伏を軽減する（表－５）。

２）道東地域

蛋白は高い傾向が見られる。基本的に窒素

追肥は起生期を中心とし、基準以上に蛋白を

上げないよう幼穂形成期までに行う。平成１７

年に普及推進事項となった「秋播小麦の起生

期無機態窒素診断による窒素追肥量」におい

て、有効土層の無機態窒素を分析することで、

多収と蛋白１０％を目標とした起生期以降幼穂

形成期までの追肥量が決定できる。

また、出穂揃い期に止葉直下葉（第２葉）

の葉色を測定することで蛋白を推定すること

が可能である（H１１年、指導参考）。葉緑素

計（ミノルタ SPAD－５０２）で２０枚程度測定

し、葉緑値が３８～４０以下の場合は、低蛋白

（１０％以下）になりやすいので、乳熟期頃ま

で尿素２％溶液（１００�／１０a）を通常１回

散布とし多くても２回行うことで改善が図ら

れる。

� パン・中華めん用小麦（基準値：
１１．５～１４．０％）
日本めん用小麦より高い蛋白が求められる。

製パン適性の高い「キタノカオリ」が対象品

種であるが、「ホクシン」に比べ穂数が少な

くなりやすく、蛋白向上と収量確保も合わせ

起生期以降の追肥をしっかり行うことが重要

である。

１）道央地域

収量６００�／１０a、蛋白１１．５％以上を目標

に、起生期６�の追肥量に加え、幼穂形成期
までに３�増肥を行う。さらに止葉期に６�
の追肥か止葉期３�＋尿素２％溶液の葉面散
布を開花期以降３回行う。ただし、多収条件

では蛋白が基準に達しない場合があるので、

平成１７年に普及推進事項となった『「パン用秋

まき小麦「キタノカオリ」に対する葉色診断

と施肥対応』での、蛋白１２．５％を目標とした

穂揃期の葉色診断により追肥の判断をする施

肥法を活用する。（表－６）

表－５ 道央・道北での窒素施肥指針（１０a当たり窒素量）

起生期 幼穂形成期 止葉期 圃 場 条 件

６ ０ ３ 腐食の少ない転換畑など

３ ３ ３ 起生期の生育が旺盛で倒伏が懸念される

６ ０ ０ 泥炭土、野菜後作、腐植が多い、過去に高蛋白

表－６ 道央水田転換畑における「キタノカオリ」の葉色診断

（穂揃い期の茎数が４６０～６９０本／�の範囲から外れる場合は、本診断を適用しない）

注）葉色は SPAD５０２を用いて、展開第２葉身（止葉直下葉）中央部の中肋を避け

て、１５～２０葉測定し平均する。
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２）道東地域

蛋白を１２．０％以上になるよう「ホクシン」

の窒素施肥量より２～３�／１０a多く施用す

る。

起生期は８�／１０a程度として、残りを幼

穂形成期に施肥する。追肥が出穂期まで遅れ

ると、増収効果が低く蛋白向上も小さいため

止葉期までに行う。さらに、蛋白を基準値に

達成させるため、尿素２％溶液の葉面散布を

２回実施する。

２．容積重
容積重は小麦の充実度を示し「日本めん

用」では８４０g／�以上、「パン・中華めん用」
では８３３g／�以上が基準である。製粉歩留
に影響する容積重を高めるには、子実の充実

度を良くする必要がある。一般に千粒重の大

きい小麦は容積重も重い傾向にあり、千粒重

が重く充実度の高い小麦は、穂数が適正レベ

ルで、倒伏がなく、後期の窒素供給が十分な

された小麦であると予測される。当然、立枯

病や眼紋病など土壌病害がなく、排水良好な

圃場条件であり、適正播種量で基準を満たす

蛋白にコントロールされた小麦が、基準の容

積重を満たすものと考えられる。従って、基

本技術を遵守することが必要となる。

３．FN（フォーリングナンバー）
「日本めん用」、「パン・中華めん用」とも

３００以上が基準となる。３００以下の低アミロ小

麦は、めんにした時の粘弾性が低く、コシの

ない食感の劣るものになる。低アミロは成熟

期以降に小麦が低温で降雨に合うと子実内の

αアミラーゼ（でんぷん分解酵素）の活性が

高まり、でんぷんが分解されるため起こる。

最近の収穫時期の天候は良好であるが、収

穫時期の何日かは降雨があるのが通常である。

高水分収穫と二段乾燥により、短期間で収穫

乾燥する体制整備が必要である。「穂水分測

定による成熟期の予測」は、出穂期後２５～３０

日目に穂水分を測定し、成熟期（水分４０％に

なる日）を予測し、２～３日後のコンバイン

収穫適期を把握することは早めに収穫体制を

整え、圃場毎の収穫順を決定するのに活用で

きる。

平成１７年に「先端技術を活用した小麦収穫

図－１ 小麦収穫システムの体系
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システム」として示された普及奨励技術は、

衛星リモートセンシングにより圃場毎の成熟

期や低アミロ小麦の発生の危険性を予測し、

収穫乾燥を地域全体で効率的に進める手段と

して有効である（図－１）。

４．灰分
基準値は日本めん用小麦で１．６０％以下、パ

ン・中華めん用小麦では１．７５％以下である。

灰分は子実に含まれる無機物で、成分は、カ

リウム、リン、マグネシウム、カルシウム、

鉄などがある。主に皮部に多く含まれている

ため、子実の充実度が不足している場合は、

灰分が高くなる傾向がある。灰分が高いもの

は、皮部が厚く小麦粉の色がくすむため歩留

りが悪く、上級粉の採取率が低くなる。充実

度の高い小麦は皮部が少なく、灰分も少なく

なる傾向にある。「小麦の子実灰分の実態と

その変動要因」（平成２０年、指導参考）では、

気象や土壌、栽培条件が灰分にどう関わって

いるか変動要因について分析した結果が示さ

れている（表－７）。今後、高灰分地域での

低減対策を明らかにすることが求められるが、

当面は小麦の健全な生育を確保し、充実度の

高い小麦を生産することが基準を達成するた

め必要である。

表－７ 小麦の子実灰分の変動要因（総括） （平成２０年 北見農試）

変動要因 灰分を増加させる条件 備考（当面の対策）

１ 気象 ○融雪期～出穂期までの低温、多雨
○登熟期の高温

２ 土壌 ○作土の有効態リン酸の過剰蓄積 ・適切な施肥対応を行う

３ 栽培 ○基肥リン酸の過剰施用（春まき小麦）
○倒伏・病害による子実の登熟不良

・適切な栽培管理により登熟環境を整える
・輪作体系の遵守と倒伏防止

４ 品種 ○高灰分品種の作付
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