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５月の技術対策のポイント

水稲

１ 5月は気温が高く、特に上旬はかなり高い予報なので、育苗ハウスの温

度管理を徹底し苗の徒長を防止し、健苗を育成しましょう。

２ 登熟期の高温登熟障害を軽減するため、コシヒカリの出穂が８月５日と

なるよう、田植えは５月10日以降としましょう。

３ 多収性品種の田植えは、生育量を確保するため５月上旬をめやすとしま

しょう。

４ 低温・強風時には、やや深めの保温的水管理で植え傷みを防ぎましょう。

５ 活着後は浅水管理で水温を上昇させ、分げつの発生を促進しましょう。

６ 以下の場合は、育苗箱施用剤等による葉いもち防除を必ず実施しましょ

う。

・いもち病多発生地におけるコシヒカリＢＬ、新潟次郎などにおける多

収穫栽培、わたぼうし等の抵抗性弱品種、及び大豆跡のほ場

大麦

１ 高温の影響により、早いところでは平年に比べ２週間程度出穂が早く、

収穫時期はかなり早まる見込です。適期収穫ができるよう、早めに収穫・

乾燥作業体制を整えましょう。

２ 収穫前のほ場調査や荷受け時の確認により、赤かび病多発生ほ場では収

穫・乾燥・調製を仕分けし、製品への赤かび粒の混入を防止しましょう。

３ 近年の格下要因はほとんどが整粒不足（未熟）です。未熟粒の発生を軽

減するとともに、空洞粒、たい色粒などの被害粒の発生を防止するため、

穀粒水分を確認し、気象条件を見極めて適期収穫に努めましょう。

大豆

１ 周囲明きょは確実に排水路に接続するとともに、ほ場での管理作業終了

後は明きょの点検・補修を行って排水経路を常時確保しましょう。

２ 土壌pHが 6.0 ～ 6.5 になるように石灰質資材を散布しましょう。

３ 耕うんは砕土率70％、耕深13～ 15cmを目標とし、特に、水田転換初年

目のほ場はゆっくり丁寧に作業を行いましょう。

４ 耕うん・は種作業は、降雨や乾燥の影響を避けるため連続作業で行い、

生育初期の湿害を回避し、苗立ち数の確保と初期生育の促進を図るため、

畝立ては種を行いましょう。



Ⅰ 気象予報（新潟地方気象台）

１ ３か月予報 （５月から７月までの天候見通し、４月 25日発表）

この期間の平均気温は、高い確率が 50 ％で、降水量は、平年並または多い確率ともに

40 ％である。

５月 天気は数日の周期で変わる。平年同様晴れの日が多く、気温は高い確率 50 ％で

ある。

６月 前半は、天気は数日の周期で変わる。後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多い。

気温は、平年並または高い確率ともに 40 ％である。

７月 平年に比べ曇りや雨の日が多い。気温は、平年並の確率 40 ％、低いまたは高い

確率ともに 30 ％である。降水量は、平年並または多い確率ともに 40 ％である。

２ １か月予報 （４月 23 日から５月 22日までの天候見通し、４月 21 日発表）

＜予想される向こう１か月の天候＞

天気は数日の周期で変わる。平年と同様に晴れの日が多い見込みである。平均気温は、

平年並の確率 30%、高い確率 60 ％である。降水量は、平年並の確率 40％、少ないまたは

多い確率ともに 30 ％である。日照時間は、多い確率 40 ％、少ないまたは平年並の確立と

もに 30％である

週別の気温は、１週目は高い確率 60％で、２週目は高い確率 50 ％である。

３ 高温に関する異常天候早期警戒情報(「北陸地方」4 月 25 日新潟地方気象台発表)

５月２日頃からの約１週間は、気温が平年よりかなり高く（７日平均地域平年差＋ 2.2
℃以上）なる確率が 30 ％以上と見込まれる。

Ⅱ 水稲

１ 育苗管理

（１）温度管理

ア ５月上旬は高温が予想されている。は種期が遅れた場合や育苗期間が高温で経過す

る場合には、細菌性病害の発病が懸念されるので、緑化期は 20 ～ 25 ℃、硬化期は

15～ 20 ℃をめやすとしてハウスの換気を行い、日中の温度管理を徹底する。新しい

ハウスビニールに張り替えた場合は温度が上がりやすいので特に換気に留意する。

育苗後半は極力外気に慣らして徒長を防止する。

イ 最低温度は、緑化終了までは 10℃以下、硬化期間中は８℃以下にならないよう注

意する。

（２）水管理

かん水は１日１回午前中、温度が上昇する硬化期後半には１日２回をめやすに行う。

苗が一度萎凋するとその後は葉が巻きやすくなるので、通風の良い育苗ハウス周縁部で

は乾燥し過ぎないよう丁寧にかん水する。夕方のかん水は床土温が下がるので控える。

（３）追肥

苗の老化防止と田植え後の活着を早めるため、田植え前４～５日（1.8 葉期）頃に 1

箱当たり窒素成分で１～２ｇを追肥する。ただし、軟弱・徒長苗の場合は障害の発生が

懸念されるので施用を控える。



２ 本田管理

（１）耕うん

今後、耕起等本田作業を行う地域では、耕深 15ｃｍの確保に努める。

（２）田植え

ア コシヒカリ・こしいぶきの留意点

（ア）コシヒカリの出穂早限を８月５日以降にして、登熟初期の過高温による品質の低

下を避けるため、移植は５月 10日以降とする。

（イ）コシヒカリの栽植密度は、平坦地では坪当たり 60～ 70 株（㎡当たり 18 ～ 21

株）、山間地では 70～ 80 株（㎡当たり 21 ～ 24 株）を基準とし、田植時期、土壌

の肥沃度により調節する。

（ウ）過剰生育になりやすい地域のコシヒカリは、栽植密度を坪当たり 50 株程度に下

げて籾数を適正に制御し、品質低下を防止する。

（エ）有機質入り肥料を用いる場合は、初期の生育量が不足しないよう、肥料の特性を

踏まえた栽植密度に留意する。

（オ）こしいぶきは基肥の過剰施用を避けるとともに、穂数や１穂籾数を適正に抑え、

品質の低下を防止するため、坪当たり 70 株程度の栽植密度で適正穂数を確保する。

イ 多収性品種の留意点

収量性の高い新潟次郎やゆきん子舞等の極早生・早生品種は、田植え時期を５月上

旬、基肥量を 10 ａ当たり窒素成分で７㎏を目安とする。ただし、地力の高いほ場で

は減肥する。栽植密度は坪当たり 60 株（㎡当たり 18株）以上とする。

ウ １株苗数は３～４本、植付け深さは２～３㎝とする。植付け中に、１株苗数や植付

け深さ、株間が適正かどうか確認する。

エ 補植は、２株以上連続して欠株になった場合に欠株２～３株に１株のめやすで行う。

また、田植え終了後は補植をできるだけ早く行い、残った苗はいもち病の発生源にな

る恐れがあるため、速やかにほ場外へ持ち出す。

（３）田植え後の水管理

ア 活着するまでは、低温や風による植え傷みを回避するため、３～４㎝のやや深い水

管理とする。特に低温や風の強い日は、ほ場をよく見回り田面が出ないように水管理

を徹底する。

 図 1 分げつ期の茎数の推移 （平 25、26 年作物研究センター） 
注) 移植11～20日後は低温条件。移植日は平成25年5月11日、平成26年5月9日。茎数300

本/㎡は中干し開始時期の目安。 
 



イ 活着後は水温を上昇させるため水深２～３㎝の浅水管理とし、分げつの発生を促す。

ウ 水を更新する場合は早朝にかん水し、日中は止水にして水温を上昇させる。

エ 土壌水分が多い状態で耕起したほ場や稲わらを春すき込みしたほ場では、稲わらの

腐熟が進まず、生育初期から土壌が還元状態になりやすい。この場合、水温が高くな

ると、ワキの発生が急激に多くなるので、水田内に足を踏み入れて気泡が多く発生し

たり下葉の黄化が見られる場合には、水の更新や夜間落水を行い、根腐れ・生育停滞

を防止する。

（４）雑草防除

ア 除草剤は、田植え後の一発処理剤の使用を基本とする。除草効果を高めるため、散

布後４～５日間は除草剤の剤型別に応じた適正水深を保つ。また、散布後７日間は止

水とし、落水や掛け流しはしない。

イ 雑草の種類、大きさ（最大葉齢）、水稲の生育状況等を把握し、除草剤の適用条件

内で早めに散布する。

ウ 一発処理剤では、同一剤や作用性の同じ剤の連年使用を避け、雑草の発生状況をみ

ながら２～３年目には作用性の異なる除草剤による体系除草を考慮する。

エ 植え傷みにより活着が遅れている場合は薬害が発生しやすいので、水稲生育の回復

を待って除草剤を散布する。薬害防止のため、異常低温時または異常高温時には除草

剤の使用を避ける。

（５）病害虫防除

ア 「農作物病害虫雑草防除指針」及び「病害虫発生予察情報」に基づき、発生実態に

見合った防除要否の判断と適期防除に努める。農薬の使用に当たっては、最新の登録

情報を確認の上、適正に使用する。

イ 水稲育苗ハウスの後作で野菜類の栽培を予定している場合は、野菜類における農薬

残留基準値の超過を防止するため、育苗箱施用剤は必ず育苗箱を本田まで移動した後

に散布する。その場合、余った苗や薬剤を処理した床土等は育苗ハウス外で処分し、

ハウスに戻さない。

ウ いもち病多発生地におけるコシヒカリＢＬのいもち病防除は、育苗箱施用剤等によ

る葉いもち１回防除を必ず実施する。

エ 新潟次郎等における多収穫栽培においては、育苗箱施用剤等による葉いもち防除を

必ず実施する。

オ わたぼうし等のいもち病に対する抵抗性が弱い品種を作付ける場合や、大豆跡等で

生育過剰になることが予想される場合は、予防粒剤を育苗箱または本田に施用し、葉

いもちの発生を防止する。

カ 斑点米カメムシ類の増殖地をなくし、発生密度を低下させるため、農道・畦畔等の

雑草防除を徹底する。草刈りは５月下旬から、雑草種子が結実しない間隔（およそ３

週間）で行う。

３ 直播栽培

（１）雑草管理の観点から、代かきからは種までの期間は４日以内とする。砂壌土等で土壌

がしまりやすいほ場では１～２日とする。

（２）は種及び出芽までの水管理

ア カルパーコーティング

（ア）酸素発生剤（カルパー粉粒剤 16）をコーティングした後は、できるだけ早くは

種する。数日間保存する場合は、ビニール袋等に入れて乾燥防止に努める。



（イ）は種深は５～ 10mmを目標とする。は種深度が浅いと種子が露出し、スズメによ

る鳥害を受けやすくなる。

（ウ）は種後はそのまま落水状態で出芽させる。落水期間中に好天が続き、田面が乾燥

してひび割れが大きくなった場合は、走り水を行う。ただし、籾が露出して鳥害の

危険がある場合は湛水出芽とする。

（エ）落水出芽の期間は、不完全葉展開期頃までの７～ 10 日間とし、その後は浅水管

理にする。

イ 鉄コーティング

（ア）土壌表面には種するため、代の硬さは種子が埋没しない程度になるよう、土壌条

件に応じて落水時期を調節する。

（イ）は種後は出芽・苗立ちを高め、初期生育を促進するため、基本的にはカルパーコ

ーティングと同様に落水状態で出芽させる。

（ウ）カルパーコーティング種子に比べ、は種時の籾水分が低いため、は種後の籾の吸

水状態を確認し、走り水を行う。落水期間中も籾が極度に乾き過ぎないよう適宜走

り水を行う。

（３）雑草防除

ア 直播栽培ではイネとヒエの葉齢が近くなり除草剤の散布適期幅が短くなるので、

散布が遅れないよう、イネとヒエの葉齢を確認して適期に散布する。

イ 鉄コーティング直播栽培では土壌表面には種するため、土中は種に比べ除草剤に

対する感受性が強くなり、直播水稲に登録のある除草剤であっても薬害の発生する

可能性が高まる。また、鉄コーティング直播での安全性が確認されているもののみ

使用し、使用方法を遵守する。

Ⅲ 大麦

１ 病害虫防除

（１）雲形病

ア 病害虫防除所の越冬後調査（３月下旬～４月上旬）では、発生は未確認。

イ 雲形病の発生が認められるほ場では、麦の出穂期（病勢進展初期）までに薬剤防除

を行う。なお、連作ほ場では発生が多くなるので十分注意する。

（２）赤かび病

ア 病害虫発生予察情報・予報第１号（３月 30 日公表）によると、赤かび病の発生量

は平年並みであり、発生時期はやや早い予想である。

イ 農産物規格規定では、赤かび粒の混入限度は 0.04 ％（１万粒当たり４粒以下）と

定められている。ミノリムギは赤かび病抵抗性が弱であり、次の点に留意して防除す

る。

（ア）赤かび病は、赤かび病菌（フザリウム）の子のう胞子が飛散して穂に感染し、発

病する。開花時が最も感染しやすく、出穂期以降の降雨は発生を助長する。

（イ）基幹防除として穂揃い期（出穂期の３日後頃）とその７～ 10 日後の２回防除を

徹底する。

（ウ）あらかじめ出穂期予測を行って防除計画を策定し、団地等で広域に一斉防除する

場合は、可能な限りほ場ごとの防除適期に散布する。さらに、適期散布を徹底する

ための体制作りについて、地域内で検討する。

（エ）赤かび病の防除は、適期に実施しないと効果が得られない。降雨が続く場合も、

短い晴れ間を利用して実施するなど、適期に散布することを優先させる。



（オ）赤かび病防除薬剤は、防除効果が高く安定している剤を用いる。収穫作業は薬剤

散布日と登録上の収穫前日数を確認してから行う。

２ 赤かび粒混入防止のためのほ場調査の実施方法と収穫・乾燥・調製の対応（図１）

（１）調査の実施時期

出穂後 30～ 35 日頃（できるだけ収穫期に近い時期が望ましい。但し、粒が緑色を呈

している状態の方が判別しやすい）。

（２）調査単位

作付面積１ha程度から１点の割合で調査を行う。

（３）調査方法

ほ場の外周を幅１ｍの範囲で 100 ｍ見歩き（100 ㎡調査）、発病穂数を調査する。㎡

当たり穂数を達観で調査し、100 を乗じて調査穂数とし、発病穂率を算出する。

（４）病徴及び発病穂の判定

病徴は、早い時期では小穂の褐変が見られ、その後、穎の合わせ目から桃色のかびが

発生する。

（５）赤かび病の発病状況に応じた対応

ア 発病穂率が 0.03 ％以上の場合は、当該調査地点の発病粒率を調査し、発病粒率が

0.005 ％以上ならば、調査ほ場を含めた周辺をほ場単位で詳しく調査して、刈り分け

場所を決める。

イ 発病穂率が 0.03 ％未満の場合は、正常麦として収穫、乾燥、調製を行う。

（６）調査結果の記録

ほ場マップに調査地点を落とすとともに、調査結果を記録し、収穫、乾燥作業の際に

赤かび病多発生ほ場の麦が正常麦に混入しないようにする。



調査方法 １ha毎に 100 ㎡調査（ほ場外周幅１ｍの範囲を 100 ｍ見歩き調査）

赤かび発病 発病穂率が 0.03 ％以上 発病穂率が 0.03 ％未満

穂率調査

赤かび発病 発病粒率 発病粒率

粒率調査 0.005 ％以上 0.005 ％未満

調査ほ場を含めた周辺をほ場単位で詳しく調査し、

刈り分け場所を決める。

対 応 ・赤かび混入として正常麦とは別に収穫 正常麦として収穫

・発病粒率が 0.05 ％以上の場合は別途

協議する

収穫後の麦は、必ず荷受け時に赤かび粒混入の有無をチェックする。

混入粒率 混入粒率

0.04 ％以上 0.04 ％未満

正常麦とは別に 正常麦として乾燥・調製を実施

乾燥・調製を実施

図１ ほ場調査並びに収穫・乾燥・調製の対応フロー

３ 適期収穫

（１）成熟期の判断

成熟期は、大部分の穂・穂首が黄変し、子実が「ろう」位の硬さ（水分 35 ～ 40 ％で、

爪で押すと割れる、又はつぶれる）になった頃である。出穂後の積算気温では 650 ～ 7

00 ℃、登熟日数では 35～ 40 日が目安である。

（２）コンバイン収穫

下記の点に注意して適期に収穫する。

ア 収穫の開始は、成熟期から２～３日後で、穂軸や茎葉が完全に黄化し、大部分の穂

首が傾き始め、一穂内の大部分の粒が爪で押しても割れない、又はつぶれない状態と

なり、穀粒水分が 30 ％以下に減少した頃とする。大粒傾向で空洞粒が多くみられる

場合は、穀粒水分 25 ％を目安とする。なお、成熟期頃の穀粒水分は、高温、多照の

日には１日に 10 ％以上も減少することがある。

イ 収穫適期幅は４～５日程度と短く、成熟期から７日以上経過すると稈がもろくなっ

て刈取損失が生じる。刈遅れると、粒が褪色し、穂発芽、カビ粒が生じて品質も低下

する。一方、早刈りは、白色未熟粒や開溝粒などの発生による外観品質の低下や、空

洞粒の発生を招く恐れが大きいので避ける。

ウ 本年は出穂が平年、前年に比べて早まっていることから、収穫時期も早まることが

予想される。適期に収穫作業が実施できるよう、収穫・乾燥作業体制を早めに整える。



エ 登熟日数が短縮し収穫が早まる場合、赤かび病防除薬剤の収穫前日数を満たさない

ことが懸念されるので、必ず収穫可能日をチェックしてから収穫を行う。

４ 適正乾燥、調製

（１）荷受け時のチェック

荷受け時のチェックにより、被害粒の多いものは乾燥、調製作業を別扱いとする。

（２）送風温度

毎時乾減水分が１％程度となるよう、送風温度は稲用の規定温度より５℃位高めの

50 ～ 60 ℃に設定する。

（３）仕上げ水分

仕上げ乾燥の目標水分は 13 ％である（検査規格は 13 ％以下）。戻り水分を考慮して

やや低めの水分に仕上げる。

（４）高水分の麦を乾燥する場合の注意事項

25年産の一部で、とう精後、着色粒が確認されクレーム対応となった。原因は高水

分麦の収穫・乾燥と考えられることから、極端な高水分麦の収穫を避けるとともに下記

の事項の順守に努める。

ア 穀粒水分が 30 ％以上の場合、コンバイン袋に入れて堆積しておくと、熱損粒が発

生するだけでなく赤かび粒の増加を招くので、収穫から４時間以内に乾燥を開始する。

イ 穀粒水分が 40 ％以上の場合、精麦白度の低下や硬質粒の増加を防止するため、水

分 30 ％程度になるまでは送風温度を 45 ℃程度に設定し、その後 50 ～ 60 ℃に上げる。

ウ 夾雑物が多い麦の場合、穀粒の一部しか循環しなかったり、乾燥機内部に結露を生

じて乾燥ムラが生じるなど、品質が劣化しやすいので、充填率を 70 ％程度にとどめ

る。また、乾燥により体積が急激に減少するので、熱風が吹き抜けないよう注意する。

（５）調製

ふるい目は 2.3mm以上を使用し、適正な流量で行い、細麦及び未熟粒の混入を防止す

る。

５ 米麦穀粒の相互混入防止

米麦で兼用する機械・施設は、使用前後に十分掃除を行い米麦穀粒の相互混入を防止す

る。

Ⅳ 大豆

１ 排水対策

水田転換畑は一般的に透水性が低く、ほ場の過湿は、湿害による出芽・生育不良、土壌

伝染性の立枯性病害の発生、浅根に起因する干ばつ害による落莢、成熟ムラなどを助長す

る。排水対策としては、地表面、畝間に溜まる雨水の迅速排除やほ場周囲からの浸入水の

防止が基本となる。

（１）排水目標

排水目標は、地表残留水許容日数が１日以内、降雨２～３日後の地下水位が 40 ～ 50

cmである。

（２）具体的な排水対策

ア 地域的排水対策

（ア）滞水しやすいほ場での栽培は避ける。

（イ）ほ場の団地化を図り、周囲の水田からの侵入水を防止する。



イ 営農（ほ場内）排水対策

（ア）排水を促し、ほ場の乾燥を促進するため、遅くとも周囲の水田に水が入る前に弾

丸暗きょ、心土破砕、周囲明きょの施工、排水口の掘り下げなど排水対策を実施す

る。

（イ）周囲明きょはほ場の周囲に設け、溝幅 20 ～ 30cm、深さ 30cm（耕盤層の上に溜ま

る水も落とすため）とし、明きょの四隅並びに排水口まで確実に接続する。排水不

良ほ場ではほ場内排水溝を４～６ｍおきに施工し、周囲明きょと接続する。

（ウ）弾丸暗きょは本暗きょと直交させ、深さ 30～ 45cm、間隔は透水性の悪いほ場で

は１～４ｍおきに施工し、透水が良好なほ場では随時その間隔を広げる。なお、籾

殻充填弾丸暗きょでは、耐久性、排水性がより向上する。

（エ）排水性が悪く地下水位の高いほ場では畝立ては種が有効である。また、ほ場に凹

凸があると停滞水が生じやすいので均平化に努める。

（オ）効果的な排水対策が行われたほ場では、夏季乾燥時にかん水が実施できることか

ら、干ばつ害の軽減も図られる。

（カ）大雨の前後や管理作業終了毎に周囲明きょ、ほ場内排水溝等の点検・補修を行い、

排水口までの排水経路を常時確保する。

２ 品種の選定と作期分散

機械（特にコンバイン）・施設の効率的な利用を促進し、気象災害や病害虫の集中被害

を回避するため、品種を適正に選定し、作期分散させる。

３ 種子の選別と薬剤処理

採種ほで生産された健全種子を用いる。また、紫斑病や鳥害及び初期病害虫防止のため、

薬剤による種子処理を実施する。

４ 施肥

（１）土壌の酸度矯正

土壌pHが低いと大豆の養分吸収、根粒菌による窒素固定に悪影響を及ぼす他、茎疫病

の発生を助長するため、土壌pHが 6.0 ～ 6.5 になるように石灰質資材を散布する。標

準的な散布量は沖積壌土・埴土では消石灰で 10a当たり 100kg程度、炭カルで 10a当た

り 120kg程度である。

（２）慣行施肥

基肥成分量は、10a当たり施肥成分量は窒素 1.5 ～ 2.5kg、リン酸６～８kg、カリ

６～８kgとし、火山灰土壌ではリン酸を多くする。

（３）土づくり

堆肥は完熟したものを 10a当たり１～ 1.5t程度施用する。堆肥を施用したほ場では、

は種時にタネバエ防除薬剤を必ず施用する。

（４）緩効性肥料の利用

地力の低いほ場で堆肥を施用していない場合は、ちりめんじわ粒の発生軽減と粒肥大

及び増収に向け、基肥に生育後半の窒素供給を重視したシグモイド型被覆尿素肥料

（LPS120）入りの大豆専用肥料を、窒素成分で 10 ａ当たり７～８kg施用する。なお、

シグモイド型被覆尿素肥料（LPS60）を中耕培土時に追肥として行う方法もある。



５ 耕うん・砕土

（１）耕深の確保

大豆の根域を確保するため、耕深は 13 ～ 15 ㎝とする。

（２）砕土率の向上

ア 大豆の出芽率並びに除草剤効果を高めるため、砕土率(２cm以下の土塊重量割合)は

70 ％以上を目標とし、アップカットロータリーなどにより表層を細かく、下層を粗

くすると効果的である。

イ 砕土率を高めるため、事前の排水対策によりほ場を十分乾かすとともに、耕うんピ

ッチを小さくするため、作業速度を遅くして丁寧に耕うんする。耕うんを複数回行う

場合、畑転換初年目の重粘土壌では、１回目の耕うんが粗いと２回目以降の耕うん回

数を増やしても砕土率は向上しないことから、１回目の耕うん作業を丁寧に行う。

６ は種

（１）作業性

耕うんからは種までの間に降雨があると、ほ場が乾きにくくなり、は種作業が遅れる

恐れがある。逆に、土壌が乾燥すると出芽率の低下や出芽がばらつく恐れがある。この

ため、は種作業は耕うん・砕土・整地と連続作業で行う。

（２）播種期・栽植密度など（品種毎のは種時期・栽植密度は、表１参照）

ア 「エンレイ」を６月中旬以降には種する場合は、は種密度を高める。

イ 「あやこがね」と「エンレイ」を組み合わせて作期幅を拡大する場合、「あやこが

ね」は「エンレイ」のは種終了後、６月中旬以降には種する。

ウ 「コスズ」は、裂皮の発生と倒伏を防止するため、６月中旬以降には種する。

エ は種深は３～４ｃｍとする。最初に試し播きを行い、は種深を調整する。

オ は種と同時に側条施肥する場合は、肥料が種子に接触しないよう機械を調整する。

表１ 品種別のは種の目安

目 標 は種密度の目安

品種名 は種時期 苗立数 畦幅 株間(cm)

（本／㎡） (cm) １粒播き ２粒播き

エンレイ ５月 20 日～６月 10 日 ９～ 10 10 ～ 11 21 ～ 23

エンレイ ６月 11 日～６月 20 日 13 ～ 18 75 ６～８ 12 ～ 16

あやこがね ６月 11 日～６月 20 日 16 ～ 19 ５～７ 10 ～ 14

コスズ ６月 11 日～６月 20 日 13 ～ 17 ６～８ 12 ～ 16

注）は種密度の目安（畦幅および株間）は苗立率を 80％として算出した。

（３）畝立ては種の留意点

ア 耕うん同時畝立ては種は、砕土や排水が良好で慣行の平畝は種に比べて出芽率が高

まりやすい。初期生育も旺盛になることから、地力が高いほ場や連作ほ場では生育過

剰になる場合がある。このため、は種時期は５月 25 日以降とし、は種量は表１の目

標苗立ち数を超えないよう調整する。

イ 畝の高さは 10 ㎝程度を目安とする。培土時の土量が不足するため、畝を高くし過

ぎない。

ウ 専用機以外の作業機を使用する場合は、必ず事前耕(耕うん・砕土・整地)を丁寧に

行った後に畝立てする。

エ は種後に晴天が続くと予想される場合や表層の砕土が粗い場合は、は種深をやや深

めとし、乾燥による出芽率の低下、出芽のばらつきを防ぐ。

オ は種後に畝間の溝を明きょにつなげる。



７ 病害虫防除

（１）褐斑粒

ア 自家用エダマメ等はウイルス病に感染していることが多く伝染源となるので、大豆

作付けほ場周辺では栽培しない。

イ 褐斑粒の発生を防止するため、アブラムシ類を対象に薬剤を種子処理（塗沫）する。

防除効果は１か月程度なので、その後はアブラムシ類の発生時に殺虫剤を散布する。

（２）ネキリムシ類

ネキリムシ類は広葉雑草に産卵し、ふ化した幼虫が大豆を加害する。このため、成虫

の飛来時期である４月中旬～は種までの間、ほ場内やほ場周辺で広葉雑草が多くならな

いよう、耕うんや除草を行う。多発生が予想されるほ場・地域では、薬剤を種子処理

（塗沫）するか、粒剤を土壌表面に散布する。

（３）立枯性病害

黒根腐病、茎疫病は土壌伝染し、排水不良条件で被害が拡大するため、連作ほ場や排

水不良のほ場での作付けを避ける。また、酸性条件下で多発生しやすいことから土壌pH

が低いほ場では酸度矯正を行う。茎疫病の発病は、は種深が深くなるほど多くなるため、

は種深は３～４cmとする。なお、茎疫病に対しては登録のある薬剤の種子処理（塗沫）

も有効である。

８ 雑草防除

（１）耕起前

耕起、は種前に雑草が多いと出芽率の低下を招くことがあるので、あらかじめ、茎葉処理

剤を耕起前に散布し、雑草を枯殺しておく。この際、周辺作物に飛散しないようにする。

（２）は種後

ア 生育初期の雑草対策として、は種覆土後に土壌処理剤を散布する。雑草の発生実態

や土性及び排水性に適した剤を選択し、使用時期・使用方法を厳守する。また、均一

散布に努めるとともに、周辺作物に飛散しないようにする。

イ 砕土を丁寧に行い、砕土率を高めることで、安定した処理層を形成する。なお、

砕土・覆土が不十分のときは薬害が生じる恐れがある。

ウ 散布は、覆土後できるだけ早く行い、土壌が乾燥した状態や過湿の状態での散

布を避ける。

エ 土壌処理剤の防除効果は３～４週間程度であり、雑草や大豆の生育状況に応じて遅

れずに中耕・培土を実施する。

【照会先：経営普及課 農業革新支援担当 石山 誠一 TEL 025-280-5302 】


