
技術【米】

省力多収栽培技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

「コシヒカリ」の疎植栽培技術

疎植栽培とは
3.3㎡当たり60株未満の栽植密度で移植する。ここでは本県の慣行60株よりも低い密度で移植する栽培法をいう。

「コシヒカリ」疎植栽培の生育・収量の特徴
(1) 疎植栽培では、生育期間中の1㎡当たり茎数は慣行に比べて少なく経過し、収量構成要素は1㎡当たり穂数が少なくなり、1穂
籾数が多くなる。登熟歩合は慣行と同等から高い傾向で、千粒重は変わらない。
(2) 収量は、3.3㎡当たり50株植えまでは、慣行と同様で安定している。6月移植は栽植密度に関わらず、収量は低下する。
(3) 総籾数が適正範囲内であれば、玄米品質（乳白発生率・タンパク質含有率）は、各移植期とも栽植密度による差はない。

留意点
(1) 疎植栽培の適用地域は、穂数が十分に確保できる平坦地である。
(2) 移植時期が遅くなるに従い、栽植密度が低いほど穂数減による収量低下が懸念される。

石川県農林総合研究センター農業試験場 1

大豆跡水田における水稲多収品種の
施肥法

　多収品種「あきだわら」や「みつひかり2003」を大豆跡初年目の水田で栽培する場合、基肥を無施用とし、穂肥を慣行どおり施
用することにより、700kg/10a以上の多収が得られる。

＜留意点＞穂肥は水稲の生育に応じて必要量を施用する。本技術は大豆跡の土壌窒素発現が期待できる半湿田～湿田を対象
としており、乾田や低地力田には適用できない。

石川県農林総合研究センター農業試験場 3

あきさかりの良さを引き出す栽培法

　本技術は、移植時期や、施肥法等を工夫することによって、「あきさかり」の良さである多収性と良食味、真珠のような光沢を安
定的に引き出す栽培法です。
　移植時期は５月中旬～６月初旬で、栽植密度は、坪あたり６０～７０株程度とし、基肥重点の施肥体系で、収量を確保します。
　食味・光沢・品質を高めるために、穂肥は幼穂形成期時の葉色によって施用量を判断します。玄米タンパク質含量は６.０～６.
５％が適正値です。
留意点として、圃場の土壌タイプや、施肥方法を考慮すること。紋枯病の防除の徹底すること。適期収穫を行う（積算気温は１,０７
０℃程度）ことです。

福井県農業試験場 5

良食味米生産のための生育診断技
術

　当センターでは、京都府産米のますますの食味向上と栽培技術の高位平準化を目的として、京都府産コシヒカリの理想とする
生育パターンを明らかにするとともに、㎡当たり籾数をコントロールすることにより良食味米を生産する生育診断技術を開発した。
（具体的な生育診断技術）
　幼穂形成期の生育量を数値化し、穂肥量を調節することにより、良食味米となる㎡当たり籾数にコントロールする技術。

京都府農林水産技術センター農林センター 6

水稲移植栽培における「短期苗」育苗
法

・播種量を１箱湿籾250～280ｇと一般幼苗（150～180ｇ/箱）より多くし、段積み後、床広げして黒色不織布を二重に被覆すると、13
～14日で機械移植に可能な草丈とマット形成が得られる。
・播種量が多いため、かき取り量を減ずる等の調整を行うと、10ａ当たりの必要箱数が幼苗の６割程度となる。
・成熟期が幼苗と比較して２～３日遅くなるが、収量・品質はほぼ同等である。

佐賀県農業試験研究センター 7



水稲「ミズホチカラ」の多収を得る栽培
技術及び立毛乾燥法

水稲「ミズホチカラ」は米粉用品種として平成１９年に熊本県の認定品種に採用された。そこで、本品種の多収を得る栽培方法に
ついて検討し、移植期及び栽植密度が「ミズホチカラ」の生育及び収量・品質に与える影響を明らかにした。
水稲「ミズホチカラ」の多収を得る移植期は、５月下旬～６月中旬である。６月下旬以降の移植では、籾数の減少で減収し、成熟
期が遅く霜害のリスクを負う。また、多収を得る栽植密度は、18.5株／㎡である。これより疎植では、穂数が不足し、減収する。密
植では、収量に明らかな差が無く、有利性は無い。
さらに、適施肥方法は、ａ当たり窒素成分で基肥0.5kg－穂肥0.3kg－晩期穂肥0.2kgである。堆肥（10aあたり１～２トン）の施用によ
り４～６％の増収効果がある。
また、「ミズホチカラ」の５月下旬移植では、成熟後、約30日で平均籾水分は15％程度に下がる。しかし、高水分の籾が含まれる
ため、乾燥調整が必要である。

熊本県農業研究センター 8

水稲鉄コーティング直播の苗立ち向
上のための耕種的防除技術

水稲鉄コーティング直播栽培における苗立ち不良は，水生生物と苗腐病が主な原因であり，出芽始期から第1葉期まで，約10日
間の落水管理で，耕種的に防除できる。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 13

その他の技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

環境に配慮した高品質米生産のため
の陶管暗渠を用いた土壌水管理シス
テムの開発

　本土壌水管理システムは、陶管の暗渠管を利用した水田の土壌水分、地下水位等を調整できるシステムである。従来の暗渠
本管の上端に立ち上がりを設けることで、地下灌漑、および排水時の大気供給も可能とし迅速な地下排水を可能とした。迅速な
地下排水は、暗渠管内の清掃効果もある。暗渠本管の下端は、多機能排水桝を設置し、立ち上がり管を設けた。このことで、水
閘の経年劣化による開閉ストレスを軽減した。また、地下水位を目視できるため、地下灌漑時の地下水位設定をしやすくした。な
お、多機能排水桝には、田んぼダム用の仕切り板も設置できる。また、本暗渠と補助暗渠をモミガラなどの疎水材で連続させ、粘
質土や大区画の水田でも迅速な灌漑と排水をできるようにした。さらに、近年の温暖化対策として、登熟期の地下灌漑による地
温制御を実証予定である。

新潟大学 15

イネの特定の遺伝子の発現を抑制す
る新手法、イネの新しい突然変異体
の作出

artificial microRNA（amiRNA）を利用してイネの特定の遺伝子の発現を抑制するシステムを確立している。また、イネ内在性トラン
スポゾンnDart1-0 を変異源とするコシヒカリ系統を利用して、新しい突然変異体を選抜することで、容易に原因となる遺伝子の同
定を行うことができる。

石川県立大学 16

コシヒカリ突然変異集団を利用した新
品種の選抜

イネの優良食味品種コシヒカリは、主に福島・新潟以南の日本各地で広く栽培されており、石川県でも約80％の作付面積を誇る。
その一方で、コシヒカリは倒伏しやすく、いもち病などの病気にも弱いことから、栽培方法の改良や薬剤防除の管理のもとで栽培
が行われている。このようなコシヒカリの弱点を克服するため、本研究技術は、遺伝子組み換えでないコシヒカリ突然変異体集団
から、新たな有用形質を持ち合わせた新品種を選抜するものである。今回は、そのような有用形質の中で、イネの最重要病害で
あるいもち病に対して抵抗性を示す系統の選抜を試み、複数候補の単離に成功した。

石川県立大学 17

水稲種子温湯消毒時の耐熱性強化
種子処理技術

イネ種子を予め高浸透圧溶液に1日浸漬し、乾燥することにより温湯消毒時の耐熱性を高める技術である。耐熱性強化の程度
は、コシヒカリ種子で1.5℃である。または60℃の水温を用いる場合は、浸漬時間を5分間延長することができる。　したがって、本
技術により耐熱性を高めたコシヒカリ種子は、61.5℃、10分間、または60℃、15分間の温湯処理でも発芽率が低下せず、むしろ発
芽速度が上昇する。

福井県立大学 18

リモートセンシングによる収穫適期の
推定

航空機または衛星リモートセンシングを活用し、水稲の収穫適期を広域でほ場ごとに推定できる。画像データの670nm付近（赤の
波長）の反射率を利用して、収穫前に適期を暦日で推定し、ほ場単位でマップ化する。

（地独）青森県産業技術センター 19



　大豆子実用高周波容量式水分計に
よるコンバイン収穫後稲わら水分の簡
易推定

大豆子実用高周波容量式水分計の読み値から、稲わら水分を簡易に推定できる方法を開発した。本推定法は稲わらの細断と電
池式の水分計によるため、圃場の稲わらから迅速に多点数の水分を推定できることが特徴である。具体的には、測定する稲わら
は10～15mmの均一な長さに細断し、混和する。細断した稲わらを大豆子実水分測定方法に準じて、付属の計量カップで計量し、
大豆子実用高周波容量式水分計（本試験では商品名：Ｋ社製ダイザーを使用した）を用いて測定する。測定は３回程度繰り返し
行い、その読み値（表示値）の平均値を測定値とする。この測定値は、稲わら水分の実測値（105℃、乾熱法）との相関が高いこと
から、事前に測定値と稲わら水分の検量線を作成しておくことで、簡易推定が可能になる。

秋田県農業試験場 21

水稲におけるゼオライトとカリ資材の
放射性セシウム吸収抑制技術

細粒グライ土壌において、放射性物質の吸収抑制効果を各種資材を用いて明らかにした。
結果は以下のとおりである。

１　ゼオライトは土壌中の交換性カリ含量を増加させ、玄米中の放射性セシウム吸収抑制効果が認められた。
２　ゼオライトとケイ酸カリの併用では、玄米の放射性セシウム吸収抑制効果は高かった。
３　塩化カリは、ケイ酸カリに比較して交換性カリ含量の上昇が速いため、放射性セシウム吸収抑制効果は高かった。
４　収穫時の土壌中の交換性カリ含量と玄米中の放射性セシウム濃度には、高い相関が認められた。

福島県農業総合センター 22

水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生
育と水稲収量に及ぼす影響

１　分げつ期間は水稲の生育量に応じて田面が遮蔽されていく。コナギの乾物重は平均相対光量子量と正の相関関係が認めら
れる。密植により平均相対光量子量が低下するとコナギの乾物重も低下する。
２　幼穂形成始期におけるコナギ乾物重と成熟期のコナギさく果数は、株間を狭め栽植密度が密になるほど減少する。
３　株間を狭め栽植密度が密になるほど、穂数、平方メートル当たり籾数が確保され収量は向上する。
４　株間が広くなるほどコナギが多発生し雑草害により減収する。しかし、株間を狭めて水稲の田面遮蔽による抑草効果が得られ
ればコナギによる雑草害は軽減される。コナギ抑草の耕種的方法として株間を狭めた栽培は有効である。

福島県農業総合センター 25

米乳酸発酵飲食品及びその製造方
法

　米に麹、水を加え糖化した甘酒、もしくは米に乳酸菌が利用できる糖類、水を加え、米発酵に適した乳酸菌であるＬａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕ
ｓ　ｓｐ．ＦＰＬ１（ＮＩＴＥ　Ｐ－６９１）、該乳酸菌含有物、その処理物の少なくともひとつを含有してなること、を特徴とする飲食品。

福井県農業試験場 29

アミロース含量を指標とした米パン硬
化抑制

　低アミロース米粉を使った米パンは焼成後3日で高アミロース米粉を使用した米パンと比べて硬くなり難いことが分かった。アミ
ロース含量が米パンの膨らみに大きな影響を及ぼし、高くなると膨らみが大きくなる。一方、アミロース含量が5％以下であると形
状の保持が困難になる。
　米パンの膨らみと硬化抑制のバランスを考慮すると、アミロース含量を概ね8～10％にすることで膨らみを保つことができ、かつ
硬化抑制効果がある。

福井県農業試験場 30

積雪前の除草剤散布による斑点米発
生防止技術

　積雪前の秋から冬にかけて、ＤＢＮを成分とする除草剤をカメムシ類の越冬場所である、水田周辺雑草地に散布し、イネ科雑草
を枯死または殺種作用により翌春の雑草の発生を抑制する。
　ＤＢＮ剤によるイネ科雑草の枯死により、カメムシ類の越冬後の初域にダメージを与え、越冬世代以後の発生量を低下化させ
る。
　ＤＢＮ剤の散布時期が、秋から冬にかけての農閑期になるため、融雪後から田植え時期の除草作業が軽減され、労力の分散
が可能である。
　広域的にＤＢＮ剤を散布することによって、地域全体のカメムシ類の生息密度が低下し、生育期間中の殺虫剤散布を主とした慣
行防除に比べ、斑点米の発生抑制効果は高い。

福井県農業試験場 31



梅調味廃液を利用した水田雑草管理

和歌山県内で調味梅干製造に使用された後の梅調味廃液は年間18,000トン発生し、内10,000トンが産業廃棄物として廃棄処分さ
れているが、主要成分として糖分20％程度、塩分8％程度、クエン酸3％程度を含んでいる。
この梅調味廃液を水田に施用すると田面の酸化還元電位が低下し、水田雑草の発生を抑制することが可能である。
本技術では、田植え直後と田植え後7～10日の2回、水田に梅調味廃液300L/10aを施用することで、水田雑草の発生を70％程度
抑制することができる。

和歌山県農業試験場 32

水稲を加害するスクミリンゴガイ発生
量の予測法

冬季の気温からスクミリンゴガイの発生量と水稲の被害発生圃場率を予測技術を開発した。 岡山県農林水産総合センター農業研究所 33

普通期水稲と小麦に有効なリン酸・カ
リの減肥栽培

土地利用型作物の栽培では近年の肥料価格の高騰に対応して省資源的で低コストの施肥技術が求められている。そこで普通期
水稲と小麦の栽培体系において土壌診断に基づきリン酸肥料と加里肥料を大幅に削減出来る施肥技術を確立した。土壌中の有
効態リン酸が1mg/100g乾土以上で交換性カリウムが20mg/100g乾土以上の土壌ではリン酸及びカリウムの減肥栽培をを３年間
継続しても収量、品質は維持される。減肥栽培によるリン酸及び加里の養分収支は水稲、小麦のいずれもわらをほ場外へ持ち
出した場合はマイナスとなるが土壌中の有効態リン酸及び交換性カリウム含量は標準栽培と比較して明らかな減少傾向は見ら
れない。

熊本県農業研究センター生産環境研究所 34

水田のケイ酸供給能に基づく水稲に
対するケイ酸質資材施用の要否判定

水稲はケイ酸を多量に吸収する作物である。吸収されたケイ酸は茎葉の構造性強化を通して病害虫抵抗性を向上させ、また稲
体の受光態勢改善により玄米の収量及び品質の向上に寄与している。このため、水稲栽培ではケイ酸の供給能を高めるためケ
イ酸質資材の施用が推奨されている。ところが県内にはケイ酸質資材の施用効果が認められる地域とそうでない地域が存在す
ることがわかってきた。この要因を探るため地帯別にケイ酸の天然供給量を調査するとともに栽培試験によりケイ酸質資材の施
用効果を調べた。ケイ酸の天然供給量は灌漑水と土壌に由来し、河川の水系と土壌の種類によりケイ酸供給能を区分すること
ができる。土壌中の可給態ケイ酸が15mg/100g乾土以下の非黒ボク土壌で灌漑水のケイ酸濃度が低い場合はケイ酸質資材に
よる増収効果が認められるが可給態ケイ酸が15mg/100g乾土以上で灌漑水のケイ酸濃度が高い場合はケイ酸質資材による増
収効果は認められず、ケイ酸質資材の施用は不必要となる。

熊本県農業研究センター生産環境研究所 37

水稲育苗箱全量施肥栽培の苗質は
水田苗床育苗の場合に遮根処理で改
善する

・床土と苗箱の間にシートを敷く等の遮根処理（根域制限）を行うと、苗床の水田土壌から養分吸収が制限されるため、遮根処理
しない場合に比べて移植時の苗丈は4～6㎝程度短くなり徒長が抑制される。
・遮根を行わない場合は苗床の土壌まで根が伸張するのに対し、遮根処理により根は苗箱内にとどまって巻くため、マット形成は
充実する。
・遮根処理を行うと苗床に根が張らないため、移植時に苗床から苗箱を剥ぎ取る作業が
極めて軽労働化され、その後の苗箱下面に残る余分な根を削り取る作業も不要となる。

熊本県農業研究センター生産環境研究所 40

多収米の収量確保にはトビイロウンカ
の防除が欠かせない

・適期（６月上旬～中旬）に移植した多収米は、トビイロウンカの被害を受けやすく、収量を確保するためには防除が必要である。
・防除は、適切な農薬の育苗箱施薬と本田での適期防除の効果が高い。なお、本田での適期防除は、病害虫防除所から発表さ
れる本種の発生時期予測を考慮して行う。

熊本県農業研究センター生産環境研究所 41

湿田での水稲栽培における堆肥利用
による化学肥料節減技術

湿田での水稲栽培では，牛糞および鶏糞堆肥を基肥として入れることで，化学肥料の使用量を減らすことができることを5年間の
連用試験で明らかにした。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 42

乾田での酒米栽培における堆肥利用
による化学肥料節減技術

乾田での酒米栽培では，牛糞および鶏糞堆肥を基肥として入れることで，化学肥料の使用量を減らすことができることを5年間の
連用試験で明らかにした。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 44



ほ場で直接液肥が作れる水稲用流し
込み施肥装置

水稲の省力的な施肥法として，安価な固形肥料を使用し，ほ場で液肥の製造と同時に水口から施肥できる流し込み施肥装置（以
下，試作機とする）を試作。その特徴は、①一般的に入手できる安価な尿素等の粒状肥料を用い、圃場で直接流し込むための液
肥が作れること、②装置から圃場へ滴下する流量の調節が可能で、一度調節した滴下流量は長時間経過してもほぼ一定である
こと。
現地圃場で実施した実証試験結果では、流入施肥区（試作機による尿素流し込み施肥区）と対照区（背負式動力散布機による硫
安追肥区）との比較で，坪刈収量，玄米タンパク質含量および整粒歩合が同等であった。

茨城県農業総合センター農業研究所・（有）
横田農場
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機関名 石川県農林総合研究センター農業試験場

部署名 育種栽培研究部作物栽培グループ

記入者氏名 八木　亜沙美

電話番号 076-257-6911

e-mail 農業試験場代表<nk-kika@pref.ishikawa.lg.jp>

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

3.3㎡当たり60株植え未満の面積は、石川県内の33％（Ｈ24）である。
低コスト志向の大規模経営が多い地域や、茎数過剰になりやすい湿田地帯で普
及している。

米

「コシヒカリ」の疎植栽培技術

石川県農林総合研究センター農業試験場

疎植栽培とは
3.3㎡当たり60株未満の栽植密度で移植する。ここでは本県の慣行60株よりも低
い密度で移植する栽培法をいう。

「コシヒカリ」疎植栽培の生育・収量の特徴
(1) 疎植栽培では、生育期間中の1㎡当たり茎数は慣行に比べて少なく経過し、収
量構成要素は1㎡当たり穂数が少なくなり、1穂籾数が多くなる。登熟歩合は慣行
と同等から高い傾向で、千粒重は変わらない。
(2) 収量は、3.3㎡当たり50株植えまでは、慣行と同様で安定している。6月移植は
栽植密度に関わらず、収量は低下する。
(3) 総籾数が適正範囲内であれば、玄米品質（乳白発生率・タンパク質含有率）
は、各移植期とも栽植密度による差はない。

留意点
(1) 疎植栽培の適用地域は、穂数が十分に確保できる平坦地である。
(2) 移植時期が遅くなるに従い、栽植密度が低いほど穂数減による収量低下が懸
念される。

育苗資材費の削減による低コスト化、育苗管理の省力化および軽労化が期待で
きる。

無

1

mailto:a_yagi@pref.ishikawa.lg.jp


石川県農林水産研究成果集報 第 15号（2013）                            

0

100

200

300

400

500

600

700

5/2 5/28 6/7 6/18 6/28 7/8 7/20 9/6

茎
数
（
本
/
㎡
） 60株 50株

42株 37株

  

農林総合研究センター（農業試験場）  

 

「コシヒカリ」疎植栽培の生育･収量の特徴  

 
１  背景・目的  

水稲の疎植栽培は、育苗資材費の削減による低コスト化 、育苗管理の

省力化および軽労化が期待できる。しかし、移植時期や気象条件によって

は減収や品質の低下が懸念される。このため、慣行 （3.3 ㎡当たり 60 株植

え）と比較した生育や収量構成要素の特徴を明らかにする。  

 

２  技術のポイント  

(1 )  疎植栽培の１㎡当たり茎数は慣行に比べて少なく経過し（図 1）、収量

構成要素は１㎡当たり穂数が少なくなり、１穂籾数が多 くなる。登熟歩

合は慣行と同等から高い傾向で、千粒重は変わらない（データ略 ）。  

(2 )  収量は、3.3 ㎡当たり 50 株植えまでは、慣行と同様で安定している（図

2）。６月移植は栽植密度に関わらず、収量は低下する。  

(3 )  総籾数が適正範囲内であれば、玄米品質 （乳白発生率 ・タンパク質

含有率）は、各移植期とも栽植密度による差はない (データ略 )。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

３  成果の活用と留意点  

(1 )  疎植栽培の適用地域は、穂数が十分に確保できる平坦地である。  

(2 )  3 .3 ㎡当たり 37 株植えや 42 株植えは、移植時期が遅くなるに従い穂  

   数減による収量低下が懸念される。  

 

 
問合先：作物栽培グループ TEL076-257-6911 

担当者：八木亜沙美・澤本和徳  

図 2 移植時期及び栽植密度別の 収量  図 1 茎数の推移  
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機関名 石川県農林総合研究センター農業試験場

部署名 育種栽培研究部作物栽培グループ

記入者氏名 國府　尚夫

電話番号 076-257-6911

e-mail 農業試験場代表<nk-kika@pref.ishikawa.lg.jp>

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

成果を公表してからの年数が浅いことから、今後普及状況を確認する。

石川県農林総合研究センター農業試験場

米

大豆跡水田における水稲多収品種の施肥法

　多収品種「あきだわら」や「みつひかり2003」を大豆跡初年目の水田で栽培する
場合、基肥を無施用とし、穂肥を慣行どおり施用することにより、700kg/10a以上
の多収が得られる。

＜留意点＞穂肥は水稲の生育に応じて必要量を施用する。本技術は大豆跡の
土壌窒素発現が期待できる半湿田～湿田を対象としており、乾田や低地力田に
は適用できない。

多収品種生産における肥料費の抑制による所得向上

無
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農林総合研究センター（農業試験場）  

 

大豆跡水田における水稲多収品種の施肥法  

 
１  背景・目的  

業務用米飯などに利用される水稲多収品種の栽培においては、低コス

ト生産のための単収の向上とこれに伴 う肥料費の抑制が課題である。そこ

で、基肥を省略できる大豆跡作での施肥法を検討し、低投入型多収栽

培法を確立する。  

 

２  技術のポイント  

多収品種 「あきだわら」や「みつひかり 2003」を大豆跡初年目の水田で

栽培する場合、基肥を無施用とし、穂肥を慣行どおり施用することにより、

700kg/10a 以上の多収が得られる（図 １、図 ２、表 ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  成果の活用と残された問題点  

(1 )  穂肥は水稲の生育に応じて必要量を施用する。  

(2 )  本技術は大豆跡の土壌窒素発現が期待できる半湿田～湿田を対象

としており、乾田や低地力田には適用できない。  

 
問合先：作物栽培グループ  TEL 076-257-6911 

担当者：國府尚夫・栂宗一郎  

図 １  基 肥 量 が収 量 に及 ぼす影 響 （H23）  

表  収 量 構 成 要 素  

図 ２  穂 肥 量 が収 量 に及 ぼす影 響 （H24）  

注 ）H23 年 の穂 肥 は慣 行 量 （下 表 ）、 H24 年 の 基 肥 は 無 施 用 。  

穂数 一穂籾数 ㎡籾数 登熟歩合 千粒重
1回目-2回目 (本/㎡) (粒) (粒/㎡) (%) (g)

あきだわら H23 慣行 2 - 2 378 104.6 39,576 85.9 21.9
H24 慣行 2 - 2 343 102.9 35,299 88.9 21.9

減量 1 - 1 307 96.0 29,386 89.0 21.5
無施用 0 - 0 313 78.9 24,700 88.6 21.0

みつひかり2003 H23 慣行 3 - 1.5 263 126.7 33,418 80.4 23.3
H24 慣行 3 - 1.5 255 169.9 43,201 88.1 22.1

減量 2 - 1 239 149.1 35,734 89.8 22.1
無施用 0 - 0 258 138.1 35,769 90.0 21.4

品種 年度
穂肥量　（Nkg/10a）

注１）供試圃場は石川県農林総合研究センター所内。腐植含有率は平成23年2.0%、平成24年2.3%。
　 ２）移植日は平成23年5月17日、平成24年5月16日。
　 ３）基肥は無施用。穂肥は出穂20日前と10日前を目途に施用した。
　 ４）あきだわらは育成者である作物研究所から種子分譲を受けて供試した。
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機関名 福井県農業試験場

部署名 作物部

記入者氏名 中村　真也

電話番号 0776-54-5100

e-mail shinya_nakamura@fklab.fukui.fukui.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

―

―

平成２５年福井県内あきさかり栽培面積　2,600ha（県内比率１０％）

福井県農業試験場　作物部

平成24年実用化技術
掲載先：福井県農業ポータルサイト　アグリネット
アドレス：http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/shiken/hukyu/h24.html

米

あきさかりの良さを引き出す栽培法

　本技術は、移植時期や、施肥法等を工夫することによって、「あきさかり」の良さ
である多収性と良食味、真珠のような光沢を安定的に引き出す栽培法です。
　移植時期は５月中旬～６月初旬で、栽植密度は、坪あたり６０～７０株程度とし、
基肥重点の施肥体系で、収量を確保します。
　食味・光沢・品質を高めるために、穂肥は幼穂形成期時の葉色によって施用量
を判断します。玄米タンパク質含量は６.０～６.５％が適正値です。
留意点として、圃場の土壌タイプや、施肥方法を考慮すること。紋枯病の防除の
徹底すること。適期収穫を行う（積算気温は１,０７０℃程度）ことです。

福井県で育成された、水稲品種「あきさかり」を導入する場合、当該技術は活用さ
れる。

無
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機関名 京都府農林水産技術センター農林センター

部署名 作物部

記入者氏名 今井久遠

電話番号 0771-22-5010

e-mail h-imai53@pref.kyoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

京都府丹後地域

京都府農林水産技術センター農林センター

米

良食味米生産のための生育診断技術

　当センターでは、京都府産米のますますの食味向上と栽培技術の高位平準化
を目的として、京都府産コシヒカリの理想とする生育パターンを明らかにするととも
に、㎡当たり籾数をコントロールすることにより良食味米を生産する生育診断技術
を開発した。
（具体的な生育診断技術）
　幼穂形成期の生育量を数値化し、穂肥量を調節することにより、良食味米となる
㎡当たり籾数にコントロールする技術。

生育診断技術により、㎡当たり籾数をコントロールし、気象変動に影響されない良
食味米生産につなげる。

6
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機関名 佐賀県農業試験研究センター

部署名 作物部

記入者氏名 広田雄二

電話番号 0952-45-8807

e-mail nougyoushikensenta@pref.saga.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

県内平坦部の大規模農家、集落営農組織を中心に10ｈａ（2013年）栽培されてい
る。

佐賀県農業試験研究センター

米

水稲移植栽培における「短期苗」育苗法

・播種量を１箱湿籾250～280ｇと一般幼苗（150～180ｇ/箱）より多くし、段積み後、
床広げして黒色不織布を二重に被覆すると、13～14日で機械移植に可能な草丈
とマット形成が得られる。
・播種量が多いため、かき取り量を減ずる等の調整を行うと、10ａ当たりの必要箱
数が幼苗の６割程度となる。
・成熟期が幼苗と比較して２～３日遅くなるが、収量・品質はほぼ同等である。

・大規模農家や集落営農組織など、多数の苗箱を必要とする場面で活用される。
・育苗期間が14日と短いため、播種・育苗管理と耕起・代かき等との作業の競合
を回避できる。
・育苗資材の経費や、運搬等の労力となる労働費も削減できるため、費用を２割
以上削減できる。

なし
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 農産園芸研究所

記入者氏名 坂梨　二郎

電話番号 096-248-6444

e-mail sakanashi-j@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

－

－

多収性稲の需要が高まる中、水稲「ミズホチカラ」は米粉用品種として、本県の認
定品種に採用され、現在、熊本県玉名地域を中心に約８０ｈａ作付推進されてい
る。

熊本県農業研究センター農産園芸研究所

米

水稲「ミズホチカラ」の多収を得る栽培技術及び立毛乾燥法

水稲「ミズホチカラ」は米粉用品種として平成１９年に熊本県の認定品種に採用さ
れた。そこで、本品種の多収を得る栽培方法について検討し、移植期及び栽植密
度が「ミズホチカラ」の生育及び収量・品質に与える影響を明らかにした。
水稲「ミズホチカラ」の多収を得る移植期は、５月下旬～６月中旬である。６月下旬
以降の移植では、籾数の減少で減収し、成熟期が遅く霜害のリスクを負う。また、
多収を得る栽植密度は、18.5株／㎡である。これより疎植では、穂数が不足し、減
収する。密植では、収量に明らかな差が無く、有利性は無い。
さらに、適施肥方法は、ａ当たり窒素成分で基肥0.5kg－穂肥0.3kg－晩期穂肥
0.2kgである。堆肥（10aあたり１～２トン）の施用により４～６％の増収効果がある。
また、「ミズホチカラ」の５月下旬移植では、成熟後、約30日で平均籾水分は15％
程度に下がる。しかし、高水分の籾が含まれるため、乾燥調整が必要である。

九州地域において、本品種を作付する上での、技術参考情報となる。

無
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農業研究成果情報     No.530（平成 24 年 5 月）分類コード 02-01 熊本県農林水産部  

水稲「ミズホチカラ」の多収を得る移植期と栽植密度 

水稲「ミズホチカラ」の多収を得る移植期は、５月下旬～６月中旬である。６月下旬以降

の移植では、籾数の減少で減収し、成熟期が遅く霜害のリスクを負う。また、多収を得る栽

植密度は、18.5 株／㎡である。これより疎植では、穂数が不足し、減収する。密植では、収

量に明らかな差が無く、有利性は無い。 

農業研究センター農産園芸研究所作物研究室（担当者：田中幸生） 

 

 

 

 水稲「ミズホチカラ」は熊本県の認定品種に採用され、米粉用品種として、玉名を中心

に作付けされている。しかし、本品種の多収を得る栽培方法は、確立されていない。 

 そこで、移植期及び栽植密度が「ミズホチカラ」の生育及び収量・品質に与える影響を

明らかにし、安定多収栽培方法を確立する。 

 

 

 

 

１．５月下旬～７月上旬移植の範囲では、移植期が遅いほど、出穂までの期間は短いが、登熟

期間が延長し、移植から収穫までの栽培期間が長くなる。５月下旬移植「ミズホチカラ」の

成熟期は、同移植の晩生「あきまさり」と同等であるが、６月中旬移植「ミズホチカラ」は、

６月下旬移植よりやや遅くなる。「ミズホチカラ」を６月下旬以降に移植すると成熟期が大

幅に遅く、11 月中旬以降となり、年次によっては霜害のリスクを負う（図１）。 

 

２．「ミズホチカラ」の多収を得る移植期は、５月下旬～６月中旬である。ただし、５月下旬

移植では、千粒重が小さくなり、６月中旬移植では、籾数が確保されるが、登熟歩合が低下

する。６月下旬以降の移植では籾数が減少するため減収する（表１、図２）。また、６月下

旬以降の移植では、明らかに玄米の白度が下がる（表１）。 

 

３．多収を得る栽植密度は、18.5 株／㎡である。これより疎植では、茎数・穂数が不足し、籾

数が明らかに少なくなる。また、密植（22.2 株／㎡）では、１株当たりの茎数・穂数が抑え

られ、㎡当たりの籾数は同等で、収量に明らかな差が無く、有利とは言えない（図３）。 

 

 

 

 

１．移植期の試験は、農産園芸研究所（合志市）の灰色低地土において、栽植密度 18.5 株

／㎡、一株３本手植え、中苗移植の栽培条件で実施した。栽植密度の試験は、厚層腐植

質多湿黒ボク土において実施した。 

２．施肥方法は、ａ当たり窒素成分で、基肥 0.5kg・穂肥 0.3kg・晩穂 0.2kg で実施した。 

３．試験期間の 2010～2011 年は、６月の降雨量が多く、日照時間が平年よりも短かった。 

４．本試験では、ウンカ対策として、本田防除（粒剤１回と乳剤２回）を実施した。

研究のねらい 

研 究 の 成 果        

普及上の留意点 
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【具体的データ】             No.530（平成 24 年 5 月）分類コード 02-01 熊本県農林水産部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図１ 移植期別の生育ステージ 

                 （2010～2011 年の平均） 

 

 表１ 移植期別の生育と収量構成（ミズホチカラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図２ 移植期別の収量(ﾐｽﾞﾎﾁｶﾗ)           図３ 栽植密度と収量(ﾐｽﾞﾎﾁｶﾗ) 

注 1)ﾃﾞｰﾀは、2010～2011 年の平均値        注 1)上段 11.1～18.5 株のﾃﾞｰﾀは、2009～2010 年の 

注 2)玄米の篩目は 1.7mm           5/27 と 6/27 移植の平均値、下段 18.5 と 22.2 株 

注 3)英小文字は、多重比較において      /㎡のﾃﾞｰﾀは 2011 年 5/27,6/7,6/17 移植の平均値 

異文字間に５％水準で有意な差が     注 2)英小文字は、多重比較において、異文字間に５

あることを示す。             ％水準で有意な差があることを示す。 
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移植日
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穂
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重

粗玄
米重
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千粒
重

玄米
白度

(月/日) (cm) (本/㎡) (0～5） (kg/a) (kg/a) (kg/a) (ｇ)
5/27 80 238 0 91 82.5 4.8 179 a 24.1 22.4
6/7 81 236 0 109 83.4 2.5 189 a 25.0 23.6
6/17 80 259 0 100 78.3 1.7 179 a 25.7 24.7
6/27 79 245 0 91 72.6 8.2 163 b 24.9 21.8
7/7 77 250 0 70 69.9 10.0 132 c 24.0 19.3

注1)データは、 2010～2011年の平均値。
注2)玄米白度は、 K社C-300による。
注3)英小文字は、 多重比較（ 最小有意差法） において異文字間に５ ％水準で有意差があるこ と を示す。

籾
数

(粒/穂)
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農業研究成果情報     No.531（平成 24 年 5 月）分類コード 02-01 熊本県農林水産部  

水稲「ミズホチカラ」の多収を効率的に得る施肥方法と堆肥施用の効果 

水稲「ミズホチカラ」の多収を得る施肥方法は、ａ当たり窒素成分で基肥 0.5kg－穂肥 0.

3kg－晩期穂肥 0.2kg である。堆肥の施用により４～６％の増収効果がある。「ミズホチカラ」

は、㎡当たり籾数と登熟歩合に負の相関があるため、施肥法や施肥量を変えても収量は変わ

らない。 

農業研究センター農産園芸研究所作物研究室（担当者：田中幸生） 

 

 

 

 水稲「ミズホチカラ」は熊本県の認定品種に採用され、米粉用品種として、玉名地域を

中心に作付けされている。しかし、本品種の多収を得る栽培方法は、確立されていない。 

 そこで、施肥方法及び堆肥の施用が「ミズホチカラ」の生育及び収量・品質に与える影

響を明らかにし、安定多収栽培方法を確立する。 

 

 

 

 

１．「ミズホチカラ」の玄米重と穂数及び㎡当たり籾数との間には正の相関があり、移植後 30

日追肥が穂数及び㎡当たり籾数確保に有効であるが、㎡当たり籾数と登熟歩合に負の相関が

あるため、収量の変動幅は小さい。また、穂肥の増施による収量増加効果は、ほとんど認め

られない。このため、多収を効率的に得る施肥方法は、基肥 0.5kg－穂肥 0.3kg－晩期穂肥 0.

2kg である（表１、図１）。 

 

２．普通期「ミズホチカラ」に堆肥を施用すると約４％（100kg／ａ施用）から６％（200kg／

ａ施用）の増収効果が認められる。堆肥施用による増収要因は、初期生育促進による穂数及

び㎡当たり籾数の増加にある。ただし、200kg／ａ施用では登熟歩合の低下が認められる（表

２、図２）。 

 

 

 

 

１．施肥方法の試験は、農産園芸研究所（合志市）の灰色低地土において、移植期６月 21

日、栽植密度 18.5 株／㎡、一株３本手植え、中苗移植の栽培条件で実施した。堆肥の試

験は、黒ボク土において移植期５月 27 日と６月 27 日で実施した。 

２．堆肥は、全窒素 0.7～0.8％、水分 41～61％の牛ふん堆肥を施用した。 

３．堆肥試験において、前作の稲ワラは、全て持ち出した。 

４．試験期間の 2010～2011 年は、６月の降雨量が多く、日照時間が平年よりも短かった。 

５．本試験では、ウンカ対策として、本田防除（粒剤１回と乳剤２回）を実施した。

研究のねらい 

研 究 の 成 果        

普及上の留意点 
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穂
数

㎡当たり
籾数

登熟
歩合

千粒
重

0.70 0.57 0.19 -0.09
** ** n.s n.s

穂
数

登熟
歩合

千粒
重

0.89 -0.29 -0.08
** n.s n.s

精玄米重
との相関

㎡当たり
籾数との
相関

【具体的データ】             No.531（平成 24 年 5 月）分類コード 02-01 熊本県農林水産部 

 

表１ 収量構成項目の相関関係（n=26） 

 

 

 

 

   

注)**は１％、*は５％水準で有意を示す。 

n.s は非有意を示す。 

 

別表 施肥方法（窒素施用量） 

 

 

 

 

                       

 

図１ 施肥方法と収量と収量構成 

注)晩期穂肥は、出穂-10 日に全区 0.2kg 施用。     注 1)図中のエラーバーは標準偏差。 

                          注 2)精玄米重には、５％水準で有意差無し。 

 

表２ 堆肥施用と収量構成（３ヶ年平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 堆肥の施用と精玄米重 

注）施肥方法は、窒素成分で基肥 0.5、穂肥 0.3、晩期穂肥 0.2kg 施用。 

項目 基肥
移植後
+30追肥

穂肥出穂
-25日

区名 kg／a kg／a kg／a

標準 0.5 0 0.3

+30追肥 0.5 0.3 0.3

穂肥増 0.5 0.3 0.6

基肥増 0.8 0 0.3

基肥穂肥増 0.8 0 0.6

全増施 0.8 0.3 0.6
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(本/㎡) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (kg/a) (％) (kg/a) 粒 (×100粒) (％) (ｇ)

無施用 431 78 21.9 227 83 100 76.5 n.s. 100100100100 4.2 182 413 75.7 24.4

100kg 439 78 22.9 233 86 103 79.3 n.s. 104104104104 4.4 178 415 74.4 24.4

200kg 475 79 22.0 254 90 106 80.8 n.s. 106106106106 5.0 174 441 71.5 24.4

注１）2009～2011年、5/27・6/27移植、18.5株/㎡の平均値。玄米検査等級は、全て規格外。篩は1.7mm。倒伏は、全区0.5程度。

注２）表中の英小文字は、多重比較（最小有意差法）において異文字間に５％水準で有意差があることを示す。

注３）施肥方法は、窒素成分で基肥0.5、穂肥0.3、晩期穂肥0.2kg施用。

精玄
米重

(kg/a)

堆肥の量
(/a)
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機関名 広島県立総合技術研究所農業技術センター

部署名 生産環境研究部

記入者氏名 房尾　一宏

電話番号 082-429-2590

e-mail ngcseisan@pref.hiroshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

水稲鉄コーティング直播の苗立ち向上のための耕種的防除技術

水稲鉄コーティング直播栽培における苗立ち不良は，水生生物と苗腐病が主な
原因であり，出芽始期から第1葉期まで，約10日間の落水管理で，耕種的に防除
できる。

水稲鉄コーティング直播栽培における苗立ち不良が解決される。

無

広島県内では直播栽培のとりくみがまだ少ない。

広島県立総合技術研究所農業技術センター

農林水産省　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（H22～24）
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出芽始期の落水管理と第

１葉期の再入水時にメタア

ルデヒド剤を施用（4kg/10a）

する組み合わせ処理で防除

できます。
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2012 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 生産環境研究部

水稲鉄コーティング直播の耕種的防除技術水稲鉄コーティング直播の耕種的防除技術水稲鉄コーティング直播の耕種的防除技術水稲鉄コーティング直播の耕種的防除技術

水稲鉄コーティング直播栽培で問題になる病虫害の実態解明と水管理による耕

種的防除技術を開発しました。

農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（平成新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（平成新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（平成新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（平成22222222年度～年度～年度～年度～24242424年度）年度）年度）年度）

苗立ち不良は，水生生物と苗腐病が主な原因であり，出芽始期

から第１葉期（約１０日間）の落水管理で耕種的防除ができます。

①出芽始期までに強制落水する。

②出芽始期から第１葉期までの間は，

落水状態を保つ。

③第１葉期に再入水する。

④一発処理除草剤を施用する。

［注意点］

田面の均平化や溝切りを行い，水田

内に水たまりが残らないようにする。

水生生物害や苗腐病を防ぐ水管理技術水生生物害や苗腐病を防ぐ水管理技術水生生物害や苗腐病を防ぐ水管理技術水生生物害や苗腐病を防ぐ水管理技術

苗腐病イネミズゾウムシ モノアラガイ類 ユスリカ類

02040
6080100

010
2030

010
2030

湛水 落水

被害度 被害苗率（％） 土中埋没率（％）
湛水 落水 湛水 落水 湛水 落水

腐敗苗率（％）
処理前播種28日後処理前播種28日後生息密度 14日後再入水＋メタアルデヒド剤 無処理21日後再入水14日後再入水

スクミリンゴガイ

出芽始期まで（約２日）
第１葉期まで（約１０日間）強制落水

芽を切る状態芽を切る状態
落水状態播種 入水
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機関名 新潟大学

部署名 農学部

記入者氏名 粟生田忠雄

電話番号 ０２５－２６２－６６５４

e-mail aoda@agr.niigata-u.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

新潟県内の一部の地区にとどまる。

有限会社小田製陶所、新潟大学

http://www.odakame.com/2010/04seihinjouhou/seihin01whaisuimasu/seihin01.ht
ml

米

環境に配慮した高品質米生産のための陶管暗渠を用いた土壌水管理システムの
開発

　本土壌水管理システムは、陶管の暗渠管を利用した水田の土壌水分、地下水位
等を調整できるシステムである。従来の暗渠本管の上端に立ち上がりを設けること
で、地下灌漑、および排水時の大気供給も可能とし迅速な地下排水を可能とした。
迅速な地下排水は、暗渠管内の清掃効果もある。暗渠本管の下端は、多機能排水
桝を設置し、立ち上がり管を設けた。このことで、水閘の経年劣化による開閉ストレ
スを軽減した。また、地下水位を目視できるため、地下灌漑時の地下水位設定をし
やすくした。なお、多機能排水桝には、田んぼダム用の仕切り板も設置できる。ま
た、本暗渠と補助暗渠をモミガラなどの疎水材で連続させ、粘質土や大区画の水
田でも迅速な灌漑と排水をできるようにした。さらに、近年の温暖化対策として、登
熟期の地下灌漑による地温制御を実証予定である。

　本土壌水管理システムは粘質土、伏流水で排水不良の水田に適応できることが
実証試験で明らかになった。また、補助暗渠の効果的な配置により、本暗渠の設置
本数を減らすこと、本暗渠の埋設深度を浅くすること、などが明らかになってきた。
このことにより、浅い排水路施工を可能とし、圃場整備事業費の大幅な軽減に寄与
する。また、陶管は粘土を焼いたもので自然素材であり環境負荷が無いこと、寿命
が長いことも特徴である。

なし
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機関名 石川県立大学

部署名 生産科学科

記入者氏名 関根政実

電話番号 076-227-7434

e-mail sekine@ishikawa-pu.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

イネの特定の遺伝子の発現を抑制する新手法、イネの新しい突然変異体の作
出

artificial microRNA（amiRNA）を利用してイネの特定の遺伝子の発現を抑制する
システムを確立している。また、イネ内在性トランスポゾンnDart1-0 を変異源とす
るコシヒカリ系統を利用して、新しい突然変異体を選抜することで、容易に原因と
なる遺伝子の同定を行うことができる。

例えば、日本のイネはいもち病に対して抵抗性を示さないことから、いもち病に
抵抗性を示す突然変異体をnDart1-0を変異源とするコシヒカリ系統で選抜し、そ
の原因となる遺伝子を同定する。この遺伝子が特定されれば、過剰発現または
amiRNAを利用してその遺伝子の発現を抑制することで、その遺伝子の機能を解
明するだけでなく、いもち病により抵抗性を示すスーパーイネを開発することがで
きる。

無
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機関名 石川県立大学

部署名 生産科学科

記入者氏名 高原浩之

電話番号 076-227-7437

e-mail takahara@ishikawa-pu.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

無

無

無

石川県立大学、岡山大学資源植物科学研究所の共同研究

現在は、単離・同定したコシヒカリ変異体系統が、なぜ耐病性を獲得したのか、そ
の原因を遺伝子レベルで調査を行っている。さらに今後、そのような有用形質を
次世代に安定して引き継ぐ固定技術を確立し、応用に結び付けたい。

米

コシヒカリ突然変異集団を利用した新品種の選抜

イネの優良食味品種コシヒカリは、主に福島・新潟以南の日本各地で広く栽培さ
れており、石川県でも約80％の作付面積を誇る。その一方で、コシヒカリは倒伏し
やすく、いもち病などの病気にも弱いことから、栽培方法の改良や薬剤防除の管
理のもとで栽培が行われている。このようなコシヒカリの弱点を克服するため、本
研究技術は、遺伝子組み換えでないコシヒカリ突然変異体集団から、新たな有用
形質を持ち合わせた新品種を選抜するものである。今回は、そのような有用形質
の中で、イネの最重要病害であるいもち病に対して抵抗性を示す系統の選抜を試
み、複数候補の単離に成功した。

　病害防除には、主に薬剤の施用が行われている。本研究技術によって選抜され
たコシヒカリ新系統は、それ自体がいもち病などの病害に対して抵抗性を示すこと
が予測されることから、殺菌剤などの大幅な利用低減が期待される。このことによ
り、薬剤による環境汚染や、食品中の残留農薬の低下など、さらなる波及効果が
期待される。
　本研究技術で利用している材料は、育種的方法を用いて突然変異を誘発させ
た点に特徴がある。遺伝子組み換え技術を用いることなく作成されたコシヒカリ突
然変異集団は、圃場レベルで栽培が可能である。さらに、病害以外の環境ストレ
スに対して耐性を示す系統の選抜も可能であり、今後、様々な研究材料に応用す
ることが期待される。

無
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機関名 公立大学法人　福井県立大学

部署名 生物資源学部

記入者氏名 吉岡俊人

電話番号 0776-61-6000 extn. 3608

e-mail yoshi@fpu.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福井県立大学、住友農業資材株式会社

米

水稲種子温湯消毒時の耐熱性強化種子処理技術

イネ種子を予め高浸透圧溶液に1日浸漬し、乾燥することにより温湯消毒時の耐
熱性を高める技術である。耐熱性強化の程度は、コシヒカリ種子で1.5～3.0℃であ
る。または60℃の水温を用いる場合は、浸漬時間を5分～20分間延長することが
できる。　したがって、本技術により耐熱性を高めたコシヒカリ種子では、現在
60℃・10分間で行われている湯温処理を、61.5～63.0℃・10分間、または60℃・15
分～30分間で行うことが可能である。なお、ハナエチゼン種子は湯温消毒時の耐
熱性が低いが、本技術の適用によって、コシヒカリと同程度まで耐熱性を強化で
きる。

本技術を用いることにより、種子の耐熱性が低いために通常の60℃、10分間の温
湯消毒を行うと種子発芽が不良になってしまう品種（ハナエチゼン、モチ性品種な
ど）の温湯消毒が実施可能になる。また、通常の60℃、10分間の温湯消毒では、
防除が不十分な場合があるバカ苗病などの防除価を100％にまで高めることがで
きる。これは、耐熱性菌の出現を抑制することにもなる。あるいは、温湯消毒効果
のばらつきを軽減することができる。　　さらに、本技術は野菜種子にも適用でき
る。野菜種子は、殺菌剤を代替する種子殺菌法がないために、ほぼ100％の種子
に化学農薬を処理しており、特別栽培でもその使用が認められている。本技術に
より、化学農薬を用いない種子殺菌が期待できる。

無
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機関名 地方独立行政法人青森県産業技術センター

部署名 農林総合研究所

記入者氏名 境谷栄二

電話番号 0172-52-4391

e-mail eiji_sakaiya@aomori-itc.or.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

今後、青森県内で普及予定。
（平成25年度　普及する技術・指導参考資料【青森県】に採用）

（地独）青森県産業技術センター、（独）農業環境技術研究所

＜発表文献＞
　境谷栄二・井上吉雄（2013）　米の適期収穫への航空機および衛星リモートセン
シングの実践的利用　日本リモートセンシング学会誌　33(3)：185-199.

米

リモートセンシングによる収穫適期の推定

航空機または衛星リモートセンシングを活用し、水稲の収穫適期を広域でほ場ご
とに推定できる。画像データの670nm付近（赤の波長）の反射率を利用して、収穫
前に適期を暦日で推定し、ほ場単位でマップ化する。

本技術は、適期収穫指導ならびに産地レベルでの収穫計画の参考として活用で
きる。
温暖化の影響から胴割米による品質低下が全国的な問題となっており、この回避
には適期収穫が有効とされる。本技術活用により、産地レベルで収穫時期が最適
化され、品質の低下防止が期待できる。

無し
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 最近、夏から秋がかなりの高温となる年が多く、青森県でも中南地域を
中心に胴割米による品質被害が頻発しています。胴割米は収穫時期が適期
（胴割米の発生前）より遅くなった場合に発生しますが、高温年では胴割
米の発生時期が早まることから適期内での収穫が一層難しくなります。 
 そこで、適期収穫を支援する技術として、圃場ごとの適期（成熟期）を
広範囲で推定する技術を開発したのでご紹介します。 

リモートセンシングを利用して、広範囲で圃場ごとの 
収穫適期が推定できるようになりました！ 

研究成果 

 農林総合研究所 

青森県産業技術センター 農林総合研究所・生産環境部まで(℡0172-52-4391） 

お問い合わせ 

 「収穫適期マップ」を収穫計画の参考とすることで、地域全体で胴割米防止が期待できます。 

 出穂後17日に人工衛星で撮影を行い、画像から圃場一筆ごとに適期を推定しました。 
マップの下側の地域では、上側の地域よりも適期が早いことがわかります。 
また、圃場ごとの適期についても、一目で把握できます。 

衛星画像からの適期の推定 

 衛星画像  
(平川市、平成24年8月21日撮影) 

 収穫適期マップ (平成24年版) 
（衛星画像の660nmの波長から推定） 

胴割米         

胴割れ 

活用法 
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機関名 秋田県農業試験場

部署名 生産環境部

記入者氏名 進藤　勇人

電話番号 018-881-3330

e-mail

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

無

本方式は、水稲の品種や栽培法により回帰式が異なるため、精度を高めるため
には検量線の作成が必要であり、また異なるメーカの穀粒用水分計を用いる場合
も検量線を作成する必要があるが、同様の手順で検量線を作成することで、普及
現場で活用できると考えている。

秋田県農業試験場

・平成２４年度秋田県「実用化できる試験研究成果」参考事項　大豆子実用高周
波容量式水分計によるコンバイン収穫後　稲わら水分の簡易推定、pp45-46
・進藤勇人・齋藤雅憲・片平光彦・加藤良成・山谷正治：八郎潟干拓地稲わら収集
作業における稲わら水分の変動要因－反転作業と土壌水分が稲わら水分に及
ぼす影響と高周波容量式水分計による稲わら水分の簡易推定－、農機東北支
報、59、43-47、2012

米

　大豆子実用高周波容量式水分計によるコンバイン収穫後稲わら水分の簡易推
定

大豆子実用高周波容量式水分計の読み値から、稲わら水分を簡易に推定できる
方法を開発した。本推定法は稲わらの細断と電池式の水分計によるため、圃場
の稲わらから迅速に多点数の水分を推定できることが特徴である。具体的には、
測定する稲わらは10～15mmの均一な長さに細断し、混和する。細断した稲わら
を大豆子実水分測定方法に準じて、付属の計量カップで計量し、大豆子実用高周
波容量式水分計（本試験では商品名：Ｋ社製ダイザーを使用した）を用いて測定
する。測定は３回程度繰り返し行い、その読み値（表示値）の平均値を測定値とす
る。この測定値は、稲わら水分の実測値（105℃、乾熱法）との相関が高いことか
ら、事前に測定値と稲わら水分の検量線を作成しておくことで、簡易推定が可能
になる。

　稲わらは、畜産や園芸作物で多く利用される有用な有機資源であるが、収集運
搬や稲わらの乾燥が天候に左右されやすい。水分の低い稲わらは保管性がよ
く、梱包密度が高まるなど利点が多いことから、効率的に稲わらを収集、活用する
ためには圃場で迅速に水分状態を把握することが重要である。水分測定は乾熱
法や赤外線を利用した水分計が多く用いられているが、長時間要することやごく
少量のサンプルの測定しかできないといった問題点がある。本方式は、事前に検
量線を作成する必要があるが、前処理は細断のみで、数秒で5～10gの稲わら水
分を推定できるため、圃場で迅速に稲わらの乾燥程度を把握でき、効率的な収集
作業に貢献できる。

無

無
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 作物園芸部　稲作科

記入者氏名 佐久間　祐樹

電話番号 024-958-1722

e-mail sakuma_yuuki_01@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

上記技術のうち塩化カリの散布は除染の一技術として殆どの町村で、またゼオラ
イトの散布は塩化カリに追加する技術として一部の町村で事業化されている。

福島県農業総合センター

詳細は　http://www4.pref.fukushima.jp/nougyou-
centre/kenkyuseika/h24_radiologic/h24_radiologic_15.pdf　　を参照

米

水稲におけるゼオライトとカリ資材の放射性セシウム吸収抑制技術

細粒グライ土壌において、放射性物質の吸収抑制効果を各種資材を用いて明ら
かにした。
結果は以下のとおりである。

１　ゼオライトは土壌中の交換性カリ含量を増加させ、玄米中の放射性セシウム
吸収抑制効果が認められた。
２　ゼオライトとケイ酸カリの併用では、玄米の放射性セシウム吸収抑制効果は高
かった。
３　塩化カリは、ケイ酸カリに比較して交換性カリ含量の上昇が速いため、放射性
セシウム吸収抑制効果は高かった。
４　収穫時の土壌中の交換性カリ含量と玄米中の放射性セシウム濃度には、高
い相関が認められた。

玄米から放射性セシウムが検出された地域で、吸収抑制対策として効果が期待
できる。

無
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放射線関連支援技術情報

水稲におけるゼオライトとカリ資材の

放射性セシウム吸収抑制効果

福島県農業総合センター作物園芸部稲作科

事業名 放射性物質吸収抑制技術の開発

小事業名 放射性物質除去・低減技術開発事業

研究課題名 吸着資材による吸収抑制技術の開発

担当者 佐久間祐樹・佐藤誠

Ⅰ 新技術の解説

１ 要旨

阿武隈山系の花崗岩を母材とした細粒グライ土の水田において、水稲を対象にゼオライト、ケイ酸カリ、塩化カリの

効果を明らかにした。

(1) ゼオライトは土壌中の交換性カリ含量を増加させ、玄米の放射性セシウム吸収抑制効果が認められた。

(2) ゼオライト+ケイ酸カリ区は土壌中の交換性カリ含量を高く維持し、玄米の放射性セシウム吸収抑制効果は高かっ

た。

(3) 塩化カリは水溶性のため、く溶性のケイ酸カリより土壌中の交換性カリ含量を速やかに上昇させ、放射性セシウム吸

収抑制効果もケイ酸カリより高かった。

(4) 収穫時土壌中交換性カリ含量と玄米放射性セシウム濃度には、高い相関が認められた。

２ 期待される効果

(1)阿武隈山系の花崗岩を母材とした水田におけて、ゼオライト、カリ資材を効率的に施用することができる。

３ 活用上の留意点

(1) 本結果は阿武隈山系の花崗岩を母材とした陽イオン交換容量の低い細粒グライ土(11～14meq/100g)における試験

である。

(2)供試ゼオライトは、福島市飯坂町産カリ成分2.2%である。

(3) 各資材の放射性セシウム吸収抑制率は、資材投入前の土壌中の交換性カリ含量に影響されると考えられる。
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Ⅱ 具体的データ等

表１ 土壌中の交換性カリ含量の推移 (mgK2O/100g)

区名
資材

投入前
5月23日 6月15日 7月6日 7月25日 8月17日 収穫後

①ゼオライト50kg/a 3.7 11.5 10.9 9.6 6.6 5.0 4.1
②ゼオライト100kg/a 3.7 13.5 14.8 11.7 10.3 7.1 4.9
③ゼオライト+ケイ酸カリ 3.3 15.6 17.8 23.1 13.2 12.3 7.5
④無処理 3.4 6.7 7.9 6.7 3.7 2.9 3.0

⑤ケイ酸カリ(K2O 25mg/100g) 3.8 8.5 9.4 9.8 5.9 6.4 5.2

⑥塩化カリ(K2O 25mg/100g) 3.9 16.2 22.1 18.2 12.2 8.5 6.8

⑦無処理 3.6 7.3 9.1 7.3 3.5 3.0 3.5
※値は平均値±標準偏差
※③ゼオライト+ケイ酸カリ区は、ゼオライト100kg/a+ケイ酸カリ(土壌中の交換性カリ含量25mg/100gを
目標とし、15.9～16.7kg/a施用）⑤ケイ酸カリ区、⑥塩化カリ区は土壌中の交換性カリ含量25mg/100gを
目標とし、ケイ酸カリ区は15.2～15.9kg/a、塩化カリ区は5.2kg/aを施用。
※いずれの資材も耕起前に施用。各区ともに基肥N:P2O5:K2O=0.52:1.28:0.40kg/aを施肥。

※①～④は１ほ場を１ブロックとして３反復とした。⑤～⑦は①～④試験ほ場のうち１ほ場内に２反復
を設けた。

表２ ゼオライト及びカリ資材が水稲の放射性セシウム濃度に及ぼす影響

Cs-137濃度
(Bq/kg.Dw)

無処理
区比
(%)

Cs-137濃度
(Bq/kg.Dw)

無処理
区比
(%)

Cs-137濃度
(Bq/kg.

15%水分補正)

無処理
区比
(%)

①ゼオライト50kg/a 42.6 46 48.0 55 14.5 50
②ゼオライト100kg/a 37.0 40 31.8 42 10.0 36
③ゼオライト+ケイ酸カリ 33.0 43 24.5 33 7.1 28
④無処理 87.9 100 84.4 100 28.2 100

⑤ケイ酸カリ(K2O 25mg/100g) 41.5 67 35.7 64 10.7 58

⑥塩化カリ(K2O 25mg/100g) 13.1 21 15.1 27 3.5 19

⑦無処理 62.0 100 56.1 100 18.6 100

※①～④の無処理区比は反復毎の無処理区比の平均とし、⑤⑥は⑦の対比とした。

区名

7月5日稲体 8月17日（穂揃い期）稲体 玄米

※値は平均値±標準偏差

Ⅲ その他

１ 執筆者

佐久間祐樹

２ 実施期間

平成２４年度

３ 主な参考文献・資料

平成２４年度センター試験成績概要

図１ 土壌中の交換性カリウム含量（収穫後）と玄米Cs-137濃度の関係
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図１ 収穫時土壌中交換性カリ含量と玄米中放射性セシウム濃度の関係
※ρは順位相関係数を示し、１％水準で有意性あり。
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 企画経営部企画技術科

記入者氏名 遠藤敦史

電話番号 024-958-1700

e-mail endou_atsushi_02@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

水稲の有機栽培ではコナギ防除の関心が高く、本情報を意識した生産がなされ
ている。

福島県農業総合センター

米

水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生育と水稲収量に及ぼす影響

１　分げつ期間は水稲の生育量に応じて田面が遮蔽されていく。コナギの乾物重
は平均相対光量子量と正の相関関係が認められる。密植により平均相対光量子
量が低下するとコナギの乾物重も低下する。
２　幼穂形成始期におけるコナギ乾物重と成熟期のコナギさく果数は、株間を狭
め栽植密度が密になるほど減少する。
３　株間を狭め栽植密度が密になるほど、穂数、平方メートル当たり籾数が確保さ
れ収量は向上する。
４　株間が広くなるほどコナギが多発生し雑草害により減収する。しかし、株間を
狭めて水稲の田面遮蔽による抑草効果が得られればコナギによる雑草害は軽減
される。コナギ抑草の耕種的方法として株間を狭めた栽培は有効である。

本成果は、いもち病の発生が少ない地域にてコシヒカリの有機栽培におけるコナ
ギ防除体系体系を組み立てるにあたっての指標となる。

無
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研究所トップ≫研究成果情報≫平成22年度 

水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生育と水稲収量に及ぼす影響 

［要約］ 

有機質資材散布と水田中耕除草機体系における水稲有機栽培では株間を広くし疎植にするとコナギが多発生し減収する。一方、株

間を狭めた栽培では水稲の田面遮蔽によるコナギ抑草効果が得られ雑草害を軽減することができ収量は向上する。 

［キーワード］ 

水稲、有機栽培、栽植密度、雑草防除、相対光量子量 

［担当］ 

福島農総セ・作物園芸部 

［代表連絡先］ 

電話024-958-1722 

［区分］ 

東北農業・作物・（稲栽培） 

［分類］ 

技術・参考 

［背景・ねらい］ 

水稲有機栽培では、雑草防除、特にコナギ防除が重要な課題である。また、現場ではいもち病の発生を抑制する目的で株間を広げ

た疎植栽培が行われているが、雑草対策と収量確保について課題がある。そこで、有機質資材散布と水田中耕除草機体系による水稲

有機栽培において栽植密度がコナギ生育や水稲収量に及ぼす影響について試験を行い有機栽培技術の改善推進の基礎資料とする。 

［成果の内容・特徴］ 

1. 分げつ期間は水稲の生育量に応じて田面が遮蔽されていく。コナギの乾物重は平均相対光量子量と正の相関関係が認められる
（図１）。密植により平均相対光量子量が低下するとコナギの乾物重も低下する。  

2. 幼穂形成始期におけるコナギ乾物重と成熟期のコナギさく果数は、株間を狭め栽植密度が密になるほど減少する（表１）。  

3. 株間を狭め栽植密度が密になるほど、穂数、平方メートル当たり籾数が確保され収量は向上する。（表２）。  

4. 株間が広くなるほどコナギが多発生し雑草害により減収する。しかし、株間を狭めて水稲の田面遮蔽による抑草効果が得られれば
コナギによる雑草害は軽減される。コナギ抑草の耕種的方法として株間を狭めた栽培は有効であることが示唆される。 

［成果の活用面・留意点］ 

1. 本成果は、福島県で有機栽培３年～４年目のほ場にて有機質資材散布（米糠または菜種油粕10kg/a）と水田中耕除草機による条
間除草体系で「コシヒカリ」を栽培し、葉いもちと穂いもちの発生が少なかった年次の結果である。ほ場は有機栽培２年目よりコナギ
が優先して発生し、次いでホタルイがみられる。アゼナなど広葉雑草は少なく、ヒエはほ場内に数本散見される程度の発生である。  

2. 本成果は、いもち病の発生が少ない地域にてコシヒカリの有機栽培におけるコナギ防除体系体系を組み立てるにあたっての指標と
なる。 

[具体的データ] 

 

水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生育と水稲収量に及ぼす影響
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水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生育と水稲収量に及ぼす影響
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［その他］ 

研究課題名  

有機栽培及び特別栽培に関する個別技術の開発・検証  

予算区分  

国庫補助（電源立地交付金、2008 年まで）、県単（2009 年）  

研究期間  

2005 ～ 2009 年度  

研究担当者  

島宗知行、鈴木幸雄 

農研機構ホーム

水稲有機栽培の栽植密度がコナギ生育と水稲収量に及ぼす影響
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機関名 福井県農業試験場

部署名 福井県食品加工研究所

記入者氏名 小林恭一

電話番号 0776-61-3539

e-mail kyoichi_kobayashi@fklab.fukui.fukui.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

平成25年3月15日

特許第5218041号

実施許諾1社

福井県食品加工研究所

平成21年普及に移す技術
掲載先：福井県農業情報ポータルサイト　アグリネット
アドレス：http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/shiken/hukyu/h21.html

米

米乳酸発酵飲食品及びその製造方法

　米に麹、水を加え糖化した甘酒、もしくは米に乳酸菌が利用できる糖類、水を加
え、米発酵に適した乳酸菌であるＬａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ．ＦＰＬ１（ＮＩＴＥ　Ｐ－６９１）、
該乳酸菌含有物、その処理物の少なくともひとつを含有してなること、を特徴とす
る飲食品。

米の新用途開発、菓子、飲料開発

特許権　有
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機関名 福井県農業試験場

部署名 福井県食品加工研究所

記入者氏名 小林恭一

電話番号 0776-61-3539

e-mail kyoichi_kobayashi@fklab.fukui.fukui.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

―

―

無

福井県食品加工研究所

平成25年実用化技術
掲載先：福井県農業情報ポータルサイト　アグリネット
アドレス：http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/shiken/hukyu/h25.html

米

アミロース含量を指標とした米パン硬化抑制

　低アミロース米粉を使った米パンは焼成後3日で高アミロース米粉を使用した米パ
ンと比べて硬くなり難いことが分かった。アミロース含量が米パンの膨らみに大きな
影響を及ぼし、高くなると膨らみが大きくなる。一方、アミロース含量が5％以下であ
ると形状の保持が困難になる。
　米パンの膨らみと硬化抑制のバランスを考慮すると、アミロース含量を概ね8～
10％にすることで膨らみを保つことができ、かつ硬化抑制効果がある。

米粉パンの品質向上、日持ち向上

無
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機関名 福井県農業試験場

部署名 有機環境部

記入者氏名 高岡誠一

電話番号 ０７７６－５４－５１００

e-mail s-takaoka-sc@pref.fukui.lgjp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

―

―

　畦畔等水田周辺雑草地でのＤＢＮ剤の散布面積
　　平成２４年度　　４５ｈａ
　　平成２５年度　１４０ｈａ
　　　※　平成２５年度　中日本高速道路法面７００ｍで実証試験を実施

福井県農業試験場　有機環境部

平成25年実用化技術
掲載先：福井県農業情報ポータルサイト　アグリネット
アドレス：http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/shiken/hukyu/h25.html

米

積雪前の除草剤散布による斑点米発生防止技術

　積雪前の秋から冬にかけて、ＤＢＮを成分とする除草剤をカメムシ類の越冬場
所である、水田周辺雑草地に散布し、イネ科雑草を枯死または殺種作用により翌
春の雑草の発生を抑制する。
　ＤＢＮ剤によるイネ科雑草の枯死により、カメムシ類の越冬後の初域にダメージ
を与え、越冬世代以後の発生量を低下化させる。
　ＤＢＮ剤の散布時期が、秋から冬にかけての農閑期になるため、融雪後から田
植え時期の除草作業が軽減され、労力の分散が可能である。
　広域的にＤＢＮ剤を散布することによって、地域全体のカメムシ類の生息密度が
低下し、生育期間中の殺虫剤散布を主とした慣行防除に比べ、斑点米の発生抑
制効果は高い。

　ＤＢＮ剤の効果を安定させるため、冬期間の平均気温が１２℃以下になる地域。
　カメムシ類の越冬場所となる水田周辺雑草地および農道等の法面。
　斑点米の発生量の減少。
　生育期間中の殺虫剤散布回数の低減による減農薬栽培の支援。
　カメムシ類防除のための水稲生育期間中の除草作業の低減と分散。

無
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機関名 和歌山県農業試験場

部署名 環境部

記入者氏名 林恭弘

電話番号 0736-64-2300

e-mail hayashi_y0020@pref.wakayama.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

西牟婁、東牟婁地域13ha

和歌山県農業試験場

米

梅調味廃液を利用した水田雑草管理

和歌山県内で調味梅干製造に使用された後の梅調味廃液は年間18,000トン発生
し、内10,000トンが産業廃棄物として廃棄処分されているが、主要成分として糖分
20％程度、塩分8％程度、クエン酸3％程度を含んでいる。
この梅調味廃液を水田に施用すると田面の酸化還元電位が低下し、水田雑草の
発生を抑制することが可能である。
本技術では、田植え直後と田植え後7～10日の2回、水田に梅調味廃液300L/10a
を施用することで、水田雑草の発生を70％程度抑制することができる。

特色ある米の販売を目指す生産者グループ向け。

無
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機関名 岡山県農林水産総合センター農業研究所

部署名 作物・経営研究質

記入者氏名 土居典秀

電話番号 ０８６－９５５－０２７１

e-mail norihide_doi@pref.okayama.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

スクミリンゴガイの発生予察に使用し

岡山県農林水産総合センター農業研究所

米

水稲を加害するスクミリンゴガイ発生量の予測法

冬季の気温からスクミリンゴガイの発生量と水稲の被害発生圃場率を予測技術を
開発した。

スクミリンゴガイは温暖な地域における水稲生育初期の食害が問題となっている
が、その発生量と被害圃場率を予測することで的確な防除対策が可能となり、被
害が軽減できる。

なし
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 生産環境研究所

記入者氏名 身次 幸二郎

電話番号 096-248-6447

e-mail mitsugi-k@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

普通期水稲と小麦に有効なリン酸・カリの減肥栽培

土地利用型作物の栽培では近年の肥料価格の高騰に対応して省資源的で低コ
ストの施肥技術が求められている。そこで普通期水稲と小麦の栽培体系において
土壌診断に基づきリン酸肥料と加里肥料を大幅に削減出来る施肥技術を確立し
た。土壌中の有効態リン酸が1mg/100g乾土以上で交換性カリウムが20mg/100g
乾土以上の土壌ではリン酸及びカリウムの減肥栽培をを３年間継続しても収量、
品質は維持される。減肥栽培によるリン酸及び加里の養分収支は水稲、小麦の
いずれもわらをほ場外へ持ち出した場合はマイナスとなるが土壌中の有効態リン
酸及び交換性カリウム含量は標準栽培と比較して明らかな減少傾向は見られな
い。

普通期水稲と小麦の栽培において肥料価格の高騰に対応した施肥技術として活
用することで水稲及び小麦の生産性を維持しながら施肥コストの低減を図ること
が出来る。

無

無

無

県内３地域のJA稲作こよみに取り入れられている。

熊本県農業研究センター生産環境研究所
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№ 654(平成24年5月)

農業の新しい技術 分類コード 03－01

熊本県農林水産部

普通期水稲と小麦に有効なリン酸・カリの減肥栽培
農業研究センター 生産環境研究所 土壌肥料研究室

担当者：松森 信

研究のねらい

肥料原料高騰に伴い、肥料コストの低減が求められているが、リン酸およびカリの減肥が

作物や土壌養分の維持に及ぼす影響については不明である。そこで、普通期水稲および小麦

栽培における施肥コスト低減のため、リン酸およびカリ施肥量を削減し、生産性と継続性を

そなえた施肥技術の開発を図る。

研究の成果

普通期水稲と小麦栽培でリン酸およびカリの施肥量を大幅に削減する技術の特徴は、次の

とおりである。

１．土壌の有効態リン酸が1mg以上(100g乾土当たり)および交換性カリウムが20mg以上(同)

の多湿黒ボク土において、水稲ならびに小麦の減肥栽培を３年継続しても、標準的な栽培

と比較して収量ならびに品質は同等である（図１、２）。

２．同様に、灰色低地土における普通期水稲の減肥栽培では、標準的な栽培と比較した収量

ならびに品質は同等である（図１、２）。

３．減肥栽培におけるリン酸ならびにカリの養分投入量と持出し量の収支は、わら類をほ場

外に持ち出した場合にマイナスとなる（表１、２）。ただしこの減肥栽培を継続しても、

土壌の有効態リン酸および交換性カリウムは、わら類の持ち出しにかかわらず、標準栽培

と比較して明らかな減少傾向は認められない（図３）。

以上のことから、普通期水稲ならびに小麦栽培において、リン酸およびカリの施用量を標

準的な施用量から約４割削減しても、生産性は確保でき、土壌養分の明らかな減少は認めら

れず、施肥コストの低減を図ることが可能である。

普及上の留意点

１．県下の普通期水稲の10ａ当たりの標準的な施肥量は、リン酸5～7.5kg、カリ9～10.3kg

である。また、小麦の県施肥基準は、リン酸8～12kg、カリ7.5～9.5kgである。

２．本試験での減肥栽培には、基肥に市販の低リン酸・低カリ配合化成肥料(水稲14-10-10、

小麦14-12-9)を用いて、追肥カリを半減とした。

３．わら類を圃場から持ち出す場合、減肥栽培によるリン酸及びカリの施用量に対して持ち

出し量が大きくなり、養分収支はマイナスとなって土壌養分への依存がやや大きくなるた

め、必要に応じて堆肥や土づくり資材等を補給することが望ましい。ただ、カリについて

は灌漑水からの供給（表２）が比較的多いので養分収支が緩和できると思われる。

４．わら類を圃場へ還元した場合は、養分持出し量に対する養分投入量の収支はリン酸でプ

ラス～ややマイナス、カリではプラスとなり、わら類を圃場外へ持出す場合と比較して養

分収支が改善される（表１、表２）。
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［具体的データ］ 熊本県農林水産部

図１ 標準栽培に対する減肥栽培の収量比の推移 図２ 標準栽培に対する減肥栽培の子実検査等級

図３ 土壌の有効態リン酸および交換性カリの推移

表１　リン酸養分収支 単位：P2O5kg/10a/年

試験場所 作物 施肥 施肥 養分収支1 養分収支2 灌漑水
土壌統群 量　 わら 籾・玄麦 合計 わら還元 わら持出し 供給

A B C B+C A-C A-(B+C)
水稲 標準 7.5 0.8 3.9 4.7 3.6 2.8 0.2

ＰＫ減肥 3.6 0.8 3.8 4.6 -0.2 -1.0 0.2
無リン酸 0.0 0.8 3.9 4.7 -3.9 -4.7 0.2

小麦 標準 7.5 0.4 4.6 5.0 2.9 2.5 －
ＰＫ減肥 4.3 0.3 4.1 4.4 0.2 -0.1 －
無リン酸 0.0 0.3 4.6 4.9 -4.6 -4.9 －

熊本市 現地 水稲 標準 7.5 1.7 4.4 6.1 3.1 1.4 1.0
細粒灰色低地土 ＰＫ減肥 3.6 1.6 4.6 6.2 -1.0 -2.6 1.0

無リン酸 0.0 1.6 4.7 6.4 -4.7 -6.4 1.0
注)平均的な年の結果を使用。灌漑水供給量は、養分濃度（年３回平均）と水量(流量計実測値または減水深)から算出。

表２　カリ養分収支 単位：K2Okg/10a/年

試験場所 作物 施肥 施肥 養分収支1 養分収支2 灌漑水
土壌統群 量　 わら 籾・玄麦 合計 わら還元 わら持出し 供給

A B C B+C A-C A-(B+C)
水稲 標準 10.8 14.8 2.9 17.6 8.0 -6.8 20.4

ＰＫ減肥 6.1 12.7 2.7 15.4 3.4 -9.4 20.4
無カリ 0.0 13.1 2.9 16.1 -2.9 -16.1 20.4

小麦 標準 9.8 8.7 2.8 11.5 7.0 -1.7 －
ＰＫ減肥 5.2 8.2 3.0 11.3 2.2 -6.0 －
無カリ 0.0 7.8 2.9 10.7 -2.9 -10.7 －

熊本市 現地 水稲 標準 9.7 19.3 3.9 23.3 5.8 -13.6 17.8
細粒灰色低地土 ＰＫ減肥 6.1 18.3 4.0 22.3 2.1 -16.2 17.8

無カリ 0.0 18.0 4.2 22.2 -4.2 -22.2 17.8
注)平均的な年の結果を使用。灌漑水供給量は、養分濃度（年３回平均）と水量(流量計実測値または減水深)から算出。

作物体の吸収量

作物体の吸収量
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注2）水稲は品種「森のくまさん」「ヒノヒカリ」(普通期栽培)､小麦「シロガネコムギ」。
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 生産環境研究所

記入者氏名 身次 幸二郎

電話番号 096-248-6447

e-mail mitsugi-k@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

水田のケイ酸供給能に基づく水稲に対するケイ酸質資材施用の要否判定

水稲はケイ酸を多量に吸収する作物である。吸収されたケイ酸は茎葉の構造性
強化を通して病害虫抵抗性を向上させ、また稲体の受光態勢改善により玄米の
収量及び品質の向上に寄与している。このため、水稲栽培ではケイ酸の供給能を
高めるためケイ酸質資材の施用が推奨されている。ところが県内にはケイ酸質資
材の施用効果が認められる地域とそうでない地域が存在することがわかってき
た。この要因を探るため地帯別にケイ酸の天然供給量を調査するとともに栽培試
験によりケイ酸質資材の施用効果を調べた。ケイ酸の天然供給量は灌漑水と土
壌に由来し、河川の水系と土壌の種類によりケイ酸供給能を区分することができ
る。土壌中の可給態ケイ酸が15mg/100g乾土以下の非黒ボク土壌で灌漑水のケ
イ酸濃度が低い場合はケイ酸質資材による増収効果が認められるが可給態ケイ
酸が15mg/100g乾土以上で灌漑水のケイ酸濃度が高い場合はケイ酸質資材によ
る増収効果は認められず、ケイ酸質資材の施用は不必要となる。

水稲栽培でケイ酸質資材の必要性を判断することができ、不必要な生産費を抑
えることで稲作の経営改善に寄与出来る、

無

無

無

熊本県農業研究センター生産環境研究所
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（様式３）

農業研究成果情報 No.406（平成21年9月） 分類コード03-01

水田のケイ酸供給能に基づく水稲に対するケイ酸質資材施用の要否判定

球磨川水系の非黒ボク土水田ではケイ酸供給能が低いため、ケイ酸苦土石灰の100～200kg/10a施
用によって水稲は増収するが、ケイ酸供給能が中～大である菊池川および緑川水系の水田や球磨
川水系の黒ボク土水田でのケイ酸質資材の施用効果は小さい。

農業研究センター生産環境研究所土壌肥料研究室（担当者：松森 信）

研究のねらい

土づくりのための土壌改良資材の積極的な施用が叫ばれる中、一方では画一的な資材施用による資
材コストの上昇や養分が過剰に集積する場面も見受けられる。そこで、水田に対する土づくり資材と
して重要なケイ酸質資材の適正施用を図るため、水稲栽培におけるケイ酸質資材の施用の要否判定基
準を明らかにする。

研 究 の 成 果

１．熊本県内水田のケイ酸供給能は、土壌中可給態ケイ酸と灌漑水中ケイ酸濃度ならびに黒ボク土と
非黒ボク土の区分によって大～小の３つに分けることができる（図１、表１）。

２．灌漑水のケイ酸濃度は、菊池川や緑川のケイ酸濃度が27mg/L以上の高い水系と球磨川のケイ酸濃
度が10～12mg/Lと低い水系に分けられる（表１）。

３．土壌中可給態ケイ酸が15mg/100g以下で灌漑水ケイ酸濃度が低い水系の非黒ボク水田では、ケイ酸
苦土石灰の100～200kg/10a施用によって水稲は増収する。しかし、可給態ケイ酸が15mg/100g以上で
灌漑水中ケイ酸濃度が高い水系の水田では、ケイ酸苦土石灰施用による収量増加は見られずケイ酸
質資材の施用は必要ない（表２）。

普及上の留意点

１．ケイ酸供給マップはデジタル土壌図を地理情報システム（ＧＩＳ）により作成できる。図１では
1/10細分メッシュを採用し地形図等と重ね合わせて図示しているが、マップは任意の縮尺での閲覧が
可能である。

２．非黒ボク土水田では水稲品種「ヒノヒカリ」、黒ボク水田では「森のくまさん」を栽培し、ケイ
酸質資材はいずれも基肥施用した。

３．土壌中の可給態ケイ酸は20mM中性リン酸緩衝液抽出法(40℃、5時間）で測定した結果である。
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［具体的データ］

図１ 県ケイ酸供給能マップ
（左：県全域、右：あさぎり町付近）注）右図の1メッシュは約100×100ｍ

表２ 可給態ケイ酸含量が異なる水田におけるケイ酸質資材の施用が水稲収量に及ぼす影響

水稲栽培場所 八代市 熊本市、あさぎり町 合志市

可給態ケイ酸含量 ＜15mg/100g乾土 15～30mg/100g乾土 ＞30mg/100g乾土

栽培年 H18 H19 H20 平均 H17 H18 H19 H20 平均 H17 H18 H19 H20 平均

無施用 381 452 523 452 620 492 620 533 566 650 508 544 581 571

ケイカル100kg/10a 103 109 103 105* 100 102 96 88 97 100 96 106 104 101

ケイカル200kg/10a － 108 101 104* － 103 99 96 100 － 96 108 99 101

注）ケイ酸苦土石灰はケイカルと表示。収量は無施用（kg/10a）に対する指数で示した。

＊は無施用に対して５％水準で有意差があることを示す。

表１ 熊本県内の水田土壌のケイ酸供給能の区分基準

ケイ酸 土壌タイプ 可給態ケイ酸 水系別灌漑水の水質
供給能 mg/100g乾土 水系 採水地点 ケイ酸濃度

大 55.6±7.1 菊池川 合志市 56.4
黒ボク土

22.1±8.2 球磨川 あさぎり町 10.2
中

21.1±4.8 緑川 熊本市 27.0
非黒ボク土

小 7.6±5.2 球磨川 八代市 12.5

注１）可給態ケイ酸は平均値±標準偏差で示した。
注２）灌漑水中ケイ酸濃度は平成18年度水稲栽培期間中の3～4回採水した

分析結果の平均値（mg/L)である。

39



機関名 熊本県農業研究センター

部署名 生産環境研究所

記入者氏名 身次　幸二郎

電話番号 096-248-6447

e-mail mitsugi-k@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

・遮根処理により苗床土壌からは吸水できないため、灌水水位等に注意する。
・育苗箱全量施肥ではない慣行育苗で遮根処理を行うと、遮根しない場合に比較
して草丈の伸張が抑制され、移植に支障を来すことがありうる。

熊本県農業研究センター生産環境研究所

米

水稲育苗箱全量施肥栽培の苗質は水田苗床育苗の場合に遮根処理で改善する

・床土と苗箱の間にシートを敷く等の遮根処理（根域制限）を行うと、苗床の水田
土壌から養分吸収が制限されるため、遮根処理しない場合に比べて移植時の苗
丈は4～6㎝程度短くなり徒長が抑制される。
・遮根を行わない場合は苗床の土壌まで根が伸張するのに対し、遮根処理により
根は苗箱内にとどまって巻くため、マット形成は充実する。
・遮根処理を行うと苗床に根が張らないため、移植時に苗床から苗箱を剥ぎ取る
作業が
極めて軽労働化され、その後の苗箱下面に残る余分な根を削り取る作業も不要
となる。

水田を苗床とする（苗床に根を張らせる）育苗方式の普通期移植栽培

無

40



機関名 熊本県農業研究センター

部署名 生産環境研究所

記入者氏名 古家　忠

電話番号 096-248-6447

e-mail furuie-t@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

多収米の収量確保にはトビイロウンカの防除が欠かせない

熊本県農業研究センター生産環境研究所

・適期（６月上旬～中旬）に移植した多収米は、トビイロウンカの被害を受けやす
く、収量を確保するためには防除が必要である。
・防除は、適切な農薬の育苗箱施薬と本田での適期防除の効果が高い。なお、本
田での適期防除は、病害虫防除所から発表される本種の発生時期予測を考慮し
て行う。

多収米（飼料用、米粉用等）の栽培において、トビイロウンカの防除対策として活
用できる。また、主食用米の防除対策にも活用できる。

無

・インディカ種由来の多収米は、セジロウンカも増殖しやすい。
・ウンカ類の種類により効果のある薬剤が異なるので、移植時期等により適切な
薬剤を選定する。
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機関名 広島県立総合技術研究所農業技術センター

部署名 生産環境研究部

記入者氏名 房尾　一宏

電話番号 082-429-2590

e-mail ngcseisan@pref.hiroshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

湿田での水稲栽培における堆肥利用による化学肥料節減技術

湿田での水稲栽培では，牛糞および鶏糞堆肥を基肥として入れることで，化学肥
料の使用量を減らすことができることを5年間の連用試験で明らかにした。

湿田での水稲栽培

無

成果情報は公表しているが，具体的な技術移転の取り組みはこれから。

広島県立総合技術研究所農業技術センター

農林水産省　土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（H20～24）
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2013 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 生産環境研究部

ペレット堆肥を使った米作り（湿田）ペレット堆肥を使った米作り（湿田）ペレット堆肥を使った米作り（湿田）ペレット堆肥を使った米作り（湿田）

湿田での米作りでは，牛ふんおよび鶏ふんペレット堆肥を基肥として入れることで，

化学肥料の使用量を減らすことができます。

農水省農水省農水省農水省 土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ20202020～～～～24242424年度）年度）年度）年度）

○施用方法（品種ヒノヒカリ）

基肥として水田（湿田）に10a当たり牛ふんペレット堆

肥を窒素で10kg（現物580kg程度），鶏ふんペレット堆

肥を窒素で8.6kg（現物370kg程度）施用し，穂肥として

化学肥料で10a当たり窒素成分を2kg施用します。

○収量は増加・品質は同等，土中の無機成分が増加

化学肥料と比べて収量は優れ，品質は同等です（図１）。

堆肥５年間の連用により窒素，可給態リン酸，交換性塩基

が増加するため注意が必要です（図２，図３）。

堆肥施用と穂肥で

収量は増加

堆肥施用で地力は向上するが

無機成分の上昇に注意

0100200CEC
CaO

化学肥料堆肥堆肥＋穂肥

図３ ペレット堆肥５年連用後の作土の化学性

（化学肥料を100とした値）

K2O
P2O5 ※化学肥料：CEC；9.5CaO(mg/100g)；145K2O(mg/100g)；16.1P2O5(mg/100g)；14.3

350400450500550
600650700750

化学肥料 堆肥 堆肥+穂肥精玄米重(kg/1
0a)

図１ 水稲の収量と品質

（５年間の平均値）

１等下 １等下 １等下79 77 76検査等級(上段），食味値（下段）

0.01.02.0
3.04.0

化学肥料 堆肥 堆肥+穂肥窒素量(t/ha) 20082009201020112012
図２ 作土中の窒素量推移

（平均深さ15cm）
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機関名 広島県立総合技術研究所農業技術センター

部署名 生産環境研究部

記入者氏名 房尾　一宏

電話番号 082-429-2590

e-mail ngcseisan@pref.hiroshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

乾田での酒米栽培における堆肥利用による化学肥料節減技術

乾田での酒米栽培では，牛糞および鶏糞堆肥を基肥として入れることで，化学肥
料の使用量を減らすことができることを5年間の連用試験で明らかにした。

乾田での酒米栽培

無

成果情報は公表しているが，具体的な技術移転の取り組みはこれから。

広島県立総合技術研究所農業技術センター

農林水産省　土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（H20～24）
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堆肥施用のみで収

量・品質は同等確保

2013 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 生産環境研究部

ペレット堆肥を使った米作り（乾田）ペレット堆肥を使った米作り（乾田）ペレット堆肥を使った米作り（乾田）ペレット堆肥を使った米作り（乾田）

乾田での酒米栽培では，牛ふんおよび鶏ふんペレット堆肥を基肥として入れるこ

とで，化学肥料の使用量を減らすことができます。

農水省農水省農水省農水省 土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業（Ｈ20202020～～～～24242424年度）年度）年度）年度）

○施用方法（品種八反錦１号）

基肥として水田（乾田）に10a当たり牛ふんペレット堆

肥を窒素で7kg（現物400kg程度），鶏ふんペレット堆肥

を窒素で5kg（現物210kg程度）施用します。

○収量・品質は同等，土中の無機成分も維持

乾田では堆肥成分の分解が進むので，穂肥なしでも収

量・品質は化学肥料施用と同等です（図１）。５年の連用

後でも無機成分は化学肥料と同程度に維持されます（図２，

図３）。

堆肥施用のみでも地力，無機

成分が維持できます

0.01.02.03.0
4.05.06.0

化学肥料 堆肥 堆肥+穂肥窒素量(t/ha) 20082009201020112012
図２ 作土中の窒素量推移

（平均深さ16cm）

050100150CEC
CaO

化学肥料堆肥堆肥＋穂肥

図３ ペレット堆肥５年連用後の作土の化学性

（化学肥料を100とした値）

K2O
P2O5 ※化学肥料：CEC；13.7CaO(mg/100g)；150K2O(mg/100g)；19.9P2O5(mg/100g)；17.7

300350400450500
550600650700

化学肥料 堆肥 堆肥+穂肥精玄米重(kg/1
0a)

図１ 水稲の収量と品質

（５年間の平均値）

１等上 １等上 １等上4.1% 3.8% 4.0%検査等級(上段），蛋白含有率（下段）

45



機関名 茨城県農業総合センター農業研究所

部署名 作物研究室

記入者氏名 森　拓也

電話番号 029-239-7212

e-mail ta.mori@agri.pref.ibaraki.jp

品目

分類コード Ａ - 4

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

米

ほ場で直接液肥が作れる水稲用流し込み施肥装置

水稲の省力的な施肥法として，安価な固形肥料を使用し，ほ場で液肥の製造と同
時に水口から施肥できる流し込み施肥装置（以下，試作機とする）を試作した。試
作機の主な特徴は，①一般的に入手できる安価な尿素等の粒状肥料を用い，圃
場で直接流し込むための液肥が作れる，②装置から圃場へ滴下する流量の調節
が可能で，一度調節した滴下流量は長時間経過してもほぼ一定であるの2点であ
る。
2014年に龍ケ崎市の現地圃場で実施した実証試験結果では，流入施肥区（試作
機による尿素流し込み施肥区）と対照区（背負式動力散布機による硫安追肥区）
との比較で，坪刈収量，玄米タンパク質含量および整粒歩合が同等であった。

水稲経営において，小区画圃場の連担化や基盤整備等により整備された大区画
水田で実施することで，水稲の追肥作業にかかる労力削減が期待できる。

検討中。

本試作機は平成27年度現在，試作段階のため，現時点での普及面積は試験規
模にとどまる（約2.5ha）。平成28年度に，農業資材メーカーにより市販化予定。

茨城県農業総合センター農業研究所・（有）横田農場

農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターが実
施する「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（うち産学
の英知を結集した革新的な技術体系の確立）」の助成により研究を行った。
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◆ 目的 

夏場の水稲の追肥作業は、労働負荷が大きく、 

 作業者への身体的負担が大きくなっています。 

このため、安価な肥料を使って、水口から簡易 

に肥料を流し入れることのできる「流し込み施肥 

装置」を開発し、省力的かつ安定収量が得られる 

施肥技術の開発を目指しました。 

 

◆ 内容 

① 安価で入手しやすい粒状尿素を使用し、ほ場で 

直接流し込み溶液を作成できる流し込み施肥装置 

を茨城県内の農業法人と共同で開発しました。 

② 施肥装置は２層構造とし、フロート制御とする 

ことで、装置から流出する流し込み溶液の滴下流 

量を、時間が経過してもほぼ一定にさせることが 

できました。 

③ 開発した流し込み施肥装置を用いて、現地ほ場で 

試験した結果、流し込み施肥前に、田面土壌が湿 

潤状態を保つ程度に一度落水してから、かんがい 

水と一緒に長時間かけてゆっくりと肥料溶液を流 

し込むことで、施肥後の田面水中の窒素濃度のば 

らつきを抑えられることが実証されました。 

 

 

注）この研究は、農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援 

センターが実施する「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 

（うち産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立）」において、研究プロジェ 

クト名「農業生産法人が実証するスマート水田農業モデル（ＩＴ農機・圃場セン 

サー・営農可視化・技能継承システムを融合した革新的大規模稲作営農技術体系 

の開発実証）」により行われました。 

ほ場で直接液肥が作れる水稲用流し込み施肥装置 

茨城県農業総合センター農業研究所・有限会社横田農場 
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