
技術【麦類】

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

レーザー式生育センサを活用した秋
まき小麦に対する可変追肥技術

・レーザー式の生育センサを使って秋まき小麦の生育を判断し、自動的に追肥を行うシステムを国内で初めて開発し、実証試験
においてその効果を明らかにした。
・トラクタキャビン上部に取り付ける2つの生育センサ、センサの値に基づき追肥量を計算するセンサ端末、車速を計測したり生育
マップの作成に使用するGPSで構成される。
・装置は市販の電子制御式の施肥機端末に接続でき、走行するだけで生育診断と同時に生育に応じた追肥が可能となる。
・生育センサはレーザーを利用した非接触型で、出力値から生育時期や地域を問わず小麦の窒素吸収量を推定できる。また、光
源を備えた能動型であるため、太陽光を利用した受動型よりも日射や時間の変化に対して安定している。小型なためトラクタへの
付け替えも容易である。

（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 1

「ファイバースノウ」を用いたビール醸
造技術

ファイバースノウでビールを醸造する場合は、麦芽の根の長さを粒長の２倍程度（通常は1.5倍）、葉芽は3/4～4/4にすることによ
り、麦汁のろ過もスムースに進み、クリアな麦汁をつくることができる。また、麦芽を糖化して麦汁をつくるときに50℃以下で30分
程度保持してから糖化することで、クリアな麦汁を得ることができる。このビールは通常よりも約10倍のβグルカンを含む。

福井県農業試験場 2

麦不耕起播種における除草剤抵抗性
スズメノテッポウの総合防除

・スズメノテッポウでトリフルラリンとフェンスルフロンメチルに抵抗性を持ったバイオタイプが出現し、それがまん延した圃場では
除草剤だけによる対策は困難である。
・麦播種前に土壌表層近くから発生したスズメノテッポウを非選択制除草剤で防除し、不耕起播種で下層にある種子を表層に移
動させないことで、播種後の発生本数を低減させる。
・播種時期を12月上中旬まで遅らせると、播種後の発生量が軽減する。
・播種時のスズメノテッポウを防除する非選択制除草剤と、播種後の発生に対する土壌処理剤を混用散布することで、１回の散
布で２回散布と同等の効果が得られる。

佐賀県農業試験研究センター 3

麦作におけるヤグルマギクの防除法

・ヤグルマギクの 大ロゼット径5cmまでにアクチノール乳剤を200ml/10a、残草がある場合にはバサグラン液剤を200ml/10a、茎
葉処理する。
・ヤグルマギクは、年内に9～10割が発芽して生存個体数の盛期に達するため、防除適期は年内である。
・麦収穫後に湛水管理を2ケ月間継続することにより、ヤグルマギクの埋土種子量を大幅に減少できる。
・麦の播種期を晩期に移動すると、ヤグルマギクの発生を大幅に減少できる。

長野県農業試験場 4

小麦「キヌヒメ」の栽培における被覆
尿素肥料の全量基肥播種溝施用技
術

小麦「キヌヒメ」の栽培において，シグモイド型30日タイプの被覆尿素肥料LPコートS30を窒素量13～16kg/10a全量基肥播種溝施
用すると，速効性肥料13～16kg/10aを3～4回に分けて施用する慣行分施と比較して，成熟期は同時期からやや遅く、稈長は長
いが倒伏の発生は同程度で、穂数と千粒重は増加し、収量は多くなる。検査等級および子実蛋白含有率は同程度である。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 5

小麦における肥効調節型肥料を用い
た追肥全量１回施肥法

　○リニア型15日タイプの肥効調節型肥料（セラコートＲ15）と速効性窒素肥料を窒素量で１：１に配合した肥料を越冬後に追肥す
る施肥法は、２回目の追肥を省略しても慣行の２回の追肥と同等の収量、品質が得られる省力的な施肥法である。
　○肥効調節型肥料を追肥で施用すると、肥料が地表面に施肥されて水分状態により窒素溶出が遅れるため、緩効度は溶出シ
ミュレーションにより示されたものより短いリニア型15日タイプ肥料が適当である。
　○主に硬質小麦においてタンパク質含有率を高めるには、越冬後の生育量が適正量確保されている場合には追肥時期を２週
間程度遅らせることが有効である。

長野県農業試験場 8



機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 山崎　敬之

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.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

可変施肥システムは十勝農業試験場、北海道大学、株式会社トプコンとの共同
研究で開発し、2012年より市販が開始されている。

十勝農業試験場、北海道大学、株式会社トプコン

麦類

レーザー式生育センサを活用した秋まき小麦に対する可変追肥技術

・レーザー式の生育センサを使って秋まき小麦の生育を判断し、自動的に追肥を
行うシステムを国内で初めて開発し、実証試験においてその効果を明らかにし
た。
・トラクタキャビン上部に取り付ける2つの生育センサ、センサの値に基づき追肥量
を計算するセンサ端末、車速を計測したり生育マップの作成に使用するGPSで構
成される。
・装置は市販の電子制御式の施肥機端末に接続でき、走行するだけで生育診断
と同時に生育に応じた追肥が可能となる。
・生育センサはレーザーを利用した非接触型で、出力値から生育時期や地域を問
わず小麦の窒素吸収量を推定できる。また、光源を備えた能動型であるため、太
陽光を利用した受動型よりも日射や時間の変化に対して安定している。小型なた
めトラクタへの付け替えも容易である。

小麦の圃場内における品質や倒伏のバラツキを軽減して生産安定化を図ること
が期待される。

無
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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

―

―

福井県内企業2社で製造実施

福井県食品加工研究所

平成23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/h23.html

麦類

「ファイバースノウ」を用いたビール醸造技術

ファイバースノウでビールを醸造する場合は、麦芽の根の長さを粒長の２倍程度（通
常は1.5倍）、葉芽は3/4～4/4にすることにより、麦汁のろ過もスムースに進み、クリ
アな麦汁をつくることができる。また、麦芽を糖化して麦汁をつくるときに50℃以下で
30分程度保持してから糖化することで、クリアな麦汁を得ることができる。このビール
は通常よりも約10倍のβグルカンを含む。

六条大麦の用途開発、六条大麦を用いたビール醸造

無
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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

浅耕を組み入れた方法（福岡県農業総合試験場筑後分場）は普及しているが、
不耕起による防除は普及していない。

九州沖縄農業研究センター、福岡県農業総合試験場筑後分場、佐賀県農業試験
研究センター、日本植物調節剤研究協会福岡試験地

麦類

麦不耕起播種における除草剤抵抗性スズメノテッポウの総合防除

・スズメノテッポウでトリフルラリンとフェンスルフロンメチルに抵抗性を持ったバイ
オタイプが出現し、それがまん延した圃場では除草剤だけによる対策は困難であ
る。
・麦播種前に土壌表層近くから発生したスズメノテッポウを非選択制除草剤で防
除し、不耕起播種で下層にある種子を表層に移動させないことで、播種後の発生
本数を低減させる。
・播種時期を12月上中旬まで遅らせると、播種後の発生量が軽減する。
・播種時のスズメノテッポウを防除する非選択制除草剤と、播種後の発生に対す
る土壌処理剤を混用散布することで、１回の散布で２回散布と同等の効果が得ら
れる。

・スズメノテッポウにおいてトリフルラリンかフェンスルスロンメチル、あるいは両方
に対して抵抗性を持ったバイオタイプが発生し、まん延した圃場に活用される。

なし
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機関名 長野県農業試験場

部署名 作物部

記入者氏名 青木　政晴

電話番号 026-246-9783

e-mail aoki-masaharu@pref.nagano.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

麦類

麦作におけるヤグルマギクの防除法

（１）ヤグルマギクの最大ロゼット径5cmまでにアクチノール乳剤を200ml/10a、残
草がある場合にはバサグラン液剤を200ml/10a、茎葉処理する。
（２）ヤグルマギクは、年内に9～10割が発芽して生存個体数の盛期に達するた
め、防除適期は年内である。
（３）麦収穫後に湛水管理を2ケ月間継続することにより、ヤグルマギクの埋土種
子量を大幅に減少できる。
（４）麦の播種期を晩期に移動すると、ヤグルマギクの発生を大幅に減少できる。

麦類の連作等により発生が増加しているヤグルマギクを防除し、麦の生産安定が
期待される。

無し

　長野県内2地域（中信、南信）の20～30a数圃場で、除草剤による防除対策が実
施されている。今後は耕種的防除を組合せた体系防除を適用する予定。
　長野県では、平成26年に難防除畑雑草防除対策プロジェクトチーム（研究、普
及、行政、JA他関係機関、農薬メーカーで構成）を立ち上げ、国レベルの専門機
関（中央農研センター、信州大、植調協会）の支援のもと、畑雑草対策に関する組
織的な取組みを開始した。この中で、ヤグルマギク対策を重点課題としている。

長野県農業試験場
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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 栽培技術研究部

記入者氏名 前田光裕

電話番号 082-429-3066

e-mail ngcsaibai@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

麦類

小麦「キヌヒメ」の栽培における被覆尿素肥料の全量基肥播種溝施用技術

小麦「キヌヒメ」の栽培において，シグモイド型30日タイプの被覆尿素肥料LPコー
トS30を窒素量13～16kg/10a全量基肥播種溝施用すると，速効性肥料13～
16kg/10aを3～4回に分けて施用する慣行分施と比較して，成熟期は同時期から
やや遅く、稈長は長いが倒伏の発生は同程度で、穂数と千粒重は増加し、収量は
多くなる。検査等級および子実蛋白含有率は同程度である。

小麦栽培における施肥播種作業時に活用する。
最大4回の追肥作業が不要となり，収量が1.2倍以上となることから収益が増加す
る。

無

平成25年播種
東広島市：1集落法人5.3ha，北広島町2集落法人等約19ha

広島県立総合技術研究所農業技術センター
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平成 26 年度 広島県立総合技術研究所農業技術センター研究成果情報集 Ⅱ技術指導に参考となる成果 
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10．小麦「キヌヒメ」の栽培における被覆尿素肥料の 

全量基肥播種溝施用技術  

 

1．背景とねらい 

小麦栽培では，生産者の高齢化やオペレーターの不足が進んでおり，速効性肥料

を用いると 1 作で 3 回以上必要となる追肥作業の労力負担が大きく，改善が求められ

ています。そこで，被覆尿素肥料を用いて，追肥作業が不要で安定多収が可能とな

る全量基肥播種溝施用技術を開発します。 

 

2．成果の内容  

小麦「キヌヒメ」の栽培において，窒素量 13～16kg/10a のシグモイド型 30 日タイプ

の被覆尿素肥料 LP コート S30（以下，LPS30 とする）を全量基肥播種溝施用し，速効

性肥料 13～16kg/10a を 3～4 回に分けて施用する慣行分施と比較しました。 

1） LPS30 の麦作期間中の窒素の溶出率は，2 月中旬までは低いが，それ以降急激

に高くなり，4 月中旬から 5 月上旬にかけて低下します。6 月中旬の窒素残存率は

4％以下で，ほとんどが溶出します（図 1）。 

2） 茎数は慣行の 3 回分施に比べて 1 月中旬まで同程度で，3 月上旬以降は多く推

移します。葉色値は１月中旬まで同程度ですが，3 月上旬以降は高く，5 月上旬以

降は低く推移します（図 2）。 

3） 成熟期は同時期からやや遅く，稈長が長いが倒伏の発生は同程度です（表 1）。  

4） 収量は穂数と千粒重が増加し多くなります。検査等級および子実蛋白含有率は

同程度です（表 1）。 

 

3．利用上の留意点  

1） 本成果は，農業技術センターおよび現地とも埴壌土の水田圃場に由来しており，

総窒素量は，土壌の肥沃度に応じて調節してください。  

2） LPS30 が播種溝に落下するように施肥播種機の誘導パイプの位置をダブルディスク

内に変更してください。  

（栽培技術研究部） 
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年産 処理区 施肥体系 期 実重 比率 重 等級 蛋白

(kgＮ/10a) (％) (ｇ) (％)

農業技術 2010 LPS30 16-0-0-0-0 6/13 * 89 ** 0 701 ** 122 553 ** 29 ** 163 ** 43.1 ** １上 9.6 ns

センター 慣行分施 6-2-2-2-4 6/12 84 0 575 100 439 31 138 41.7 １中 9.5

2011 LPS30 16-0-0-0-0 6/16 ns 85 * 0.2 585 * 126 470 † 30 ns 142 * 41.3 ** 1中 10.4 ns

慣行分施 6-2-2-2-4 6/16 81 0.1 463 100 432 27 117 39.5 1下 10.5

法人Ａ 2013 LPS30 13-0-0-0-0 6/17 ns 95 ** 0 633 * 129 508 ** 29 † 147 * 42.9 ** 1上 9.5 ns

慣行分施 7-0-2-2-2 6/16 85 0 491 100 411 31 126 38.9 1下 9.2

法人Ｂ 2013 LPS30 13-0-0-0-0 6/18 ** 81 ** 0 528 ** 121 468 † 28 * 129 ns 41.0 ** 1中 11.0 **

慣行分施 7-0-2-2-2 6/21 68 0 435 100 403 31 123 35.4 1下 10.4

法人Ｃ 2013 LPS30 13-0-0-0-0 6/17 ** 85 ** 0 645 ** 155 596 ** 27 ns 159 ** 40.5 * 1中 10.8 ns

慣行分施 7-0-2-2-2 6/15 77 0 416 100 414 26 107 38.8 1中 11.3

(本/㎡) (粒/穂) (百粒/㎡)

調査
場所

稈長 倒伏
粒数

程度

(月/日) (ｃｍ) (0～5) (kg/10a)

4．具体的データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） LPS30 は麦栽培圃場の土中に深さ約 3 ㎝で埋設した。 

表 1 被覆尿素肥料 LPS30 の全量基肥播種溝施用が小麦の生育，収量および品質に及ぼす影響  
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累
積
窒
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出
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％)

日付け（月/日）

センター 2011年産

法人B 2013年産

11/1 12/1 2/1 3/1 6/1 7/11/1 4/1 5/1

図 1 肥効型調節肥料 LPS30 の窒素溶出の推移  図 2 茎数および葉色の推移  

注） 2013 年産の法人 B（表 1 を参照）のデータを示した。 

注 1） 調査場所は，農技センターが東広島市で標高 224ｍ，法人 A，B および C は北広島町の集落農場型農業生

産法人で標高 290～330m である。 

注 2） 栽培法は，2011 年産の不耕起ドリル播以外は耕起ドリル播で，供試品種は「キヌヒメ」である。  

注 3） 播種期は，農業技術センターが 11 月上・中旬，法人 A，B および C が 10 月下旬から 11 月上旬である。 

注 4） 施肥体系は，基肥－追肥Ⅰ (1 月下旬 )－追肥Ⅱ(3 月上旬 )－追肥Ⅲ（4 月上旬 )－追肥Ⅳ(5 月上旬 )である。 

注 5） 肥料は，LPS30 区が LPS30 を播種時に播種溝に全量施用し，慣行分施区が基肥，追肥とも硫安を表層全面

に施用した。燐酸と加里は，それぞれ 7.0～7.3kg/10a，7.0～9.6kg/10a を播種時に表層全面に施用した。  

注 6） 法人 B の慣行分施区は，遅れ穂の成熟が特に遅かったため，成熟期が LPS30 区より遅くなった。  

注 7） 倒伏程度は，0(無 )～5(甚 )の 6 段階評価とした。 

注 8） 検査等級は広島県 JA 農産物検査協議会に調査を依頼し，各等級を上・中・下に区分した。  

注 9） **，* ，† はｔ検定によりそれぞれ 1％，5％，10％水準で有意差があることを，ns は有意差がないことを示す

（n=3）。  
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機関名 長野県農業試験場

部署名 環境部

記入者氏名 上原敬義

電話番号 026-246-2411

e-mail uehara-takayoshi@pref.nagano.lg.jp

品目

分類コード Ｂ - 3

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

麦類

　小麦における肥効調節型肥料を用いた追肥全量１回施肥法

　○リニア型15日タイプの肥効調節型肥料（セラコートＲ15）と速効性窒素肥料を窒素量
で１：１
　に配合した肥料を越冬後に追肥する施肥法は、２回目の追肥を省略しても慣行の２回
の追肥
　と同等の収量、品質が得られる省力的な施肥法である。
　○肥効調節型肥料を追肥で施用すると、肥料が地表面に施肥されて水分状態により
窒素溶出
　が遅れるため、緩効度は溶出シミュレーションにより示されたものより短いリニア型15
日タイプ
　肥料が適当である。
　○主に硬質小麦においてタンパク質含有率を高めるには、越冬後の生育量が適正量
確保され
　ている場合には追肥時期を２週間程度遅らせることが有効である。

小麦栽培において省力施肥に用いる。ただし、硬質小麦において越冬後の生育
量が少なく減収が懸念される場合には、収量確保を優先させて通常の１回目の追
肥時期に施肥する。また、越冬後の生育量が過剰の場合は生育量の抑制、倒伏
の防止のため追肥を遅らせるが、著しく過剰な場合は従来の追肥（２回の分肥）を
実施する。また、追肥を遅らせても所定のタンパク質含有率の確保が難しい地
域、圃場でも従来の２回の追肥を実施する。

無

普及面積約700ha

長野県農業試験場

当施肥法に利用可能な専用肥料は、JA全農長野から販売されている。
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