
29

◎ 愛媛県のはだか麦の10a当たり収量は、平成8年に458㎏/10aあったが、その後、麦作期間中の降水量の
増加等気象の影響を受けて収量は低下を続け、平成26年に297㎏、平成27年に220㎏に低下し、平成
28年は過去最低の206kgとなった。そこで、愛媛県農林水産研究所では、排水対策を中心に栽培方法を
見直し、降水量が多く湿害を受けやすい条件でも収量450kg/10aが可能となる栽培技術を確立した。

④基肥を減らし、その分追肥を
増やした「追肥重点型施肥」
（右図）で黄枯れ防止と穂数を
確保。左図は慣行施肥。
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①から⑤を組み合わせた総合改
善で、多雨年（28～30年産）
の収量が17％向上

平均504kg

③「畝立同時播種」で播種時の湿
害防止と苗立向上

②「石灰資材による酸性矯正」で
麦の生育向上

健全ほ場

（pH5.8）
生育不良ほ場

（pH4.5）

⑤「麦踏み」で乾燥害を受けやす
いほ場でも根張りと登熟を強化

①「周辺明渠+弾丸暗きょ」で雨が降って
も乾きやすく適期播種できるほ場作り

はだか麦平均収量450kg/10aを目指した
複数の技術を組み合わせた総合的対策 愛媛県

耕うん同時畝立て播種（平高畝） 平面条播（ハローシーダー）

全量基肥(12-0-0) 生育後期重点施肥 (2-4-6)

「耕うん同時畝立て播種」＋「生育後期重点施肥（追肥重点型施肥）」で多収化を実証
生育後期重点施肥は、基肥重点施肥（慣行）よりも後半の生育が改善され、多収となります。

アップカット（逆転）ロータリーによる「耕うん同時畝立て播種※」で
出芽不良を改善
乾きにくい（土壌体積含水率が高い）ほ場でも、事前耕うん無しで作業が可能です。作
業速度は平面条播の約半分ですが、耕うん、畝立て、施肥、播種が一度に行えます。

12/10播種 「さとのそら」

3月中旬の様子

収量 約200kg/10a 収量 約400kg/10a

注）かっこ内の数字は基肥-分げつ肥-茎立期前追肥の窒素量（kg/10）を示します。

※この技術は農研機構中央農業研究センター北陸研究拠点で開発されました。

4月中旬の様子

4月中旬の様子

12/10に 「さとのそら」を
耕うん同時畝立て播種

収量 約400kg/10a 収量 約20kg/10a

耕うん同時畝立て播種技術は排水不良ほ場でも苗立ち数
が確保でき、後期重点施肥との組み合わせで収量も確保

茨城県
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難防除雑草対策の事例

図 開発した不耕起播種機
※ 事前浅耕を前提としているた

め，軽量で安価（27万円）
※ 既存の不耕起播種機やグ

レーンドリルでも可

図 事前浅耕＋不耕起播種によるイネ科雑草の防除体系．
※ 土壌処理剤はジフルフェニカン・フルフェナセット乳剤、非選択性除草剤はグリホサートカリウム液剤

慣行播種 事前浅耕+不耕起播種

図 事前浅耕+不耕起播種の除草効果図 播種法の違いによる残存雑草
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「麦の浅耕播種･不耕起播種を活用した除草剤抵抗性スズメノテッポウ総合防除マニュアル」もご覧下さい．
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/foxtail_IM.pdf

事前浅耕＋不耕起播種による
除草剤抵抗性スズメノテッポウ，カズノコグサの防除法

福岡県

ネズミムギﾞ防除対策技術

ネズミムギの要防除水準の判定と効果的な体系防除法

発生 圃場内防除
ﾀｲﾐﾝｸﾞ
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発生
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11月 ←播種後出芽前土壌処理除草剤

 (播種後～小麦2,3葉期まで抑制)

播種後
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  (小麦３葉期から約1ヶ月抑制)
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時期 小麦

圃場内のネズミムギ 畦畔のネズミムギ
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（発生済の個体を防除）
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茎立期

出穂期

開花期

・グリホサートカリウム塩液剤

・ジクワット・パラコート液剤
・キザロホップエチル水和剤

+

発生始

・プロスルホカルブ乳剤
・ジフルフェニカン･

フルフェナセット乳剤
・トリフルラリン乳剤

・プロスルホカルブ乳剤
・ジフルフェニカン･

フルフェナセット乳剤

・キザロホップエチル水和剤
・フルジアホップP乳剤

・グリホサートカリウム塩液剤
・グリホシネートP液剤

発生始

静岡県ネズミムギﾞ対策の必要性判断

5本/m2以上の発生数で、
次年度に向けた対策が必要

20cm条間の場合、ほ場を歩き回り、
6条の間に1mで5個体，あるいは5m
で25個体ある場合は注意が必要です。
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