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日本の小麦の2014～18年の平均収量は406kg/10a（北海道：472kg/10a，都府県：

317kg/10a），また大麦では287kg/10aとなっています．一方で，よく穫れると言われるほ

場（水田転換畑/畑）では，北海道の小麦で800kg/10a以上，都府県で600kg/10a以上，ま

た大麦でも500kg/10a以上の多収となる事例もめずらしくありません．言い換えると，ほ場条

件と気象条件がそろえば，現在の小麦や大麦品種は高い収量を上げるだけの能力を有しています．

気象条件を制御することは困難ですが，ほ場条件については，その問題点＝『多収阻害要因』を

理解し，適切な対策技術を導入して改善することで，本来品種が持つ能力を最大限に発揮させて，

収量を向上させることが期待できます．

この『診断に基づく小麦・大麦の栽培改善技術導入支援マニュアル』は，収量が上がりにくい

ほ場において，生産者の皆さんが，まずその多収性を阻んでいる要因が何かを診断･判定し，そ

れを改善するためにどのような対策技術を導入すべきかの決定をサポートすることを目的として

作成しました．

なお，この｢総合版｣には，マニュアルの理論的な背景となった調査データの解析結果などのや

や専門的な記述も掲載しております．生産現場用には，これとは別に，マニュアルの本体部分を

ピックアップして印刷した「生産現場版」を冊子体で用意していますので，小麦・大麦の安定多

収生産のためにぜひともご活用ください．冊子の入手方法は，普及指導センター等にお問い合わ

せください．

はじめに ～このマニュアルのねらい～

このマニュアルの作成にあたって，まず3年間にわたって

10道県の小麦・大麦作付ほ場のべ433筆を対象に，『麦類

の多収阻害要因実態調査』を実施しました．調査は，同一生

産者が栽培管理していて，比較的高い収量を得られるほ場を

「多収ほ場」，収量が上がりにくいほ場を「低収ほ場」とし

て，それぞれをペアにして実施しました．

調査結果から，小麦･大麦の主要な多収阻害要因として1)

排水不良による湿害，2)土壌が硬く締まる圧密化，3)土壌の

栄養状態の不備，4)雑草害が抽出されました．

そこで，この4要因を中心に，それぞれの低収ほ場で何が

多収阻害要因となっているかを判定して，それに対してどの

ような対策技術を導入すべきかを整理したフローチャート

によるマニュアルを作成しました．

麦類の多収阻害要因実態調査について

実態調査圃場の収量の度数分布．
※ グラフ中の数字は各区の平均収量
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さらに，大豆用のマニュアルと一

体化した「診断に基づく栽培改善技

術導入支援マニュアル」をWEB上

で公開していて、パソコンの他、ス

マートフォンやタブレット端末から

も利用できます．

麦についても、13の設問に答え

るだけで、圃場ごとの低収要因を簡

易診断する機能もついています。

冊子体で提供している「生産現場版」の表紙
https://www.naro.affrc.go.jp/org/nar
c/crop_diagnosis/

https://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/crop_diagnosis/


いつマニュアルを使って診断を行うか？
排水性，土壌の締まり具合，土壌の栄養状態，およびほとんどの雑草，病虫害対策は，播種

前～播種時に実施するか，準備をしておく必要があります．したがって，このマニュアルを
使った診断は，前作物の収穫後，麦の耕起前に行う必要があります．または，麦の作付中に実
施して，次に麦を作付けするときに役立てることが基本になります．

Q2の表面滞水は，前作が水稲の場合，稲刈り後では特に溜まりやすい状態になっているので，
一度起こしたあとか，麦の播種後から圃場面が確認しやすい茎立期頃までに診断します．

Q3,５,7,9の水位に関する項目については，「地下水位」が季節によって変動するので，比
較的水位が高い秋雨期間，菜種梅雨期，水田入水後，また積雪地では融雪期などに診断するの
が良いでしょう．

Q10の土の締まり具合，および Q11の土壌の栄養状態については，麦の作付け前に診断す
るのが適切ですが，土壌を依頼分析に出す場合は，結果が届くまで2～３ヶ月くらいかかるこ
とがあるので，麦収穫後に実施して，その結果を次の麦作に活用するのが良いでしょう．

Q12の雑草，および Q13の病虫害については，前回麦を作付けたときの発生状況に基づい
ての診断になりますが，茎葉処理除草剤やアブラムシ対策の殺虫剤などについては，その年の
発生状況によって防除の必要性を判断します．また，病害については，例えば赤かび病は雨の
多い年に多発する傾向があるなど，天候状況によって発生の程度および防除回数が変わります．
詳しくは各道県の防除指針や病害虫発生予察情報等を確認してください．

なお，いずれの場合も対策技術を実施した後，問題点が解決しているかについて，マニュア
ルに沿って再度検証することが望ましいです．

全ての項目について診断を行う必要があるか？
雑草や病虫害については，前回の作付けで問題がなかった場合は，必ずしも必要ではありま

せん．しかし，土壌の硬さや栄養状態，また排水性不良については，その原因を外観からは判
断できないことが多いので，一通りの診断を行うことをお薦めします．

１．収量が上がらない小麦・大麦の生育や ほ場の様子の事例写真・・・・・P3～5
小麦・大麦があまり穫れないほ場でよく見られる代表的な状態の写真を生育時期の順に3～

5ページに例示しています．皆さんのほ場の状態と見比べたり，前回麦を作付けしたときの様
子を思い出してみて，気になる点があれば，それぞれに示されたページからマニュアルを読み
はじめてください．

２．マニュアル本体部分・・・・・P6～22
6ページ以降のフローチャートでは，チェックポイントや具体的な診断方法が示されていて，

それぞれの設問に回答することで，何がそのほ場の問題点になっているかを判定し，その改善
のためにどのような対策技術を導入すると良いかを示しています．

フローチャートは，Ⅰ. ほ場の排水性，Ⅱ. 土の硬さや締まり具合，Ⅲ. 土の栄養状況，Ⅳ. 雑
草，Ⅴ. 病虫害の順に構成されています．気になるところから始めてもらってかまいません．
ただ，多収を阻害している要因には，1の事例写真から類推できるもの以外にも，一見して分
からないものもありますから，一度フローチャートに沿って，なにがそのほ場の「多収阻害要
因」になっているかを診断･判定し，その上で適切な対策技術を取り入れましょう．

具体的な対策技術についてはフローチャート内にも示していますが，３の事例集にも示して
いる他，有用な情報が得られる文献やWEBサイトを紹介しています．

また，それぞれの多収阻害要因について，全国的な発生実態や，なぜ収量の低下につながる
のか等の解説記事も載せていますので，あわせて参考にして下さい．

３．対策技術の事例集・・・・・P23～29
２のフローチャートの中で十分に説明できなかった具体的な対策技術とそれによる収量性の

向上について，プロジェクトに参画した道県で開発・実証した成果の事例を紹介しています．

４．参考資料・・・・・P30
各県で取りまとめたマニュアルや大豆用のマニュアルで麦にも活用できるものを紹介．

このマニュアルの構成と使い方
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あなたの収量が上がらないほ場はどのタイプ？ その１ 播種･出芽･苗立ち編

水が溜まって出芽揃いが悪い

土塊が大きくて出芽揃いが悪い

なかなか水が引かず播種作業が遅れてしまう
無理な耕起で練り返しになる

ほ場は比較的乾いているにもかかわらず出芽
揃いが悪い．

出芽不良の場所の周辺の葉色も薄く，生育も不良

島状に欠株が発生するが，周辺の生育は比較的良好

P16へP6～13へ

P21へ

P18～20へ

湿害
排水不良

湿害
排水不良

湿害
排水不良

土壌の単粒化

雑草害：土壌処理剤効果減

低pH
（酸性障害）

虫害（トビムシの食害）

播種機の調整不良
繰り出し，播種深
覆土不足
･･･除草剤の薬害

基本技術の再確認
P22へ

深播き

条抜け

収量が上がらない小麦・大麦の生育や ほ場の様子の事例写真

P6～13へ

P6～13へ

P1４～15へ

「はじめに」に日本の小麦の平均収量は406kg/10aと紹

介しましたが，世界的に見ると，ヨーロッパ諸国やニュー

ジーランドでは，近年700～900kg/10aと，日本の倍前後

の多収になっています．ただし，1960年代には今ほどの収

量差はありませんでした．

ヨーロッパ諸国などの多収の要因として，栽培期間が長い

ことや雨が比較的少ないなどの気象条件の違いがありますが，

1970年代以降の収量の伸びの違いに，現在の収量差の秘密

があるようです（P15のコラムその2に続く）．

ちなみに現在の小麦多収記録は，ニュージーランドの

ワトソン氏が2020年に達成した1740kg/10aです．

コラム その１ 世界的に見た小麦の収量水準

日本と多収国の小麦収量の変化3
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葉の色が筋状に抜けたり，褐色の斑点が発
生する

あなたの収量が上がらないほ場はどのタイプ？ その２ 生育初期～茎伸長期編

水が溜まって生育が悪い 比較的ほ場は乾いているが，
生育初期から黄化が目立ち，生育量が少ない

生育初期は比較的生育が旺盛だったが春先頃
から葉の黄化，下位葉の枯れ上がりが目立つ

・ 湿害，排水不良

・ 雨の多い年は流亡による窒素不足

・ 生育過剰による窒素不足(下葉の枯れ上がり）
早播きで暖冬になったときによく見られます．

生育中期に雑草の発生が多い

直接的には雑草害ですが，播種作業時
に排水性が十分でなく，土壌処理除草
剤が十分に効かなかったことも影響．

排水不良

P18～20へ

雑草害

湿害
排水不良

P16へ

低pH
（酸性障害）

マグネシウムやマンガンな
どの欠乏・過剰などの土壌
化学性の問題の可能性

P16へ

施肥播種機の調整不良で設定どおりの
肥料が落ちていない可能性もあります

P22へ

気象条件に
起因する低収

湿害
排水不良

P6～13へ

P6～13へ

P6～13へ

葉が縞状に褪色したり，こより状に枯れ上
がる．不定形の白斑や筋状の褐斑が発生．

病害
縞萎縮病
雲形病
斑葉病

縞萎縮病

雲形病

P21へ

葉色が薄い 4




