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 免責事項・著作権等について 

 本手順書は発行日の時点の情報に基づいて作成しています。適宜、修正をするよう

にしていますが、最新の情報をご確認ください。農研機構中央農業研究センターは、

本手順書に掲載された情報をご利用になったことにより損害が生じても一切の責任を

負いません。 

 

 本手順書は、農林水産省委託プロジェクト「収益力向上のための研究開発（課題

名:多収阻害要因の診断法および対策技術の開発）」で実施された｢麦類の多収

阻害要因実態調査｣、および個別課題での対策技術開発・実証の成果（北海道、

道総研、茨城、栃木、埼玉、富山、石川、静岡、三重、滋賀、香川、愛媛、福岡の

各県、山口大学、九州大学および農研機構）をもとに取りまとめた「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」の内容に基づきシステムとして整理し

たものです。 

 

 本手順書に掲載されている個々の情報(テキスト、図版、写真など)の著作権は、特に

記されていない限り農研機構に帰属します。本マニュアルは、「私的使用」または「引用」

など著作権法上認められた場合を除き、無断で転載、複製、販売などの利用はでき

ません。引用等を行う場合には、必ず出所を明記してください。内容の全部又は一部

について、農研機構に無断で改変を行うことはできません。 
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1.小麦･大麦栽培の現状と課題、および本システム作成の経緯 

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 となっている．一方で、収量が高い圃場

（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ない。すなわち、圃場条

件と気象条件がそろえば、現在の小麦や大麦品種は十分に高い収量を上げるポテンシャルを

有している。言い換えると、現状で低収となっている圃場の問題点を改善することにより、平均

収量の大幅な向上を期待することができる。そこで、収量が上がりにくい圃場において、生産者

自らが小麦･大麦の多収を阻んでいる要因が何かを診断･判定し、その問題点を改善するた

めにどのような対策技術を導入すべきかを決定することをサポートする目的で、「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」を作成したが、今回これをシステム化して標

準作業手順書（SOP）として取りまとめることとした。 

なお、「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」については、別途農

研機構の下記の WEB サイト上で公開し、ダウンロードして利用できるようにしている。 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tec

h-pamph/134377.html 

本システムは、2015～2017 年作の 3 年間にわたって 10 道県の小麦・大麦作付圃場

延べ 433 筆を対象に実施した麦類の多収阻害要因の実態調査結果をもとに取りまとめた。

同一生産者が栽培管理していながら、比較的高い収量を得られる圃場と収量が上がりにくい

圃場が存在しており、それぞれをペアにして調査を行った結果、麦類の主要な多収阻害要因

として①土壌の排水性の不備に伴う湿害、②土壌の圧密化、③土壌の栄養状態の不備、

④雑草害の４つの要因が抽出された。この 4 要因に⑤病虫害を加え、それらのうち何が多収

阻害要因となっているかを圃場ごとに判定し、それに対して導入すべき対策技術を示すフロー

Ⅰ．本システムの概要と特徴 
 



３ 

 

チャートとして整理した。今後、本システムを活用する中で、小麦・大麦の安定栽培に向けた

技術情報が蓄積されることも期待したい。 

２.本システムの全体構成 

「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」で構成される本システム

は、小麦・大麦栽培を行う上での、①圃場の排水性、②土の硬さや締まり具合、③土壌の栄

養状態、④雑草害、⑤病虫害の 5 項目について、フローチャート式の設問に回答することで、

何がその圃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

すると良いかを提示するものである。 

Ⅱ章以下のシステムの全体構成概略図を 5 ページの図 1 に示した。 

Ⅱ章では、低収圃場で観察される圃場自体や小麦･大麦の生育の典型的な様子を生育

時期別に写真で示していて、現場において該当するものがあれば、より詳しい診断ができるマニ

ュアル本体部（IV 章）のフローチャートの適切なページに誘導されるようになっている。 

ただし、多収を阻害している要因は、圃場での作物の生育から類推できるものだけでなく、か

つ外観だけでは分からないものもあるため、Ⅳ章のフローチャートの順に沿って設問に答えつつ、

何がその圃場の「多収阻害要因」になっているかを診断･判定した上で、適切な対策技術を

取り入れることが推奨される。 

Ⅲ章には、次のⅣ章に示しているマニュアルの本体部分となるフローチャートの要点をまとめ

ている。フローチャートに沿って、設問に対しての回答や例示されている画像の確認、また比較

的簡単な方法によって圃場の診断を行うことで、その圃場の問題点＝多収阻害要因を判定

することができる。その上でそれぞれの問題点の解決のために効果が期待できる対策技術が示

される。 

Ⅴ章には対策技術の具体的な事例を示した。排水対策について 5 事例、土壌の圧密化

対策について 1 例、土壌の栄養状態の改善対策について 3 事例、複数の技術を組み合わ
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せた総合的対策について 2 事例、および難防除雑草対策について 2 事例の合計 13 事例

を紹介している。これらは何れも委託プロジェクトの麦課題を担当した道県が、それぞれの地域

で特に重要な問題となっている多収阻害要因について、その対策技術を開発し、それにより収

量性の改善を実証した成果である。 

またマニュアルの巻末には、このうちの 6 県がそれぞれ独自に取りまとめた麦類の収量性改

善のためのマニュアル等を紹介しているので、必要に応じて参照してもらいたい。 

Ⅵ章のコラムでは、日本と世界の多収国における小麦収量の 1960 年代以降の変化を示

し、多収国において 1970 年代以降に収量が大幅に向上した要因について紹介している。ま

た、日本における 1 トン/10a 穫りの事例についても紹介している。 

海外、日本の多収事例とも、多収の新品種の導入を基本に、その品種に適した施肥、雑

草・病害防除、適切な輪作体系や土づくりなどの複数の技術を効果的に組み合わせた総合

的な技術体系の結果である。 
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 図 1 本システムの全体構成の概略図 

播種・出芽・苗立ち期 

生育初期～茎伸長期 

出穂期～登熟期 

下記に示す 3 時期に分けて典型的な

症状を示す写真と概要を示し、診断対

策の説明先を示しています。 

リスク項目ごとに、診断と対策をフロー

チャートで説明しています。 

各地で取り組んだ対策技術の事例を

紹介しています。 
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1.播種・出芽・苗立ち 

播種、出芽および苗立ち時期における低収圃場の典型的な事例写真を示す。 

写真 1 は播種時期において排水が悪い圃場で見られる典型的な様子である。このように、

排水が悪い圃場において、播種作業の遅れを嫌い土壌水分が高い状況でも無理に耕起して

しまうと、土壌の練り返しにより、逆に播種作業が遅れる結果となるほか、播種ができた場合で

も、写真 2 のように砕土が十分でなく、出芽、苗立ちが抑制される。また、播種後の降雨によ

Ⅱ．収量が上がらない小麦・大麦の生育段階別の圃場
および生育の様子 

写真 1 湿害・排水不良の事例 

写真 2 土塊が大きくて出芽が揃わない事例 
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り圃場に水がたまると出芽揃いが悪化す

る。このような症状がある場合はⅢ.1 圃場

の排水性を参照し、湿害・排水不良の対

策をとる。 

写真 2 は同様に湿害・排水不良が疑

われる事例ではあるが、このような症状が現

れる場合は土壌の単粒化などの土壌物理

性の問題も関わっていることがあるので、Ⅲ

2.土の硬さや締まり具合についての対策を

とる必要もある。また、このように土塊が大き

い状態では土壌処理除草剤の処理層がう

まく形成されず、麦の生育初期から雑草の

発生が多くなるため、Ⅲ4.雑草対策につい

ても参照して対策をとる必要がある。 

 写真 3 では、圃場が比較的乾いている

にも関わらず出芽揃いが悪い事例を示して

いる。このような場合は土壌 pH が低い酸

性障害や虫害、播種機の調整不良等の

問題が考えられるため、Ⅲ3.土壌の栄養

状態、Ⅲ5.病虫害を参照するとともに、播

種機の設定を再確認することが必要であ

る。 

  

写真 3 排水性が悪くないのに出芽
が揃わない事例 
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2.生育初期～茎伸⾧期 

 生育初期から茎伸⾧期における低収圃場の典型的な事例写真を示す。 

写真 4 は降雨後に圃場面が滞水している状況で、典型的な排水不良の症状であり、Ⅲ

1.圃場の排水性を参照し、排水対策をとる必要がある。ただし、表面滞水がなくても作土中

に滞水していることがあり、乾きにくい圃場ではⅣ.1 に示している作土層水位を確認する必要

がある。 

写真 4 圃場に水が溜まって 
  生育が悪い事例 

写真 5 春先頃から葉の黄化，下位
葉の枯れ上がりが目立つ事例 
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写真 5 のような症状が認められる場合はⅢ1.圃場の排水性で示した湿害・排水対策に

加えて、Ⅲ7.気象条件に起因する低収が考えられる。 

 

 写真 6 には湿害・排水不良以外が原因と思われる生育障害の事例を示した。湿害・排水

以外にも、土壌養分や病虫害、雑草害に起因する麦類の生育不良要因があるため、これに

ついては適宜Ⅲ章の該当の項目を参照、またはⅣ章のフローチャートに沿って必用な対策技

術を導入することが必要である。 

  

写真 6 湿害・排水不良以外が原因と思われる生育障害の事例 
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3.出穂期～成熟期 

  出穂期から成熟期における低収圃場の典型的な事例写真を示す。 

写真 7 のように葉色の抜けが早いまたは枯れ熟れ症状が目立つ場合は、湿害による根張

り不足が考えられるため、Ⅲ1.圃場の排水性を参考に対策をする必要があります。 

写真 8 のように穂が小さい、穂首近くに不稔の小穂が多い、穂の出すくみや障害があるとい

った場合は、湿害に加えて土壌養分欠乏、病害、凍霜害のように気象条件に起因する低収

など様々な要因が考えらえるため、写真を参考にⅢ章およびⅣ章で紹介している適切な対策

技術を選択する必要があります。 

写真 7 葉色の抜け・枯れ熟れ
症状が発生した事例 

写真 8 穂に障害が出た事例 
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この他にも写真 9 に示したように、登熟期には様々な障害があらわれるため、圃場の低収

要因を明らかにして、次作以降低収とならないように、想定される原因に対して対策をとる必

要があります。ただし、雑草のうちカラスノエンドウのような大粒の種子は、篩で選別が困難で収

穫物に混入することがあるので、可能な限り手取りをする必要があります。 

 

写真 9 登熟期の様々な障害事例 
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1.圃場の排水性 

 麦類は水はけが悪く、湿りすぎた圃場が苦手なので、まずは圃場の排水性の問題についてチ

ェックすることが重要です。排水性についての診断は、前作物の収穫後～麦類の耕起前また

は麦類の作付け中に行います。 

1）山際、隣接水田や用水路からの漏水・湧水があるかどうか 

排水性の診断の前に、まず圃場外からの水の流入がないかを確認します。隣接水田や用

水路などからの漏水が認められる場合は、深い明渠の設置、畦塗、遮水シート、用水路の補

修等で水の侵入を防止します。圃場内にスポット的な湧水があったり、畦塗等で漏水が止まら

ない場合には、土木工事が必要となります。 

2）表面排水性の確認と明渠設置による表面排水の促進 

まず、第一段階として、30mm 程度以上の降雨があった 1~2 日後に、圃場に水たまりが

あるかどうかについてチェックをします。降雨 1～2 日後に圃場内に水たまりが確認できる場合

は、表面排水を促進させる対策が必要です。一方で、圃場表面に水たまりが認められない場

合でも、作土層に水が停滞していることがあります。これを確認するためには、圃場に耕深より

やや深め（15～20cm 程度）の穴を掘り、降雨後に穴の中の水の溜まり具合＝作土層水

位を確認します（図 2、参考情報）。この作土層水が降雨後半日～1 日（約 24 時間）

以内に解消する場合は、その圃場の排水性は良好と見なされるので、それ以降の排水性に

関するチェック項目は飛ばして、土壌の圧密化についてのフローチャートに移ります。一方で作

土層水位の解消に１日以上かかる場合は、やはりまず表面排水性を高める対策が必要にな

ります。 

表面排水性の向上のためには明渠の設置が不可欠です。圃場に額縁明渠（周囲明

渠）が未設置の場合は額縁明渠を施工します。排水性が特に悪い圃場の場合は、3～

Ⅲ．リスク項目に応じた診断と対策 
 



１３ 

 

10m 間隔で圃場内に中明渠を掘ることも有効です。一方で、額縁明渠が設置されている場 

合でも、①明渠の深さが 20cm 以上あるか、②明渠の途中が逆勾配になっていたり、崩れた

りしていないか、③明渠が排水口と接続しているか、④明渠の底よりも深い位置に排水口があ

るかについて確認をおこない、問題点が見つかった場合は適切に手直しを行い、明渠内の水が

確実に圃場外に排水されるようにすることが重要です。 

３）地下水位の確認と下方への排水対策 

明渠施工を行っても作土層水位が低下しない場合は、次に耕盤よりも深い 50～60cm

以上の穴を掘って、30mm/日程度以上の降雨後の地下水位を確認します。 

 

参考情報 
作土層の水の溜まり方を確認する方法 
深さ 15～20cm、直径 5cm 以上の穴を掘り、
降雨後の滞水の有無を確認します。場所によるば
らつきが大きいため 3 か所以上での測定が推奨さ
れます。スコップでも実施できますが、市販の穴掘り
器（右写真）があると，地下水位を確認するた
めの深さ 50～60cm 程度の穴も容易に掘れるた
め、便利です。穴を開けた塩ビ管を挿入し，雨の
流入を防止するふたを設置すると正確に水位が測
定できます。 

穴掘り器 

左：幅 16cm のスコップで

掘った穴 
右：オーガーで掘った穴 

表面滞水および作土層水位と収量との関係 
多収阻害要因実態調査の結果から、降雨後 2
～3 日経過しても圃場面に滞水が認められると、
収量の低下が顕著になりました。 
同様に降雨 2 日後に作土層水位が圃場面から
20cm より浅いと収量が低下し始め、15cm より
浅い場合は明らかに減収しました。 
したがって、降雨後 1 日以内、遅くとも 2 日以内
に表面滞水や作土層水位が解消しない圃場では
排水対策が必要であると考えられます。 

①なし 484.8 482.5 465.6
②1～10％ 444.6 449.0 285.2
③11～50％ 352.8 324.4 340.9
④51～90％ 411.3 299.5 275.9
⑤91～100％ 347.9 286.0 265.9
①なし 410.1 366.4 348.9
②1～10％ 325.8 253.7 249.3
③11～50％ 287.3 262.5
④51～90％ 250.2 218.0
⑤91～100％ 245.0

４～７日後

コムギ

オオムギ

圃場面の
滞水割合

降雨直後 ２～３日後
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図 降雨 2 日後の作土層水位と収量との関係． 
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このとき地下水位が作土層近く（地表から 30～40cm 程度より浅い）に上がっている場

合は、地下水位自体を下げる対策が必要になります。そのためには本暗渠や地下水位制御

システム（フォアス）の施工が必要になりますが、現場でも実施できる対策として、カットドレー

ンを用いた無材穿孔暗渠（図 3）、トラクター浅層暗渠施工機の利用があります。本暗渠

施工が難しい場合、または圃場面と排水路との高低差が小さく、暗渠を施工しても地下水位

の低下が期待できない場合は、畦立て栽培を取り入れて対策をします。 

図 2 作土層水位と地下水位
の模式図 

図 3 地下水位を下げる技術
の例 

図 4 耕盤・心土破砕および深耕の方法と条件 
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一方で、作土層水位が認められても、地下水位は下がっている場合は、耕盤層の透水性

が低い状態にあると考えられるので、耕盤層の破砕や深耕などの対策が必要になります。ただ

し、耕盤層直下に透水性が高すぎる礫質・砂質の土層があって復田する際に漏水が問題に

なりそうな場合や耕盤層の下が岩盤層であるなど耕盤破砕や深耕が困難な場合は、畦立て

栽培で対策をとります。耕盤破砕・深耕が可能な場合は図 4 に示した様々な方法の中から

圃場条件や経営規模に合わせた方法を選択してください。さらに詳しい個々の方法の解説は

Ⅳ.1 圃場の排水性 24~25 ページに記載がありますので、参考にしてください。 

4）畦立て栽培 

畦立て栽培は圃場面の平均標高より播種位置を高めることで、播種後の降雨で種子が冠

水することを回避し、出芽率・苗立ち率を向上させるとともに、相対的に地下水位を遠ざけるこ

とで有効土層を広げ、根量・根の活性を向上させるための技術です。畦立て栽培にはアップカ

ットロータリーおよびダウンカットロータリーを用いた 2 種類の方法があります。前者は畦の下層

の土塊が荒くなることで、排水性・通気性が良好になると同時に、畦の上層の砕土率が高くな

り出芽が安定する特徴がありますが、作業速度はダウンカットタイプに比べてやや遅くなります。

詳しくはⅣ.1 排水対策 26 ページのフローチャートで解説しています。なおいずれの場合も畦

間の小明渠を額縁明渠や中明渠につないで、水が溜まらないようにします。 

5）以上の対策でも改善されない場合 

これまでの技術を導入しても、作土層の排水性が改善しない圃場は麦類の栽培には不向

きな圃場ですが、施肥法を見直すことで収量性が向上する可能性があります。排水不良によ

図 5 出芽時における慣行の平畦と畦立て栽培の比較 
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る湿害で減収する一因は、根の伸張や機能が低下して、必要とする窒素などの栄養分を十

分に吸収できないことです。したがって、穂肥追肥前の生育診断に基づいて、追肥量を増やす

ことで収量を確保することが期待できます。特に多収阻害要因プロで検討を行った追肥重点

型施肥は、麦の窒素吸収量が大きくなる茎立期以降の肥効を高めることができるため、排水

性に問題のある圃場での収量性を向上させることが期待できます。 

現在各地で検証が行われていますが、麦種、品種および地域で最適な施肥配分が異なる

ので、詳しくは普及指導センターや試験場に確認する必要があります。ただし、ビール麦や硝子

粒が問題となっている場合など高タンパクが望ましくないときは推奨されません。また、成熟期が

やや遅くなることがあります。追肥重点施肥の適応例をⅣ1.排水性対策の 27 ページおよび

Ⅴ章の対策事例の 40 ページに示していますので、参考にしてください。 

2. 土の硬さや締まり具合 

 麦類は土が硬く締まっていると根を伸ばすことができず、水や養分を十分に吸収することがで

きません。このため、次に圃場の土の硬さ、締まり具合についてチェックします。土の硬さを測定

するためには「貫入硬度計」という専用の測定器具がありますが、専用の器具がない場合は、

図 5 に示したように、①直径 5mm 程度のファイバーポールや測量用の鉄ピンがどのくらい差し

図 6 土の硬さの測り方
た方 
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込めるかを確認する、または②スコップで深さ 30~40cm 程度の穴を掘り、断面を指先で押

して土の硬さを診断することができます。 

 土の硬さを診断した結果、図 6 の『B.根の張りが悪くなる』または『C. 根がほとんど入らな

い』 くらい硬く絞まった層が、表面から 20cm より浅い位置にある場合はチゼルプラウやボトム

プラウ等による深耕かサブソイラー、プラソイラ等を使

って耕盤層・心土の破砕をします。表面から 20cm

よりも深い層が硬い場合は、深耕ではなく耕盤層・

心土の破砕が必要となります。深耕や耕盤・心土

破砕の具体的な方法はⅣ1.排水性改善

24~25 ページに記載があります。 

3.土壌の栄養状態 

 土壌養分の不足・過剰またはバランスが悪化している場合、麦類の生育に様々な障害が発

生します。まず、参考情報に示した方法で圃場から土壌を採取して乾かしたあと、細かく砕きま

す。分析には専門的な知識と機器が必要なので、分析機関に依頼します。分析結果から土

壌の栄養状態（化学性）をチェックし、土壌化学性の各項目の値が基準値の下限以下、ま

たは上限以上になっていないかを確認します。麦類栽培圃場の土壌化学性の改良目標基準

値は 29 ページのフローチャート内の表にも示してあります。土壌分析の依頼先は、近くの普及

指導センター等にお問い合わせください。 

参考情報 土壌の採取の方法 

① 作物残渣と土壌表層を除いて、作土層（深さ15～20㎝程度）の土を採取します．

② 日陰で乾かしたあと，小石，根や枯れ葉を取り除いて，細かく砕きます（2mm目のふるいがあれば通します）．

③ 土壌が準備できたら、土壌分析を依頼します．

①

②

④

③

⑤

左図のように1枚のほ場

から5箇所ずつ（それ以
上）掘り，よく混ぜます．

生育ムラがある場合は，
それぞれの場所で2～3箇
所掘ります．

最初に表面のわら等と土壌表

層を薄く除き，次にV字状に
穴を掘り，片側の斜面と平行
になるよう（深さごとの厚み
が一定になるように）土を掘
り上げます．

一定の厚さ

15～20cm

図 7 下層に硬い耕盤がある
場合とそれをチゼルプラウで破
砕したときの根の分布 
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 なお、最も重要な分析項目である pH については比較的安価な機器で測定可能ですし、

地力の指標となる可給態窒素量についても近年生産現場でも比較的容易に測定できる方

法が開発されたので、これらの具体的な情報も記載しています。 

 麦類は生育後半の茎立期頃以降に、総吸収量の半分以上の窒素を吸収し、特に、出穂

期以降は土壌由来の窒素吸収の重要性が高まります。したがって、土壌の可給態窒素量が

不足する場合は、追肥を重点的に施用する他、堆肥などの有機物の投入・緑肥栽培による

土作り、また過剰な耕耘は有機物の急速な分解を促進するため適切な耕起体系の導入

等、中⾧期的な視点を持った対策も必要です。窒素以外の分析項目に問題がある場合は、

分析結果に付随する処方箋や都道府県から提供されている土壌改善手順に従って資材の

投入量を増減させる必要があります。 

4.雑草対策 

 雑草はどのような圃場でも発生しますが、一定以上になると大きな減収要因になるだけでな

く，種子混入により等級を落とす要因にもなります。麦を作付けするたびに年々雑草発生量

が増えている、また生育中盤に圃場面が雑草に覆われたり、登熟期に麦より雑草が大きくなる

などの雑草害が出た場合は、Ⅳ4.雑草対策の 30~32 ページのフローチャートで、まず草種を

確認した上で、草種毎の適切な防除対策を実施します。 

5.病害虫対策 

 麦類では品種改良や新しい薬剤による防除により、病虫害による減収事例は少なくなってき

ましたが、作付けしている品種やその年の気象条件によっては問題となることがあります。前回

麦類を作付けした時に病害や虫害の問題があった場合は耐病性品種の導入、栽培体系の

見直しに加えて適切な防除対策を実施します（Ⅳ5.33 ページ）。図 8 に麦類の主要な病

虫害を示しています。病虫害の被害への対策は，雑草害と同様に予防的な措置が基本のた

め、地域の防除指針に沿って適切な防除を行うことが重要です。 
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6.倒伏対策 

 倒伏（図 9）は、生育量が大きくなりすぎることで

発生するため、生育を抑制するための対策が必要で

す。まず，適正な播種時期、播種量、及び施肥量を

守り、これに加えて，追肥前の生育診断結果から生

育過剰が予測されるときは、追肥量を減らします。こ

の他の対策として、成⾧調節剤「エテホン」，「クロルメ

コート(北海道のみ登録)」、「プロヘキサジオンカルシウ

ム塩」の散布があります。 

7.気象条件に起因する低収について 

⾧期間にわたる小麦収量と気象要因との関係を解析した研究報告では、小麦の減収と関

わりの深い気象要因として、気温の影響は、播種～生育初期、頂端小穂分化期および登熟

期に高いこと、雨量の影響は、播種～生育初期および登熟期に多いことが示されています

（箕田 2010＆2015、西尾ら 2017）。 

図 9 倒伏した麦の様子 

図 8 麦類の主要病虫害 
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このうち播種～生育初期の多雨については、湿害の他にも適期からの播種遅れの原因に

なりますが、これに対しては、本マニュアルⅢ.1 で紹介した排水対策を徹底することでかなりの

部分まで対応可能です。また、湿害や肥料の流亡による生育不足に対しては、生育診断に

基づいた適切な追肥量制御（追肥重点型施肥も含む）によって、その影響を軽減すること

が可能です。 

登熟期の高温に対しては直接的な対応策はありませんが、この時期の高温と同時に発生

することが多い乾燥による水ストレスに対しては、出穂期までに健全な根を深い層までよく張ら

せておくことが重要であり、本マニュアルを活用した排水性、土壌の圧密化の改善、および適正

な土壌の栄養状態の維持が重要です。 

生育初期の高温は、茎立期頃までの生育を旺盛にしますが、そのまま通常の追肥を行う

と、茎数が過剰となり倒伏や凋落型の生育となって枯れ熟れによる登熟不良につながります

（図 10）。一方で減肥すると、大きくなった植物体が必要とする窒素が足りずに有効茎歩

合や 1 穂粒数が減少します。また、生育ステージが進んで茎立ちが早まると、寒の戻りがあっ

たときに凍霜害のリスクが高まります。 

生育過剰の抑制には麦踏みが一定の効果を示します。また、基肥を減らして追肥の割合

を増やす「追肥重点型施肥」では、茎立期頃までに生育過剰になりにくい上、追肥量を調整

する幅が大きいため、生育初期の高温への対策に活用できる期待があり、検証を進めていると

ころです。  

図 10 生育初期に過剰に繁茂し、生育後半に枯れ熟れとなった例 
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1.圃場の排水性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ．栽培改善技術を導入するためのフローチャート集 
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2. 土の硬さや締まり具合 
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3.土壌の栄養状態 
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4.雑草対策 
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5.病害虫対策 
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6. 1～5 の対策で収量性がまだ十分に改善しないとき 
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Ⅴ．対策技術の事例 
 

排水対策の事例 
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 チゼルプラウ深耕による排水対策、および土壌の圧密化対策
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 土壌の栄養状態の改善対策事例 
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 複数の技術を組み合わせた総合的な対策の事例 
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 難防除雑草対策の事例 
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Ⅵ．コラム 
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1.普及対象 

 全国の水田小麦、大麦低収圃場（約 18 万 ha）を耕作する生産者およびその普及指

導機関 

 

2.導入効果 

 水田における小麦・大麦作の低収圃場において、圃場の写真や設問に回答することで，何

がその圃場の低収要因になっているかを生産者自身が診断することができる。診断結果から

示された適切な対策技術を導入することで、水田における小麦・大麦作の単収の向上と安定

化が見込まれる。 

Ⅵ．本システムの導入効果 
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