
湛水期間の適度な縦浸透は、落水期間に排水対策を実施し、土壌をよく
乾燥させることで確保できます。水田の作土下層は、作業機械の踏圧や代
かき等で堅密になり、すき床が不透水層化しやすいので、乾田であっても
経時的な透排水性の低下は避けられません。透排水性を「維持」する感覚
で、継続的な排水対策に取り組む必要があります。

（１）基本的な排水対策 ～乾くほど、より乾かしやすくなる好循環

1 透排水性の改善

Ⅳ 有機稲作栽培のポイント❶ 圃場

【湛水期間の縦浸透の必要性】

湛水期間の水田土壌への酸素供給は、主に田面水中
の溶存酸素に依存します。水田は、水深に対して水面
の割合が大きく、農作業による水面かく乱機会もあり、

大気中の酸素が水に溶け込みやすい条件ですが、土壌に対する絶対的
な酸素供給量は、畑地土壌と比べればわずかです。
しかも、水温上昇に伴い水に溶け込める酸素量（飽和溶存酸素量）

は減少し、微生物による有機物分解は酸素を消費して行われるため、
移植後の水田土壌は酸素が欠乏した状態（＝還元状態）に傾きやすく、
作土の大部分は「還元層」となります。このとき、酸素を含む水と接
する作土表層には、「酸化層」が薄く不安定に形成されます。
なお、湿性植物である水稲は、還元状態の土壌に適応し、発達した

通気組織で茎葉部から根に酸素を送ることができるので、直接的には
土壌中の酸素をほとんど必要としません。

水稲が主に吸収・利用できるアンモニア態窒素は、
還元層で有機態窒素が微生物分解を受けて無機化され、
発現します（＝地力窒素）。このアンモニア態窒素は、

酸化層にあると微生物によって硝酸態窒素に変わり、最終的にガス化
して大気中に放出（＝脱窒）されてしまいますが、還元層ではアンモニア態窒素の形のまま安定します。リン酸
も還元層で吸収・利用しやすい形になります。
一方、還元状態には段階があり、水稲にとってプラス効果があるのは若干の酸素を含む半嫌気状態の段階まで

で、還元化が進んで嫌気的な分解・発酵が起こる強還元状態の段階に至ると、水稲の根に有害な硫化水素や有機
酸（ドブ臭の原因）が発生します。これが「ワキ」で、根傷み等による生育阻害を引き起こします。温室効果ガ
スであるメタンも、強還元状態で発生します。
したがって、湛水期間の水田土壌は、過剰な還元化の進行を抑制し「ワキ」を軽減するため、酸素を含む水を

適度に下層に浸透（縦浸透）させる必要があります。

田んぼの土
は酸欠状態

還元状態の
利点と欠点

※水の縦浸透の良否は、減水深が目安となりますが、横浸透や漏水の影響を除いた正確な測定を現場で行うのは簡単ではありません。また、
土壌の還元状態は、酸化還元電位（ORP）の測定で把握できますが、時期・地点による変動が大きく、専用の測定機器が必要です。

湛水期間 落水期間

適度な縦浸透 排水良好

すき床層→

作土→

心土→

表面滞水の排出
→ 土壌乾燥

収穫後の溝切りや心土破砕は毎年行う

大
気

水

心
土

酸素

溶存酸素

作
土

酸化層
（０～数cm）

還元層

有機態窒素

アンモニア態窒素

硝酸態窒素

窒素ガス

放出

（脱窒）

❶【均平化】圃場均平は、生育の斉一化、雑草対策の他、スムーズな表面
排水、過度な代かき回避による透排水性改善にもつながります。可能で
あればレーザー均平機を活用するなどして、均平化に努めます。

➋【有機物施用】ある程度圃場の排水性が良く、良質堆肥等の確保が可能
なら、積極的に有機物を施用し、土壌物理性の改善を図ります。

③【溝切り】圃場の形状、滞水しやすい枕地や機械の轍・旋回跡等に注意
し、表面水がうまく排出されるよう落水口等につなげて作溝します。

④【心土破砕】作業時の土壌水分が高いと切り溝が塞がりやすいので、圃
場が乾いた状態で、作業速度を落として施工します。既設暗渠があれば、
交差するように施工すると効果が高まります。

⑤【稲わら搬出】圃場表面に残すと春先まで土壌乾燥を妨げるので、搬出
が基本です。乾田なら秋すき込みも可能ですが、収穫後早め（地温を確
保できるうち）に、土が乾いた状態で浅く混和し、分解を促す必要があります。稲わら秋すき込みや稲わ
ら堆肥施用は、土壌へのケイ酸供給も兼ねるため、これが可能となる乾田化の促進が望まれます。

⑥【耕起・砕土】土壌水分が高い状態での作業は禁物です。北海道の水田は春に乾きづらく、ロータリ耕で
練り返すと却って圃場乾燥を妨げ、透排水性低下を招きます。土質や作業条件が適当であれば、水田用チ
ゼルプラウ（浅耕）やスタブルカルチによる粗耕起により、圃場乾燥が促進されます。

⑦【代かき】移植精度に支障のない範囲で、軽めに行います。下層まで細かく砕くような過度の代かきは、
透水性を低下させます。
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乾土湿土

落水期間に水田土壌を乾燥させると、土壌中の有機物の一部が微生物分解を受けや
すい状態に変性します。これにより、入水後の湛水条件下で微生物による分解が活発
に行われ、窒素の無機化（アンモニア態窒素＝地力窒素の発現）が前倒しに促進され
ます。この現象を、乾土効果といいます。
土壌が乾くほど、また土壌中の有機物の残存量が多いほど、乾土効果は強く出ます。

未分解有機物が残りやすい湿田で、土壌を乾かすことができれば、大きな効果が得ら
れます。発現したアンモニア態窒素は、作土の還元層で保持され、水稲の初期生育向
上に役立ちます。

■せたなオーガニック倶楽部の事例から

有機水田における移植直後（移植後３日以内）の土壌中アンモニ
ア態窒素は、早期施肥技術（→Ｐ26）導入を前提に、慣行栽培と同
等の水準（３～５mg/100ｇ）を確保できることが、５年間の調査で
確認されています（図１）。
中でも平成26年は、4.90mg/100ｇと５ヵ年中では突出して高い値

を示しました。同年の４月の月間降水量（せたなアメダス）は５mm
（平年比７％）と著しく少なく、平均気温6.6℃（同105％）、日照
時間262hr（同155％）と多照で経過しており、例年より土壌の乾燥
が強く進み、乾土効果により無機態窒素の供給量が増加したものと
考えられます。
特異的な気象経過によるものとはいえ、土壌の乾燥によって乾土

効果が発現することを（偶然）現地実証できた事例です。

夏
落水期間 落水期間

・地温上昇 ・田面水の適度な縦浸透 ・中干しが効果的に行える ・収穫前落水を急がなくてよい ・適期収穫しやすい
・土壌中の鉄の酸化 ･･･温められた水で地温上昇 ・コンバインで圃場を傷めにくい
　（酸化鉄として酸素を保持） ・稲わらを搬出しやすい
・乾土効果 ・地力窒素の発現が早まる （条件により秋すき込みも可能）

・適期作業、作業性向上 ・心土破砕等の効果向上

春 秋
湛水期間

･･･酸素の供給で「ワキ」軽減

根傷み防止、生育向上 登熟条件改善

（２）透排水性改善の効果 ～収量・品質（食味）の向上

4.90 

3.38 
3.00 

3.55 
3.86 

0

1

2

3

4

5

6

H26 H27 H28 H29 H30

（mg/100ｇ） 有機水田における移植直後の

土壌中アンモニア態窒素

図１ 移植直後の水田土壌中アンモニア態窒素
（せたな町、有機栽培10年以上の同一圃場５ヵ年調査）

乾土効果の有無による
生育比較展示
（Ｈ29檜山北部支所）

（３）乾土効果
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➀【自家培土】

ウ《用土の熟成（培養）》
培土中に残る未分解有機物は、播種後の温度・水分上昇に伴い急激に分解が進み、発芽・生育阻害、

ムレ苗（苗の活性低下によるフザリウム、ピシウム等の病原菌侵入）の原因となります。
このため、用土に混和した有機物は、播種前年の秋までによく分解させておく必要があります。
有機物の用土混和を播種前年に行う場合、遅くとも６月までに済ませ、２～３ヵ月分解を進めます。

このとき、分解を進めるには土壌ｐＨを下げない方がよいことから、硫黄粉によるｐＨ矯正は後から
行います。土が乾き過ぎると有機物の分解が止まってしまうので、水分状態に注意します。
ｐＨ矯正後、引き続き土の過乾に注意しながら、翌春まで寝かせます。

1 育苗用土の準備

Ⅴ 有機稲作栽培のポイント➋ 育苗

ア《原土》
基準では、育苗用土は有機圃場から採取するか、禁止資材の飛来・流入及び使用が２年以上ない場

所から採取することとされています。
入手が可能であれば、清浄な山土（無病土）の使用を勧めます。
ただし、採取時点でｐＨ6.0以上の土は適しません（要ｐＨ測定）。

（１）育苗用土（箱土）の準備

イ《一時貯留場所》
保管中に、使用禁止資材等による汚染リスクのないことは必須条件です。周辺に雨水等が滞留せず、

土の搬出入等の作業が支障なく行える場所を選びます。
数年分の土を貯留できる広さがあると、採取・運搬を毎年行う手間が省け、用土の熟成期間も確保

でき効率的です。
土壌の採取・運搬量は、経時

的な土のかさ減りを考慮すると
ともに、最終的に使用するのは
篩った土なので、右式を参考に
おおよそ「必要量の２倍以上」
を目安として採土します。
運搬した土は、野積みでかま

いませんが、古ビニールやブル
ーシート等で雨よけを行います。
倉庫、ビニールハウス等の屋

根付き施設は、衛生的で作業性
に優れますが、土が乾きやすい
のが欠点です。ただし、乾燥防止のため土を密封し過ぎると、カビが発生しやすいので注意します。

有機圃場からの原土採取の問題点
［水田土］

・雑草種子を多く含む
・採土の際に圃場を練り返しやすい

［畑土］
・ｐＨが高すぎることが多い
・病原菌等を持ち込む可能性がある

～播種前々年 播種前年

パ
タ
ー

ン
１

パ
タ
ー

ン
２

パ
タ
ー

ン
３

原土採取

・運搬

堆肥・有機

資材混和

ｐＨ測定

→矯正

ｐＨ再測定

→再矯正

（夏～秋）

原土採取

・運搬

堆肥・有機

資材混和

ｐＨ測定

→矯正

ｐＨ再測定

→再矯正
（貯留のみ）

原土採取

・運搬

（遅くとも６月まで）

堆肥・有機

資材混和

（遅くとも６月まで）

※硫黄粉混和後１ヵ月

ｐＨ測定

→矯正

ｐＨ再測定

→再矯正

※硫黄粉混和１ヵ月後

※硫黄粉混和１ヵ月後

（稲刈り後早めに）

（稲刈り後早めに）

※２～３ヵ月熟成

※２～３ヵ月熟成

【長期熟成】

翌
春
ま
で
寝
か
せ
る

採取原土量 4～5ﾘｯﾄﾙ × Ａ × 2 × Ｂ≧

育苗箱

１枚当たり

箱枚数

(予備苗含)

篩い等減少分

見合い
貯留年数

１年分

〈中苗の場合〉

〈用土水分の過乾・過湿の問題点〉

培養中 →有機物分解を阻害
ｐＨ矯正 →ｐＨ矯正を阻害
砕土 細かく砕け過ぎる 作業性、精度低下

微生物の
活動抑制

過乾 過湿
好気性発酵阻害、温度低下
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育苗箱底から
置床の土に

方法
有機物等
施用による
土づくり

置床の
ｐＨ矯正

箱移動の
労力

水管理・肥培管理等

出根させる
・置床土に
　直置き

必要 必要 かかる

○置床の土が補完的に機能し、
　 管理難度は相対的に下がる
×置床の悪条件の影響を直接
　 受ける（排水、ｐＨ、病害等）
　※条件が良ければ問題ない

出根させない
・置床被覆
・育苗箱内
　で根止め

不要 不要
大幅に

軽減される

×箱土のみに頼ることになり、水
　 管理がシビアになるなど管理
　 難度は上がる
　※細やかな管理ができるなら大き
　　 な問題はない

➀【排水対策、置床の乾燥】

雨水・融雪水の侵入、地下水位の影響を受けるようなら、明渠・暗渠等を設置して排水を確保します。
ハウス設置場所の除雪、外張ビニール展張を適期に行い、早期に置床を乾燥させ、地温上昇を図ります。

➁【置床の土づくり】

育苗箱底から置床に根を下ろさせる場合は、用土（箱土）と同様の土づくりとｐＨ矯正が必須となりま
す。置床の条件が悪い場合や、矯正前土壌ｐＨが 6.0以上ある場合は、出根を遮断する方式を選択します。

（２）置床の準備

➁【購入培土】

本来、有機で安定的な健苗育成を行うためには、良質な自家培土づくりが望まれます。
しかし、原土の調達が難しかったり、用土の準備・保管のための手間や場所を確保しづらい場合は、有

機で使用可能な市販培土を用いる選択肢もあります。当然コストはかかりますが、規模が小さいうちは、
トータルでみれば経済的な場合もあり、自家培土づくりの参考として利用するのもよいでしょう。
有機育苗用に様々な培土が市販されていますが、受注生産だったりメーカーの供給エリアが限られたり

して入手が難しい資材もあり、事前に確認が必要です。
また、資材ごとに特性が異なるため、ユーザー評価が高くても、自分の管理方法との相性は実際に使っ

てみるまで判りません。必ず１～２年試験育苗を行ってから、導入を判断するようにしましょう。

置床への出根を遮断するタイプ
の育苗箱

エ《土壌ｐＨ矯正》
必ず土壌ｐＨを測定し、ｐＨ4.7（4.5～5.0）を目標に矯正します。
用土のｐＨが4.5を下回る場合は石灰資材を用いてｐＨを上げ、5.0を上回る場合は硫黄粉を用いてｐＨ

を下げます。上げるにしても下げるにしても、目標値に矯正するためにｐＨを１以上動かさなければなら
ない土の使用は避けます。採土の際、ｐＨ測定を忘れないようにしましょう。

ｐＨを下げる場合には、有機ＪＡＳ規格に適合した硫黄粉を使用できます。硫黄粉は、一度適量の土と
よく混和してから全体に混ぜるようにすると、均等に混和しやすくなります。
硫黄粉による矯正には通常１ヵ月程度（条件により３週間から２ヵ月）かかるので、混和後１ヵ月経過

したらｐＨを再測定し、必要であれば再度矯正します。
硫黄粉によるｐＨ矯正にも、適度な土壌水分と温度が必要です。播種の前々年以前に有機物を混和した

長期熟成培土であれば、気温の高い時期に硫黄粉を混和できますが（前ページの図パターン１）、播種の
前年に有機物を混和する場合（同パターン２、３）は有機物分解を優先させなければならないため、硫黄
粉混和は秋になります。ｐＨ再矯正が必要になった場合の硫黄粉混和を、晩秋までに済ませられるよう、
計画的な作業が必要です。

右の表はｐＨを 1.0 下げるための硫黄粉量の目安です。
実際の施用量は、ｐＨ分析を依頼した機関の処方に従っ

ていただくのがよいでしょう。ここでは、土壌区分によって必要
な硫黄粉の量に大きく幅がある、ということを知ってください。

硫黄粉によるｐＨ矯正は、育苗中の病害発生を抑える目
的で行いますが、ｐＨを必要以上に下げすぎると却って生育
不良を招きます。混和の際は、ｐＨが均等に矯正されるよう、
混ぜムラだけでなく土の水分ムラにも注意します。

〈ｐＨを１下げるために必要な硫黄粉量の目安〉

4.0L/箱 4.5L/箱 5.0L/箱

泥炭土 800 242.4 9.7 10.9 12.1
粘土質土 260 78.8 3.2 3.5 3.9
砂質土 180 54.5 2.2 2.5 2.7

硫黄粉（ｇ）
土壌の種類

土100L
育苗箱1枚1坪(3.3㎡)

10cm深
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2 種子の準備・予措・播種

◆二段乾燥のポイント

(ｱ) メリット： 一次乾燥後の貯留中に粒間の水分移動が起こり、単粒水分のばらつきが低減されることで、仕上乾燥後の
水分の戻りも少なくなります。また、一時貯留中に乾燥機を空けられるので、機械を効率よく回せます。

(ｲ) 送風温度： 籾水分・・・25％以上：30℃以下、25％未満：40℃以下 を目安とし、毎時乾減率0.5～0.6％で、ゆっく
り乾燥を進めます。種籾の場合、食用の一般米より低めの温度設定を心がけます。

(ｳ) 一次乾燥（半乾）： 籾水分を17～18％まで下げたら、通風循環で穀温を十分下げた後、乾燥を中断します。
一時貯留は、通風可能な貯留装置で行うのがベストですが、やむを得ずフレコンで貯留する場合、２段積みは絶対

に避け、フレコン上部を開放して、貯留中の穀温上昇を防ぎます。
籾水分の均一化に要する乾燥休止時間は、およそ24時間です。通風貯留なら数日間の貯留も可能ですが、フレコ

ンでは荷重による通気性の悪化で穀温が上昇するリスクが高いため、24時間経過後なるべく早く仕上乾燥に入ります。

(ｴ) 仕上乾燥： 整粒籾水分14.5～15％で仕上げます。14％以下は過乾燥、15.5％以上では保管中にカビ発生の怖れ
があります。

イ《採種》

採種栽培のように、専用の採種圃や種子用コンバインを用意することは難しいので、以下の点に注
意し、健全で充実した均一性の高い種籾の確保に努めます。

◆採種のポイント

(ｱ) 病虫害（特に種子伝染性病害）や倒伏発生圃場、生育・登熟が不揃いな箇所等を避け、採種用の収穫地点を慎
重に選定します。

(ｲ) 地域の適期判定を参考に、刈取り適期を逃さないよう収穫します。

(ｳ) 種籾の付傷は、発芽率低下の要因になります。
・高水分籾の収穫は損傷籾率を高めます。収穫時籾水分は25％程度を目安とし、朝露や降雨後の付着水が完全に
落ちてから作業します。

・籾水分が適正でも、一般(非種子用)のコンバインで、こぎ胴(シリンダ)の回転数を「標準」で作業すると、発芽率が低下
しやすいので注意します。機種によって性能や設定が異なるため一概にいえませんが、通常よりこぎ胴の回転数を下げ、
こぎ深さをこぎ残しのない程度に浅くし、速度も落として作業するのが基本です。

・張り込み、乾燥、排出等の工程においても、機械的な付傷を発生させないよう注意します。

(ｴ) タンク、フレコン、乾燥機等の中で生籾のまま放置すると、短時間で穀温が上昇し発芽率を低下させるので、できるだけ
速やかに乾燥に入ります。

(ｵ) 乾燥方式は、天日乾燥へのこだわりがなければ、計画的に作業でき、籾品質を安定させやすい機械乾燥を勧めます。
本書の記述は、一般的な循環式乾燥機の使用を想定しています。

一般米で、高品質・良食味米出荷のため推奨される乾燥方法は、種籾の発芽率を低下させない乾燥方法と基本的
に同じです。籾水分は、籾の着生位置により一穂の中でばらつくため、単粒水分を効率よく均一化することが重要です。
二段乾燥を基本とし、急速乾燥、高温乾燥、過乾燥は禁物です。

➀【自家採種】

（１）種籾

基準では、有機で生産された種子の使用を原則としていますが、有機種子の採種・流通体制は未整備
で、一般流通する有機種籾の入手が困難なことから、非有機種子の使用も可能となっていますし、有機
稲作では自家採種した種籾の使用も一般的です。自家採種を行う場合は、次の点に注意します。

ア《種子更新》
自家採種を繰り返すと、品種本来の特性は変化します。「作物がその

土地に適した姿になっていく」とは“在来種”の話で、育種された“育
成品種”の場合、収量性や品質、食味、耐病性の低下を伴うこともある
遺伝的劣化を意味します。まして、品種名を付して販売するのであれば、
品種特性が薄れてしまうことは避けなければなりません。
基準では、有機種子が入手困難な場合以外に「品種の維持更新に必要

な場合」における非有機種子の使用が認められています。連年自家採種
による品種特性の変化だけでなく、種子伝染性病害等を防ぐ意味でも、
定期的な種子更新が必要とされるからです。
水稲の自家採種では、概ね３年を目途に、採種圃産の種子を用いた種子更新が望まれます。

※籾水分のムラが大きい（青米が多いなど）場合は、張り込み後に常温通風乾燥を２～３時間程度行ってから一次乾燥に入ります。
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自家採種した種籾は、必ず比重選（塩水選）を行います。温湯消毒直前の実施が基本です。
塩水選の前に、風選（唐箕選）や真水による水選で先に粃（しいな）やごみを除去する方法もあります

が、必要な作業ではありません。籾の吸水抑制のためには、水選はむしろ行わない方がよいでしょう。

ア《食塩》
塩水選に使う比重液には、通常食塩か硫安の溶液を用いますが、有機ＪＡＳでは硫安は使用できない

ため、食塩を用います。一般的な食塩の製造に用いられる、海水を原料とするイオン交換膜製塩法は、
化学的処理に該当しないとされており、スーパー等で入手できる安価な食塩で問題ありません。

イ《比重》
塩水の比重は、一般的なうるち米用の「1.13」とします。水に溶かす塩の量は、水10リットルあたり

2.0～2.5kg程度を目安に、必ず比重計（1,000～2,000円程度で購入可能）で正確に計ります。
水は、水道水か清浄な井戸水を用います。水温は浸種適温の10～13℃が理想ですが、籾が吸水しない

よう手早く行う前提で、蛇口から出る水温で問題ありません。比重は水温の影響を受けますが、小数点
第２位に合わせる程度なら多少の水温差による誤差はわずかなので、特に気にする必要はありません。
水が冷たくて、投入した塩が溶けづらい場合は、塩を少量の温湯で溶かしてから混ぜ入れます。

◆塩水の比重について
比重選ではじかれる籾は、全量の５％未満であることが望まれますが、年によって比重「1.13」では籾の多くが浮いてしまい、

必要な種子量を確保できないことがあります。この場合、比重「1.10～1.08」程度まで塩水濃度を薄めるのも仕方ありません。
種籾の充実度に不安がある年は、先に比重の異なる少量の塩水で試し比重選を行うとよいでしょう。

ただし、塩水濃度を薄めるということは、沈下する籾の充実度のばらつきが大きくなることを意味します。量を確保できる代
わりに、催芽ムラが出やすくなる等、管理上のデメリットも発生しますので、必要以上に薄め過ぎないようにしましょう。

ウ《選別》
塩水選中の吸水の抑制と、塩水自体が種籾に有害なため、塩水選は手早く行います。籾に気泡が付着

すると沈まないので、こまめにかき混ぜながら投入します。浮き籾・ごみは、ザル等ですくい取ります。

エ《洗浄》
塩水選にかけた種籾は、流水で洗浄し、塩分をしっかり落とします。洗浄したら、脱水機にかける等

して水を十分切っておきます。この後、種子消毒・浸種までを一連の作業で行います（次項）。

②【比重選（塩水選）】

（２）種子選別

➀【脱芒(だつぼう)】

籾の芒や枝梗は、播種精度に影響するため除去します。採種圃産の種子を購入
する場合は処理済みですが、自家採種した種籾では必要となる作業です。
芒は、育成品種ではほとんど退化しているものの皆無ではなく、品種・年次に

よってやや目立つことがあります。
処理には脱芒機を用いると便利ですが、なければ種籾を網袋に入れて軍手で揉

むと、ある程度取り除くことができます。
脱芒作業は、ひと冬保管後の種籾で行うのがよく、比重選（塩水選）の前に実

施しておきます。

芒（ぼう、のぎ）

枝梗
（しこう）

ウ《種子の保管》
水稲は短命種子ではありませんが、自家採種した種籾を温度・湿度管理を行って長期保存するのは現実

的でないため、当年産の種籾を翌年使用するのが基本となります。当年産種子の品質が著しく劣る場合は、
採種圃産の種子導入を検討してください。
種籾をひと冬保管するだけなら、網袋等に入れ、冷暗所で室温保存すれば問題ありません。保管場所は、

日内の温度変化が小さく常時乾燥しており、鳥獣害を受けない対策を施しておく必要があります。

②【種籾の必要量】

※自家採種の場合、比重選ではじかれる分も見込む必要があります。

播種量
（箱当たり）

箱枚数
（10ａ当たり）

播種量
（10ａ当たり）

予備苗

　乾籾 100ｇ 　35～40枚
　乾籾
 　3.5～4kg

+5％

中苗（箱マット）の目安
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【Ａ：塩水選～浸種を一連で行うパターン】

【Ｂ：塩水選後に籾を風乾し、乾籾で消毒を行うパターン】

比
重
選

（
塩
水
選

）

温湯消毒 浸 種

塩水選後１時間以内を厳守

温湯消毒 浸 種
籾乾燥
※通風乾燥で籾

水分15％以下
まで乾かす

乾籾

塩水選後１時間以内に温湯

消毒ができない場合はこちら

病害発生圃場からの
採種は避ける！

最初から保菌籾混入率が高いと、
消毒効果を確保できない可能性
があります。種籾収穫は病害発
生圃場を避け、できるだけ保菌
籾の混入率を下げるよう努めて
ください。

消毒済みの購入種子と異なり、自家採種した種籾は種子伝染性病害を
対象とする種子消毒を適切に実施する必要があります。

消毒法は、温湯消毒と、温湯消毒では対応できない病害対策として、
別表２掲載資材（農薬）による消毒を併用する作業体系を基本とします。

なお、別表２掲載資材は、既述のように「やむを得ない場合に使用が
認められる農薬」であり、対象病害の発生状況に応じて使用を検討する
のが前提となります。

冷却水の水温は浸種適温
の10～13℃が理想ですが、
籾が吸水しないよう手早く
行う前提で、蛇口から出る
水温で問題ありません。

ア《塩水選～浸種まで一連で行う前提で準備を》
温湯消毒は、本来乾籾で行う技術ですが、

籾の吸水が進む前（塩水選後１時間以内）
に作業すれば、発芽率への影響はほとんど
ないことから、塩水選～浸種までを一連で
行うのが基本です。
塩水選後に籾を乾かす場合は、通風乾燥

で速やかに籾水分を15％以下まで下げます。
乾燥に時間をかけ過ぎたり、乾きが不十分
なまま消毒を行うと、発芽率の低下につな
がりやすいので注意します。
なお、温湯消毒後の籾の乾燥は、病原菌

汚染（再感染）リスクを高めることから、
温湯消毒と浸種は原則として間を置かず連
続で行います。

塩水選後、間を置かずに
消毒に入れるよう、事前の
段取りを入念に！

➀【温湯消毒の効果と注意】

（３）種子消毒

②【温湯消毒のポイント】

イ《作業の流れとポイント》

温湯消毒塩水選

※水洗・水切り

浸 種

① 籾を網袋に詰める

・籾の量は袋の半分程度が目安。詰め過ぎは消毒ムラの原因になる。

② 湯温は60℃をキープ

・籾量に対して湯量が少ないと、籾浸漬時に湯温が下がり過ぎる。
・温度コントロール精度が高い専用の消毒機を使用するのが望ましい。
専用消毒機を使用しない場合、必要なら湯をつぎ足して湯温を保つ必要がある
が、手作業で湯温を正確に制御するのは難しく注意が必要。

（株）タイガーカワシマ

「湯芽工房」など
催芽等が可能な機種も
あります。

③ 籾浸漬＝60℃10分

・袋内の外側と中心付近で、籾への熱のかかり方にムラがあると危険。
湯の中で袋を揺すったり反転させたりしながら、中まで均等に温度が伝わるように。

湯温60℃は成人がやけど
する温度です。要注意！

④ 消毒後、直ちに籾を冷却

・所定の時間消毒したら、袋を引き上げ、流水で速やかに中まで十分冷やす。
水道水等の清水かけ流しで冷却し、汚れた水にはさらさないこと。

〈重要！〉 塩水選直後（１時間以内）の実施が鉄則

60℃10分処理より･･･
温度高過ぎ、時間長過ぎ

→発芽率が低下
温度低過ぎ、時間短過ぎ

→消毒効果が低下

温度・時間を厳守！

塩水選後の籾は、浸漬の
直前に清潔なぬるま湯で
温めるとよい。

ア《主な対象病害》
いもち病、ばか苗病、苗立枯細菌病に対して、概ね実用レベルの効果があります。一方、褐条病に

対しては、安定的な効果が見込めません。

イ《注意点》
(ｱ) 温湯消毒は、籾外層の保菌部位を熱殺菌する技術です。過度の加熱は玄米の胚にダメージを与え、
発芽率の低下を招くため、処理温度・時間の正確なコントロールが重要です。｢60℃・10分｣または
｢58℃・15分｣の処理で効果が認められていますが、現在は｢60℃・10分｣が主流です。

(ｲ) 化学合成農薬と異なり、残効性がありません。消毒後の籾は病害感染に対し無防備なので、籾を
均等かつ十分に消毒できないと、病害の蔓延につながる怖れがあります。
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フザリウ
ム菌

リゾープ
ス菌

トリコデ
ルマ菌

○ ○ ○ ○ ○ 200倍 催芽時 24時間種子浸漬

200倍 催芽前 24～48時間種子浸漬

種子重量の
2～4％

浸種前 湿粉衣

20倍 浸種前～催芽前 1時間種子浸漬

200倍 催芽時 24時間種子浸漬

200倍 催芽前 24～48時間種子浸漬

種子重量の
4％

浸種前 湿粉衣

20倍 浸種前 1時間種子浸漬

7.5倍
乾燥種籾１kg
当り30ml

4倍
乾燥種籾１kg
当り20ml

50倍 － 10～60分間種子浸漬

浸種前～催芽前 24～48時間種子浸漬

催芽時 24時間種子浸漬

浸種前～催芽前 24～48時間種子浸漬

催芽時

○ ○ 浸種前～催芽時

200倍 浸種前～催芽時 24時間種子浸漬

乾燥種子重
量の1％

浸種前 種子粉衣（湿粉衣）

エコホープ

タラロマイセス
フラバス
水和剤

タフブロック

タフブロック
ＳＰ

褐条病
ばか苗

病
いもち病

苗立枯
細菌病

もみ枯
細菌病

苗立枯病

24時間種子浸漬

バチルス
シンプレクス
水和剤

モミホープ
水和剤

200倍

エコホープ
ＤＪ

200倍

浸種前

種子吹き付け処理（種子
消毒機使用）又は種子塗
抹処理

トリコデルマ
アトロビリデ
水和剤

○ ○○ ○

○ ○

○ ○ ○

別表2該当
資材名

農薬（商品）名

○ ○

○ ○○ ○

○

○ ○

○

希釈倍数
又は使用量

使用液量 使用時期 使用方法

適用病害名

ごま葉枯
病

○○○ ○

○ ○○

各種子消毒法の種子伝染性病害に対する防除効果の評価
（「化学農薬によらない水稲の種子消毒法」中央・上川農試2007～2009）

いもち病 ばか苗病 褐条病 総合評価

＋ 食酢50倍 Ｂ Ｂ～Ｃ Ａ Ａ ◎

単独処理 Ｃ～Ｄ Ｃ～Ｄ － Ａ ×
＋ 食酢50倍 Ｂ Ｂ～Ｃ Ａ Ａ ◎

単独処理 Ｄ Ｄ Ｄ Ａ～Ｂ ×
＋ 食酢50倍 Ｂ Ｂ～Ｃ Ａ Ａ ◎
＋ タラロマイセス フラバス水和剤200倍 Ｂ Ｂ～Ｃ Ａ～Ｂ Ａ～Ｂ ◎

単独処理 Ｂ Ｂ～Ｃ Ｂ～Ｄ Ｂ～Ｄ ○

食酢50倍 単独処理 Ｃ Ｄ Ａ Ｄ ×

タラロマイセス フラバス水和剤200倍 単独処理 Ｄ Ｄ Ｃ～Ｄ Ｂ～Ｄ ×
注1) Ａ：化学農薬より効果が優る、Ｂ：ほぼ同等の効果、Ｃ：効果がやや劣る、Ｄ：効果が劣る

注2) 総合評価◎：４病害に対して安定した防除効果、○：やや防除効果が不安定、×：防除効果が不安定

注3) 網掛けは、単独処理より防除効果が向上したものを示す、 注4) エコホープは、褐条病に対して登録はない

※上記は農業試験場研究成果/成績概要書（2010年１月作成）より引用

苗立枯
細菌病種子消毒法

エコホープ 浸種前200倍浸漬

エコホープDJ 浸種前200倍浸漬

温湯消毒60℃10分

③【別表２資材によるその他の消毒法】

ア《催芽時食酢処理（食酢＋循環式催芽機）による褐条病防除》
循環式催芽機を使用する場合は基本的に必須となりますが、温湯消毒では効果が劣る褐条病に対し、

特定防除資材（特定農薬）の「食酢」を用いた催芽時処理が有効です。温湯消毒と催芽時食酢処理を組
み合わせることで、苗立枯細菌病に対する効果も補強されます。

催芽時食酢処理のポイント
・食酢は催芽時に使用（浸種中は不可）。
・使用する食酢は“穀物酢”（酸度4.2％→ラベルに表示されています）、濃度は50倍（水100リットルに対し酢２リットル）。
※濃度が濃すぎると発芽不良、催芽ムラの原因になるため、注意して希釈してください。

・食酢を希釈した水は、催芽１回分にしか使えません（使い回しはできない）。廃液は、法令に従い適切に処理します。
・種籾に付着した酢を洗い流す必要はありません。機械は、使用後に十分洗浄します。

イ《生物農薬による防除》
温湯消毒や催芽時食酢処理では種子伝染性病害に対する防除効果が安定しない場合、生物農薬の使用

を検討します。温湯消毒、催芽時食酢処理と組み合わせることにより、効果が向上・安定化する場合も
あります。使用に当たっては、農薬使用基準を遵守し、各薬剤の使用上の注意事項に従ってください。

【参考】水稲種子消毒に使用できる別表２該当資材の登録内容

※平成31年３月末現在、種子消毒用途に限定して抜粋

21



本州で指導される浸種水温（気温以下に下げるのが難しいのでやや高い）

適水温

最適水温

9℃ 10℃ 11℃ 12℃ 13℃ 14℃ 15℃

高い低い

ア 浸種最適水温は11～
12℃で、±１℃までが
適水温です。
10℃を下回る低水温

浸種は、催芽ムラ、発
芽不良につながります。
特に、浸種開始１～２
日目の低水温吸水による影響が大きいので、水温管理には十分注意してください。
水温13℃以上では、浸種中に発芽を開始する籾が出やすくなります。水温が高いと雑菌も増殖しや

すく、浸種条件によっては水温上昇を抑制する工夫が必要です。
イ 浸種日数は、適水温で通常５～６日、長くて７～９日程度（高温登熟年等）です。籾が十分吸水し、

胚が透けて見えたら浸種完了と判断します。
ウ 水交換は、籾の呼吸により消費される溶存酸素の補給と、籾からの溶出物排出を目的として、浸種

期間中数回（通常は１～２回程度でよい）行います。１回目の交換は浸種開始から３日目以降とし、
古い水を抜き籾袋の水気も軽く切ってから、水温の急変に注意して清水に交換します。

エ 水は、水道水か清浄な井戸水を用います。浸種水量は、籾容積の倍量（籾１kgに対し水３～４リッ
トル見当）以上とします。

オ 大型水槽（農業用のポリエチレン製角形容器等）や浴槽等に張った水に籾袋を浸して浸種を行うの
が一般的ですが、この方法は水温コントロールが難しく、水槽内で温度ムラが生じやすいのが欠点で
す。こまめな水温確認と、保温対策（断熱材や毛布、ヒーター等）、温度ムラ対策（籾袋の反転等）
が必要で、手間がかかります。浸種の勘どころを熟知した上級者向けの方法といえます。

カ 低水温域の温度制御まで可能な循環式催芽機は、浸種にも利用でき、正確な温度管理を省力的に行
えて便利です。欠点は導入費用が高額なことで、比較的安価な小型の機種は処理量が少なく、使いづ
らい場合があります。温湯消毒・浸種・催芽機能を兼備する機種が上市されており、温度管理が重要
な一連の作業のために導入を検討する価値はあります。

ア 催芽適温は30～32℃で、籾袋内の種籾に均等に温度がかかるよう、細心の注意が
必要です。催芽開始前には、30℃程度の温湯で種籾を温めておきます。
催芽時間は20時間が目安となりますが、15時間を過ぎたら１～２時間おきに催芽

程度を確認するようにします。芽・根の損傷を防ぐため、適正な催芽程度は「ハト
胸」とし、概ね７割以上の籾がハト胸となったら切り上げます。
籾品質に問題がないのに、発芽が著しく不揃いであったり、丸一日以上かけても

芽が出揃わないようなら、浸種までの作業に手落ちがあった可能性があります。
イ 一般的な蒸気式催芽機を使用する場合、棚に詰めすぎないようにし、籾袋の反転、
上下段の入替等を時々行います。この時、適正な温度となっているか、必ず実測で
確認してください。籾袋の上面が乾くようなら、清潔な布等を濡らして覆います。

ウ 循環式催芽機を使用する場合、催芽温度は細菌性病害にとっても適温であるため、
催芽時食酢処理を行います。

エ 催芽籾は、播種精度に支障が出ないよう、握っても手に張りつかない程度まで、
籾表面の水分を落とします。清潔なシート等に広げて陰干し（日に当ててはいけま
せん）しますが、循環式催芽機を使用した場合等、籾の濡れ具合によっては数分程
度洗濯機の脱水槽等にかけ水を切ります。容量が大きく、籾を広げて干す工程が不
要の専用脱水機も上市されています。

慣行に準じて行いますが、引き続き器具・資材等を介した病原菌汚染に注意して、種籾を取り扱う必要が
あります。浸種・催芽に合わせて生物農薬を使用する場合は、各薬剤の使用上の注意事項に従ってください。

➀【浸種】

（４）浸種・催芽～播種

②【催芽】

ア 種子、用土等、慣行栽培とのコンタミが発生しないよう作業計画を組みます。
イ 適正な播種量、床土・かけ土量となるよう播種機を調整します。育苗後半に苗が混みすぎないよう、

必要以上の厚まきは避けます。かん水量も、床土に合わせて過不足のないよう調整します。
ウ 床土に有機質肥料を施用すると、床土ｐＨの変化や、播種後に有機物の発酵による障害が発生する

可能性があります。施肥は、前年に仕込んだ熟成培土の使用を前提に、液肥（速効性のアミノ酸態資
材）による追肥を主体とします。

③【播種】

○適正

×伸ばしすぎ

適正な催芽程度
（星川原図）

×伸ばしすぎ
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（※）遮光・保温用資材について

(ｱ) 現場で「シルバー」または「シルバーポリ」と呼ばれる、アルミを挟んだ三層構造シルバーフィルム
（「シルバーポリトウ/東罐興産(株)」、「シルバーポリ/岩谷マテリアル(株)」等）がよく使われます。
比較的安価で、軽量でべたつきが少なく扱いやすいのが利点です。遮光による高温障害防止、
床土の水分保持、夜間の保温に必要十分な効果があります。より遮熱性や耐久性の高い資
材もあり、検討に値しますが、概して性能に応じて価格が上がります。

(ｲ) 水稲用の遮光率80％相当（製品表記♯80）以上の製品を使用します。古くなって遮光率
が低下したフィルムの使用は、高温障害の原因となるので避けてください。

(ｳ) 現場ではシルバーフィルム単用が主流ですが、内に不織布を敷設して、べたがけ二重被覆と
するとより効果的です。フィルム片面に不織布を接着加工した製品も上市されています。

① 置床の低地温は、出芽・生育ムラや病害発生の原因となるため、十分に乾かして地温を上げておきます。
成苗ポット等、定置前かん水を行う方式では、前日かん水→古ビニール被覆で地温上昇を図ります。

② 置床の均平が不十分だと、育苗箱が傾き接地面の密着にばらつきが出て箱土の水分ムラにつながるため、
砕土・整地は丁寧に行っておきます。

③ 育苗箱定置、かん水後、遮光・保温用資材（※）でべたがけ被覆します。トンネルを設置し透明ビニール
との二重被覆にすると、寒い日や夜間の保温に有効ですが、地域ではあまり見られません。

④ 必ず育苗箱（籾）の位置で温度を確認し、出芽まで日中25～32℃、夜間10℃以上で管理します。
35℃以上になると、高温障害発生の怖れがあります。外気温が低くても、閉め切ったハウス内の気温は、

晴天日には簡単に40℃を超え、べたがけ被覆で遮光した程度では影響を免れないため、注意が必要です。
換気は肩換気が基本です（ハウスの構造によっては側面・裾開放）。風が強い時は、開放する向きを考慮

し、風の吹き込みによる被覆資材の捲れに注意してください。

※温度が上がり過ぎてからハウスを開けて「下げる」と、少なからず気温の急変による作物へのストレスが発生します。可能なら、
あらかじめ「上げない」よう対策しておくことが望まれます。晴天が予想され農作業や外出等でハウスにすぐ戻れないような時は、
一時的に多少寒くてもハウスを開けておくか、ハウスに遮光ネットをかけるなどしておきます。
春先、天候不順で寒い年ほど、天気の急変で苗を灼いてしまうトラブルが発生しやすいので、十分注意してください。

⑤ べたがけ被覆により箱土の水分が保持されるので、通常であれば出芽までのかん水は不要または最小限で
すむことがほとんどです。定期的に土の水分状態を確認し（部分的な過乾に注意）、必要に応じてかん水を
実施してください。かん水は、晴天日、床土の地温と水温の差が少ない朝のうちに行うのが基本です。

① 芽が７割程度出揃ったら、遮光・保温用資材による日中被覆は終了します（出芽直後は夜間低温時の保温
用として使用）。被覆除去は、早朝、まだ日差しの弱い時間帯に行います。かん水は、浮いた土を落ち着か
せる程度に行い、籾が露出していたらかけ土を補います。

② 以降のかん水は、過乾に注意しながら、なるべくかん水間隔を取って１回量を多め（床土に十分行き渡る
量）とし、晴天日の朝を基本に行います。夕方かん水は、夜に向けて
床土の地温を下げ、過湿を助長するので避けてください。

③ 出芽揃いから1.5葉期までは、日中20～25℃、夜間10℃以上で管理
します。マット形成に重要な時期なので、できるだけかん水を控えて
発根を促します。

④ 1.5葉期から３葉期までは、日中18～20℃、夜間10℃以上で管理し
ます。徒長防止に重点を置く時期で、寒い日以外、日中は意識的にハ
ウスを開放するようにします。その分床土は乾きやすいので、適宜か
ん水します。
2.5葉期以降、25℃以上の高温で管理すると、早期異常出穂（不時

出穂）が発生しやすくなります。重ねて注意してください。
⑤ ３葉期から移植（中苗：3.1～3.5葉）までは、日中18℃から外気温

での管理とします。特に、移植の５日前頃から、強い冷え込みや晩霜
の怖れがある場合を除き、基本的にハウスを昼夜開放して、外気温へ
の馴化を進めます。
この時期はもっとも床土が乾きやすく、床土が乾くと苗が老化しや

すくなるので、水管理を怠らないようにします。 「北海道米麦改良」第132号より

3 育苗管理
（１）置床への育苗箱定置～出芽まで

（２）出芽揃い以降

葉令：３.５葉

本葉第４葉本葉第４葉

本葉第４

本葉第４
本葉第４

本葉第４

本葉

本葉第３葉

本葉第２葉

本葉第１葉

１号分げつ

草
丈

第一鞘高

不完全葉 鞘葉
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0

1

2

3

4

5

6
（DM中％）

有機H27～30 慣行H27～30

既述のように、床土として前年に仕込んだ熟成培土の使用を前提に、育苗段階の施肥は液肥（速効性のア
ミノ酸態資材）による追肥を主体とするのが、現状では安全で効率的と考えられます。

中苗で窒素施肥量の目安を2.5ｇ(2.0～3.0ｇ)/箱、追肥１回あたり窒素施用量上限を1.0ｇ/箱とします。
※参考：｢寒地水田の水稲有機栽培における初期生育に有利な苗形質の解明と育苗施肥法の検討(Ｈ19上川農試)｣

（３）追肥

葉令 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

３回 ● ● ●

２回 ● ● ● ●

追肥
回数

（2.5～3葉期で1回）（1～1.5葉期で1回）

液肥は、フィッシュソリュブル（魚煮汁液）資材の
希釈液を箱あたりＮ１ｇ相当かん注

■せたなオーガニック倶楽部の事例から

追肥資材にはフィッシュソリュブル資材（窒素6.0％）を使用
し、１～２葉期と３葉期を目安に合計２回、箱あたり窒素１ｇ
相当（10倍希釈液 167 ml/回）をかん注しています。
移植時苗の乾物中窒素含有率は4.0～4.5％が望ましいとされ、

事例では有機、慣行（化成肥料を有機と同時期に窒素１ｇ/箱/回
施用）ともにこれよりやや低く、また有機苗は慣行苗より低い傾
向が見られますが、今のところ苗質・発根調査結果や移植後の初
期生育との関係は明確に認められていません。

移植時苗作物体中窒素含有率（分析：道南農試）

有機専用の育苗ハウス設置例
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25日 1日 5日 10日 15日 20日 25日

４月 ５月

施
肥

耕
起

代
か
き
➊

代かき➋

移 植

Ⅵ 有機稲作栽培のポイント➌ 本田

➀【施肥】

ア 施肥のポイント

（１）移植前作業～移植 ～

■せたなオーガニック倶楽部の事例から

(ｱ) 有機ＪＡＳ規格適合資材を用います。

(ｲ) 寒冷地では、春先に地温が上がりづらく、地力窒
素の発現が遅れやすいことから、基肥に用いる有機
質肥料は、湛水条件下で最大無機化率が高く、窒素
無機化が比較的速い資材を主体とします。
魚粕、なたね油粕、大豆油粕は、培養前の窒素無

機化率が高く湛水後の増加が小さい「初期型」に分
類され、肥効は生育初期＞中期となり、基肥として
の利用に向きます。速効性の魚粕と、窒素無機化速
度がやや遅いなたね油粕、大豆油粕の何れかを組み
合わせると、バランスの取れた肥効が期待できます。

(ｳ) 有機栽培では、土づくりを優先して有機物投入を
積極的に行う一方、使用できる資材の選択肢が狭く、
肥効も読みづらいことから、養分の収支を考慮した
柔軟な施肥対応は、一般に難しいとされています。
しかし、特定資材の連用により土壌養分の過不足

が生じてバランスが崩れれば、生育や収量・品質に
影響し、過剰な養分の蓄積は環境保全の観点からも
望ましいことではありません。土壌診断
による定期的な理化学性の評価は、有機
農業においても重要です。
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0 0.05 0.1 0.15 0.2

最
大
窒
素
無
機
化
率
（
％
）

窒素無機化速度（％/day）

高

低

速遅

魚粕ナタネ油粕

大豆油粕

フェザー

ミール

脱脂米ぬか

発酵鶏ふん

最大無機化率

が高いグループ

最大無機化率が低く

無機化速度も遅いグループ

湛水培養における各種有機質肥料の窒素無機化速度と最大
窒素無機化率の関係（抜粋）（Ｈ25上川農試）

窒素 リン酸 加里

パールユーキ※ 80 全層 4.8 2.4
和牛堆肥 1,500 〃 0.9 0.6 0.8
ぼかし肥料 40 〃 0.4

6.1 3.0 0.8
BB 683 20 全層 3.2 3.6 2.6
BB 444 20 側条 2.8 2.8 2.8
和牛堆肥 1,000 全層 0.6 0.4 0.5

6.6 6.8 5.9
　※パールユーキ(くみあい混合有機２号)：ＯＮ6.0％、ＴＰ3.0％／なたね油粕65％、魚粕35％

有
機

慣
行

・生わら秋すきこみ

計
・生わら秋すきこみ

計

区
分 資材名

施用量
(kg/10a)

施肥成分量(kg/10a)
備考

本田土壌分析値（H27～30）
（融雪後採取、分析：せたな町農業センター）

イ せたなオーガニック倶楽部施肥例

※土壌窒素肥沃度水準区分：有機｢やや高｣～｢高｣、慣行「中位」～「高」
（地帯区分：檜山北部、土壌区分：低地土(乾)～北海道施肥ガイド2015）
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（mg/100g）

可給態窒素 有効態リン酸 交換性加里 交換性苦土

有機 慣行

有機 慣行

有機 慣行

有機 慣行

基準値

10-20

基準値

15-30

基準値

25～

事例では、基肥としてなたね油粕、魚粕
を原料とする混合有機資材を基肥で利用し
ています。

堆肥は、町内の肉牛農家から完熟堆肥を
入手し、ぼかし肥料は自家産です。

調査圃場は、有機栽培を10年以上継続している
水田で、リン酸が蓄積し、加里も高めであること
が土壌診断で確認されており、リン酸、加里施肥
量を抑えています。
苦土はほぼ無施用なため、水系から供給されて

いる可能性が高いと見られます。

1 移植～本田の管理
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＊早期施肥による土壌中アンモニア態窒素動態について＊

檜山農業改良普及センターでは、「水稲減化学肥料栽培における有機質肥料の早期施肥技術（上川農試、
Ｈ26指導参考）」を参考に、“有機水田における施肥時期の前進化による窒素無機化促進”を、「せたなオ
ーガニック倶楽部」と連携して実証しました（平成26年度）。
実証年の成果を受け、平成27年度より早期施肥技術が地域で有機慣行技術として導入されたことから、

技術の安定的定着を目的に、土壌中
アンモニア態窒素の動態を平成30年
度まで調査・追実証しました。

【 有機圃場５ヵ年調査データから】
(ｱ) 移植後の土壌中アンモニア態窒素
発現のピークは、５月下旬～６月の
最高気温・日照時間が概ね平年並み
以上で経過すると、化学肥料を施用
した慣行圃場とほぼ同時期の６月上旬頃と
なり、窒素無機化促進が認められました。
これに対し、春先から低温・寡照傾向で

経過した平成29、30年は、発現のピークが
６月下旬頃まで遅れました。

(ｲ) 土壌中アンモニア態窒素がほぼ消失する
時期は、７月以降の最高気温・日照時間が
概ね平年並み以上で経過した場合、春先の
気象経過に関わらず慣行圃場とほぼ同時期
の８月中旬頃となりました。
これに対し、７月以降低温・寡照傾向が

続いた年は、９月上旬までアンモニア態窒
素が残存しました。

(ｳ) 実証年を含む５ヵ年の調査から、早期施
肥技術による有機質肥料の窒素無機化前進
化を確認するとともに、低温・寡照年にお
ける影響を把握できました。有機質肥料の
特性により、地温を確保できない条件では
窒素無機化前進化の効果は限定的となりますが、同条件における影響は従来の代かき直前施肥より一定
程度緩和されていると考えられ、有機稲作の基本技術として普及性は高いと判断します。

１回目 ２回目

平成26年 有機慣行 5月10日 4月27日 5月11日 5月16日 5月21日

平成27年～
早期施肥技術

導入後平均
4月29日 5月1日 5月8日 5月20日 5月22日

施肥 耕起
代かき

移植

ア《代かきの役割》
代かきには、移植精度が確保でき苗の活着が良好となる移植床の整備、漏水防止、田面の均平化、

雑草抑制等多くの役割があり、適切に行われる限り必要不可欠な作業です。土壌の物理性を破壊し、
透排水性を低下させる「過度の代かき（誤った代かき）」は避けてください。

イ《雑草抑制技術としての「２回代かき」》
有機稲作では定番の初期雑草抑制技術で、１回目の荒代かき後に浅水で10日程度置き、発生した雑

草を２回目代かきで練り込みます。寒冷地では、春先の寒さで雑草の発生が緩慢になりやすく、移植
を遅らせてまで２回目代かきを待てずに、効果が限定的となりやすいのが課題です。

■無代かきについて■
過度の代かきによる土壌物理性破壊を回避するためというより、代かき作業に要する労働時間の負担軽減を主目的と

する「省力化技術」です。濁水流出防止技術としても注目されています。耕起・砕土、入水後、そのまま移植を行うの
で、移植床を整えるため、春耕時に土壌をよく乾燥させて砕土性を確保し、高精度の砕土・均平作業を行う必要があり
ます（[例] バーチカルハロー、レーザーレベラー等の活用等）。
排水不良田では透排水性が高まり、地耐力改善も期待できますが、続けると漏水田化が進みやすく、排水良好な乾田

にはそもそも向きません。むしろ、転作を前提とした排水改善の意味合いの方が強いといえます。
代かきを省くため雑草も増えやすいことから、有機稲作での導入には慎重な検討が必要です。

R² = 0.9804

R² = 0.8693

R² = 0.9355

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5月11日 5月26日 6月10日 6月25日 7月10日 7月25日 8月9日 8月24日 9月8日 9月23日

ｱﾝﾓﾆｱ態N

mg/100g

Ｈ30有機（低温年）

Ｈ26有機（高温年）

Ｈ28慣行（平均年）

ウ 早期施肥技術
従来、有機質肥料の施肥は入水・代かきの直前に行うのが一般的でしたが、これを入水の７～10日

前に前倒しし、土壌中の窒素無機化を早めて初期生育の向上を図ります。課題であった窒素の後効き
による秋優り型の生育も回避され、収量・品質向上につながることが期待できます。

有機水田土壌中アンモニア態窒素動態（分析：道南農試）
※傾向が明確な代表的年次を抜粋

②【代かき】

※「せたなオーガニック倶楽部」の事例：それまで代かき直前に行っていた施肥を10日
程度早め、他の作業日程は概ね従来どおりとしています。
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◆有機水田の雑草発生

平成28年に「せたなオーガニック倶楽部」の水田（有機栽培10年以上）で、
雑草発生調査を行いました（下表）。㎡あたりヒエ発生本数は平成23年調査
の10倍以上に増えており、埋土種子量の増加がうかがえます。

除草剤を使わない有機稲作の雑草対策は、物理的防除（機械除草、手取り
除草等）、耕種的防除（２回代かき等）を主に、「我慢できる程度まで発生
を抑制する＝抑草」という考え方を基本とします。
調査圃場は、除草労力をかけ比較的よく管理された水田ですが、それでも

毎年一定程度の残草は避けられないことから、有機栽培年数を重ねるに従い
雑草が増加しています。本田で、調査値と同等の密度で雑草が生育するわけ
ではありませんが、有機水田における潜在的な発生上限量の経時的増加につ
いては、認識しておく必要があります。
有機に転換する圃場の条件として、既発雑草が少ないことを掲げているの

もこのためで、雑草対策を適切に講じてきた慣行水田は埋土種子量が少なく、
有機転換当初に雑草
が多発することは、
あまりありません。

この調査でも、有
機水田と対照的に、
慣行水田のヒエ発生
はごくわずかでした。
ただし、夏場以降

アゼナ類が有機水田
と同水準で多発して
おり、従来はあまり
問題にならなかった
草種が、有機転換の
ような栽培条件の変
化により顕在化する
可能性があることも、
考慮に入れておくべ
きでしょう。

（本/㎡）

有機① 有機② 有機③ 有機④ 慣行① 慣行②

ヒエ 1,607 908 1,101 2,411 2,009 9 0 17
ヘラオモダカ 4 0 0 17 0 0 0 0
アゼナ類 0 0 0 0 0 0 0 0
備考（その他） 　①～④ミゾハコベ少

ヒエ 144 122 87 262 105 0 0 0
ヘラオモダカ 184 175 192 140 227 0 0 0
アゼナ類 3,844 3,494 3,319 4,193 4,368 2,298 3,669 926
備考（その他） 　①～④ミゾハコベ少、マツバイ多、③ホタルイ(13本/㎡) 　①マツバイ少、②アオミドロ・ウキクサ多

ヒエ 96 367 0 0 17 0 0 0
ヘラオモダカ 140 140 87 87 245 0 0 0
アゼナ類 5,097 1,817 2,603 7,093 8,875 1,433 2,568 297
備考（その他） 　①～④マツバイ多 　①マツバイ少、②アオミドロ・ウキクサ多

ヒエ 1,847 1,397 1,188 2,673 2,131 9 0 17
ヘラオモダカ 328 315 279 244 472 0 0 0
アゼナ類 8,941 5,311 5,922 11,286 13,243 3,730 6,237 1,223
備考（その他）

合計

慣行平均有機平均区分調査日

5月13日

7月20日

9月2日

12cm 25（25.3）株/㎡

13cm 23（23.3）株/㎡

14cm 22（21.6）株/㎡

15cm 20（20.2）株/㎡

33cm
(北海道)

条間 株間 栽植密度

ア 適切な育苗日数、適期移植を心がけます。
地域の移植適期は５月16日～６月５日で、天候や苗の

状態に応じて行います。有機苗は、一般に慣行苗と比べ
生育がやや緩慢で、２回代かきを効果的に実施する必要
からも、早植えは適しません。事例では、毎年５月20日
前後から５月いっぱいを目途としています。

イ ２回目代かき後、土が沈降して落着くのを待ちます。

ウ 移植前日から当日に水を落とし、移植時は田面が出る
か出ないかの落水状態とします。田面が乾くと移植精度
が低下するので、水を早く落とし過ぎないようにします。

エ 栽植密度は、22～23株/㎡（事例は22株/㎡）とします。
通常、株間12cm（25株/㎡）～15cm（20株/㎡）が適正

な栽植密度の範囲となりますが、気象経過によっては、
12cmではいもち病発生の怖れが高まり、15cmでは収量性
の確保が難しくなる可能性があります。株間13～14cmを
目安とするのが適当です。

オ 植付け位置は２cm程度とし、過度の深植えは避けます。
深植えは活着を遅らせ、その後の生育に影響します。

本葉第４葉

本葉第４

本葉第４
本葉第４

有機水田雑草発生調査（Ｈ28檜山農業改良普及センター）

※ 施肥・耕起前採取土壌（5cm深）に水と窒素5kg/10aを加え攪拌し、温室内で管理。1ヵ月経過後の5/13
に発生雑草を調査。6月以降は日当たり良好な戸外で管理。7/20調査後、窒素3kg/10aを追肥。

夏場以降ヘラオモダカが目立ち始め、アゼナ
類も増えて、発生は秋まで続きます。

③【移植】
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アイガモ農法も行っていますが、除草のメインは機械
除草です。活着確認後、移植の１週間～10日後に１回目、
その後１週間～10日間隔で幼穂形成期の10日前（概ね６
月最終週）まで、３～４回程度を目安に行います。

７月以降は機械除草を行わず、雑草発生状況に応じて
６～８月に手取り除草を行います。

移植を終えたら、ただちに入水します。
活着までは、日中は止水で苗が半分隠れる程度の水

深を基本に、晴天日には浅水として水温・地温を上げ
るよう心がけ、早期の活着を促します（通常、４～５
日で新根が出て活着します）。
低温時や夜間は、基本の水深～やや深めとし、水に

よる保温効果を確保します。入水は、用水と田面水の
水温差が小さくなる夜間～早朝に行うのが基本です。
用水温は、一般に午前～日中より夕方～夜間の方が高
く、その意味でも合理的です。
低温に強風が伴うと、強い葉傷みを生じる可能性が

あり、草丈の 3/4程度の水深を目安に、深水にして苗を守ります。晩霜を警戒するような強い低温が予想
されるときも、同様に深水とします。
深水管理のとき、圃場均平が不十分で苗が水没する箇所が発生する場合は、苗を長時間水没状態のまま

置くことがないように、水位を適宜調節する必要があります。

（２）移植直後の管理

①【水管理】

②【補植】

枕地等、機械で植えられない箇所や、連続欠株が発生した箇所等では補植を行います。
慣行栽培では、それ以外の多少の欠株は、補植に要する労力分の見返りを得にくく無視してよいとされ

ていますが、有機栽培では欠株＝雑草に生育スペースを与えることになるため、労力的に無理のない範囲
で、気になる箇所だけでも補植を行っておくとよいでしょう。
補植用の取置苗（置き苗）は、放置すると葉いもちの発生源となるので、補植を終えて余った苗は速や

かに圃場周辺から撤去し、処分します。

 移植 ～活着まで

田

面

→

落水状態

苗が半分隠れる

程度の水深を

基本に

水深2-3cm

浅水

よく晴れた日は 低温・強風日は

草丈の3/4

程度の深水

（３）除草

中苗

除草作業時間（圃場内作業実時間）

計(min/10a) 計(hr/10a)

機械除草 5 5 140 2.3

手取り除草 2 6 563 9.4

　　　　計 7 11 703 11.7

区分
回数
(回)

のべ
人数(人)

作業時間

平成28年度実態調査（新型除草機導入前）より

あめんぼ号：（株）美善
・・・株間を羽輪、条間をカゴロータで除草。
動力はタイヤのみ。乗用型導入前の主力。
現在、乗用型で作業できない箇所で活用。
作業時間は20分/10ａ/回。

４条型回転動力除草機：（株）丸山製作所
・・・動力で条間雑草を練り込む。あめんぼ号
の補完的に使用。
作業時間は60分/10ａ/回。

水田駆動除草機：みのる産業（株）
・・・緊プロ事業開発の６条タイプ。リース事業
で平成29年に導入し、現在の主力。条間を
回転ロータ、株間を振動ツースで除草。
現在、手取り除草等の負担軽減に向け、効
率的な機械除草体系化を試行中。
作業時間は20分/10ａ/回（※）。

■せたなオーガニック倶楽部の事例から

（※）みのる水田駆動除草機[KE3+KW6]：実測で作業速度は平均2.4km/hr、除草機の圃場内実作業時間は19～
20分/10a（枕地等追加作業を含めると除草作業１回あたり30分/10a）。１回目除草時（水深４～５cm）の
欠株、転び苗等発生率は３％未満。
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備　考

機械除草
除草機（手押し、乗用）、自作のチェーン除草
装置（人力牽引、機械牽引）等

導入コストは幅が大きい。過剰な投資は避けなければならないが、面積や労働力に
応じた除草性能が確保されないと、作業が後手に回り雑草が手に負えなくなるので、
導入にあたっては十分な検討が必要。従来、株間除草が課題だったが、強制揺動
式ツース（振動ツース）を装備した除草機の株間除草精度は向上している。

マルチ 紙（再生紙）マルチ、液体（活性炭等）マルチ等
資材コストがかかる。地温が上がりづらく、稲の生育が抑制されやすい。資材がJAS
有機に適合するか認証機関に確認が必要。布（不織布）マルチは直播用。

２回代かき 既述

秋耕起
プラウ等による反転耕で、土壌上層の雑草種子
を下層に埋め込み、多年生雑草の塊茎を上層
に露出させ寒さに当てて死滅させる

土壌乾燥が進むことによる抑草効果も期待できる。ただし、多年生で塊茎から発生
するオモダカが増えやすい湿田では、秋に土を練らずに耕起できるくらい圃場が乾いて
いるかどうかが問題。下層土の性状によっては、反転耕が適さない場合がある。

深水管理 活着以降も深水を保ち、ヒエを抑制
水田雑草は、主に溶存酸素が豊富な土壌表層で発芽し、浅水・田面露出は雑草
の発生に適した条件となる。このため深水管理は雑草の発芽抑制に有効だが、常時
深水にすると水温が上がらず分げつが抑制されるため、北海道には適さない。

米ぬか
移植後100～200kg/10ａの米ぬかを全面散布
し、米ぬかの分解に伴う土壌表層の還元化、有
機酸発生により雑草の発芽、生育を抑制

施用量は事例によって幅がある。くず大豆、油粕等を併用する例もある。同時に有
機物の供給にもなるが、購入資材を使えば相応にコストがかかる。手散布の場合は
労働負担が大きい。一定期間悪臭が発生するのは避けられない。

生物的
防除

アイガモ
アイガモの雛10～20羽/10ａを放飼、雑草摂食
及び土壌表層攪拌、濁水効果により防除

消費者イメージが良く、「有機稲作のアイコン」としての価値はかなり高い。
ただし、アイガモ導入、飼養管理、鳥獣害対策のためのコスト・労力がかかり、廃用後
の処理や販売等課題もある。除草技術としての費用対効果は高くない。

防除方法

物理的
防除

耕種的
防除

有機稲作で知られる主な雑草防除法

（４）その後の管理

○ 各地で様々な方法、アレンジが試みられていますが、単独で決定的な除草法はなく、機械除草を中心にいくつかのやり方を組み合わせるのが
一般的です。府県の技術には、寒冷地向きでないものも含まれるため、インターネットや書籍等を参考に取り組む場合は注意してください。

○「我慢できる程度まで雑草発生を抑制する＝抑草」が基本とはいえ、営利栽培としては減収要因となる程の発生は避けなければなりませんし、
草だらけの水田は地域の慣行栽培農家に否定的に受け止められ、有機農業への理解を醸成する上でマイナスとなる可能性があります。
個々の経営に適した、効率のよい雑草防除法を検討してください。

①【水管理】

ア 活着後、１週間～10日程度で分げつが始まります。慣行栽培と比べ茎数を確保しづらいので、
分げつ期となる６月は、積極的に水温、地温を上げる水管理に努め、分げつを促進します。

イ ７月上旬頃の幼穂形成期から、花粉が形成される重要な時期に入ります。幼穂の伸長に合わせ
て水深を上げ、水の保温効果で幼穂を守り不稔の発生を抑えます。この時期は気温、天気に関わ
らず深水とし、水管理の基本である「日中止水、入水は夜間」を引き続き守ります。
幼穂形成期後の日数を管理水深の目安とするため、幼穂形成期の正確な把握は必須です。平均

的な生育の株を数株選び、採取した主茎を剃刀で縦に割るか、葉鞘を剥いて幼穂を確認します。
平均幼穂長２mmとなった日が幼穂形成期です。２mmの幼穂長は、４～５日で20mmを超えてしまう
ので、移植後40日前後から見逃しのないよう注意してください。

ウ 前歴期間（幼穂形成期から10日間）：水深５cmから前半５日
間で徐々に10cmまで上げ、後半５日間は10cmを維持します。

エ 冷害危険期（前歴期間終了から大半の止葉が上がる頃までの
１週間～10日くらい）：前歴期間の10cmから、３～５日かけて
15cmまで上げ、最終的に18～20cmの深水とします。

オ 目測に頼らず、水深測定板を設置して水深を管理します。均
平が不十分な圃場では、水深のバラツキ、水口との誤差を確認
し、水深測定板に平均水深が反映されるよう設置を工夫します。

カ 冷害危険期終了後から出穂が始まる頃までの５日前後、深水
管理で弱った根に酸素を供給し活力を取り戻すため、中干しを行います。倒伏防止、地耐力確保対策に
もなります。干し過ぎ（土に亀裂が多数走る）には注意します。溝切りは中干しの効果を補強し、排水
不良田で有効ですが、作溝後に溝が崩れない程度まで土がしまった状態で実施する必要があります。

キ 出穂以降、成熟期まで土壌の過乾は禁物です。出穂し始めたら浅水とし、穂が出揃うくらいまでは、
田面が乾かないよう水位が下がったら入水します。早期落水による土壌の過乾は、玄米の充実度を下げ、
収量・品質が低下するので、穂揃い以降は間断かんがい（水がなくなったら１～２日干して再び入水）
で適度な土壌水分を維持します。穂かがみ以降は落水しますが、乾き過ぎて田面に１cm以上の亀裂（断
根する）が入らないよう、収穫１～２週間前までは適宜走り水等で対応します。

水深測定板
（水見板）は
自作も容易

（※）「せたなオーガニック倶楽部」
調査事例、29、30年は低温年

移 植 日
幼  穂
形成期

移 植 後
日数（日）

H26 5/21 7/3 43
H27 5/22 7/5 44
H28 5/24 7/7 44
H29 5/19 7/9 51
H30 5/20 7/11 52
平均 5/21 7/7 47

②【その他】

ア 病害虫防除：はたき落としが有効なイネドロオイムシ用の専用防除機や、認証機関に認められれば使
用できる別表２農薬もありますが、本田で病害虫が多発した場合に（慣行栽培の感覚で）効果が高い防
除手段は、事実上ありません。ここまでの発生予防対策の如何にかかってきます。

イ 収穫：地域の適期判定等を参考に、適期収穫に努めます。

29



kg 420.0
円/kg 420.0
千円 176.4
千円 0.0
千円 176.4

直接費 種苗費 千円 8.8
肥料費 千円 10.0
農薬費 千円 0.0
諸材料費 千円 7.0
　　小計 千円 25.8

管理費 専従者給与 千円 1.5
雇用労賃 千円 0.4
賃料料金 千円 0.8
動力光熱費 千円 5.3
修理費 千円 5.5
農具費 千円 4.9
減価償却費 千円 23.1
販売費用 千円 4.6
公課諸負担 千円 8.2
農業共済費 千円 1.2
土地利用費 千円 0.1
その他農業雑費 千円 0.2
　　小計 千円 55.7

千円 81.5

所得 千円 94.9
所得率 ％ 53.8

費用合計

10ａ当たり粗収益

10ａ当たり費用

10ａ当たり農業所得

有機米販売数量

販売単価

販売額

その他収益

収益

作　業 hr/10a 備　考

育苗 5.6 育苗ハウス準備、種子予措、播種、管理、片付け等

圃場準備 3.6 施肥、耕起・整地、代かき等

移植 2.3 乗用田植機、苗運搬含む

本田管理 3.4 水管理、畦畔管理等

除草 11.7 除草機、手取り除草

収穫・運搬・調製 1.8
その他 5.7 排水対策、育苗用土等次年度準備等を含む

経営管理等 6.3

　　計 40.6

② 労働時間は10ａ当たり40.6時間で、慣行栽培（同15～18時間程度）の２倍以上です。
有機農業では、土づくりや入念な圃場観察、直接販売・有機ＪＡＳ規格認証に伴う諸作業等で、全体

的に慣行栽培よりも労働時間が多めとなる傾向がありますが、やはり除草作業に要する労働時間が突出
して多いのが最大の特徴です。このため、多くの場合、除草作業に配分可能な労働力の上限が有機稲作
の規模拡大におけるボトルネックとなります。

Ⅶ 経営指標

（１）労働時間

10ａ当たり労働時間

注)「せたなオーガニック倶楽部」聞き取り、圃場実測値及び「北海道農業生産技術体系」「水稲有機農業の経済的な
成立条件(Ｈ17指導参考)」等を参考に整理した。有機稲作経営では、考え方、取り組み方によって経営ごとに作業
体系や出荷・販売条件等が異なり、慣行栽培と比べ個々の労働時間の違いが大きく出やすい点に注意。

① 家族労働力２名を基本に、移植、手取り除草等で不足する労働力を臨時雇用等で充足します。

（２）収支

1 労働と収支

水稲（有機）部門収支

① 本書では、有機稲作経営の成立要件として反収
７俵（420kg/10ａ）を目安にしています（※） 。
これは、地域慣行栽培基準収量の約80％です。

② 収益、費用等は「せたなオーガニック倶楽部」
調査対象農家の経営実績に基づきますが、特定年
度の経営成果ではなく、経営における平均的・標
準的な額として算出しています。
なお、副産物収入は少額のため、費用との相殺

で記載を省略しています。

③ 労働時間を費用に反映させると、所得は圧縮さ
れます（関連：次項「損益分岐点」）。
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（※）有機で生産する米が、反収７俵で頭打ちということはなく、
実際に８俵～９俵以上を得ている事例も珍しくありません。
ただし、慣行栽培と同水準の収量確保を目標とするのは、
結果的に穫れることとは意味が異なり、有機稲作栽培技
術の方向性としては馴染まないものと考えます。

本書では、「せたなオーガニック倶楽部」の考え方に準じ、
「悪い年でも反収７俵を確保できれば、安定的な有機稲
作経営は実現可能」というスタンスを基本とします。



米に限らず、有機農産物の販売単価の設定は、経営計画を組み立てる上で頭を悩ます問題です。
有機米は、慣行栽培の一般米と比べ高く値付けされるのが一般的ですが、通常１kg500円～1,000円程度で

販売されることが多いものの、中にはこれより高額な価格設定も見られ、固定的な相場というものが存在し
ません。特別栽培米等との価格の住み分けも曖昧です。

一方で、有機で作れば必ず高く売れるという保証はなく、そもそも有機農業を始めたばかりなら、あまり
強気な価格設定では顧客を獲得できないのではないかという不安があります。

しかし、当初リーズナブルな価格設定で顧客を掴み、後からコストや利益を価格に転嫁していくという手
法は、新規受注が続々入るような状況になればまだしも、固定客を相手に地道な販売を続けている段階では、
現実にはなかなか難しいといえます。

有機稲作は、土地利用型作物でありながら主に労働力を制限要因として規模拡大が容易ではなく、小さな
面積では一定の儲けが出ても、経営全体での十分な利益につなげにくいため、必要な利益が確保できる価格
を、客観的な根拠に基づいて最初から設定する必要があります。売れない可能性を怖れるあまり、売れても
まともに利益が出ない価格設定をしては意味がありません。

有機農産物ならではの美味しさなど、価格に見合う、あるいは価格以上の価値の提供を前提に、その価格
に納得してくれた人が、継続的な顧客になり得るということです。

そのためにも、有機農業、有機農産物の価値に対する正しい理解、評価が広がるように努めていく必要が
あるでしょう。

2 損益分岐点と販売単価

① 前のページの部門収支を用いた損益分岐点
図は左図のとおりで、販売単価420円/kgでは、
損益分岐点は70千円/10aとなります。

② 経営主の労賃を35時間/10a×＠1,500円と
して全額固定費で費用に計上した場合、所得
42千円/10a、所得率24％となり、このときの
損益分岐点は 129千円/10aとなります。
多くの場合、有機農業では家族労働負担が

大きいため、新たに有機稲作を導入するに当
たって経営計画を立てる際も、実質的な採算
ラインの設定は、自家労賃まで考慮するのが
適当です。

※自家労賃計上後の数字は図中青字で表示
70
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売上高・費用

（千円）

売上高

（千円）

損益分岐点図

売上高 変動費 固定費 分岐垂線

売上高
（千円）

176
変動費
（千円）

19
変動費率

（％）

10.7
固定費
（千円）

63
限界利益

（千円）

157
限界利益率

（％）

89.3
損益分岐点

売上高（千円）

70
安全余裕率

（％）

60.3

129

→115

→129

→26.9

（１）損益分岐点

（２）販売単価の設定
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