
放飼のタイミング
① 移植した苗が活着した頃
② アイガモ：ふ化後７～10日

③ 雑草の発生始め

写真13 移植２週間後

５ アイガモ
（１）放飼のタイミング

以下の３つの条件が揃った時期に放飼できるよう準備する。
どの条件がズレても、除草効果が低下するため、計画的に作業をすすめる。

① 移植した苗が活着した頃とは？

「活着」とは、移植後、葉数が0.5葉増加した状態

地 域 移植期 活着期 移植後日数 備 考

檜山南部 ５月27日 ６月２日 ６日間 中苗・ふっくりんこ

檜山北部 ５月26日 ５月30日 ４日間 成苗・きらら397

表８ 活着期の目安 （作況平年値データより）

② アイガモ・・・ふ化後７～10日のヒナを準備する。
放飼するまでの育雛期には、温度管理、給餌、給水、水ならしなどが必要である。
（詳しくは、次項で）

③ 雑草の発生始め頃（表９）

・代かき直後から雑草の生長が始まるので、代かきから移植までの期間が長くなると、
雑草が大きくなり過ぎ、除草効果が劣る。

・移植前日から３日前までに、代かき作業を終了させる。

※檜山南部：江差町・上ノ国町・乙部町・奥尻町・八雲町熊石区、厚沢部町
檜山北部：今金町・せたな町
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（２）アイガモの手配
・アイガモ業者には、１ヶ月前までに予約を入れておく。
・業者によって異なるので、ふ化後何日のヒナが届くのか確認して、移植日を想定して
逆算して注文する。

・ヒナの購入価格の目安
１羽：650円（送料込み）

・放飼密度
10a当たり 10羽程度

（参考）
アイガモのヒナの販売業者（平成23年12月現在）
・高橋孵化場
大阪府八尾市竹渕東1-105 Tel.06-709-3620

（３）育雛（給餌・保温）
・放飼までに体づくり・給餌・馴致・水ならしなどが必要なので、届いたら天候が良けれ

ば、環境に慣らすために外に出し、運動・水浴びを始める。
・低温の時期には、保温（30～35℃）が必要である。
・アイガモを放飼するまでは、屑米を基本として、栄養補給の補助飼料（市販のニワトリ
用の餌や屑米、圧片大麦、米ぬかなど）を混合して与える（写真14）。

・給水も必要である。
・放飼後、雑草や害虫だけでは食欲を満たさない場合があるので、観察して屑米を与える。
・放飼直後に気温が下がる場合、保温のために小屋内に暖房用の畜産電球などを設置する。

写真14 補助飼料（屑米・圧片大麦など）

区 分 項 目 内 容

一年生雑草
多年生雑草

発生始期 初めて雑草を見た日

発生盛期 全発生の40～50％が発生した日

発生揃期 発生のほとんどが終了したと認めた日

発生期間 発生始めより発生揃期までの期間

多年生雑草
増殖初期 地下茎の伸長開始期から第１次分株の発生始期

増殖中期 分株の発生や地下茎からの新葉の抽出が盛んになった時期（増殖
盛期）

増殖後期 分株の発生や地下茎からの新葉の抽出がほとんど終了した時期

表９ 雑草の発生消長（雑草管理ハンドブックより）
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（４）害獣対策

主な害獣：キツネ、イタチ、タヌキ、野犬

① 水田のまわりにネットと電気柵を設置する（写真15）。
・害獣の侵入予防とアイガモの脱出防止のため。
・電気柵は、高圧なので「危険表示板」を設置する（写真16）。

電線

ネット 支柱支柱（2.5ｍおき）

電線

電線

図６ 市販の｢あいがもネット｣（電線含む）

写真15 アイガモ用電気柵

② 必要な経費（ファームエイジ(株）より聴き取り）

高さ
1.2m

（参考）｢あいがもネット｣販売（平成23年12月現在）
・ファームエイジ（株）
北海道石狩郡当別町字金沢166番地8

Tel.0120-82-4390 http://www.farmage.co.jp
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バッテリー本器・｢あいがもネット｣（３本電線入）・支柱等含めて ８６９円/ｍ

写真16 危険表示板

http://www.farmage.co.jp/


③ 避難小屋の設置（写真17･18）
・夜間の避難場所として、小屋を設置する。
・夜間、小屋に引き上げる人もいる。

夜間に害獣から身を守るため
に、アイガモは水田の中で集
団で眠るのでスポット的に欠
株ができる（写真19）。

アイガモの避難小屋がないと・・・

商 品 名 価格（円） 規 格 ・ 備 考

あいがもネット Ｎ型 11,069 長さ50ｍ、電線３本入

支柱 347 2.5mおきに設置

パッカー 53 支柱１本につき３個必要

本器・パワーボックスSXJ 39,800 ソーラーパネル、バッテリー合体型
実働推奨距離500m

本器・パワーボックスSXS 49,800 ソーラーパネル、バッテリー合体型
実働推奨距離1.6km

ライトテスター 3,480 電圧テスター、ポケットサイズの管理ツール

危険表示板 298 100mに１枚程度、または１筆に４枚

表10 各資材の価格 （ファームエイジより）

１4

写真17 避難小屋の事例 写真18 避難小屋の事例

写真19 アイガモによるスポット的な欠株



1.5～5ｍ間隔にテグスを張る

（５）害鳥防止のためのテグス張り

主な害鳥：タカ、カラス、トンビ、カモメなど

（７）害獣・害鳥による捕食事故率
平均的には、約20％発生する。ただし、

一晩で数十羽被害に遭う場合もある。

（８）放飼終了時期の目安 （表11）

アイガモが稲の穂を食害するため、出穂
始め（出穂率５％程度）頃までに終了する。

（９）放飼終了後のアイガモの扱い
秋まで屑米で肥育し、食肉解体業者へ出荷し、自家消費することが望ましいが、道内で

アイガモを受け入れる業者が減少しているのが現状である。

地 域 出穂始 備 考

檜山南部 ８月３日 中苗・ふっくりんこ

檜山北部 ８月１日 成苗・きらら３９７

表11 出穂始の目安（作況データの平年値より）

アイガモを自然界に放すことは禁止！

アイガモは、野生のマガモとそれを家禽化したアヒルとの交配種のこと。また、カルガ
モとアヒルとの交配種にも用いられる場合がある。
人間によって作られた野生に存在しない雑種のために、自然界に放すことは固く禁じら

れている。生態系を破壊する問題があり、野生のマガモへの遺伝子汚染が懸念されている。

（６）アイガモ放飼中の水管理
アイガモが浮いて泳げ、しかも歩くことができる深さに水を張る。浅すぎると泥だらけに

なり稲の苗を踏み荒らす。また、深すぎると除草能力が低下する。
稲とアイガモの成長に合わせて、徐々に浅水から深水に移行する。
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害鳥の被害は、山間部や沢地帯で多発する傾向があるため、ほ場の環境に合わせて
テグス張りの必要性の有無や設置間隔を判断する（写真20）。

写真20 田んぼに張られたテグス



作 業 内 容 時 期 労働時間

飼養
（育雛・給餌・鴨小屋の開閉等） 5/25～7月末 平均 3.5 時間

害獣対策
（ネット電気柵・テグス等）

設置 6月上旬
片付 7月下旬 平均 2.5 時間

(10)アイガモに係る労働時間（表12）

アイガモの除草効果に対する働き

①幅広いくちばしで雑草を食べる。
②ヒエなど泥の中にある雑草の種子を食べる。
③脚やくちばしで泥水をかき回すことで、発芽しかかった雑草の
種子が水面に浮上したり、小さな草が踏み込まれたりする。

④撹拌された泥水の濁水が雑草の種子の発芽を抑制する。
⑤濁水効果により、田面へ当たる太陽光線の照度を下げて雑草の
光合成を阻害する。
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６ 雑草対策
アイガモだけでは、除草困難なため機械除草

を組み合わせて実施する（写真21）。

（１）機械除草のポイント

・移植10日後～６月下旬まで、1週間おきに
１～４回程度実施する。

・ある程度、水を落とした状態で実施する。

写真21 ２回目の機械除草（６月１３日）

表12 アイガモに係る労働時間（10a当たり・せたなオーガニック倶楽部：５戸平均）



あめんぼ号
・初期除草向け
・株間は羽輪、条間はカゴローターで除草
・動力はタイヤのみで除草部分の駆動は
しないため、回転力は小さい

（参考）
販売メーカー （株）美善
http://www.kk-bizen.jp/amembo002.html

（２）除草機の種類と特徴

４条除草機（回転動力除草機）
・畦間の雑草を練り込むタイプ

（参考）
販売メーカー (株）丸山製作所
http://www.maruyama.co.jp/products/01.html

水田除草機（乗用型）
・条間だけでなく、株間も除草できる

（参考）
販売メーカー みのる産業株式会社
http://www.agri-style.com/index.html
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（３）水田雑草の発生予測と予測に基づいた防除方法（1999年・上川農試）（36頁参照）

・どのくらい雑草が生えるか調べる（埋土雑草種子量の把握）
水田の土壌を４月中旬〜下旬（耕起前）に採取し事前にどの程度の雑草が発生するかを

調べることによって、実際の水田での雑草発生を予測する。
その結果に基づき、適切な防除法を選択する。

・調査方法
具体的な調査手順は次の①〜④のとおり。

① 採土管などにより１筆９ヶ所、深さ５cm で１ヶ所当たり100c㎥の土壌を採取する。
② これらをまとめてたらいなどの容器に入れ、水を加えて日のあたる加温可能な場所
（育苗ハウスなど）に置く。

③ １〜２日後に窒素で８kg/10a相当の硫安を加えて、代かきを行う。
④ 代かき後30日くらいに雑草の発生本数を調査する。

土壌採取

代かき

土塊をつぶす

ハウス内で静置

設置約60日後の状態 草種別に本数測定
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発生本数 除草機

ノ ビ エ 370～690本/㎡
６月中に３回実施

ホタルイ 230～480本/㎡

写真22 草種別に分けて調査

・雑草調査結果による機械除草の目安(表13）
ノビエとホタルイが主に発生する水田の場合、上記の調

査結果で発生本数が各々370〜690本/㎡、230〜480本/㎡
の範囲にあれば、除草機を６月中に３回かけることで、除
草剤を使わなくても減収しない程度にまで雑草を防除でき
る。雑草防除をどのように行うかを検討する際、このよう
に埋土種子量をふまえておくことは無・減除草剤栽培に限
らず、すべての水稲栽培において重要である。

表13 雑草調査結果による機械除草の目安

図７ アイガモ＋除草機による除草効果（H23・5戸平均）

（４）せたなオーガニック倶楽部の雑草調査結果（図７）
４月19日に採取した土壌から発生した雑草本数と、「アイガモ＋除草機」管理後の7月26日

の残草本数の比較をグラフにした。非常に除草効果が高いことがわかる。
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項 目 浅水分げつ促進タイプ アイガモフル活用タイプ 深水雑草抑制タイプ

目 的
と

ポイント

穂数確保

浅水による水温確保

アイガモを使いこなす

誘導して隅々まで除草

雑草の発生抑制

深水管理

機
械
除
草

回数
時期

４回
6/7・13・19・25

１回
6/24

１回
6/13

労働時間
（10a当）

2.2時間 1.5時間 0.3時間

手
取
除
草

回数
時期

４回
6/14・22,7/11,8/19

５回
6/27, 8/6,8/20, 9/1,9/15 

０回

労働時間
（10a当）

10.8時間 4.7時間 ０時間

メリット ・水温確保しやすい
・初期生育良好
・分げつ促進
・穂数確保しやすい

・残草量が少ない
・機械除草回数が少ない

・雑草の発生抑制
・除草時間が少ない

デメリット ・雑草の発生量多い
・除草時間が多い

・アイガモを餌で誘導す
るのに手間がかかる

・水温低い
・分げつ抑制
・生育遅延

表14 タイプ別除草体系と特徴 （せたなオーガニック倶楽部）

７月２６日７月１２日
７月１２日
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（５）除草体系
アイガモだけでは、十分な雑草対策はできないので、機械除草と手取除草も組み合わせる

必要がある。せたなオーガニック倶楽部の事例では、大きく３タイプに分けられる。
下記の表14にタイプ別のポイントやメリット・デメリットを整理した。

除草後の写真



７ 水管理
水管理は、慣行栽培の基準を基本とする(図８）。

８ 病害虫対策（耕種的防除）
（１）いもち病

①病 徴

「葉いもち」は、7月上～中旬頃か
ら発生する。病斑ははじめ暗緑色の
小さな斑点が生じ、次第に大きく
なって内部は灰白色、周囲は赤褐色、
外周が黄色の病斑となる（写真23）。
「穂いもち」は、穂首または枝梗

に褐色〜黒色の病斑を生じて、結果
的に白穂や登熟不良となる。出穂間
もない時期に感染するほど被害が大
きくなる。

写真23 葉いもちの病斑

②発生環境
第一次伝染源は、保菌種子または育苗ハウス内外の保菌籾殻・稲わらである。
本病の発病適温は20〜25℃とされ、初発危険期は平均気温で20℃、最低気温で16℃に達し

た時である。病原菌が侵入してから発病までの期間を潜伏期間というが、葉いもちでは温度
に左右されるが普通５～７日である。
日照が不足すると稲体の抵抗力が低下し、発病を助長するほか、降雨は病原菌の侵入に不

可欠である。降水量よりも葉の濡れている時間の長いことが感染に重要である。

冷害危険期

深水 20cm

日中止め水 前歴期間

水 浅水管理 3～5cm 深水 10cm 中干し 間断かんがい 落水

深

月 5 6 7 8 9

旬 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中

期
節

移植期 活着期 分げつ期
幼穂
形成期

出穂期 成熟期

アイガモ放飼期間

図８ 移植期から成熟期までの水管理
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③耕種的防除法
・前年度の被害稲わらや籾殻などの主要な伝
染源を適切に処分し、育苗ハウスや圃場周
辺に放置しない。

・自家採種籾は塩水選を励行する。
・温湯消毒による種子消毒を徹底する。
・常発地では、耐病性の劣る品種の作付けを
避けるのが望ましい。

・透排水性を改善し、健全な稲体の育成を目
標に栽培する。必要であればケイ酸質資材
を施用する。

・補植苗をほ場周辺に放置しない（写真24）。
・本田収穫後のわらは、積み上げずに薄く土
壌表面に拡散して越冬させる。

（２）アカヒゲホソミドリカスミカメ （写真25） （通称：カメムシ）
①被 害

成虫・幼虫の穂部の吸汁によって生じる斑点米（写真26）は品質を低下させる。
本虫は籾の鉤合の隙間から吸汁する習性があるため、割れ籾率が高い品種ほど斑点米

の発生が多くなる。

写真26 吸汁による斑点米

②習 性
発生回数：年３回の発生（6/上～7/上、7/上～8/中、8/中～9/下）
幼虫：成虫と類似し、翅のない形をしている。全体は緑色。

中齢から終齢虫は胸部背面に、腹部方向に突き出た翅芽が認められる。
また、背面に1 個の黄斑を有する。

蛹：不完全変態で蛹時代はない。
成虫：体長４～６mm、幅約１mmで細長く、全体が緑色で触角が薄紅色である。

③耕種的防除
畦畔や周辺のイネ科雑草で越冬増殖するので、雑草管理を適切に行う。

写真25 アカヒゲホソミドリカスミカメ

（道総研道南農業試験場 柿崎昌志氏原図）

写真24 放置された補植苗
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９ 収穫及び乾燥・調製
（１）適期収穫の判断

①積算気温から成熟期を予測する。
・出穂期（全穂数の40～50％出穂、写真27）以降の日平均気温の積算値が950℃に達する
日を成熟期と予測する。

・出穂後、おおむね45日で成熟期に達する(表15）。

②試し刈りをして玄米により収穫適期を判定する(図９）。

写真27 「出穂期」の状態

地 域 出穂期 成熟期 収穫始 備 考

檜山南部 ８月５日 ９月20日 ９月19日 中苗・ふっくりんこ

檜山北部 ８月４日 ９月20日 ９月22日 成苗・きらら397

表15 出穂期・成熟期の目安（作況平年値データより）

生育の中庸な株を
ランダムに５株刈り
取る（バラツキに応
じて多めに）

生脱穀
●通風乾燥機 20～24時間
●天日干し（晴天時） １日程度
●電子レンジ（過乾燥注意）２～３分

籾すり

水分15%前後 2.0ミリ
水分17%前後 2.1ミリ

整粒 70%（または80%以上）
着色・紅変米 0.1%以下
被害粒（茶米など） 15%以下

選別カルトン

サンプル採取 乾燥（バラ籾）

ふるい選別
調査・判定（１等米基準の限度）

玄米品質判定機

●JA・普及センターと相談して適期判定を行いましょう！
●試し刈りはこまめに行いましょう！
●褐変穂・いもち病多発の稲は別刈りにしましょう！

試し刈りによる収穫適期の判定

写真28 「出穂ぞろい１日後」の状態

図９ 試し刈りによる収穫適期判定の手順（北海道の米づくり2011年版より）
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写真29 色彩選別機

粒厚選別とは
米の充実度は玄米の粒厚と相関が高く、粒厚選別機に

よって粒厚の小さい未熟粒、死米などを除去して整粒割
合を増加させ、玄米の品質を向上させる。

色彩選別とは
色彩選別機はシュートを流れる玄米に光を当て、着色

粒（斑点粒）、未熟粒、被害粒、死米、砕粒や石、ガラ
ス、プラスチック、金属片などの異物を選別する。

（３）調製
・粒厚選別と色彩選別の組み合わせ調製を行うことで、品質と食味評価の向上につながる。
・有機栽培の場合、着色粒の混入を防ぐ色彩選別機の利用は必須である（写真29・30）。

二段乾燥とは
収穫した籾を、籾水分17～18％で乾燥を止め、一日以上貯留すると水分の高い

籾は低い方に、低い籾は高い方に移行し、籾水分のバラツキが小さくなる。
籾水分が均一化してから仕上げ乾燥をすると、無理なく玄米水分14.5～15％に

仕上げられる。

（２）乾燥
・乾燥は、籾の品質を損なわずに貯蔵可能な水分まで低下させることが目的である。
・籾水分が高い初期段階ほど、低温で乾燥する。
・水分25％程度の籾では、40℃以内の送風温度で乾燥する。
・玄米の上限水分は、15.0％である。
・高温乾燥や低水分仕上げは、発芽率を低下させ、おいしくない米となる。

写真30 色彩選別ではじかれた米
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（３）抜き取り
異型株（外見、熟期の違い）及び病害株（ばか苗病、いもち病）の抜き取りは、出穂期、

登熟中期に行う。

（４）刈り取り適期
籾の90％が黄化した時期を目安にする。

（５）コンバイン収穫
・収穫時の籾水分は、30％以下を基準とする。
・収穫機の回転数を守り、損傷籾を出さないよう注意する。
・コンタミ防止のため、掃除機やコンプレッサーなどにより、完全に掃除する。

（６）乾燥・調製
・乾燥方法：通常の乾燥方法と同じで、二段乾燥を実施する。

整粒籾の水分で15.5％に仕上げる。
・収穫直後の種籾を長時間放置すると、発芽勢・発芽率が低下するので、速やかに乾燥
する。

・乾燥温度は、籾水分25％以上は30℃以下、20～24.9％は40℃以下、19.9％以下は45℃
以下を目安にする。

・脱芒機：芒を除去する。
・とうみ（風選）：くず米やゴミを抜く。
・ライスグレーダー：ふるい目（2.2mm）を2回かける。
・塩水選：翌春、種子消毒前に実施する。

温湯消毒の場合は、温湯消毒後に塩水選を実施する。

発芽率

混 入 程 度

異品種粒 異種穀粒 雑草種子 種子伝染性
の病虫害粒

その他
病虫害粒

90％以上
混入して
いないこと

混入して
いないこと

0.2%を超えて
混入しないこと

混入して
いないこと

0.5%を超えて
混入しないこと

表16 主要農作物種子法による種子の生産物審査基準（参考）
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（２）種子更新
自家採種を続けていると、品種の特性がバラついてくる可能性があるので、やむを得ない

理由として、数年に一度、採種ほ産種子の購入が許されている。

（１）ほ場の選定
異品種との交雑を避けるために、「うるち種」については他品種との境界畦畔から2.5ｍ

以上離して採種ほ場を設置する。
排水性が良好で、豊凶の差が少ないほ場であること。
種子伝染性の病害（いもち病など）の発生が見られないほ場であること。

有機ＪＡＳ規格では、原則的に有機栽培由来の種苗の使用が必要であり、自家採種を基
本とする。ただし、自家採種が困難で、有機栽培由来の種苗の入手が困難な場合や著しく

高価な場合、慣行栽培の種子の使用が可能である。

10．自家採種



有機栽培水田で小学生がアイガモの放飼体験をしました！

せたなオーガニック倶楽部員の有機栽培水田で、地元の小学校５年生２７人がアイガモ
の放飼体験をしました（総合学習）。

はじめに、アイガモの放飼方法を倶楽部員から聞き、さっそく体験します。卵からふ化して
数日のヒナを１人１羽ずつ、やさしく水田に放してあげました。子供達は「やわらかくてあっ
たかーい」 「かわいい！」と歓声を上げていました。

ヒナ達は、しっかりまとまって、水田の隅々まで雑草や害虫を食べ回っていました。

その後、子供達からは「おたまじゃくしは、食べるんですか？」「アイガモは飛びますか？」
など様々な質問があり、丁寧に答えていました。

（檜山農業改良普及センターホームページより抜粋）

トピックス
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