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営農のてびき発刊にあたって

平成29年度は、春先からの強風被害に始まり５月以降の周期的な雨天続きと低温により

播種作業や牧草の収穫作業にも一部遅れ等の影響が発生致しました。

８月に入ってからは、「やませ」が続き、気温の低い日もありましたが、水稲において

は、檜山の作況指数は100の「平年並」となりました。

畑作全般においても収量は予想を上回る結果となりました。広域品目であるブロッコリ

ーの販売高では３年連続で２億円を突破しました。

国内情勢では米国を除く11ヵ国による新協定（ＴＰＰ11）や日ＥＵ、ＥＰＡなどの影響

が懸念されるところであります。

本書は、檜山農業改良普及センター檜山北部支所の監修により、２町３ＪＡで構成する

檜山北部農業振興協議会が発行するものです。今後の営農を進める上でご活用頂ければ幸

いです。

平成30年３月

檜山北部農業振興協議会

会 長 武 田 英 智

労働負担の軽減とやませに負けない水稲栽培のために

平成29年は雪解けが早かったものの、４月の大風により水稲育苗ハウスを中心に大きな

被害に見舞われ、６月の曇天・低温、７月には天候回復したものの、８月には低温となり、

春先より苦労の多い一年となりました。

この様な気象状況とともに、経営規模は徐々に拡大しているなかで、農作業の労働負担

が多くなっていると考えます。

今回発刊の「営農のてびき」は、水稲育苗ハウスの施肥改善による良質苗生産、６月の

低温・日照不足の条件下でも初期生育の確保する緩効性肥料、労働負担軽減方策の一つと

して、水稲の置床鎮圧を紹介します。

今回の紹介する事例は、各ＪＡで試験として取り組まれますので、この｢営農のてびき｣

とともに、是非、試験実施ハウスを見ていただき、参考にしていただきたいと思います。

皆様方が豊穣の秋を迎えられることを祈念し、発刊の言葉といたします。

平成30年３月

檜山農業改良普及センター檜山北部支所

支所長 菊 池 義 彦
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Ⅰ 水稲の収量・品質向上に向けて
１ 健全な苗生産のために

(1) 苗床（置床）の異常と土壌改善について

はじめに

北海道米の生産安定に苗質改善・向上（育苗様式の変遷：稚苗⇒中苗⇒成苗）が果たして

来た役割は極めて大きいものがあります。その中でも広く普及している「成苗ポット」栽培

は今や全国に知られるブランド米の安定生産に大きく貢献して来ました。しかしその根幹と

なる育苗において「苗の異常褐変症状」が見られたり、育苗後に緑肥エン麦を播いても良く

育たないなど、苗床に起因する異常が目立っています。

本編ではこの苗床（置床）の異常とその対応策について述べるとともに、苗床改善の取り

組みを加速させたいと考えています。

ア 苗床（置床）の異常（変化）について

水稲育苗床土は立枯病予防の観点などから酸性が良いとされ、具体的にはｐＨ4.5を目標

に硫黄粉末を混和しながら改良して来ました。また施肥についてはリン酸を強化した肥料を

長年使い続けてきましたが、この事による苗床（置床）の異常が見られています。

土壌診断してみると、①ｐＨが低過ぎる②リン酸が過剰③カリが過剰④養分バランスが乱

れている（石灰・苦土比やリン酸・苦土比が高い）などの問題が判明し、その改善が必要と

なっています。

この異常に至るまでの苗床の変化の流れと対応策については以下の通りです（図１）。

図１ 苗床（置床）の変化と改善のポイント（イメージ）

毎年の施肥 例：Ｓ２５８ 800～1kg/坪 ⇒ 窒素 リン酸 カリ

（極めて多肥） （kg/10a） 29-36   36-45   19-24  

土壌中の変化（土壌分析値の確認を！）
mg mg mg mg         （重量比） （重量比）

項目： ｐＨ リン酸 石灰 苦土 カリ 石灰/苦土 ﾘﾝ酸/苦土

基準： 4.5-5.0   20-40                       25前後 15以下 1～4.1              4.5未満

低下 蓄積 減少 減少 蓄積 ⇒上昇 ⇒上昇

（過剰） （流亡） （流亡）

石灰や苦土の流亡

強酸性化
リン酸、カリの蓄積

バランス崩壊

繰り返し

酸性根が残り

塩基を流亡させる。

苗の生育への

影 響 は ？

ｐＨが４以下になると

根の発根抑制に！

苗の異常褐変症状の

発生（助長）する。

☆ 土壌改良の

ポイント

１．ｐＨを適正化

⇒ pH4.8目標に炭カル施用

酸度矯正 畑状態（pH5～6） から床土基準 ｐＨ：４．５～５．０に。

＜硫黄粉末混和＞ ⇒ 土壌中で硫酸化成 が起こる。

２．苗の異常褐変症状への対応

⇒苦土を補給し、
石灰及び燐酸とのバランスを調整

☆ 苗床施肥の

ポイント

３．リン酸、カリの蓄積（過剰）に対応した施肥

⇒ 単肥（硫安のみ）対応を続ける。

経

年

変

化

対応策

床土として

使うため
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イ 苗の異常褐変症状について

リン酸過剰の弊害として「苗の異常褐変症状」が見られます。主に本葉第１葉に発生し、

葉先から葉鞘方向に伸展、ひどい場合には第２葉、第３葉へと伸展します。褐変の発生程度

は様々で、品種差も見られています。リン酸量が多いほど、石灰・苦土比が高いほど発生が

多くなります（図２）。

写真１ 苗の異常褐変症状（本葉１葉） 図２ 土壌中のリン酸含量と褐変現象

（S53普及奨励ならびに指導参考事項、「水田の土づくり」H30.2月より引用）

ウ 土壌分析値に基づく対応

(ｱ) 土壌診断基準（化学性：水稲育苗床土）

苗の異常褐変症状発生などの場合は、リン酸（トルオーグ法）及び塩基（石灰、苦土、カ

リ）の分析を行い、リン酸・苦土比や石灰・苦土比を確認し改善を行いましょう。

表１の診断基準によ

り対応を行います。

① 酸度矯正

ｐＨ4.8を目標に

所要のタンカル量を

求めます。

同時にリン酸や石

灰と苦土とのバラン

スを改善するために

必要な苦土量を算出

します。

石灰と苦土の資材

としては「カルマグ」

等があります。

⇒参考資料参照

（６頁）

② 施肥について

表２の施肥基準に対し、分析したリン酸量やカリ量に応じた

施肥率（表１ 3),4)）となります。リン酸過剰やカリ過剰の場

合は硫安などの単肥対応となります。

表２ 置床の施肥基準

㎡当 坪

窒 素 (N) ２５ ８３

リン酸(P2O5) ３０ ９９

カ リ(K2O) ２０ ６６

追肥：なし

表１ 水稲育苗床土（化学性） 北海道施肥ガイド２０１５より

診断項目 基　準 留意事項及び施肥対応

 1)　 ｐＨ（H2O) ４．５～５．０  矯正：硫黄粉末（又はｻﾝﾄﾞｾｯﾄ）or炭カル

 2)　 ＥＣ（電気伝導度） ０.２ mS/cm以下  0.5mS/cm以上は減肥、施肥後の上限：1.5mS/cm

 3)  有効態リン酸

  （ﾄﾙｵｰｸﾞ法：P2O5）

 4)  交換性カリ

        （K2O）

 6)　リン酸・苦土比
　    （P2O5/MgO）

 7)　石灰・苦土比
      （CaO/MgO）

 5)  交換性苦土
       　（MgO）

４.５未満
（重量比)

  1),3),5) 及 6) を勘案し、
 
　低ｐHの場合は
　　　苦土炭カルやカルマグ等で改善する。

１.０～４.１
（重量比）

 苗の異常褐変防止のため基準値を守る。
　　　（当量比：０.７～２.９）

１０～２０ mg
　＜施肥対応＞       ～10mg  施肥率:150%
  　　　　    　　　　　10～20mg　   〃   100%
  　　　　    　　　　　20mg 以上    〃　   0 %

　＜施肥対応＞        ～15mg 施肥率:100%
              　　　　　 15～35mg  　〃　  50%
               　　　　　35～50mg    〃 　 25%
                　　　　 50mg以上    〃   　0 %

１５ mg

２５ mg前後
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エ 床土の土壌分析結果と対応事例について（指導内容及び指導後の経過）

事例１・・・低ｐＨ、リン酸高い、カリ高い、石灰・苦土少ない

⇒ 対応：カルマグ施用（1,231g/坪）、施肥は硫安のみ

この事例は最も多い典型的な事例です。

1)ｐＨが著しく低く、ｐＨ4.8を目標にタンカル：1,232g/坪

2)リン酸(P2O5)過多で、施肥率は０％（リン酸：無肥量） 施肥は窒素のみ

3)石灰（CaO）と苦土（MgO）が極めて少ない。 （硫安：400g/坪）

4)カリ(K2O）が高いので、施肥率０％（カリ：無肥量）

5)リン酸・苦土比(P2O5/MgO）が高いので苦土補給を。（カルマグで試算：20.0 ⇒2.1）

タンカルと同量の「カルマグ（炭酸苦土カルシウム）MgO:18%」を施用。

経過確認 土壌改良を行った後、育苗経過を確認しました。

①５月１０日：3.5葉、褐変：微 ⇒②５月２３日：3.9葉、褐変：中程度

写真２ カルマグを施用して育苗（5/23）

事後確認 育苗後に土壌分析実施

1)ｐＨ：3.65→4.51 改善

2)リン酸・苦土比：20→6.9 未了

3)石灰・苦土比：1.4→4.3 未了

◎ｐＨは改善されたが、苦土が目標に
達せず、バランス改善は未了。

⇒ 更に苦土富化が必要。

育苗後 21.3 4.51 0.367 4.9 1.5 146 91 21.3 57.6 6.9 4.3
改善 未了 未了

１葉の半分程度に褐
変が見られ、一部２葉
や３葉の葉先にも広が
っている。
（生育差が見られる）
（分げつが少ない）

me ms/s mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g 重量比 重量比 mg/土100g mg/土100g

0.2以下 4.5-5.0 20-40 25前後 15以下 4.5未満 1～4.1 付加量 付加量
分析時期 農家名　 土性・腐植 CEC pH EC 補正ｐＨ NO3-N P2O5 CaO MgO K2O P2O5/MgO CaO/MgO ＣａＯ ＭｇＯ

育苗前 壌土・富む 23.8 3.65 0.192 3 .8 160 11 8 63 20.0 1.4
極低 高い 低い 低い 高い 高い 基準

改善策 カルマグ 1,232g/坪 4.8目標 試算⇒ 160 207 74.5 2.1 2.8 196 66.5
施肥対応：窒素のみ（硫安400g/坪）、燐酸0%、加里0%。

（苗の異常褐変防止の指標）強酸性化の

典型的な事例

苦土が目標に達しなかったのは、育苗施肥による流亡が加わったためと思われます。
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事例２：・・ｐＨは改善済、リン酸・石灰・苦土のバランス未了。

⇒ 対応：水マグ施用（100g/坪）。

この事例は前年に対応し、改善継続中の事例です。

1)ｐＨは適正（改善済）

2)リン酸(P2O5)過多で、施肥率は０％（リン酸：無肥量） 施肥は単肥

3)石灰（CaO）量に対し苦土（MgO）がまだ足りない。 硫安400g、硫加33g（坪当）

4)カリ(K2O）が高いので、施肥率25％

5)リン酸・苦土比(P2O5/MgO）及び石灰・苦土比(CaO/MgO）がやや高いので苦土補給を。

⇒「水マグ（水酸化苦土60%）」を施用 （試算・・ P2O5/MgO：5.6 ⇒3.3

CaO/MgO：5.5 ⇒3.3）

経過確認 土壌改良を行った後、育苗経過を確認しました。

①５月１０日：3.5葉、褐変：微 ⇒②事後確認：５月２３日：4.1葉、褐変：中程度

写真３ 水マグ施用して育苗（5/23）

事後確認 育苗後に土壌分析実施

1)ｐＨ：4.81→4.64 適正

2)リン酸・苦土比：5.6→2.9 改善

3)石灰・苦土比：5.5→3.6 改善

１葉の半分を超える程度
の褐変が見られ、一部２葉
の葉先にも広がっている。
（分げつが少ない）

◎苦土が増加し、バランスは改善した。
⇒ しかし、褐変は解消されず。
（要経過観察、確認継続）

育苗後 20.4 4.64 0.362 5.0 2.2 117 143 40.1 47.7 2.9 3.6
改善 改善 改善

me ms/s mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g 重量比 重量比 mg/土100g mg/土100g

0.2以下 4.5-5.0 20-40 25前後 15以下 4.5未満 1～4.1 付加量 付加量
分析時期 農家名　 土性・腐植 CEC pH EC 補正ｐＨ NO3-N P2O5 CaO MgO K2O P2O5/MgO CaO/MgO ＣａＯ ＭｇＯ

育苗前 壌土・富む 23.2 4.81 0.19 5.0 143 142 25.6 39.8 5 .6 5 .5
適正 高い 適正 高い 高い 高い

改善策 水マグ 100g/坪 試算⇒ 143 142 43.6 3.3 3.3 18

（苗の異常褐変防止の指標）改善途中

の事例

リン酸量が100mgを超え

るﾊｲﾚﾍﾞﾙにあり、褐変の

解消は 難しい状況。

（２頁、図２参照）



3cm 2cm 1cm 2cm籾多
床土量

(多い) (標準) (少ない) (籾２倍量)

褐変１葉目 ６ ６ １４ ３９

褐変２葉目 １ １ １ １

1･2両方褐変 ０ ０ ０ ０

総 個 体 数 １４５ １２９ １４１ ２６７

褐 変 割 合 4.8% 5.4% 10.6% 15.0%
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その他の事例

① 野菜跡地からの育苗事例（成苗ポット）

野菜ハウス跡地はｐＨが高く、リン酸や石灰、苦土などの塩基が豊富（過大）で、石灰・

苦土比が高い。そのまま育苗したため、苗の異常褐変症状が多発。

＜対応＞ 追肥で繋ぎ、早めの移植を促す。

② 箱マット苗の事例

箱マット苗でも異常褐変症状が見られました。

多発生（１葉は半分以上、２葉は1/4程度）

・使った軽量培土の分析結果は異常なし。

（ pH:4.7適正、P2O5/MgO:0.3適正、CaO/MgO:2.9適正）

使用した土壌の分析を行ったが異常は無く、他の要因

調査を進めた結果、軽量化（軽量培土や上げ底様式等で

土量を減らす）を進め、更に根止め（置床との遮断）を

行ったことで養分不足が顕著に表れたものと思われまし

た。つまり、肥料切れが早く追肥が遅れた結果と言えま

す。

＜対応＞ 早期の追肥と早めの移植を促す。

◎ 再現試験結果について（H29：道南技術普及室）

表３ 床土の量と褐変症状（ペットボトル試験）

道南農試での再現試験の結果では、

培土の分析値には異常は無いものの、

土量が少なく籾が多いほど褐変症状

が多くなることが判りました。

また、褐変苗の稲体分析では窒素と

カリが基準値より少ない状況でした。

写真４ 箱マット苗の異常褐変症状

me ms/s mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g mg/土100g 重量比 重量比 mg/土100g mg/土100g

0.2以下 4.5-5.0 20-40 25前後 15以下 4.5未満 1～4.1 付加量 付加量
分析時期 農家名　 土性・腐植 CEC pH EC 補正ｐＨ NO3-N P2O5 CaO MgO K2O P2O5/MgO CaO/MgO ＣａＯ ＭｇＯ

育苗前 34 6.1 0.06 6.2 1.7 159 464 76 63 2.1 6.1
高い 高い 適正 高い 基準 高い

そのまま育苗した。

（苗の異常褐変防止の指標）

野菜ハウスからいきなり水稲育苗は極めて難しい。止むを得ない場合は、短期育苗

により（20日程度、褐変症状が酷くなる前に）早めに移植する必要があります。

根域・土量が制限されるため

早めの追肥が重要となります。
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オ 対応策のまとめ

(ｱ) 土壌改良のポイント

ｱ) 早急に苗床の状態把握を！

苗の生育状況を勘案し、育苗後に土壌採取し土壌分析実施。⇒ｐＨ、ＥＣ他、リン酸

及び塩基（石灰、苦土、カリ）の分析 ⇒ リン酸・苦土比や石灰・苦土比を確認！

尚、育苗終了直後は残存窒素でＥＣが高く適正なｐＨは計れません。無肥料で緑肥栽

培後、又はビニール除去し風雨にさらした後に土壌採取し分析するのが望ましい。

ｲ) 分析値に応じた土壌改善を行う。

① 強酸性の場合：ｐＨ4.8 を目標に必用な石灰量（タンカル）を基本とし、

リン酸・苦土比や石灰・苦土比の試算をもとに必要な苦土補給を行う。

⇒「カルマグMgO:18%」で改善を図る。（施用量はタンカルと同量）事例１

②酸度矯正不要の場合：苦土資材でバランス調整を行う。（水マグ、硫マグ等）事例２

ｳ) 分析値に応じた適正施肥を！

リン酸量やカリ量に応じた施肥率により決める。一般的には過剰が大半を占め、リン

酸０％となることが多い。カリも０％の場合は窒素のみの施用となる。

・・・ 硫安など単肥対応、無リン酸で育苗を続ける！

(ｲ) ｐＨ改善や苦土補給だけでは一時的な改善に過ぎません。特にリン酸過剰が深刻な場

合は、客土や場所の移動も検討する必要があるでしょう。

(ｳ) 発症後の対応策について、各種資材等の効果などの情報収集や検討を進める。

＜参考資料＞

アレニウス氏表を基に、各ｐＨ別の必要量の目安は以下のとおりです。

（水稲育苗土の目標：ｐＨ4.8として、3.3㎡当たり、深さ10cm）

石灰の施用は石灰・苦土比を更に

上昇させるため、同時に苦土入り資

材を施用し下げる必要があります。

（苦土炭カル、カルマグ等）

苦土単独の資材は水マグや硫マグ

などがあります。

＜ｐHを上げる場合：炭カル（ｱﾙｶﾘ分53%）混和＞ 矯正目標値：４．８の場合

●炭カル
　g/3.3㎡

砂壌土 SL 壌土 L 埴壌土 CL 埴土 C

（坪） 含む 富む 頗る富む 含む 富む 頗る富む 含む 富む 頗る富む 含む 富む 頗る富む

3.5 728 1,079 1,677 1,079 1,456 2,184 1,456 1,807 2,665 1,807 2,184 3,133
3.6 672 996 1,548 996 1,344 2,016 1,344 1,668 2,460 1,668 2,016 2,892
3.7 616 913 1,419 913 1,232 1,848 1,232 1,529 2,255 1,529 1,848 2,651
3.8 560 830 1,290 830 1,120 1,680 1,120 1,390 2,050 1,390 1,680 2,410
3.9 504 747 1,161 747 1,008 1,512 1,008 1,251 1,845 1,251 1,512 2,169
4.0 448 664 1,032 664 896 1,344 896 1,112 1,640 1,112 1,344 1,928
4.1 392 581 903 581 784 1,176 784 973 1,435 973 1,176 1,687
4.2 336 498 774 498 672 1,008 672 834 1,230 834 1,008 1,446
4.3 280 415 645 415 560 840 560 695 1,025 695 840 1,205
4.4 224 332 516 332 448 672 448 556 820 556 672 964
4.5 168 249 387 249 336 504 336 417 615 417 504 723
4.6 112 166 258 166 224 336 224 278 410 278 336 482
4.7 56 83 129 83 112 168 112 139 205 139 168 241

4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9
5.0

※矯正深度：１０cm として

＜ｐHを下げる場合：硫黄粉末混和＞

●硫黄粉 矯正目標値：４．８

  g/3.3㎡ 砂壌土 壌土 埴壌土 埴土
（坪） SL L CL C
4.5
4.6
4.7

4.8 0 0 0 0
4.9 26 28 31 33
5.0 52 56 62 66
5.1 78 84 93 99
5.2 104 112 124 132
5.3 130 140 155 165
5.4 156 168 186 198
5.5 182 196 217 231
5.6 208 224 248 264
5.7 234 252 279 297
5.8 260 280 310 330
5.9
6.0

※矯正深度：１０cm として

◎酸度矯正や苦土補給にかかる土壌改良資材とその特徴

通称（略称） 名　称 成　分　量 用途、効能等

 タンカル 炭酸カルシウム  ｱﾙｶﾘ分：53.0％  石灰補給、ｐＨ上昇へ

 苦土炭カル 炭酸苦土石灰  ｱﾙｶﾘ分：53.0％、く溶性苦土6.0％  ｐＨ上昇及び苦土補給6％

 カルマグ 炭酸苦土カルシウム  ｱﾙｶﾘ分：53.0％、く溶性苦土18.0％  ｐＨ上昇及び苦土補給18％

 水マグ 水酸化苦土  く溶性苦土60.0％  苦土補給60％

 硫マグ 硫酸苦土  水溶性苦土25.0％  苦土補給25％

◎土壌改良には期間を要しますので

夏の間に行うことが望ましい。
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２ 初期生育向上技術の導入

(1) 檜山北部地域の気象

檜山北部地域では、６月に日照不足（図３）、低温（表４）によって初期生育が緩慢とな

ります。また、それに伴って水温も低く推移します(図４)。移植後に生育が停滞すると、分

げつの発生が遅れるため、穂数不足や登熟不良などを招きます。その結果、減収や米の品質

にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

６月の気象条件が悪い当地区においては、初期生育を向上させる技術の導入は重要だと考

えられます。

図３ 道内平年日照時間

日照不足

図４ 道内各地域の推定水温(過去10カ年平均）

表４ 道内各地域の平年気温

低 い

低 い



- 8 -

(2) 側条施肥の推進

初期生育を向上させる一つの

手段として、側条施肥がありま

す。

移植するときに、苗の横に肥

料を施用する方法です（図５）。

すぐ近くに肥料成分があるため、

早い時期に効きやすく利用率も

高いです。全層施肥と組合せて

施肥を行いましょう。

(3) 緩効性肥料の活用

ア 緩効性肥料の施用方法と効果

側条施肥が出来ない場合や現在、側条施肥を行っている場合で

も、更に初期生育を向上したい場合は、緩効性肥料を育苗箱に施

用する技術があります。この技術により初期生育が良好となり、

品質を向上させる効果が期待できます。

施用方法は、中苗マット苗の場合、緩効性肥料「エコロング」

を専用の散布機で行い、成苗ポット苗の場合は、緩効性肥料「マ

イクロロング」を従来の施薬機で施用します。

緩効性肥料の窒素施用量は、0.3～0.5kg/10aと少なく、移植後

約1ヶ月で肥料効果は無くなるので、通常通りの施肥で問題あり

ません。

① マットの場合 「エコロング」使用

② ポットの場合 「マイクロロング」使用

すぐ側

エコロング４１３ １００日タイプ

※タイプを間違えないように注意！！

施用量：７５～１００ｇ／箱

専用散布機使用：価格 約15万円／1台

写真５ 移植後1ヶ月

マイクロロングトータル２８０

１００日タイプ

※タイプを間違えないように注意！！

施用量：５０ｇ／箱

施薬機使用

図５ 各肥料の施肥位置

粒状化成 ペースト肥料 緩効性肥料

3cm 2～3cm

3～5cm 5cm
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イ 緩効性肥料を使う際の注意点

① 苗の徒長に注意！！

緩効性肥料を使うと、通常より草丈が伸びやすくなります(写真５)。従来の育苗管理よ

りも、ハウス内温度を低く管理し、適期移植を心がけましょう。

② 病害虫防除は、箱施用剤からかん注剤へ変更を！！

ポット苗の場合は、従来の施薬機で散布するため箱施用剤が使えなくなります。

また、緩効性肥料の使用により、育苗経費が高くなります。

そのため、病害虫防除の農薬を箱施用剤からかん注剤に切り替えることで、農薬費が下

がり、緩効性肥料を導入しても、今までの育苗経費で栽培が可能です。

③ 追肥はしない！！

育苗期間においても少しずつ肥効が現れるため、追肥は必要ありません。

(4) 乾土効果を最大限に活用

ア 土壌診断をして土の地力を知る

土壌診断は土の地力（培養窒素）を知る上で重要です。土壌診断の結果や土壌の物理性を

考慮して施肥設計に活かしましょう。

イ 乾土効果を確かめよう

乾土効果は本田の土壌を乾かすことによって、地力窒素が出てくる現象のことです。減肥

を考える１つのアイテムとなります。乾いた土と湿った土を用いてバケツ稲の生育を見た結

果では、後半から生育がよくなりました。初期生育を向上させる手段として、前項でも説明

した側条施肥や緩効性肥料の導入を行いましょう。乾かすだけでも地力があれば立派な生育

となります。ほ場の状態を見ながら、排水改善を行いましょう。

表５ かん注剤を使用した場合の費用

写真６ 緩効性肥料を使った場合の苗
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ウ 排水性の良いほ場作り

溝きりによる表面排水は、暗きょ排水よりも高い効果があります。秋期に施工しておくこ

とで、春先のほ場の乾燥が促進されます（写真３）。また、暗きょ排水の機能を生かすため

に秋及び春の心土破砕も有効です（写真４）。排水対策を行う際は、出来る限りほ場が乾い

たときに行いましょう。

維持管理や排水対策を行い、乾きやすいほ場作りをしましょう。

エ 初期生育向上の施肥提案

上記で紹介したような施肥方法を踏まえた上で、初期生育を向上させる施肥設計を考え

る必要があります（表６）。地力が高く後半に地力窒素が効いてくるような泥炭ほ場では、

前半に肥料が効くような設計にします。しかし、地力が低く、肥切れをおこすほ場では、

前半、後半ともに効くような設計を行う必要が出ます。ほ場が乾いた場合では、全層施肥

から肥料をさらに減らす必要が出ます。表はあくまで例ですので、各ほ場の物理性や地力

に合わせて施肥方法を考えましょう。

写真８ 溝切りの施工 写真９ 心土破砕による亀裂

全層施肥 ◯ 3.2kg/10a ◯ 7.2kg/10a ◯ 5.0kg/10a ◯ 8.0kg/10a
側条施肥 ◯ 4.2kg/10a × 0kg/10a ◯ 2.8kg/10a × 0kg/10a

マイクロロング280 × 0kg/10a ◯ 0.27kg/10a ◯ 0.27kg/10a ◯ 0.27kg/10a
合計

砂系・地力低

8.0kg/10a

泥炭・地力高 砂系・地力低泥炭・地力高
窒素施肥量（例）

施肥方法

7.4kg/10a 7.5kg/10a 8.0kg/10a

表６ 各施肥方法を導入した施肥例

写真７ バケツ稲の生育結果
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Ⅱ 省力化技術・労働軽減の取組み
１ 育苗管理の労働軽減

(1) 成苗ポットにおける省力化技術の紹介

近年、上川地方を中心に成苗ポットにおける置床鎮圧育苗（図６）が広まっています。

置床鎮圧育苗とは、育苗ハウスの耕起・整地後に振動つき鎮圧ローラーを使用し置床を

踏み固めます。その上に成苗ポットを設置する方法です。従来の育苗法よりも育苗作業が

楽になり作業時間が短縮されます。

(2) 鎮圧作業の方法

鎮圧には、ローラー幅60cm、重量480kg～600kgのハンドガイド型振動ローラー（写真９）

が多く使用されます。上川地方ではレンタルがほとんどであり、新規購入すると100万円以

上かかります。生産者によって鎮圧をかける回数は違いますが、100坪ハウスで２～３回程

度、足跡がつかなくなるまで行うことが多いです（写真10）。

(3) 置床鎮圧育苗のメリット

ア 成苗ポット定置が楽

・置床にかん水を行わない場合は、トラックが入り定置が出来ます。

・定置後も成苗ポットの上に乗って位置をずらすことが出来ます。踏圧ムラによる生育ムラ

も防ぐことが出来ます（写真11）。

イ 苗の運搬が楽

・上川の事例では、置床からポットをはがす力が約半分になったという結果もあります。

図６ 慣行育苗と鎮圧育苗の作業工程

写真９ ハンドガイドローラー 写真10 鎮圧作業風景
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・トラックもぬかりにくく、スムーズに運ぶことが出来ます（写真12）。

(4) 置床鎮圧育苗を導入する際の注意点

ア 置床を充分に乾かす

・鎮圧段階で土中水分が上がり、ローラーに土が巻き込まれ

ることがあります。

・水がたまりやすいほ場では、事前にハウス周囲に明きょを

掘るなど、排水をよくしておく必要があります。

イ 置床をなるべく平らにする

・緩やかな傾斜ならいいですが、高低差が大きいと鎮圧に時

間がかかる場合があります。

・鎮圧後は段差直し（写真13）を行い、生育不良を起こさな

いようにしましょう。

ウ かん水が変わる

・ポットが土に埋まっていない（写真14）ので、慣行育

苗より乾きやすいことがあります。

・スプリンクラーでかん水を行っている場合は、かん水

ムラが大きくなる場合が多いです。土壌水分の様子を

見ながらかん水を適宜行いましょう。

(5) 置床鎮圧のポイント！！

ア 振動ローラーをかける回数

・２～３回程度、見た目では足跡がつかなくなるまで踏み固めます。土壌水分など、ほ場

の状態に合わせて調整します。

イ ローラーをかける時間

・100坪ハウス１棟あたり１時間半から２時間程度です。

ウ ローラーをかける際、他に注意すること

・ハウスの端が削れる可能性があります。土を盛り削れないようにしましょう。

エ ハウスに傾斜がついている場合

・ハウス外へ水が排出するような緩やかな傾斜なら問題はありません。

・ハウス内の特定の位置に水がたまる時は、明きょを掘るなど対策を行う必要があります。

オ 置床に敷くネットの種類

・従来通りのネットで大丈夫ですが、細かい目の方が苗をはがす作業は楽になります。

カ 育苗管理の違い

・かん水量と育苗期間が今までと異なる可能性があります。

・上川の事例では、苗の仕上りが慣行より若干早い傾向が見られています。

・ハウスの状況を見ながら、かん水や温度管理の調整を行い、適期移植をしましょう。

写真11 定置作業 写真12 苗取り風景

写真13 段差直し風景

写真14 置床とポットの設置面
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