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平成27年の水稲作況と本年の取組についてⅢ 道北・道東編（上川・留萌・オホーツク）

1 は じ め に

平成27年の作柄は、道南方面で「平年並」に留まるものの、他の地区では「やや良」以上
となり、北海道全体では5年連続の豊作となった（図1）。北海道農政事務所（以下農政事
務所）公表による全道の10㌃当たり平均収量は559キロ㌘（作況指数104）で、道北・道東地
区においても、上川（104）、留萌（103）、オホーツク・十勝（111）と「やや良」以上の作
柄となっている。
また、品質面では製品歩留が高く、11月末日現在の米穀検査実績（農政事務所速報値）に
よる一等米率は、うるち・もち米とも90％前半を維持しており、特にうるち米では近年の中
では最も高品質を誇っている（図2）。
一方、ホクレン仕分け集荷（主要五品種）による低タンパク米（白米のタンパク質含有率

6．8％以下）の割合は、全道平均で約4割と昨年並で推移しているが、主力の「ななつぼ
し」で大幅な低下が目立つ（図3）。

図1 作柄表示地帯別10ａ当たり収量及び前年差
（北海道農政事務所、12月4日公表）

表1 平成27年産水稲の収量とふるい目幅別重量割合

区 分
10ａ当たり収量 ふるい目幅別重量割合
地使用ふるい目幅ベース 2．00㎜

以上
1．95㎜
以上

1．90㎜
以上①本年 ②本年 ③平年 ④作況指数

㎏ ㎏ ㎏ ％ ％ ％
全 道 559 543 522 104 85．4 92．0 95．5

（477） （514） （534）
上 川 582 566 545 104 88．3 93．0 95．8

（514） （541） （558）
留 萌 526 509 494 103 89．9 93．8 95．8

（473） （493） （504）
オオーツク・十勝 526 510 458 111 86．6 91．2 95．3

（456） （480） （501）
※ 北海道農政事務所公表値
※ ①は1．7㎜ふるい目幅、②③④は1．85㎜ふるい目幅による算出数値。
※ ふるい目幅別重量割合は再選別後の値、また（ ）は収量内訳。
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図2 年次別の1等米率（北海道農政事務所） 図3 品種別の低タンパク米生産状況

2 道北・道東地域における気象の経過と生育概況

図4 平成27年の半旬別気象経過（比布アメダス）

⑴ 融雪期から本田耕起まで
総降雪量が少ないことに加え、3月中も比較的暖かい時期が続いたことで、融雪は大幅に
早まり、根雪終日（平年対比）は旭川で3月26日（早13日）となった。
また、融雪後も好天が続いたため、ほ場の乾燥は進み、耕起盛期では5日早まり5月2日
となった（表2）。
ほ場の乾田化は、耕起や砕土作業を容易にさせるとともに、乾土効果による土壌窒素の発
現量も昨年並に増加したと考えられる（後述）。
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⑵ 育苗期間及び移植期
は種作業はほぼ平年並に始まり、一時寡照な時期がみられたものの、出芽の揃いは良好で
あった。育苗期間全般を通じ、天候が安定していたことで、良好な苗質を確保した（表
3）。ただし、地域によっては強風の影響で十分な換気が行えなかったため、徒長したもの
も見られた。

表3 移植時の苗形質比較

品 種 な な つ ぼ し き ら ら 397

調査項目 草丈
（㎝）

葉数
（枚）

第一
鞘高
（㎝）

地上部
乾物重

（ｇ／100本）

草丈
（㎝）

葉数
（枚）

第一
鞘高
（㎝）

地上部
乾物重
（ｇ／100本）

平成27年 15．0 4．2 2．3 4．73 15．0 4．3 2．5 4．75
平 年 13．6 4．0 2．6 4．64 12．9 4．1 2．5 4．42
比 較 差 1．4 0．2 ▲0．3 0．09 2．1 0．2 ±0 0．33
※上川農試作況値、成苗ポット苗、▲はマイナス値。

移植は、本田の準備が早めに進み、苗の仕上がりも早かったことから、昨年よりも早ま
り、平年に比べても2～3日早く終了した

⑶ 活着期から幼穂形成期
移植が早いことで、苗の活着も早まったものの、移植直後に一時低温や強めの風が吹走し
た影響で、植傷みの発生した地域もみられた。
6月上旬にかけては日照が少なく、気温（特に最高気温）も低めで経過したことから、生
育は停滞し、草丈の伸びや低節位の分げつが抑制された（図5、6）。
中旬にかけて、一時好天に恵まれたものの、生育は回復せず、茎数においては平年比1割
以上も減少し草丈の伸長も含め、初期の生育量は平年より劣った。特に同じ地区内でも移植
の遅れたところや中苗などでは、その傾向が強かった。
6月下旬からは、断続的な低温に遭遇したが、生育遅延により生育ステージが冷害危険期

表2 道北・道東における作業期節と生育期節の平年比較

振興局名
作 業 期 節 生 育 期 節

は種期 耕起盛期 移植期 収穫期 出芽期 分げつ始 幼 穂
形成期 出穂期 成熟期

上川 うるち ＋1 ＋4 ＋4 ▲7 ±0 ＋2 ▲3 ▲5 ▲8
も ち ＋2 ＋3 ＋1 ▲11 ＋2 ▲2 ▲6 ▲5 ▲8

留 萌 ＋1 ＋3 ＋2 ▲5 ＋2 ＋3 ▲2 ▲3 ▲3
オホーツク ▲1 ＋4 ＋3 ▲13 ＋1 ＋1 ▲1 ▲2 ▲13

全 道 平 均 4 ／19
（＋1）

5／2
（＋5）

5／22
（＋3）

9／27
（▲5）

4／25
（＋1）

6／5
（＋2）

7／1
（▲2）

7／30
（▲3）

9／15
（▲4）

※普及センター作況調査ほによる。
※（ ）内は平年に対する遅速、＋は早い、▲は遅れ。
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前であったことや比較的日照時間に恵まれたこと、適切な水管理が実施されたことなどから
不稔の多発は回避された。

図5 時期別の茎数の推移
（道農作物生育調査）

図6 時期別の茎数の推移
（道農作物生育調査）

⑷ 幼穂形成期から出穂期
幼穂形成期以降も茎数が増え続け、最終的にはやや遅発分げつの多い構成にはなったもの
の、平年並の穂数を確保した。
出穂期間は高温傾向で推移したものの、全道に比べると出穂の遅れは挽回できず、また出
穂・開花は例年以上にばらついて、穂揃い性は不良となったところが多かった。

⑸ 登熟期間および成熟期
出穂期からひき続き、登熟前半にかけては高温により順調に推移した。しかし、登熟後半
にあたる8月中旬以降になると、低温寡照な状態が長期にわたり続いたため、 の黄化は急
激に減速し、登熟は一転停滞傾向となった（図6）。成熟期の遅れは道央部に比べ大きく、
またうるち米よりもち米で大きかった。
収穫作業は、9月上旬から始まる地域がある一方で、緩慢な登熟により弱勢穂の整粒化が
遅れたことや断続的な降雨や台風並の暴風雨による中断、他作物との競合などで長期化し
た。
また、短時間に強い雨を受けたり、刈遅れたほ場の増加、紋枯病（一部疑似紋枯病を含
む）などの影響から、例年より倒伏面積は多かった。
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表4 成熟期から収穫までの比較

振興局 年次 成熟期 登熟
日数

収 穫 作 業 収穫期－
成熟期始 期 終 期間

上 川

う
る
ち

Ｈ27 9月16日 50 9月20日 9月27日 10月9日 19 11
平年 9月9日 47 9月13日 9月20日 9月29日 16 11
差 ＋7 ＋3 ＋7 ＋7 ＋10 ＋3 ±0

も
ち

Ｈ27 9月22日 53 9月24日 10月6日 10月17日 23 14
平年 9月14日 50 9月16日 9月25日 10月6日 20 11
差 ＋8 ＋3 ＋8 ＋11 ＋11 ＋3 ＋3

留 萌
Ｈ27 9月16日 46 9月22日 9月30日 10月10日 18 14
平年 9月13日 46 9月17日 9月25日 10月3日 16 12
差 ＋3 ±0 ＋5 ＋5 ＋7 ＋2 ＋2

オホーツク
Ｈ27 9月23日 56 9月26日 10月3日 10月10日 14 10
平年 9月10日 45 9月17日 9月23日 9月30日 13 13
差 ＋13 ＋11 ＋9 ＋10 ＋10 ▲1 ▲3

全 道
Ｈ27 9月15日 47 9月19日 9月27日 10月7日 18 12
平年 9月11日 46 9月15日 9月22日 9月30日 15 11
差 ＋4 ＋1 ＋4 ＋5 ＋7 ＋3 ＋1

※普及センター作況調査ほによる。
※差は平年との比較、＋は早い（多い）、▲は遅れ（少ない）。

3 収量確保の要因と品質・食味の特徴

⑴ 作柄を決めたポイント
収量が穫れた要因は、地域により若干の
違いはみられるが、うるち米では弱勢穂な
がらも総 数を確保し、不稔が少なかった
ことで稔実 数が増え、千粒重は軽くなっ
たものの、登熟歩合が向上し製品歩留も上
がったためと考えられる（図7）。
また、もち米では稔実 数が適正範囲に
収まったことに加えて、登熟歩合もしくは
千粒重が高まったためである（図8）。
出穂前後の日照は少なめだが、登熟前半
は気温が高く（図9）、初期登熟はすこぶ
る良好となり、白未熟粒や死米の発生も見
られず、整粒歩合は向上した。また、屑米
率も低めで品質も良好となった。
ただし登熟終盤は、悪天候が続いたこと
で、徐々に倒伏が拡大し、一部で品質低下
をもたらした。

図7 収量構成・決定要素の平年対比
（うるち米）

図8 収量構成・決定要素の平年対比
（もち米）
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図9 年次別の1 当たりの登熟積算温度
積算日照時間の比較（稔実 数当たり、2農試）
（比布・岩見沢アメダス、きらら397出穂後40日間値）

⑵ 高品質だが食味のフレが大きい
昨年は網目上に大きな青未熟粒や死米が残り、品質維持に苦労したが、今年は収穫の遅れ
や倒伏被害の大きいところ以外は高品質を維持している。
これは、前述したように適正 数の確保と登熟前半の高温が、玄米の初期肥大を向上さ
せ、粒張りが良くなり、製品歩留の上昇はもちろん、登熟不良が原因のシラタや青未熟粒の
発生を防いだことが大きい（図10）。

図10 平成27年の作柄に関する要因関連図
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また、食味に関しては、タンパク質含有率が不稔発生率の低下によって、上昇が抑えられ
ほぼ平年並に近くなったものの、弱勢穂による 数確保の割合が多いものでは、やや高めと
なっている。
一方、アミロース含有率はやや高めの傾向がうかがえるが、例年以上に地域や個人による
フレが大きい。この要因として、親穂を含む優勢穂においては、登熟前半の高温で必要な積
算温度を確保した反面、遅れて出た穂に対しては登熟後半からの温度低下により、不十分と
なったものと考えられる（図11、12）。

図11 平均気温と日照時間の積算値と平年値
の比較①

図12 平均気温と日照時間の積算値と平年値
の比較②

4 平成28年の栽培に向けて（気象変動を見据えた技術対策）

⑴ ほ場の乾燥を促進させよう
水田土壌を湛水前に乾燥させると、透水性が改善され根の張りが良くなることから、初期
生育の促進が期待できる。また、地耐力の向上により、水田を傷めず機械作業も容易とな
る。
また、乾土効果といわれ
る土壌からの窒素発現量も
増加し、施肥の効率化も図
られる。土壌の乾き具合
は、水熱係数を目安とする
ことで判断ができ、昨年は
融雪が早かったことで、例
年以上の土壌窒素量があっ
たものと考えられる（表
5）。

表5 地域別の土壌乾湿の程度（平成26年）

地域別 アメダス
ポイント

Ｈ27 【参考】水熱係数
乾 湿 の
程 度 水熱係数 Ｈ26 平 年

留 萌 羽 幌 やや乾燥 3．0 3．7 4．8

上 川

士 別 やや乾燥 3．2 3．9 5．8
比 布 やや乾燥 3．2 3．9 5．4
富良野 乾燥 2．9 4．7 4．6
名 寄 乾燥 2．9 5．3 5．8

オオーツク 北 見 著しく乾燥 1．7 4．1 3．8
※平年は平年気象値を用いた水熱係数
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乾土効果の発現は、移植後から7月中
旬頃まで続き、発現する窒素の効果は基
肥窒素とほぼ同等に扱える。
乾燥の程度、培養窒素量の多少により
窒素施肥量の減肥も可能で（表6）、結
果として初期生育の確保を施肥窒素のみ
にたよらず、食味向上にもプラスとな
る。

⑵ 健苗を育て植えるための留意点
ア 早期出芽及び出芽揃の向上対策
育苗管理の効率化と良い苗を育てる
上で、出芽を揃え出芽割合を高めるこ
とは必須である。温湯消毒を行った種
では、浸漬温度や初期の育苗温度が
低い場合に、出芽が遅れ出芽率も低下
することがあるので、適水温を保つよ
うにする（図13、14）。
また、低水温では長期間浸漬して
も、発芽率は向上せず（図15）、不用
意な浸漬期間の延長も出芽率の低下に
つながるので注意する（図16）。

図15 浸漬条件による発芽の違い
（上川農業改良普及センター士別支所）

図14 浸漬・育苗温度の違いによる出芽割
合への影響
（Ｈ25、上川地域農業技術支援会議資料）

表6 乾土効果の発現量に対応した窒素減肥量
（㎏／10ａ）

乾湿の程度 水熱係数
（㎜／℃・日）

風乾土40℃－1週間培養窒素量
（㎎／100ｇ）

～10．0 10．1～14．0 14．1～
著しく乾燥 2未満 0．5 1 1．5
乾燥 2～3 0．5 0．5 1
やや乾燥 3～4 0 0．5 0．5
平年並～湿 4以上 0 0 0
※水熱係数＝10×ΣＰｒ／ΣＴ10
ΣＰｒは積算降水量、ΣＴ10は日平均気温10℃以上の
日の積算気温ただし、計算の対象期間は 前年9／1
～10／31＋当年4／11～5／10、乾湿区分と水熱係数
の対応は独自に定めた。

図13 消毒方法と浸種温度の違いによる出芽
割合への影響
（Ｈ25、上川地域農業技術支援会議資料）
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図16 消毒方法と浸漬日数の違いによる出芽
割合への影響
（Ｈ25、上川地域農業技術支援会議資料）

図17 浸漬条件と出芽管理が出芽に与える影響
（Ｈ25、上川地域農業技術支援会議資料）

イ 老化苗と早期異常出穂を防ぐ育苗管理
移植後の苗を速やかに活着させることは、初期の生
育量を確保する意味で重要である。
苗の老化は、不用意な育苗期間の延長、育苗後半の
肥料切れや水分不足などで早まり、根の活力を著しく
低下させて、本田での生育促進を阻む原因となる。
また、成苗ポット苗移植栽培で、近年多く見られる
「早期異常出穂」も育苗期間後半の高温と育苗日数延
長にともなう苗の老化が原因とされ、それにともなう
穂揃い性の悪化は近年の研究で、育苗温度＞育苗日
数＞移植日＞年次＞品種の順に影響が大きいことが明
らかとなった。
早期異常出穂の抑制に向けて、品種別の移植時苗
形質を目安に、軽減に向けた育苗管理に留意する。

写真1 老化した成苗ポット苗

表7 早期異常出穂のリスクを抑制するための成苗ポット移植時苗形質と育苗管理の留意点
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⑶ 分げつを増やす水管理
活着後の水管理のポイントは、浅水管理
を基本とし、地温（水温）を高めて生育を
促進し、低位節からの分げつを早期に確保
することである（図18）。
分げつの発生は、稲体の栄養状態、光合
成による炭水化物の供給量、日射と温度条
件などに影響を受け、土壌中の窒素やりん
酸の欠乏で強く阻害される。
発生を促す温度要件としてはもう一つ、
水温を高く維持しつつ、その日較差（最低
温度と最高温度の差）を大きくすることが
良いとされており、その点からも浅水（約
2～3㎝）での管理はうってつけである
（図19）。
ただし、低温・強風時には、あくまでも稲体の保護を優先し、やや深水の管理を行う。

図19 水温の日変化と分げつ形成効果
（図説：東北の稲作と冷害より）

図18 初期生育不良年における水深別の茎
数確保の推移
（空知農業改良普及センター北空知支所）
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⑷ 良食味の維持向上に向けて
多収や製品歩留の高さなどから、やや見落とされがちだが、昨年は必ずしも食味的には満
足のいく年とはならなかった。
北海道米分析センターで行った食味分析結果（ななつぼし）をみると、タンパク質含有率
の値は、5年続いた豊作年の中ではもっとも高かった。また、アミロース含有率においても
近年の中では比較的高めであった昨年の値をも上回り、年々上昇している傾向がうかがえる
（図20）。
また、タンパク質含有率の内訳をみても、極端な低下がみられる極良食味域を含めた7．0％
未満の低タンパクの割合が減少し、高タンパク域の割合が増加しているのがわかる。
豊作が続き、食味向上のための基本技術が疎かになったとは言えないが、今一度収量や見
かけ上の品質だけにとらわれることなく、しっかりと用途に即した食味の維持向上に努めて
ほしい。

図20 年次別の食味分析値の推移
（北海道米分析センター資料）

図21 年次別のタンパク質含有率の推移
（北海道米分析センター資料）

⑸ 胴割米の被害軽減に向けて
昨年、もち米栽培地帯においては、登熟
や収穫作業がうるち米に比べ、かなり遅く
なり、また穂揃いの悪さから 水分でのば
らつきも大きくなったため、胴割米が多く
発生した。
近年の研究で、胴割米の発生には、登熟
初期の高温条件が関わっていることがわか
かっているが、本道においては気象的な要
因のみで胴割米が多発することは少なく、
生育状況や収穫・乾燥作業の適否で、発生
量は大きく左右されている。

図22 胴割れの発生メカニズム（乾燥時）
（「みんなの農業広場」ＨＰより）
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胴割れを防ぐには、 の乾燥速度や玄米の吸湿速度が早くならないよう、適期収穫や急激
な乾燥を避け二段乾燥法を導入することが重要である（図23、図24）。
また、均質な登熟が図れるような稲体をつくる栽培管理も併せて必要である（図25）。

図23 出穂後日数と胴割れの関係
（「北海道農業入門【稲作編】」）

図24 乾減率と胴割れの関係（新潟農試）
（「みんなの農業広場」ＨＰより）

図25 胴割米の発生原因と軽減対策
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