
執筆：北海道農政部生産振興局 技術普及課
主査 狩 野 康 弘（農業革新支援専門員）

良質・良食味米安定生産・出荷のための栽培技術
―産米の蛋白含有率低下、売れる米づくりを目指して―

平成28年の稲作経過と本年の取り組みに向けてⅠ 全道総括編・道央編（石狩、空知、後志、胆振、日高）

1 気象と水稲生育の経過

2 作 柄 の 概 要

3 平成28年産の品質低下要因と今年の技術対策

4 「そらゆき」多収どりのポイント

5 「疎植栽培」の注意点

6 飼料用米品種「そらゆたか」（空育181号）の紹介



平成28年の稲作経過と本年の取り組みに向けてⅠ （全道総括編・道央編）

1 気象と水稲生育の経過

図1 平成28年気象図（札幌管区気象台22観測地点より）

⑴ 気温、降水量、日照時間
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⑵ 生育経過と農作業
ア 融雪期から本田耕起
融雪は積雪量が少ないことに加
え、3月中の気温が高温で推移し
たため、各地の根雪終日は上川が
4月5日（早7日、上川農試（平
年比。以下同じ））、空知が4月1
日（早7日、岩見沢試験地）、道
南 で3月12日（±0日、道 南 農
試）と道南方面を除き平年に比べ早まった。
融雪後気温はやや高く、降水量・日照時間とも概ね平年並に推移し、耕起作業は平年に
比べ早まり、耕起始で4月29日（早4日）、耕起盛期は5月3日（早4日）となった。
ほ場の乾燥は地域間差があるものの、概ね平年並程度で乾土効果は期待できない年と
なった（表1）。
イ 育苗期から移植期
は種作業はほぼ平年並に行われ、は種期は4月19日（早2日）であった。は種後一時低
温の時期があったが、出芽期は4月25日（早2日）と平年並となり揃いも良好であった。
育苗期間は気温が高く、多照傾向により葉数は進み、概ね平年並の苗質は確保された。
しかし、5月19～23日かけては真夏日となったところも多く、移植前の苗は高温を回避で
きず 徒長傾向の苗が散見された。
移植作業は好天で本田作業が早まり、苗質も確保されたことから、移植始5月19日、移
植期5月23日、移植終5月28日となり、それぞれ平年より2日早まった。ただし苗の生育
も早まったため、老化苗を植える場面も見られた。
ウ 活着期から幼穂形成期
活着期は移植が早まったため、5月27
日（早3日）となったが、移植直後の低
温や強風の影響で植え傷みが発生したほ
場も散見された。
6月1～5半旬まで、日照が少なく最
高気温も低めに経過したことから生育は
停滞し、草丈の伸 長や低節位での分げ
つが抑制された（写真1）。
7月1日の茎数は平年対比88％と少な
く、初期生育は不良となった。同一地区
内でも、移植の遅いほ場や中苗様式など
ではその傾向が強かった。

表1 平成28年のほ場の乾燥程度
（アメダスデータより算出）

※水熱係数＝10×ΣPr／ΣT10ΣPr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

写真1 5月27日移植ほ場の初期生育状況
（撮影：平成28年6月25日、上川農業改良普及センター本所）
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エ 幼穂形成期から出穂期
幼穂形成期は7月2日（遅2日）に
迎え、7月に入り、気温・日照は概ね
平年並に経過したことで、不稔の発生
は平年並～やや少なかった。また、幼
穂形成期以降も茎数は増え続けたこと
から、最終的には平年並の穂数を確保
した（図2）。
出穂期は7月30日（遅3日）に迎
え、7月6半旬～8月1半旬が高温で
経過したため、穂揃期間（全道平均）
は概ね平年並となった。ただし、早期
異常出穂（写真2）や遅発分げつの影
響で穂揃い期間が長期化したほ場も散
見された。
オ 登熟期から成熟期まで
登熟前半は高温で経過し、登熟初中
期に寡照な時期もあったが、登熟は順
調に推移した。8月後半に台風が連続
して上陸したことで、一部で浸水・冠
水したほ場、倒伏したほ場が見られ
た。登熟後半、気温は平年並～やや高
温となり、9月上旬に日照不足はあっ
たものの、成熟期は9月13日（遅2
日）となった。
収穫作業は、一部地域で9月上旬か
ら始まる一方、成熟期の遅れに伴い、
収穫始は9月19日（遅4日）、収穫期
は9月25日（遅3日）、収穫終は10月
4日（遅3日）となった。
成熟期における穂数は589本／㎡で
平年並、稈長は71．0㎝で2．0㎝短く、
穂長は16．9㎝でほぼ平年並となった
（図3）。

図2 全道の茎数の推移（H28）
※普及センター作況調査ほ平均

写真2 早期異常出穂

図3 ㎡当り穂数、平年値との比較
（各普及センター農作物生育状況調査）
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表2 平成28年水稲生育期節・農作業期節（各普及センター農作物生育状況調査）

2 作 柄 の 概 要

⑴ 水稲作柄と米の品質
12月2日公表における北海道の作況指数は（536㎏／10a）となり、地帯により差はある
が平年を少し上回る「やや良」となっている（※北海道の篩い目1．85㎜以上）。
収量を確保できた要因は、総 数は平年並だったことと、登熟がやや良であったことによ
る。
登熟期間は、全般に高温傾向で推移したが、登熟初中期の日照不足、穂揃い悪化のほ場、
数が多くなったほ場、土壌水分不足（落水が早い）などの影響により、乳白・腹白粒が平
年よりやや多い（図5）。1等米出荷率は平年並であり、大きな影響を与えてはいないが、一部
地域では落等の要因になったり、品質低下防止のため色彩選別機による調製が行われた。

図4 作柄表示地帯別10a当たり収量
（北海道農政事務所 12月2日公表） 図5 近年の乳白粒・腹白粒割合と1等米率（全道）
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⑵ 品質と食味
1等米比率は、12月31日現在
の北海道農政事務所の米穀検査
成績（速報値）では、うるち米
90％、もち米93％と平年並（図
5）。
食味に関しては、ホクレン集
荷の主要5品種（「ななつぼ
し」、「ほしのゆめ」、「ゆめぴり
か」、「ふっくりんこ」、「きたく
りん」）の低蛋白米（白米のタ
ンパク質含有率6．8％以下）の
割合は、12月2日現在で全道平
均19．6％と、昨年より低めで推移している。ホクレン支所別では倶知安支所管内が約45％、
次いで留萌支所管内が43％と高くなっている（図6）。
また、アミロース含有率への影響が大きい出穂後20日間の積算気温は平年より高めであっ
たことから、アミロース含有率は昨年より2～3％低下し、良食味は維持されている。
参考として、全国の一等米出荷率、収量、作況指数および全道の管内別の作付面積等をを
記載する（図7、図8、表3）。
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図7 玄米（うるち）の1等米出荷率
（農林水産省）

図8 水稲作況指数・収量の推移
（農林水産省）

図6 低タンパク米の出荷比率
（ホクレン支所別、12月2日現在）

※ななつぼし、ほしのゆめ、ゆめぴりか、ふっくりんこ、きたくりん
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表3 平成28年産水稲の作付面積および作柄（北海道農政事務所）

3 平成28年産の品質低下要因と今年の技術対策

⑴ 乳白粒・腹白粒などの白未熟粒～玄米におけるでん粉の蓄積不良
発生の要因としては、①登熟初期の高温、②日照時間不足、③ 数過剰、④穂揃いの悪

化、⑤ の着生位置など、気象、稲の栄養状態、栽培管理などが複雑に影響し合って発生す
る。
白未熟粒が平年よりやや多い発生の要因として、① 数過剰、②初期生育不良による穂揃
いの悪化、③出穂以降の高温・日照不足、④土壌水分などが影響したと考えられる。
⑵ 白未熟粒が発生しやすい気象条件～登熟初中期の高温・日照時間不足などが影響
出穂後20日間の日平均気温が23～24℃を超えると白未熟粒歩合は上昇し始め、27℃を超え
ると多くの地点で白未熟粒率が20％を超えるとの報告がある（森田 2005）。また、日照不
足でも発生を助長する報告もある。
平成28年の岩見沢アメダスで7月25～8月31日までの間に日平均気温23℃以上、日照時間
4時間以下に該当する日を調べてみると、日平均気温23℃以上が16日、日照時間4時間以下
が12日、両方の条件に該当したのは7日と多かった。また、連続でこの条件に該当したの
は、7月27日から10日間、8月14日から10日間連続し、登熟に重要な時期に大きな影響をあ
たえたと考えられる（表4）。連続でこの条件に該当しなかったのは、8月8日～13日の5
日間のみであった。
この様な高温と日照不足は、一部の地域を除き全道的に同様の傾向であったといえる。
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表4 平成26～28年の気象と総 数と白未熟粒の対比

また、平成28年は8月の平均気温が高いのが特徴であり、例年よりも発生しやすい環境で
あったと推察される（図9）。

図9 道内3地点（比布、岩見沢、北斗）の平均気温（7月下旬～8月下旬）の3カ年の推移

⑶ 品種ごとの乳白粒・腹白粒の発生程度（全道）

表5 品種ごとの品質（普及ｾﾝターサンプルの平均値 ※全データ）

白未熟粒（乳白＋腹白＋死米）は、主食用5品種（ななつぼし・ゆめぴりか・ふっくりん
こ・きたくりん・きらら397）で5％前後と多い。しかし、死米の割合は低く、平成28年
は、乳白粒と腹白粒によるところが大きい（表5）。また、乳白の発生割合が「ゆめぴり
か」「きたくりん」で高く、品種特性が大きいと考えられる。
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⑷ 「ななつぼし」の白未熟粒の発生要因
主要品種の「ななつぼし」で発生要因を解析した。
ア 総 数と土壌の乾燥
総 数ごとに乳白粒・腹白粒の発生を見た。㎡総 数で36，000粒を超えるサンプルでの
発生割合が、乳白粒・腹白粒の両方で多くなった（図10）。
また、出穂以降の土壌のヒビ割れの有無では、「ヒビ有り」で発生割合が高く、圃場の

乾燥（土壌水分不足）も、乳白・腹白の発生を助長した要因と思われる（図11）。

図10 総 数と白未熟粒
（普及センターサンプル・データ）

図11 土壌の乾燥と白未熟粒
（普及センターサンプル・データ）

イ 穂揃いと白未熟粒（乳白粒・腹白粒）の発生
穂揃い日数を3段階に分け（5日以内、6～
7日、8日以上）、白未熟粒の発生と対比する
と、穂揃い日数が長くなる（悪化する）ほど、
白未熟粒の発生が増加する傾向であった（図
12）。
ウ 発生要因まとめ
普及センターから提供されたサンプルやデー
タを解析した結果、 数過剰、穂揃いの悪化
（長期化）などが白未熟粒（乳白粒・腹白粒）
の発生を助長しており、一部ほ場では土壌の乾
燥も要因の一つといえる。
平成28年度、道総研より「北海道米の白未熟粒・死米の発生要因と軽減方策（指導参
考）」が示され、白未熟粒の発生要因と対策が整理された。この中でも 数過剰は発生要
因として上げられ、対策は適正施肥・水管理・穂揃い性の向上など基本技術の励行が白未
熟粒対策としても重要である。

図12 穂揃い日数と白未熟粒
（普及センターサンプル・データ）
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表6 北海道米の白未熟粒・死米の発生要因と軽減方策（上川農試、平成28年度）

⑸ 平成29年に向けた「初期生育の確保と穂揃い性の向上対策」
初期生育を確保するためには、適期移植として、移植を5月25日までに終了させる。その
ためには、移植期間から、逆算して春の作業計画を見直す必要がある。
育苗ハウス・水田へ融雪剤散布等を実施し、融雪を早め、ほ場を乾かしほ場準備を進め

る。
育苗計画は、育苗日数を30日前後に設定し、種 の浸漬時期、は種時期を品種ごとに見直
し、健苗を適期に移植できるように組む。
穂揃い性向上と適正な 数確保を図る。前述の初期生育を確保する対策に併せて、適正な
栽植密度、土壌診断や有機物施用（堆肥・稲わら連用年数）に応じた窒素施肥量を施用す
る。

4 「そらゆき」多収どりのポイント

「きらら397」の後継品種の「そらゆき」は、業務用米としての重要な役割を期待されて
いる。「そらゆき」の栽培上のポイントを押さえながら、「きらら397」との置き換えを進め
ていく必要がある。今回、平成29年指導参考事項になった『水稲品種「そらゆき」の多収栽
培指針』を紹介する。
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⑴ 「そらゆき」の多収栽培に向けて
ア 目標収量は650㎏／10a、総 数は35，000粒／㎡が必要

図13「そらゆき」の総 数と精玄米収量の関係（上川農試・中央農試_2014－2016）

目標収量650㎏／10a達成には、総
数35，000粒／㎡が必要である（図

13）。この 数を達成するための穂数
は、700本／㎡程度である（図14）。
ただし、稈長80㎝以上かつ穂数700
本／㎡以上になると倒伏しやすい。目
安として、止葉期草丈70㎝以上かつ止
葉期茎数800本／㎡以上となる場合は
倒伏の危険性が高いため注意が必要で
ある。
イ 基肥窒素施肥量
目標収量650㎏／10aを達
成するため基肥窒素施肥量
は、施肥標準量＋3㎏／10
aを上限とした 増肥が必要
である（図15）。
ウ 徒長苗を防ぎ初期生育の
向上を
育苗時の「そらゆき」は
草丈が伸びやすく、徒長苗
を移植した場合、移植後の
強風の影響で植え傷みしや
すい。育苗期間中は高温管

図14 「そらゆき」の総 数と登熟歩合の関係
（上川農試・中央農試_2014－2015）

図15 基肥窒素量と成熟期窒素吸収量、精玄米収量の関
係（上川・中央_2015－2016）を抜粋

※中央は全層＋側条3㎏N／10a、縦軸の実線は成熟期窒素吸収量
の目標値11㎏／10a ＊は施肥標準量、エラーバーは標準偏差
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理を避け徒長防止に努め、根鉢強度やマット強度に留意しながら草丈が機械移植基準に達
したら移植する。育苗日数は30日程度を目安とする（図16）。

図16 「そらゆき」の育苗日数と苗長の関係（左図：成苗、右図：中苗 中央農試：2014－2016）

エ 「そらゆき」の多収栽培指針
以上のように「そらゆき」の目標収量を650㎏／10aに定め、基肥窒素施肥量は施肥標

準量＋3㎏／10aを上限とし、初期の分げつ性がやや劣る点をカバーし、倒さない程度に
生育量を確保することが重要である（表7）。
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表7 「そらゆき」の多収栽培指針（中央農試_2016）

5 「疎植栽培」の注意点

水稲生産現場では、担い手の減少などにより労働力不足に直面しており、省力技術への
ニーズが高まっている。府県では疎植栽培が移植栽培の省力化技術として実用化しつつあ
り、道内では南空知地域を中心に取り組まれている。今回、平成29年指導参考事項になった
「北海道における水稲疎植栽培技術の適応性評価」を基に、疎植栽培の注意点等を紹介す
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る。

「北海道における水稲疎植栽培技術の適応性評価」の試験概要
・試験期間：平成26～28年度
・試験ほ場：北農研（札幌市、美唄市）、中央農試（岩見沢市）
・供試品種：「ななつぼし」「そらゆき」、「大地の星」「きらら397」
・栽植密度：①標準植区（22－24株／㎡）、②やや疎植区（19－20株／㎡）

③疎 植 区（15－17株／㎡）、④超疎植区（11－12株／㎡）

⑴ 疎植栽培 ～株間を広く、栽植密度を小さく
ア 疎植栽培の方法
通常の栽培より株間を広げて移植する栽培方法である。株間を広げるに当たり、田植え
機によってはギアの交換（図17）等が必要となるので、メーカーに確認する必要がある。
株間26㎝の場合は、単位面積当たり育苗ポットの必要枚数を約40％程度削減できる技術
である（表8）。

表8 株間と必要苗箱数

株間
㎝

栽植密度
株／㎠

必要苗箱数

箱／10a 14㎝比

14 21．6 48 100％

26 11．7 26 54％

図17 ギアの交換
（空知農業改良普及センター空知南西部支所）

イ 疎植栽培の傾向
① 面積あたりの茎数は栽植密度が小さいほど少ない傾向で推移し、穂数も同傾向であっ
た。
② 出穂期は栽植密度が小さいほど遅くなる傾向を示した。
③ 精玄米重はやや疎植区が標準植区を100とした比で平均100（最小89～最大114：以下
同様）、疎植区が平均99（84～116）、超疎植区が平均99（84～121）と変動がみられた。
④ 整粒歩合はやや疎植区が標準植区を100とした比で平均100（91～106）、疎植区が平均
98（85～105）、超疎植区が平均96（83～105）であった。
⑤ 苗の種類は成苗の方が疎植に伴う減収傾向が顕著であったものの、成苗はいずれの栽
植密度においても中苗よりも精玄米重が高く、かつ出穂が早く優位性が認められた（図
18）。
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⑥ 移植時期は早いほど出穂期が早く、疎植に伴う出穂期の遅れが緩和される傾向であっ
た（図19）。反面、6月上旬移植は疎植に伴い顕著に出穂期が遅く、精玄米重も顕著に
低下する傾向を示した。
⑦ 疎植に伴う出穂期遅れや減収に対する栽培条件の影響を表に整理した（表9）。

図19 移植時期、栽植密度区分ごとの比較
（2015－2016年、中央農試、成苗・中苗「ななつぼし」
「そらゆき」、一部の超疎植区は2016年のみ（かっこ部）、横
軸下部の（）内はそれぞれ2015年、2016年の移植日を示す）

図18 苗の種類、栽植密度区分ごとの比較
（2014－2016年、中央農試、「ななつぼし」「そら
ゆき」）

表9 疎植条件下において栽培条件が減収・品質悪化傾向に及ぼす影響

ウ 疎植栽培導入に当たって
疎植栽培は、良食味栽培技術ではなく、低コスト・省力化を目的とした技術である。
疎植栽培は導入前に①田植え機の対応可否②出穂晩限内の出穂が見込めるか③収量や産
米品質の低下懸念が許容できるかを考慮した上で、導入時は必要以上の疎植を避け、健苗
育成や早めの移植時期で分げつの促進に努めることが重要である（図20）。
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図20 疎植栽培の導入診断と疎植に伴う減収と品質低下の軽減対策技術の一覧（中央農試_2016）

6 飼料用米品種「そらゆたか」（空育181号）の紹介

北海道において飼料用米の優良品種はなく、「たちじょうぶ」等の晩生多収品種の作付け
や主食用品種である「ななつぼし」等の多肥栽培による飼料用米生産が行われている。しか
し、晩生多収品種は栽培適地が限られる一方、主食用品種は収量性が不十分で、耐倒伏性や
耐冷性、耐病性も十分とは言えない。そのため、安定的に多収性を発揮でき、農業特性に優
れ、新たに開発された飼料用米品種「そらゆたか」を紹介する。

⑴ 「そらゆたか」の育成
耐冷・耐病・多収品種の育成を目標に、収
量性の高い酒造好適米系統「空育酒170号」
（後の「彗星」）を母、耐冷・良食味系統
「北海302号」（後の「ゆきさやか」）を父と
して、人工交配を行った雑種後代から育成さ
れた（図20）。

⑵ 「そらゆたか」の熟期
・移植では「ななつぼし」より早い。
・直播では「ほしまる」「大地の星」より遅
い。

⑶ 「そらゆたか」の収量性
・「偏穂数型」の草型であり、一穂 数が多
く、「ななつぼし」より千粒重が重い

図20 「空育181号」の交配組合せ
（中央農試）

表10 熟期の比較（中央農試）
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・「ほしまる」より一穂 数がかなり多く、千
粒重が重い（図21、22）。

⑷ 「そらゆたか」の耐冷性
・穂ばらみ期耐冷性は「ななつぼし」より強い
“極強”。
・開花期耐冷性は「ななつぼし」並の“やや
強”（表11）。

⑸ 「そらゆたか」の耐病性
・葉いもち圃場抵抗性は「ななつぼし」より強
い“強”。
・穂いもち圃場抵抗性は「ななつぼし」より強
い“やや強”である（表12）。

⑹ 「そらゆたか」の耐倒伏性
・耐倒伏性は「ななつぼし」より強い“やや強”（表13）。

表13 耐倒伏性の比較
（中央農試）

写真2 直播ほ場における立毛状態（中央農試、平成26年）

図21 「ななつぼし」を100としたときの移
植栽培における粗玄米収量比率

（中央農試）

図22 「ほしまる」を100としたときの移植栽
培における粗玄米収量比率

（中央農試）※右図

表11 耐冷性の比較（中央農試）

表12 耐病性の比較（中央農試）
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⑺ 「そらゆたか」の低温苗立性
・低温苗立性は「ほしまる」並の“弱”（表14）。

⑻ 普及見込み地帯：普及見込み面積：5，050ha
・移植：オホーツク、上川、留萌、空知、石狩、後
志、胆振、日高、渡島、 檜山管内
・直播：上川中南部（上川町、南富良野町、占冠村を
除く）、空知中北部（上砂川町、歌志内市を除く）、
空知南部（岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町）、
後志、胆振西部（伊達市大滝を除く）、渡島、檜
山、管内およびこれに準ずる地帯

表14 低温苗立性の比較
（中央農試）
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