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Ⅰ 令和2年の水稲（うるち米）の生育経過と本年の取組について
全道総括編

1 気象と水稲の生育経過

⑴ 気 温

mm

⑵ 降水量

⑶ 日照時間

令和2年 全道の気象の推移（全道22地点平均）
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2 作 柄 の 概 況

令和2年における北海道米の作柄は、
全道各地で平年作以上を確保し、2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10ａ当たり平均収量は581㎏（作況
指数106）で、道南方面に「やや良」の
評価が見られるものの、主産地の上川
（107）、北空知（107）を含むその他の
地域では作柄は「良」となっている。
また、品質面では製品歩留が高く、9
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95％前後になっており、近年の中では最も
高品質を維持している（図2）。
一方、ホクレン仕分集荷（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、各品種とも昨年より高く推移している（図3）。
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図2 年次別の1等米比率
（北海道農政事務所）

※Ｒ01－3／31、Ｒ02‐9／30 各速報値

図3 品種別の低タンパク米出荷率
（ホクレン、11／24現在）
※ゆめぴりかは第1区分Ｓ
ふっくりんこは基準品

3 令和2年の生育の特徴

⑴ 早期融雪と順調な春作業
令和2年の融雪は冬期の降雪量が少ないことに
加え、3月の記録的な高温により、1～2週間程
度早まった。各地の根雪終日（平年対比）は旭川
で3月26日（早12日）、岩見沢で3月18日（早21

図1 地帯別10ａ当たり収量
（12月9日公表、北海道農政事務所）

表1 各地の根雪終日（アメダス地点）

注：※は岩見沢試験地data使用

－4－



104 

253 

565 

625 585 586 578 

112 

225 

532 

662 614 604 597 

0

100

200

300

400

500

600

700

6/1 6/15 7/1 7/15 8/1 8/15 9/1

( / )

97

106

日、岩見沢試験地）、函館が2月25日（早15日）であった（表1）。このため、ほ場の乾燥程
度も全般に良好となり、耕起作業は水田地帯の空知・上川で3～9日早まった。一方で、一
部地域では断続的な降雨の影響で、やや軟弱な状態で耕起が行われる場面も見られた。

⑵ は種作業から育苗期間
は種作業はほぼ平年並に行われた。4月下
旬は低温寡照傾向となり、出芽に時間を要し
た地区も見られたが、出芽揃は並～良好で
あった。育苗期間中盤は好天に恵まれ順調に
経過したものの、終盤は気温が低下し、苗乾
物重が軽めとなった（表2、図4、6）。た
だ、若苗傾向ながらも移植には十分な苗素質
は確保されており、苗床での高温遭遇がな
かったことで、早期異常出穂に対する発生リスクは軽減できたと考えられる。

⑶ 波乱のスタートと綱渡りの初期生育
移植はほぼ平年並～やや早めに始まったも
のの、5月17～22日頃にかけて急激に気温が
低下するとともに、降霜や強風なども加わっ
たことで、この頃に移植を終えていたほ場で
は、著しい植傷みを生じ、活着不良や生育停
滞をもたらした。特に道北地域でその影響は
大きく回復まで時間を要した。その後は5月
6半旬から6月前半にかけ高温多照となった
ため、生育は好転し極端に植傷みのひどかっ
たほ場を除き、平年並まで回復した（上川・
留萌ではやや遅れた）。なかでも6月上旬は
各地で最高気温が平年を上回り、最低気温も
同様に平年を上回ったことで生育の回復をけん引した。分げつ始は全体的には平年並からや
や早く、葉数や茎数確保も良好に推移した。しかし、6月後半に入ると平均気温は平年並に
近いものの、日照時間が記録的に少なくなり（場所によって平年の1／3～1／2程度の地
点もあった）、水温上昇に影響を及ぼした。ただ、移植時のダメージが大きかった上川・留
萌管内では茎数確保は停滞傾向となったものの、7月1日付の各地の生育は草丈・葉数はほ
ぼ平年並、茎数は平年よりもやや多めの地点も見られ、深刻な状況には至らなかった。（特
に道南、胆振、オホーツク地域、表2、図5、6）。

図4 移植時苗質の平年比較
（中央、上川、道南3農試の平均値）

図5 全道の茎数・穂数の推移
（農政部農作物生育状況調査より）
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表2 全道の作業期節と生育期節（令和2年農政部農作物生育状況調査より）

⑷ 作柄を支えた7～8月の好天
幼穂形成期はほぼ平年並となった。7月以降は好天で推移し、前歴期間・冷害危険期間を
通じて、稔実に影響を及ぼすような低温や日照不足はなかった。止葉期及び出穂期において
もほぼ平年並であり、近年多発傾向の早期異常出穂を呈するほ場はほとんど見られず、6月
下旬の天候不順を受け遅れ穂の発生も少なかった。ただ当初は穂揃いも良好と見込まれたが、
7月4半旬の一時的な低温寡照により、出穂がややばらついたほ場が散見された。また、一
部で二段穂も散見され、「ゆめぴりか」で多い傾向であった。

図6 水稲生育期間の気象経過（平均気温・日照時間：岩見沢アメダス）
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8月になると再び高温傾向となり、初期登
熟は良好に推移した。しかし、8月上旬は少
雨傾向、4～5半旬にかけては降雨がほとん
どなく、早期に落水したほ場では田面に亀裂
を生じ、急遽走り水等を行ったほ場も見られ
た。9月上旬も引き続き好天が続いたが、登
熟は見込みほど早まらず（9月2半旬の夜温
が高い）、成熟期は平年に比べ並からやや早
い程度であった。中旬以降になると断続的に
曇雨天の日が続き、一部では秋まき小麦のは
種作業とも重なり、収穫作業の進捗はやや緩
慢となった（表2、図6、7）。

⑸ 収量構成要素および決定要素の状況
穂数は、移植時のダメージや6月下
旬の天候不順などの影響を受けるとと
もに、最高分げつ期以降の遅発分げつ
が抑制されたため、平年を下回るとこ
ろが多かった。ただし、一穂 数は穂
首分化期頃の好条件に加え、遅れ穂が
制限されたこともあり平年に比べ増加
し、㎡当総 数は平年並以上を確保で
きた地域が多かった（図8）。また、
稔実歩合についても平年並となったた
め、㎡当稔実 数もやや多めとなった。

4 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
今年の作柄は憂慮される気象・生育条件下にあった。しかし、一部地域では不満が残るも
のの結果的に良好年となった（図9）。収量を確保した要因は、穂数では平年を下回る地区
が多かったものの、一穂 数の増加と平年並の稔実歩合による稔実 数を確保したことに加
え、登熟歩合や千粒重が上昇し、製品歩留が高くなったためである（図8、9）。
また、登熟期間中は天候の大きな変動もなく、一貫して気温は高めで推移し日照にも恵ま
れた（表3）。また、稔実 数も適正範囲に収まったことで、初期登熟はすこぶる順調となり、
白未熟粒や死米の発生も見られず、整粒歩合の向上につながり外観品質も良好となった。た
だ登熟終盤は、やや天候が崩れたことで、徐々に倒伏が拡大し、一部で品質低下が見られた。

図7 8～9月の降水量
（岩見沢アメダス）

図8 収量決定要素・決定要素の平年対比
（農政部農作物生育状況調査より）
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表3 登熟期間の積算気温・日照時間の比較
（農政部農作物生育状況調査およびアメダス26カ所平均）

図9 令和2年の作柄に関する要因連関図

⑵ 高品質で食味も向上
前述したように、適正範囲内の 数
が確保され、登熟全般にわたりやや高
温傾向で推移した結果、玄米の初期肥
大が向上し、粒張りも良く製品歩留の
上昇はもちろん、登熟不良が原因の乳
白・腹白粒や青未熟粒の発生を抑制で
きた。しかし、低タンパク米出荷率に
は地域間差が生じ、道南では本出荷率
が伸び悩む傾向が見られた。アンモニ
ア態窒素の推移を見ると、春先の乾土
効果により6月は全道的に高かった。
その後、上川では直線的な低下が見られたが、渡島では7月中旬から横ばい傾向となった。
このことが低タンパク米出荷率に明暗を及ぼした一要因になると推察される。（図9）。

5 令和3年の米づくりに向けて

⑴ 移植作業開始に当たっては慎重な天候判断を
令和2年は春先からの好天により、早期にほ場の準備が完了したことから、移植作業が平
年より早く行われた傾向であった（表4）。しかし、その直後に強い低温（降霜）と強風に
見舞われ、植え傷みが激しくなり、その後の回復まで時間を要した地帯も多かった（表5）。

図10 水田の土壌中アンモニア態窒素の推移
（渡島・上川農業改良普及センター調査）
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水張面積の拡大や雇用人材の手配等諸処の事情から、作
業予定の変更はままならないこともあると思われる。し
かし、移植開始は手塩にかけ、育ててきた苗を水田に放
つ瞬間でもある。作業の開始に当たっては、移植後1週
間の天候を綿密に確認するなどし、強い低温や強風が予
想される際には2～3日作業開始を延期する等、慎重な
対応をお願いしたい。

表5 Ａ地区移植後の気象経過（アメダスデータより）

⑵ 老化苗、早期異常出穂の防止対策
近年は育苗期間の気温が高く、早期異常出穂の発生が頻繁に見られるようになっている。
特に育苗後半の気温が高くなる場合が多く、令和元年も本現象の多発が見られた。ところが、
令和2年は育苗後半の気温が低く、近年になく「やや若苗傾向」で移植が行われ、早期異常
出穂の発生は極少ない年となった。このことは、育苗後半の温度管理と適正葉数での移植が、
苗の老化防止対策にいかに重要であるか、ということを再認識する結果となった（図11）。
高温時におけるパイプハウス内の温度管理は非常に困難ではあるが「2．5葉期以降は25℃以
上にしない」という基本技術を可能な限り守って欲しい。
また、今後とも早期異常出穂の発生リスクを低減するためには、成苗ポットにおける移植
時苗質の草丈、目標葉数、乾物重に達した時点で移植することも重要である（表6）。育苗
日数と葉数の関係を見ると、「ななつぼし」は3．6葉に達した育苗日数が28日、「ゆめぴり
か」は27日とそれぞれ短期化している（図
12，13）。これらに対応した育苗日数で作業計
画を立て直す必要がある。具体的には、移植
日から逆算し、播種日、催芽日、浸種日など
を設定し直して欲しい。また、中苗箱マット
に関しても、近年の育苗期間の高温を加味し
て、日数を短縮することをすすめたい（表
7）。但し、育苗期間の気温は年次によって
変動するため、各品種の目標葉数の範囲を遵
守し、根域の強度を確認した中で、最終的な
移植開始日を決定することが重要である。

表4 Ａ地区の移植作業
（農政部農作物生育状況調査より）

図11 5月の最高気温推移（岩見沢アメダス）
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表6 早期異常出穂のリスクを抑制するための成苗ポット苗移植時苗形質と育苗管理の留意点（抜粋）

1）北海道水稲機械移植栽培基準（成苗ポット）（昭和61年指導参考事項）に準拠。
2）早期異常出穂を抑制するための成苗ポット苗の目標葉数の範囲。
3）有効温度＝60．1／（1．9＋（日最高最低平均気温／21．8）－4．2）の積算。簡易有効積算気温を利用し
た成苗ポット育苗における育苗日数の適正化（平成21年度指導参考事項）に準拠。
4）但し、各品種の目標葉数の範囲を遵守し、根鉢の強度を確保すること。

図12 成苗ポットにおける育苗日数と葉令進度（Ｈ21～23年 上川農業試験場）

表7 中苗マット苗の育苗基準
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⑶ 優良事例紹介
表8にＡ町Ｂ氏（水稲作付面積45�）のは
種日、移植日、育苗日数を示した。最初のは
種日は4月17日、移植日が5月17日、育苗日
数は30日である。
は種期間は、作付面積が多いため4月17～

29日と長いが、あえて4日間はは種しない日
を設けて、育苗日数が30日を超えないように
工夫している。このことで、苗質を確保した
状態で移植し、早期異常出穂の発生リスクを
低減することで、収量・品質も地域の平均を
大きく上回っている。は種作業を開始してか
ら、は種をしない日を設けることは容易では
ないが、育苗期間の温度が高い傾向にある近
年においては、非常に有効な対策である。

図13 出芽から移植までの温度管理（北海道米づくり2001より転載）

⑷ 寡照条件下における茎数確保対策
令和2年は6月上旬の好天により、移植後
の活着等は良好に推移したが、6月後半に入
ると日照時間が極端に少なくなり、その後の
茎数確保に悪影響を及ぼした（図14、16）。
特に、移植時のダメージが大きかった上川・
留萌管内での茎数不足は憂慮される事態と
なった。岩見沢アメダスを例に取って見ても
6月下旬の積算日照時間は、15．4時間と平年
対比23％にとどまっている（図14）。この時

表8 Ａ町Ｂ氏のは種・移植作業計画

図14 6月の日照時間推移（岩見沢アメダス）
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の最高・最低気温の推移を見ると日中の水温上昇が鈍り、分げつの発生に支障をきたしたこ
とが推察される（図15、16）。
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図16 上川Ａ地区の茎数・穂数の推移
（農政部農作物生育状況調査より）

図15 6月の最高・最低気温推移
（岩見沢アメダス）

結果的に一穂 数が増加し、収量構成要素を確保することができた。しかし、7月の好天
がなければ、大きく減収が予想される綱渡りの作況経過であった。気象不良時においても、
水温を確保できるような、きめ細かな水管理の重要性を再認識させられる年となった。
直近の冷害年である平成30年も、6月下旬から低温・寡照傾向となり作況が悪化、全道の
作況指数は90となった。この時、筆者は留萌振興局に勤務しており、水田センサーとアメダ
スによる気温・水温・水深に関する検証を行っている。その結果、5～10㎝の水深を維持を
継続すれば水温は常に気温を上回り、特に極端な低温時ほどその保温効果が期待できること
を再確認している（図17、18）。また、放射冷却が発生するような夜間は、日中に暖められ
た水温の保温効果が非常に大きく、このような日の夜間入水は水温を低下させることを確認
している（図19）。寒冷地である北海道の稲作においては、水温維持に向け適度な水深を確
保することと日中止水、深夜～早朝かんがいが基本技術であるということを再認識して欲し
い（表9）。

図18 水田センサー設置ほ場7月の水位
（小平町折真布地区 Ｈ30 7月）

図17 平均気温と水温の比較
（小平町 Ｈ30 7月）

（気温：達布アメダス、水温：水田センサー）
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表9 水温維持に向けた入水時刻と湛水状態の維持ポイント

⑸ 胴割・白未熟粒の発生防止対策
令和2年の8～9月は好天で経過し、作況
は大きく好転した。しかし、出穂期後の高温
や8月の少雨傾向は、もう少しその程度が強
ければ、胴割粒や白未熟粒の多発を招きかね
ないぎりぎりの状況であったと考えられる。
出穂後10日間（特に出穂期後6～10日間）の
最高気温が高いほど、胴割粒の発生が増加す
ると言われているが、上川や空知を中心にこ
の期間が高温で経過した（図20）。また、8
月は日照不足の期間があるとともに降水量が
少なく、早期に落水したほ場では田面に亀裂を生じ、走り水が実施されなければ被害の発生
も懸念される事態であった（図20、21）。このような複合的な要因により、稲体には相当の
ストレスがかかっていたと推察される。暑さを遮ることはできないが、かんがい溝への通水

図19 平均気温と水温の比較（小平町 Ｈ30 7月）
（気温：達布アメダス、水温：水田センサー）

図20 8～9月の降水量（比布アメダス）
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さえあれば、走り水を実施し、稲体のストレスを軽減することは可能である。胴割粒等発生
防止に向け、登熟中～後期の適切な水管理が重要であることを再認識して欲しい（図22、
23）。
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図21 出穂前後の最高気温と日照時間の推移（比布アメダス）

図22 登熟期の水管理ポイント
登熟後半に乾燥が予測される時は、英断をもって『走り水』を実施します

図23 登熟にさしつかえない土壌水分のめやす
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⑹ 乾田化対策
乾田は高品質・低タンパク米安定生産の基礎であることは論を待たない。令和2年度は収
穫後のほ場コンディションが比較的良好であったことから、全道各地で溝切り、心土破砕等
の乾田化対策が実施された。この状態を維持するべく、秋期における乾田化対策の継続的な
実施をお願いしたい。また、これを次年度の良好な作柄につなげるべく、春期にはケイ酸資
材の適期散布による融雪促進や、融雪後の表面水排除対策を積極的に実施して欲しい。

●令和2年秋に各地で実施された乾田化対策

写真1 こまめに実施された心土破砕
（上川管内Ａ町 9／16撮影）

写真2 整然と実施された溝切り
（上川管内Ｂ町 9／29撮影）

写真3 整然と実施された溝切り
（上川管内Ｃ町 9／29撮影）

写真4 泥濘部分は深く溝を切り落ち口
につながれている
（上川管内Ａ町 9／29撮影）
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写真5 地耐力抜群の乾田、コンバインのキャ
タピラ跡がわずかに残るのみ

（上川管内Ｄ町 9／29撮影）

⑺ 春のスタートはケイ酸資材の雪上散布から
～融雪促進は低タンパク米産地のあかし！～
湿ったほ場で耕起作業を行うと透排水性が悪化し、地温上昇が妨げられ初期生育悪化の原
因となる。令和2年秋の乾田化対策を本年の作柄につなげるため、ケイ酸資材施用による融
雪促進を積極的に行って欲しい。

表10 融雪材散布適期

※散布後の積雪深が10㎝以内であれば融雪効果は持続します

⑻ 稲わらの適正処理は低タンパク米生産の基本
一昔前に比べ、稲わら焼却を行う産地は減少した
が、いまだに実施されている地帯も散見される（写
真6）。焼却によって生ずる煙は地域の煙害になる
とともに、貴重な有機物を損なうことにつながる。
わらの適正処理について「搬出・堆肥化・ほ場還
元」は基本中の基本であるが、昨今の高齢化、規模
拡大、労働力不足等の面からその実践は困難となり
つつある。
このような背景から稲わらは春にすき込まれるこ
とが多くなっているが、その弊害を避けるためには
「乾田＋秋すき込み」を可能な限り実践して行かなければならない。秋に確実に稲わらをす

写真6 稲わらの焼却
（上川管内Ｂ町 9／29撮影）
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き込めるような環境作りのため、前述のような乾田化対策がとても重要となっている。

写真6 ロータリ耕による秋すき込み細
かく砕土されている
（上川管内Ｄ町 9／29撮影）

写真7 プラウ耕による秋すき込み
（上川管内Ｄ町 9／29撮影）

写真8 写真7のアップ
わらの分解と土の風化が進む
（上川管内Ｄ町 9／29撮影）
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