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平成 27 年 10 月１日

新潟県農林水産部

10 月の技術対策のポイント

大豆

１ 成熟の進みはやや早い～平年並みの見込みで、地域間差が大きい傾向で

す。黄葉期や落葉期から成熟期を予想して、収穫・乾燥・調製の体制を整

えましょう。

２ 成熟期に達したほ場から速やかに収穫して、亀甲じわ粒の発生を軽減し、

品質向上を図りましょう。

３ 水稲への対応などで大豆の適期受け入れが困難な乾燥調製施設では、通

風コンテナ等で一時貯留できる仕組みを構築して下さい。

４ 汚損粒の発生を防止するため、収穫前に雑草、青立ち株の除去を徹底し

ましょう。なお、毒性雑草（ヨウシュヤマゴボウ、イヌホオズキ）による

汚損粒が混入すると、農産物検査の対象外となるので、取り残しがないよ

う注意しましょう。

そば

コンバインによる収穫は、成熟期（黒化率 70 ～ 80 ％）頃に行い、刈り

遅れや自然脱粒による減収や香りの低下を軽減しましょう。

大麦

越冬に必要な適正生育量確保のため、少雪地帯は 10 月 10 日まで、中雪

地帯は 10 月５日までには種を行いましょう。また、は種後１か月を目安に

窒素追肥を行いましょう。

Ⅰ 気象予報（新潟地方気象台）

１ ３か月予報 10月から 12 月までの天候見通し（９月 25 日発表）

10月 天気は数日の周期で変わる見込みである。

11月 平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みである。気温は高い確率が 50％である。

12 月 平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みである。気温は平年並または

高い確率ともに 40 ％である。

２ １か月予報 ９月 26 日から 10 月 25 日までの天候見通し（９月 24 日発表）

天気は数日の周期で変わる見込みである。平均気温は平年並または低い確率ともに

40 ％で、期間の前半は、気温がかなり低くなる可能性がある。降水量は平年並の確率

が 40 ％である。



Ⅱ 大豆

１ 地表排水対策

大雨に備え、排水経路（明きょ→排水口→排水路）の点検・補修を適宜行う。大雨後に

ほ場内で停滞水が見られる場合は、明きょ等の補修により早急に排水する。

２ 収穫

（１）成熟期の目安

ア 成熟期の目安は、黄葉期から概ね 15 日後である。例年、倒伏や湿害の程度及び地

力差により、ほ場間及びほ場内の個体間で成熟の差が大きくなるので、黄葉期や落葉

状況を把握して、成熟期を予想し適期収穫に努める。

イ 特に黄葉期頃は、ほ場間の成熟の早晩を把握しやすいので、この時期にほ場をよく

観察し、収穫作業計画でほ場の刈り取り順を決める参考にする。

ウ ８月下旬の台風第 15 号による強風で、葉の強制落葉や損傷等の被害を受けている

場合、黄葉期が確認しづらいため、莢や茎の熟色を確認し、適期に収穫する。

◇ 黄葉期から収穫期までの日数目安 注）⑥収穫限界は

①黄葉期 ②～③落葉期 ④成熟期 腐敗粒等による

ほ場内の着生 ②ほ場内の株の３割 ほ場内の大豆の莢が 80 ～ 90 ％褐 品質低下の限界。

葉の 80 ～ 90 ％ が葉柄も含め完全に 変し、粒の大部分が品種固有の色 しわ粒増加は考

が黄化した状態 落葉、③同８割が落葉 を表し、莢を振って音のする状態 慮されていない。

← ④と⑤は同時の場合もある

⑤収穫開始 ⑥収穫限界

Ａ：専用コンバイン（軸流式）子実水分 22 ％以下、茎水分 60 ％以下 これ以降は品質

Ｂ：上記以外のコンバイン 子実水分 20 ％以下、茎水分 50 ％未満 が大幅に低下

【日数目安】 ① ② ③ ④⑤ ⑥

５日間程度 ５日間程度 ５日間程度 Ａの収穫期間 15 ～ 18 日間程度

④ ⑤ ⑥

５日間程度 Ｂの収穫期間 10～ 13 日間程度

（２）適期収穫

ア コンバイン収穫の時期の目安

（ア）専用・汎用コンバイン（軸流式）の場合

成熟期以降に子実水分が 22 ％以下、茎水分が 60 ％以下になった頃を目安に収穫

を開始する。

（イ）大豆採種ほでの収穫や上記以外（直流式）の場合

成熟期後５日頃から子実水分が 20 ％未満、茎水分が 50 ％以下（茎がポキッと折

れる頃）になった頃を目安に収穫を開始する。



表１ 茎水分、子実水分の目安

茎水分(%) 70 70 ～ 65 65 ～ 60 60 ～ 50 50 以下

茎の外観 緑色 黄色 褐色(黄色残る) 褐色(黄色なし) 黒斑点目立つ

子実水分(%) 40 20 20 未満

子実の状態 豆が膨らんでいる。 締まっているが、指 硬く締まっており、

で掴む力を入れると 爪をたてると僅かに

変形する。 傷がつく。

（莢の表面に爪痕状の凹みが見られれば子実水分はほぼ 20%未満）

イ 収穫開始の判定

茎水分が高い状態で収穫すると

汚損粒が発生し、収穫が遅れると

亀甲じわ粒や腐敗粒、変質粒が増

加する。成熟期から収穫開始まで

の期間は、大豆の生育及び気象条

件によって変わるので、茎と子実

の水分状態から収穫開始を判定す

る。携帯式水分計（（株）オガ電

子製MDX-1000）を利用するとほ場

で客観的に収穫の可否が判断でき

る。

ウ 亀甲じわ粒の発生防止

本県の品質低下の大きな要因は、しわ粒である。しわ粒には「ちりめんじわ」と「亀

甲じわ」の２種類があるが、亀甲じわ粒は、子実水分が 13 ％以下に低下した後、ほ

場での乾湿の繰り返しにより増加するため、成熟期以降、収穫が遅くなるほど増加す

る（図１）。したがって、亀甲じわ粒の軽減には、成熟の早いほ場から適期に収穫を

行うことで、全体として刈り遅れのほ場を出さないようにすることが重要である。

エ 計画的な収穫、乾燥・調製のための体制づくり

（ア）コンバインの利用調整

コンバインの収穫能力を超える面積を作付けした生産組織では、収穫時期の異な

る地域や余力のある生産組織と事前に作業協力体制がとれるよう検討する。

（イ）施設の受け入れ体制

適期収穫を実践するために、早期に乾燥・調製施設の荷受け体制を整える。また、

荷受け体制整備前の収穫にも対応できるよう、通風コンテナ等で一時貯留できる仕

組みも併用する。

（３）コンバイン収穫の留意点

ア 試し刈りによる品質チェック

汚損粒の発生防止や刈り取りロスを最小限にするため、最初に試し刈りを行い、「刈

り取り高さ」、「刈り取りスピード」、「脱粒選別・排塵調整」、「汚損粒・損傷粒の発生」

をオペレーター数人でチェックし、品質低下や刈り取りロスを防ぐ。試し刈りで汚損

粒が多く見られる場合は作業を中断し、刈り取り高さ等を調整する。

図3　植物体水分及び亀甲じわ発生の推移
（2004～2006年平均,縦棒は標準偏差)
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イ コンバインの運転条件

リールの回転速度は大豆を倒さない程度に調整する。回転が遅いと大豆を前へ押し

倒し、早いと裂莢して収穫ロスが多くなる。

ウ ほ場内での熟期のばらつき

ほ場１筆内で熟期の差が大きい場合は、可能な限り刈り分けを行う。刈り分けがで

きない場合は、ほ場全体の概ね９割以上が適期に達したら、事前に青立ち株を抜いて

収穫する。

エ 汚損粒対策

（ア）収穫時刻

降雨の翌日や午前 11 時前は、茎水分が高く汚損粒が発生しやすくなるので下記

の収穫の適時刻を守る。ただし、フェーン現象等により茎水分が低い場合は、早朝

から収穫可能である。降水量や当日の天候にも左右されるので、必ず試し刈りによ

るチェックを行う。

・前日、当日とも晴天の場合：11 時～ 17 時頃までの５～６時間程度

・前日が晴れ、当日が曇りの場合：11 時頃からの３～４時間程度

（ただし、前々日までかなりの降雨があった場合は、土壌水分の影響で作物水

分が高く、作業が不可能な場合が多い。）

・前日まで降雨日が続いた場合：当日が晴れても作業が不可能の場合が多い。

（イ）雑草・青立ち株の除去

雑草や青立ち株は、汚損粒の原因になるため刈り取り前に除去する。とくに、毒

性雑草であるヨウシュヤマゴボウ（赤色）、イヌホオズキ（紫色）の果実汁が付着

した大豆は農産物検査の対象外となるので確実に除去する。

なお、本県では、収穫前の雑草除去に、落葉終期※～収穫 14 日前まで（雑草生育
期）の処理ができる除草剤を用いると、収穫前規制により収穫時期が遅れて適期収

穫が困難になる場合が多く、しわ粒の増加などによる著しい品質低下や、裂莢によ

る減収が懸念される。雑草の発生状況によっては除草効果の発現に３週間以上の日

数を要し、さらに収穫時期が遅くなる場合もあることに十分留意する。

※ 落葉終期：大豆葉の大部分が落葉した時期

（ウ）刈り高さ

極端な低い位置での刈り取りは避ける（刈り取りの高さは 10㎝程度）とともに、

枕地での作業は慎重に行う。なお、土をかき込んだ場合は、汚損粒の発生を防止す

るため、すぐに作業を止めてエンジンを停止し、土をかき出す。

オ 収穫ロスの軽減

（ア）倒伏程度が無～軽度の場合

リールを後方（運転席方向）の比較的高い位置に調節し、必要以上にリールが大

豆に触れることを避ける。

（イ）倒伏した場合

倒れている大豆を引き起こすことが必要となるため、リールを前方の低い位置に

する。なお、立毛角度が 40 度程度までの倒伏では、向刈りあるいは横刈りにより、

頭部損失を軽減できる。

カ 収穫後の品質低下防止

収穫した大豆は、早めに乾燥又は通風を開始し、品質低下を防ぐ。また、品質の良

い大豆と悪い大豆は混ぜない。



６ 乾燥・調製

（１）乾燥

ア 水分が大幅に異なる大豆を一緒に乾燥しない。

イ 乾燥時のしわ粒発生を防止するため、子実水分が 20％になるまでは常温乾燥とし、

子実水分が 20％以下に下がってから加温する。送風温度は気温プラス 10℃以下とし、

30 ℃を超えないようにする。

ウ 平型静置式通風乾燥機は、大豆の上下層に水分むらが発生するので乾燥途中で撹拌

する。

（２）調製（粒選）

ア 大豆用選別機を適正に使用し、整粒歩合を高めて均質な製品に仕上げるとともに、

色彩選別機を積極的に利用し、確実に検査等級２等以上に仕上げる。

イ 実需者からのクレームで多いのが、小石、莢、枝や異物などの夾雑物の混入である。

特に、個別で乾燥、調製した製品に見られる場合が多いので、混入防止を徹底する。

Ⅲ そば

１ 成熟期の予測

（１）積算気温の目安

「とよむすめ」成熟期（黒化率 70 ～ 80%）までの積算気温の目安は、開花最盛期の

翌日から起算した積算温度で予測できる（表２）。

（２）開花最盛期

開花最盛期はほ場全体の約５割の株で主茎最先端の花房が開花した日である。開花最盛期

の確認方法は、主茎先端の花房を観察し、新たな葉や蕾の発生が無いことを見て最先端の花

房であると判断する。「とよむすめ」の平坦地（標高 200m以下）における開花最盛期は、

概ねは種から６週間後、開花期から２週間後である。

（３）黒化率

黒化率は、成熟して果皮が黒色になった子実の粒数割合である。そば群落の黒化率は、

主茎先端の集合花房の黒化率とほぼ同等なことから、収穫期の判定は主茎先端の集合花

房の黒化率で行うことができる（長野県「新しく普及に移す技術」より）。

表２「とよむすめ」は種時期別、成熟期までの積算気温の目安（作物研究センター）

は種時期 開花最盛期からの積算気温

８月上旬 500 ～ 550 ℃

８月中旬 450 ～ 500 ℃

２ 収穫（コンバイン収穫）

（１）収穫時期、時刻

ア 成熟期（黒化率 70 ～ 80 ％）頃に収穫する。成熟期を過ぎると、強風時などに脱粒

により減収しやすくなるとともに、香りが低下する（図２、表３）。

イ 収穫作業は晴天の日中に行う。

（２）作業上の留意点

成熟期頃は茎水分が高く、残葉も多いので、茎葉がつまらないよう刈取速度を抑え、

低速、低回転で収穫する。



 

図2　黒化率と収量の関係
（とよむすめ・坪刈収量）
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表３ 黒化率の違いによるそばの香り評価

（作物研究センター）

黒化率 香り評価

57 ％ +0.41 n.s.

78 ％ +0.53 ＊＊

94 ％ 0.00 対照

100 ％ -0.38 n.s.

注１）香りはそばがきで評価した。

注２）玄そばは 30 ℃で通風乾燥した。

注３）評価は対照と比較した良・強(+3)～不良・弱(-3)

までの７段階評価。

注４）＊＊印は対照に対して１％水準で有意差がある。

n.s.は有意差なし。

注５）品種は「とよむすめ」。

３ 検査規格の改正（平成 27 年４月１日改正）

（１）普通そばの主な改正点

ア 等級区分は、「２等級」に簡素化され、１等、２等、規格外に区分される。

イ 「形質（外観のみばえ）」と「未熟粒」は規格から削除され、「容積重」の最低限度が

引き上げられ、１等は 640g／リットル、２等は 580g／リットルとなる。

ウ 「被害粒」単独での最高限度が設定され、１等は５％、２等は 15 ％である。被害粒

には、病害粒、虫害粒、変質粒、破砕粒等が該当する。

エ 「容積重」の測定については、品種の特性（粒大）を考慮し、4.5mm の丸目ふるいで、

上に残るものが全体量の 70 ％未満（重量比）となる小粒品種の場合は、容積重の最低

限度は 20g加算したものとなる。本県の場合、一部の在来品種は小粒品種に分類され

るが、主要品種の「とよむすめ」と「信濃１号」は通常は該当しない。

（２）だったんそばの主な改正点

ア 粒度の項目が設定され、2.5 ㎜の縦目ふるいで振り分けて、上に残るものが全体量の

80％（重量比）が最低限度となる。

イ 「水分」の最高限度が 16.0 ％に引き上げらた。

ウ だったんそばの等級は被害粒等で判断される。

４ 乾燥・調製

（１）乾燥

ア 収穫後高水分状態で長時間放置すると品質が低下するため、速やかに乾燥作業を行

う。

イ 過乾燥や水分過多ではそばの香りが劣るので、乾燥仕上げ水分は 16.0 ％を最高限

度とする（表４）。

ウ 平型乾燥機で乾燥する場合、送風温度は 30 ℃以下とし、途中で攪拌し乾燥の均一

化を図る。

図２ 黒化率と収量の関係

（作物研究センター）



表４ 仕上げ水分の違いによるそばの香り評価 （作物研究センター）

仕上げ水分 香り評価

11 ％ -0.56 ＊

15 ％ 0.00 対照

17 ％ -0.97 ＊＊

注１）香りはそばがきで評価した。

注２）玄そばは 30 ℃で通風乾燥した。

注３）評価は対照と比較した良・強(+3)～不 良・弱(-3)までの７段階評価。

注４）＊、＊＊印は対照に対して５％、１％水準で有意差がある。

注５）品種は「とよむすめ」。

（２）調製

ア 成熟期（黒化率 70 ～ 80 ％）頃に収穫したそばは、収量が高く香りに優れる一方で、

未熟粒など粒色の淡いものが混入しやすい。容積重を確保するため選別調製を丁寧に

行う。

イ 調製は、唐みで風選した後に回転米選機を使用し、整粒歩合を 95 ％以上に仕上げ

る。そばは収穫や乾燥段階で物理的な損傷を受けて剥皮や破砕が発生しやすいので、

丁寧な除去を徹底する。

ウ 唐みで風選する場合、夾雑物の混入が多かったり、流量が多過ぎたりすると、整粒

歩合が低下するので、適正流量で丁寧に選別する。

エ 回転米選機は、比重の大きい夾雑物の除去効果が高いので、仕上げ選別に使用する。

Ⅳ 大麦

１ ほ場選定

地域での合意に基づきブロックローテーションによる団地化を図り、効率的な管理の実

践と地域排水の徹底を図る。作付けは、排水性が良好でかつ前作が水稲の場合、早生品種

跡など排水対策期間の確保と適期は種が可能なほ場を選定する。暗きょ未施工など排水不

良のほ場では、生育不良により収量・品質の確保が困難なため、作付けしない。

２ 排水対策

（１）営農排水対策

周囲明きょ、弾丸暗きょは水稲収穫後、早急にかつ土壌が乾いた条件で施工する。周

囲明きょの深さは耕盤層よりも深くし、とくに水田に隣接するほ場では浸入水を遮断す

るため、十分な深さを確保する。また、排水口は周囲明きょの深さまで掘り下げる。弾

丸暗きょの施工間隔は、ほ場の排水性に応じて間隔を狭め、本数を増やし、排水性の悪

いほ場は２～３ｍ間隔とする。

（２）は種後の対応

排水性を高めるため、は種後、ほ場内に管理機等で長辺方向に排水溝を３～５ｍ間隔

で施工し、周囲明きょに接続する。なお、長辺が長い場合は、短辺方向にも排水溝を施

工する。



（３）排水経路の確保

降雨や管理作業で、排水溝などにゴミや土塊が詰まって排水機能に支障がでないよう、

適宜、排水経路の点検・補修を行う。

３ 酸度矯正、基肥

（１）酸度矯正

大麦は耐酸性が弱いので、土壌pHは 6.5 前後を目標に改良し、土壌診断に基づき石灰

質資材を適量散布する。

（２）基肥

標準的な基肥量は窒素５～６kg/10a、リン酸８～ 10kg/10a、カリ３～４kg/10aであ

る。ドリル播では側条施肥が早期の茎数確保に有効である。なお、全面表面播の場合、

基肥をは種後に表面施用すると茎数が早期に確保される。

４ 種子消毒

（１）温湯浸法

初期の温度を 42 ℃とし、自然に温度が下がるようにして 10 時間浸漬する（加熱せず、

ふたを少し開ける：終了時約 30 ℃）。

（２）種子粉衣法

登録のある種子消毒用薬剤を湿粉衣する。湿粉衣する場合は、乾燥種子に適量の水を

加えて種子表面を湿らせてから薬剤を粉衣する。

５ 耕うん・砕土・整地

（１）砕土率の確保

出芽・苗立ちを安定させるため砕土率（２cm以下の土塊の重量比）を 70 ％以上に高

める。土壌水分が高い時に耕うんを行うと土を錬り返し透水性を悪化させるので、数日

晴天が続き土壌が乾燥した状態で作業する。また、降雨の影響を避けるため、耕うん・

砕土・整地からは種まで１日で行う。

（２）稲わら、稲株の影響を軽減

稲わら、稲株が大麦の出芽や初期生育に悪影響を及ぼすことから、ほ場内で稲わらが

片寄っている場合は、耕うんまでに分散し、アップカットロータリや低速度での耕うん

により土壌中にすき込む。

６ は種

（１）は種期

早期に有効茎を確保し、越冬前に十分な生育量を確保するため、地帯別に根雪日数

に応じた適期は種を厳守する。多雪年でも雪害を回避できるようは種期を設定するこ

とが重要である（表５）。

表５ 地域別のは種適期と越冬前の生育指標

地 帯 根雪日数 は種期 越冬前の生育指標

中雪地帯(多雪年) 90 日以上 9/20 ～ 9/30 葉数８葉以上、乾物重 70g/100 株以上

中雪地帯(平年) 60 ～ 90 日 9/20 ～ 10/5 葉数７葉以上、乾物重 50g/100 株以上

少雪地帯(平年) 60 日未満 9/25 ～ 10/10 葉数５葉以上、乾物重 30g/100 株以上



（２）は種量

苗立数 200 本／㎡ を目標に、は種方式の違いによる苗立歩合を勘案して調整する。

なお、茎数不足になりやすいほ場では、は種量を適正範囲内で多めとする（表６）。

表６ は種様式と播種量・苗立ち数および越冬前茎数のめやす

は種様式 土壌 は種量 は種粒数 苗立歩合 苗立本数 越冬前茎数

条件 (kg/10a) (粒／㎡) (％) (本／㎡) (本／㎡)

ドリル播 － 7～ 8 200 ～ 230 90 180 ～ 210 640

全面全層播 － 10 ～ 12 280 ～ 350 60 ～ 70 170 ～ 250 740

全面表面播 不良 10 ～ 12 280 ～ 350 60 ～ 70 170 ～ 250
900

〃 良 8～ 10 230 ～ 280 80 ～ 90 180 ～ 250

品種ミノリムギ、千粒重 35 ｇとして算出

（３）は種様式の特徴

ア ドリル播

完全に覆土されるため倒伏に強く、生育が均一で管理し易い。また、は種後出芽前

処理用除草剤による雑草害の軽減、コンバイン収穫での収穫ロスの低減などの点でも

優れている。穂数はやや少なくなるが、一穂粒数が多く、千粒重が高まり、収量性は

表面播より高い。

なお、土壌水分が高く、は種時に土壌を練ることが予想される場合は無理にドリル

播きを行わず全面表面播に切り替える。

イ 全面全層播

覆土されるため倒伏にも強く、は種量を多めにすることで穂数を確保しやすい。こ

のため、㎡当たり籾数や千粒重も高まり、収量は全面表面播より高まる。

ウ 全面表面播

種子の位置が浅いため分げつ数が多く、茎数は多くなるが、有効茎歩合が低下しや

すい。苗立数が多過ぎる場合は穂数過多となり、倒伏や細麦が発生し易いので、肥培

管理に注意する。

なお、散播方式でのは種ムラは、生育ムラとなり適正な管理が困難になるので、均

一なは種を徹底する。

エ 畝立ては種

畝を立てると表面排水を促進し湿害防止に有効である。大豆用の畝立ては種機を図

３のように爪配列を変更することで麦用の平高畝を形成することができる。



参考

図３ 耕うん同時畝立て用爪配列

・耕うん幅 170cmの作業機では、畝上面幅 120 ～ 130cmで 5 条（条間約 27.5cm）

耕うん幅 220cmの作業機では、畝上面幅 175 ～ 180cmで８条（条間約 25cm）を

は種することができる。

・麦用爪配列は平高畝ができるよう、ロータリの中央部分を標準爪配列とする。

・作業能率は、170cmの作業機で約１ha/日である。

農林水産研究情報（農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所提供）

耕うん同時畝立て播種作業機の汎用利用によるムギ・ソバの湿害軽減技術より抜粋

７ 雑草対策

（１）ドリル播、全面全層播の場合

ドリル播、全面全層播は、は種直後に土壌処理剤を散布する。その後、雑草が多発生

した場合は茎葉処理剤を散布する。スズメノカタビラに対しては、生育期処理の除草剤

では防除効果が低いため、多発生ほ場では、は種直後の土壌処理剤で確実に防除する。

（２）全面表面播

全面表面播では、は種直後の土壌処理剤は薬害が発生しやすいので、越冬後に茎葉処

理剤を散布する。

８ 赤かび病対策

（１）伝染源の除去

赤かび病菌の第１次伝染源は、土壌表面の作物残さに形成される子のう殻である。こ

のため、前年産で赤かび病が発生し、連作せざるを得ないほ場では、伝染源となる残さ

が地表面に残らないように、アップカットロータリや低速度での耕起による確実なすき

込みを実施し、伝染源密度を低減させる。

（２）生育ムラ防止による防除効果の向上

湿害などで生育ムラが生じると生育の揃いが悪くなり、赤かび病の適期防除が難しく

なるため、排水対策の徹底やは種ムラ、肥料ムラを防ぎ、生育を揃えるよう努める。



９ 秋期追肥

（１）追肥時期

施用時期は、は種後１か月を目安に、遅くとも 11 月中旬までに行う。

（２）追肥量

追肥量は、生育量に応じて窒素成分で１～２kgとする。苗立数が㎡当たり 150 本以下

で苗立不足の場合は 10a当たり窒素成分で２kg程度とする。また、茎数が多い場合（越冬

前茎数の生育指標を超えるよう場合）は、追肥量を減らすか追肥を見送る。

（３）追肥時の留意点

湿害が原因で黄化現象がみられた場合は、排水溝を補修するなど停滞水の排除を行っ

た後に追肥を行う。

【照会先：経営普及課 農業革新支援担当 石山 誠一 TEL 025-280-5302】


