


◆種子生産における事務体系フロー図
本県農作物の競争力の強化に資する奨励品種の優良な種苗の安定的な供給の促進を図り、本県の農業の
持続的な発展に寄与することを目的とした「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」に
基づき、稲・麦・大豆の種子生産を行うための、一般的な事務体系は下記のとおりです。

種苗生産等計画
の策定

生産物確認書の作成
（農産物検査証明書の交付）

種子の流通
一般栽培

生産物確認

（農産物検査）

種苗法の指定種苗の
生産等に関する基準
に適合することを
証する書類の作成

栃木県米麦改良協会

ほ場選定

選定：JA等

ほ場確認（第１期）

確認：JA等

確認：JA等

検査：登録検査機関

ほ場確認（第２期）

ほ場確認書の作成 生産物確認結果の通知

生産実績等の報告ほ場確認結果の通知

確認：JA等
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Ⅰ　種子生産の基本
１　優良種子生産のためのポイント

優良種子生産は、県産米の高品質安定生産の礎です。
種子生産に必要な知識や品種特性と栽培技術の向上に努め、生産振興の一翼を担う
自覚と熱意をもって、優良種子を生産しましょう。

１）優良種子とは
　優良種子とは、「純粋性」、「健全性」、「良質」を兼ね備えたものである。
純粋性とは・・

○ 品種本来の特性を良く現す。
○ 異品種や異種穀粒、きょう雑物が混入していない。

健全性とは・・
○ 発芽率、発芽勢、発芽揃が良い。
○ 種子伝染性病虫害（ばか苗病、イネシンガレセンチュウ）に侵されていない。

良質とは・・
○ 粒の充実がよく、発芽後の生育が優れる。
○ 外観に優れ、色沢が良好である。
○ 粒形が整い、発芽・播種作業が良好に行える。
○ 被害粒、未熟粒、異種穀粒および異物の混入が無い。
○ 水分が種子として適正である。

２）優良種子生産のための留意点
○ 優良種子生産のため、ＧＡＰシート、栽培履歴等で確認しながら生産する。
○ 混種発生を徹底的に防ぐ。（一般米を含め、１品種の作付けを原則とする。）

なお、２品種を作付ける場合は、作業機の共同利用、種子優先の作業等で混種防止
を徹底する。　

○ 倒伏させない稲作り。（適期移植（時期・本数・密度）等を行う。）　
○ 病害虫防除（種子伝染性病虫害、稲こうじ病等）は予防に重点をおき、適期に防除

を行う。
○ ほ場管理・観察は周辺ほ場も含め丁寧に行う。（特に異品種、病害虫、雑草、雑草

イネ等）
○ 適期・適正な栽培管理を行う。（土壌診断等に基づく土づくり、移植、施肥等）
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２　ほ場の選定・確認および生産物の確認について

１）優良種子生産のための種子場の条件
（１）種子生産ほ場の集団化・団地化の推進

① 異品種混入防止のため、種子品種ごとに団地化を推進する。また、種子生産ほ場周
辺は、一般米も同一品種になるよう地域全体で調整する。

② 団地は農道、水路、裸地（建物・山林）等で区切られた一画を利用する。
③ 前作物は、同一品種が原則である。

品種転換時等は、漏生株に効果の高い除草剤の活用、漏生株の除去を徹底する。
（２）生産組織・中核農家の育成

　種子の品質や生産量がばらつかないよう、高い生産技術と均一性が求められるので、
生産組織の育成による技術の平準化と中核農家の育成が必要である。
① 基盤のしっかりした生産組織や中核農家を育成する。
② 技術の平準化のための情報交換の場や、地域・生産農家のネットワークの構築に努

める。
③ ＪＡや農業振興事務所との情報伝達や連携が図れる体制を構築する。
④ 種子生産のための各種機械や設備を整備し、共同利用等、適正な管理運営体制を構

築する。

２）ほ場および生産物の確認の基準と方法
　種子の「純粋性」と「健全性」は、ほ場確認および生産物確認により良否判断を行う。

「良質」は、農産物検査により、良否判断を行う。
　（１）ほ場確認について

① ほ場確認の時期
確認時期 備　　　　　　考

第１期 出穂期 ・当該時期の確認が困難な場合は、別の時期に行う。
・種子伝染性の病虫害の恐れがある場合は、確認しやすい時期に行う。
・確認は、好天日を選ぶものとし、早朝及び日没は避ける。第２期 糊熟期

② ほ場確認の基準
最   高   限   度 

変種、異品種、
異種類の農作物 雑 草

種子伝染性病虫害
（ばか苗病・イネシン
ガレセンチュウ）

その他の病害虫
および気象被害 農作物の生育状況

特に異常な生育を
示していないこと含まないこと 少発生で

あること 含まないこと 20％



　（２）生産物確認について
① 種子の調製を行うための施設および設備について、次の項目を確認する。

○ 種子の乾燥・調製作業機への搬入が間違わないようなチェック体制ができている
か。

○ 調製に当たって、混種が起こらないような方法が採られているか。
○ 調製中に、種子の出所および由来が常に確認できるか。
○ 調製作業および種子の搬入・搬出に関する記録が適正に保存されているか。
○ 調製作業の責任者が確保されているか。

② 生産物確認に先立ち下見指導を行い、品質や調製などについて指導する。
　下見指導では、生産物確認および農産物検査と同じ項目を確認・指導とする。

③ 生産物確認は、1 包装を単位とする。
　種子センター方式の場合は、抽出確認またはばら確認を行い、当該荷口を 1 単位
とすることができる。

④ 異なる荷口を混合して確認する場合は、品質が同一である場合に限る。品質が異な
る荷口を混合して確認する場合は、混合した最も低い品質と同じ品質に属するもの
として確認する。

⑤ 発芽試験について
ⅰ）サンプル採取方法

・調製済みのサンプルとする。
・サンプルの採取は乾燥ロット毎とし、1 点につき 300 〜 400g を提出する。
・試料袋は、紙封筒など結露が生じないものを使用する。

ⅱ）発芽率の測定方法

調 査 時 期  収穫直後は休眠が深いので、収穫から５週間以上経過してから
調査する。ただし、今後時期を変更することがある。

発芽床の条件 シャーレに「ろ紙」を２枚敷き、100粒並べる。
給 　 水 　 量 純水５ml 
温　　　　度 30℃ 

測 　 定 　 日  ３日後（72時間後）１回目 
２回目 ７日後（168時間後）

その他留意点
発芽は暗条件で行う。
調査中に乾燥しないように、シャーレはビニール袋に入れて
密封する。

休 眠 打 破 法 １％過酸化水素水に室内常温で３日間（72時間）浸漬する。
注）・栃木県農業試験場で採用している方法、休眠打破の方法は平成24年に米麦改良
  　　 協会で実施した試験結果にもとづく。
  　 ・休眠打破処理に要する時間は、発芽測定時間に含めない。
  　 ・浸漬後は液を切り、発芽処理を行う。
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ⅲ）発芽率の判定方法
・  正常発芽粒：幼芽と幼根が伸長したものとする。（写真参照）
　幼芽又は幼根のどちらか一方のみが伸長している場合は「未発芽粒」とする。
・ １点につき 100 粒２反復で調査を行い、測定は３日後と７日後の２回行う。
・ ７日後の発芽率が、２反復とも 90％以上でない場合や３日後発芽率が低い（70％

以下）場合等不安要素があるものについては再調査を行う。
・ 再調査は 100 粒２反復で行い、２反復とも 90％以上でない場合は不合格とする。

発芽粒と判断するもの
（幼芽と幼根が伸長し、明瞭
である）

未発芽粒と判断するもの
、（籾から何も抽出していない

もしくは、幼芽、又は幼根
のどちらかのみが伸長して
いる）

発芽粒の例（上、下）

未発芽粒の例（上、下）
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ⅳ）生産物確認基準

最低限度 最　度　限　高

発芽率 異品種粒 異種穀粒 雑草種子 病害虫粒

90％ 含まないこと。 含まないこと。 0.2％
0.5％ 

（種子伝染性のものは
　含まないこと。）

（参考）  農産物規格規程抜粋
種子水稲うるちもみ、種子水稲もちもみ及び種子陸稲もちもみ

項目

等級

最低限度 最高限度
色 発芽率

（％）
整　粒
（％） 形　質 水　分

（％）
被害粒
（％）

異　物
（％） 

合格 90 90 標準品 14.5 0.5 0.2 品種固有の色
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Ⅱ　種子生産の栽培マニュアル

水稲

１　作業全般にわたる注意点

（１）混種防止のために、種子生産は１農家１品種の栽培とし、複数種類・品種の種子
栽培は原則行わない。なお、一般栽培も採種と同一品種にする。

（２）配付された原種は、袋毎に品種名等の記載と数量を確認し、一般栽培用の種子と
は別の場所に保管する。

（３）作業場は整理整頓して清潔にし、こぼれ粒は清掃廃棄する。
（４）播種機、コンバイン、運搬コンテナ、乾燥・調製用機械等は種子専用が望ましい。

穀粒が通る部分はカバー等をはずして念入りに清掃する。特に脱穀部分や搬送部分
は穀粒が残りやすいので注意する。　

２　ほ場の選定

１）交雑対策
（１）交雑がおこり、変種発生の危険性が高くなりやすいのは、交雑可能な異品種が近く

に栽培されている場合である。種子場は同一品種の団地になるよう調整し、近隣ほ
場に交雑可能な品種の作付けが無いよう近隣農家と連携を図る。特に「うるち」と「も
ち」品種の交雑に注意を要する。

（２）近隣ほ場に交雑可能な作物の作付けがある場合、採種ほと同一品種であるかある
いは出穂期が 10 日以上異なる品種であるか確認し、これらに該当しない場合は、近
隣作物から 30m 離れるようにすることが望ましい。

（３）やむを得ない事情により、上記（２）の条件に合致しない場合、通常生育であれば、
近隣作物からの隔離距離を 10m 確保する。（道路、用水路等のみでは隔離距離に満た
ない場合、不足分については採種ほの刈り分けを行う）なお、隔離距離は不稔粒の
発生率に応じて拡大させる。

２）漏生対策
（１）前作に同じ品種を採種したほ場に、同一品種の採種を行うことを原則とする。
（２）前作に同一品種の採種栽培が行われ、変種・異品種の混入により失格した場合は

刈り取り直後に代かきを行い、１週間湛水を継続し、その後落水乾燥１週間を数回
行い、秋耕を行う。さらに翌年の植代時〜田植７日前までにプレチラクロールを含
む除草剤を処理することにより、漏生はかなり少なくなるため実施する。

（３）前作に異なる品種の栽培が行われた場合、採種する品種と同一品種を１作作付け
するか、大豆作などを行った後採種ほとすることが望ましい。しかし、緊急を要す
る品種拡大などの場合は前記（２）の手法を用いた上、ほ場での漏生除去を徹底す
ること。
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３）その他のほ場条件
（１）農道、用排水路、畦畔、垣根、周縁作物、裸地等で明確に区分されたほ場を１単

位とする。
（２）日照が十分にあり、水管理がしやすく浸・冠水など自然災害が無いこと。
（３）肥沃度が中庸で均一なこと、土壌の物理性や化学性に問題が無いこと。
（４）雑草の多発生など、種子生産に重要な影響が無いこと。
（５）基盤整備後のほ場は、地力が不均一であることが多く、採種を行う品種の一般栽

培を行い均一で生育することを確認した後で採種ほとすることが望ましい。

３　ほ場の準備

（１）一般慣行栽培に準ずるが、土壌分析等に基づき土づくり肥料（ようりん・ケイカル等）
の施用と良質有機物の施用・作土深の確保を総合的に行う。

（２）登熟の良い稲作りのため、作土深の目標は 15㎝以上、良質完熟堆きゅう肥等の施
用（0.5 〜１トン /10a）が望ましい。ただし、未熟有機物（堆肥等）の施用は混種や
雑草多発を防止するため実施しない。

（３）稲わらのすき込みは、秋耕により分解腐熟させることを基本とする。
（４）施肥体系

○ 施肥量は、品種・土壌条件を考慮し地域の一般慣行栽培（施肥基準）の１割減とする。
単位：㎏/10ａ

品  種  等 基肥窒素 穂肥窒素 穂肥時期

コシヒカリ ２～３ ２～３ 出穂前１２～１５日

なすひかり ３.５～４.５

２～３

２～３

２～３ 出穂前１８～２０日

あさひの夢 ５ 出穂前１８～２０日 

とちぎの星（普通植） ３ ２～３ 出穂前１５日

とちぎの星（早　植） ４ 出穂前１８日
ＢＢＮＫ-202，ＢＢＮＫＳ-500の使用を想定。

〇 穂肥時期は、籾数を控え登熟向上を図るため、一般栽培より３日程度遅らせる。

４　種子消毒

（１）種子伝染性病虫害防除のため必ず種子消毒を行う。
　薬剤の選定と使用方法は「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照する。
　なお、共同で種子消毒をすることが望ましい。

（２）イネシンガレセンチュウ対策：消毒種子でもスミチオン消毒はしていないので、
スミチオンを 1,000 倍で 24 時間消毒を行う。

（３）種子消毒の際は一般米と分別し、袋毎に品種名・数量を確認しながら消毒する。
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５　育苗：基本的には一般の育苗に準ずる。

（１） 床土消毒、施肥
　〇 床土消毒は「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照する。
　〇 施肥

播種期
肥料名

早　植 普　通　植
稚　苗

稚苗用複合５－５－５ ３０ｇ
８ｇ
１０ｇ
４ｇ

２０ｇ １５ｇ 低温時や黒ボク土にはリン
酸を50%増量
（施肥量は、１箱当たりの目
安、成分量ではなく現物量）

単
　肥

硫安（N） ６ｇ ４ｇ
過石（P2O5） １０ｇ ２０ｇ
塩加（K2O） ４ｇ ８ｇ

備　　　　考
中　苗稚　苗

（２）播種
　○ １箱当たりの播種量：乾燥籾で１箱 150g 以下とし、均一に播種する。

苗種類 乾籾播種量（催芽籾） 10a当たり使用箱数（70株／坪植え）
稚苗 １５０（１９０）ｇ／箱 １７～１８箱
稚苗（薄播き） １３０（１６０）ｇ／箱 ２０箱
中苗 １００（１３０）ｇ／箱 ２４箱

　○ 播種、出芽、田植等の作業時に異品種混入防止のため、籾袋や苗箱に名札、目印等
を付け間違わないように十分注意する。

　〇 播種作業は一般栽培の種子と同時に行わない。また、播種機は作業前に十分に清掃
し混種が起こらないように注意する。

　〇 育苗の床土は清浄な物を使用し、播種機からこぼれた土は絶対使用しない。

６　本田管理

１）管理
（１） 移植

　　・移植時期・・・県中北部：５月上旬〜中旬
　　　　　　　　 　  県 南 部：５月上旬〜６月中旬
　　・植付本数・・・３〜５本／株
　　・栽植密度・・・早　　植：18 〜 22 株／㎡（60 〜 70 株／坪）
　　　　　　　　 　  普 通 植：22 〜 24 株／㎡（70 〜 80 株／坪）

　〇 50 株／坪以下の疎植は、株揃えが悪く品質が低下したり、雑穂が見つけにくくなる
ことがあり行わない。通常は 18 〜 22 株／㎡（60 〜 70 株／坪）で１株３〜５本植
を基本とする。

　　 特に谷津田、湧水利用等の冷水田、砂利田や浅耕田で疎植を行うと収量・品質が低
下する。

　〇 原則異品種混入防止のため補植はしない。
　 　　欠株の多い枕地は、そのままでは品質は低下するので補植する。
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（２） 雑草防除
　○ 雑草の発生状況により、有効な除草剤を処理する。
　　 除草剤の使用に当たっては「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照する。
　○ 同一薬剤の連用は、特定の雑草が占有化するので行わない。特にＳＵ抵抗性の雑草

発生には注意する。雑草の多い水田では、初期剤と中期剤の体系防除を行う。
　○ 近年、クサネムの発生が一部で見られる。クサネムの種は調製段階での除去が困難

なため、有効な除草剤で防除する。発生した場合は手取り除草する。
（３） 水管理
　○ 基本的には一般慣行栽培に準ずる。
　○ 登熟の良い稲にするため、基肥窒素を控え、強い中干しを行わない稲作りをする。

ただし、生育中期に生育量が多く、葉色が濃く推移した場合は、中干しを行う。
　○ 登熟促進のため、出穂後 30 日頃まで時々入水する。湿田は落水をやや早めとし、

走り水で対応する。
（４）病害虫防除
　　 病害虫の発生予察情報に注意し、適期・適正防除に努める。薬剤等の使用に当たっ

ては「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照するとともに、ラベルの表示を確認し
て正しく使用する。

　《種子伝染性病虫害の症状と対応》
　〇 ばか苗病

【症状】育苗箱で苗が著しく伸び、黄緑色になる。甚だしい場合には枯死する。本
田では株が黄化・伸長し、葉と茎との角度が大きく、横に開いた感じとなり、上位
節から根が出る。
病気が進展すると枯れあがり、株元の葉鞘または節に白い粉状のカビが生える。高
温多湿条件下で被害もみが多くなる。
【対応】
①「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
② 育苗箱での発病株は早めに抜き取り､ 病苗を本田に持ち込まない。
③ 本田における発病株は早期に抜き取る。

　〇 イネシンガレセンチュウ
【症状】葉の生長点が食害されると、葉先が白く枯れて曲がったり巻いたりする。
穂が食害されると、黒点米となる。もみが不稔となる場合もある。体長は 0.5 ミリ
程度で細長く、肉眼では見えない。

【対応】 
① 種もみのセンチュウ防除が重要であることから、播種前に種子消毒を行う。
② 移植期：発生のおそれがある場合は､「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に、

薬剤を箱施用する。
③ 出穂期：発生のおそれがある場合は､ 出穂期を中心に薬剤を散布する。
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　《その他の病害虫への対応》
　○ 稲こうじ病

① 前年に発生が見られたほ場で穂ばらみ期に雨の多い年は､ 発生が多くなるので、
出穂 10 〜 20 日前に「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に防除を徹底する。
この期間以外の薬剤散布は、効果がかなり落ちるので、防除適期を外さないよう
散布を行う。

　○ 苗立枯病
① 床土や育苗箱､ 育苗器などの育苗資材をあらかじめ消毒して使用する。
②「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
③ 育苗管理に注意する。特に箱育苗では出芽期､ 緑化期､ 硬化期の低温､ 極端な高

温及び過湿に注意する。
④ 育苗箱での発生のおそれがある場合は､「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考

に床土への薬剤処理を行う。
　〇 いもち病

① 常発地では、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に箱施用剤を使用する。耐
性菌の出現・拡大を防止するため、箱施用剤は異なる系統の薬剤を年次ごとにロー
テーションで散布する。

② ＱｏＩ剤耐性菌をまん延させないために、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参
考に薬剤の選定に十分留意する。箱施用剤には、ＱｏＩ剤の使用は避け、それ以
外の薬剤を選択する。また､ 本田防除剤で ＱｏＩ剤を使用する場合、多発時の
使用を避け、使用は最大で年１回とする。

③ は種前には、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
④ 取り置き苗は早期に処分する。
⑤ 葉いもちは､ ６月中旬〜下旬に最低気温が高く多湿 ･ か照の条件で発生が多い。

さらに７月中〜下旬が低温で梅雨明けの遅い年は､ 被害が拡大しやすい。気象予
報や栃木県農業環境指導センターホームページに掲載される BLASTAM 情報を
参考に防除を実施する。

（a）葉いもちの初発時期（６月中旬〜下旬）は､ ほ場をよく見回り､ 早期発見
に努める。

（b）粒剤で防除する場合､ 効果の発現までに７〜 10 日かかるので､ 適切な時期
に使用する。

（c）発生を確認し、拡大のおそれがある場合には治療効果の高い液剤を散布する。
⑥ 穂いもちは葉いもちが多発している年や､ 夏期が低温 ･ か照で降雨が続く年に多

発しやすい。
（a）粒剤で防除する場合､ 効果の発現までに７〜 10 日かかるので､ 適切な時期

に使用する。
（b）液剤で防除する場合､ 出穂始めから穂ぞろい期に防除を行う。葉いもちの

発生が少ない場合､ 穂ぞろい期に防除を行う。

− 10 −



（c）降雨が続き､ 多発のおそれがある場合には､ 穂ぞろい期後７〜 10 日頃に追
加散布する。

（d）穂ぞろい期以降に防除を行う場合は､ 混合剤による斑点米カメムシ類との
同時防除が可能である。　

（e） 気象予報、BLASTAM 情報や稲の生育状況を考慮して､ 多発が予想される
場合は､ 穂肥の時期 ･ 量を調節する。

　○ もみ枯細菌病
① 床土は透水性のよい土壌を使用する。
② 「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
③ は種量は適正量とし､ 厚まきしない。
④ 催芽や出芽時の温度が高いと発病しやすいので注意する。

　○ 紋枯病
① 常発地では、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に箱施用剤を使用する。
② 窒素肥料を控え加里肥料を増やす。
③ 薬剤を散布する場合は､穂ばらみ期〜出穂期に株元によくかかるように散布する。

　ただし､ 例年より早くから発生が見られ､ 発病株率が高い場合や後期発生が 
激しい場合は､ 薬剤散布を２回行うようにする。

（a）１回目散布：幼穂形成期〜穂ばらみ期
（b）２回目散布：穂ばらみ期〜出穂期

④ 粒剤を使用する場合は､ 各剤に適した時期に使用する。
⑤「農作物等病害虫雑草防除指針」の要防除水準を参考に防除する。

　○ 斑点米カメムシ類
① 斑点米カメムシ類の誘引源となる水田内のイネ科雑草､ ホタルイ等を防除する。
② 水田畦畔や農道等の雑草も斑点米カメムシ類の誘引源となるので､ 地域ぐるみで

除草を行う。水田周辺のイネ科雑草の出穂を長期間抑え､ 斑点米カメムシ類の水
田への侵入を防ぐため､ 水稲の出穂２〜３週間前と出穂期頃の両時期は必ず除草
を行う。どちらか一方のみでは斑点米カメムシ類を本田に追い込むことになるの
で､ 両時期の除草ができない場合は､ 出穂期 10 日前までに済ませるようにする。

③ 山間地や出穂したイネ科牧草地周辺では､ 斑点米カメムシ類の発生が多くなりや
すい。被害の拡大を防ぐため､ 本田での早期発見に努める。

④ カスミカメ類はもみの隙間から吸汁するので､割れもみに斑点米が発生しやすい。
７月中の日照が少ないと割れもみの発生が助長されることから､ 本田でのカスミ
カメ類の発生に注意する。

⑤ クモヘリカメムシについて、要防除水準を超える場合、「農作物等病害虫雑草防
除指針」を参考に、液剤 ･ 粉剤は穂ぞろい期〜乳熟初期､ 粒剤は出穂期〜出穂期
の７日後までに薬剤を使用する。その後も発生が多い場合は７〜 10 日間隔で１
〜２回の追加防除を行う。　

⑥ 薬剤散布は､ 本田は特に畦畔沿いの５ｍ巾を重点に行い､ 水田畦畔にも行う。（乳
熟初期：出穂期７〜 10 日後頃）
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　○ ごま葉枯病､ 穂枯れ
① 深耕､ 有機物の増施､ 客土､ 土づくり肥料の施用などにより地力の増進を図る。
②「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
③ 生育後期に肥切れしないようにする。
④ 多発のおそれがある場合は､ 薬剤を使用する。

　○ その他の病害
① 一般慣行栽培に準ずる。
② 近年、イネ縞葉枯病の発生が拡大しているので注意する。

（５） 植調剤の使用について
　倒伏軽減剤の施用は、品種固有の形態に変化し、変種・異品種株が発見しづらく
なることから絶対使用しない。

（６） 変種・異品種株、病害株等の除去
　種子の「純粋性」、「健全性」を保つため、収穫まで最低４回以上は実施する。（で
きるだけ多く実施）

漏生株、葉の色、形が異なる株等

図 生育ステージと変種・異品種等の除去する時期

育苗期 生育中期 穂ばらみ期 穂揃い期 登熟期 成熟期

アルビノ（白化）株、斑入り株、徒長株等

出穂が早い株・遅い株、稈長、穂長、穂形、
芒の色、籾の形・着色の粗蜜、止め葉角度
等が異なる株、不稔株、早く傾穂した株等

熟期の異なる株等

変種・異品種株は、交雑・分離・突然変異などでも発生するので、疑わしい株は株
全体を株元から抜き取る。特に変種・異品種株等が多いときは、ＪＡや農業振興事
務所に連絡する。

２）変種・異品種株、病害株の除去作業全般にかかわる注意点
（１）抜き取り作業の前に、品種の特徴を再確認してから作業を開始する。
（２）作業実施時間は朝夕を避け、明るい曇りの日が確認しやすい。

　天気がよいときは太陽を背にすると確認しやすい。
（３）ほ場内での目配りは以下のとおり。ほ場内を移動しながら①〜③を繰り返して行う。

① 視点を遠くにして、丈の高い株が無いか見渡す。
② 視点を 10 ｍ程度にして、丈の高・低や色が違う株が無いか見渡す。
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③ 視点を１〜２ｍ程度にして、丈の高・低の他に穂の色や形、葉の色や大きさの違
う株が無いかを見る。また、品種固有の特徴と異なる穂や株が無いかを見る。

（４）変種・異品種株や病害株を発見したら、株全体を株元から抜き取る。異株だけを
抜き取ろうとすると、取り残しが発生する。抜き取った株はすべて持ち出し採種ほ
標示板の所へ置く。

（５）病害株やヒエ、クサネムなどの雑草は、抜き取り後、種子に混入することがない
ようにほ場外で処分する。

３）育苗期に行う除去作業のポイント
　苗箱から白化株、斑入り株、徒長株（ばか苗病も含む）を抜き取る。

４）分げつ最盛期（６月中旬頃）までに行う除去作業のポイント
○ 条間・株間等に生えている株は漏生とみなし抜き取る。
　 また、ほ場畦畔際にある漏生株や流れ苗、浮き苗なども抜き取る。
○ 葉の形状や色の異なる株を抜き取る。
○ 斑入り株を抜き取る。

５）出穂期頃に行う除去作業のポイント
○ 後から出芽してきた漏生株を抜き取る。
○ 早く出穂した株、草型の異なる株を抜き取る。
○ 斑入り株を抜き取る。
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写真：クサネム 

 

３）育苗期に行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

苗箱から白化株、斑入り株、徒長株（馬鹿苗病も含む）を抜き取る。 

 

４）分げつ最盛期（6 月中旬頃）までに行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

○ 畦間・株間に生育している株は漏生と見なし、抜き取る。またほ場周辺にある漏生株

や流れ苗、浮き苗なども抜き取る。 

○ 葉の形状や色の異なる株を抜き取る。 

○ 斑入り株を抜き取る。 

 

５）出穂期前後頃に行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

○ 後から出芽してきた漏生株を抜き取る。 

○ 早く出穂した株、草型の異なる株を抜き取る。 

○ 斑入り株を抜き取る。 

○ 出穂の遅い株、稈長・穂形・芒の色・長さの異なる株、不稔株、早く傾穂した株、籾

の大きさや形・着粒の粗密の異なる株、止葉角度の異なる株等を抜き取る 

 

６）穂揃期 10 日後頃（登熟期）に行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

○ 登熟ステージが異なる株、籾の大きさ・形・着粒の粗密・芒の色の異なる株。 

○ 熟期の異なる株、籾の大きさ・形・着粒の粗密の異なる株。 
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○ 出穂の遅い株、稈長・穂形・芒の色・長さの異なる株、不稔株、早く傾穂した株、籾
の大きさや形・着粒の粗密の異なる株、止葉角度の異なる株等を抜き取る。

６）穂揃期 10 日後頃（登熟期）に行う除去作業のポイント
○ 登熟ステージが異なる株、籾の大きさ・形・着粒の粗密・芒の色の異なる株。
○ 熟期の異なる株、籾の大きさ・形・着粒の粗密の異なる株。
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正常株        円粒株 
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写真 出穂の遅い株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正常株        円粒株 

 

 

    写真 粒形の異なる 

（円粒）株 

 

７　収穫・乾燥・調製

　収穫・乾燥・調製は発芽率を左右する重要な作業である。また混種防止のため乾燥調
製室は常に清潔にするとともに、施設・機械・器具は十分清掃する。作業中こぼれ籾が
発生した場合はすべて清掃廃棄し、絶対に種子に混入させない。出荷までの保管場所は
一般栽培籾と別にする。

１）収穫前の清掃点検
（１）コンバインは使用前に徹底した清掃と点検をし、種子を優先して収穫する。やむ

を得ず一般米収穫後に採種（種子）を収穫する時には、同一品種であっても同様に
清掃を行う。また、できる限り異品種には使用しない。（種子収穫前に異品種に利用
した場合は、徹底した清掃を行っても機内残留籾を完全に除去できないので、収穫
当初の 1 タンク分、又は、コンバイン袋３袋（100㎏程度）は種子にしない。）

（２）コンバイン袋を利用する場合は、袋の清掃を徹底する。グレンコンテナ等を利用
する場合にもバネコン等を含めて、徹底的に清掃を行う。

（３）乾燥機およびコンテナバック等は、使用前に徹底した清掃と点検をしておく。乾
燥機は、乾燥室の網・繰り出しロール・スクリューコンベア・昇降機の下部やバケッ
ト等に残留が多いので注意して清掃する。
　乾燥機の清掃は分解して行うが、怪我や事故の発生がないように細心の注意を払
うこと。

２）適期収穫
（１）種子と一般米の両方を栽培している場合、最初に採種ほの収穫を行い、その後一

般米の収穫を行う。また、その年の最初に収穫した１タンク分又はコンバイン袋３
袋（100㎏程度）は種子にせず、乾燥・調製機械を通して排出した後に種子の収穫・
乾燥・調製を行う。コンバイン袋は種子専用とする。

（２）コンバインは種子専用コンバインを使用することが望ましい。部会（組合）で相談し、
　　１台のコンバインを種子専用とし、共同利用することが望ましい。　

（３）コンバインのこき胴回転数は、稲用回転数の最低〜標準の１割減で行い、作業の
始めには必ず試し刈りを行い、割籾、脱ぷ粒、はく皮等が無いことを確認する。さ
らに、作業中も適宜確認する。

（４）収穫期の判断は、一般栽培に比べて遅らせる（コシヒカリの場合５日程度遅らせる。
帯緑色籾率３％程度）。（早刈りでも刈り遅れても品質が低下するので注意）。

（５）高水分刈りは発芽率が低下するので、籾の水分は 25％以下で収穫する。
（６）刈り取り開始は露がなくなる午前 10 時以降に行う。（脱芒しやすい）
（７）収穫後は速やかに乾燥機に搬入し、直ちに乾燥もしくは送風し、ムレによる発芽

率低下を防ぐ。
（８）倒伏（なびきは倒伏と見なす）や成熟ムラ（水口・こさ等）のところは刈り分けし、

種子にしない。
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（９）コンバインの機内残留籾は、ムレ等で発芽率低下を起こすので、毎日作業終了時
に取り除く。

３）適正乾燥
（１）作業場は常に整理・整頓し、乾燥機等は十分清掃を行っておく。また、出入りの

際には衣類や靴等に籾の付着がないか、確認する。
（２）循環式乾燥機は最小張り込み量以上で使用する。また、送風温度は 40℃以下で行う。
（３）乾燥途中でも正常に稼働しているか確認を行う。
（４）過乾燥、急激な乾燥は、発芽率を低下させるので、十分に注意する。

ア　乾燥時には、張り込み時の水分を確認するとともに、乾燥機の使用マニュアルに
従い、急激な乾燥は行わない（毎時乾減率 0.8％以下）。
　また、湿った籾を入れた場合は、２〜３時間通風を行ってから火を入れるなど、
きめの細かな対応を行う。（乾燥機に乾燥モードがある場合は、状況に応じて適正
なモードに切り替える。）

イ　高水分籾は乾燥機への張り込み後通風乾燥を行い、その後は 35℃程度の低い温度
で乾燥を始め、逐次昇温し乾燥速度を上げる。乾燥機の毎時乾減率は 0.8％以下に
設定し、品質の低下を防止する。　
　夜間休止乾燥や二段乾燥（予備・仕上げ）を行うと、品質向上や燃料の節減等
が図られる。

　※　夜間休止乾燥・・・籾水分が 18％になった段階で乾燥を一時休止し、翌朝仕
上げ乾燥する方法。

            　二段乾燥・・・籾水分が 18％になった段階で乾燥を中断して、１日程度
　　　　　　　　　　　　（24 時間）常温通風した後、仕上げ乾燥するなどの方法。 

ウ　立毛胴割れがみられる場合や籾水分が 20％を下回る場合は、次の点に留意する。
○籾水分 20％以下 → 通常の送風温度より５〜 10℃低めの送風を行い、
        　　　　　　　 毎時乾減率を 0.5％程度とする。
○籾水分 17％以下 → 送風のみで対応

エ　乾燥途中及び仕上げ時は、必ず検定した水分計を使い測定する。
  　 （試料を茶筒等に入れ冷却してから測定する。測定回数は５回以上とする。）
オ　適正水分（14.5％）となるよう乾燥する。
　　（乾燥後、多少水分が戻るので、考慮する。）

４）調製
（１）調製は丁寧に行い、枝梗等を取り除く際は、脱ぷ粒が発生しないように注意する。
（２）風選、比重選等を組み合わせ、2.2㎜または 2.3㎜網目の選別機で丁寧に選別し、均

質な種子に調製する。
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陸稲

１ 作業全般にわたる注意点・・・水稲種子に準じる。

２　ほ場の選定

１）交雑対策・・・水稲種子に準じる。

２）漏生対策
（１） 前作に同じ品種を採種したほ場に、同一品種の採種を行うことを原則とする。
（２）前作に異なる品種の栽培が行われた場合、採種する品種と同一品種を１作作付け

を行った後採種ほとすることが望ましい。しかし、緊急を要する場合はほ場での漏
生除去を徹底すること。

３）その他のほ場条件
（１）農道、用排水路、畦畔、垣根、周縁作物、裸地等で明確に区分されたほ場を１単

位とする。
（２）前年同一品種を作付けしたほ場とする。
（３）日照が十分にあり、自然災害が無いこと。
（４）排水の良い、地力の中庸で均一なこと。
（５）雑草の多発生など、種子生産に重要な影響が無いこと。

３　ほ場の準備
（１）出来るだけ深耕し、有機物の施用に努め、干ばつ害の回避と登熟の向上を図る。

４　種子の予措・播種

１）種子の予措
（１）乾燥種子を播種するが、播種期が遅くなった場合は浸種を行う。

２）播種
（１）播種期は４月下旬〜５月上旬に播種する。
（２）播種量は 10a 当たり４〜５㎏を標準とする。
（３）播種の深さは約２㎝とし、深まきでは発芽率の低下、浅まきでは除草剤の薬害が

心配である。
（４）根アブラムシ防除として、播き溝にビニフェート粉剤を散布する。
（５）播種後、排水対策を実施し、湿害による発芽障害を防ぐ。
（６）播種直後に大雨が予想される場合は、排水対策を行うか、降雨後に播種する。

５　施肥

（１）一般慣行栽培より１〜２割程度減肥し、倒伏を防止し、登熟の良い栽培とする。
（２）窒素成分は、５割を基肥施用し、残りは２〜３回に分けて分施する。
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（３）リン酸、加里は全量基肥施用とする。なお、黒ボク土では、リン酸を多く施用する。
（４）追肥は、分げつ期、幼穂形成期の効果が高いが、多すぎると干ばつ害を助長する

ので一般栽培よりやや控える。

６　雑草防除・・・一般栽培に準ずる。

（１）播種覆土ローラ鎮圧後、ゴーゴーサン乳剤 30、トレファノサイド粒剤 2.5 等で播種
後処理を行う。土壌が乾燥しているときは、やや効果が落ちるので、降雨後が効果的。

（２）生育期には中耕・培土による防除を実施する。

７　病害虫防除

１）種子伝染性病虫害､ いもち病､ 紋枯病､ 稲こうじ病
（１）水稲に準ずる。ただし、粒剤を除く。

２）斑点米カメムシ類
（１）水稲に準ずる。ただし、粒剤を除く。

８　混種、変種株の除去

（１）水稲同様、混種、変種株の見分けやすい出穂初期、穂揃期、成熟期前に雑穂抜き
を徹底的に行う。

（２）陸稲では特に、芒の変異株が発生しやすいので注意する。

９　収穫・乾燥・調製

１）収穫・乾燥
（１）種子は発芽と籾品質が重要な要件であることから、収穫・乾燥は適正に行う。
（２）収穫適期は、稔実粒の 80％が黄化し、穂の基に緑色粒が少し残っているころ。
（３）コンバインによる収穫及び乾燥についての注意事項は、水稲種子に準じる。
（４）混種防止のためコンバイン等の掃除を徹底する。

２）調製
（１）脱芒、グレーダー（網目 2.2mm）選等では、適正な流量を守り丁寧な作業を行う。

− 19 −



Ⅲ　その他
１　保管にあたっての留意事項

　種苗生産者および種苗事業者等は、種子の品質保持・安定供給を図るため、出荷およ
び出庫までの保管についても、以下の点に留意する。
○ 種苗生産者

・種子もみであることを明記して一般米と区別し、保管期間中における異種穀粒及び
異品種の混入防止に努める。

・高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている
ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。

・保管場所を清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミや害虫など）が入らないよ
うにする。

○ 種苗事業者
・品種名と保管数量を明示して品種毎に保管するなど、保管期間中における異種穀粒

及び異品種の混入防止に努める。
・高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている

ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。
・調製・出荷施設、貯蔵施設を定期的に清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミ

や害虫など）が入らないようにする。
○ 種子購入者

・ 購入した種子を翌年度使用する場合は、購入時の紙袋のまま、15℃程度で保管する。

※参考資料
・共乾施設のてびき第Ⅱ分冊第３章（全農施設・資材部、昭和 61 年）
・水稲種子の低温貯蔵による発芽性維持（岩手県農業研究センター試験研究成果、昭

和 55 年）

２　栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例関則等

　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例
　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則
　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する要綱
　・ 奨励品種意見聴取会設置要領
　・ 原種苗等の生産に関する意見聴取会設置要領
　・ 栃木県奨励品種の種苗の安定供給に関する会議設置要領
　・ 奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する指導等要領
　・ 指定種苗の生産等に関する基準
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○ 指定種苗の生産等に関する基準

１）種子生産者が種子の生産に関し遵守すべき基準
（１）採種ほ場の隔離の程度

・同一のほ場において前作と同じ農作物の種子を生産する場合には、前作の収穫後１
年以上経過した後に栽培が開始されていること。ただし、前作で生じた異種等種子
がほ場に残存しないための措置を講じている場合は、この限りでない。

・隣接して同じ農作物を生産するほ場がある場合には、当該ほ場と畦畔、障害物等に
よって区分され、かつ、十分な距離が確保されるようにすること。ただし、交雑を
防止するためのその他の措置を講じている場合は、この限りでない。

（２）優良な原種を使用すること。
（３）異種株、異品種株および品種特性が明らかに変異した変異株は除去すること。
（４）種子伝染性の病虫害の防除を徹底するとともに、病虫害（種子伝染性の病虫害を

除く。）および雑草が農作物の生育に影響を及ぼさないよう管理すること。
（５）収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

２）種子生産者が種子の調製に関し遵守すべき基準
（１）調製時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
（２）純潔種子（異種種子、異品種種子及びきょう雑物を除いた種子）の重量割合は 100

パーセントとすること。
　なお、雑草種子の混入限度は 0.2％とする。また、病虫害種子の混入限度は 0.5％と
する。ただし、種子伝染性の病虫害種子は混入していないこと。

（３）発芽率は 90％以上とすること。
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◆種子生産における事務体系フロー図
本県農作物の競争力の強化に資する奨励品種の優良な種苗の安定的な供給の促進を図り、本県の農業の
持続的な発展に寄与することを目的とした「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」に
基づき、稲・麦・大豆の種子生産を行うための、一般的な事務体系は下記のとおりです。

種苗生産等計画
の策定

生産物確認書の作成
（農産物検査証明書の交付）

種子の流通
一般栽培

生産物確認

（農産物検査）

種苗法の指定種苗の
生産等に関する基準
に適合することを
証する書類の作成

栃木県米麦改良協会

ほ場選定

選定：JA等

ほ場確認（第１期）

確認：JA等

確認：JA等

検査：登録検査機関

ほ場確認（第２期）

ほ場確認書の作成 生産物確認結果の通知

生産実績等の報告ほ場確認結果の通知

確認：JA等





Ⅰ　種子生産の基本
１　優良種子生産のためのポイント

優良種子生産は、県産麦類の高品質安定生産の礎です。
種子生産に必要な知識や品種特性と栽培技術の向上に努め、生産振興の一翼を担う
自覚と熱意をもって、優良種子を生産しましょう。

１）優良種子とは
　優良種子とは、「純粋性」、「健全性」、「良質」を兼ね備えたものである。
純粋性とは・・

○ 品種本来の特性を良く現す。
○ 異品種や異種穀粒、夾雑物が混入していない。

健全性とは・・
○ 発芽率、発芽勢、発芽揃が良い。
○ 種子伝染性病虫害（斑葉病、黒穂病等）に侵されていない。

良質とは・・
○ 粒の充実がよく発芽後の生育が優れる。
○ 外観に優れ、色沢が良好である。
○ 粒形が整い、発芽・播種作業が良好に行える。
○ 被害粒、未熟粒、異種穀粒および異物の混入が無い。
○ 水分が種子として適正である。

２）優良種子生産のためのポイント
〇 優良種子生産のため、ＧＡＰシート、栽培履歴等で確認しながら生産する。
○ 混種発生を徹底的に防ぐ。（一般麦を含め、１品種の作付けを原則とする。）

　なお、２品種を作付ける場合は、作業機の共同利用、種子優先の作業等で混種
防止を徹底する。　

○ 倒伏させない麦作り。（適正な播種量、適期播種等）　
○ 病害虫防除（種子伝染性病虫害、赤かび病等）は予防に重点をおき、適期に防除を

行う。
○ ほ場管理・観察は周辺ほ場も含め丁寧に行う。（特に異品種、病害虫、雑草等）
○ 適期・適正な栽培管理を行う。（湿害対策、土壌診断等に基づく土づくり、適期播種等）
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２　ほ場の選定・確認および生産物の確認について

１） 優良種子生産のための種子場の条件
（１）種子生産ほ場の集団化・団地化の推進

① 異品種混入防止のため、種子品種ごとに団地化を推進する。また、種子生産ほ場周
辺は、一般麦も同一品種になるように地域全体で調整する。

② 団地は農道、水路、裸地（建物・山林）等で区切られた一画を利用する。
③ 前作物は、同一品種が原則である。品種転換時等は、夏期湛水を実施し、漏生株の

除去を徹底する。
（２） 生産組織・中核農家の育成

　種子の品質や生産量がばらつかないよう、高い生産技術と均一性が求められるので、
生産組織の育成による技術の平準化と中核農家の育成が必要である。
① 基盤のしっかりした生産組織や中核農家を育成する。
② 技術の平準化のための情報交換の場や、地域・生産農家のネットワークの構築に努

める。
③ ＪＡや農業振興事務所との情報伝達や連携が図れる体制を構築する。
④ 種子生産のための各種機械や設備を整備し、共同利用等、適正な管理運営体制を構

築する。

２）確認の基準と方法
　種子の「純粋性」と「健全性」は、ほ場確認および生産物確認により良否判断を行う。

「良質」は、農産物検査により、良否判断を行う。
　（１） ほ場確認について

① ほ場確認の時期
確認時期 備　　　　　考

第１期 出穂期 ・当該時期の確認が困難な場合は、別の時期に行う。
・種子伝染性の病虫害の恐れがある場合は、確認しやすい時期に行う。
・確認は、好天日を選ぶものとし、早朝及び日没は避ける。第２期 糊熟期

② ほ場確認の基準
最　高　限　度 

変種、異品種、
異種類の農作物 雑草 種子伝染性病虫害 

（斑葉病・黒穂病等）
その他の病害虫
および気象被害 農作物の生育状況

含まないこと 少発生で
あること 含まないこと 20％ 特に異常な生育を

示していないこと

　（２）生産物確認について
① 種子の調製を行うための施設および設備について、次の項目を確認する。

○ 種子の乾燥・調製作業機への搬入が間違わないようなチェック体制ができている
か。
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○ 調製に当たって、混種が起こらないような方法が採られているか。
○ 調製中に、種子の出所および由来が常に確認できるか。
○ 調製作業および種子の搬入・搬出に関する記録が適正に保存されているか。
○ 調製作業の責任者が確保されているか。

② 生産物確認に先立ち下見指導を行い、品質や調製などについて指導する。下見指導
では、生産物確認および農産物検査と同じ項目を確認・指導とする。

③ 生産物確認は、１包装を単位とする。
④ 異なる荷口を混合して品質を確認する場合は、品質が同一である場合に限る。品質

が異なる荷口を混合して品質を確認する場合は、混合した最も低い品質と同じ品質
に属するものとして確認する。

⑤ 発芽試験について
ⅰ）サンプル採取方法

・調製済みのサンプルとする。
・サンプルの採取は乾燥ロット毎とし、１点につき 300 ～ 400g を提出する。
・試料袋は、紙封筒など結露が生じないものを使用する。

ⅱ）発芽率の測定方法
発芽床の条件 シャーレに「ろ紙」を２枚敷き、100粒並べる。 
給 　 水 　 量  純水５ml 
温　　　　度 

測 　 定 　 日  
１回目
20℃ 

４日後（96時間後）
２回目 ７日後（168時間後）

その他留意点 発芽は暗条件で行う。
調査中に乾燥しないように、ビニール袋に入れて密封する。

休 眠 打 破 法 0.5％過酸化水素水液30mlを入れ20℃で24時間浸漬する。

注）・栃木県農業試験場で採用している方法である。
      ・休眠打破処理に要する時間は、発芽測定時間に含めない。
      ・浸漬後は液を切り、発芽処理を行う。

ⅲ）発芽率の判定方法
・正常発芽粒：幼芽と幼根が伸長したものとする。
　幼芽又は幼根のどちらか一方のみが伸長している場合は「未発芽粒」とする。
・１点につき 100 粒２反復で調査を行い、測定は４日後と７日後に行う。
・７日後の発芽率が、２反復とも 80％以上でない場合は再調査を行う。
・再調査は 100 粒２反復で行い、２反復とも 80％以上でない場合は不合格とする。
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ⅳ）生産物確認基準
最低限度 最高限度
発芽率 異品種粒 異種穀粒 雑草種子 病害虫粒

80％ 含まないこと。 含まないこと。 0.2％
0.5％

（種子伝染性のものは
含まないこと。）

（参考）農産物規格規程抜粋
種子普通小麦

項目

等級

最高限度最低限度

色
容積重
（ｇ）

整粒
（％）

発芽率
（％）

形質 水分
（％）

被害粒
（％）

異物（％）

麦角粒 麦角粒を
除いた粒

合格 740 90 80 標準品 12.5 0.5 0.0 0.2 品種固有の色

種子普通小粒大麦
項目

等級

最低限度 最高限度

色容積重
（ｇ）

整粒
（％）

発芽率
（％）

形質 水分
（％）

被害粒
（％）

異物（％）
麦角粒 麦角粒を

除いた粒
合格 560 90 80 標準品 13.0 0.5 0.0 0.2 品種固有の色

種子普通大粒大麦
項目

等級

最低限度 最高限度

色容積重
（ｇ）

整粒
（％）

発芽率
（％）

形質 水分
（％）

被害粒
（％）

異物（％）

麦角粒 麦角粒を
除いた粒

合格 590 90 80 標準品 13.0 0.5 0.0 0.2 品種固有の色

種子ビール大麦
項目

等級

最低限度 最高限度

色容積重
（ｇ）

整粒
（％）

発芽率
（％）

形質 水分
（％）

被害粒
（％）

異物（％）

麦角粒 麦角粒を
除いた粒

合格 590 90 80 標準品 13.0 0.5 0.0 0.2 品種固有の色
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Ⅱ　種子生産の栽培マニュアル
１　作業全般にわたる注意点
（１） 混種防止のために、種子生産は１農家１品種の栽培とし、複数麦種・品種の種子栽

培は原則行わない。なお、一般栽培品種も採種と同一品種にする。
（２） 配付された原種は、袋毎に品種名等の記載と数量を確認し、一般栽培用の種子とは

別の場所に保管する。
（３） 作業場は整理整頓して清潔にし、こぼれ粒は清掃廃棄する。
（４） 播種機、コンバイン、運搬コンテナ、乾燥・調製用機械等は種子専用が望ましい。

穀粒が通る部分はカバー等をはずして念入りに清掃する。特に脱穀部分や搬送部分
は穀粒が残りやすいので注意する。　

２　ほ場の選定

１）交雑対策
（１） 交雑がおこり、変種発生の危険率が高くなりやすいのは、交雑可能な異品種が近く

に栽培されている場合である。
・ 小麦は異なる品種同士で起きるほか、ライ麦との間でも起きる。
・ 大麦は二条大麦や六条大麦の異なる品種同士で起きるほか、二条大麦と六条大麦

の間でも頻繁に起きる。そのため（２）～（４）の事項を遵守する。なお、大麦
と小麦との間では交雑は起こらない。

隣接ほ 交雑 危険度
二条大麦（品種A）
二条大麦（品種B）

六条大麦 ○
小麦 ×

六条大麦（品種A）
六条大麦（品種B）

二条大麦 ○
小麦 ×

小麦（品種A）
小麦（品種B）

二条大麦 ×
六条大麦

○
○

○
○

○
○

×

Ａ
－

B
－

－

－
B

－
Ａ

－
Ａ

－

注1）交雑○：交雑可、交雑×：交雑不可
   2）危険度：採種ほから見た場合の隣接ほ作物花粉の交雑危険度
   3）危険度A：交雑率高い、危険度B：交雑率やや高い

採種ほ
二条大麦（品種A）
二条大麦（品種A）

二条大麦
二条大麦

六条大麦（品種A）
六条大麦（品種A）

六条大麦

小麦

六条大麦
小麦（品種A）
小麦（品種A）

小麦

交雑の危険性
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（２）種子場は同一品種の団地になるよう調整し、近隣ほ場にも交雑可能な異品種の作
付が無いように近隣農家と連携を図る。

（３） 近隣ほ場は、採種ほと同じ品種であるか、あるいは出穂期が 10 日以上異なる作物（品
種）とする。これらに該当しない場合、近隣作物から 30m 離れるようにする。

（４） やむを得ない事情により、上記（３）の条件に合致しない場合、近隣作物からの隔
離距離を危険度Ａでは 12m、危険度Ｂでは４ｍ確保する。
　道路、用水路等のみでは隔離距離に満たない場合、不足分については刈り分けを
行う）。なお、隔離距離は不稔粒の発生率に応じて拡大する。

２）漏生対策
（１）前作に同じ品種を採種したほ場に、同一品種の採種を行うことを原則とする。
（２）前作で変種・異品種の混入により失格した場合、または前作に同一品種の一般麦

栽培が行われた場合は、収穫後の漏生種子を夏期湛水（最低１ヶ月間）で的確に処
分するか、水稲栽培を行ってから同じ品種の採種を行う。

（３）前作と異なる品種の採種を行う場合、前作が大麦であれば、収穫後の漏生種子を
夏期湛水（最低１ヶ月間）で的確に処分するか、水稲栽培を行ってから採種ほとする。
　前作が小麦であれば、収穫後１年以上経過させ、その間、最低１回は水稲栽培ま
たは夏期湛水（最低１ヶ月間）を行った後、採種ほとするのが望ましい。なお、麦
の収穫後１年以上空けるのが困難な場合には、漏生種子を夏期湛水（最低１ヶ月間）
または水稲栽培を行ってから採種ほとすることもあり得るが、漏生種子を完全に根
絶できないので、漏生除去を徹底する。

（４）そばや牧草類など、麦と同時期に種子を付ける作物等を栽培したほ場を採種ほに
する場合は、水稲栽培または夏期湛水（最低１ヶ月間）を行った後、採種を行う。

 　 注）前作とは、採種しようとする麦の播種と同年に収穫した麦のこと。

３）その他のほ場条件
（１）農道、用排水路、畦畔、垣根、周縁作物、裸地等で明確に区分されたほ場を１単

位とする。
（２）水田での輪作を基本とする。輪作作物は、漏生による混入など、種子生産に問題

が発生しない作物を選び、水稲が望ましい。
　畑状態での連作は２年までを原則とする。なお、水田を完全畑地化する場合や畑
では、漏生防止の観点から、豆類や野菜との３年ローテーション以上の輪作体系と
する。

（３）日照が十分にあり、排水性が良く、浸・冠水など自然災害が無いこと。
（４）肥沃度が中庸で均一なこと、土壌の物理性や化学性に問題が無いこと。
（５）土壌伝染性の病害虫や雑草の多発生、その他種子生産に重要な影響が無いこと。
（６）基盤整備直後のほ場は、排水不良や地力が不均一であることが多く、一般栽培の

稲や麦がほぼ均一に生育することを確認した後で、採種ほとすることが望ましい。
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３　ほ場の準備

１）湿害対策
　麦類は全栽培期間をとおして湿害に弱く、特に出芽前、茎立期、登熟期の影響が大き
い。また、小麦よりも大麦の方が被害が大きい。

（１）排水良好なほ場を選定する。
（２）地下水位の目標は 60cm とする。本暗渠施工ほ場への作付が望ましい。

　水田転換畑１年目では硬い耕盤により水の地下浸透が悪いので、プラソイラなど
により心土破砕を行い、排水性を向上させる。

（３）地表排水を高めるため、ほ場周囲（排水性の悪い場合はほ場内にも）に明渠を設置し、
必ず排水路につなぐ。なお、常に明渠の点検を行い、必要に応じて溝さらい等の補
修を実施する。明渠は隣接田や用水路からの横浸透による湿害の防除にも役立つ。

２）土づくり・施肥
（１）土壌診断等に基づき土づくり肥料を施用するとともに、良質堆きゅう肥の施用や

作土深の確保等を総合的に行う。
（２）麦類は酸性に弱く、収量に大きく影響する。播種前に pH6.5 を目標に、苦土炭カ

ルや苦土石灰等を施用し矯正しておく。（pH が 5.5 以下では生育不良、5.0 以下では
発根が抑制され２月頃株全体が黄変して枯死するか、湿害を受けたように下葉が枯
れ、上位葉も黄変し短稈で茎数不足となる。）
　標準的な施用量は、苦土炭カル 80 ～ 160kg ／ 10a である。（石灰は流亡するので、
毎年施用する。）

（３）麦わらの堆肥は混種の原因になるので施用しない。また、雑草種子混入のおそれ
のある堆きゅう肥は十分な発酵温度を確保し、完熟させて雑草種子を死滅させる。

（４）良質な完熟堆きゅう肥は、地力の向上や微量要素の供給に加え、通気性・保水性
の改善、地温上昇の効果がある。施用量は 1,000kg ／ 10a を基準とする。
　稲わら鋤込の場合は、８㎝以下に切断し、腐熟促進のため石灰窒素を 10kg ／ 10a
施用し、基肥窒素を１kg ／ 10a 程度（窒素成分）減肥する。

（５）窒素施肥量が多いと倒伏や成熟期の遅れだけでなく、遅れ穂やうどんこ病等の発
生を招きやすく、種子品質が著しく低下するため、窒素肥料は一般栽培より１～２
割減肥する。

（６）窒素追肥は倒伏を招く場合があるので、絶対に行わない。
（７） 燐酸は根の発達や分げつ促進効果、開花結実を良くする効果がある。特に生育初期

に重要で、燐酸吸収係数の高い黒ボク土、低温年で施用効果が高い。可給態燐酸を
診断し、20mg ／ 100g 以下の場合は（基準値は 20 ～ 60mg ／ 100g）、不足分をよう
りんや苦土重焼燐等の燐酸質肥料で補う。なお、苦土が欠乏すると燐酸施用効果が
低下するため、苦土欠にならないように注意する。

（８） 本県では、麦専用基肥肥料が用意されている。出穂期以降の肥切れ程度などを勘案
し、地域にあった緩効性窒素の配合割合の異なる肥料から選定する。
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　黒ボク土壌では生育後半に肥効が現れるので緩効性窒素の割合が低い肥料を選定、
砂質土壌では肥切れしやすいので緩効性窒素の割合が高い肥料が適している。大豆
跡作等では水稲跡よりも３～５割程度減肥し、基肥に速効性窒素のみを配合した肥
料が望ましい。

３）耕起
　作土深は 20cm 以上を目標に、適正な土壌水分の時に耕起する。砕土が悪いと、出芽
苗立の不良や除草剤の効果不足となり、過度の耕起は土の団粒構造を壊し、湿害・干ば
つを受けやすくするので避ける。（砕土は１cm 以下の土塊が７～８割が適する。）

４　種子消毒
（１） 種子伝染性の病害防除のため必ず種子消毒を行う。薬剤の選定と使用方法は「農作

物等病害虫雑草防除指針」を参照する。粉衣処理よりも高濃度浸漬処理の方が防除
効果が高い。浸漬処理後は種子を良く乾燥させる。

（２） 種子消毒の際は、袋毎に品種名・数量を確認してから消毒・乾燥作業を行い、原種
の袋に戻して保管する。別な袋に詰め替える場合には、新品の袋を用い品種名と数
量を記載する。

（３）温湯消毒法は発芽障害や効果不十分になることもあり、原則行わない。

５　播種

１）播種方法
（１）播種機は繰り出し部などを丁寧に掃除し、混種がないよう十分注意するとともに、

必ず落下量調整を行う。また、浸漬消毒した場合は十分に乾燥させてから播種する。
（２）播種作業中に、種子の落下量や播種深度を時々確認して適正に播種する。
（３） ドリル播きで、雑穂除去があるため畦間は 30cm を基本とし、出芽生育が均一とな

るようにする。ばら播き（全面全層播き）は、漏生等の除去作業が不可能になるの
で絶対に行わない。
　ほ場内に管理通路を設置するとその後の栽培管理作業が容易となる。

（４） 播種量は７kg ／ 10a とやや薄播きにする。苗立ち数は 150 ～ 200 本／㎡程度（30
㎝条間ドリル播きでは、23 ～ 30 本／ 50㎝程度）とする。

（５） 播種量が多いと、①過繁茂になり、②倒伏しやすく、③千粒重が軽くなり、④病害
虫が発生しやすくなるので、種子としての品質が劣る。

（６） 播種深度は３cm を目途に調整する。深播きは出芽遅れと分げつ抑制を招き、浅播
きは除草剤の薬害や寒干害を受けやすく、種子生産に適さない。なお、播種後の鎮
圧は土壌水分により加減する。

２）適期播種
　適期播種は、穂数の確保と穂揃いを良くし、安定生産にとって重要となる。

（１） 年内に確保すべき葉齢は、県中北部では３～ 4.5 葉、県南部では 2.5 ～４葉である。
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　過去 10 年間の年内積算気温と生育ステージとの関連性から各地域の播種適期は次
のとおりである。
　県北部地帯：11 月 1 日～ 15 日
　県央部地帯：11 月 6 日～ 20 日
　県南部地帯：11 月 10 日～ 25 日

（２） 播種が遅れると、①凍上害や倒伏が発生しやすい。②分げつ茎数が少ない。③出穂・
成熟期が遅れ、登熟日数が短く、整粒歩合が低くて容積重が軽くなりやすい。④蛋
白質含有率・硝子粒率が増加する。⑤成熟期の雨害により、赤かび病や低アミロ麦
発生の危険性が増加する。
　播種が早すぎると、①春先の凍霜害を受ける可能性が高まる。②縞萎縮病に感染
しやすい。③側面裂皮粒等が発生しやすい。④過繁茂になり、１穂粒数が少ない上
に有効茎歩合が低くなり、整粒歩合が低下する。

６　変種・異品種株、病害株等の除去
　種子の「純粋性」、「健全性」を保つ重要な作業になるので、収穫までできるだけ多く
実施する（最低でも２月頃の漏生株ぬき、出穂前、穂揃期 10 日後の３回は実施する）。
作業中の混入防止に努めても、交雑・分離・突然変異などによって発生する可能性があ
るので、疑わしい株はすべて抜き取る。
　特に変種・異品種株等が多いときは、ＪＡや農業振興事務所に連絡する。

１）変種・異品種株、病害株の除去作業全般にかかわる注意点
（１）抜き取り作業の前に、品種の特徴を再確認してから作業を開始する。
（２）作業実施時間は朝夕を避け、明るい曇りの日が確認しやすい。

天気がよいときは太陽を背にすると確認しやすい。
（３） ほ場内での目配りは以下のとおり。ほ場内を移動しながら①～③を繰り返して行う。

① 視点を遠くにして、丈の高い株が無いか見渡す。
② 視点を 10m 程度にして、丈の高・低や色が違う株が無いか見渡す。
③ 視点を１～２ｍ程度にして、丈の他に穂の色や形、葉の色や大きさが違う株が無い
かを見る。また、品種固有の特徴と異なる穂や株が無いかを見る。

（４）変種・異品種株や病害株を発見したら、その周囲を含めて大きめに抜き取る。異
株だけを抜き取ろうとすると、取り残しが発生する。抜き取った株はすべて持ち出
し採種ほ標示板の所へ置く。

（５）病害株やカラスムギ、ヤエムグラなどの雑草は、抜き取り後、種子に混入するこ
とがないようにほ場外で処分する。

２）２月頃の生育中期までに行う除去作業のポイント
（１）畦間に生育している株は漏生と見なし、抜き取る。
（２）葉の形状や色の異なる株を抜き取る。
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条性ヘテロの大麦の変種 

（側列が二条と六条の中間） 

紫色（アントシアン）が強く出ている 

二条大麦の変種 

側列が稔実し（赤印）、開花している 

二条大麦の変種 

開花性で葯（赤印）が露呈している 

二条大麦の変種 

ワックスが極端に少ない二条大麦の 

変種（赤印） 
稈長が高い小麦の変種 
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うと良い。 

① 視点を遠くにして、周囲より丈の高い株が無いか見渡す。 

② 視点を 10m 程度にして、周囲より丈の高い株や色が違う株が無いか見渡す。 

③ 視点を 1～2m 程度にして、丈の他に穂の色や形、葉の色や大きさが違う株が無いか

を見る。また、品種固有の特徴と異なる穂や株が無いかを見る。 
 
（４）下記２）～４）に示す変種・異品種株や病害株を発見したら、その周囲を含めて大

きめに抜き取る。異株だけを抜き取ろうとすると、労力がかかるばかりでなく取り残

しが発生しやすい。抜き取った株はすべて持ち出し採種ほ標札の所へ置く。 
 
（５）病害株やカラスムギ、ヤエムグラなどの雑草は、抜き取り後、種子に混入すること

がないようにほ場外で処分する。 

２）2 月頃の生育中期までに行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

（１）畦間に生育している株は漏生と見なし、抜き取る。 
 
（２）葉の形状や色の異なる株を抜き取る。 

３）出穂期前頃に行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

（１）後から出芽してきた漏生株を抜き取る。 
 
（２）早く出穂した株、草型の異なる株（葉色、葉耳の色等）を抜き取る。 
 
（３）稈の色（濃淡、ワックスの多少）の異なる株を抜き取る。 
 
（４）斑葉病、黒穂病等の指定種子伝染性病害に罹った株を抜き取り、焼却処分する。 

４）穂揃期 10 日後頃に行う変種・異品種株等の除去作業のポイント 

（１）出穂の遅い株を抜き取る。 
 
（２）稈長、穂型（条性、奇形穂、芒長等）、穂の色（濃淡、ワックスの多少）の異なる 

株を抜き取る。 
 
（３）不稔粒の発生している株を抜き取る。 
 
（４）ふ色（小麦）の異なる株を抜き取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小麦の褐ぷ（左）と白ふ（右） 不稔粒が多発した二条大麦 

３）出穂期前頃に行う除去作業のポイント
（１）後から出芽してきた漏生株を抜き取る。
（２）早く出穂した株、草型の異なる株（葉色、葉耳の色等）を抜き取る。
（３）稈の色（濃淡、ワックスの多少）の異なる株を抜き取る。
（４）斑葉病、黒穂病等の種子伝染性の病害に罹った株を抜き取り、焼却処分する。

４）穂揃期 10 日後頃に行う除去作業のポイント
（１）出穂の遅い株を抜き取る。
（２）稈長、穂型（条性、奇形穂、芒長等）、穂の色（濃淡、ワックスの多少）の異なる

株を抜き取る。
（３）不稔粒が多発している株を抜き取る。
（４）ふ色（小麦）の異なる株を抜き取る。

− 10 −
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時期 着目点

出芽場所

葉の形状

葉色

出穂期

葉色

葉耳の色

稈の色

葉身長

葉幅

出穂期

稈長

稈の太さ

穂長

穂型

条性

小穂・芒の開帳度

穂の色

不稔・二条の開花

芒の長さ

芒の色

小麦のふ色

長・短

広・狭

発生の多少、二条は主列・側列の開花

褐ぷ・白ふ

長・短

緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡

形状、ねじれ

二条・六条・二六条（ヘテロ）

開・閉

緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡、ワックスの多少

生
育
中
期

２
月
頃
の

内容

畦間に生育している場合は漏生と見なす

並渦性、葉身長・葉幅およびその比

濃淡

緑色・黄変程度および濃淡

紫色の有無、濃淡

晩

出
穂
期
前

穂
揃
期
１
０
日
後
頃

早

長・短

太・細

緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡、ワックスの多少

長・短

異常な穂型を呈した二条大麦の変種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異種・異株発見のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワラジ型の穂型を呈した二条大麦 

の変種 
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条性ヘテロの大麦の変種 

（側列が二条と六条の中間） 

紫色（アントシアン）が強く出ている 

二条大麦の変種 

側列が稔実し（赤印）、開花している 

二条大麦の変種 

開花性で葯（赤印）が露呈している 

二条大麦の変種 

ワックスが極端に少ない二条大麦の 

変種（赤印） 
稈長が高い小麦の変種 
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異種・異株発見のポイント
時期 着目点 内　　　　容

２月頃
の生育
中期

出芽場所
葉の形状
葉色

畦間に生育している場合は漏生と見なす
並渦性、葉身長・葉幅およびその比
濃淡

出
穂
期
前

出穂期
葉色
葉耳の色
稈の色
葉身長
葉幅

早
緑色・黄変程度および濃淡
紫色の有無、濃淡
緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡、ワックスの多少
長・短
広・狭

穂
揃
期
10
〜
20
日
後
頃

出穂期
稈長
稈の太さ
穂長
穂型
条性
小穂・芒の開帳度
穂の色
不稔・二条の開花
芒の長さ
芒の色
小麦のふ色

晩
長・短
太・細
長・短
形状、ねじれ
二条・六条・二六条（へテロ）
開・閉
緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡、ワックスの多少
発生の多少、二条は主列・側列の開花
長・短
緑色・黄変程度および濃淡、紫色の濃淡
褐ぷ・白ふ

− 12 −



７　管理

１）雑草防除
（１） 播種後に土壌処理剤を散布し、その後の雑草発生状況により生育期処理を行う。

詳細は「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照する。
（２）同一薬剤の連用は、特定の雑草が占有化するので行わない。
（３）除草剤は散布時の土壌水分の影響を受け、乾燥すると効果が不安定となり、散布

後早いうちに降雨があると薬害が発生しやすくなるので注意する。
（４） ヤエムグラ、カラスノエンドウ、カラスムギなど、調製作業で除きにくい雑草種子

が混入しないよう、適期に薬剤散布を行う。畦畔等に発生を見たら早期の抜き取り
や除草剤を散布し、種子をほ場に落とさないよう十分注意する。

（５） SU 剤抵抗性スズメノテッポウが発生しており、除草剤と耕種的防除法と組み合わ
せるとともに、拡散を防ぐため多発ほ場の耕起は最後に作業し、作業機の土を良く
落とすなど、きめ細かな対策を行う。

２）踏圧
　麦の生育を調整する技術で、生育状況や気温等を勘案して実施する。踏圧の効果は、
地上部の過剰生育を抑制、分けつを旺盛にし、根張りが深くなり、茎葉汁液濃度を高めて、
耐寒性を増大させる。また、霜柱や凍結層による凍上害を防止する。
　特に、越年後から茎立期直前までの踏圧は、暖冬等で茎立ちが早まるのを抑え、春先
の低温による幼穂凍死を回避する。また、茎立期直前の踏圧は、穂揃いを良くし、成熟
ムラのない倒伏しにくい麦にする。
　なお、倒伏軽減剤は、変種・異品種株を発見しにくくするので、使用しないこと。

（１）踏圧に使用する機械は適度な重量であることが望ましい。大型トラクター等重量
のある作業機で踏圧を行うと麦が生育不良となる。また、土壌水分が高いときの踏
圧も生育不良を招くので行わない。

（２） 踏圧は年内１～２回、年明後から茎立期直前までに２回程度実施する。凍結層ので
きるまでに必ず１回は行う。

３）病害虫防除
　≪ 種子伝染性病虫害の症状と対応 ≫

　種子伝染性病害として大麦斑葉病､ 麦類裸黒穂病､ 小麦（大麦）なまぐさ黒穂病､ 麦
類条斑病等がある。

　○大麦斑葉病
【症状】病斑は葉、葉鞘に発生する。大麦が 15cm 程度に生育してから発病する。葉で
は初め淡黄色～黄白色の条斑を形成し、次第に褐色となり、最終的には黒褐色条斑と
なる。表面がすす状を呈し枯死する。ほとんど出穂しないが、出穂しても穂は奇形に
なる。

【対応】
（１）「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。一般的に浸漬処理＞

湿粉衣処理＞乾粉衣処理の順で効果が高いとされている。

− 13 −
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（２）病株を速やかに抜き取り処分する。
（３）二条大麦は発病しやすいので､ 特に注意する｡
（４）遅まきすると発病が多くなる｡

○麦類裸黒穂病
【症状】小麦より大麦に発生が多い。穂が黒い固まりとなって出穂し、頴の部分は銀白
色の薄い皮膜で覆われ内部は黒い厚膜胞子が充満している。その後皮膜が破れて厚膜
胞子が飛散し、開花中の柱頭に付着（花器感染）する。感染した子実は外見上は異常
を示さない。

【対応】
（１）「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
（２）病穂を速やかに抜き取り、胞子（黒粉）が飛ばないように処分する。

○小麦なまぐさ黒穂病、大麦なまぐさ黒穂病
【症状】大麦より小麦に発生が多い。罹病株は分げつがやや多く稈長はやや短い。小麦
の病穂はやや暗緑色を帯び稃は小さく中軸に不規則に付着する。大麦の病穂は退色し
芒が枯れて白くなる。子実内部は茶褐色の厚膜胞子が充満し、押しつぶすと生臭いに
おいがする。

【対応】
（１）連作をさける。
（２）「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
（３）病穂を速やかに抜き取り処分する。
（４）常発ほ場では、夏期（７～９月）に湛水状態にする。

○麦類条斑病
【症状】葉、葉鞘、稈に発生する。初め下葉の葉脈に沿って黄色の条斑が 1 ～ 3 本現れ、
次第に上位葉にも及ぶ。止葉に及ぶようになると株は萎縮し穂は出すくみ状となり白
穂となることが多い。特徴は葉の各条斑は葉鞘の条斑と必ずつながっていることであ
る。出穂期頃に最も典型的な症状を現す。

【対応】
（１）連作をさける。
（２）「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。

○麦類黒節病
【症状】小麦より大麦に発生が多い。葉、葉鞘、稈の水浸状の褐色条斑と節の黒変（小
麦では褐変）の他、穂焼け症状が発生する。稈長は短く充実不良となる。被害残渣や
種子によって伝染するが、発病には環境条件も大きい。

【対応】
（１）早まきすると発生が多くなるため､ 適期には種する｡ また､ 厚まきを行わない｡
（２）湿害を受けると発生が多くなるため､ 湿害対策を行う｡
（３）麦稈が発生原因となるため､ 収穫後持ち出しか､ すき込みを行う｡
（４）上記の対策を行った上で水稲栽培を行い､ その後一作は麦の作付を避ける｡



　≪その他の病害虫の症状と対応≫
　○麦類赤かび病
【症状】病原菌は小麦、大麦のほか広くイネ科植物を侵し、麦稈、稲わら、稲の刈株
などの植物体上で越年する他、種子伝染により発芽障害や葉鞘の褐変腐敗が知られて
いる。翌春の第一次伝染源は子のう胞子で、その飛散は曇天高湿度の時に多い。また、
病斑上の分生胞子が降雨等により飛散する（第二次伝染）。感染適期は開花期～乳熟期
で、雨と高い気温（20 ～ 27℃）が続くと激発する。主な発生部位は穂で、症状
は乳熟期頃からみられる。穂の一部または全体が赤褐色に変化し、桃色のかび（分
生胞子）が生じる。このような子実のほとんどは屑麦となる。

 

 14

裸黒穂病に罹病した大麦の穂 

写真は（独）九州沖縄農業研究センター・藤田氏の提供 

オオムギ斑葉病 （写真左：初期症状、写真右：末期症状） 

写真右は二条大麦育種指定試験地（福岡農総試）・古庄氏、馬場氏の提供 

穂となることが多い。特徴は葉の各条斑は葉鞘の条斑と必ずつながっていることであ

る。出穂期頃に最も典型的な症状を現す。 

【対応】 発生株は直ちに抜き取る。本病は土壌伝染もするため、発生ほ場は水稲を作付

けするか、3～4 年の輪作をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 管理 
 
１）雑草防除 
 
（１）播種後に土壌処理剤を散布し、その後の雑草発生状況により生育期処理を行う。詳

細は「農作物等病害虫雑草防除指針」を参照する。 
 
（２）同一薬剤の連用は、特定の雑草が占有化するので行わない。 
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【対応】
（１）出穂期から乳熟期に雨が多いと発生が多くなるので注意する｡
（２）薬剤感受性の低下を予防するため、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参

考に、異なるグループの薬剤をローテーション散布する。
（３）麦種ごとの防除適期が異なるため、以下を参考に適期に防除を行う。

① 二条大麦：穂揃い期７～ 10 日後が薬剤防除適期である｡ 不稔粒発生 ･ 登
熟期連続降雨等､ 多発のおそれがある場合は､ １回目散布の７～ 10 日後を
目安に２回目の散布を行う｡

② 六条大麦：開花始と開花 10 日後に２回薬剤散布する｡ 登熟期連続降雨等､
多発のおそれがある場合は､ ３回目の散布を行う｡

③ 小麦：開花始と開花 20 日後に２回薬剤散布する｡ 登熟期連続降雨等､ 多
発のおそれがある場合は､ ３回目の散布を行う｡

○麦類うどんこ病
【症状】発生初期にやや紅色を帯びた白色の粉状病斑が下葉に発生し、次第に上
位葉に拡がって小麦粉をまき散らしたように見える。雨が続くと菌叢が傷み葉
は褐変して汚い斑点状になる。罹病葉は早く枯れ上がり稔実が悪くなる。

【対応】
（１）適期には種する。

　○麦類さび病
【症状】大麦・小麦のさび病には 4 種があり、小麦と大麦では相互に感染しない。
葉や茎に鉄さび色の盛り上がった粉状質の斑点（夏胞子堆）ができ、夏胞子に
よる二次感染が拡大する。麦が成熟してくると黒褐色の斑点（冬胞子堆）がで
きる。

【対応】
（１）適期には種する。

○大麦縞萎縮病、小麦縞萎縮病
【症状】病原ウイルスは小麦と大麦では別で相互感染しない。2 月下旬頃葉が黄
化し、黄緑色の細長いかすり状の斑点が、葉脈に平行して葉と葉鞘に発生する。
分げつが減り草丈が低くなる。気温の上昇とともに回復するが、生育不良で出
穂は長引き穂数が少なく充実が悪い。播種後の気温が高く、降雨が多いと感染
しやすく、冬期間に気温が低い年に発病が多い。

【対応】
（１）発病の多いほ場は連作を避ける｡
（２）排水をよくする｡ 特に､ 湿田および基盤整備を行ったほ場では､ 暗きょ等

の積極的な対策を行う｡
（３）は種時期を遅らせると発病を軽減できるので､ は種は適期内の遅めの時期

には種する｡
（４）やむなく発病の多いほ場に作付する場合は､ は種量を増やすか施肥量を増やす｡

タマイズミの場合､ 施肥量は慣行の５割増を目安にする｡
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○麦類立枯病
【症状】出穂後白穂が発生し次第に坪状に枯れ上がり、粒の充実が悪くなる。地際部
の葉鞘と稈が黒変する。軽しょう土の痩せ地や早播きで多発しやすく、発生には年
次差がある。

【対応】
（１）発病の多いほ場は連作や交互作を避ける｡ また､ 麦やライグラス類などのイネ

科作物以外の作物を作付する｡
（２）深耕し､ 表層土と下層土を入れ換える｡
（３）有機質肥料を施用する｡
（４）石灰の過施用は本病の発生を助長するので､ 適正な肥培管理を行う｡
（５）転換畑では､ 収穫後からは種までの間に１か月以上湛水処理すると防除効果が

ある｡
（６）は種時期を遅らせると発病を軽減できるので､ は種は適期内の遅めの時期には

種する｡
（７）小麦は大麦に比べ発病しやすいので注意する。

○ヤギシロトビムシ
【症状】小麦に被害発生が多く大麦では少ない。本県では稀に発芽障害が発生するこ
とがある。発芽不良部分を掘ってみると、幼根や幼芽が食害され 2 ～ 3mm の白色長
形の虫が群がって加害している。水を入れた容器に土壌を入れ攪拌すると虫が水面
に浮上する。

【対応】
（１）は種時期が遅いほど被害が大きくなるので、は種は適期内の早めの時期に行う。
（２）「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。

８　収穫・乾燥・調製
　収穫・乾燥・調製は発芽率を左右する重要な作業である。また混種防止のため乾燥
調製室は常に清潔にするとともに、施設・機械・器具は十分清掃する。作業中こぼれ
麦が発生した場合はすべて清掃廃棄し、絶対に種子に混入しない。出荷までの保管場
所は一般栽培麦と別にする。

１）適期収穫
（１）成熟期後３～５日後で穀粒水分 25％以下になったときに収穫する。早刈りや遅れ

穂は穀粒の水分が高く、脱穀の衝撃や乾燥温度により胚芽を痛め発芽率を低下させ
るので厳禁である。また、降雨後や早朝は穀粒水分が一時的に高くなるので 10 時
以降で乾くのを待って収穫する。

（２）収穫適期の目安は、二条大麦の場合８割の穂首が 90 度以上曲がった頃。六条大
麦では全体が黄化し、穂首が曲がり始め、ほ場全体の穂先が白味を増した頃。小麦
では全体が黄化し、穂がやや曲がり始めるものが見られるようになった頃。

※成熟期：穂首が黄化し養分の転流が止まった時期・穀粒水分 40％程度
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２）収穫作業の留意点
（１）畦畔や休閑地等のこぼれ麦由来の株を、出穂前に抜き取り処分しておく。
（２）種子と一般麦の両方を栽培している場合、最初に採種ほの収穫を行い、その後一

般麦の収穫を行う。また、その年の最初に収穫した１タンク分あるいは３袋（100kg
程度）は種子にせず、乾燥・調製機械を通して排出した後に種子の収穫・乾燥・調
製を行う。コンバイン袋は種子専用とする。

（３） 種子の紙袋に必要事項を記入して生産数量の確認を実施し、出荷までの保管場所は
一般麦と別にして、取り違えが起きないよう十分注意する。

（４） 作業実施の判断はほ場全体を見渡して行い、倒伏や湿害その他の生育不良がある場
合は、刈り分けし、生育の正常な部分のみを種子にする。

（５） 種子用コンバインを使用するのが望ましい。一般のコンバインを使用する場合は、
こぎ胴回転数を稲で使用する時よりも１割落とす（麦用の回転数は小麦収穫用のこ
とであり、種子では発芽障害をまねくので、麦用では絶対に使用しないこと）。
　種子用コンバインは、部会（組合）で相談し、１台のコンバインを種子専用とし、
共同利用することが望ましい。

（６） 作業の始めには必ず試し刈りを行い、水分、胚の損傷、裂皮、はく皮等が無いこと
を確認する。さらに、作業中も適宜確認する。

（７） 収穫した麦を長時間放置するとムレ麦となり、品質、発芽率が低下するので、収穫
後は速やかに運搬して乾燥作業に入る。特に袋取りでは太陽に照らされ温度が上が
るので、ムシロ等で日よけをする。

３）適正乾燥・・・高温急激乾燥の防止
（１）乾燥温度の上限は、設定温度 40℃である。乾燥の始めには、必ず２時間程度の常

温通風を行い、水分ムラを少なくする。その後は 40℃以上にならないよう注意しな
がらゆっくり乾燥する。なお、乾燥機は機種により使用条件が異なるので注意する。

（２）張込み量は、乾燥機の能力の８割程度とする。少ないと乾燥が進むに従って容積
が減少し、循環回数が増え損傷粒が発生する。

（３）適正水分（大麦が 13.0％、小麦が 12.5％）となるよう乾燥する。
（４）貯留タンク等の施設がある場合は、穀粒水分 16 ～ 17％まで予備乾燥して一時貯蔵

し、品質の向上と作業の効率化を図ることもできる。

４）調製
（１）調製は丁寧に行い、穂軸等を取り除く際に、はく皮粒が発生しないよう注意する。
（２）風選、比重選等を組み合わせ、二条大麦は 2.5mm、六条大麦は 2.3mm、小麦は 2.5mm

網目の選別機で丁寧に選別し、均質な種子に調製する。
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Ⅲ　その他
１　保管にあたっての留意事項

　種苗生産者および種苗事業者等は、種子の品質保持・安定供給を図るため、出荷およ
び出庫までの保管についても、以下の点に留意する。
○ 種苗生産者
・ 種子麦であることを明記して一般麦と区別し、保管期間中における異種穀粒及び異

品種の混入防止に努める。
・ 高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている

ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。
・ 保管場所を清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミや害虫など）が入らないよ

うにする。
○ 種苗事業者
・ 品種名と保管数量を明示して品種毎に保管するなど、保管期間中における異種穀粒

及び異品種の混入防止に努める。
・ 高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている

ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。
・ 調製・出荷施設、貯蔵施設を定期的に清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミ

や害虫など）が入らないようにする。
○ 種子購入者
・ 購入した種子を翌年度使用する場合は、購入時の紙袋のまま、15℃程度で保管する。

※参考資料
・共乾施設のてびき第Ⅱ分冊第３章（全農施設・資材部、昭和 61 年）

２　栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例関則等
　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例
　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則
　・ 栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する要綱
　・ 奨励品種意見聴取会設置要領
　・ 原種苗等の生産に関する意見聴取会設置要領
　・ 栃木県奨励品種の種苗の安定供給に関する会議設置要領
　・ 奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する指導等要領
　・ 指定種苗の生産等に関する基準
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○ 指定種苗の生産等に関する基準

１）種子生産者が種子の生産に関し遵守すべき基準
（１）採種ほ場の隔離の程度

・同一のほ場において前作と同じ農作物の種子を生産する場合には、前作の収穫後１
年以上経過した後に栽培が開始されていること。ただし、前作で生じた異種等種子
がほ場に残存しないための措置を講じている場合は、この限りでない。

・隣接して同じ農作物を生産するほ場がある場合には、当該ほ場と畦畔、障害物等に
よって区分され、かつ、十分な距離が確保されるようにすること。ただし、交雑を
防止するためのその他の措置を講じている場合は、この限りでない。

（２）優良な原種を使用すること。
（３）異種株、異品種株および品種特性が明らかに変異した変異株は除去すること。
（４）種子伝染性の病虫害の防除を徹底するとともに、病虫害（種子伝染性の病虫害を

除く。）および雑草が農作物の生育に影響を及ぼさないよう管理すること。
（５）収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

２）種子生産者が種子の調製に関し遵守すべき基準
（１）調製時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
（２）純潔種子（異種種子、異品種種子及びきょう雑物を除いた種子）の重量割合は 100

パーセントとすること。
　なお、雑草種子の混入限度は 0.2％とする。また、病虫害種子の混入限度は 0.5％と
する。ただし、種子伝染性の病虫害種子は混入していないこと。

（３）発芽率は 80％以上とすること。
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◆種子生産における事務体系フロー図
本県農作物の競争力の強化に資する奨励品種の優良な種苗の安定的な供給の促進を図り、本県の農業の
持続的な発展に寄与することを目的とした「栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例」に
基づき、稲・麦・大豆の種子生産を行うための、一般的な事務体系は下記のとおりです。

種苗生産等計画
の策定

生産物確認書の作成
（農産物検査証明書の交付）

種子の流通
一般栽培

生産物確認

（農産物検査）

種苗法の指定種苗の
生産等に関する基準
に適合することを
証する書類の作成

栃木県米麦改良協会

ほ場選定

選定：JA等

ほ場確認（第１期）

確認：JA等

確認：JA等

検査：登録検査機関

ほ場確認（第２期）

ほ場確認書の作成 生産物確認結果の通知

生産実績等の報告ほ場確認結果の通知

確認：JA等
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Ⅰ 種子生産の基本
１　優良種子生産のためのポイント

優良種子生産は、県産大豆の高品質安定生産の礎です。
種子生産に必要な知識や品種特性と栽培技術の向上に努め、生産振興の一翼を担う
自覚と熱意をもって、優良種子を生産しましょう。

１）優良種子とは
　優良種子とは、「純粋性」、「健全性」、「良質」を兼ね備えたものである。
純粋性とは・・

○ 品種本来の特性を良く現す。
○ 異品種や異種穀粒、夾雑物が混入していない。

健全性とは・・
○ 発芽率、発芽勢、発芽揃が良い。
○ 種子伝染性病虫害（ウイルス病、紫斑病等）に侵されていない。

良質とは・・
○ 粒の充実がよく発芽後の生育が優れる。
○ 外観に優れ、色沢が良好である。
○ 粒形が整い、発芽・播種作業が良好に行える。
○ 被害粒、未熟粒、異種穀粒および異物の混入が無い。
○ 水分が種子として適正である。

２）優良種子生産のための留意点
○ 優良種子生産のため、ＧＰＡシート、栽培履歴等で確認しながら生産する。
○ 異品種やそば等の異種、雑草の種子等の混入を徹底的に防ぐ。　
○ 倒伏させない大豆作り。（播種時期、栽植密度、中耕・培土等を適正に行う。）
○ 病害虫防除（種子伝染性病虫害、べと病等）は予防に重点をおき、適期に４回以上

防除を行う。
○ ほ場管理・観察は周辺ほ場も含め丁寧に行う。（特に異品種、病害虫、雑草等）
○ 適期・適正な栽培管理を行う。（湿害対策、土壌診断等に基づく土づくり、適正な

適期播種等）
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２　ほ場の選定・確認および生産物の確認について

１） 優良種子生産のための種子場の条件
　（１）種子生産ほ場の集団化・団地化の推進

① 異品種混入防止のため、種子品種ごとに団地化を推進する。また、種子生産ほ場周
辺は、一般大豆も同一品種になるよう地域全体で調整する。

② 団地は農道、水路、裸地（建物・山林）等で区切られた一画を利用する。
③ 前作物は、同一品種が原則である。品種転換時等は、漏生株の除去を徹底する。

　（２）	生産組織・中核農家の育成
　種子の品質や生産量がばらつかないよう、高い生産技術と均一性が求められるので、
生産組織の育成による技術の平準化と中核農家の育成が必要である。
① 基盤のしっかりした生産組織や中核農家を育成する。
② 技術平準化のための情報交換の場や、地域・生産農家のネットワークの構築に努め

る。
③ ＪＡや農業振興事務所との情報交換や連携が図れる体制を構築する。
④ 種子生産のための各種機械や設備を整備し、共同利用等、適正な管理運営体制を構

築する。

２）ほ場および生産物の確認の基準と方法
　種子の「純粋性」と「健全性」は、ほ場確認および生産物確認により良否判断を行う。

「良質」は、農産物検査により、良否判断を行う。
　（１）ほ場確認について

①	ほ場確認の時期
確認時期 備　　　　　　　考 

第１期 開花期 ・当該時期の確認が困難な場合は、別の時期に行う。 
・種子伝染性の病虫害の恐れがある場合は、確認しやすい時期に行う。 
・確認は、好天日を選ぶものとし、早朝及び日没は避ける。 第２期 成熟期 

②	ほ場確認の基準
最  高  限  度 

変種、異品種、
異種類の農作物  雑　草 種子伝染性病虫害 

（ウイルス病、紫斑病等） 
その他の病害虫
および気象被害 農作物の生育状況 

含まないこと 少発生で
あること 

含まないこと 20％ 特に異常な生育を
示していないこと 

　（２）生産物確認について
① 生産物確認に先立ち下見指導を行い、品質や調製などについて指導する。
　 下見指導では、生産物確認および農産物検査と同じ項目を確認・指導とする。
② 生産物確認は、1 包装を単位とする。
③ 異なる荷口を混合して品質を確認する場合は、品質が同一である場合に限る。品質



が異なる荷口を混合して品質を確認する場合は、混合した最も低い品質と同じ品質
に属するものとして確認する。

④ 発芽試験ついて
ⅰ）サンプル採取方法

・調製済みのサンプルとする。
・サンプルの採取は乾燥ロット毎とし、1 点につき 600 ～ 800g を提出する。
・試料袋は、紙封筒など結露が生じないものを使用する。

ⅱ）発芽率の測定方法

発芽床の条件 シャーレに「ろ紙」を１枚敷き、25粒並べる。
給 　 水 　 量  純水（初日＝15ml・３日後＝５ml） 

25℃温   　　　度

測 　 定 　 日
３日後（72時間後）

２回目
１回目

７日後（168時間後）

その他留意点
発芽は暗条件で行う。
調査中に乾燥しないように、ビニール袋に入れて密封する。
種子同士の間隔を空けて並べる。

注）・栃木県農業試験場で採用している方法である。

ⅲ）発芽率の判定方法
・正常発芽粒：胚軸が伸長したものとする。（写真参照）
・１点につき 100 粒（４シャーレ）２反復で調査を行い、測定は３日後と７日後

の２回とする。
・７日後の発芽率が、２反復とも 80％以上でない場合は再調査を行う。
・ 再調査は 100 粒２反復で行い。２反復とも 80％以上でない場合は不合格とする。

【参考】
　培土（バーミキュライト）利用発芽率測定

発芽床の条件 イチゴパックに「バーミキュライト」を大豆種子の４～５培の
厚さに敷き、１パックにつき25粒並べる。

給 　 水 　 量  純水を１パックあたり250ml底面給水する。
25℃温　　　　度 

測 　 定 　 日
２回目
１回目 

７日後（168時間後）
３日後（72時間後）

その他留意点 乾燥しないよう、1パックごとビニール袋に入れる。
イチゴパックの下に割りばし等で空間をあけると良い。

注）バーミキュライトを用いた大豆発芽率評価法の改良（兵庫農技総セ研報：來田ら、
　　2016）を参考に改変した方法である。

− 3−



ⅳ）生産物確認基準

《発芽とカウントする状態（杯軸が伸長）》

《未発芽》

最低限度 最　高　限　度
発芽率 異品種粒 異種穀粒 雑草種子 病害虫粒

80％ 含まないこと。含まないこと。 含まないこと。
10％

（種子伝染性のものは
　含まないこと。）

（参考）農産物規格規程抜粋
種子大豆
 項目

等級

最 低 限 度 最 高 限 度  
色 発芽率

（％）
形 質 水 分 

（％）
被害粒及び未熟粒

（％）
異 物 
（％）

合格 80 標準品 15.0 10 ０ 品種固有の色
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Ⅱ　種子生産の栽培マニュアル
１　作業全般にわたる注意点

（１）混種防止のために、種子生産は１農家１品種の栽培とし、複数品種の種子栽培は
行わない。なお、一般栽培品種も採種と同一品種にする。

（２）配付された原種は、袋毎に品種名等の記載と数量を確認し、一般栽培用の種子と
は別の場所に保管する。

（３）作業場は整理整頓して清潔にし、こぼれ粒は清掃廃棄する。
（４）播種機、コンバイン、運搬コンテナ、乾燥・調製用機械等は種子専用が望ましい。

穀粒が通る部分はカバー等をはずして念入りに清掃する。特に脱穀部分や搬送部分
は穀粒が残りやすいので注意する。

２　ほ場の選定

１）交雑対策
（１）交雑がおこり、変種発生の危険率が高くなりやすいのは、交雑可能な異品種が近

くに栽培されている場合である。種子場は同一品種の団地になるよう調整し、近隣
ほ場に異品種の作付が無いように近隣農家と連携を図る。

（２）近隣ほ場に異品種が作付される場合、近隣異品種からの隔離距離を 10 ｍ確保する。
（３）やむを得ない事情により、上記の条件に合致しない場合、近隣異品種からの隔離

距離を４ｍ確保する。（道路、用水路等のみでは隔離距離に満たない場合、不足分に
ついては採種ほの刈り分けを行う）

２）漏生対策
（１）前作に同じ品種を採種したほ場に、同一品種の採種を行うことを原則とする。
（２）前作で変種・異品種の混入により失格した場合、または前作に同一品種の一般大

豆栽培が行われた場合、翌春（５月以降）２回以上耕起し（耕起間隔を空ける）、漏
生種子を処分する。

（３）前作と異なる品種の栽培を行う場合、収穫後１年以上経過させた後に採種栽培を
行う。

３）その他のほ場条件
（１）農道、用排水路、畦畔、垣根、周縁作物、裸地等で明確に区分されたほ場を１単

位とする。
（２）水田での輪作を基本とする。輪作作物は、漏生による混入など、種子生産に問題

が発生しない作物を選ぶ。（水稲が望ましい。）
　連作は２年までを原則とし、ダイズシストセンチュウの発生が見られたほ場は避
ける。

（３）日照が十分にあり、排水性が良く、浸・冠水など自然災害が無いこと。

− 5−



（４）肥沃度が中庸で均一なこと、土壌の物理性や化学性に問題が無いこと。
（５）土壌伝染性の病害虫や雑草の多発生、その他種子生産に重要な影響が無いこと。
（６） 基盤整備直後のほ場は、排水不良や地力が不均一であることが多く、一般栽培の水

稲や大豆がほぼ均一に生育することを確認した後で、採種ほとすることが望ましい。
　

３　ほ場の準備

１）湿害対策
　大豆は極端に湿害に弱く、初期生育の生育不良が生育後半まで影響する。

（１）排水良好なほ場を選定する。
（２）地下水位の目標は 40cm とする。本暗渠施工ほ場への作付が望ましい。

　水田転換畑１年目では硬い耕盤により水の地下浸透が悪いので、プラソイラなど
により心土破砕を行い、排水性を向上させる。

（３）地表排水を高めるために、ほ場周囲に明渠を設置し、必ず排水路につなぐ。排水
性が悪い場合は、ほ場内にも５～ 10m 間隔で明渠を設ける。なお、常に明渠の点検
を行い、必要に応じて溝さらい等の補修を実施する。明渠は隣接田や用水路からの
横浸透による湿害の防除にも役立つ。

（４）ロータリ後部に培土板・畝盛板等を装着し、畝を立てながら播種する方法（畝立
て同時播種栽培）でも湿害を回避できる。

（５）麦跡で麦作時の排水対策が十分できているほ場ならば、明渠や排水口を点検する
だけでよい。

２）土づくり・施肥
（１）土壌診断等に基づき土づくり肥料を施用するとともに、良質堆きゅう肥の施用や

作土深の確保等を総合的に行う。
（２）低 pH（5.5 以下）では、根粒着生が少なくなり、大豆の生育を不良にする。

　pH6.0 ～ 6.5 を目標に、苦土炭カル（60 ～ 100kg ／ 10a）や苦土消石灰（80 ～
100kg ／ 10a）を施用して矯正する。

（３）燐酸欠乏は大豆生育に大きな影響を及ぼす。可給態燐酸を診断し、10mg ／ 100g
以下の場合は（基準値は 10 ～ 30mg ／ 100g）、不足分をようりんや苦土重焼燐等の
燐酸質肥料で補う。特に黒ボク土では燐酸欠乏になりやすいので注意を要する。

（４）稲わらや麦稈を全量鍬込み、地力窒素の低下を防ぐ。なお、麦稈を鍬込んだ場合
は石灰窒素を 10a 当たり 10 ～ 15kg 施用し、窒素飢餓の回避に努める。

（５）良質堆きゅう肥は、地力の向上や微量要素の供給に加え、通気性・保水性の改善
効果がある。地力低下による生産力が低いほ場（特に畑地）や、田畑輪作間隔が短
いほ場（３年に１回以上大豆作）では堆肥を積極的に施用する。牛糞堆肥や豚糞堆
肥ならば１～２t ／ 10a、鶏糞ならば 100 ～ 200kg ／ 10a、籾殻堆肥ならば１～２t ／
10a を目安に施用する。なお、未熟堆肥は雑草種子や有害微生物が混入するため避け
る。
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（６）施肥は基肥全量施用とし、窒素２kg ／ 10a、燐酸および加里８kg ／ 10a を目安と
する （BB-500 40kg ／ 10a）。また、しわ粒対策として、地力が低い場合は、開花期
以降の窒素発現により収量向上や大粒化が期待できる肥効調節型窒素入りの資材（大
豆専用ひとふりくん 40kg ／ 10a）を用いてもよい。

３）耕起
　作土深は 20cm 以上を目標に、適正な土壌水分の時に耕起する。砕土が悪いと、出芽
苗立の不良や除草剤の効果不足となる。過度の耕起は土の団粒構造を壊し、湿害・干ば
つを受けやすくするので避ける。（砕土は１cm 以下の土塊７～８割が適する。）

４　種子消毒

（１）種子伝染性病虫害等の防除のため必ず種子消毒を行う。
（２）種子消毒の際は、袋毎に品種名・数量を確認してから処理を行い、原種の袋に戻

して保管する。別な袋に詰め替える場合には、新品の袋を用い品種名と数量を記載
する。

５　播種

（１）播種機は繰り出し部などを丁寧に掃除し、混種がないよう十分注意するとともに、
必ず落下量調整を行う。

（２）播種作業中に、種子の落下量や播種深度を時々確認して適正に播種する。
（３）播種密度は、畦間 60 ～ 70cm、株間 10 ～ 15cm（遅くなるほど狭くする）の１粒

播きとする。播種量は品種、播種時期によって異なるが４～５kg ／ 10a とする。播
種深度は３～５cm とする。

（４）播種時期は６月下旬～７月上旬とする。早すぎると倒伏しやすくなり、遅くなる
と生育が抑制され減収と小粒化をまねく。

（５）土壌水分が高い場合や大雨が予想されるときは無理して播種しない。

６　変種・異品種株、病害株等の除去

　種子の「純粋性」、「健全性」を保つ重要な作業になるので、収穫までできるだけ多く
実施する（最低でも初生葉展開期、開花期、成熟期の３回実施する）。作業中の混種防止
に努めても、交雑・分離・突然変異などによって発生する可能性があるので、疑わしい
株はすべて抜き取る。
　特に変種・異品種株等が多いときは、ＪＡや農業振興事務所に連絡する。

１）変種・異品種株、病害株の除去作業全般にかかわる注意点
（１）抜き取り作業の前に、品種の特徴を再確認してから作業を開始する。
（２）作業実施時間は朝夕を避け、明るい曇りの日が確認しやすい。

　天気がよいときは太陽を背にすると確認しやすい。
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（３）変種・異品種株や病害株を発見したら株全体を抜き取る。
　特に開花期以降に変種・異品種株を見つけたら周囲の株も抜き取ること。

２）初生葉展開期における除去作業ポイント
（１）畦間に生育している株は漏生と見なして抜き取る。
（２）胚軸色の異なる株、形状の異なる株を抜き取る。
（３）異種類の作物を抜き取る。

３）開花期における除去作業ポイント
（１）花色、葉型、開花期、草丈の異なる株、葉色が濃い株を抜き取る。
（２）ほ場全体が健全に生育している中で、葉色が黄化あるいは淡い株は、ウイルス病

やその他の病害に罹っている可能性が高いので、抜き取り焼却処分する。
（３）葉がチリチリになったり小さくなっている株、あるいは全体が縮んだような株は、

ウイルス病に罹っている可能性が高いので、抜き取り焼却処分する。

４）成熟期における除去作業ポイント
（１）莢の色、莢の大きさ、落葉期、成熟期の異なる株を抜き取る。また、疑わしい株

は粒色や粒の光沢を確認するとよい。
（２）青立ち株を抜き取る。

ウイルス病に罹病した葉の病徴（左：初期、右：中期）
写真は大豆育種指定試験地（長野県中信農試）・矢ヶ崎氏の提供
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葉色が黄化し、
ウイルス病の疑いがある株

頂葉が退色・小型化し、裏面に
向かって巻き込む症状を呈し、
ウイルス病の疑いがある株

紫斑病に罹病した株
写真は大豆育種指定試験地（長野県中信
農試）・矢ヶ崎氏の提供

写真は（独）作物研究所・羽鹿氏の提供
青立ち株
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７　管理

１）ほ場管理
（１）雑草防除： 一般栽培に準じるが、雑草の多めのほ場や難防除雑草発生ほ場は体系

防除（播種後処理＋生育期処理）により雑草発生を抑える。
（２）中耕・培土： 中耕は複葉１～２枚程度の頃、培土は複葉４～５枚程度の頃に行う。

遅い中耕・培土は断根等により生育を阻害するので、開花１週間前までに終了させる。
（３）かん水： 開花期や着莢期に干ばつの場合には、畦間かん水を行う（土の色が黒く

変わる程度でよい）。

２）病害虫防除
　基本的に一般栽培に準じる。防除に対する考え方は次のとおり。

（１） 収量、品質低下の大きな原因は、病害虫被害である。病害防除は発生が懸念される
時、害虫防除はその発生初期に実施することが基本である。発生予察情報やほ場観
察により、適期を逸することなく、必要に応じた適切な防除を３～４回程度実施する。

（２）薬剤は最新の登録情報に従い、使用基準を厳守し、安全使用に努める。散布に際
しては茎や莢に薬剤が十分かかるよう丁寧に行うが、周囲の農作物等への飛散に十

時 期 変種・異品種の特徴 里のほほえみの特性
胚軸色の異なる株 無色
畦間に生育している株
形状の異なる株
花色の異なる株 白色
葉型の異なる株 卵型
莢の毛茸色が異なる株 白色
莢の毛茸の多小が異なる株 中 
開花期が早い、または遅い株
草丈が高い、または低い株
草姿が異なる株
葉色が濃い株
葉色が黄化、または淡い株
葉がチリチリ、または小さい株
全体が小さい株
莢の色が異なる株
莢の大きさが異なる株
落葉期が異なる株
成熟期が異なる株

粒色が異なる株
粒の光沢が異なる株

異種・異株発見のポイント

初生葉展開期

開花期

成熟期
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分注意する（ドリフト防止）。
（３）薬剤抵抗性の発生を極力抑えるため、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に、

異なる種類（グループ）の薬剤をローテーションして使用する。

【種子伝染性病虫害の症状と対応】
○紫斑病

（１）紫斑病が多発したほ場では秋耕を行い、罹病した植物残渣を土中に埋める。
（２）外見上健全な種子でも紫斑病菌が感染している場合があるため、必ず種子消毒を

行う。
（３）僅かに発病した種子の混在でも成熟期の紫斑病発生を引き起こすため、開花後に

必ず薬剤を散布する。
（４）  防除効果が高いＱｏＩ剤（アミスター20フロアブル）を基軸にした防除体系とする。

ただし、ＦＲＡＣコード 11 の薬剤は耐性菌が出現しやすいので、隔年使用とする。
（５）ＱｏＩ剤（アミスター 20 フロアブル）の散布回数は、原則１回、それ以外の薬剤

は２回とする。その際、１回目と２回目は異なるグループの薬剤を使用する。
（６）散布時期は開花 15 ～ 35 日後とし、１回目散布はこの期間の早い時期に行う。

ＱｏＩ剤（アミスター）とＤＭＩ剤（サンリット）は予防効果と治療効果が期待で
きるが、無機銅（Ｚボルドー）は予防効果のみ、グアニジン（ベルクート）も予防
効果が高く治療効果が低いので、散布時期が遅れないようにする。

（７）薬剤散布は茎葉にまんべんなく付着するように丁寧に行う。
（８）ベンズイミダゾール系の薬剤（トップジン、ベンレート、ホーマイ）は、耐性菌

発生率が高いので使用しない。
（９）収穫後乾燥せずに数日間放置すると、紫斑粒率が増加するので、収穫後は速やか

に乾燥する。
○ウィルス病

（１）アブラムシ類により媒介されるため、播種時にアブラムシ類防除の粒剤を施用する。
（２）アブラムシ類の発生を確認したら、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に薬剤

防除を行う。

【その他の病害虫の症状と対応】
○べと病

（１）多発したほ場は連作しない。
（２）過繁茂で風通しが悪いと発病しやすいため、密植や早播きしない。
（３）開花 10 日前～子実肥大期に薬剤防除する。

（a）開花前にべと病が発生した場合は、茎葉に薬剤を散布する。
（b）開花後の早い時期に薬剤を散布する。
（c）発生が拡大する場合は、開花 40 日後までに追加防除する。

（４）調製は丁寧に行い、べと病粒を除去する。
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○茎疫病
（１）発病の多いほ場は連作を避け､ 田畑輪換を行う｡
（２）排水の悪いほ場で発病しやすいので、明きょや暗きょなどによる排水対策を行う｡
（３）罹病株は早期に抜き取り処分し、ほ場に残さない｡
（４）生育期に「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に薬剤防除を行う。
○葉焼病、斑点細菌病

（１）発病の多いほ場は連作を避け、田畑輪換を行う。
（２）病原菌は風雨により運ばれて伝染するため、台風等の風雨後に登録薬剤（フェスティ

バルＣ水和剤、Ｚボルドー）を散布する。
○コガネムシ類幼虫

（１）未成熟堆肥の利用は避ける。
（２）高温乾燥の年に発生が多い｡
（３）被害が出たほ場では､ 翌年は水田にする｡ 水田にできないほ場では秋耕を行い､

幼虫の密度を減らす｡
○アブラムシ類

（１）発生は７月中旬～８月上旬に多い｡  
（２）ダイズモザイク病を媒介するため、特に有翅アブラムシの発生量が多い場合には、

「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に薬剤防除を行い、発病の蔓延を防止する。
○ハスモンヨトウ

（１）幼虫の齢期が進むと防除効果が低下するので若齢幼虫が集団でいるうちに「農作
物等病害虫雑草防除指針」を参考に防除する。

（２）薬剤抵抗性の発達を防止するため､ 同一系統の薬剤は連用しない｡
（３）ＩＧＲ剤は老熟幼虫には効果が劣るので､ 発生状況が若齢幼虫中心の場合に使用

する｡
○シロイチモジマダラメイガ

（１） 開花期の 15 日後から子実肥大後期（９月下旬）まで､「農作物等病害虫雑草防除指
針」を参考に薬剤を 10 ～ 14 日間隔で散布する。

（２）孵化した幼虫は莢内に侵入し子実を食害するので、薬剤が莢によくかかるよう散
布する｡

（３）土中越冬するので収穫後に耕耘や湛水により密度を低下させる。また、連作する
と密度が高まるので田畑輪換する｡

○マメシンクイガ
（１）マメシンクイガの薬剤防除は、莢内侵入前の孵化直後の幼虫を対象とするため、

産卵最盛期を中心に行う。なお、産卵最盛期は県北部では９月の第２半旬頃、県中
南部では９月の第２～３半旬頃である（2016 ～ 2018 年フェロモントラップ調査によ
る）。また、発生が多い場合には、産卵最盛期の 10 日後に２回目の散布を行う。

（２）孵化した幼虫は莢内に侵入し子実を食害するので、薬剤が莢によくかかるよう散
布する｡

（３）土中越冬するので収穫後に耕耘や湛水により密度を低下させる。また、連作する
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と密度が高まるので田畑輪換する｡
○吸実性カメムシ類

（１）開花期の 15 日後から子実肥大後期（９月下旬）まで､ 薬剤を 10 ～ 14 日間隔で散
布する。

（２）薬剤が莢によくかかるように散布する｡
（３）カメムシ類の発生が多い場合は､ 散布間隔を短く回数を多くする｡
○フタスジヒメハムシ

（１）幼虫による根粒の食害は収量を低下させる｡
（２）連作すると密度が高まるので田畑輪換する｡
（３）畑や畦畔の落葉下や草間で成虫が越冬するため、収穫後に耕耘などを行い密度を

低下させる。
（４）播種前に、「農作物等病害虫雑草防除指針」を参考に種子消毒を行う。
（５）開花期の 15 日後から子実肥大後期（９月下旬）まで､ 薬剤を 10 ～ 14 日間隔で散

布する。薬剤が莢によくかかるように散布する｡
○センチュウ類

（１）連作を避け､ 田畑輪換を基本とした作付けとする｡
（２）被害が発生したほ場で使用した農業機械は､ 他のほ場で使用する前に洗浄し侵入

防止に努める｡
（３）一度発生すると単独の対策では被害を軽減できないので､ 以下の対策を組み合わ

せて実施する｡
①３年以上水田とする｡
②５年以上寄主作物を作付けしない（大豆､ 小豆､ 緑豆､ インゲン､ エンドウ等）｡
③対抗植物を作付けする（クローバー類､ クロタラリア､ ヘアリーベッチ等）｡

８　収穫・乾燥・調製

　収穫・乾燥・調製は発芽率を左右する重要な作業である。また、混種防止のため乾燥
調製室等は常に清潔にするとともに、機械・器具は十分清掃する。作業中こぼれ大豆が
発生した場合はすべて清掃廃棄し、絶対に種子に混入しない。出荷までの保管場所は一
般栽培大豆と別にする。

１）収穫
（１）コンバインの使用前に徹底した清掃と点検を行っておく。
（２）種子と一般大豆の両方を栽培している場合、最初に採種ほの収穫を行う。また、最

初に収穫した約３袋は種子にせず、乾燥・調製機械を通して排出した後に種子の収穫・
乾燥・調製を行う。コンバイン袋は種子専用とする。

（３）倒伏や成熟ムラのところは刈り分けし、種子にしない。
（４）収穫前に必ず青立ち株や大型雑草を除去し、汚損粒の発生防止に努める。
（５）コンバインを使用する場合は、汚損粒発生防止のため茎水分 40％以下、破砕粒発

生防止のため子実水分 18％以下になってから収穫する。
（６）目安は、ほとんどの茎が黒変を始め、手で折ると軽くポキッと二つに折れる。子
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○大豆の成熟経過とコンバインの収穫適期

落葉期
葉や葉柄が黄
化して落ちる、
又は手で触って
簡単に落葉する

成熟期
（完全落葉後15～25日）
茎や莢が品種特有
の色に変化し、莢
を振るとカラカラ
と音がする

茎水分
（60％程度）

莢と同色の褐色

茎水分
（70％程度）

茎に緑色が
残っている

コンバイン収穫適期
（成熟期後10日～）

穀粒水分18％以下
（爪を立てると少し跡が残る）

前日・当日の降雨なし
（収穫可能時刻10～17時頃）

茎水分（40％以下）

穀粒低水分
刈遅れ

穀粒水分
18％以上
（早刈り）

つぶれ粒
などの損
傷粒

裂傷や割れ
豆、しわ粒

実際に収穫するとコンバインの
後ろからほこりが立ち上がる

ほとんどの茎が黒変を
始め、手で折ると軽くポ
キッと二つに折れる。

実水分の目安は、子実に爪で微～少の傷が付き、歯で噛むと割れる程度である。
　なお、降雨があった場合には１～２日待って判定する。

（７）刈り遅れると、亀甲じわ粒が増加したり、収穫ロスが出るので注意する。
（８）収穫は、茎や莢の表面が乾いている晴天の 10 ～ 17 時頃に行うようにする。
（９）汚損粒発生防止のため、刈り高さ 10㎝以上とし、刈残しがでない程度でなるべく

高刈りする。
（10）必ず 10 ｍ程度試し刈りを行い、汚損程度、破砕程度など品質をチェックし、刈取

り高さやこき胴回転数などの調整を行う。

２）乾燥・調製
（１） 乾燥機の使用や直射日光下での自然乾燥は、子実の退色や剥皮粒発生を引き起こす

ので、陰干しによる自然乾燥が望ましい。
（２） 乾燥機を使用する場合、通風乾燥または設定温度は 30℃以下にする。高温による

急激な乾燥は亀甲じわの発生を助長し、しわ部分が剥皮粒の発生に結びつくので注
意する。静置型乾燥機は循環型乾燥機よりも剥皮粒が生じにくい。

（３） 出荷時子実水分は 13.5％とする。過乾燥の状態で選別調製すると機械的衝撃による
剥皮粒が発生しやすく、子実水分 14％程度で選別調製作業に入ると良い。

（４） 水分が高いときに選別調製を行うと、乾燥が進んだときに小粒化し、選別不良とな
るため、選別前に必ず水分をチェックすること。

（６）選別機で確実に選別を行い、大粒（7.9mm 以上）のみを種子とする。
（７）異品種粒が混入していると種子にならないため、大豆選別機や色彩選別機および

手選別等により確実に除去すること。
　また、健全で良質な種子にするため、種子伝染性病虫害粒（ウイルス病、紫斑病等）
は確実に除去する。
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紫斑粒 褐斑粒

虫害粒裂皮粒

注）写真はすべて（独）作物研究所・羽鹿氏の提供

べと病（葉） べと病（子実１） べと病（子実２）
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Ⅲ　その他
１　保管にあたっての留意事項

　種苗生産者および種苗事業者等は、種子の品質保持・安定供給を図るため、出荷およ
び出庫までの保管についても、以下の点に留意する。
○ 種苗生産者
・種子大豆であることを明記して一般大豆と区別し、保管期間中における異種穀粒及

び異品種の混入防止に努める。
・高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている

ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。
・保管場所を清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミや害虫など）が入らないよ

うにする。
○ 種苗事業者
・品種名と保管数量を明示して品種毎に保管するなど、保管期間中における異種穀粒

及び異品種の混入防止に努める。
・高温多湿の環境下では、種子の老化が進行し発芽力が低下することが知られている

ことから、保管場所は、温度や湿度を適切に保つ。
・出荷施設を定期的に清掃するなど清潔に保ち、有害生物（ネズミや害虫など）が入

らないようにする。
○ 種子購入者
・購入した種子を翌年度使用する場合は、購入時の紙袋のまま、15℃程度で保管する。

※参考資料
・共乾施設のてびき第Ⅱ分冊第３章（全農施設・資材部、昭和 61 年）
・大豆種子の貯蔵条件と発芽能力との関係（福岡県農業総合試験場研究報告 31）

２　栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例関則等

・栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例
・栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例施行規則
・栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する要綱
・奨励品種意見聴取会設置要領
・原種苗等の生産に関する意見聴取会設置要領
・栃木県奨励品種の種苗の安定供給に関する会議設置要領
・奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する指導等要領
・指定種苗の生産等に関する基準
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○ 指定種苗の生産等に関する基準

１）種子生産者が種子の生産に関し遵守すべき基準
（１）採種ほ場の隔離の程度

・同一のほ場において前作と同じ農作物の種子を生産する場合には、前作の収穫後１
年以上経過した後に栽培が開始されていること。ただし、前作で生じた異種等種子
がほ場に残存しないための措置を講じている場合は、この限りでない。

・ 隣接して同じ農作物を生産するほ場がある場合には、当該ほ場と畦畔、障害物等に
よって区分され、かつ、十分な距離が確保されるようにすること。ただし、交雑を
防止するためのその他の措置を講じている場合は、この限りでない。

（２）優良な原種を使用すること。
（３）異種株、異品種株および品種特性が明らかに変異した変異株は除去すること。
（４）種子伝染性の病虫害の防除を徹底するとともに、病虫害（種子伝染性の病虫害を

除く。）および雑草が農作物の生育に影響を及ぼさないよう管理すること。
（５）収穫後の管理を適切に行い、異種及び異品種の混入を防止すること。

２）種子生産者が種子の調製に関し遵守すべき基準
（１）調製時における品種の混同並びに異種及び異品種の混入を防止すること。
（２）純潔種子（異種種子、異品種種子及びきょう雑物を除いた種子）の重量割合は 100

パーセントとすること。
　なお、病虫害種子の混入限度は 10％とする。ただし、種子伝染性の病虫害種子は
混入していないこと。

（３）発芽率は 80％以上とすること。
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