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北海道・道東・十勝地方における野良イモの問題と

対策技術・土壌凍結深制御手法の開発

広 田 知良*

〔キーワード〕 野良イモ，土壌凍結，環境制御，

輪作，積雪

野良イモとは何か? 何が問題か?

北海道は，ばれいしょの生産量が全国の約 8割を

占め，またその中でも十勝地方はばれいしょの生産

量が全国の 3割，北海道の 4割を占める我が国を代

表する大生産地帯である.畑作農家 1戸当たりの平

均作付面積は約 33ha，ばれいしょの作付面積平均は

5haと，国内では大規模土地利用型の輪作体系の畑

作農業を展開している.しかし， 1990年代半ば以降

頃から野良イモと呼ばれる新たな雑草の問題に悩

まされている.野良イモとは，収穫後に畑に残った

塊茎が翌年に芽を出し雑草化することである(図1).

大規模畑作農業を展開している十勝地方では，イ

モを機械で効率的に収穫するが，収穫時に土と一緒

にこぼれ落ちる小粒塊茎や掘り残した塊茎が 1ha辺

り数万~数十万個程度，畑に残る.畑の排水性にも

左右されるが越冬 して雑草化する野良イモの発生

は多いところで 1haあたり 2万株以上になる.雑草

である野良イモは，後作物の生育阻害また事実上の

連作障害にもつながり，さらに各種病害虫の発生要

因，また，ばれいしょの異品種混入の要因になるた

め，防除が不可欠で3ある.さらに，野良イモの萌芽
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図1 野良イモ発生状況(小豆畑 2012年 6月)

撮影岩崎暁生
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. (独)農研機構 北海道農業研究センター (TomoyoshiHirota) 

のタイミングは塊茎の深さにより時間差が生じ，防

除作業は除草剤散布も必ずしも効果的でなく，入手

による繰り返しの抜き取り作業で対応せざるをえ

ないこともある.

この野良イモを夏場に取り除く作業量は1人当た

り 1ha で 30~70 時間程度となる.十勝農業は大規

模畑作を展開しており，野良イモが多く発生すると

防除には， 農繁期にもかかわらず長時間にわたる人

手による重労働が必要となる.また，抜き取り作業

を実施しても，完全に塊茎を除去しなければ再び野

良イモと なる危険性があり，重労働の割には除草効

果が上がらないこともある.元々，機械化による農

業の効率化，省力化を図ってきた十勝地方にとって，

新たに生じたこの野良イモ防除の作業は大きな負

担となった.

なぜ，北海道・道東地方で

野良イモの問題が発生したのか?

一気候変動との関連，土壌凍結深の減少一

十勝地方における野良イモの問題は古くからあ

るのではなく，実は 1990年中後半以降から生じ，

21世紀以降に大きく顕在化した問題である.なぜ近

年，野良イモの問題が生じたのだろうか?

十勝地方の冬は寒さが厳しく，しかも断熱作用の

ある雪も比較的少ないため，土が凍る“土壌凍結地

帯"として知られている.例えば，十勝地方・ 芽室

町の農研機構北海道農業研究センターの観測値で

は 1980年代後半以前は年最大土壌凍結深が

40-50cm以上のことも珍しくなかったのだが，近年

は土壌凍結深が著しく浅くなっており，凍結深が

20cm以下の年が多くなっている(図 2). つまり，

これまでは土壌凍結によって凍死していた塊茎が，

凍死せずに越冬し翌年に芽を出し雑草化するよう

になり，野良イモが発生するようになったのである.

それでは，なぜ土壌凍結深が近年減少したのか?

我々はまず，地球温暖化の影響を考え，気温上昇が
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図 2 年最大土壌凍結深の観測結果

農研機構北海道農業研究センター(芽室研究拠点)

度と短時間で終え，除草の大幅な省力化を実現して

いる点でも，雪割りによる野良イモ対策は優れてい

る.しかも，気候変動(土壌凍結深減少)に対して，

生産者が自発的に適応した見事な実例でもある.

科学技術の貢献

一土壊凍結深制御技術の開発一

しかし，この雪割りや圧雪の方法は農家の勘や経

験によるため，有効な土壌凍結深が得られず野良イ

モ防除に失敗したり，不透水層で、ある土壌凍結を深

くしすぎて融雪水を地表滞水させて湿害を招き，春

先の農作業の遅れを引き起こしたりする事例も生

じた.そこで，私達は雪割り作業に注目して，雪割

りのタイミングと，土壌を露出する期間を最適な土

壌凍結深になるように調節して実施する方法を考

えた.つまり，気象データ(積雪深と気狙)を入力

データとする土壌凍結深推定の数値モデルで計

算・予測しながら最適な深さに制御する，土壌凍結

深制御手法を開発した この手法は，雪が優れた断

熱材であることに着 目したもので， 雪害IJり作業に

よって積雪を上手にコントロールすることで，凍結

深を促進させるばかりでなく凍結深が過剰になる

のを抑制することも可能とした制御技術としたも

のである.

ここで，土壌凍結深制御による雪割り作業をさら

に具体的に説明する(図 3).雪割りとはトラクター

やタイヤショベルに装着した V パネ汎用プレード

を用いて圃場内の断熱作用のある雪を除去するこ

その要因ではなし、かと考えた.しかし， 1980年代後

半以降の土壌凍結深の減少傾向が現れてからの冬

の気温を調べてみると上昇傾向はみられていない.

つまり，気温の上昇が土壌凍結深減少の直接の要因

ではなかった.

ところで，雪には断熱作用があり，土壌凍結が発

達するのは日平均気温が OOC以下で積雪深が 20cm

に達するまでの期間に限られている.そこで積雪を

調べると，近年，初冬に積雪深が 20cmを超える傾

向にあることがわかった.つまり，初冬における積

雪深の増加が土壌凍結深減少の直接要因であるこ

とがわかった

この問題に対して，一部の農家では，断熱作用の

ある雪を地表から除去する除雪や，断熱効果を低減

できる圧雪を作業機械で行い， 土壌凍結を促進させ

て野良イモの凍死処理の試行を始め，実際に効果を

挙げるところもでてきた特に，畑の雪を作業機械

でかき分けて，土を露出 して凍結を促進させる方法

を「雪割り Jと呼ぶ(図 3).

つまり，土壌が凍らなくなる新たな事態により，

一部の農家は寒いことが大事な資源であり，土壌凍

結の正の効果(野良イモ防除効果)に気付いたので

ある.雪と氷で閉ざされた農閑期の冬に農地管理を

することで，農薬を使わず自然の寒冷資源を上手に

利用して除草の省力化を実現する.大規模闘場でも

作業機械を用いれば， 1haの雪割り作業を数十分程

農家発の対策技術の誕生
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前期除雪(1回目雪割り)

ry、fV、fV、
雪

後期除雪(2回目雪割p

ーレ一回目劉で凍結した土壌

と三

図 3 雪割り作業概念図(左 :矢崎友嗣原図一部改訂)
雪割り実施風景(右上)と雪割り実施後の園場(右下).撮影:鈴木 剛

とで土壌を凍らせる除雪作業である(図 3右上). 

圃場を除雪幅単位でストライブ状に分割して交互

に除雪のタイミングをずらした前・後期 2回実施す

る.交互の列を対象にした 2回の作業(前期除雪・

後期除雪)により圃場全面に外気暴露による凍結促

進状態を確保する作業により園場全面に外気暴露

による凍結促進状態を確保する(図 3左).除雪に

あたっては，外気による凍結を促進する観点から，

地表に残る積雪層の厚さはなるべく薄く 5cm以内

にすることが望ましい. したがって，除雪実施後，

土壌凍結深が確保されるまでの期間，降雪に伴い除

雪部の積雪深が 5~10cm 以上になった場合は，同一

エリアに同様の除雪を追加実施する.前期 ・後期の

除雪対象エリアについて，それぞれ十分な暴露期間

を得ることが必要である.残存したばれいしょ塊茎

の死滅に必要な暴露期間は，実施期間の気温が低け

れば短縮し，高ければ延長することになる.この暴

露期間を従来の経験的な手法に替わって気象デー

タ(気温と積雪深)から土壌凍結深推定・予測モデ

ルに基づいて決定するのが土壌凍結深制御の考え

方である.後期の雪割り作業開始は後半の土壌凍結

促進開始ばかりでなく前期雪割り土壌凍結促進の

終了も意味しており，これを意識的に作業実施する

ことから，凍結深制御と呼んでいる所以でもある.

地中のばれいしょ塊茎は，塊茎位置の日平均地温

3
0

Cを下回ると生存できない.収穫後のイモの大部

分のイモは地表下 15cmまでに存在することが，現

地実証の調査からわかった.すなわち，深さ 15cm

の日平均地温がう。C以下に低下すれば畑の野良イ

モは防除できることになる.この深さ 15cmの日平

均地温が-30C以下になるためには雪割り(除雪)で

土壌を露出した条件で土壌凍結深が 30cmで達成で

きる. したがって土壌凍結深 30cmを野良イモ防除

のための最適な目標土壌凍結深とすれば良い.これ

により，農家の勘と経験による技術が，科学的な方

法に基づく凍死による野良イモの防除効果の判定，

雪割り作業必要性の判断，実施のタイミングや期間

を判定できる技術となる.そして土壌凍結深制御の

考え方に基づいて決定したスケジュールでの雪割

りの実施により土壌凍結深 30cmを達成すことで，

野良イモはほとんど防除でき，現地実証の結果では，

無処理対比で 5%以下に減らすことができることを

示した(図 4).

過度な土壌凍結による悪影響の懸念、を抑える観
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図 4 野良イモ実証試験例(小立)
左:無除雪区(野良イモ発生)，右 (雪害IJり(土壌凍結深制御)区) 撮影 岩崎暁生.

点も併せると，最適な土壌凍結深は 30~40cm であ

る.凍結過剰の対策としては，後期雪割りの最適土

嬢凍結深の達成後に降雪がしばらく期待できない

ときは，後期除雪期間終了後の割り戻しによる雪を

用いた地表面の再被覆があげられる.また，多雪条

件では，春季の融雪材散布による融雪後の地温上昇

の早期化を図る事例もある.

なお，この土壌凍結深制御による雪割りが無理な

く適用可能な気候帯は 12 月 ~2 月の平均気温が

-50C以下の地域である変動する年々の気象条件に

おいて雪割りの効果を安定的に高めるために，後期

雪割り実施晩限を設定した.例えば，確率上 30年

にl度の頻度で出現する暖冬年の気象に対応可能な

実施晩限は，十勝地方の平野部では 1 月下旬~2 月

上旬となる.

さらに，寒さが足りず，土壌凍結・雪割り処理の

効果が不十分な場合の補完技術としては，秋季のイ

モ塊茎を表層に集めてイモを地中深くより温度が

低い表層表面になるべく集める表層集積やイモを

あらかじめ傷つけてイモを腐りやすくされる塊茎

損傷処理が残存塊茎の枯死率向上に有効である.逆

に秋の反転耕起作業は，冬季の地温がより高い深層

の土壌へ塊茎を深く潜り込ませることで，塊茎を越

冬させる可能性を高めるので実施しない方が良い.

これらの土壌凍結深制御手法は農家自身が適切

な雪割りを実施するための意志決定支援ができる

農業気象情報システム技術へと発展し，土壌凍結と

野良イモ防除に関する情報は十勝農協連の運営す

る「営農 Webてん蔵j を通して発信され十勝の農

協 24団体と農家で利用されることになった(図 5).

終わりに

土壌凍結深の減少傾向としづ気候変動と，これに

よって生じた農業への影響例としての野良イモの

大発生は，北海道開拓以来これまで経験のない問題

となったが， 一方で十勝農業はこの問題に対して，

賢く適応した例ともなった.また，十勝に次ぐばれ

いしょ生産地帯で有り，かっ十勝と比較的類似の気

候条件であるオホーツク・網走地方でも普及の可能

性があると考えている.

農業と気象は密接に関わっている.しかし，これ

まで，大規模土地利用型農業では天気任せにするし

かなく，人為的な環境制御は不可能とされた.しか

し，野良イモ対策をきっかけに実施された雪割り・

土壌凍結深制御は，これまで不可能とされた大規模

土地利用型農業での環境制御を実現可能とした.気

候変動を契機として生まれた新しい技術である.

なお，本報告の成果は主に新たな農林水産政策を

推進する実用技術開発事業 「土壌凍結深制御手法に

よる野良イモ対策技術の確立 (22079)参画機関 農

研機構北海道農業研究センター，道総研十勝農業試

験場，十勝農業協同組合連合会J(2010-2012年度)

によって実施されたものである.また，農林水産省

委託プロ，地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評

価と緩和及び適応技術の開発 「寒地畑作地帯におけ

る雑草化する野良イモ対策技術の開発と実証

(41230) J (2008-2009年度)，環境省地球環境保全

試験研究費， I温暖化条件下の積雪・土壌凍結地帯

の長期変動傾向の予測と農業に及ぼす影響評価J

(2005-2007年度)，環境省地球環境総合研究推進費'
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E更

(慨初日までの土潔凍結深と悶良イモ防除深町され訊 | 
図 5 営農 Webてん蔵による土壌凍結深・野良イモ防除予測例(十勝農協連提供)

「気候変動に対する寒地農業環境の脆弱性評価と

積雪・土壌凍結制御による適応策の開発 (A一0807)J

(2008-2010年度)の成果も用いた.また，本研究

に係わった多くの共同研究者，多くのご協力を頂い

た十勝管内の普及センター，農協，農家に記して感

謝の意を表する.
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