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｜｜技術論文｜｜
〔農業経営研究第54巻第4号， 2017〕

LCAの適用による北海道産秋まき小麦の生産工程の検証

白井

三宅

康裕＊・吉田裕介＊＊．

俊輔＊＊．日向貴久＊

I 緒言

北海道の小麦は，全国の6割以上の生産量を占

め，畑作物の輪作体系を維持する上で欠かせない

作物である。近年，秋まき小麦では，主要品種が

「ホクシン」から「きたほなみJに移行している。

主要品種の移行は，栽培技術の変更を伴ってきて

おり，今後，更なる道産小麦の高品質化・安定生

産には，播種から収穫までを備隊し現状におけ

る問題の把握と将来に向けて解決すべき課題の特

定が必要とされる。このような生産活動の見直し

には．物量的，技術的側面から規模や生産効率を

捉える必要があることから，物量単位による活動

の体系的な評価が必要とされる（佐々木〔19〕）。

LCA (Life Cycle Assessment）は，製品に関

わる全ての活動で排出される環境負荷を定量化す

るものである。 LCAは，水稲の生産体系で消費

される生産資材と燃料に由来する C02を定量化

し削減効果が大きい工程を特定した小倉〔18）に

見られるように，物量単位の評価を通して，生産

活動の見直しに役立つ手法である。すなわち，

LCAによる環境負荷の定量化は，問題となる工

程の特定と改善技術の集中的な投入に貢献する取

りキ丑みといえる。

小麦を含む畑作物の LCAは， Kogaら〔11〕及び

Kogaら〔13〕の成果がある o Kogaら〔13〕は，地球温

北海道立総合研究機構中央農業試験場

付 北海道立総合研究機構十勝農業試験場

暖化を評価項目に，十勝地域の輪作を構成する畑

作物におけるプラウ耕と簡易耕の生産体系につい

て温室効果ガスの排出量を推計している。また，

Kogaら［11〕は，畑作物の生産に要する燃料の消費

に伴う C02排出量を把握し，秋まき小麦の生産で

は，フォアグランドでの排出の55%が子実の乾燥

に由来したものであることを明らかにしている。

しかしながら，これらの成果は，かつての「ホク

シン」の生産体系を対象にしたものである。品種

の移行後における課題や今後の生産性向上におけ

る課題の特定に向けて，再評価が必要とされてい

る。

そこで，本研究では，十勝地域における秋まき

小麦の品種ごとに生産体系を整理した上で，

LCAにより環境負荷を定量化することで，今日

の小麦生産で問題となる工程を把握するととも

に，改善技術について，その効果を評価する。こ

れにより，道産小麦の高品質化・安定生産に向け

て，今後に普及させるべき技術を展望する。

II 分析方法

1 分析目的・評価範囲・評価項目

(1) 分析目的

本研究では，今後における道産小麦の高品質化

と安定生産に役立てるため， LCAを秋まき小麦

の生産体系に適用し，問題となる工程の把握

(hotspot）と改善技術の評価をした上で，更なる

改善に必要とされる技術を明確にする。このよう
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な主旨の下，本研究では，以下の二つの分析を実

施する。一つは，十勝地域における秋まき小麦の

品種ごとの生産体系で生じる地球温暖化の影響を

比較することで＼問題となる工程を把握する。二

つは，改善技術として想定される小麦適期収穫支

援システム（北海道農政部〔4〕）について，環境

面から効果を検証する。これらの結果を品種及び

栽培技術の開発に携わる研究者に開示し，技術研

究者らとの検討を経て，道産小麦の高品質化・安

定生産に必要とされる技術について整理する。

(2) 評価範囲

小麦の生産体系に係る分析では，播種から残濯

処理の圃場内作業に加えて，乾燥・調製を評価の

範囲とする。すなわち，農家段階における資材の

調達から生産物の出荷までを範囲としており，評

価範囲は， Cradleto Gateに相当する。一方，改

善技術に係る分析では，技術導入前後の乾燥施設

における子実乾燥を評価の範囲とする。

具体的には，漬村ら〔l〕を参考に，耕起，砕土・

整地，施肥・播種，除草剤散布，防除，融雪剤散

布，追肥，収穫，乾燥，調製，残i査処理注1）の11

工程を直接作業とした他，畑作で採用される輪作

を念頭に，堆肥散布，緑肥播種，施肥，表層混和，

茎葉処理の5工程を間接作業とした。なお，間接

作業から生じる環境負荷については， 4年輪作を

想定しその 1/4を当該作物の負担分としてい

る。ただし堆肥の製造に由来する排出量は， j賓

村ら〔l〕と同様に，畜産部門が負担すべきものと

して除タ十している。

「ホクシン」と「きたほなみ」の生産体系につ

いては，第 l表に示した品種問の相違点を反映さ

せている。「きたほなみ」の収量は，柳沢ら〔22〕を

踏まえて，「ホクシン」の1181＇音としている。品

種聞の収量差は，乾燥工程における灯油の消費量

及び電力の消費量，調製工程における料金に相違

をもたらすことになる。「きたほなみ」の播種量は，

北海道農政部〔6〕で示された道東地域の適播種量

140粒／m2を参考に． 7 kg/lOaとしている。「き

たほなみ」の追肥量は，北海道農政部〔5）を参考

に，止葉期の追肥分4.2kg/10aを加えた窒素

18.9kg/10aとしている注2）。「きたほなみJの防

除では，赤さび病の抵抗性が「ホクシン」よりも

優れることを踏まえて（柳沢ら（22〕），赤さび病の

防除を省略させている。

(3）評価項目

小麦の生産体系に係る分析の評価項目は，地球

温暖化（Globalwarming）とし軽油や灯油等

の燃料消費に伴う C02及び、窒素の施用に伴い揮散

した NzOから構成されるフォアグランドでの排

出に加えて，電力消費に伴う C02と生産資材，農

業機械，建物の製造に伴う C02から構成される

パックグランドでの排出とする。一方，改善技術

に係る分析の評価項目は，乾燥施設で使用した灯

油の燃焼に伴う C02のフォアグランド排出と乾燥

第1表品種ごとの生産体系

品種 単位 ホクシン きたほなみ 備考

小麦収量 kg/lOa 491 579 柳沢ら［泣］を参考に収量比1.18

播種量 kg/lOa 10 7 北海道農政部〔6）の道東適播種量140粒Im'

基肥 kg/lOa 4.2 4.2 北海道農政部.5) 

追肥起生期 kg/lOa 6.3 6.3 北海道農政部［5〕

追肥幼穂形成期 kg/lOa 4.2 4.2 北海道農政部［5)

追肥止葉期 kg/lOa 。 4.2 北海道農政部：s〕

窒素量 kg/lOa 14.7 18.9 
融雪斉lj kg/lOa 30 30 現地の実態を踏まえて設定

殺虫殺菌剤 成分回数 10 9 柳沢ら［旦］を参考に赤さび病の防除を省略

除草剤 成分回数 4 4 演村ら〔l〕

乾燥灯油量 L/ha 154.3 182.1 除去水分量（きたほなみl.448kg/ha，ホクシンl.228kg/ha). 

乾燥効率 (10.2水 kg／灯油 kg)

乾燥電力消費量 kw/ha 68.5 80.8 穀物乾燥機の充填に必要な面積，乾燥時間（22hr).

出力のカタログ値（3.827kw)

調製料金 円／lOa 3.448 4.C68 420円／60kg×収量， ha当たりの料金を実質化

注 各工程で使用した機械は，演村ら［l〕と同様にi 北海道農政部編＂ lによる。
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施設の稼働に係る C02のパックグランド排出とす

る注3）。なお，いずれの分析も機能単位を ha当

たり及び、生産物60kg当たりとする。

2 推計方法

小麦の生産体系に係る分析では，漬村ら［ 1〕の

手順に即して，温室効果ガスの排出量を推計した。

機械作業に伴う軽油等の消費量は，北海道農政部

編〔3〕に示された作業機ごとの圃場作業能率と時

間当たりの燃料消費量から ha当たりの消費量を

求めた。また，生産資材や生産物の輸送に伴う燃

料の消費量は，古賀〔12〕の値を援用した。子実の

乾燥に要した灯油の消費量は，品種聞の収量差を

反映させるため， 30%の収穫時水分から12.5%の

仕上がり時水分に至るまでの除去水分量と乾燥機

の乾燥効率から求めた。燃料の消費による排出量

は，各燃料の消費量にそれぞれの排出原単位を乗

じて推計した（第2表）。

NzOの揮散量は，品種ごとの窒素施用量に排

出原単位を乗じて求めた。揮散による排出量は，

揮散量に IPCC第4次評価報告書の特性化係数

(IPCC AR4 100年間での影響値298）を乗じて

C02に換算した。ただし大気沈降や窒素溶脱・

流出に伴う間接的な排出は考慮していない。

電力消費量は，品種間の収量差を反映させるた

め，以下の手順を採った。まず，品種ごとの収量

から50石の穀物乾燥機を充填するために必要な面

積を把握し，次いで，毎時乾減率0.8%/hrから乾

燥時間を得た。これらとカタログ値から ha当た

りの電力消費量を求めた。電力消費による排出量

は，品種ごとの電力消費量に排出原単位を乗じて

推計した。また，調製工程における電力消費等に

係る排出量は，品種問の収量差を反映させるため，

品種ごとの収量と実質化した重量当たりの調製料

金から ha当たりの料金を求めた上で＼これに農

業サービスの利用に伴う排出原単位を乗じて推計

した。

種子，肥料，農薬等の生産資材の製造に係る排

出量は，実質化した購入価額を基に産業連関法に

より推計した。農業機械の製造に係る排出量は，

法定耐用年数の2倍とした耐用年数から求めた減

価償却相当額を実質化しこれに排出原単位を乗

じて推計した注4）。なお トラクタ等の工程間で

共通的に使用される農業機械の排出量は，稼働時

間に応じて各工程に配賦した。収穫で使用する普

通型コンパインは，現地の使用実態を踏まえて共

同利用を想定し実質化した ha当たりの利用料

金に農業サービスの利用に伴う排出原単位を乗じ

て排出量を推計した。更に，農機具庫等，建物の

製造に係る排出量は，実質化した営農類型別経営

統計の償却費に排出原単位を乗じて推計し使用

する機械の専有面積に応じて各工程に配賦した。

改善技術に係る分析では，技術の導入前後につ

いて燃料の消費量を把握し C02の排出量を推計

した。また，乾燥施設の稼働に係る C02の排出量

は，細かな生産プロセスを追求することなく，環

第2表排出原単位

区分 排出場面 原単位 出典

フ 軽油燃焼に伴う co，排出 2,619.0g/l 環境省［8〕

オ
灯油燃焼に伴う co，排出 2.489.0g/l 環境省（8〕

ア
グ ガソリン燃焼に伴う co，排出 2,322.0g/l 環境省（8)

フ
施肥に伴う N20揮散（水稲，茶以外） 9.7g/kgN 国立環境研究所〔15)

ン
ド 残溢鍬込みに伴う N20揮散 19.6g/kgN 国立環境研究所〔15)

電力消費に伴う co，排出 378.0g/kwh 環境省18:

ノf
種苗製造に伴う co，排出 l.9g／円 国立環境研究所(14〕

y 化学肥料製造に伴う co，排出 8.2g／円 国立環境研究所（14)

ク 農薬製造に伴う co，排出 5.lg／円 国立環境研究所［目、
グ
フ 農業機械製造に伴う co，排出 3.7g／円 国立環境研究所[14〕

ン 施設製造に伴う co，排出 3.2g／円 国立環境研究所(14)

ド
その他化学最終製品製造に伴う co，排出 5.3g／円 国立環境研究所[14〕

農作業サービスの利用に伴う co，排出 3.2g／円 国立環境研究所［14;
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境負荷量を計測できることから，農業サーピス部

門における支出額を基に産業連関法により推計し

た。最終的には，改善技術の導入前後における温

室効果ガスの排出量を比較しその削減量を明ら

かにした。なお，本技術は，「きたほなみ」が栽

培される前の2005年に開発されており，評価に際

しては，実証試験時に計測された燃料消費のデー

タを基にしている。

注 1）残溢処理の工程は，刈り残された株残濯のス

トローチョッパによる裁断を想定しており，残

澄のすき込みは想定していない。また，麦稗の

園場搬出は，敷料として利用する畜産部門にお

いて作業を担うことが多いことから，梱包や搬

出に伴う排出については，畜産部門で負担する

ものと想定し評価の対象としていない。

注2）道東地域における「きたほなみ」の起生期か

ら幼穂形成期にかけての窒素追肥量は，収量水

準と起生期における土壌硝酸態窒素量を目安に

設定することが推奨されている（北海道農政

部［5 l）。また，止葉期の窒素追肥量は. 4 

kg/lOaを施用することが基本であるが，倒伏の

回避や蛋白含有率の適正化を図る等，より望ま

しい追肥量を設定するため，止葉期の上位茎数

を指標とした生育診断を実施することを推奨し

ている（北海道農政部［6〕）。

注3）増田〔16〕は，工業的な性格の強い農業施設を対

象とした LCA研究は， C02を中心とした一部の

環境評価に限定されている点を指摘する。本研

究も，データの制約上， C02を中心とした限定的

なLCAといえる。

注4）通常，農業機械は．法定耐用年数以上の期間

で使用されることから， GHGの推計時に法定耐

用年数を使用することにより，過大評価を招く

おそれがある。内田ら〔21〕は，感度分析を行うこ

とで，農業機械の寿命に関する推計法について

検討している。これによると，法定耐用年数の

2倍となる年数とした際，市販のデータベース

の値と近似するため，法定耐用年数の 2倍とな

る年数を簡便的な推計法とすることに大きな問

題がないとしている。漬村ら〔l〕は，内田ら〔21〕

の成果を踏まえて，法定耐用年数の 2倍となる

耐用年数を用いて減価償却相当額を推計してい

る。

ill 分析結果

1 小麦の生産体系に係る分析

「ホクシンjの生産体系で排出される温室効果

ガスを第3表に，「きたほなみ」の生産体系で排

出される温室効果ガスを第4表に整理した。これ

第3表「ホクシン」の生産体系における温室効果ガスの排出量

フォアク＊ランド ノミ y クグランド 合計

分区 工程
うち燃料消費 うち揮散等

構成比 構成比 構成比
gCO,eq/ha 

% 
gC02eq/ha gC:02eq/ha gC02eq/ha 

% 
gCO,eq/ha 

% 

耕起 59.713 5.0 59.713 38.868 2.3 98,581 3.5 
砕土・整地 54.135 4.5 54.135 35.814 22 89.949 3.2 
施肥・播種 140.026 11.7 18.084 121.942 343.489 20.8 483,514 16.9 
除草剤散布 11.366 0.9 11.366 131.091 7.9 142.457 5.0 

接作業直

防除 39.783 3.3 39.783 265.977 16.1 305,759 10.7 
融雪剤散布 14.587 1.2 14.587 52.418 3.2 67.005 2.3 
追肥 315.592 26.3 10.738 304.854 101.797 6.2 417.389 14.6 
~JI.干蔓 58.571 4.9 58571 121.380 7.3 179.952 6.3 
乾燥 383.306 32.0 383,306 341.603 20.6 724.909 25.4 
調製 。 。。 。 110.498 6.7 110.498 3.9 
残i査処理 27.479 2.3 27.479 25.063 1.5 52.542 1.8 

堆肥散布 19.329 1.6 4.812 14.517 42,095 2.5 61.424 22 

接作業間

緑肥播種 1.342 0.1 1,342 12.901 0.8 14.243 0.5 
施肥 16.585 1.4 1.342 15.243 6614 0.4 23.199 0.8 
表層混和 13.534 1.1 13.534 6.781 0.4 20.315 0.7 
茎禁処理 43.749 3.6 21.798 21.951 18.155 1.1 61.9C4 2.2 

合計 1.199.096 100.0 720.590 478.506 1,654.543 100.0 2.853,639 100.0 

生産物重量当たり
14,653 8.806 5.847 20218 34,871 

gC02eq/60kg 
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第4表「きたほなみ」の生産体系における温室効果ガスの排出量

フォアグランド

分区 工程
うち燃料消費

構成比
gC02eq/ha 

% 
gC02eq/ha 

耕起 59,713 4.3 59.713 
砕土・整地 54,135 3.9 54.135 
施n~. 播種 140.026 10.1 18,084 
除草剤散布 11,366 0.8 11.366 

接イ業直乍

防除 34.C99 2.5 34.099 
融雪剤散布 14,587 1.0 14.587 
追肥 442.902 31.9 16,107 
収穫 58.571 4.2 58,571 
乾燥 453,141 32.6 453.141 
調製 。 。。 。
残溢処理 27.479 2.0 27.479 

堆肥散布 19,329 14 4.812 

接作業間

緑肥播種 1.342 0.1 1.342 
施肥 16.585 12 1.342 
表層混和 13.534 1.0 13.534 
茎葉処理 43.749 3.1 21.798 

合計 1.390.559 100.0 790,111 

生産物重量当たり
14,524 8.252 

gC02eq/60kg 

らから以下の点が指摘できる。

第一に，フォアグランドでの排出では，両体系

とも乾燥工程において排出量のウェイトが高かっ

た。「ホクシン」の生産体系では，子実の乾燥に

要する排出量は，燃料消費による排出量の53%を

占め， Koga〔11〕らの推計結果と近似していた注5）。

一方，「きたほなみ」の生産体系では，収量の増

加により水分除去に必要な灯油量が増加すること

から，乾燥工程における排出量のウェイトが高

まっていた。

第二に，「きたほなみ」の生産体系では，窒素

追肥量の増加に伴う NzOの揮散に起因して，追

肥工程における排出量のウェイトが高まってい

た。生産物重量あたりの排出量を比較しでも，「き

たほなみ」の揮散に由来する排出量は，「ホクシン」

のものよりも上回っていた。

第三に，「きたほなみ」の生産体系では，播種

量の削減や赤さび病防除の省略により，施肥・播

種及び防除工程における生産資材の製造に伴う排

出量が減少していた。その一方で，「きたほなみ」

の生産体系では，追肥量が増えることにより，追

肥工程における生産資材の製造に伴う排出量が増

加していることに加えて，増収により乾燥及び調

製工程において ha当たりの処理量が増えること

から，電力消費に係る排出量が増加していた。

うち揮散等
ノくックク。ランド 合計

構成比 構成比
gC02eq/ha gC02eq/ha 

% 
gC02eq/ha 

% 

38.868 2.2 98.581 3.1 

35.814 2.0 89.949 2.8 
121.942 329.726 18.6 469.752 14.9 

131,091 7.4 142.457 4.5 
228.224 12.9 262.323 8.3 
52,418 3.0 67.C J5 2.1 

426.796 189.281 10.7 632,184 20.0 
121,380 6.9 179.952 5.7 
403.092 22.7 856,233 27.1 
130,387 7.4 130.387 41 
25,063 1.4 52.542 1.7 

14.517 42.095 24 61,424 1.9 
12,901 0.7 14.243 0.5 

15.243 6,614 0.4 23,199 0.7 
6.781 0.4 20.315 0.6 

21.951 18,155 1.0 61,904 2.0 

6C0,448 1.771.890 100.0 3,162.449 100.0 

6.271 18,506 33.030 

以上を反映して，「きたほなみ」の生産体系では，

以前の「ホクシン」の生産体系よりも，フォアグ

ランドとパックグランドの双方で ha当たりの排

出量が増加していた。ただし「きたほなみ」の

生産物重量あたりの排出量は，単位面積当たりの

収量が増加することにより，「ホクシン」の生産

体系の排出量よりも減少していた。加えて，「き

たほなみ」の生産体系では，「ホクシン」の生産

体系と同様に，乾燥工程における排出量のウェイ

トが高いことが確認できるとともに，窒素追肥量

の増加を反映して，「ホクシン」の生産体系より

も追肥工程における排出量のウェイトが高いこと

が指摘できる。

2 改善技術に係る分析

十勝地域で普及する小麦適期収穫システムにつ

いて，環境面からその効果を評価する。改善技術

として想定される小麦適期収穫支援システムは，

衛星リモートセンシング技術を応用し，広域的な

小麦の生育早晩を統ーした尺度で順位づけること

を可能にしたものである。十勝地域では，本技術

の普及により，乾燥調製施設における受入水分の

低下と均一化が実現し，乾燥燃料の節減に結びつ

いている注6）。すなわち，環境負荷が大きい乾燥

工程において，その負荷を軽減させる可能性をも
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つ技；争f-jといえる。

ここでは，十勝地域A町の乾燥施設を題材に，

灯油消費量の変化から燃焼に伴う温室効果ガスの

排出量を計測することに加えて，乾燥施設の稼働

が減少したことに伴う排出量の変化について計測

した（第5表）。なお，技術導入前の ha当たり

の排出量は，前掲第3表に示した「ホクシン」の

乾燥工程におけるフォアグランドでの排出に近似

している。

計測の結果，灯油の燃焼による温室効果ガスの

削減量は，町全体で＇ l,l13t-C02eqになると見込

まれた。また，乾燥施設の稼働に係る排出削減量

は，同8t-C02eqになると見込まれた。これらに

より，小麦適期収穫システムの導入による温室効

果ガスの削減量は，同1,121tC02eqであると推

計された。

改善技術導入後の温室効果ガス排出量は，技術

導入前の36%まで減少し「ホクシン」の生産体

系を前提にした総排出量2,853,639g-C02eq/haの

うち， 1割程度の排出量の削減が見込まれる。ま

た，乾燥施設全体の削減効果は，最新の公表値で

ある2013年度の排出量ベースで208世帯分の年間

排出量に相当し貨幣換算すると年間3.2百万円

の便益を生んでいる。計測結果は，データの制約

上「ホクシン」の生産体系を想定したものである

が，「きたほなみ」の生産体系でも，受入水分の

均一化により，乾燥時における燃料の消費量を抑

制できることから，同様の効果をもたらすことに

なる。

以上のことから，十勝地域で普及する小麦適期

収穫システムは，排出量のウェイトが高い乾燥工

程において，その環境負荷の軽減に貢献する技術

であると評価された。

注5)Kogaら〔11〕は，灯油の使用量を147.511/haと見

込んでおり，本研究の「ホクシン」を対象にし

た推計値（154目31/ha）と大きな差はない。

注6）小麦適期収穫システムの導入効果は，柴田〔20〕

が詳しい。

町結論

本研究では，十勝地域における秋まき小麦の品

種ごとに生産体系を整理した上で， LCAにより

環境負荷を定量化することで，今日の小麦生産で

問題となる工程を把握した。その結果，「きたほ

なみ」の生産体系では，これまでと同様に，乾燥

工程における排出量のウェイトが高いことが確認

された。加えて，「きたほなみ」の生産体系では，

窒素追肥量の増加による NzOの揮散に伴い，追

肥工程における排出量のウェイトが高まっている

ことが判明した。更に，十勝地域で普及する小麦

適期収穫システムについて，乾燥施設における技

第5表改善技術の導入効果

項目 単位 技術導入前 技術導入後 差 木県t~

乾燥燃料費 円／乾麦t ① 1,280 462 817 北海道農政吉11(4:

生産量 Hl7 t乾麦 ② 24.619 24,619 
。作物統計の収穫量と農協集荷率を基に

設定

農業サーピス部門支出額 百万円 ③ 32 11 20 ③＝①×②ー百万円

灯油使用量 Kl ④ 700 253 447 45円／lで換算

単位発熱量 GJ/Kl ⑤ 36.7 36.7 環境省（9〕

排出係数 tC/GJ ⑥ 0.0185 0.0185 環境省内〕

換算係数 44+ 12 ⑦ 3.67 3.67 co，と Cの分子量

燃焼による GHG排出量 t-C02eq ⑧ 1.743 629 1.113 ③＝④×⑤×⑥×⑦ 

稼働の減少に伴う GHG排出量 t-C02eq ⑨ 12 5 8 

GHG排出量（合計） t-C02eq ⑮ 1.755 634 1121 ⑮＝③＋⑨ 

GHG排出量（ha当たり） g CO,eq/ha 365.904 132.146 233.759 施設集荷面積4.797haにより算出

GHG排出量（60kg当たり） g-C02eq/60kg 4.278 1.545 2,733 生産量日17

排出量の家庭相当分 世帯 208 
5.37t-CO, （全国地球温暖化防止活動

推進センター［回izo日年度の値）

使益評価 100万円／年 3.2 
換算係数に2,891円ItCO, （国土交通
省、［川）を採用

j主 四捨五入の関係で，差の一部が一致しない。
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術導入前後の排出量を比較した結果，問題となる

乾燥工程において，その環境負荷を軽減させ，秋

まき小麦の生産工程で生じる温室効果ガスの削減

に結びっく技術であることを検証できた。これら

の結果を踏まえて，今後の道産小麦の高品質化・

安定生産に必要とされる技術を以下に整理した。

今後における道産小麦の生産は，収量水準を高

位安定化させることで，生産物重量当たりの排出

量を削減させていく必要がある。そのため．品種

開発を通した病害・障害抵抗性の改良及び光や窒

素など資源利用効率の向上が，温室効果ガスの排

出量の削減に有効になる。これと同時に，生育の

均一化を図り，乾燥の効率を高めることで，ウェ

イトが高い乾燥工程における温室効果ガスの排出

を抑制させていくことが重要になる。現在，生育

の圃場開差は，衛星リモートセンシング技術を応

用した適期収穫システムにより対処できつつある

が，今後は，圃場内の生育ムラに対応することが

急がれる。そのような中 レーザー式の生育セン

サと追肥量の算出プログラムを組込んだ可変施肥

システムが開発されている（北海道農政部〔7〕）。

この技術は， トラクタに搭載されたレーザーから

のセンシングにより小麦の生育量を測定しこれ

に応じて追肥量を調整するものである。本技術の

適用により，子実の収量や蛋白含有率の圃場内に

おける変動幅を低減させることを可能にする。こ

のような技術の導入は，生育の均一化による乾燥

工程における環境負荷の軽減のみならず，生育に

適した追肥量に調整されることから，ウェイトが

高まった追肥工程における負荷の軽減にも結びつ

くと考えられる。

〔付記〕 本研究の遂行にあたり，北海道立総合研

究機構十勝農業試験場場長柳沢朗氏，同主査（栽

培システム）原圭祐氏には，貴重なご助言を賜り

ました。ここに記して謝意を表します。
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