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秋田県における高温登熟対策技術について

加藤和直＊，＊＊
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時期
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はじめに

秋田県は東北地方の北西部に位置しており，寒冷

地中部に位置付けられている．このような寒冷地に

位置付けられている秋田県においても， 地球温暖化

の影嘔は感じられるようになってきている．東北地

方の気象の変化（仙台管区気象台 2018)によると，

秋田県の季節別平均気温の長期変化は春 (3~5月）

の上昇率が 1.8℃/100年，夏 (6~8月）の上昇率は

1.2℃ /100年，秋 (9~11月）の上昇率は 1.4℃/100 

年であり ，夏の上昇率は小さいものの平均気温の変

動幅は大きくなっていることが報告されている．近

年では登熟期の高温によって収量や玄米品質に対

する悪影饗が見られるようになったそこで，本稿

では秋田県における高温登熟に対応する取り組み

について紹介する．

2. 秋田県における水稲品種構成と

1等米比率および作況指数

2018年（平成 30年）度の秋田県における水稲品

種別の種子の供給量から推定される作付け比率は，

早生品種である「あきたこまち」が 71.4%, 中生品

種である「めんこいな」 ，「ひとめぼれ」が 8.3%,

8.0%とそれぞれ続いている ．秋田県の品種構成は早

生品種「あきたこまち」が主体となっており，作付

け比率が 70%を越える状況が平成 6年から続いて

いる（秋田県 2018).「あきたこまち」の出穂期に

着目すると， 1984年のデビューから 35年間で徐々

に出穂期が早まり ，2018年現在では 7日程度出穂期

が前進している（秋田県農林水産部 1985,2018). 

出穂期の前進の原因としては，田植え作業の早期化

や「あきたこまち」の出穂期の気温反応性が高い（藤

村ら 2009) ために，栄養成長から生殖成長への切

り替わりが早まっていることなどが影響 している

と考えられている．玄米の一部が白濁した「白未熟

粒」は，出穂後 20日間の日平均気温が 26°C前後を

超えると急速に増加し始める（森田 2005)ため，

秋田県内で気温が高くなり始める 7月 6半旬から出

穂が始まる「あきたこまち」は必然的に玄米品質に

悪影響が出やすいと言える．一方で嵩温登熟に対応

する 品種開発や技術対策が近年まで進展 しなかっ

た理由として①登熟期に高温となる頻度が少な
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図 l 秋田県における作況指数と 1等米比率の推移 (1989-2018年，東北農政局秋田県拠点）
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かったこと，②2010年より前に発生した登熟期の異

常高温年 (1994年， 1999年）では，玄米品質の低

下は見られるものの作況指数は高く（図 I)'冷害な

どに対応する取り組みに比べて優先度がそれほど

高くなかったと考えられた．しか し， 2010年 （平成

22年）は， 登熟期の高温による玄米品質の低下に加

えて，作況指数も大きく低下したことから，高温登

熟に対する意識や技術対策において大きな転換点

となった

3. 気象変動に打ち勝つための稲作り

2010年は 5月の低温， 6月~9月の異常高温， 5. 

6月の寡照という気象変動の大きな年となった．東

北農政局秋田農政事務所が発表した秋田県におけ

る2010年（平成 22年）の作況指数は 93,品種別の

］等比率は「あきたこまち」が 68.6%,「ひとめぼれ」

が92.7%,「めんこいな」が 72.5%であった 2等以

下に格付けされた主な理由は，充実度 37.5%, 着色

粒（その他）19.9%, 着色粒（カメムシ類） 16.3%で

あったこのような作柄の低下を受けて，秋田県農

林水産部では被害の態様やその原因解明を進める

ために水稲作高温対策プロジェ クトチームを立ち

上げたプロジェクトチームによる被害要因の分析

の結果から，①作柄の低下は穂数の不足による m2

当たりもみ数の減少と②登熟歩合の低下であるこ

とが判明した①の要因としては，移植翌日からの

5日間の移動平均気温で 14℃を下回る低温期間に移

植したことや，排水不良水田等で春にすき込まれた

稲わらの分解が遅れて発根や根の伸長を抑制する

有機酸等が蓄積し，分げつ増加率が低下した結果と

考えられたまた，県内の水稲の栽植密度は低下傾

向にあり (H22秋田県定点調査圃 65カ所平均 ：66 

株／坪），栽植密度の低下が茎数の確保をさらに難 し

くした一因だと考えられた②の要因としては，平

年に比べて 7月中～下旬（幼穂形成期～穂ばらみ期）

に葉色の低下が大きかった（図 2) ため，光合成能

力が低下し，稲体のデンプン蓄積が少ない状態で

あったと考えられた加えて，出穂後の乾物増加量

を平年と比較すると ，穂部は出穂後 11~20日は小

さく ，出穂後 21~30日は高く 推移するが，出穂 30

日頃から転流阻害が起こり出穂後 31~40日では大

きく低下して，出穂後 41~50日では増大が認めら

れなかった（図 3)ことがあげられた①と②に関
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図2 現地試験における菓色 (SPAD502)の推移
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図3 出穂後 10日間毎の気象要素と出穂後の穂部・茎
莱部の乾物増加量

係する要因としては，穂肥施用実施率の低下があげ

られた 秋田県では，幼穂形成期の草丈 ．茎数，葉

色（稲体の窒素栄養）により，生育ステージ別に追

肥窒素量を算出できる栄養診断の普及を進めてい

るが，減数分裂期に窒素 2kg/10aの施肥が必要とさ

れる生育型に該当するほ場でも追肥実施率は 60%

以下であり，平均施肥窒素量は 2kg/10aを下回って

いたことが秋田県内 64カ所の水稲定点調査の結果

から判明したこれらのことから，穂肥の不足に

よって，穂数や籾数の減少や登熟後半の稲体栄養の

凋落を招き，玄米品質の低下を招く充実度不足粒や

白未熟粒を増加させたと考えられた

また，玄米品質低下の要因として，充実度不足と

着色粒 （その他 ・カメ ムシ類）で全体の 73.7%を占

めている ことが特徴である特に着色粒（その他）

は農家等への聞き取り調査から黒点症状米（くさび

米）であることが判明した黒点症状米の特徴は，
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健全籾が大部分を占め，発生部位は腹側が多く，穂

内での発現部位は下位の 2次枝梗で多い（新山ら

2001). これは，イネの登熟初期における高温条件

（新山ら 2001,柴田ら 2003) と士壌水分の低下等

による弱勢穎花の水分ス トレス によって生じてい

ると考えられている（金田ら 2004,岩澤ら 2016).

さらに，愛媛県，広島県，茨城県で栽培された「あ

きたこまち」についての報告がある（愛媛県病害虫

防除所 2017,白土ら 2010,橘ら 2012)ように，「あ

きたこまち」は比較的黒点症状米が出やすい品種で

あると考えられた

このような解析結果を基にして，水稲作高温対策

プロジェクトチームは今後に向けた技術対策を検

討し「平成 22年の水稲作柄低下要因と今後の技術

対策（秋田県農林水産部 2011)」と してとりまとめ

た．

(1) 高温登熟に対応した好適出穂日のための田植

え時期

寺島ら (2001)が示した高温登熟による白未熟粒

多発の条件に基づいて，出穂後 20日間の平均気温

が最高気温 32℃，平均気温 27℃，最低気温 23℃を

基準として秋田県内の鷹巣（県北） ，秋田（県中央），

横手（県南）の 3地点に冷害対策（障害型不稔の回

避）も加味した好適出穂期を設定した好適出穂日

の早限は 7月 25日~8月 25日までの期間内で，上

記の基準の出現率 15%未満になった初日と した．ま

た，晩限は，出穂後 40日間の平均気温が 22℃以上

となる最終日とした． 加えて，田植え後の生育量の

確保等を考慮しつつ，県北，県中央，県南において

好適出穂 日に出穂期させるために田植え日の目安

を設定した

(2) 栽植密度 (70株／坪）の確保

早期に有効茎数の確保が可能となる坪当たりの

栽植密度 70株以上 (3~4本植え）を基本とし，1

穂精玄米重が重く，玄米品質の高い強勢茎（「主茎

＋第 3~6節 l次分げつ」）を主体とした稲づくりを

行うことが重要である．栽植密度はその後の茎数の

増加に大きな影饗を与えるため，適期田植えと同様

に基本技術として重要であるまた，高品質 ・良食

味米の安定生産においては，強勢茎（「主茎＋第 3~

6節 1次分げつ」）を主体とした穂数の確保と有効茎

歩合の向上が重要であることが示されている（金ら

2014). 具体的には，「あきたこまち」で目標収量を

570kg/10aとした場合，安定的に目標収量を確保す

るためには，面 当たり 420~460本程度の穂数が必

要である．苗 1本当たり強勢茎で 5本の穂を付ける

とすると， 70株／坪植えでは 424本/m2の穂を確保で

きるが， 60株／坪植えでは 364本/m2, 50株／坪植え

では 303本/m2となり，大きな気象変動が重なった

場合にはさらに穂数の確保が難しくなることが考

えられる．

(3)適切な中干しと水管理

初期生育を確保し，高温等の異常気象下でも登熟

を促す水管理（図 4)によって，水稲の生育の維持 ・

改善を行うことが重要である①活着期～分げつ期

は，水温の上昇に努める．苗の活着は，気温 ・水温

が高いほど早いため，水深調節に特に重要である．

②中干しは，6月下旬（目標茎数の確保後）から開

始し，幼穂形成期前までに中干しは終了する中干

しの期間は7~10日位とし (6月25日~7月5日頃），

田面に亀裂が 1~2cm入り ，足跡が付く程度とする．

適切な干しを実施することで，通正な田面強度を確

保し，その後の管理を適切な時期に行えるようにす

ること ③出穂期～落水期は，根の機能の維持と登

~ 浅水

活
着
期

移
植

中干し

< > （高温時かけ流し）

l 溝掘り~ バ村主~胃~冒k

喜 6/30 誓塁7/31 醤 8/31 胃
茎形分期 日
確成裂 後

保期期 晶
早期茎数確保 稲体強化← → ← ► ◄ ► ← 登熟良化→
還元防止 （根の活力維持） （低温障害）

透水性付与

図4 生育時期別の理想的な水管理イメージ図
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熟促進により品質向上に努める．出穂から開花期間

中は湛水管理，高温時はかけ流しにより地温の上昇

を抑制する．落水時期は出穂後 30日以降とする．

(4) 土作り

高温対策に有効な士づくりとは，土壌の物理性，

化学性，生物性を総合的に改善しながら，水稲の生

育に適した土壌環境を作ることである．耕起や代か

き方法のエ夫でも土壌中に酸素が多く存在する環

境を作ることによって，水稲根の活性を生育後半ま

で維持し，養水分の吸収を持続させて登熟期の光合

成能を高く持続できる，また，水稲の受光態勢の向

上，根の酸化力向上，高温下における気孔コンダク

タンスの改善等による光合成速度の向上などの多

彩な役割が知られているケイ酸肥料（藤井 2002,

金田ら 2010) の補給を推進している．

(5)追肥または肥効調節型肥料による葉色の維持

気象変動に負けない安定した高品質・良食味米生

産のためには，幼穂形成期の栄養診断を必ず実施し，

診断に基づいた追肥を徹底することが重要である．

幼穂形成期の栄養診断に基づく追肥（幼穂形成期

(11.0菓頃），減数分裂期 (13.0葉））は，目標収量

確保に必要な籾数を得るとともに，出穂期以降の葉

色を維持して高温登熟時の品質低下（充実度不足，

白未熟粒，胴割粒の発生）を防止するためにも重要

な技術である．圃場の大区画化，兼業や高齢化等に

より追肥作業が困難な場合には，適切な肥効調節型

肥料の利用を検討する．

(6)着色粒の発生防止対策

0くさび米（黒点症状米）

くさび米（黒点症状米）は，登熟初期の高温条件

による水分ストレスがもたらす玄米の背側と腹側

の発達の不均衡によって生じている可能性が高い

と考えられることから，①早植えを避け，出穂期を

遅らせて高温登熟を避ける，②必要に応じて中晩生

品種への切り替えを検討する，③適切な水管理に

よって水分ストレスを回避する．さらに，④くさび

米は 2次枝梗で発生が多いため， l穂粒数を極端に

多くしないよう，適正な穂数を確保する．

0斑点米（斑点米カメムシ類）

秋田県農作物病害虫・雑草防除基準に基づき，耕

種的防除と薬剤防除を組み合わせた防除対策を徹

底する．すなわち，除草の徹底により雑草地におけ

る斑点米カメムシ類の密度を低下させるとともに，

表 l 生産者の稲作関係の情報入手方法（事例調査結
果より）

方法 定期情報現地巡回緊急情報 TV・ 新聞

(%) (%) (%) (%) 

入手割合 92 57 45 38 

注）調査は 7つの入手方法から上位 3つ以内を選ぶ複数

選択方式で実施．

適期の薬剤散布により本田内の斑点米カメムシ類

の密度を低下させる防除体系を構築した．

(7)指導体制

登熟期高温等の気象変動に対して技術的に対応

する方法が確立したとしても，生産現場に情報が行

き渡らずに結果的に生産者が対応を取ることがで

きなければ意味をなさない．そこで，①農業団体等

との連携により効率的に現地巡回指導を実施する

こと，②情報入手手段（表 I) に配慮しながら，適

時，迅速かつ分かりやすい情報を発信するとともに，

リアルタイムに情報を発信するためにインター

ネットを利用しつつ，テレビ・新聞等の報道機関の

協力も積極的に得ることとした．また，夏場の異常

高温等の対策は，水管理が主体であるため，異常気

象により農業用水の取水時期や取水量の変更が必

要な場合は，農作物異常気象対策地方本部を中心に，

国等の水利権を管轄する関係機関と協議する．また，

県や IAと士地改良区（水利組合）が連携し，気象

に応じた用水管理の実施を図っていくことが重要

である．

4. 高温登熟に強い水稲品種育成に向けた動き

2007年（平成 19年）当時における高温登熟耐性

品種に関する考え方は，同じ寒冷地中部に属する東

北の日本海側と太平洋側で乖離していたように思

われる．実際に水稲育種の現場においは，東北地域

の高温登熟耐性基準品種が必要であるとする太平

洋側と喫緊の課題とはなっていないとする日本海

側の意見の相違があったため，東北地域の高温登熟

耐性基準品種の策定は見送られていた．しかしなが

ら， 2010年を契機として，東北各県が連携して東北

地域を対象とした水稲の高温耐性検定基準品種を

選定した（梶ら 2016). 基準品種の選定に際して，

秋田県は東北 6県に先駆けて 2012年に大規模な高

温登熟耐性検定施設を敷設した．この検定施設は，
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固 5 秋田県の高温登熟検定施設

新潟県や福岡県で採用されている高温水灌漑によ

る高温登熟性の検定施設（重山ら 1999,石崎 2006)

と滋賀県で採用されている高温登熟性検定ハウス

（中川・森 2012)の長所を兼ね備えた施設とした．

すなわち，秋田県が設置した高温登熟耐性検定施設

は，天窓 ・側窓の自動開閉による温度調整機能を備

えたガラスハウス内の水田圃場に，夜間は 35℃の温

水をかけ流すことで高湿登熟性を安定して検定で

きる．これは，夜温が 20℃程度となるような秋田県

においても夜温を 25℃程度に保つことができるた

め，日平均気温の確保を目的として，昼温を極端に

裔く設定する必要が無く ，35℃以下で日平均気温を

28℃程度に保つ事ができる（因 5). これによって，

基準品種候補が選定可能になるともに高温登熟に

耐性のある系統の選抜が可能となった

東北地域における高温登熟耐性の基準品種は策

定されたが，東北各県の気象条件や検定施設や方法

は大きく異なるため，基準品種を基にして各県が独

自の品種 ・系統を加えつつ運用している．秋田県で

は，表 2のように基準品種が抜けている部分に複数

年の結果から独自で品種 ・系統を追加して運用して

いる．今後は，東北の各育成地が育成系統を持ち

寄って，東北地域の高温耐性基準品種の追加を図る

事が必要である．

5. おわりに

地球温暖化の進行は，北東北の秋田県においても

水稲の収量，玄米品質に影孵を与えていくと考えら

れる．高温登熟に対応する水稲の栽培技術と品種育

成は今後ますます重要になっていくと考えられる．

秋田県においては，気象変動に対応 した栽培技術に

よって，知名度の高い「あきたこまち」を含む県内

の既存品種を高品質に安定生産していくことが重

要である一方で，食味と高温登熟耐性を重視した

選抜によって秋田県産米のプライスリーダーとな

る旗艦品種候補が育成され，2020年のプレデビュー，

2022年の本格生産を迎える ．秋田県産米がこれま

で以上に消費者と生産者に広く受け入れられるこ

とを期待する．
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