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大立品種「サチユタカ」の機械化体系に対応した栽培技術

第2報 汚損粒の発生低減のための収穫時期及び収穫時刻

鳥居俊夫、桑原恵利、池尻明彦、岡本賢一ヘ中可祐典

Development of Mechanized Cultivation Techniques for a Variety of Soybean 'SACHIYUT AKA' 

句 HarvestingPeriod and Time to Decrease Occur官 lceof Dirty S巴edsby Combine Harvesting 

Toshio TORII， Keiri KUWAHARA， AkihiKo IKEJIRI， 

Kenichi OKAMOTOてandMasamichi NAKA TSUKASA 

Abstract. Recently， occurrences of dirty seeds have been recorded in soybean as a 

result of improper harvesting of pods. A study was conducted to solve the problem 

by examine the soybean seeds of variety“SACHIYUT AKA" after machine 

harvesting in different days of maturity stage and in diff巴renttime of the day. 

The suitable stage and time of harvesting of soybean seed was in between 7th 

and 25th days of maturity stage and 10-16 0' clock respectively. In this stage the 

moisture content of soybean pods was 20% or less. Further， harvesting of pods after 

two hrs of disappearance of dew deposition on pod was more important to have 

quality seed production. 

Therefore， quality improvement of soybean seeds of machine harvesting can be 

obtained by harvesting pods at correct stage of maturity and time of harvesting. 

緒言

山口県で2001年に奨励品種として採用した「サチ

ユタカ」は、 「ニシムスメ jに比べ、成熟期の落葉

が良く、英先熟の発生が少ないなど、諸|壕害に強い

優れた品種特性を有する。 rサチユタカjについて

は、中山ら (2002)、高橋ら (2004)によって基本

的な品種特性が把握され、さらに本県の平坦部と山

間部における播種適期、適正栽植密度等の栽培特性

については、第 1報で明らかにされている(池尻ら

2007) 0 

これらで確立された技術をもとに、本格的な生産拡

大を進めた結果、 「サチユタカ」は、 2007年の作付

面積は614ha、作付割合は大立全体の76.5%を占めて

(山口県2008)、本県の主力品種となっているO

本県平坦部では、 「サチユタカjの優れた特性を

活かす栽培技術として、播種適期を 6月中勾から 7

月上旬、栽植密度は15~20本/ぱ程度の確保を目安

に、排水対策、中耕培土、適期防除及び適期収穫の

キ現農業振興課

励行などの徹底を国り、高品質安定生産に向けての

取り総みがなされている。しかし、生産現場では、

年により落葉不良や爽先熟の発生が認められる。ま

た、生産の組織化や大規模化が進展し、収穫作業の

効率化を図るため大豆コンパインの利用が主流と

なっている中、近年3カ年の農産物検査時における

品質低下の等級格付け理由については、汚損粒が常

に上位にあり、コンパイン収穫時の汚損粒の発生低

減は、高品質大豆生産上の大きな課題となってい

る。汚損粒は、土砂、大豆の茎や英の破片、毛茸、

茎汁等が子実に付着して発生する O 原因としては、

コンパイン収穫時の土かみ、雑草、生育むらによる

が、収穫時期・収穫時刻も影響するといわれている

(市J111988)。

対策として、コンパイン機内における収穫物の滞

留時間短縮を図る脱穀部の改良(梅田ら2004、土居

ら2006)、最下着英高が確保できる無中耕無培土栽

培(内JII.福島2002)、収穫損失の抑制及び汚粒発

生低減に向けた最下着英高の確保と高刈り(原ら
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2001)など、効果が期待される研究がなされ、徐々

に普及しつつある。しかし、コンパインの更新や栽

培様式の変更等をともなうものであるため、速やか

な対策にはなりにくい。

一般的にコンパイン収穫の判断目安とされているの

は、茎水分40%から50%であるが(杉山 1998、三谷

2003、内)11・福島 2003)、現場で茎水分を簡易に測

定することは難しく、英先熟が発生した場合、茎水

分が低下しにくいことから、生産現場で使いやすい

判断目安が求められている。

そこで、汚損粒の発生低減対策として、成熟期後日

数、時刻別にコンパイン収穫を行い、外観品質の推

移、汚損粒の発生割合と大気湿度及び大豆の各部位

の水分(茎、英、子実)との関係について、いくつ

かの知見を得たので報告する。

材料及び方法

山口県農業試験場本場内(山口市大内、現農林総合

技術センター)の水田ほ場で実施した。

1 汚損粒の発生と作物体水分

2002~2005年は第 1 表に示すとおり、 「サチユタ

ヵ」を供試し、播種期は 6 月 24 日 ~7 月 2 日、畝Illliî

150cm、条間75cm、 1畝 2条でトラクタにロータ

リ、サイドリッジャ、シーダを装着して耕起畝立問

時播種した。栽植密度は16~21本/ばとした。 2004

年及び2005年は、栽植密度が汚損粒発生に及ぼす影

響を確認するため、 10本~ll本/ぱの疎植区を設け

た。施肥は基把にPK化成を40kg/10a施用し、追把は

行わなかった。中耕培土は、畝溝及び条開を 7月中

旬から 8月上旬の間に 2回、 2連のロータリカルチ

ベータを装着した乗用管理機で、子葉節が隠れる程

度に行った。病害虫・雑草の防除は、乗用管理機に

ブームスプレーヤを装着して実施した。

収穫は、刃Illlii1.37m、直流式脱穀機構の大豆コン

パインで、第 2表のとおり収穫日と収穫時刻を変

え、 1囲の収穫毎に 1畝2条を 8m (l2rrf)程度ず

つ行った。英に青みが残って茎葉に青みが強い青立

ち株と雑草を事前に除去するとともに、作業速度は

0.7m/sとし、土かみがないようにした。

収穫のつど、汚損粒の混入割合を調査し、大気

湿度、子実水分、茎水分、英水分 (2004年及び2005

年)を測定した。

大気湿度は、収穫試験と同時刻に、コンパイン収

穫畝の隣り 2条目の株聞の地表から30cmの高さで、

デジタル温湿度計により測定した。コンパイン収穫

した子実を収穫車後にホッパ内から抜き取り、汚損

粒を分別するとともに、子実水分を高周波容量式穀

粒水分計で3反復測定した。汚損粒の判定は、生研

機構の指標(市川ら)による汚染度 ilJ以上のも

のとした。茎及び、英水分は、収穫試験と同時刻にコ

ンパイン収穫畝から 1条空けて無作為に20株を抜き

取り、直ちに茎と英を分け、茎は子葉節以下を切除

し、英は子実を取りだした後に各々重量を測定し、

80
0C、48時間乾燥後に再度重量を測定し水分を算出

した。

2 成熟期前後の子実品質

2003年と2004年には「サチユタカ」を供試し、成

熟期前後の外観品質について調査した。播種はそれ

ぞれ6月12日と 6月15日に行い、栽植密度は15本 /

rrfとした。成熟期前15日から成熟期後40日頃まで、

概ね7日毎に10株ずつ抜き取り、網袋に入れ日陰で

十分風乾した後、坪刈用脱穀機で脱穀し粗子実を

6.7mmの簡で、選別した。子実の外観品質を調査する

とともに、虫害や気象要因以外で発生する、色浅未

熟粒、変質粒及びしわ粒を農産物検査の基準にもと

づき調査した。

第1表耕種概要

供試品緩 年度 ほ場番号 前作 栽権密度播短期
首立数 中耕・培土
(五w

2002 25 小麦 標準植 7/2 21 7/30、8/6

2003 53 水稲 標準植 6/26 16 7/29、8/5

"Tヂユタカ
2004 84 小麦

線植 11 
7/13、196/25 

標準槌 19 

2005 48 小麦
疎植 10 

7/20、256/24 
標準績 19 
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第2表収穫白及び収穫時刻

供試品種 年度 収穫日 収穫H寺会j

初日2 成熟期後4.8，11， 16，25日

2日日3 成熟期後 5，8，11.16，19目

13a寺
〈+IIEヨのみ!日時、 13日寺)

9~17a寺の毎正時
(+ 19目のみ 9~13時〕
(+ 5回、呂田の茎水分担1]定は、
12a寺と 15a寺〕

サデユタカ 成熟期後 7，14，15.22日(正車種)

成熟期後12.13，21日(標準植)

2004 

9~17a寺の毎正時

成熟期後10，15，22日(疎植)

2日日5

成熟期後8.15，21白(標準植)

3 裂英率の推移と収穫損失

2002年と2003年に裂英率を調査した。 rサチユタ

ヵ」と「ニシムスメ」を供試し、播種期はそれぞれ

6月19日と 6月12日、栽植密度は15本/ばとした。

成熟期後10日から50日頃まで、概ね 5日毎に連続

20株を立毛調査した。また、 2002年に播種期 7月15

日、苗立数21本/rrl、成熟期11月3日の「サチユタ

ヵJを成熟期後16日と25自に前項 1と同じ大立コン

パインで収穫し、立毛裂英、頭部損失、割砕粒、プ

ラットフォームオーガでの滞留損失に分けて調査し

た。

結果

1 汚損粒の発生と作物体水分

1)気象及び生育の概要

2002年は、平年に比べ10月中旬まで気温が高く推

移し、 9月第4半旬以降は毘期的に降雨があった。

大立の生育は旺盛で登熟も順調で、あったが、成熟期

の11月第 I半句から11月第3半旬まで降雨量は少な

いものの曇りの日が多かった。

2003年は、開花期頃までは多雨寡日照であった

が、その後は11月第 1半句まで極端な乾燥状態が続

いたため、成熟期は10月第 4半旬と早まった。成熟

期以降も11月5日に16.5mmの降雨があった以外は、

晴れの日が多かった。

2004年は、開花期以降曇りや雨の臼が多く、台風

の影響を相次いで受け、着英が不良で、収量水準は低

かった。倒伏程度も部分的に大きかったが、収穫時

に土砂をかみこむことはなかった。成熟期以降は、

11月第 3半句に34mmの降雨があった以外は、 n青れ

の日が多かった。

2005年は、カメムシ被害等により英先熟傾向が特

に強い年で、成熟期以降、落葉していない青立ち株

も散見された(第3表、第4表)。

2)成熟期後日数と汚損粒の発生、作物体水分

成熟期後日数ごとの13時における年次別汚損粒発

生と作物体水分の推移を第 1図に示す。

2002年における汚損粒の発生割合は、成熟期後

4日の35%から11日の21%に低下し、 H青れの臼が多

かった16日以降は、急、i敢に低下し10%を下回った。

2003年は、晴れの日が続いた成熟期後 5日から 16

日は、汚損粒の発生割合が 5%以下で、前々日に

{共試品種 年度 栽植密度 開花期

第3表年次別の生育概況

特記

サヂユタカ

2002 標準植

2003 標準植

疎植
2004 

標準値

疎植
2005 

標準植

8/12 

8111 

成熟期

11/3 

10/19 

1112 

11/4 

10/30 

11/1 

8/4 

8/6 

孟茎裏 樗子実重
(c剖 (kgja)z 

62 43.1 成時E頃~11/中まて雲天の
ロ日夕い

223 FE謀議=伊Lこ草撚

15.5 5!i!乱の影響4こより j~!伏災
一着が葱〈収量低い。倒伏は

13.6 搬手草Lこは支障がない程度
36.8 カメムシ被害が多〈、爽先

--五百ーーー・熟j傾向先;'強い

。υ

1

1

4

聞の
O

つhu
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内

h
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崎
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第4表収穫時期の降雨状況

37 

16.5mmの降雨があった成熟期後19日でも10%と全体

に低かった。 2004年は、成熟期後7日で20%であっ

た。降雨翌日の成熟期後14日は31%に増えたが、晴

れの日が続いた成熟期後22日には、 20%を下回っ

たO 爽先熟が発生した2005年は、成熟期後10日が

21 %で、以降、汚損粒の発生割合は徐々に低下し、

成熟期後22日には11%となった。

茎水分は、成熟期以降曇りの白が多かった2002年

では、成熟期後 4日で71%で、成熟期後16日まで

50%を上回り低下は緩やかであった。晴れの日が続

いた2003年は、成熟期後11日まで40%で、 16日には

24%に低下し、前々臼降雨があった成熟期後19日で

も32%であった。 2004年は、成熟期後7日で58%、

その後次第に低下じ、成熟期後14日には40%を下

回った。 2005年は、成熟期後10日で68%、15日以降

は60%から63%で、茎水分はほとんど低下しなかっ

た。

英水分は、 2004年では成熟期後7日で11%、14日

で降雨翌日のため18%とやや高く、 22日は13%で

あった。 2005年では、成熟期後日数にかかわらず英

水分は15%程度で推移した。

子実水分は、 2003年の成熟期後19日の21%以外

は、年次、成熟期後日数にかかわらず20%を下回っ

た。同一年次では、 2003年が最低12%から21%と変

動したが、他の年では子実水分の変動は小さかっ

た。

3)汚損粒の発生、作物体水分の日変化

汚損粒の発生と作物体水分の日変化について、年

次別に第2図に示す。

(1) 2003年

成熟期以降乾燥状態が続いた2003年では、汚損粒

の発生割合は、 9 時以降徐々に低下し、 11~16時収

穫では10%を下回った。 16時収穫以陣は上昇し、大

気湿度と似た推移を示した。 8時頃まで結露が認め

られた成熟期後8日と 11日、及び前日まで少雨が続

いた成熟期後16日の 9時収穫では、汚損粒の発生割

合が高かった。前日まで降雨があり、当日は結露が

認められた成熟期後19Bは、 9時から12時まで大気

湿度は55%以上で、汚損粒の発生割合は 9時収穫の

31 %から次第に低下していくことを確認し、 14時以

降の試験を中止した。

成熟期後5日と 8日の茎水分は、 12時と15時の測

定で50%を下回った。成熟期後11日では、 13時に一

40 

ま
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第1国 汚損粒の発生と作物体水分の推移 (13時4財藁)

z)芸水分 (2003年)の成熟賂後5日及び8日は13s寺が欠ill.ll

のため12時の値とした。
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時的に上昇した以外は大気湿度と似た推移であっ

た。成熟期後16日と 19日については、一定の傾向は

認められなかった。

子実水分については、晴れの日が続いた成熟期

後5日から11日は、日変化が少なく 17%程度であっ

た。前日まで降雨があった成熟期後16日と 19日で

は、子実水分は20%前後で、推移した。

(2) 2004年

標準植区では、前日に 6mmの降雨があった成熟

期後12日収穫における汚損粒の発生割合は、 9時収

穫が46%で、その後17時まで、 30%から50%の聞で

上下した。前々日に降雨があった成熟期後13日及び

9時に結露が認められた成熟期後21日では、 9時収

穫の汚損粒発生割合が高く、 11時収穫で40%以下と

なり、以降次第に低下したが、 16時収穫ーから上昇し

た。

茎水分は、成熟期後13日では67%から47%の間で

時間の経過にともない低下する傾向にあった。その

他の収穫日では、推移に一定の傾向はなく、 H寺刻毎

に大きく変化したが、茎水分は概ね50%以下であっ

た。

英水分は、いずれの収穫日も汚損粒の発生割合と

同様な推移で、成熟期後12日は、 12%から17%の間

で上下した。前々日に降雨があった成熟期後13日、

9時に結露が見られた成熟期後21日では、 10時まで

英水分は高かったが、 11時以降低下し、 16時から上

昇した。

疎植区では、汚損粒の発生割合は、 9時以降徐々

に低下し、 12時頃から30%を下回り、 16時以降上昇

する傾向にあり、大気湿度、英水分と似た推移で

あった。茎水分には、一定の傾向はなく、時刻毎・に

大きく変化した。

なお、子実水分は、 9時頃にやや高いものの、結

露、収穫前の降雨の有無、栽植密度にかかわらず

15%から21%の間で変化が小さかった。

(3) 2005年

英先熟傾向が強かった2005年の標準植匿の汚損粒

発生割合は、 9時収穫以降14時収穫まで徐々に低下

し、 15時収穫以降上昇する傾向にあり、大気湿度、

英水分と開様の推移であった。結露が認められた

成熟期後8日及び21日の 9時収穫で、汚損粒の発生

割合はそれぞれ74%、64%と高かったが、両日とも

11時収穫では35%以下まで急激に低下し、爽水分も

20%以下に低下した。

茎水分は、いずれの収穫日においても70%前後で

変化が小さかった。

疎槌症でも、汚損粒の発生割合は、標準栽植密度

の区と両様の傾向であった。いずれの収穫日も、 9

時まで結露が認められ、汚損粒の発生割合は、成熟

期後10日収穫と 15日収穫で90%、22日収穫で60%で

あった。その後、 11時から12時までの開で急、激に低

下した。

茎水分は、成熟期後10日、 15日で70%前後、成熟

期後22日で65%と成熟期後日数が経過すると僅かに

低下する傾向にあるものの、その変化は小さかっ

た。

子実水分の変化は、結露、収穫前の降雨の有無、

栽植密度にかかわらず、 15%から21%の聞で、小さ

かった。

2 成熟期前後の子実品質

2003年では、色浅未熟粒が成熟期前15日の95%か

ら成熟期直後の70%まで徐々に低下し、その後成熟

期後10日過ぎまで急激に低下した。これにともない

外観品質は向上した。一方、成熟期後20日からしわ

粒が増加し、 35日頃には35%を上回った。しわ粒の

増加にともない、外観品質も次第に低下した。変

質粒は、成熟期後35日頃から増加し始めた(第 3

図) 0 2004年についても、しわ粒の発生が2003年よ

り少なかった以外は、被害粒等の発生と外観品質に

は時様の傾向が認められた。

3 裂英率の推移と収穫損失

裂爽率は、曇りの日が多かった2002年では、成熟

期後20日から増加し始めた。成熟期後30臼まで「サ

チユタカ」と「ニシムスメ」に差は無かったが、そ

の後「サチユタカjは急激に増加した。乾燥状態が

続いた2003年は、両品種とも成熟期後15日に 6%程

度発生し、 2002年に比べ裂英率が高かった。成熟期

後25日まで両品種間に差はなかったが、 25日を過ぎ

ると「サチユタカ」は急、激に増加した(第4図)。

収穫時期による損失粒の発生については、成熟期

後16日に立毛裂爽及びプラットフォームオーガでの

滞留損失等の機械損失が18.3%であったが、成熟期

後25日では、刈り刃による茎の飛び出しとかき込む

リールとの衝突による落英、裂英(梅田ら2003) に
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より、プラットフォームオーガでの滞留損失が大幅

に増え、全体の損失も37.3%に増加した(第5表)。

100 

00 

一-変質経

一会ーしわ結

ー』芭渡来熟

-・ー拝観品質
A 

Eト

嗣
制
~ &0 .0 -e根
1語

壁 40・.. 日

3草
嘱

~ 20 

入
(
h
h
I
H

〉
恒

J
t
g
t

4

5

 

“20 -10 10 20 30 40 50 

成県鰐後日数〈日〉

第3図被害粒等と外観品質の推移 (2003年)

25 Hユ争力
こお品1主

司伺企"' 2002.・回会." 2003 

-一色一-2002ーーロー-2003 圃『ーー圃

20 
E 

三 15

1卦
l~ 10 
~ 

圃

幽

τ色

5トプ二一台一
10 15 20 25 20 35 40 45 50 55 60 

成熟期後日数

第4図裂爽率の推移

第5表収穫後期の損失粒 (2002年)
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Z， Y成熟期後日数を示す。

考察

生研機構指標の汚染度 r3 Jに該当する汚損粒

を、粒重割合で 5%ずつ最大50%まで整粒に混入し

てサンプルを作成し、農産物検査に準じて山口農政

事務所で格付けを確認した。その結果、汚損粒が

30%で検査等級3等相当とされ、 30%を越えて混入

している場合は普通大豆の規格外と評価されたこと

から、本報では、汚損粒の発生割合の低減目標を

30%以下とする。

1 成熟期後日数から判断した収穫時期の呂安

収穫開始時期については、英先熟の傾向が認めら

れず、収穫時期が乾燥している場合は、成熟期後7

日以降であれば、茎水分が速やかに低下することか

ら、杉山(1998)、内JIIら (2003) の報告にあると

おり、茎水分40%から50%を呂安とすることができ

る。

しかし、収穫持期に曇りや雨の日が多い年、また

は英先熟の傾向が強く茎に青味が残る年では、成熟

期後日数が経過しでも、茎水分が低下しない場合が

あった。

そのような場合でも、成熟期後 7日から10日の13

時収穫であれば、汚損粒の発生割合は概ね30%以下

であり、その時の英水分は12%から20%、子実水分

は16%から21%であった。これは、コンパイン収穫

時の穀粒損失や汚損粒の発生を考慮し、英水分及び

子実水分が20%以下となる成熟期後7日以降である

とした、瀬野ら(1991)の報告と一致する O また、

早刈りで問題となる色浅未熟粒も、この頃から急、激

に減少することから、収穫の開始適期であると考え

られる O

「サチユタカ」は裂英の難易が“易"で(高橋

ら2004) 、成熟期後25日を過ぎると立毛裂英が増加

し、コンパイン収穫にともなう機械損失が増加する

こと、さらには成熟期後20日以降障害粒が増加し、

徐々に品質が低下することから、収穫終了時期は成

熟期後25日までと考えられる。

2 収穫時五IJの目安

汚損粒の発生割合、大気湿度及び、英水分は、時間

の経過にともない日変化するが、 2005年のように英

先熟傾向が強い年の茎水分は、成熟期後日数にかか

わらず高く、日変化も小さいため収穫開始時刻の目

安にならない。また、子実水分も、いずれの年次で

も収穫時期を通じて変化が小さい。

汚損粒の発生割合の臼変化は、英水分、大気湿度

と似た推移を示すことが多く、年次や英先熟発生の
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有無に関わらず、英水分との相関が最も高い(第 6

表) 0 成熟期後 7 日から 10 日では、 12~13時収穫で

汚損粒の発生割合が30%以下であり、その時の爽水

分は13~18%、大気湿度は概ね45%以下であった。

成熟期後12~15 日以降では、収穫前々日や前日など

に降雨がある場合、汚損粒の発生割合が 1日を通じ

ゃや高く推移することはあるが、1O~12時収穫では

概ね30%以下であり、その時の爽水分は1O~13%で

あった。また、結露が認められた場合、 9時収穫で

の汚損粒発生部合は60~90% であるが、 11~12時収

穫まで、急激に低下して30%以下となり、その時の爽

水分も、 25~33%から 12~18% に急激に低下した。

第6表 汚損粒の発生割合と大気湿度、作物体水分の
相関関係 Z 

ED04年 D05"手
標準植 疎植 標準値 疎種

大気湿度 0.053 0.146 0.645料 0.656 判〈

主主水分 -0. 112 明 0.032 01182 0.594林

子実泳分 自.495 制 y 0.520 料 0.181 0.576 制

涜水分自.882 桝 0.629 料 0.731料日.907 制

z数航は、年次別、，J&I笹詫i皮日IJの収干盛時期(収機1'1、!I!j引IJ)を通じた+11関係数

y 1 %水準で有意であることを示すο

これらのことから収穫の開始時刻は、成熟期後 7

~10 臼では汚損粒の発生割合が30%以下、英水分が

20%以下となる13時頃からが適すると考えられ、成

熟期後12~15 日以降では、降雨の影響や結露の有無

を勘案し、1O~11時頃からと考えられる O 特に、 9

時に大気湿度が高く、英に結露が認められる場合、

露が消えて 2~3 時間は、爽水分が20%以下になら

ず、汚損粒の発生割合が30%を上回るため、それま

では収穫を控える必要がある。また、英水分が20%

以下の場合、指で摘むと容易に裂英するようになる

ため、収穫開始時刻を推定する実用的な目安と考え

られる。

収穫終了時刻については、成熟期後14臼までは、

16時以降に大気湿度が上昇すると英水分が戻り始

め、汚損粒の発生割合が30%以上となる場合がある

こと、成熟期後21日頃では、 17時でも汚損粒の発生

割合は30%以下であったが、 11月中下旬では日没を

迎える時刻であることから、 16時頃が収穫終了の目

安と考えられる。

3 収穫の際に考慮する事理

これまで収穫時期及び収穫時刻について、英先熟

や結露の有無を考慮して、汚損粒の発生割合と大気

湿度、作物体水分との関係を検討・してきた。

その結果、露が消える時間と大気温度や作物体水

分の低下には、日当たりや気温、風通しなどが影響

していると考えられ、ほ場の立地条件により、収穫

作業を行うほ場のJII~番の検討や収穫時間帯を変更す

る必要があると考えられる。

また、本報では「サチユタカ」を供試したが、山

口農試育成大豆品種「のんたぐろjを供試した同様

の試験でも、成熟期後 7日以降で英水分が20%以下

となれば、汚損粒の発生割合は30%を下回った。し

かし、結露し英水分が高い場合、 「のんたぐろJの

英は「サチユタカjに比べ最大13%厚く、同様の乾

燥条件下で、は英水分が低下しにくいため、収穫開始

時刻は、成熟期後日日以降であっても、 「サチユタ

ヵ」より 1~2 時間程度遅らせる必要がある(池尻

ら投稿中) 0 このことから、品種が異なる場合で

あっても英水分の低下が汚損粒の発生に影響を与え

ている可能性があるとともに、品種によっても収穫

に適した時間は異なることが示唆された。

以上のことから、汚損粒の発生割合は、気象条

件、管理、生育状態、ほ場の位置(日照、気温、風

通し)及び品種によって異なるため、これら各条件を

考慮して収穫作業のスケジュールを決めることが重

要と考えられる。

描要

農業試験場本場内ほ場において、大豆「サチユタ

カjを用いて成熟期後日数別、時刻別にコンパイン

収穫試験を行い、汚損粒発生と大気湿度及び作物体

71<.分との関係を明らかにするとともに、コンノfイン

収穫に適した収穫期間及び収穫時間帯の目安を検討

した。

1 収穫毘始時期を成熟期後 7日頃とすることで、

汚損粒の発生割合が30%以下(検査等級 3等相当以

上)となり、色浅未熟粒の減少により外観品質が向

上する。

2 収穫終了時期を成熟期後25日頃とすることで、

しわ粒及び変質粒(腐敗粒)の増加による外観品質

の低下及び裂英による損失を抑制できる。

3 汚損粒発生の日変化は、収穫日にかかわらず大
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気温度及び爽水分の影響を受ける。収穫の開始時刻

の目安は、爽水分が20%以下となる時刻であり、収

穫初期では午後から、成熟期後14 日頃以降では10~

11持からである。

4 英に結露する日には、朝露が消えた後も英水分

が高い状態が2時間程度続き、汚損粒発生割合が高

くなるため、その時間帯が過ぎてから収穫を開始す

る。

5 収穫の終了時刻は、大気湿度が上昇し英水分が

戻り始める16時頃を目安とする O

6 英先熟の傾向が強く、茎水分が低下しにくい年

でも、英水分に留意して収穫することで汚損粒の発

生割合が低減できる。
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