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稚苗の緑化

機 械 移 植



実用化技術レポートの刊行に当たって

我が国の農業は諸情勢の変化に即応し．いくたの困難な条件を克服して

発展してきた。

しかし．最近の世界の穀物需給のひっ迫傾向等の中で．我が国農産物の

自給力の向上が強く要請され．水田の高度利用，裏作利用の増進，飼料作

物の生産増強等生産対策の強化などが必要とされてきている。

また．農業内部においても．栽培管理の粗放化や家畜飼養の多頭化等に

よる環境汚染など新しい問題が派生してきている。

これまで．国及ぴ都道府県の農業関係試験研究機関では、新しい技術の

開発により農業生産の拡大等に大きく貢献してきたが．以上のような農業

内外の種々の要請に応えていくためには研究成果である新技術を．広範に．

しかも迅速に普及することが益々重要になってきている。

農林水産技術会議事務局では．昭和48年度からこのような新しく開発さ

れた技術のうち．比較的広域に現場に適用できると期待されるものをとり

上げ，普及．行政等の関係者の実践的な手引書として活用できるよう随時

取りまとめ．「実用化技術レポート」という名称のもとにシリーズとして刊

行している。

この冊子は．このシリーズの一つであり．この冊子が新技術の迅速な普

及，定着に役立つとともに農業の発展の一助となることを期待する。

終わりに，取りまとめに当たって御協力を賜わった関係者各位に，深く

感謝の意を表する次第である。

昭和52年 8月

農林水産技術会議事務局長

下浦静平



はしがき

東北地城は我が国の食糧供給基地として極めて重要な地位を占め，稲作は全国生産の

4分の 1に達する生産地である。

近年の農業情勢の著しい変化の中でこれに対応しつつ，稲作の一層の振興発展を図る

には良質米の安定多収をめざしながら，省力化による生産贄の低減を図ることが重要で

ある。

稲作の省力化に関しては，近年，田植機の開発が急速に進み，その普及は若しいもの

がある。東北地域の機械移植栽培面積は昭和 51年度で全体の 84 %に達しており，な

ぉ，増加の傾向にある。

東北地城の稲作は．寒冷な気象条件の中で，絶えず冷害を意識しつつ栽培技術の改善

を進めてきている。憬械化移植栽培も，当地城の立地条件に適合した稲作の安定向上に

役立つ技術でなければならない。

このような要望にこたえて昭和 45年から 3か年間，東北 6県の農業試験場では「水

稲機械化移檀における安定生産技術の確立」をテーマに総合助成試験事業の共同研究

を行った。この研究成果を取りまとめたものが，本実用化技術レポートである。

たまたま，昭和51年は稚苗機械移檀栽培法が東北地方に導入されてから，初めての

冷害に見舞われたo稚苗の機械移植も冷害被害を大きくした原因の一つと して論議され

ている。しかし，稚苗を横械移植した場合被害が増加したとしても．本書に述ぺた機械

移植の基本的な技術を励行しなかったことによる場合が多いとみられ，そのためにも．

本書の出版・公表を急ぎ．生産現場に役立てることが必要であろう。

共同研究を実施された東北 6県の農業試験場の方々，本レポート の作成に当たられた

岩手県農業試験場の関係の方々に深く感謝の意を表する次第である。

昭和 52年 8月

東北地域技術連絡会議議長
東北農業試験場長

坪井八十二
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I 技術開発の背景とねらい

近年進行しつつある社会惰勢の変化から，農業の労働生産性の向上が強く要求されて

いる。

東北地方はその立地条件から，稲作の占める比言が大言＜，食糧墓地としての位置付

けは今後ますます重要になると見込まれており ．稲作の安定的発展を図るには，低コス

ト生産技術体系の確立が目下の急務とされている。

このような要讀にこたえるためには，耕うん・整地・肥培管理・収穫調製などの各作業

に比ぺて遅れている田檀作業の機械化を早急に実現することが最も重要である。

近年田植機¢開発が進み，急速に普及しつつある。移檀機械の研究については，成果

の蓄積も多いが，機械移檀についての育苗に関する研究蓄積は少な〈，気象条件の厳し

い東北地域では，その技術の適用に当たってはなお十分な検討が必要である。

東北地城では重要な研究問題として，昭和44年に「水稲機械化移植における安定生

産技術の確立」を取り上げ，昭和 45年度から昭和 47年度にわたる 3か年間，東北 6

県の共同研究を実施した。

この研究では特に①育苗法及び苗素質の改善 R本田栽培法の改善 ③田檀憬の性

能向上 ④地域適応性と経済性などに重点がおかれた。
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II 技術の特徴とその効果

東北地方における機械移植栽培に用いる稚苗とは，育苗箱を利用し，主として室内で

育苗した 2.5葉程度濠の士付苗をいい，その草丈は 10 ~ I 5 cm程度のものである。

したがって，従来の成苗手植栽培とかなり違った特色をもつものであり．その主な点

は次のとおりである。

① 短期多量育苗である。

従来の成苗育苗では健苗育成の建前から薄播きが必要とされ．その育苗日数も 40 

日前後を要していたが．稚苗育苗では密播で．育苗日数は 20日前後で毎期多量育苗

が可能であり，共同化が容易である。

R 植付精度が扁く，活着が早い。

密播箱育苗であるため規格のそろ った苗が得られるので，損傷苗が少なく，植付深

度等がそろい．欠株も少なく植付精度が高い。

また育苗された苗は．士付苗であるととも に，胚乳が残存し．地下部比率の高い

こと等から活着力が強く，檀傷みが少ない。

R 植付作業が能率的である。

苗取りは育苗箱から取り出すだけであり, 1 0 a当たり檀付労力は苗取時間を含め

て．従来の成苗手植の場合の約25時間に対し．稚苗横械植では2条用田植横で 5.5時

間程度， 4条用田植隈ではその 1/2程度となり．極めて能率的である。

また．ごく簡単な田植機の調整だけで密植が可能である。

④ 植付け後の生育が旺盛である。

活着力が強く ，浅檀となるために植付け後の生育に遅滞がなく，特に分けつが旺盛

になり穂数増加が期待される。

⑤ 本田生育期間が長く，出穂が遅れやすいn

従来の成苗より低湿活着性が強いため早植が可能である。しかし，稚苗を適期に移植

しても，従来の成苗適期移植に比ぺて，出穂は 2~3日遅くなる。このため，移棺適期

については十分留意する必要がある。

濠本レポートにおける葉敷の敷え方は，本葉だけを数え，不完全葉は数えない。
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Ill 東北地方における稚苗機械移植栽培法

1 適応地帯

機械移植用の稚苗は，本葉 2葉程席の若苗であり，活着温度は成苗よりも 1~ 2°c 

低いため早植が可能であるが，生育期間が長くなり，出穂は 2~3日渥れ，稗に低混条

件下では遅れが若しくなる。このため，山間高冷地や．冷水掛かり田及び遅延那冷害の

起こりやすい地帯には適さないn

また，平野部でも従来の使用品種より，数日早生の品種を使用するようにするとと も

に適期に移植することが雷要である。

2. 育苗法

(I) 床土の準備

1) 床士の選択

床士には．自然士と床士代替賢材とがあるo苗の生育の面からみると自然土が望

ましいが．育苗セ ンタ ーのように大量に必要とする場合や床土が得がたいときには

代替賣材を利用する。

本田 10 a当たり 80~100.l (リン ゴ箱で 1.6~ 2.0箱分）程

自然土の採
度を目途に．農閑期．士壌が乾燥しているとき余分を見込んで採土す

土と準備
る（表I-I) 。

表1-1 植付株数と必要資材量

3.3m'当たり 10アール当た 10アール 当た 10ア→当たり床土量

条 間 株 間
株 数 り育苗箱数 り必妥乾籾数 容 責 りんど箱数

cm cm 株 箱 kg L 箱

30 10 108 24 6.0 120 2.5 

” 12 89 19 4.7 95 2.0 

” 15 73 16 4.0 80 I .6 

” 18 61 14 3.5 70 I. 5 

なるぺく砂土や重粘土は避け，適正な士壌反応 (pH4. 5 -5. 5)と通気性の良い

壌士，又は植壌土を採土する（表I-2) 。
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こ 苗 長 葉齢 第 1鞘店長 第 1葉身長1苗 立 散 地上部乾物重

(cm) （葉） (cm) (cm) (本々朱） (g/100本）

砂 土 14. 3 3.3 I . 9 I .3 2.8 1 . 84 

火山灰性填 士 16 .9 3.4 2.4 I . 4 3. 1 I, 90 

壌 —::I: 15 .s 3.4 2.3 I . 6 2.8 I. 98 

檀 ± I 5. 4 3. 6 2.2 I . 4 3.2 2 .07 

表I-2 床土の種類と苗の生育

(6月25日播・ I9日目調査）（昭和 45年青森農試）

砂士にはペン トナイト ，又は重粘土を加え， 孔隙量の少ない重粘土の場合代は良

質の籾穀 くん炭を混入（容量比で全床土景のソる程度）すると，水の浸透を良 〈す

る。

士壌は乾燥している時期を見計らって採士運搬するo少量の場合は屋外乾燥でよ

いが，多携の場合は屋内（作業場等）又はピニ ールハウス等に入れて更に乾燥を図

る。

乾燥程度は水分 15~20%が適当で，乾燥し過ぎると作業中に土ぽこりが立ち，

水分が多過ぎると，ふるいの目詰まりや覆土作業がスム ーズにいかなくなる。

大ぎな土塊のある土は砕士するo多量のときは砕土横を用いるか，堆積してロー

クリーで繰り返して砕士を行えば能率的である。

次に 3~4rrrn目のふるいにかける。粒径が細か過ぎると通気性が悪くなり，発

芽，生育を悪くするので注意が必要である n

適当な自然士が得がたい場合や．育苗センクー等で床土を大量に必要
床土の代

とする場合．床士代替資材を利用する。
習資材

床士代替賢材には，籾穀 くん炭（床士増量）の1"1か，各種の代替資材

が市販されている。これらは年々改良され，育苗に支障をきたすことが少なくなっ

たが，これまでの試験結果などを参考にして種類を選択し，更にテスト育苗を行っ

てから利用することが望ましい。

2) 床土施肥

床土の pHは， 土壌の種類にかかわらず 4,5~ 5,5程度が好適で，草
床土pH

丈，乾物率 • 発根力などの優れた苗が得られる。 pH6以上では生育が
の調整

悪く， pH 4以下になると根が木質化し奇形化する場合があり，このこ

とが生育を若しく妨げるものとみられる。したがって，床土の pHは施肥前に 4.5

~ 5.5に調整する必要があるopH 6以上の場合には硫黄華や硫酸で pH調整を行

う必要があるが，多量、の床土処理は困難であり ，かつ相当の処理期間（硫黄華では
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約 20日間）を要するので，なるぺ く自然土で pH5程度 (4.5~5.5の範囲内）

のものを準備する。

床土の施肥について，三要素の影響をみると，無窒素では多少草丈は伸
施肥量 ． 

ひるが乾物重が少なく，発根力が最も劣るo無燐酸・無加里では草丈はか
と苗質

なり伸びるが発根力が劣る。

このように要素欠除の影響は大きいが，特に窒素供給が問題となる＾施肥養分

は出芽 •発根直後から吸収され，種籾中の胚乳養分とともに苗の生育に利用される。

苓肥に施用した窒素はVぽぽ 1.5葉ごろまでに汽とんど吸収され，その利用率は 70 

％前後である。基肥窒素量は 2ii: 程度は必要であるo 多過ぎると過繁茂になり，苗

は徒長して苗質を不良にするn

窒素 ・燐酸・加里はいずれも施肥量が多くなるに従って苗の各成分含有率は増大

するが，発根力等苗質の差は小さく，逆に低下する場合もあり，特に燐酸多用は葉

身に褐変症状を呈することがある。また，施肥量の増加は床土の pHを低下させた

り，塩類濃度を扁め，出芽・苗立の障害を招き，時には枯死するなどの致命的障害

を起こすおそれがあるので多過ぎないように注意を要する。

ただし，黒ボクの火山灰土壌等では，燐酸の施用量を若干ふやし，体内濃度を謁

める必要がある。

以上のことから，床土の施肥量としては一般的には表I-3に示す標準施肥量で

よい。

表 I- 3 標準施肥量

土壌の種類
窒

茎肥成分 (1箱当たり）

素 1燐 懐 1加 里

g
 

g
 

g
 沖積土壌（普通土壌）

火山灰土壌（黒 ボク土壌） 3
 

施用する肥料はなるぺく，播種 1週間ぐらい前に士壌とよ〈混合しておき，肥料

をよく土壌に吸着させるようにする。

また大型育苗ハウス等では追肥を省略するため，緩効性肥料入りの稚苗育苗専

用肥料等の活用が有効である。

3) 病害虫防除

箱育苗法ではその育苗環境が特殊なことから，従来それほど問題にならなかった

病害が多発して生育を阻害している。その主なものの防除法は次のとおりである。
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リゾープス属菌による
播種後育苗器（出芽室）内で加混が始められた直後から

苗立枯れの発生と防除
菌の増殖が始まり，種子上と床土中にまん延して，緑化に

移すころには肉眼でもは っきりとその状態が銅察できる。

根，特に冠根の発育が顕著に抑制され，このため地上部の発育も停止し，やがて枯

死に至るo比較的軽度の発生でも根の伸長が不良となって， 機械移植に 不可欠な

「根がらみ」が悪くなり，使用に耐えな〈なるo地上部では縮葉が異常に膨大する

厄か，根部の活性が阻害されるために生長が抑制され．枯死するこ とが多い。

この祖が箱内に侵入する経路は，①種子に付落している。R床士に混在している。

R育苗箱その他の器具に付着しているn ④出芽室，緑化室等で胞子が飛来し付着す

るなどがあげられる。

発生しやすい環境条件は， ①種子に傷が多いとき 。R出芽混度が 32°C 以上の

とき。R厚播きのとき o④緑～硬化時が低温のとき等があげられ，苗の生育が遅延

するような条件のとき忙多発する。本病は急速にまん延するため，発生後の処置で

は効果が低いので，播種時に予防的な処僅を行うことが肝要である。

①播種直前に通常箱当たり 1~1.5l-のかん水を行なうが，この中に 500~1,000 

倍代なるよ うTPN剤を溶かしてお〈こと。R育苗セ ンクーでは多量の種子を連日

播種するため環境が不潔にな りやす 〈，特に罹病種子，床土等は伝染源を培養する

ので清潔を心掛けること。R種籾は無傷のものを使用すること o④出芽室の温度は

3 0°C 程度とすることが望ましい。

東北地方のよ うな寒冷地帯では，播種～移植期に当たる 4月

低温による苗立枯 中旬~5月中旬ころは， しばしば低温に見舞われ，これが誘因

れの発生と防除
となって苗立枯れの多発生をみることがある。一般には緑化か

ら移植時までの間に温度管理に失敗して最低気温で o°C近く古で降下したとき，

その数日後から発病し，軽度の場合は葉身の枯死や生育遅延等がみられ，重症の場

合は黄変枯死する。対策としては，予防的処置と して播種前にヒドロキ・ンイソ キサ

ゾールを士壌処理し（箱当たり粉剤 6gを士壌に混和するか，液剤 1000倍液 0.5

~ 1 l, かん注），更に緑化時以後に施用して防除する。

ただし， TPN剤との同時施用または 5日以内の近接処理は薬害を生ずることが

あるので注意を要する。

種子伝染性病害として重要なものは，いもち病，どま葉枯病，
種子伝染性病害

馬鹿苗病等がある。これらは箱内の特殊な環境，すなわち厚まき，
の発生と防除

高混多湿によ って，隣接種子への感染と発病が顕著になり多発生

する。特に馬鹿苗病の場合にこの傾向が強く，同ー場所に数株が集団で感染発病す
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る特徴をもっている。

馬鹿苗病防除の手段としては，古くから種子消毒が行われているが，箱育苗では

多発生しやすいので，特に念入りに行わなければならない。現在，登録された種子

消毒剤はペノミル，チウラム・ペノミル，チウラム・チオファネートメチルの 3種

類である。参考までに岩手県における箱育苗の場合の種子消毒法をあげると表＇

-4のとおりである。

表I-4 箱育苗の場合の種子消毒法
（昭和 50年岩手県病害虫防除茎淮から抜すい要約）

薬剤名 使用時期 使 用 方 法

浸種前の消毒では消毒後 I-2日風乾してから没種する。 催芽後

哨毒では水洗いせずに播種し，播種後も播きむら直しのためのか

ん水はしない。

漫種前又は催 1) 粉衣法 ：種子の水をよくきってから乾燥種子重の 0.5 %"口の
ペノミル水和剤

芽後 薬剤を種子によくまぷす。

2) 濃厚液短時間没漬法, 3 0倍液に I0分間浸漬する。液量を

種子:lii.と同はとすれば，この薬液に連院 6回さで浸漬できる。

種子はよく水をきってから用いる。

漫種前消嚢だけとし，催芽後は薬害を生ずるから行わない。消毒

ペノミル・チウ ラ
後 1-2日風乾して浸種する。

浸 種 前 I) 粉仄法 ：上に同じ。
ム水和剤

2) 濃厚液短時間浸漬法： 2 0倍液に I0分間漫漬する。

以下は上に同じ。

注．岩手県では箱育苗の場合と ．その他の育苗法（保温折衷苗代，畑苗代など）では異なった消毒

法を採用している。

またいもち病罹病種子に対しては，各薬剤の使用により十分な効果が期待でき

るし，ごま葉枯病罹病種子に対する種子消毒効果もペノミル単剤を除いては，あ

る程度期待できる。

(2) 育苗

1) 播種

播種期は移植期から育苗日数を逆算して決める。稚苗の移植期の早限は．
播種期

稚苗の活着最低限界温度からみて平均気温で 12_5°Cに達した時期とみな

されている。育苗日数は地域の育苗硬化期の気象条件（湿度）にもよるが，菩通

2 0日間ぐらいである。しかし，気温の低い時期の育苗では 25日程度を要する。

また 気温上昇期では次第に育苗日数が短縮され 15日程度で育苗が可能である。

更に東北地方の北と南では気象条件の差が大きく，北東北では移植の適期帳が

狭いので，温度が移植の早限期忙達したら速やかに移植ができるように，苗の保存

方法（後述）を組み入れた育苗計画を立てたうえで播種する。

，
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土詰め
育苗箱の士詰めは，底穴の小さいものではそのままでも良いが，大きな

穴，又は隙間のある箱では新聞紙などを敦き，短冊，ぴも苗ではあ らかじ

め所定の育苗資材をセットして士を詰める。床土は覆士の序さ（約 8mm)を差し引

いた量を詰める。士の量の調幣はならし板を利用するか，又は，士入れ器の開度を

調節して行う。

人工埠土の場合は所定量を正確に入れる注意が必要である。

木箱は浸漬し吸水させてから士詰めするのが普通であるが，蒸気による直捺加温

や積重ね出芽方式においては，特に新しい箱でない限り浸漬を省略しても支障がな

い。

かん水・播種
播種前，士詰めした箱に十分かん水する。特に余分の水分が抜け

にくい箱では過湿にならないよう注意し，適量をかん水する。

播種は一箱当たり乾籾に換算で 200~ 250 g播種憬を利用し均ーに行う o覆土は

種籾が完全にかくれる程度とし均ーになるように注意する。

び心苗育苗のため仕切板やツー トを使用する場合は，根がらみ防止のために仕切

板の上面が 2m m程度見えるよ うにする。

種籾の播種むらは植付本数のばらつきや，欠株率に影響し，覆士むらは出芽苗立

ちを不斉ーにするので特に注意が大切である。

十分注意し播種しても種子が重なったりして播種むらができる。播種予定量の

2 0%程度をあらかじめ残しておいてむら直し播種する。このほか，軽くかん水し

てむら直しをする方法もある。この方法はかん水した水が床士へ浸透する前に播種

されることになるので，水の拡散作用代より種籾が分散し均ーに播種された状態に

なり易く，割合支障が少ない。しかし，プラント播種では作業工程上できない。

播種貯蔵

播粍作業が早春の労働ピークを形成するのでこれを緩和する手段として．搭種した箱をその 1

さ貯蔵する方法がある。こ の方法はかん水せず．土詰め（規定肥料混合床土）．播種．覆土を前

述の方法で行った後．小屋など雨宮等の当たらたい楓通しの良い冷暗所に積み重ね貯蔵する。

この均合の留意事項は．床土と覆土はよく乾いた水分 IO%程度のものを利用すること ．種籾

は消毒後水分 I6 %以内に乾かして播種すること ．ねずみ害に注意することなどである。

育苗（出芽）を始めるときは．出芽器に人れる 2~3日前に十分かん水．放置して おき出芽器

に入れる直前に再度かん水する。

貯麟期間が 1か月以内であれば普通育函の湯合の生育と変わりないが．出芽日数は 1日程度多

〈要する。たとこの方法はさだ問題が多いので．宍施は必要最小限にとどめ．細心の注意を払

9必要がある。



2) 育苗管理

育苗期間を管理上．出茅期・緑化期 ・硬化期に区分し，基本的温度管理は図I-1 

により行う 。

4
,
 

20 

度

10 
日数

注在す · ~t屯＇皿； I. 立帖綱の甍生（訪止綱の●用． ；

る ~ と h~甘i1~ば:: 罪羞,~::" を濃：

囮 I-1 育苗の茎本的管理

葉の展開は鞘葉不完全葉，第 1・2・3葉の順に現れ，約 5~7日で 1葉を増

すo苗は本葉 2,5枚，草丈は 10~15cm程度を目標とし，で含るだけ乾物霞の

大きなそろ った苗に育てる。

播種が終わった育苗箱は，できるだけ床士の水分が落ち着いてから出芽器
出芽

に入れる。マ ，卜苗では種子や覆士の浮き上がりを防止し，斉ーに出芽させ

るため積重ね方式とするが，ぴ＄苗は棚積みでもよい。

出芽器内の温度は 30 ~ 3 2°C に加湿する。温度調節の際，往々にして示度が

狂っていることがあるので，あらかじめ出芽器内の滉度を実測し，確認しておくこ

とが肝要である。

出芽中は昼夜ともこの温度を保つ よう保温カバー等により保洞侭努める。かん水

は播種時に十分に行えば出芽中補給の必要は筏とんどない。

出芽器を利用しない電熱十トンネル出芽の方法も実用化されている。 この方法

はピニ ールハウス内， 又は畑トンネル内に電熱線を通した苗床を作り，その上に育

苗箱を置き， •更に トンネル被覆をして出芽させる方法である o 箱を平面に並ぺる方

法と数段積み重ねる方法とがある。この出芽法は育苗箱が乾燥しやすいので箱の上

11 
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にぬれ新聞紙又は有孔ポリフィルム等を被覆し乾燥を防ぎ出芽ぞろいをよ 〈する。

夜間は保温賢材などで保温に窮め昼夜同温度に保つようにする。

出芽は普通 2~ 2. 5日で終了する。出芽が終わった苗は日 光に当てて緑化
緑化

する。この期間は業緑素の形成を促す時期で，湿度筈理は日中 20 ~ 2 5℃, 

夜間は l5 ~ 2 0°C に保つようにする。

出芽か ら緑化に移すときにはかん水を行い士を落ち着かせる。この作業は極端な

低混の日は避け，なるぺ＜ 午前中に行 う。夕方かん水することは混鹿を下げ，それ

を夜に持ち込むので得策でない。また根上がり の発生 したものは，醗 く押しつけ

覆土するo覆士が落ち着いたものは緑化室または育苗器もし くは，電熱線十ト ンネ

ル緑化床や無加温簡易緑化床に収容し緑化を図る。

緑化室 （育苗器）による緑化法：育苗器は出芽器を緑化に用いるもので， 緑化室

と同様に棚方式で加温装懺があり，温度調節が容易である。棚方式のため光線が均

ーに入らない場合 もあるので，適宜育苗箱の上下の差 し換えをする。

かん水は 1日1回ぐらいとし，過湿にならないよう にする。

積重ね方式等暗所で出芽させた場合， 最初から強い日 光に当てると白化現象の出

ることがあるので 1~2日は寒冷しゃ等でしゃ光する。

電熱線十トンネルによる緑化法：ビニールハウス内または，畑ト ンネル内に電熱

線を通した苗床を作り， その上に育苗箱を並ぺて緑化する方法である。その場合ピ

ニールハウスなら棚を作れば立体的にもできる o どの方法を とった場合も白化現象

防止のためしゃ光処理をし，夜間の低温時には保温資材で被覆し保淵に努める。

無加温の簡易緑化法：緑化と硬化を同じ床で育苗する方法で，緑化床から硬化床

への苗箱の移動をなくし，また，緑化のための特別の施設を必要としない。

この方法は図 I(一2に示す よう に 出芽の終了した箱を直接ピニ ールハ ウス，あ

るいは畑トンネルに移し，かん水して覆士を落ち着け，ピニ ール被覆し，更に寒冷

しゃ等で しゃ 光処理を行う方法で，低湿時には保温資材で被覆し保温に努める。

最低温度 I5°C は確保しにくいが，数多くの実験から短期間であれば最低気淵

が 7~ 8°C に下がることがあっても育苗に大きな支障はないo実施に当たっては，

①立枯れ防止剤を必ず施用し，R資材によりしゃ光処理や保淵に努める必要がある。

ピニ ールハウスでの二重 トンネル方式では 9~ I O°C 程度の保温効果があり，

最低外気温 0℃ の時でも床内は 9~ 1 0°C に保温されるo外気温がo°C以下

に下降するような場合は， 一般家庭用の石油スト ープ（ハウス面積50 m2)を利用

すると 1~ 2°c の保温効果が得られる。

この方法で育てた苗は一般に「ずんぐり苗」となり，加温緑化された苗忙比べて



苗質は変わらないが，

草丈が低いことが多い

ので硬化時にやや温度

をかけて目標草丈を確

保するよう努める。加

涸緑化より葉数が多く

なりやすいが，移植ま

でに多く日数を要する。

電熱床レンガ積み緑

化法：ハウス内に緑化

棚を作ることが困難な

場合， 固m-3のよう

にハウス内で出芽した

苗箱を電熱床にレンガ

を積む要領で積み， ピ

ニール被覆し緑化する。

箱の間隔が狭いから光

線が入りやすいように

1列積みにする。

この方法では，緑化

日数が 3~4日にな る

と若干緑化むら，苗の

ピニールハウス

百苗箱

（日中）

育昔箱

（夜間）

図I-2 簡易緑化法 （岩手農試）

ピニールハウス ピニールトンネル

｀ 
電熱床

わん曲，草丈の不ぞろ 図,-3 I/ンガ積み緑化法

い等が見え始めるo軽度のものは硬化床で完全に回復するが，安全を期して緑化日

数は 2日程度にとどめるのが望ましい。

留意事項としては， ①緑化前のかん水が落ち着いてからレンガ積みにすること。

譴化中，箱が外れないように育苗箱の端を完全に組み合わせることが必要である。

Rその他の管理は普通緑化法に準じて行う。

緑化が終わった苗は， 日中は徐々に外気にならし，硬化を図るo硬化時の
硬化

温度は日中 20~25°C, 夜間は 10~15°C に保つようにするo過保

護では徒長苗となり，低温にあうと立枯病が発生しやすいので湿度管理に注意する。

低温に備えてピニ ールハウスニ重トンネル，あるいは石油ストープなどを準備して

おく必要がある。
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無加淵緑化法の場合は，緑化段階のトンネル，寒冷しゃ，あるいは保温資材を外

してそのま主下侭置き，低混時に被覆すると便利である。

なお，硬化期におけるかん水方法や発生しやすい障害についてはかん水法と病害

の項を参考にされたい。

白化現象とは，苗に葉緑素が形成されないで白色化し枯死する現象で，
苗の白化

緑化時に発生しやすいo緑化が遅れるのも同じ原因によると考えられる。
防止

出芽そろい後第 1葉までの期間に 15°C以下になった場合，あるい

は出芽日数が長くなり，芽が伸び過ぎた苗を急に弾い直射日光にさらした場合に起

こbやすいといわれている。

防止法としては，出芽の際，芽を伸ばし過ぎないこと，出芽後数日間は 15°C 

以下の低棉に当てないこと，緑化期に寒冷しゃ，スダレ等でしゃ光することなどで

ある。

出芽時の根上がり現象と，覆土の厚さとの関係は少ない。穫土が砂士

根上がり
のときや，薄播きのときは発生が少ないがこのようにすることは実用的

防止
でない物理的忙根上がりを抑える方法としては「積重ね出芽法」が優

れている。

積重ね出芽法は，根上がり防止のほか出芽用の苗床の節減ともなり，また，出芽

器ばかりでなく，既存の加湿設備のある種籾催芽室等が利用できる。この方法は，

かん水して水がよく落ち着いてから， 30~32°C に温度設定した出芽器（室）

に育苗箱を積み首ねて出芽させる。

積み重ねる箱の数は，出芽ぞろい（箱のもち上げがない）で緑化に移す場針四ま

2 0箱 (20段）ぐらい士で可能であるが， 1 0箱以下にとどめるのが安全である。

芽は 1.0~1.5cmより伸ばさないようにする。これは芽が伸びすきると下積みの

箱では芽が曲がって以後の伸長に支障を生じたり．伸びてきた芽で上の箱が押し上げ

られて隙間ができ，箱が不安定となったりするからである。

積重ね出芽の際には，箱内の床土面と積み重ねた箱の底面との空間ができるよう

に覆土量を加減する。また，棚方式に比べて温度上昇がやや遅いので 10時間程度

出芽時間を長く要する。最上段の箱には厚めの板または播種していない箱を乗せ根

上がりを抑える。

かん水量は床土の種類，天候等によって影響されるので一概にいえない
かん水

が，育苗段階ごとのかん水の方法，考え方を要約すると次のようである。

播種時 出芽に要する水分を床士・種籾に与えるため，播種前に床士に飽和する

程度にかん水する。気密性の高い箱では過湿にならないよう注意する。また，かん



水直後に運搬などのため箱に振励を与えると種籾が沈下し，また床士が練られるた

め出芽不良となるので注意する。かん水に温湯 (30~40°C)を使用すると出芽

期間が短縮される。

出芽期：一般に播種時に十分かん水すると出芽中のかん水は必要がない。しかし，

棚方式，または露地出芽などでは有孔ポリフィルム等で乾燥を防いでいても，乾燥

状態になることがあるので，その場合はかん水が必要であるn

緑化期：出芽が終わり緑化に移すとき．覆土の浮き上がりの鎮下を兼ねて丁寧に

かん水する。その後は 1日1回程度かん水し．過湿にならないよう注意する。緑化

期は苗が小さ〈．蒸散量も少ないので多量のかん水は必要としないo天気の悪い日

などはかん水をひかえた方がよい場合もある。

硬化期：かん水は I8 l回で よいo苗が大きくなり気淵が扁まったときには 1日

2回とするが，その貴はしおれない程度にとどめ，過湿にならないよう注意する。

具体的には午前 l0時ごろまでに苗箱の底に浸透する程度に行い，少量ずつ何回も

かん水しない。

苗は床士水分の多い方が一般に草丈が伸びるが，徒長軟弱になりやすいので，特

に適量をかん水するように注意する。

箱育苗では基肥窒素を増施しても育苗期後半には生育が停滞気味となり，
追肥

苗の窒素濃度も低下してくる。これに対 して窒素を追肥すると葉色が濃〈な

り，生育量が増大してくる。この場合の追肥窒素の利用率 も渇〈，茎肥の場合と同

程度の 70%ぐらいである。

移棺苗は外部形態とともに内部成分も優れていなければならない。移植時の窒素

濃度と発根量との間には深い関係があり，苗の窒素濃度が約 4%の場合に発根量が

最も多い。また同一濃度でも育苗期間の濃度が減少傾向をたどっているものより

も増加傾向をたどっているものの方が，本田における生育量，養分吸収，発根力等

が良い。

以上のことから，苗の生育状態をみながら窒素の追肥を行う。追肥時期は， 1,5 

葉期（出芽後 7日目ごろ）と 2.0葉期（出芽後 15日目ごろ）が効果的である。2

回とも施肥量は一箱当たり成分で窒素 1g (硫安で 5g) を与える。しかし追肥 1

回だけの場合は 2.0葉期に 1g施用する。追肥後はかん水 して葉焼けを防ぐように

する。燐酸・加里は基肥だけで追肥を行う必要はない。

移植作業の遅れ等に対処するため，やむをえず苗の保存を必要とする
苗の保存

場合がある。育苗時に追肥・節水 ・低温・しゃ光等の手段を使って，苗

の老化を防ぎながら生育を抑制することにより，苗質をあまり悪化させることなく
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2 0日程度の苗保存が可能である。

標池苗（本葉 2.0-2,5葉）を更に保存する場合は， 1.5葉期の追肥をやめて，

2,0蕪期侭箱当たり窒素成分量 1~2gを追肥した後，硬化淵席の範囲内でなるペ

く通風の良い日陰の涼しい場所に並ぺ，かん水量を少なくし，生育を抑制する。以

後， 7 ~ 1 0日ごとに箱当たり窒素成分量で 1~2  g追肥すること妬より，比較的

低温時で 20日まで，高温時で 10 -1 5日程度苗が保存できる。

ただし，多少の苗への悪影響は避けられないので，苗保存は最小限にとどめたいn

日中の高温を避ける

~
 
疇

• かん水は少なめにする

（しおれない程度にする ）

・普通育苗の半量ぐらい

図 1R - 4 

寒冷 しゃ

団。釘茎50gを入れ

、 当たり固 を散布する

苗保存の方法

苗の運搬
出芽から移植までの期間の苗の移動は，①出芽器→緑化床，①緑化床

→硬化床， R硬化床→本田の 3回あるが，出芽器から緑化床へ移動する

場合は近距離の場合が多く，育苗施股では緑化棚のままの運搬．あるいはロ ーラコ

ンペア等を利用する。また緑化床から硬化床へ移動する場合も緑化場所と硬化場

所が接近している場合は緑化棚を硬化場所に移動し，更に硬化床内はローラコンペ

ア等を利用して運搬する。

しかし．緑化段階でサプセンターなど速い距離を運搬する場合もある。その場合

運搬棚に積んで運ぶ方法が適当と考えられる。緑化苗を直接荷台に 8段程度まで積

み重ねて運搬することも可能で．省力的に大量運搬できる。積重ねた重さのため苗

は一方方向になびき曲がるが，それも硬化 1~2日後には直立し，生育に支障はな
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い。なお，運搬棚を利用する場合，特に速距離のときは享前に十分かん水し，ツー

ト等で覆い，運搬途中の乾燥による苗の損傷を防止することが必要である。このこ

とは硬化苗の運搬についても同様である。

硬化床から本田へ運搬する場合，個人育苗ではと 、もかく ，育苗柚股では苗の配付

範囲も広域になり，しかも大量となる。運搬には運搬棚を利用してもよいが， より

簡易で能率的な運搬法として，次のような方法がある。

簡易大量運搬法（合わせ租み運搬法） ：育苗箱を向かい合わせに して本立状 (2

箱 l組）に荷台に積み込む方法で合わせ積みとよぶ。散揺苗，ぴぶ苗とも運搬可能

である（図冊 ー5) 。

トレーラー，又は トラックヘの積込み状態
, . 讐.

ロープ

育苗箱の合わせ方
苗＿

R同方向に11iが曲が RIii合わせが終わったら両111か
るように合せる。 ら押しつけて本立状に積む。

囮111-5 苗の運搬法（合わせ積み運搬法）

留意事項として， ①かん水は運搬後に行う 。R木箱では問題がないが，プラスチ

ノク製の育苗箱では苗が抜け出しやすいので取扱いを丁寧にする。R横福の広い荷

台では育苗箱の荷崩れを起こすので I0箱ぐらいごとに支え板等を入れる。また，

積み込む時忙強く押しつけると横ずれが少なくなる。①苗の損傷はないが苗の長い

場合わん曲した苗の形が運搬後も残るが，日数がたてば回復する。また，そのまま

移植しても問題はない。

3 本田栽培法

(1) 本田耕起・整地法
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1) 耕起及び砕土

田植機の作業性能をよくするため，前作の残株，粗大有機物等はで
耕深と耕盤

きるだけ埋没するように耕起し，耕深は 12~15cm程度とする。
の均平精度

田植機を利用する場合は，耕盤を均平にするよう耕起法に降に留意す

る。古た，大きな土塊が残らないように砕士する必要がある。

厄場の均平については，耕深が深くなるにつれて局部形，昧に短辺の両側におい

てでこぼこが多くなるようである。作業機ではPTO駆動ト・ライプハロ 一方式がロ

ータリー＋幣地板方式に比べて均平精度が高い。また，耕深が深くなると作業速度

が制限され，時間当たりのほ場作業量も低下する。

植付精度は耕深が深くなる筏ど埋没欠株が増加し，浮苗欠株が減少するが，これ

らの欠株は総体的侭は実用上の問題はない。

2) 代かき作業

田面の整地状態と耕盤のでこぽこが植付精度に大きく影響するので，慣行手植栽

培より均平になるように代かき作業を行うことが必要である。

大型ト ラクク ー等で代かきを行 う時は均一砕士に留意し，枕地
トラクター利用

等の旋回により耕盤の破壊，また，練り過ぎにならないようにす
による代かき

る。代かき回数は作業機の種類，作業方法，土壌の種類等により

異なるが， 2~3回が適当である。

(2) 本田での施肥法

稚苗憬械移植栽培は成苗手植に比ぺ低温条件下で移植され，本田期間が長く分けつ

がおう盛であることが特徴的である。また，稚苗栽培では収最を構成する主な要素は

穂数である。したがって，施肥の総量は成苗手植並かやや多めがよい。

稚苗移植栽培では，過剰分けつが多く発生することを意識し，甚肥ならびに早期追

肥はひかえがちになるが，特に秤の弱い分けつ型品種以外はその必要はない。低節位

分けつ茎を確保し，穂数増により収量を増大する施肥方法がよい。また後期栄養を

目的と した追肥を行うが，生育遅延を考慮し，特に低温年での登熟不良の危険防止の

ために追肥は成苗手植に比ぺ早めに切り上げる。

I) 基肥

碁肥黛が多いと穂数・籾数は増えるが肥効があとまで残るので，稔実が低下して

減収傾向となる。

したがって，基肥施用量を成苗手植並か，倒伏し勝ちな地帯ではやや少な目とす

る。

また火山灰土壌地帯では燐酸の増肥に努めることが望ましい。またササニ・ン



キは加里に比較的敏感で収量も多くなるので， この品種を栽培する水田では加里の

増肥が有効である。

2) 追肥

活着期の追肥は生育初期の草丈．茎数を増加させ，最終的に穂数・籾数を増加さ

せ収量増が期待されるので，早期生育量獲得のため効果的である。更に後期栄養

確保のため生育をみながら追肥する。

一般忙は分けつ期追肥と幼穂形成期追肥が効果的であり，更に気象経過，生育状

況に応じて減散分裂期の追肥を考慮することが望さしい。穂首分化期の追肥は稗長

を伸ばし倒伏しやすくするとともに稔実歩合・千粒首が低下し品質が不良となるの

で避ける。

裔冷地その他生育の遅れがちな地帯では後期追肥を行うと未熟粒が多くなり，減

収しやすいので，追肥時期，追肥量については棒に注意を要する。穂肥は必要であ

り，その効果も明らかであるので，従来どおり実施する。

また土壌の肥沃度，稲わら施用の有無等に応じて適宜基肥窒素及び追肥の時期

と量を修正 したければな らない。

(3¥ 移植

1) 移植作業

移植は代かき後，落水操作等侭より田面が落ち着いて所要の土壌硬

土壌硬度と
度 （下げ振り貫入深で 8~11cm:慣行手植よりやや硬目）になっ

走行速度
てから行う。移植時の水深は 0~2 cm とし， 1株植付本数 3~4本，

植付けの深さ 2,0~ 2.5 cm程度妬田植横を調幣する。植付けの深さは田面の硬さ

により変化し，硬いところは浅植，軟らかいところはフロ ートの沈下が大きいため

深植の傾向になるので，作業速度，ハンドル操作等代より植付精度を向上させる。

軟らかい個所などでは走行速度を減速 し，泥流れによる埋没株を少なくすることが

大切である。

移植時の苗は 2,5葉程度，苗長 l0~15cm程度が適当と されている。移植は

強風や低温の日妬は避けた方がよく，移植後 1週間程度は植傷み防止と保湿を兼ね

やや深水とし，活済を促す。

移植の密度はその地帯の慣行手植栽培に比べ 10 %増程度が適当とさ

移極密度 れており，疎植にな らないよう田植横の株間を調節する。土壌条件侭よ

及び補植 っては車輪がスリッ プし，株間が変わること，とかく往復時に条問が広

くなりやすいことに注意し， 目標栽植密度を確保することに努める。

欠株の発生は 2~3%程度が一般的で，この場合は補植の必要がない。ただ，連
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統欠株を生じた場合は，欠株 2株に 1株の目安で補植する。

植付作業はi庄場の長辺に沿って往復し，最後に枕地を有角方向に植えるのが普通

であるn

苗補給は株間 14 Cmの場合 1箱 20 0 mぐらい植え付けられるので，その点を

考慮し能率的に行う n 棺付能率は 2条用田植機で lO a当たり 2人組作業で 1.0~ 
1. 5時間程度， 4条用田植機で lO a当たり 30~10分程席であるのでこれを目

安侭作業計画をたてる。

2) 移植期（安全作期の設定）

稚苗横械移植栽培をより安全に行うためには，安全作期の策定が大切である。作

期策定に当たっ ては次の指標を参考にする。

①移植期の活殖限界温度 R品種の移植～出穂期間の平均積算気混 R気温出現

頻度別カ ープ ④出穂時期別収量変動カープ等である。昨今の気象変動からみて北

部地城ほど年次による気象変動が大きいので，その点を考慮しておかなければなら

ない。

活着限界混度からみて稚苗の場合，一般には平均気淵 12.5°Cの出

安全早限
現日が移植期の早限とされるが，移植後 20日間の平均気涸が 14°C 

の決め方
に達する時点を移植の早限日と定める方法もある。

移植期の晩限については登熟期間 （出穂翌日から 40日間） の平均気湿

晩限の
から晩限出穂期を求め，次に晩限出穂期をこえない範囲で移植～出穂期間

決め方
の積算気温を確保できる移檀期を求め，晩限移植期と定める。

このようにして求めた事例として岩手県（中南部地方）と山形県の値を表 11-5 

. 6に示した。ただし，ここで注意しなければならないことは，墓準となるべき指

標は栽培的にみて不十分な点も残されているので，低場試験による実証例によって

更に確実なそれぞれの地域の好適移棺期輛を求めなければならない。

表眉ー 5 （岩手県）

~ 晩生種 中生種

花巻・北上地方
5 月 1日-5 日 I0 日 I5 月 1日-5 月2 0 日

（早限） （晩限） （早阪） （晩限 ）

胆沢・ーノ関地方
5 月 I13 - 5 月 I5 日 15 月 1日 -5 月25 日

（早限） （晩限） （早限） （晩限）
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表 11-6 （山形県）

ササ ニ ッキ キ ヨニ ッ キ

地 城

早期限界 適 期 晩期限界 早期限界 適 期 晩期限界

村山 ，置賜平坦地 5月5日
5月1013

5月25日 5日5日
5月I0日

6月5日
- 20A - 25日

庄内平 坦 地 5月5日
5月I0日

5月25日 5月5日
5月10日

6月1日
- I 5日 - 25日

穀 I: 平坦地

I 5月7日
5月I0日

5月25日
そ の 他中山問地 - 25日

(4) 雑草防除

一般に雑草の段とんどは代かき後 40日以内に発生を終えるので，移植後 40日間

適切に除草を行えば，その後の雑草発生は著しく減少し，雑草害は極めて少ない。表

Bl -7のとおり初発生のみられる温度は草種によ って異なるので，その年の気象条件

と水田の条件による雑草発生様相を考慮して， より効果的な残草防除を行うことが大

切である。

表III-7 初発生のみられる棉度

草

ミズ ，、コ ペ．ヘ ラオモダカ ．イボクサ ．コウガイゼキショウ

クイヌピ エ ．マ ッパ イ．キカシ グサ．キクモ．チ冨 ウジ クデ

，、 リ1. e口，、イヌノヒゲ． ミゾ9 コヽ ペ ．アゼナ．オ モ ダカ

クマガャッリ ．サワトウガラッ

アゼトウガ ラ・ン ．＝ナギ

注） 初発生の当 日とそ の前 4 日の平均値

(5) 病害虫防除

気

8 ℃ 

9-10 

I 1-12 

13-14 

15~16 

温 水 温

I /C 

14-15 

16-17 

18 

19 

従来の慣行移植栽培に比べて，稲体の病害虫抵抗性が本質的陀劣るとは考えられな

いが，草型・移植時期等から紋枯病が多発生し，また，イネドロオイム・ン， 9ヽモグリ

バエ等の産卵が多くなり，このため幼虫の加害を増加させている状況である。 1~2

の調査結果を示すと次のとおりである。

1) 紋枯病の発生と防除

圏 II-6 によれば散布接種•株元そう入接種法とも稚苗機械移植栽培で被害度

は明ら力収高まっているo稚苗機械移植では，生育後期まで株当たり茎数が多〈，

m2 当たり茎数でも顕著な差があって， うっ閉密度が大となり ，紋枯病菌の増殖に
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被 吾 度

％ 

20 

10 

稚苗機械植

'";~~ 三3

図II-6 移植様式．接種別の紋枯病被害推移状況（昭和46年岩手農試）

好適な環境条件となるためと，更にこのことから散布農薬の病患部への到達を不良

にするためと推定される。慣行移植区に対する 4~5kgl回散布と厄ぼ同等の防

除効果を得るには，稚苗楼械移植では 2回の散布が必要である。

~o 

0
 

ク
5

4

被

（凡例）

一稚苗機械移植
こコ 慣行移植

1回散布 は穂ばら
み期

2回散布は穂ぱら

み期，穂揃期

図ー 7 移植様式と紋枯病に対する薬剤撒布効果の発現（昭和 46年岩手農試）

22 



2) 殺虫剤の箱施用法による本田初期害虫防除

稚苗機械移檀田で多発する傾向にある本田初期害虫（イネハモグリバエ， ドロオ

イムツ）の省力防除をねらって，薬剤の移植直前の箱旅用法による防除効果を検討

し，岩手県では 50年麻から防除茎準に取り上げている。

表1-8 薬剤の箱施用によるイネハモグリバエ，イネドロオイム・ンの防除法

（昭和 51年度使用基準： 岩手県）

農 薬 名 カルク ッ プ粒剤 (496)又は PHC粒剤

使 用 蟻 1箱当たり 50 g 

施用時期 移檀直前（処理 3時間以内に移植のこ と）

施用 方 法 箱当たり 50 gを均ーに散粒する。

1 との方法は薬害がでやすい ので．使用法を厳守する。

2 薬害は散粒後から移埴tでの時間が長い/"g,ど多発する傾向がある。

3 床土に砂質十填を用いると薬害がでやすい ので避ける。

4 本田が砂質土壌や漏水田 の場合は行わない。

5 生堆きゅ う肥等の施用田で の使用は避ける。

6 移植後は 直ちK入水し．浅水を避ける。

7 低温時及び冷水田で の使用は避ける。

16) 水管理

稚苗の初期水管理は水混を上手に活用し，稚苗の生育を促進させることが重要であ

る。移植後活済期までは深水状態として保混を図り，活疱を促し，植傷みを少なくす

る。本田生育は 2cmの浅植で 3 cm程度の湛水深が最も良好である。水深が浅くな

るにつれて地淵の変動福は大きくなるが，移植後の初期の気混が約 15~ 16°C以

上の地域では浅水管理が効果的である。稚苗移植栽培の特徴から生育調幣としての水

管理の意義は大きい。中期以降は間断かんがいを行うことが望ましく，中干しは施肥

量に配慮しながら適切に行って，生育後期の稲体の健全化に努めることが，過剰分け

つと倒伏を防止するために大切である。

4 普及指導上の留意事項

① 地域別の安全作期を確認し，適品種と安全な移極期を決定する

椎苗横械移植栽培は，従来の成苗手植に比べて出穂遅延をきたしやすいので，で含

る限り早植を必要とするが活着混度からみて早植には限界がある。このため，それぞ
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れの地域における早植の限界と，移植～出穂期間の積算気混から作成された地帯別の

安全作期を確かめ，この期間内に出穂し得るような適品種を選定するとともに滴期

移植を行って，出穂遅延を防止する。

② 育苗施設は計画的に利用できるよう配慮する

稚苗育苗は主として室内育苗であるため，加淵装置をも つ育苗施設と，多くの器具

・器材を必要とするn 共同育苗の場合は更代大きな施殷を必要とするなど，その投資

額は多額に及ぷ。 したがって施設の利用に当たっては，負相可能面積と作付計画を考

慮して，綿密な育苗計画を立て．施設の有効な利用を図る。

③ 健苗育成のため， 育苗技術の基本を忠実に実行する

稚苗移植では短期に多量に育苗されるが，極端な密播と高温・多湿な環境条件のた

め，徒長軟弱になりやすく ，病害その他の障害をうけ易い。このため，わずかな育苗

の不注意が思わぬ障害をひき起こすことが多い。そのうえ苗が小さいため，成苗移植

と比ぺて苗質の差が移植後の活着 • 生育に大きく影響する。したがって，成苗移植よ

り一層健苗の育成が必要であるが，そのため，優良な床土の確保・病害の完全防除・

適切な混度管理とかん水・育苗日数の厳守等の基本技術を確実に守るよう注意する。

④ 植付後の初期生育の1足進に努め，生育量の確保を図る

稚苗は草丈が 10~15cm, 本葉 2.5枚と若令のため，成苗に比ぺて初期生育が

遅れがちである。したがって移棺時の田而の均平，その後の水管理に十分注意して水

混保持に努め，初期生育の促進を医Iる。また，播種精度をたかめ，欠株をな〈し， う

ね幅 • 株間に注意して，適正栽植密度の確保に努める 。

⑤ 本田における雑草防除と病害虫防除の徹底に努める

成苗移植に比ぺて本田初期は浅水管理胚なるので雑草発生黛が多く ，低温条件下で

移植されるためイネドロオイム・ンなどが多発しやすい。また，生育量を確保するため

密植され分けつも多いので，紋枯病・いもち病などにかかりやす〈なる等障害が多く，

成苗移植に比ぺ減収要因が重なりやすい。 したがってこれらの障害除去のため防除の

徹底を図る。



N 東北各県で実施した主要試験研究課題

1 育苗法と苗素質

試験研究課題 実施県及び年次

育苗環境 温度，施肥法播種蜃の組合せ忙よる苗素質向 J: 青森 S45~46

出芽淵度差と出芽苗の生育 福島 S45

育苗湿度，土壌の乾湿と苗素質 秋田 S45

士壌 pH と苗素質 岩手 S45.山形 S45

土壌の改善と苗素質 山形 S45

苗枠における置床の様式，枠土の種類と苗の生育 青森S45

散播育苗における根上り防止 岩手S45-~4 6 

緑化方法 福島 S46,山形 S'16

簡易緑化法 岩手 S45~4 6 

寒冷紗利用育苗法 宮城S46~47

寒冷紗利用と灌水量 福島 S45~47

硬化期における灌水法 福島 S47

中苗育苗法 青森S45~47. 岩手 S'16

紙筒育苗法 青森 S45~46

育苗箱における苗数増加 岩手S46-~4 7 

葉令の相違，育苗法と苗素質 岩手 S45

育苗の相違と生育相 脊森 S46

施肥 法 箱育苗の施肥法 青森 S17,岩手 S46, 

山形 S46,福島 S45

施肥量と苗素質 青森S45,秋田 S45~4 7 

施肥量と中苗の生育 青森 S45

窒素追肥と稚苗の生育 福島 S45

中苗育苗における施肥蜃と苗素質 福島 S46

生育 調 節 苗の生育調節 山形 S47

葉令調節と苗素質

福島 S47PA-531処理と稚苗の生育

苗貯蔵苗保存法

病害虫防除 立枯病防除

岩手S46,宮城S44~47

青森 S44,山形 S47
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床士 pHと立枯病

種子消毒法

大量育苗法 農閑期播種と貯蔵

施設利用育苗

育苗施設の簡易化

簡易育苗施設利用

緑化施骰利用育苗法 1 
短期育苗

ストラミット出芽の性能

ファイロンハウスの性能

発芽器の性能，発芽室の構造

濯水器具の性能

ハウス内温度分布と改善

露地育苗の実用化

稚苗簡易大量運搬法

床土の代替資材 床土の代替賢材の実用化

代替貸材に対する活性腐植効果

人工培地のヒドロキツイソキサゾール適量

2 本田栽培法

品種及び作期 適品種の選定

作期幅と生育収量

耕起整地均平精度

乾田砕士度合と田植機の精度

田植横利用のための耕起代かき方法

無代かき胚よる稚苗移植栽培

施肥法本田施肥法

深層追肥

26 

活着期追肥の効果

高冷地における苗素質と施肥法

緩効性肥料

秋田 S45-4 7 

岩手 S45-4 7 

岩手 S44~46

青森 S47

秋田 S46~47.

青森 S47

宮城 S45~46

秋田 S47

山形S44~45

福島 S44-45

福島 S47

福島 S44~4 5 

福島 S46-47 

岩手S46

各県農試（東北 6県）

青森S47 

福島 S47

青森S45~46,福島 S45~46

青森．岩手．山形 S45~47,

福島 S44~45

岩手S45~46,宮城S45~46

宮城S47

岩手 S43~44

宮城 S45~47

青森 S46~47,岩手，秋田S45~47

青森 S45--4 7 

山形S47

福島 S46~47 

青森 S47,岩手S45---47,

福島 S45



3 機械の性能・精度

性能精度稚苗用田植憬の性能

中苗用田植機の性能

稚苗用 4条田植機の性能

植付爪調節位置別の苗取量性能

田植機の多条化

田植様の適応性拡大

損傷苗の発生程度

床士の種類と檀付精度

播種首と棺付本数

コンバイン刈ワラ鋤込と植付精度

青森S46~47,秋田 ．岩手S45~47

青森 S46~47,秋田．岩手 S45~47

青森 847

福島 S47

宮城 S46~47

宮城 S47

山形 S47

青森 S47

青森 S46~47

岩手 S46
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V 参考資料

稚苗機械移植栽培技術体系

引用技術体系

(I) 育苗体系（中規模育苗施設）

(2) 体系 I (4条用田植機=4条型コンバイン体系）

①品種 ：トヨニッキ

R期待収晨 ：7 50 ki:vl Oa 

R想定規模： I 5 ha 

(3) 体系n<施設利用における共同作業体系）

①品種 ：・ンモキク・むつあさひ

R期待収量： 600kg/l Oa 

R想定規模 ：IOOha 

昭和37年山形農試

昭和 37年秋田農試

昭和 37年青森農試

東北各県において稚苗機械栽培技術体系が作成さ れているが，そのなかからここでは，

各分野の代表的な前記 3体系を引用掲載した。

もとより技術体系は地城条件の変化によって体系も変わるものである。広い地域にわ

たって，どこでも適応できる単ーな技術体系の作成は困難である。 したがって，引用し

た体系においてもそのまま活用はで苔ないが，茎本駿として応用願いたい。
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稚苗機械移植栽培技術体系

(I)育苗体系

（中規模育苗施設）

＼ 区分 土の採取

山七～壊士～楕壌土

床士，育苗箱 1箱当たり

栽 4.l(4kg) 

培 技術内容 （床七の代替物質で

技
1/4程度）

術

作業時期 I I月下旬

使用機械 トラック

作
組作業人員

（人）
5 

染

機械

技 所

要

時
術 間

人 力 40 

山土原士 60 t 

投人 R 材名

致 .: 

± 

山土は墳土～梢壌土 の十．

性で保士し• pHはその

後に謂幣する。

特reit意すぺき

1r 項

30 

の 準 備

乾燥，砕士．士ふるい 肥料．農薬混合

乾燥：雨の当たらないと 麓肥：混合機（モル，，ルミ

ころ に広げる キサー）を 使用し，

①砕土：中古動力脱穀゚機 肥料（成分箱当たり

がよい。 N,P, K各 I-2 g 

R土ふるい ：4ミリ程度 ー単肥又は化成肥料

のふるいに と土を混合

かける。

3月中旬~4月J:旬 4月上～中旬

(_1)古脱穀機
モルタルミキサー

R士ふるい機

2-3 2 

① 40 
20 

② 50 

220 40 

床土 30 t 肥料破安 50 kg 

過石 50 kg 

塩加 15 kg 

立枯粉剤 50 kg 

乾燥’作業の進行上特に 0 農閑期に混合して肥料

重要 袋に詰めて冷暗所に置

（ふるい別後捉 ったもの く。

がくずれる程度に乾燥） o pHの調整もこの時に

行う。

o肥料は寒冷地，早期は

多めに平坦地．遅い時

期は少な目とする。



（昭和 37年山形農試）

帷 子 予 措

ハウス 準iヽi 播檀準傭作業

塩水選，汝水 樟 十消句 催 芽

庄耗連式 塩水選：比重 I.I 3 ホルマリ ン50倍 芽出しは鳩胸程度 育苗箱漫水

fヽW: 鉄骨 禰．かど 液 (IO~OOL) ムロ式催芽

ピニー ルハ ウス 使用 浅槽 2-3日後 40°c温水に 2 育苗箱消毒

屋根ファイロ ン 社種 ：網袋使用 2時間没漬 水洗 時間予浸し.35 （ホ ルマリ ン ）

ピニ ール の張りか (10kg程度） oc, 湿度 90 " 

え (2年に 1回） 清水で行い，時々換 以上 I0時間 3

水する。 -4時間おき ilil
5回転を標準 とし5 水散布

回行う 。

3月1:-下旬 4月J:~中旬 4月上～下旬 4月中～下旬 4月上～中旬

IU 2 3 2 3 

人 人 人

1回 目5hr x 2 1回目4hr x 3 1回目 2hrx2 

2回 目5 xz 2回目4 X 3 2回目 2 x2 

40 3回目 5 x2 so 3回目4 X 3 60 3回目 2 x2 aJ 40 

4回目 5 x2 4回目4 X 3 4回目 2 x2 

5回目 5 )(2 5回 目4 X3 5回目 2 X2 

ピニー ル 頃 150kg ホルマリ ン60l, 種粉量 2,150kg 育苗箱

0.075mm x 185 復 36~ 1.700箱X5回＝

cmx200cm 8,50暉

・選種 ’允実の よい ・廃液は場所を • 長芽出しは播種 ・再使用時は農閑期

ものを選ぶこと 遇んで自然浸 作業に● に水洗する。

が重要 透させる。 ・芽出しムラはそ ・代替物質使用では

悼安でもよ い ・反覆使用の際 の後の生育に大 箱の大 きさ k注意

(3 kg/; 水10L) は減少分に 2.5 きな影響がある。

・没檀 ：コンクリート 佗液を加える。

水槽

浅 く広いのが

よい。

浸漬日数は積算水

温 100℃を 目安と

する。
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(I) 育苗体系（続き）

＼ 医分

育

播 種

//¥芽段隋の行理

新聞紙入れ ．湿度 32°Cとする。

燿楕プラント（土詰め 一播種ーかん水 ．棚積方式では上下の温度芹をなくす

一覆士） ため空気の攪拌 装岡をつける。

楕子は表面水を十分にきる。 ・積重ね方式ではダLJ間と I0段程度ど

栽 播種，覆士ムラを直す。 とtc空間を設ける。

技紺内容 ・播種完了後育苗箱を発芽棚へ運搬 ・保漏カバ ー で発芽棚を覆う 。

培

技

術
1回目 4月I4 fJ 

2回目 4月I8日

作業時期 3回目 4月21日

4回目 4月24 cl 

5回目 4月27日

① 自動播種横 ＠温 掲 暖 房 隈

使 用 攪 械 ③ ペル トコ ンペア 0)掲水ポンプふ、 J:

び水道
作

業
組作繁人 t-l

（人）
I 0人

技

隈械
(1) 6 X 5回

術 1祈 6. 5 X 5回
要

時
問

人力
7 0 X 5回

3 5 0 

保油カパー 4枚

投 入査材名数凪

・種子の水切りは脱水攪 (I分）がよ ・出芽 JxI cm 和度にそろえる 0 2 cm 

い゜ 以 I.のi1/1ぴすぎは白化．黄化の11;し1人

・代替物質ウ レタノは包装筍の主主 となる。
特に留意すぺ含 （穴をあけて）水i,1_(2 -:i時間） ・出炉終 i時に緑（し胤度 tで箱 Iii.! を

して吸水させも 放,~ してから出さない／；絲化に II',し

$ 項 • 土の.il搬の自動化をできるだけ行う。 た過和で仲 びすぎる "

（出芽と絲化 If)油度，り：は IO°C 以内

とする。 ） 
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苗

・ヽウス 粕Pl!

紐化段階の管坪 便化床準1而 i汝化糾化段l'r'iの竹既

① 棚）j式とし，棚間隔は 15cm ・U化から硬化床ヘ (i)ギ床方、し 播H後の後flぷ

以 卜と する。 打苗筍の移動 ,2'/tl: 低気温 5°C以い訪，塙 祀化/,Iiの後fl―木

② 出芽から出したら士のもち」： 気温 :i0°C以 11'1'.した 介苗，、ウス内 ,,'ft-.i:

げ．覆土ム ラを直しながらか Vヽ 0 

ん水する。 ,aかん水は発炉が ロー ル

r_a)緑化温度は昼間 23- 25°C, 状とならない前JK行う n

夜問 15- 20°C を目標とす (I O 2 -:l回）

る。 ,,,)迅肥， 2紺II.'/(ウ レク

屯）発-it'棚から緑化棚へ移動 (5 ンでl:lI .5薬ii、fと2保

回目は発芽棚を使用する） 時）

⑮)生育の均ー化 を図るために緑

化棚で育苗箱の上下交換を行う，

1回 l'l 4月I8 Fl 1回目 4月21日

2回 目 4月2I日 2回目 4月2HI

3回 目 4月24日 3回目 4月2711 4月I8日-5月20「I 6月上句

4回目 4月27日 4回 LI 4月30日

5回目 5月 3日

2-3 I 0 2 3 

., 

④ 1 5 X 1回 60 120 X 5回 600 @ 60 30 

R⑤ 7x5回 35 @({) 3 0 

保溢ピニ ー ルカパ ー I2枚 硬化用ピニール

(0 .075叩 x 185cmx 

3,000 m ) 

幌竹 4, 500本

・夜間 I0°C以 下に低下させな ・夜ill.5°C 以下になる

い゜ 場合はその他の費材と

・強日射 の也合睾冷しや 300番 二重破覆にする。

程度で被覆する。 ・葉身が ロー ル化して し

• 高溢時の換気対策を考えてお 吐うと 枯死する のでか

く。 ん水の目安にして注意

．棚 leと ヒー クーの上の z-3 ・追肥は動唄等 を使用す

段は乾燥しやすいので注意 るとよい。
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(2)体系IC4条田植機， 4条型自脱コンバインを中心とした）

①品種：トヨニ・ンキ ④期待収量： 750kg/10a ③想定規模： I 5 ha 

三
育 苗

施 肥 耕起・整地

種子予措 床土調製 濯 種 育苗管理

))塩水選 ①採土，ふ (i)播種準備 出 ↓芽 ① 堆肥運搬 ①耕起
栽 技術内容

隠没 種
るい選 R播 種 ② 堆肥散布 ② 代かき

消弯 R 施肥 緑化 ③ 肥料散布 R均 乎
培 （耕種法） 催芽 ↓ 

硬化
様

： 
作 業可能な R-c 3月下-4 4目中～下 4月中旬～ 4月上旬 4月下旬～

式 4月上～中 月中旬 旬 5月上旬 5月中旬
栽培適期幅 句

① -@ 人力 ①テ イラー R手動播種 ストラ ミッ ① トラクク—, ① トラク 9ー， ！ 

④発 芽器 トレラ ー 機 卜 トレ ラー ロークリー

使用農機具 動力脱穀機 出芽室 ② マニアスプ 腐代かき ，、吋
とその台数 育苗簡易ヽヽ レッダー ならし糠

作 ウス ③ ライムソ ， 

ワー

業 ①，④ 2人 2人 3人 ① 5人 ① 1人
組作業人員 ④, @ I人 R・@ 3人 @, ⑥ 5人

技 0.84 ① 0. 39 (1) 0. 29 

機械使 （ストラミ ③ 0. 20 @ 0.42 
I IO a 0. 52 0, 11 0.28 ッ ト） @ o. 23 

術 当たり 用時間
時間

， 

人力所
0.34 I. 33 I . 24 2,37 3.23 1.52 

要時間

稚＋（乾籾） 硫安 0.16 育苗箱 20符 硫安（ 追肥） 堆肥 1.5t 
5 kg 過石 0.16 0 .09kg 珪カル150kg

碩安 0.2kg 塩加 0.08 緑化 ，、ウス 熔燐 100kg
ペノミル水 1罹． 疏加燐安12

1 0 a 当 たり 和剤 ピニールフィ 号42.9kg 
ルム

使 用 R 材 J,8m幅30m
0.9m幅30m
ック カケ30本
育苗鉄線

80本

均―, T寧 温度，水管 有機物及び 代かき ．均平

に濯種 理に留意し 土壌改良剤 をr寧にする

技術 上 の 生育の均一 の投入に 努
化を図る。 め．地力の

•Ti 点 ・JI JJi 
向上を図る。
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（昭和 37年秋田農試）

収 穫

田 檀 追 肥 除 章 水 管 理 病害虫防除 計

刈取り・脱殻 乾燥・調製

①苗遍般 ¥.t)活着後 R初期雑互 防 いもち病防 ①周辺刈り
R①乾調燥製

(_2)田 槙 ,iヽ減数分裂 除 除を中心に R刈取り ・

R 補檀 期 R 中．後期雑 4回 脱穀

序防除 R 籾運衛

＠ ヒェ抜き

5月上・中句 5月_l::句～ I 0月上旬 I 0月上旬

9月上旬

①テイラー， ト テイラー， ①, R テイラ― 人力 畦畔ダスター ①バインダー ①テンパリン

レーラ— トレラー トレ ラー， 55mホース 及び人力 グ乾燥機

R 田楢隈 手動散粒機 テイラー， ト @4条刈コン 3台(3(¥

(4条） ＠）人力 レラー バイン 30, 10 

③ 人力 ③ トラク 9―, 石）

トレラ ー R 籾摺機

2人 2人 2人 5人
① 2人 ① 2人'

R・ ③ 1人 R 4人

① 0.01 2回で ①, @ 2回で 4回で (1)0.18 ① 2.00 8.65 

@ o .67 0 04 o.s2 トレラ ー @ o .89 @ I.JO 
0. 12 @ 0.25 

ダンク ー．

ホ ー ス0~

2.96 
2回で

2. 41 9.00 0.52 2. 13 4.80 ll. 復
1 .20 

使用苗箱 2回で CNP除草剤 PMI'剤 バインダー

（稚苗， マッ 硫加墳安 5.0kg 3 .Okg ひも 0.I巻
卜苗） I 2号 ペンテオカープ MEP剤

20箱 28.6kg ．．ンメ トリン除草 5 .Okg 

剤 有機ひ素・

カスガマイシ

粉剤 6.0kg
ポリオキ ・ンン

EDDP剤

6,散0k粉g 5 5 
m ホース

m'当たり戴檀 早期追肥に 除草剤は適期 中干し，間 適期防除に 適期刈取り 乾減率毎時

密度を 26株 よる墜数薙 均一散布を図 断かんがい 努める に努める 0. 8%程度

以上確保する 保と減数分 る の励行 を目標に乾

裂期追肥に 燥する

よる艶実の 収穫後，乾

良化に努め 燥開始まで

る は 8時間以
内とする
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(3)施設利用における共同作業体系

①適用地帝，南部平野，泣鮭北部，油鮮中央地俗 (~ 品種：ツモキ~, trつあさひ，ふ系 90り，

レイメイ ③ 期待収量： 600kg/1 Oa <': 想定規模： IOOha 

＼ 項目
育 苗施 肥け 起 代かき 田 柏 雑 If 肋除

箱育苗 施肥成分量 ロー.1/ IJI 1回掛 隕械楕 除互剤散布

栽 技術内容
（稚苗散濯） (IOa当たり） 耕深 15cm (I)田梢wJ:J日

濯槽量 N8-10kg 以内 (Z)田枡後 15f1 

（ 耕檀法 ） 
200-250g PS-15 1回掛 (3) ¥2)後 20「4

培 （施設利用） K8-12 (I回目は 共

様
（共同作業） （共同作業） （共同作業） （共同作芙） 同．以後は個人）

式作業可能な栽 4月中句～ 4月下句～ 4日下旬～ 5月上～ 5月中～ 5月 1-:旬～
培適期幅 5月下旬 5月上句 5目上旬 下旬 下旬 6月下旬

大規摸共同 トラク ~-2台 トラクク--4台 トラクク— トラック2台 散粒隈 10台

作 使用農横Rと 育苗施設 プロー トキャス ロータリー4台 4台 （貨作業）
(I棟） • - 2 台 ドラ 1プ 田檀憬

その台数 トラック2台 ハロー4台 JO台

業
（日作業） (~ 条隕）

組作 業人 員 6 B 12 30 10 

技

機械使
0. I 0. 4 0.4 0.6 0.6 

術 !Oa 用時r.,
当たり

時間 人力所
0.25 0.8 I. 2 I . 8 Q,6 

要時間

（苗は施設 複合肥料 経油 2,l 軽油 2i., ガソリン CNP 4kg 
から導入） 90kg 0. 91. X-52 4kg 

堆肥現物 B-3015S 

It 4kg 
軽油 0.2.l 

IO a当たり

使用只材

種子籾の共 南部平野，注 均乎をよく 品種，田檀 除亙剤散布後

同採檀，床 軽北部地帯 と する 時期の組合 の水管理は掛

土の均ー化 品種のツモキ 水は 少゚なめ せを考慮す 流しはさけ，
育苗日数20 ク．むつあさ とし爽雑物 る。南部平 水深を 3Cm 
-25日 ひ，ふ系 90 の埋没を図 野，注軽北 前後に保ち田

育苗 8散が 号は窒素の腕 る。 部は 5月20 面が乾かない

長 くなる場 用量を控えめ 日，泊軽中 ようにする。

技術上の重点事項 合は 1箱当 にする。 央は 5月25

たり N成分 堆肥はできる 日とるまで

で Ig追肥 だけ施用する。 に終わる。

する。 ほ場の肥沃度， m'株数は

品権によ って 慣行の I0 

l筆どとの施 ％ ぐら い多

肥 マップを作 〈する。

成しておく 。
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（昭和 3 7年宵森農試）

病苔虫防除 水管理•他刈 取 り 乾 燥 脱穀 籾調す製り 計

I. 4.: 田初期害虫防除 水深 3cm 生脱穀方式 カン トリーエ
①移檀前MPP剤300倍 程度の浅水 （刈取り ，脱穀） レ,..-,,:_— クー

100cc （乾燥． 貯
(i)移楕後 PMP剤 蔵，調製出
2. 一般防除 3種混合 2回， 荷）
各 140.l散布 （共同利用） （施設利用）

（共同作菜 ）

5月中旬 -8月中旬
9日下旬～ 9月 f句～

I 0月 1:旬 l 0月上句

粉剤 ミス ト兼用撓 10台 自脱コ ンパイ ン カントリーエ
広紺散布機 2台 1 0台 レペーク

(4条刈） (2,00Qt) 

1 6 10 20 

Q,2 

0 I 0.67 3 .07 

0.2 （水） 15 0 
I 33 2698 

0 8 （他） 5.0 

MPP和I6 g 紆油 2 5 .t （施設U.ftMTJJ
PMP和I3 kg 籾袋 5袋 （籾；咽搬も
3檀混合 含む）
1回目

EUDP乳剤 140cc 
有殷ひ素液剤 35cc 
MEP乳剤 93cc 

2回目

カスガマイシン液剤 110cc 
ポリオキ・ンン乳剤 233cc 

MEP乳剤 93cc
混合油 0. l l, 

軽 油 0.2 l, 

病害虫の発牛様相が成苗手 昼間止水， 適期刈収
植 と異なる ので， 散布適期 夜間かん が （出穂後 40-45 
を失 しないようにする。 いで水ii;¥l II)刈取時期．

Hを図る。 籾の水分含r,;-な
中 干 しの実 どにより籾 の捐

施 失．能 れヽが異な

（最高分け るので， 1育 ど
つ期～幼穂 と代よく雁認す

形成期 直前 ）る。 生籾は 早 ti
に乾燥施設に運
搬し 5時間以 I:
1:!袋に人れてお

かないようにす

る。
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