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 雪害に対する農作業管理  
 

１ 麦 

麦の雪害は、長期にわたり積雪下となることで麦体が消耗し発生する生育不良の他に、主に雪腐病によっ

て起こる。この雪腐病は、積雪下で雪腐病菌が繁殖して融雪後に茎葉が腐敗、枯死する症状を呈する。積雪

下の地表面では、光がとどかず暗黒となり、温度は０℃前後で湿度の高い状態となっており、麦体の養分が

次第に減少し、消耗して雪腐病菌の侵害を受けやすくなる。雪腐病は、発生生態が異なる６種類が知られて

おり、麦体が積雪下にある期間が長くなるほど被害は大きくなり、根雪期間が１００日を越えると被害が甚

大になるとされている。しかし、融雪後に被害が拡大することはなく、軽度な発生であれば特に対策の必要

はない。 

 

(1)雪害対策 

対策としては、積雪前の生育量の確保が重要となる。播種が遅れると、積雪前に十分な生育量が確保でき

ず、融雪後の湿害や雪腐病による枯死の影響が大きくなるため、適期に播種をおこなう。また、基肥施肥量

が過剰な場合、雪腐病が発生しやすくなるため、適切に基肥を施用する。薬剤防除にあたっては、雪腐病の

種類により薬剤の効果が異なるので、あらかじめ雪腐病の種類を把握し、効果的な薬剤を選択する必要があ

る。 

 

(2)融雪・排水対策 

融雪が大幅に遅れると予想される場合は、融雪促進資材を散布する。吹きだまりや法面下など融雪が遅れ

る場所に散布することで、生育むらを軽減できる。 

越冬により衰弱した麦は、融雪水の停滞により湿害となりやすい。明渠や排水溝、排水口などの点検・補

修を行い、融雪水が停滞しないように迅速に排除できるようにしておく。 

 

２ 果 樹 

(1)被害発生の条件と様相 

 雪害には、生理的雪害と機械的雪害がある。生理的雪害と

は、長期間の積雪により作物体が衰弱、あるいは病原菌の感

染等により枯死するもので、麦等の雪腐れがその一例である。 

 一方、機械的雪害は、冠雪、積雪の沈降等によって生じる

もので、果樹で発生するほとんどがこの機械的雪害である。

また、この雪害も大きく分けて冠雪によるもの、積雪の沈降

によるもの、傾斜地等での積雪の移動によるもの等がある。 

 冠雪による被害は、収穫間際や収穫期間中のまだ葉や果実

が樹上に残っている時期に多量の降雪があった場合に発生す

ることが多く、特にリンゴでの被害が多い。果実の重みがか

かっていることと、葉などがあり樹上への冠雪量が増えるこ

となどから、雪害が発生しやすくなる。冠雪による荷重その

ものは、沈降による荷重に比べるとかなり少ないが、雪質が

重い場合には被害が発生しやすい。 

積雪の沈降は、果樹における最も大きな雪害の原因である。

この積雪の沈降力による樹体や棚の破損は、想像を絶する巨

大な力が作用することに起因しており、枝幹の裂開や棚支柱が容易に屈曲したりする。 

 次に傾斜地での積雪の移動（匍行、雪崩）の中で、雪崩は小さいもので１．５t/㎡の荷重が加わり、大き

いものでは３．５ｔ/㎡程度の衝撃となり、一瞬にして破壊されてしまう。雪崩の発生は傾斜角２３°前後

図１ 沈降力による雪中の樹枝の変形 
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が限界とされ、これ以下では発生は見ない。 

 また、雪による間接的な被害として、ネズミやウサギなどによる枝や芽の食害があり、幼木時やわい化リ

ンゴ等での被害がきわめて深刻である。 

 

(2)事前対策 

・多雪地帯では、根雪前に荒せん定を行い、主枝等の太枝については、支柱で補強する。また、幼木を仕

立てる場合には、主幹部を長く、骨格枝の分岐部を高くする。 

・リンゴ等では、野ネズミ・野ウサギ等による幹・枝等の食害が発生するので、幹の周りに金網を巻き、

必要に応じて忌避剤を利用する。特に幼木では被害が大きくなるので徹底する。また、草生・敷きわら

を行っている場合、野ネズミが巣を造りやすので、株元をきれいにしておく。 

・ナシ、ブドウ等棚栽培では、降雪前にせん定を行い、中柱を入れて棚を補強する。棚上の積雪が多けれ

ば、雪を払い落とす。 

 

(3)事後対策 

・できるだけ早く、園地の除雪を行う。除雪が行えない場合は、融雪促進のために、消雪資材・土・木炭

等を雪面に撒くとよい（散布後積雪があると効果がないので、再度散布する)。 

・樹が積雪に埋まった場合は、できるだけ早く雪中から枝を掘り起こす。 

・樹冠下の雪踏みを行い、雪層の沈降を少なくする。また、樹上の雪層と周囲の雪層をスコップで切断し、

沈降力を軽減させる。 

・大枝等の完全に裂けたものは、切り直しを行い、保護剤を塗布しておく。 

・程度の軽い枝裂け、ひび割れ等の回復の見込みのあるものは、カスガイ・ボルト等で早目に固定し接合

を図る。傷口には保護剤を塗り、病原菌の侵入を防ぐ。また、側枝等についても同様に処理すると良い。 

 ・幼木等で倒伏したものについては、できるだけ根を切らないように起こして支柱を添える。 

・棚栽培等で棚が損傷した場合は、速やかに補修する。直ちに補修困難な場合は、大枝を支柱で支え、雪

の沈降による被害を防ぐ。棚の倒壊がひどい場合には、周囲線等を切り離すことも考える。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

水稲における営農管理的鳥獣害防止技術について 

 

１ はじめに 

 鳥獣害対策については、侵入防止として防護柵設置や追い払い、個体数調整として捕獲、生息環境管理と

して鳥獣を寄せ付けない環境づくりなどが進められている。しかし、防護柵設置などハード的な対策はある

程度の経費や地域の合意形成が必要であるため、すぐには取り組めない場合がある。そこで、個人でも容易

に取り組める対策の一つとして、営農管理的鳥獣害防止技術が滋賀県から報告されているので紹介する。 

 

２ ヒコバエの生育抑制管理技術 

 水稲収穫後の水田および畦畔、法面では晩秋から早春にかけてヒコバエや雑草が生育して緑草帯を形成し

ている。特に、ヒコバエはシカの秋～冬期の重要なエサ資源となっている。 

 滋賀県が行った調査では、水田中のヒコバエの８０％以上の株でシカの食痕が見られており、その採食時

期としては、９月中旬収穫の水田の場合、ヒコバエの発生量が多くなる１０月中旬～１１月上旬に採食が盛

んに行われ、１２月に枯死した後は、採食さ

れなかった（図１）。そのため、秋耕により

ヒコバエを解消するには１０月中旬から１１

月上旬までには耕耘作業を行う必要がある。

その場合、秋耕していても十分にヒコバエが

埋没しないことがあるため、ロータリー耕を

行う場合は通常より３０％早い高速回転で実

施することが望ましい。また、秋耕時期につ

いては、９月下旬から１０月中旬に耕耘する

と耕耘後に緑草が発生し、冬期間残草するた

め、ヒコバエの生育や緑草の発生状況などを

考慮して適期を決定する必要がある。 

 品種によるヒコバエの発生量は、熟期の遅

い品種ほど少なく、晩生の「ヒノヒカリ」で

は早生の「コシヒカリ」の５０％以下であっ

た（図２）。また、移植時期が遅いとヒコバ

エの発生量が小さくなり、早期中干しおよび

「コシヒカリ」の２回目早期穂肥施用では、

若干のヒコバエ抑制効果が認められた。 

 ヒコバエの生育を抑制する営農管理技術と

しては、５月上旬植えを標準とした場合、６

月上旬の遅植えが年次を問わず最も効果的で

あり、品種では熟期が遅くなるほど抑制され

る。さらに、冬期湛水は、谷水など常時湛水

できるほどの水量が確保できるところであれ

ば、緑草を抑える効果が期待できる。 

 

３ 冬期における畦畔・法面の緑草抑制管理技術 

 中山間地域では、山の餌場価値が低下する冬期に畦畔・法面の緑草がシカ等野生獣のエサになっており、

滋賀県の調査においては法面の緑草を約８kg/10a採食されたと報告されている。 

 冬期の畦畔・法面の緑草を抑制する方法として、刈り払いと被覆植物の栽植を紹介する。刈り払いを行う

図１ ヒコバエの生育と採食株率の推移 

（滋賀県農業技術振興センター） 

図２ 品種別ヒコバエの生体重（滋賀県農業技術振興センター） 
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時期としては、９月下旬から１０月上旬に

刈り払いを行った場合には冬期の残草が多

く、１０月中旬以降に刈り払いを行った場

合は残草量に大差がなかった（図３）こと

から、出来るだけ遅く刈り払いすることが

望ましい。 

 被覆植物の栽植について、滋賀県におい

て、在来種であり、被覆植物自体がエサと

ならないよう冬期に地上部が枯れるものと

して、ノシバとチガヤの栽植試験が行われ

た。ノシバ、チガヤともに栽植１年目は被

覆度が低かったが２年目でチガヤは約７

０％まで優占し、冬期の緑草量が少なくなり、シカによる緑草の採食が認められなかったことから、被覆植

物の草種としてはチガヤが有望である。 

 また、ヒガンバナは、球根、茎葉、花茎に植物毒であるアルカロイドを有するため、古くから野ねずみ対

策として利用されてきた。このヒガンバナ被覆させた法面では、イノシシの掘り返しが見られなかったとい

う報告もされている。ヒガンバナは、１０月上旬に花が枯れた後、１１月上旬にかけて葉が展開し、１２月

以降は翌春まで緑草を抑制することが認められ、冬期の餌場価値低減に利用可能であると考えられる。 

 

４ 水稲の深水管理による被害軽減技術 

 シカは柔らかい新葉を好んで食べることから、水田

では水稲の育苗期から分げつ期にかけて稲の食害が多

く発生する（写真１）。さらに、シカの生息数が多く

農地に頻繁に出現する地域では、成熟期まで葉の食害

や踏み倒しの被害が続くこともある。この対策として、

滋賀県から水稲の深水管理技術について報告されてい

る。 

シカは水中に口を入れて採食することを嫌うという

性質があることから、田植え後から中干しまでの期間、

移植苗のほとんどの部分を水中に水没させる深水管理

を行うことで、通常の浅水管理に比べ、茎葉の被害量

を少なくすることができる。 

 深水管理の方法として、田植え直後は、苗がほぼ水没するくらい（葉先約３cmが頭を出す程度）の水深で

管理を行い、稲の生育に合わせて水深を徐々に深くし、中干しまで７cm程度の深さを目標に管理する（図４）。

シカの食害は移植後から分げつ期の茎葉の柔らかい時期に集中するため、深水管理は被害が集中する移植か

ら中干しまでの期間に行う。 

図３ 畦畔の草刈り期別残草量（滋賀県農業技術振興センター） 

写真１ 水稲のシカの食害 

  

図４ シカ被害軽減のための水稲深水管理の模式図（滋賀県農業技術振興センター） 
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分げつ期（中干し終了）までの被害は、水稲の生育が再生するなどにより収量や成熟への影響は少ないが、

中干し終了後に発生する被害は、著しく減収するとともに成熟が大幅に遅れる。そのため、シカの出没頭数

が少なく、６月下旬までで被害が止まる地域では、深水管理で被害が軽減できるが、７月以降も被害が続く

地域や出没頭数が多い地域では、深水管理と簡易防護柵を組み合わせた対策が必要となる。また、畦畔沿い

に補植用の置き苗があるとシカが誘引されるため除去する。 

なお、深水管理は用水の水温が低く初期分げつが確保しにくい山間部では、収量が低下する場合がある。 

 

５ おわりに 

 今回紹介した技術は、野生獣の被害を軽減するために個々の農家が補完的に行う営農管理技術である。こ

れに侵入防止柵など物理的防護技術、防草シート被覆による畦畔雑草対策、地域ぐるみによる農地や周辺部

の餌場価値を下げる取組や追い払いなどを組み合わせた総合的な対策を進めていくことで、被害の軽減を図

っていってもらいたい。 
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（水稲の深水管理や大豆の品種転換などを組み合わせた被害対策マニュアル） 

 

 

 

クリシギゾウムシの臭化メチル代替防除技術について 

 

１ はじめに 

効果が安定し、作物に対する薬害の発生が少ないことから、クリの果実を加

害するクリシギゾウムシの対策で臭化メチルによる燻蒸が長年行われてきた。

しかし、臭化メチルは平成４年にオゾン層破壊物質に指定されたことに伴い、

平成２５年度を最後にクリの燻蒸に使用できなくなる。そのため、臭化メチル

に頼らない代替防除技術への円滑な移行を図り、安定したクリ生産を維持・継

続する必要がある。本稿では各種の代替技術の特徴や導入に際しての注意点等

を紹介する。 

 

２ ヨウ化メチル剤 

 ヨウ化メチル剤は、臭化メチル剤とほぼ同様の方法で燻

蒸による防除ができるため、代替技術として期待されてい

る。しかし、沸点が４２．５℃と高く、特に低温期の使用

では臭化メチル剤よりも長い処理時間が必要であるため、

注意を要する。また、臭化メチル剤の使用と同様に、施設

の整備や安全に使用するための知識の取得が必要となる。

さらに、世界におけるヨウ素の需要は拡大傾向にあること

や、東日本大震災の影響による供給不足により、原料価格

は高止まりの傾向にあり、製品が高価になることが予想さ

れる。 

 

写真１ クリシギゾウムシ幼虫 

図１ ヨウ素の輸入単価の推移 

（財務省 貿易統計資料より） 
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３ 温湯処理 

温湯処理は、５０℃の温湯に３０分間浸漬することで殺虫する技術である。処理装置が市販されており、

１回に１００kg を処理することが可能であり、1 日の最大処理量が数百 kg までの産地や冷蔵保存せずにす

ぐ流通させる産地で導入しやすい。また、温湯処理装置は水稲種籾の温湯処理装置の一部部品を交換するこ

とで兼用が可能であるため、種籾の処理を行っている地域では少ない初期投資で導入できる。ただし、温湯

処理した後は乾燥行程が必須で、果実を広げて乾燥させるためにある程度広い場所が必要となり、確保でき

る面積に日処理量が制限される。乾燥行程を省略すると表面がカビやすくなる。また、乾燥後でも保存する

場合には冷蔵する必要がある。 

 

４ 氷蔵処理 

氷蔵処理は、果実を氷蔵庫（－２℃）で４週間程度保存することで

殺虫する技術である。出荷調整と品質向上を目的に冷蔵保存しながら

流通させている産地で導入しやすい。また、野菜などを氷蔵して出荷

調整することで有利に販売できる産地では、氷蔵庫を効率的に活用で

きると考えられる。一方、殺虫に時間がかかるため、貯蔵せずにすぐ

に出荷する流通形態をとっている地域への導入は難しい。さらに、氷

蔵庫を確保することが必要であり、設置場所と導入コストがかかる。 

 

５ 立木防除 

 収穫後の防除処理効果をより確実なものにするためには、産卵を最小限にすることも重要である。本虫は、

土中で越冬し、８月から９月にかけて土中から羽化した後、９月以降にクリ果実への産卵を始める。そのた

め、８月下旬から９月に薬剤散布を行うことで高い防除効果が期待できる。本種に対する登録薬剤は限られ

ており、これまで合成ピレスロイド剤が中心であったが、最近、アセタミプリド水溶剤の登録が認可された。

モモノゴマダラノメイガとの同時防除や植栽されている品種（各剤の収穫前使用時期）に配慮し、効率的な

散布時期を検討する必要がある。また、超低樹高栽培を行うことで、薬剤の付着効率が高まることがわかっ

ている。 

 

６ 終わりに 

クリシギゾウムシはよく知られている害虫ではあるが、被害は多いものの成虫を見る機会が少ないこと、

年１化であることなどの理由から、生態に関する知見は多くはない。そのため、平成２５年度から（独）農

業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所が中心となり、本県を含む関係都道府県が参画し、「クリのくん

蒸処理から脱却するクリシギゾウムシ防除技術の開発」（農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 実用

技術開発ステージ）で生態の解明や技術の開発に取り組んでいる。得られた成果については、農林水産省の

ＨＰ等で紹介されている「臭化メチル剤の全廃に伴うクリシギゾウムシの代替防除技術について」（未定稿）

に順次反映されるので、参考にされたい。 

写真２ 氷温貯蔵の様子 


