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 施設園芸（野菜）における厳寒期の農作業管理  
 

今冬は昨年に引き続き、日本海上空で大陸からの気流が蛇行し、西日本に寒気が流入しやすい状態となっ

ている。１２月に入ってすでに日本海側を中心に大雪傾向となっており、例年を数倍上回る積雪量となって

いる地帯もある。 

１月は、太平洋側を中心に比較的晴天日が多いが、かなりの低温傾向となると予想されている。ハウス栽

培の施設野菜を中心に、栽培適温を再確認し、適切な栽培管理による草勢を維持し厳寒期を乗り切りたい。 

 

１ 野菜の種類別生育適温について 

 作物には品目毎、品目毎、生育ステージ毎に生育適温といわれる最も良好な生育を示す温度域がある。施

設園芸では、温室や暖房装置等を用いて作物に最も良好な環境や温度域を人工的に作り出し、一年を通して

栽培を行っている。 

 このため、作物の生育適温を無視した過度の省エネルギー対策により、作物の生育不良や生産物の品質低

下、収量減を招いては意味がないので、まず初めに栽培している作物の生育適温の確認を行う。 

 表１は野菜の種類別生育適温を示しているが、地域で推奨されている品目や品種によって適温範囲は異な

るため、栽培開始前には確認する。 

 野菜は、地上部の気温が多少低温または高温であっても地温が適温であれば作物は生育するといわれてい

るが、イチゴの高設栽培などでは地面から隔離されているため、地温が確保できず温室内の設定温度を通常

の土耕栽培に比べ高めに設定しなければならないなど、同じ品種であっても栽培方式の違いによって温室内

の管理温度に差があるため注意する。 

 

  表１ 作物別生育適温ならびに限界温度（℃） 

作物 
昼気温 夜気温 地温 

最高限界 適温 適温 最低限界 最高限界 適温 最低限界 

ナ
ス
科 

トマト 35 25～20 13～8 5 25 18～15 13 

ナス 35 28～23 18～13 10 25 20～18 13 

ピーマン 35 30～25 20～15 12 25 20～18 13 

ウ
リ
科 

キュウリ 35 28～23 15～10 8 25 20～18 13 

温室メロン 35 30～25 23～18 15 25 20～18 13 

スイカ 35 28～23 18～13 10 25 20～18 13 

カボチャ 35 25～20 15～10 8 25 18～15 13 

イチゴ 30 23～18 10～5 3 25 18～15 13 

 

 

２ 加温機等のセンサーの点検と適切な設置方法について 

 加温機等は設定された暖房温度になるように自動運転するが、

温度センサーの感知により暖房の開始・停止を決定するため、

温度センサーが正常に作動しているか必ず確認する。 

 また、温度センサーの設置位置は、作物の生育にとって重要

である成長点付近などの適切な高さに設置する。 

 暖房装置のダクトの吹き出し口付近に設置すると、温度セン

サーは急激な温度変化を感知するため、温室内を適正温度で管

理できない上、暖房装置が頻繁に運転・停止を繰り返すことに

より故障の原因ともなりやすいため注意する。 

 また、加温時に実際の温室内の気温と暖房装置のサーモの

設定温度にズレがないか必ず確認し、ズレがあった場合には、温度管理は温室内の気温で管理を行う。 

（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 

写真１ 加温機等のセンサー設置状況 
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図１ 

３ 内貼り資材の点検と補修について 

 内張カーテンの保温効果を最大限に発揮させるには、カーテンの破れやつなぎ目、カーテンの裾部に隙間

ができないよう十分注意する必要がある。また、

多層被覆することで寡日照や高温・多湿傾向とな

るので、保温性だけでなく流滴性や通気性など湿

度対策を考慮した資材選択や、日中の換気や病害

虫防除などの適正管理が必要である。 

図１のようにハウス内には隙間ができやすい部

分が多々あるため、特に出入口周辺のカーテンの

隙間やサイド換気部の接続部分、ハウス谷間部分

などの隙間をなくして保温性を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裾部については、短すぎて隙間があるのは論外だが、地面にカーテン裾部が接していても、暖房器の作動

時にカーテンがはためいて大きく開くことがあるので注意が必要である。また、夜間、重くなった冷気が側

面カーテン外側に下降し、カーテンが温室内側に膨らむので、側面カーテンが短めだとカーテンが持ち上が

り冷気が侵入する。このため、カーテン裾部については、長めに設置するか逆Ｕ字の止具や土などの重しを

（上図、下写真は施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)から引用） 

写真 2－1屋根カーテン閉時の妻面の隙間      写真 2-2 屋根カーテンと側面カーテン合わさり目 

写真 2-3 温室コーナー部分の隙間       写真 2-4 肩部垂れ下がり隙間 

 

写真 2-5 天井滑車部分の隙間        写真 2-6 肩部滑車部分の隙間 
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図２－２ 

乗せるなどし、固定することを勧める。 

屋根面２層カーテンを設置している場合、図２―１の１層目と２層目のカーテンの隙間をなくすことで保

温効果を高めることができる。 

ハウスの出入口については、外気と直接触れる機会が多いため、出入口に緩衝ハウスを設置したり、出入

口の内張りカーテンを２重３重に重ね合わせたりすることで、より高い保温性を確保する。 

内張カーテンの開閉については、温室内が適温まで上昇してから開放し、ハウス内の温度が下がらないう

ちに閉める。なお、遮光率の高い保温用カーテン利用している場合には、外張被覆と内張被覆間の温度上昇

が不十分でも作物生育のためにカーテンを開放する必要がある場合もある。また、内張カーテンの開閉をタ

イマーで設定している場合には、その時期の日長（日の出、日の入り時刻）に応じて開閉時間のタイマー設

定を調節する。 

 

４ 通風筒の利用等による栽培環境の適切なモニタリングと最適な管理の実践 

 施設園芸における正確な栽培環境の測定は、作物の生育促進や草勢管理などをより適正に実施する上で極

めて重要な技術である。しかし、実際の生産現場においては、栽培環境の重要かつ基本的な要素である「温

度測定」においてすら、センサーの設置位置や設置方法などはあまり重要視されず、いわゆる「適当」な設

置にとどまってきた。 

 

写真３－１は、一般的によく見かけるセンサーの設置方法であるが、これでは、太陽の輻射熱やハウス資

材等の蓄積熱などの影響を受け、空気そのものの温度は測定できていない。一方、写真３－２は約１２Ｖの

ファンを利用し、輻射熱等の影響を排除した筒状の容器の中にセンサー等を設置し常に微風を送ることで適

切な温度測定が可能となる「通風筒」を利用したものである。 

 その測定結果が図３であるが、真冬でも晴天日ほど日中の感知温度には大きな差が生じており、これによ

る栽培環境制御装置（側窓や天窓、加温機など）の稼働制御を考えたとき、栽培管理・草勢管理への影響は

写真３－１ 一般によくあるセンサーの設置方法 写真３－２ 通風筒を利用した設置方法 

図２－１ 
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計り知れないものと考えられる。 

 是非とも、通風筒を利用して正確な温度測定を実践して、

その状況に最適な栽培環境制御が実施できるよう努めてほし

い。 

 

５ 変温管理と炭酸ガス利用法 

(1)多段サーモ装置を利用した変温管理 

 複数の温度設定が可能な多段サーモ装置は、作物の生理に

合わせた一日の温度管理を行うことが可能となり、恒温管理

に比べ作物の生育促進と省エネルギー化が期待できる技術で

ある。 

 近年の燃油等の高騰を背景に、夜温をやや抑えつつ代わり

に昼間の温度をやや高めるなど、省エネルギーに向けた新た

な活用方法も研究されている。 

 

 

 

 

(2)炭酸ガスの施用技術 

 ＣＯ２（炭酸ガス）発生装置は、近年の養液栽培

ハウス等では必須の機器類として導入が進んでいる。 

 ＣＯ２は、光と水・温度とともに、植物が光合成

を行うための必須要素として周知であり、その利用

方法についても研究がされ、従来から日の出直前こ

ろにハウス内の濃度を数千 ppm程度に高めておくよ

う指導されてきた。 

 しかし、最近の植物工場による種々の研究や実証

により、日本の施設では構造上ＣＯ２濃度を高めれ

ば高めるほど漏れやすいこと、また、光合成も（作

物による差はあるものの）陽光のある日中に継続し

て行われていることが明らかになってきたことから、

早朝のみの稼働から、４００～６００ppm を目標に

日中いっぱい稼働させるよう変わりつつある。 

 確立した技術ではないが、今年の利用の参考にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

図３ センサーの設置方法と温度感知 

図４ 変温管理の温度設定例（施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル(H20.3農林水産省生産局)） 

図５ イチゴハウスでのＣＯ２測定状況 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

「攻めの農林水産業」の展開方向と普及指導活動 

 

１ はじめに 

平成２５年３月１５日、安倍総理のＴＰＰ協定交渉への参加表明以降、農業を取り巻く環境は一層あわた

だしさを増し、５月２１日には、農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持続的に発展す

るための方策を幅広く検討するため、内閣に総理を本部長、内閣官房長官、農林水産大臣を副本部長とし、

関係閣僚が参加する「農林水産業・地域の活力創造本部」が設置された。 

一方、農林水産省内では生産現場の潜在力を引き出し、その活性化を図り、農林水産業の中期的展望を切

り開く観点から、平成２５年１月２９日に、省内に大臣を本部長とする「攻めの農林水産業推進本部」を設

置し、① 農林水産業の多面的機能を評価した「日本型直接支払い」、「経営所得安定制度」を中心とする「担

い手総合支援」の具体化、② 我が国農林水産業の強みを分析し、内外の市場開拓、付加価値の創造等の具体

的戦略の検討を通じ、消費者ニーズの変化に即応し、多様な関係者を巻き込んだ我が国農林水産業の新たな

展開の具体化に向けての検討を進めてきた。 

８月８日、第４回農林水産業・地域の活力創造本部において、内閣が一丸となって官房長官及び農林水産

大臣を中心に勢力的に施策の検討を進めるよう出された、① 農山漁村の有するポテンシャルを十分に引き出

すことにより、農業・農村全体の所得を今後１０年間で倍増させることを目指し、我が国全体の成長に結び

つけるとともに美しく伝統ある農山漁村を将来にわたって継承していくこと、② 消費者の視点を大切にし、

農林水産業者が経営マインドを持って生産コストを削減し収益の向上に取り組む環境を創り上げること、 

③ チャレンジする人を後押しするよう、規制や補助金などの現行の施策を総点検し、農業の自立を促進する

ものへと政策を抜本的に再構築することの３点を柱とする「総理指示」を踏まえ、農林水産省内での検討が

一層加速化された。 

これまでの検討結果を踏まえ、１２月１０日の第１１回「農林水産業・地域の活力創造本部」において「農

林水産業・地域の活力創造プラン」が本部決定されるとともに、１２月１１日の第９回「攻めの農林水産業

推進本部」からは「「現場の宝」みがき、活力ある農林水産業の実現を目指して」と題した取りまとめ報告

がまとめられ、１２月１２日の「全国農林水産業・地域の活力創造協議会（第４回）」及び「農林水産業・

地域の活力創造プラン説明会」合同会議において、それらの概要報告が行われた。 

これは、今後の日本農業の目指す方向等を示す重要な指針であり、施策の方向性を示すものである。その

ため、現地での普及指導活動に大きくかかわってくる課題でもあることから、それらの概要について紹介し

たい。 

 

２ 「農林水産業・地域の活力創造プラン」について 

①農山漁村の有するポテンシャル

の発揮、②経営マインドを持つ農林

漁業者の育成、③新たなチャレンジ

を後押しする環境整備、の３つを基

本理念に、「強い農林水産業」・「美

しく活力ある農山漁村」の実現に向

け、右図のような４つの柱を設け今

後１０年間で農業・農村全体の所得

を倍増させることを目指している。 

個別施策の目標としては、需要フ

ロンティアの拡大にかかる輸出促進

では、２０２０年までに輸出額を１兆円に倍増、加工・業務用野菜の出荷額を今後１０年間で１５０％まで

増加などが設定されている。また、バリューチェーンの構築にかかる６次産業化の推進では、６次産業化の
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市場規模を２０２０年までに１０兆円に増加、今後３年間で強みのある農畜産物を１００以上創出などが設

定されている。さらに、生産現場の強化にかかる中間管理機構の活用による農業構造の改革では、今後１０

年間で担い手の農地利用が全体の８割以上を占める生産構造の確立等々の目標が設定されている。 

 

３ 「「現場の宝」みがき、活力ある農林水産業の実現を目指して」（取りまとめ報告）について 

 一方、「攻めの農林水産業」を推進し「農業・農村全体の所得の倍増」に向けた取り組みを推進するため、

「攻めの農林水産業推進本部」でまとめられた取りまとめ報告（「「現場の宝」みがき、活力ある農林水産

業の実現を目指して」）では、以下の８つの重点分野において１３の重点事項についての展開方向と目標が

設定された。 

 

 

 

４ 「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」について 

また、これらの重点事項を推進してゆくためには、「強み」のある農産物づくりが不可欠であることから、

「B-Ups プロジェクト」の推進が唄われ、それに向けた品目別の基本方針が、前述の取りまとめとは別に進

められてきた。それらが、今回農林水産省のホームページに「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」

として掲載されたことから、内容についてはほぼ最終版と推測される。 

内容としては、品目別に１１の農畜産物について基本方針がまとめられており、概要版、品目共通版と合

わせると、百数十ページに及ぶ資料となっている。これを本紙面で紹介することはとてもできないが、今後

数年間の現場での重点的な取り組みが求められてくる内容でもあり、今後の国の事業組立のなかにおいても

重点施策、重点事業として推進されることになる。実際に平成２６年度の農林水産省の予算要求のなかで、

既にこれらの取り組みに対する新規事業が多数予算要求されており、平成２６年４月以降早々に取り組みの

始まるものも多い。 

 

５ 最後に 

ＴＰＰ交渉の行方も未だ見えてこないなかではあるが、これからの数年間で農業生産現場を取り巻く国際

環境、国内環境は激変の時期を迎える事が予想される。 
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現在、平成２６年度に向けた普及指導計画の作成時期が来ている。担当する地域・品目等について、これ

からの産地のありかた、生産者の育成方向等を考えるうえで、上で紹介した「攻めの農林水産業」の推進に

向けた方針、特に現場において直接的に影響があると考えられる「新品種・新技術の開発・保護・普及の方

針」について一度じっくり目を通し、それらの方向についても十分把握したうえで、計画の作成を進めて欲

しい。 

 

＜参考：B-Upsプロジェクト＞ 

Ｂ（Ｂｒｅｅｄ）：強みを生み出す → 品種開発の加速化 

Ｕ（Ｕｔｉｌｉｚｅ）：強みを活かす → 産地化の支援 

Ｐ（Ｐｒｏｔｅｃｔ）：強みを守る → 知的財産の保護・活用 

Ｓ（Ｓｕｐｐｏｒｔ）：強みを支える → 発揮できるための環境づくり 

 

 

 

水稲の高温登熟対策における最近の傾向 

 

１ はじめに 

平成２５年の夏は全国で猛暑となった。

７月は、梅雨前線が日本海から東北地方

に停滞することが多く、太平洋高気圧が

西日本を中心に張り出したため、全般に

晴れの日が多く、東日本以西では強い日

射の影響も加わって猛暑日となる日も多

かった。また、８月は太平洋高気圧が日

本の南海上から西日本付近にかけて強か

ったため、東日本以西では晴れて暑い日

が多く、月平均気温はかなり高かった。

８月中旬の平均気温は北・東・西日本で、

それぞれの旬として１９６１年の統計開

始以来第１位の高温となり、特に１２日

には、江川崎（高知県四万十市）で日最

高気温が４１．０℃となり歴代全国１位を更新した。 

このため、各地で高温登熟による玄米の品質低下が発生している。平成２５年１２月２０日公表された平

成２５年産米の農産物検査結果（１１月３０日現在、速報値）では、水稲うるち玄米における１等比率は平

成２４年産より高いものの７９．６％にとどまっている（表１）。２等以下に格付けされた主な理由では、

「心白および腹白」が３０．６％と多く、過去３カ年で最も高い値となっており、高温登熟による玄米の品

質低下によるものと考えられる（表２）。 

ここでは、県下で発生した高温登熟による品質低下の状況と併せて、１１月２５日に開催された関東東海

北陸農業試験研究推進会議・関東東海水田作畑作部会研究会で報告された研究成果などを紹介し、今後の高

温登熟対策について提言したい。 

 

２ 岐阜県における平成２５年産米の品質低下 

県の水稲奨励品種のうち「コシヒカリ」と「あさひの夢」は、高温登熟による玄米の品質低下が比較的発

生しやすい品種であるが、平成２５年産における品質低下の状況を近年と比べると両者で大きく異なる。平

成２２年の猛暑で１等比率が５．７％にまで低下した「あさひの夢」は、平成２５年産では４５．２％と低

いものの、平成２２年産ほど低下していない。対して、「コシヒカリ」では、平成２２年産で４９．８％で

表１　水稲うるち玄米の１等比率

25年産 24年産 23年産 22年産 21年産

 11月30日現在 79.6% 78.7% 81.5% 62.4% 85.7%

 最終(翌年10月31日) − 78.4% 80.6% 62.0% 85.1%

※　（24年産の最終は、25年10月31日現在）

表２　２等以下に格付けされた主な理由

格付理由 25年産 24年産 23年産

　心白及び腹白 30.6% 25.9% 24.3%

　充実度 19.0% 17.2% 20.0%

　整粒不足 18.3% 17.9% 23.1%

　着色粒（カメムシ類） 15.8% 20.2% 17.0%

※　24年産及び23年産は同期（11月30日現在）
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あった１等比率が平成２５年産では４３．

０％と過去５年間で最低となった（図１）。 

高温登熟による品質低下の目安として、

出穂後２０日間の平均気温が２６℃を超

えると白未熟粒が発生しやすくなるとさ

れている。岐阜市では平年の場合、出穂

後２０日間の平均気温は７月末の出穂で

最も高く、２８．２℃に達する。平成２

２年には、８月１５日頃の出穂で最も高

く、３０．４℃と平年の同時期より約３℃

高くなっていた。これに対し、平成２５

年は、８月５日頃の出穂で最も高くなり、

平均気温は３０．５℃と平年の同時期よ

り約２．５℃高くなった。しかし、８月

１５日過ぎから８月末での出穂では、ほ

ぼ平年並みか平年以下の値となっている

(図２)。この違いにより、平成２５年産

の「コシヒカリ」は過去５年間で最低の

１等比率となったが、「コシヒカリ」よ

り出穂期の遅い「あさひの夢」では平成

２２年産ほど１等比率は低下していない。 

 

３ 最近の研究成果 

(1)埼玉県の事例 

埼玉県では、平成２２年の猛暑により

県育成品種の「彩のかがやき」で白未熟

粒が発生し、ほとんどが規格外になる甚

大な被害が生じた。平成２２年から開始した高温対策事業により、栽培技術の確立と高温耐性品種の育成に

取り組んでいる。栽培対策技術では、現地調査の結果から白未熟粒に最も影響を与えているのは移植期であ

ることを明らかにし、移植期の後退を生育診断にもとづく追肥と併せて高温登熟対策の重点としている。具

体的には、白未熟粒が発生しやすい「彩のかがやき」では、６月１日～２０日の移植と葉色診断による穂肥

を推奨し、特に葉色の低下を避けるため、穂肥（出穂２５日前）を施用した場合や基肥一発肥料でも出穂１

０日前の葉色が４以下になった時には２㎏程度の追肥施用を指導している。また、高温耐性品種として「彩

のきずな」を育成し、普及している。「彩のきずな」は、群落温度が低いこと、穂の２次枝梗が少なく着粒

密度が疎であることから高温に強いと考えられている。 

 

(2)愛知県の事例 

愛知県では、近年「コシヒカリ」の１等比率は６０％以下で低迷し、平成２２年には中生品種の「あいち

のかおりＳＢＬ」でも１０％以下となった。両品種とも品質の低下は、登熟期の高温による白未熟粒の発生

によるものが多かった。徹底した実態調査の結果から、生育後半の肥効を高めることで品質改善が可能と考

え、より肥効が長い緩効性肥料を使用し試験を実施している。また、高温に非常に強い系統と「コシヒカリ」

の交配により、高温耐性品種として「愛知１２３号」を育成中である。「愛知１２３号」は、「コシヒカリ」

より２０ポイント整粒比率が高く、食味を含むその他の特性は「コシヒカリ」と同等である。 

 

(3)山梨県の事例 

山梨県は、１等比率が安定して高く白未熟粒の発生が少ない地域である。登熟期の平均気温が低く登熟期

間が長いことや日射量が多いことが要因と考えられ、特に登熟期の日最低気温が比較的低いことが白未熟粒
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の発生を抑制しているのではないかと考えられている。しかし、近年は「コシヒカリ」を中心に胴割粒が発

生し、等級低下の原因となっている。平成２２年のような高温では「あさひの夢」や「ヒノヒカリ」などで

も胴割粒が多く確認されている。早期落水の防止、適期収穫など基本技術の励行と併せて晩生品種の「ヒノ

ヒカリ」を導入し、標高ごとに移植の適期を明らかにして適期移植の徹底を図っている。また、施肥試験に

より幼穂形成期以降の窒素状態を改善することで胴割粒の発生が低下する傾向が認められている。 

 

(4)農研機構における高温耐性品種の開発 

現在、高温耐性に優れる系統として、関東２５９号、北陸２２１号、中国２０１号、西海２８３号、西海

２９０号等が各地で育成されている。これらの系統は、交配親の有する高温耐性に関わる遺伝子を利用、集

積しているものと考えられる。高温耐性ＱＴＬ（ＱＴＬ：量的形質がどのように生物に表現されるかに影響

を与える染色体上のＤＮＡ領域のこと。）の集積効果については、集積するＱＴＬ数が増加するにつれて、

整粒歩合が高く基部未熟粒が減少する傾向が認められている。新たな取り組みとしては、「コシヒカリ」に

高温耐性ＱＴＬを導入した同質遺伝子系統の開発を進めるとともに、新たな遺伝資源として高温耐性ＱＴＬ

の探索を進めている。また、胴割対策については、胴割耐性系統の選抜・育成をおこなっており、胴割耐性

ＱＴＬを利用した品種育成も進められている。 

 

(5)各県における高温耐性品種の導入 

平成２２年の猛暑時においても高温耐性品種への転換は、高い効果が認められた。その後も各地で高温耐

性品種の導入が進められている（表３）。 

 

４ 今後の高温登熟対策 

高温耐性品種への転換は、白未熟粒の発生低減に効果的だが、平成２２年には一部の高温耐性を有すると

される品種でその効果が十分発揮されなかった事例が見られた。より高温耐性の優れた品種を導入するとと

もに、品種特性を発揮するための栽培管理方法の見直しも併せて行う必要がある。 

また、高温時の対策として、かけ流しや深水等により地温を下げる水管理が効果的であることが知られて

いるが、ほ場条件や用水の確保が課題であり、十分な水管理ができない地域が多い。確実に実施できる対策

として、埼玉県や愛知県の事例で見られるように、登熟期後半まで稲体の活力を維持するための肥培管理が

効果的である。同様に以下の基本技術の励行により登熟期後半まで活力を維持することで効果が期待できる。 

 

(1)地力向上と作土層の確保による根系の生育促進 

堆肥の施用により地力窒素を向上させるほか、根が十分に生育できるように作土深を１５センチ以上確保

する。 

 

(2)適正な基肥の施用 

 基肥に含まれる窒素量が多いほど籾数は増加するが、籾数の増加や寡照によって、白未熟粒のうち乳白粒

発生が増加するため、品種やほ場の生産力に応じて基肥を施用し、適正な籾数レベルに誘導する。 

 

(3)栽植密度の調整 

極端な疎植を避けつつ、栽植密度をやや少なめにして過剰分げつを抑制し、適正な籾数に誘導する。 

 

(4)中干しの終了時期 

 中干しの開始時期が遅れたり、実施期間が長期化した場合に中干しの終了時期が遅れると、新しい根の発

生が抑制され、出穂前に十分な根の量を確保できず、栄養不良状態を招き品質の低下につながる恐れがある

ため、中干しは出来るだけ速やかに終了する。 

 

(5)適正な穂肥の施用 

籾数が適正以上に増加すると乳白粒の発生を助長する恐れがあるので、早期の施用や過度の窒素施用は、
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行わない。また、過度に生育後半の窒素供給を制限すれば稲体が栄養不足に陥り、外観品質の低下を招くの

で、必要以上に穂肥を減量、省略しない。 

 

(6)出穂後の湛水 

出穂後２０日間の湛水管理により成熟期まで葉色が維持された事例も見られる。地温の上昇を防ぐためで

きる限り深水とし、湛水を持続する。 

 

(7)早期落水の防止 

 コンバインによる収穫作業を円滑にするため、早期に落水することでほ場の地耐力を高める傾向にあるが、

早すぎる落水は稲体の水分生理を阻害し、登熟阻害を助長するので行わない。 

 

表３　最近育成された主な高温耐性品種

品種名 育成地 品種登録 特徴（育成地での評価）

あきほなみ 鹿児島県 平成22年
「ヒノヒカリ」より成熟期が10日ほど遅い。いもち病に強く、収量も多い。食味が良く、粒
がしっかりとして大きく、香り・光沢・粘りに優れる。

くまさんの力 熊本県 平成22年
「ヒノヒカリ」より成熟期は2日遅く、優れた食味と収量性を有する。玄米品質は特に良
好で、栽培特性に優れ、稈が短く倒伏しにくい。

つや姫 山形県 平成23年
成熟期は「コシヒカリ」並で、短稈で倒伏しにくい。炊飯時の粒揃い、艶、甘み、うま味
に優れ、食味が良い。栽培基準を有機栽培米・特別栽培米等に限定している。

さがびより 佐賀県 平成23年
「ヒノヒカリ」より成熟期は3日遅く、稈が短く倒れにくい。収量は10％ほど「ヒノヒカリ」よ
り多く、炊飯時に光沢があり、もっちりとした食感がある。

あきさかり 福井県 平成23年
「コシヒカリ」に比べ成熟期で7日遅く、稈が短く、倒伏しにくい。玄米の外観品質は「コ
シヒカリ」より優れる。食味は「コシヒカリ」と同等の極良食味である。

おてんとそだち 宮崎県 平成23年
「ヒノヒカリ」に比べ成熟期が5日早く、収量が多い。稈が短く、耐倒伏性に優れる。食
味は、官能評価における総合値で「ヒノヒカリ」とほぼ同等である。

三重23号 三重県 平成25年
「コシヒカリ」より成熟期が1週間程度早く、丈が短いため倒れにくい。食味は「コシヒカ
リ」に比べてさっぱりしているが、冷めてももっちりした食感がある。一定の品質基準を
満たしたものを「結びの神」の名称で販売している。

はるもに
(独)九州沖縄

農業研究
センター

平成25年
「ヒノヒカリ」と同程度の熟期で、主要病害虫であるトビイロウンカ、縞葉枯病、穂いもち
に強い。「ヒノヒカリ」よりやや小粒だが、収量性はやや優れ、食味は同等である。

おいでまい 香川県 －
「ヒノヒカリ」と出穂期が同等で、成熟期が０～２日程度早い。粒に丸みがあり、粒ぞろ
いが良い。味にクセがなく、粘りと味に優れる。草丈が短く、倒伏しにくい。熟れムラが
少なく、綺麗に熟れる。品種登録出願中(平成23年)。

とちぎの星 栃木県 －
「あさひの夢」より成熟期は6日早く、縞葉枯病抵抗性を有し、いもち病にも強い。大粒
で粘りが少なく、あっさりとした味で食味に優れる。品種登録出願中(平成23年)。

みずかがみ 滋賀県 －
「コシヒカリ」より成熟期は４日程度早く、稈長がやや短く、倒伏しにくい。粒形は丸みが
あり、やや小粒だが厚みがある。食味は同等からやや優る極良食味。品種登録出願
中(平成24年)。

一番星 茨城県 －
「あきたこまち」より成熟期は2日程度早 い。大粒で粒揃いが良い。耐冷性、耐倒伏性
に優れ、食味、収量は同等である。品種登録出願中(平成24年)。

彩のきずな 埼玉県 －
「キヌヒカリ」に比べて出穂期は 2～3 日早いが、成熟期は同じ～２ 日遅く、登熟日数
が長い。アミロースが少ないため、ごはんは粘りが強く、なめらかな食感である。品種
登録出願中(平成24年)。  


