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今月の作業

 作
後志農業改良普及センター畑作部会

■小麦
小麦収穫後の麦稈（ばっかん）は速やかに圃場から持

ち出し、堆肥化を図り、残った麦稈はストローチョッパ

などで細断し、浅めにすき込みましょう。ただし、なま

ぐさ黒穂病が発生した圃場では、麦稈は搬出せず、全量

を圃場にすき込むなど適切に処理してください。

麦稈はC/N比が高く、土壌の物理性改善効果が高い

半面、そのまますき込むと後作物に窒素飢餓が生じま

す。すき込み時は窒素施用を行わず、次作物での増肥で

対応しましょう（表１）。
小麦収穫後に緑肥作物を導入し、地力の向上や生物性

の改善を図りましょう。緑肥の導入により後作への減肥

が可能です（表２、３）。導入効果を高めるため、緑肥
は麦の収穫後速やかに播種し、収量を確保しましょう。

■大豆
マメシンクイガは幼虫が莢（さや）の内部に侵入して

子実を食害し、収量や品質を低下させます。

薬剤防除適期は産卵始めごろで、フェロモントラップ

による成虫初発期と莢伸長始め（長さが２～３cmに達

した莢が全体の40～ 50％の株に認められた日）を指標

に散布適期を把握します。防除適期を逃すと被害が増大

するので注意しましょう。

莢伸長始めと成虫発生の両方が確認できた６日後に合

成ピレスロイド系またはジアミド系、その10日後に有

機リン系の薬剤を使用すると効果的です（図１）。
大豆子実を加害するカメムシ類が問題となる地域で

は、マメシンクイガ防除方法の１回目または２回目にカ

メムシ類に対して効果の高い薬剤を使用しましょう。

〈小麦〉麦稈・緑肥で土壌を改善
〈大豆〉シンクイガ適期に防除

 （表１、２は「北海道緑肥ガイド2022」より）

表１　種類・処理法別の減肥可能量

種　類 処理法
標準的乾物重
(kg/10a)

すき込み時
C/N比
(参考)

後作物減肥可能量
(kg/10a)

窒素 カリ

秋まき小麦麦稈
全量すき込み 600～900

80～100
－３～－５ ７～10

搬出残量 300～450 －２～－３ ４～５

春まき小麦麦稈
全量すき込み 500～700

60～80
－２～－３ 10～12

搬出残量 250～400 －１～－２ ５～６

※ 麦稈による搬出残量とは、コンバイン刈り取り高さ（約40cm）以下の部分を指す
※ 麦稈はC/N比が高いため、すき込み翌年に窒素飢餓が生じる危険が大きい。この
ため、麦類後地に緑肥作物を導入してC/N調整を行うことが望ましい

※ 麦稈をC/N調整せずにすき込んだ場合、てん菜に対する翌年の窒素施肥は「後作
物減肥可能量欄」におけるマイナス分を、馬鈴しょはその半量を増肥する。豆類
は増肥せず必要に応じて追肥する

表３　緑肥作物と後作物の組み合わせ
緑肥作物 適する後作物 緑肥の主な効果

えん麦野生種 大豆
根粒着生促進、ネグサレセンチュウの発生抑制、菌
根菌感染の促進

ひまわり
マメ科緑肥

トウモロコシ
たまねぎ

窒素供給、菌根菌感染の促進

シロカラシ
マメ科緑肥

てん菜 窒素供給

 （「北海道緑肥作物等栽培利用指針」より）

表２　後作緑肥の減肥可能量

種　類
標準的生重
(t/10a)

標準的乾物重
(kg/10a)

すき込み時
C/N比

後作物減肥可能量
(kg/10a)

窒素 カリ

えん麦 2.5 ～ 4.0 400～600 15～25 ０～４ 10～20

シロカラシ 3.0 ～ 4.5 350～550 12～20 ４～６ 10～20

ヘアリーベッチ 1.5 ～ 2.5 150～250 10～11 ３～５ ６～10

ひまわり 1.5 ～ 3.5 200～500 13～20 ２～４ ６～14

 （2012年普及推進事項）

図１　マメシンクイガに対する薬剤散布の判断基準
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写真　褐斑病
（後志農業改良普及センター）

■馬鈴しょ
疫病は降雨によって急速にまん延します（図２）。生
育後半の疫病の発生は塊茎腐敗の原因になります。茎葉

処理まで、塊茎腐敗に効果のある薬剤で防除を徹底しま

しょう。

リーフチョッパなどで茎葉処理を行うときは、茎葉黄

変期以降の好天日に実施します。塊茎損傷や緑化防止の

ため、培土を崩さないよう刈り取り高さを地際から

10cm程度の高さに設定しましょう。薬剤による処理を

行う場合、土壌が極端に乾燥している時の散布は避けま

しょう。生理的ストレスにより維管束褐変が生じやすく

なります。

茎葉処理後は、塊茎の周皮が完成する10～ 14日後を

めどに収穫を開始しましょう。

■てん菜
７、８月に高温多湿となる年に褐斑病の発生が多くな

ります。連作圃場や抵抗性弱品種では急激に拡大する場

合があるため、特に注意が必要です（写真）。

初発直後までに散布し、薬剤散布間隔は14日以内（高

温・多湿となった場合は10日以内）とします。

薬剤では、QoI剤、DMI剤、カスガマイシン剤は耐性

菌が発生しています（表４）。特にQoI剤は使用せず、
マンゼブ剤と銅剤を基幹薬剤としたローテーション防除

を心掛けましょう。

褐斑病抵抗性「強」の品種では、初発直後までにマン

ゼブ水和剤400～ 500倍の散布を開始し、その後は14日

間隔で８月６半旬から９月１半旬まで散布を継続すると

高い防除効果が得られます（2022年指導参考）。

ヨトウガの第２世代幼虫は、８月下旬から10月下旬

まで加害します。葉の食害推移を観察し、被害株率が

50％に達した時点を目安として防除を実施します。１

回目散布以降も食害が収まらない場合は、追加防除を行

いましょう。第２世代幼虫は、７月下旬以降が散布適期

で、IGR剤を利用することでアシグロハモグリバエやシ

ロオビノメイガとの効率的な同時防除が可能です。

〈馬鈴しょ〉土壌乾燥時の薬剤散布に注意
〈てん菜〉褐斑病はローテーションで防除

表４　てん菜褐斑病の薬剤耐性菌と薬剤使用上の注意
薬剤系統名 耐性菌有無 使用の可否

QoI 有 使用しない

DMI 有
使用回数を可能な限り

低減する

ヘキソピラノシル抗生物質
（カスガマイシン剤）

有
使用回数を可能な限り

低減する

（「2022年度北海道作物病害虫・雑草防除ガイド」適用事項より）

 （「北海道病害虫防除提要」佐藤原図）

図２　馬鈴しょ疫病菌の感染環
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