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適切な穂肥・雑草対策で高品質小麦の安定生産を

ハクサイダニ対策
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小麦

　実需者に求められる高品質小麦を安定生産するためには、穂肥
を適切に施用すること、適切な雑草防除を行うことが重要です。適
期に必要な作業を行い、収益性の高い小麦経営を目指しましょう。

○穂肥の施用
　穂肥の目的は、小麦の粒数確保と粒の充実を図ることにありま
す。穂肥の時期が遅れると成熟期の遅れを招き、粉色が悪くなるな
ど小麦の品質に影響を与えます。表１を目安に適期・適量の穂肥施
用を行い、高品質小麦の安定生産を図りましょう。

○雑草対策
　収量や品質の安定を図る上で、適切な雑草防除が欠かせません。
小麦栽培における雑草に対しては、播種時の土壌処理剤の効果が
比較的高く、生育期間中の雑草対策としても除草剤の散布が基本
になります。

　しかし、雑草の種類によっては防除効果が期待できないものもあ
りますので、自分のほ場にどのような雑草が発生しているのか把握
し、除草剤を選択する必要があります。表２を参考に適切な除草剤
を適期に散布しましょう。

○排水対策の徹底
　「麦は排水で穫る」と言われるように、小麦の安定生産には排水
対策が重要です。排水不良のほ場では、穂肥の施用や雑草対策を適
切に実施しても、安定した収量・品質を十分に得ることは困難にな
ります。小麦の健全な生育のために、排水溝の点検補修を定期的に
行いましょう。

　海津市を中心とした地域で冬季に栽培されるシュンギクでは、害
虫防除は秋に発生するチョウ目害虫やアブラムシ類が中心となりま
すが、一部で冬季にハクサイダニの被害が発生し、問題となってい
ます。

【ハクサイダニ】
　体長は約0.7㍉、黒褐色で足が赤く、葉裏や地表をすばやく移動
します。アブラナ科野菜、シュンギク、ホウレンソウなどに寄生しま
す。休眠卵で越夏し、秋に孵化し、11月頃から被害が発生します。植
物上や土壌表面などに産卵しながら2世代ほど経過したのち、再び
休眠卵となり越夏します。

【薬剤防除】
　施設内の土中で越夏している休眠卵には、ビニール被覆による太
陽熱消毒や土壌消毒剤などが有効です。栽培中の防除では、アディ
オン乳剤が有効ですが、収穫21日前までしか使用できないため、使
える時期が限られます。収穫前日まで使用可能な気門封鎖剤のサン
クリスタル乳剤は、虫体にしっかり薬剤が付着するよう、株元、葉裏
を中心にたっぷり散布しましょう。

【発生源を断つ工夫】
　毎年被害が発生しやすい施設では、なぜ被害が発生するのか、見
直してみましょう。

〇残渣の処理
　被害株の残渣には、ダニや卵が残っているため、施設内に放置し
ないようにしましょう。また、残渣を施設の近くに廃棄すると、施設
周囲で越夏量が増加し、翌年の被害につながる可能性があります。

〇施設周囲の雑草管理
　施設周囲に広葉雑草が多いと、ダニの生息場所となります。春の
うちから次作のために、施設周囲の雑草管理を行いましょう。

シュンギク

図１　作型目安
ブロック 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1　区
（ナス科主体）

2　区
（ウリ科主体）

3　区
（マメ科主体）

4　区
（その他）

ナス

ピーマン

トマト

春ジャガイモ ホウレンソウ

小松菜

キュウリ（1回目）

キュウリ（2回目） キャベツ（年内～春どり）

キャベツ（年内～冬どり）

スイカ ダイコン・カブ

カボチャ ハクサイ（年内～冬どり）

インゲン（春どり） チンゲン菜・水菜

ネギ（育苗） インゲン（秋どり）

枝豆 ネギ（本ポ）

サツマイモ エンドウ・ソラマメ

トウモロコシ ホウレンソウ

オクラ

モロヘイヤ ホウレンソウ

サトイモ

※毎年ブロックごとに作付ける品目を輪作します。この表を１年目とすると２年目は１区に２区の品目を２区に３区の品目を作付けます。

野菜の年間栽培計画を立てたいと思います。どんなことに注意すれば良いですか？

　まずは、連作障害に注意しましょう。図1のように畑を大きく４つのブロックに分けて、毎年栽培する野菜を順番に交替
していくと良いでしょう。また、前作にどのような野菜を栽培したかにより、肥料の量も変わってきますので注意が必要で
す。例えば、サツマイモの前作に肥料を多く与える作物を作ると、ツルボケでイモの収穫ができなくなってしまいます。その
逆で、トウモロコシの前作に豆類を作ると、根粒菌の活動で窒素肥料が土の中に多く残り、肥料が有効に使えます。 
　栽培の日記等を作成し、いつ・どこで・何を・どのように栽培したか、後から分かるように記録を残すようにしましょう。
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接木苗を植えると連作障害が出にくいと聞きましたが、メリット・デメリットを教えてください

○接木苗のメリット
・連作障害・病害虫に強い
　連作障害に耐性のある台木を接ぐことで連作障害に強い苗ができます。青枯れ病に強いトマトやミニトマト、ネコブセ
ンチュウに強いキュウリやゴーヤなど連作障害に強い接木苗を使うと輪作や土壌消毒をしなくても連作が可能になりま
す。また、病害虫に抵抗性のある台木を接ぐことで、病害虫に強い苗ができます。病害虫に対する心配が減り農薬の散布
量を減らすこともできます。

・環境ストレスに強い
　　寒さや暑さ、乾燥など環境ストレスに強い台木を継ぐことで、環境に強い苗を作ることができます。
○接木苗のデメリット
・価格が高い
　　病害虫に強いといった付加価値の高い接木苗は、普通の苗に比べて２倍ほど高値で販売されています。
・台木の芽かきが必要
　　台木から出てきたわき芽をそのままにしておくと、穂木に十分な栄養が行き渡らないので台木の芽かきが大切です。
・接木苗を作るには技術と手間がかかる

Q

A

接木苗がおすすめの野菜    ・トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカなど

表１．品種別穂肥施用の目安
品　種 施用時期

2月下旬～

3月上旬

3月上旬

肥　料　名 基準施用量

イワイノダイチ 化成肥料16－0－16

化成肥料16－0－16

25㌔／10㌃

30㌔／10㌃さとのそら

※暖冬年は穂の生長が早くなることが予想されますので、施用時期を早めるなど、
　小麦の生育状況に合わせた施肥管理を行いましょう。

表２．雑草対策

薬剤名

バサグラン

液剤

アクチノール

乳剤

エコパート

フロアブル

一年生雑草

(イネ科を除く)

生育期(雑草の3～6葉期)

但し、収穫45日前まで

穂ばらみ期まで

(雑草生育初期)

小麦節間伸長開始期まで
(広葉雑草2～4葉期、
ヤエムグラ2～6節期)
但し、収穫45日前まで

畑地一年生

広葉雑草

一年生

広葉雑草

適用雑草名 使用時期 効果が期待できる雑草

タデ類

タデ類

カラスノエンドウ

ヤエムグラ

シュンギクのハクサイダニ被害
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