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平成５年の大冷害・それに続く米騒動の再来を予想されるような梅雨空が続いてきましたが 7
月 2６日から酷暑となり、５年ごとの襲来する冷害が地球温暖化の影響で、解消したように見
えますが、今年の異常気象は心配です。平成５年と比べ、障害発生の可能性を探ってみました。
平成５年の冷害で思い起こすのは、夏休みの始まった７月２５日に東京都内の米屋さんが求人に
訪れ、今年は冷害で東北地方は凶作になるよと伝えましたが、当の米屋さんは上の空で、全く心に
も止めていない様子でした。８月になって農水省の担当官が生産調整のためと称して強制的に青
刈りをさせている情景がテレビで流れ、マスコミ・お米の流通関係者・農林業の行政官などなど、
８月上旬までは大凶作の発生など全く予見できない状態
に置かれていました。イネ栽培の専門家の間では出穂前１
３日前後に最低気温が１７℃以下になれば、花粉の正常な
発達ができず、出穂しても花粉管が伸びずに障害不稔にな
ることは分っており、７月２５日には結果が判明していま
した。コメ余り解消に奔走する行政やそれに追随するマス
コミは全く独自の眼をもたず、報道はされなかったため
に、大多数の日本人は９月になってやっとその深刻さを知
らされるはめになりました。劣悪なお米の緊急輸入２７０
万トンという手当で米騒動になり、米よりパン食へという
流れが加速されました。こんななかで岩手県紫波町の成苗
２本植研究会（当会の前団体）の会員農家は周辺農家が２
俵弱というなかで１０俵の成果を上げ、その要因が検討さ
れました。成苗の疎植栽培が昭和６２年の冷害時に障害不
稔を避ける能力を持つことがそのメカニズムを含めて解
明され、その分析が正しかったことを証明することになり
ました。加えて水田で温まった水を循環させ、水温を１
７℃以上に高めて供給していたことが被害ゼロの要因で
した。今年の紫波町の気温は平成５年と似た推移になっていますが、最低気温が４℃高く、今後の
予報でも２０℃を上回る最低気温となっていますから、障害不稔の心配はないと言えます。
それよりも心配なのがイモチ病です。低温長雨・日照不足で密植したイネや直播のイネでは光合
成によるデンプン蓄積の低下で相対的な窒素過剰がイネの体内で生まれ、師管の狭くなる穂首に
アミド態のアミノ酸であるアスパラギンが滞留して窒素濃度が高まり、穂首イモチになる可能性
が出ています。茎数多くなったイネは要注意です。

関東・関西・東北地区と木更津市で有機稲作ポイント研修会
今年度は 3 会場でポイント研修を実施してきました。育苗と抑草の成果と失敗が明らかになって
きましたので、その概要をお知らせします。今年は全国的に育苗期間の 4 月、5 月は寒暖の激し
い毎日が続きました。置き床に並べ、シルバーラブを被覆して発芽させ、1 葉期～2 葉期に鞘葉節
冠根が伸びる時期に 7℃以下の低温に晒すと冠根が伸びず、胚乳養分に依存したイネに育ちます。

胚乳養分が無くなる 2.5 葉期に体力が弱まり、病原微生物に侵されるケースが出てきます。
（生
理的立ち枯れ症状と命名しました。人間も同じですね）今年は寒暖の激しい年でしたが、温度管理
に気を付けて頂き、この症状で失敗した人は皆無でした。
問題は別なところにありました。3ha を全て 1 粒播種で実施した東北会場では 1000 箱の播
種に 1 週間かかりました。乾燥した有機培土に蒔くために、最初と最後には種もみの水分に大き
な差が出てきます。発芽に必要な水分２５％に戻すためには、置き床に並べて 1 昼夜以上育苗箱
を水没させ、吸水させる必要がありました。このことが不十分で発芽しなかった種子があったこ
と。木更津市などで育苗箱が水平に設置されなかったために、高くなったところに水が行き渡らず
発芽できなかったなど、微妙な作業上の配慮が均一な苗を作るうえで大きく影響することを学ぶ
機会でありました。育苗は概ね 80 点～90 点の出来栄えでした。
抑草は 2 回代掻き、深水管理というシンプルな方法でコナギ・ヒエ・その他湿性雑草を完全に
抑草することが出来たケースがほとんどでした。実践圃場 20 か所のうち、抑草に問題があった
のは３か所でした。完ぺきな成功事例は東北の
J-RAP の事例です。全圃場で 2 回代掻き、深
水管理で雑草の発生が全くない状態になりまし
た。紙マルチで苦労を重ね、もう止めようかと
考えていた最後の取り組みであったとのこと。
いとも簡単に抑草に成功したことで「今までは
何だったんだ」というのが率直な感想とか。雑
草の発芽生長の特性を科学的に把握し、それに
基づいた管理を行えば成功率は１００％になる
ことが実証されました。
今後の課題は茎数を安定的に確保し、慣行栽
培を超える安定多収を実現するための苗質の向
上と肥培管理技術の確立です。
今年初めて試験栽培に踏み切っ
たナタネ跡の稲作ですが、ナタネ
の収穫と田植えの間は１０日で
す。菜種収穫後、ハンマーモアーで

抑草に成功した J-RAP の圃場

なたねの残渣を粉砕し、民稲研 1
号を 45 ㎏散布して、耕起、代掻き
を行いました。最初はひたひた水
で均平を図る代掻きを行い、翌日
抑草と茎数確保に
成功した民稲研圃場
に水位を 7 ㎝以上にしてダブダブ
代掻きを行い泥水を掻き上げ、コナギの未発芽種子に土が覆いかぶさるようにして 3 日後に 5・
5 葉令のポット苗を移植しました。5 か所（約 80ａ）の水田全てコナギの発生を抑えることに成
功しました。しかし予想外の低温寡照の異常気象で 1 本植のイネが必要茎数を確保できるのか、
微妙な状況です。10 月にはその成果が判明しますのでまたお知らせいたします。
栃木県の条例案がホームページに掲載されパブコメ意見募集が始まりました。他県の条例と大
きく異なる極めて問題の多い条例案です。同封した内容をお読みいただき、ご意見をお寄せくださ
い。（稲葉記）
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6 月 2８日以降 2 日間しか晴れなかった異常気象のなか、なたね、小麦を収穫し、息も付か
ずに進めた田植え作業。終了したのが 7 月４日でした。2 毛作実験の意図をお知らせします

平成 5 年以来の低温長雨の続いた 7 月の異常気象・7 月 26 日からは熱帯夜に
6 月 28 日～７月 26 日まで記録的な梅雨空が続き、低温寡照という平成 5 年の大冷害を思い起こさせ
るような毎日でした。心配になって各県の気象状況を調べてみました。出穂前 13 日前後（7 月 20 日）に
平均気温が 17℃を下回った地域はなく、深刻な被害をもたらす「障害不稔」の発生はないと考えられます。
平成 5 年を最後に地球温暖化の影響を受け、5 年ごとに
襲来する冷害的気象も気温の底上げが顕著で、オホーツ
ク海に出来た高気圧から吹き寄せる冷たく湿った風「や

平成 5 年の冷害で壊滅的被害を受けた岩手県紫
波町、ポット 2 本植と循環深水管理農家被害ゼロ

ませ（山背）」も 17℃を下回ることがなくなってきまし
た。ただ日照不足によるいもち病発生の可能性がありま
す。成苗疎植の当会の会員農家はこうした冷害年であっ
てもイモチ被害の心配がなく、安心です。
代わって出現するようになってきたのが高温障害で
す。最低気温が 25℃以上の熱帯夜、最高気温が 35℃以

障害不稔発生
温度と時期

上の酷暑となると高温障害の発生が心配になります。高
温で雌しべが被害を受け、実が全く入らない不稔の発生
と「しらた」と呼ばれる登熟不良の米粒、身の細った米粒などが多くなり、収量も品質も低下します。7 月
26 日から 8 月上旬にかけ、栃木県宇都宮市以南の地域は軒並み熱帯夜と酷暑の予報です。5 月に移植し
たイネは 8 月上旬に穂ぞろいになり、高温障害が心配です。この障害を避ける方法は比較的高温に強い品
種（生研機構「にこまる」、富山県の「てんたかく」、新潟県の「こしいぶき」、山形県の「つや姫」、石川県の「ゆめみ
づほ」
、福井県の「ハナエチゼン」
、千葉県の「ふさおとめ」
、福岡県の「元気つくし」
、佐賀県の「さがびより」
、熊本
県の「くまさんの力」、宮崎県の「おてんとそだち」など）に替える方法があります。コシヒカリになじんだ消費

者の皆さんの評価得るのに時間がかかるだけでなく、栃木県の種子条例案（9 月県議会で議決の予定）では
こうした品種の原原種及び原種生産や新品種の開発は行わないことになっており、安定した種子の提供が
出来なくなる恐れが出てきました。（詳しくは
次ページ）
もう一つの有力な方法として作期の移動が
あります。これは出穂の時期を 8 月中下旬に移
動し、涼しくなってから登熟させる方法です。
そのために播種を 5 月下旬に行い、田植を麦や
ナタネを収穫した後の 6 月下旬に移動する方
法です。昨年の研究所付属農場のイネでもっと
も収量・品質・食味の良かった圃場は小麦を収
穫した跡に植えたコシヒカリでした。今年はな
たね・小麦跡に移植する実験を行い、その生育
に注目しているところです。
写真は 6 月 28 日ナタネ跡に移植したコシヒカリです。茎数は少なめですが雑草の発生はありません。

問題の多い栃木県の種子条例

8 月 4 日緊急学習会開催

6 月 21 日に発表された栃木の種子条例は 5000 名余にのぼる署名活動や県議会、担当者等との意見交
換会での発言、種の会とちぎの作成した「条例案」などは全く反映しない、ただ「条例つくれ」という声に
答えただけのものでした。この案のまま制定された場合、以下のような懸念が出てきます。
➀、温暖化による暑さに耐える稲の品種や需要の多い餃子やラーメン・パンに向く国産小麦の開発、豆腐の
全国品評会で金賞を取るような優れた在来大豆の保存・普及など全く考えていない点です。他県の条例が
地元の環境にあった種子の開発や普及を謳っているのとは対照的です。財政部局からの予算削減要求に押
され、手間暇のかかる栃木の風土を活かした稲・麦・大豆の保存と育種事業がなくなる恐れがあります。
②、県内の種子生産とその普及計画を作成し、実施するのは県の最も基本になる責務です。県の条例案では
この重要な仕事を民間に任してしまう内容になっています。県全体の農家に隈なく種子を行き渡らせるた
めには相当の資金と人件費が必要になります。種子生産者を傘下に治め、安定して種子を供給するために
は相当の資本力のある企業でなければ不可能です。利益を得ることを最高の目的とする企業が最初は低価
格で進出し、種子市場を独占したあとは、自家採取を認めず、種子の価格を上げて暴利を得る可能性が出て
きます。
➂、条例案ではこうした企業の指定や奨励品種の決定は知事が単独で行うことになっており、議会工作や
行政官への工作を得意とする多国籍企業は決定権を持つ人物に猛烈な攻勢を行い、権利を手中にし、栃木
の種子事業を支配するのは容易になります。
8 月 4 日（日）こうした緊急事態を受け、NPO 法人民間稲作研究所の有機農業技術支援センターにて
学習会を開催します。特に県議会の皆さんに参加して頂き、この条例の問題点を正確に把握し、県議会で改
正して頂くようお願いしたいと思います。

ブータン王国での循環型有機農業の支援活動が 10 月 18 日で終了します。
2017 年 10 月から始まったブータン王国での循環型有機農業の普及による地域創成事業が確かな成果
を残し、3 年間の事業を終了します。ため池づくりから始まったプロジェクトの第 1 のミッション①除草
剤ブタクロールを使用しないで抑草することは、除草剤を使っても防除出来なかったヒルムシロやホタル
ィを含め、すべての雑草を 2～3 回代掻きと深水管理、種子の回収除去によって発生を抑えることが可能
であることを実証してきました。第 2 のミッションであったイネの収穫量を 1.5 倍にするというテーマも
大豆を原料とした有機肥料と成苗の 1 本植えによってブータンの平均籾収量 3６0 ㎏を超え、５００～７
００㎏を達成することができました。
第３のミッションである自給率向上と地域創成事業もイネー麦―大豆の循環型有機農業によって、大豆
の優れた窒素固定能力を活かし、麦の無肥料栽培、大豆によるたんぱく源の確保、油脂作物の栽培等によっ
て自給率１００％を達成する可能性を示してきました。また小麦・大豆を加工する新たな起業のチャンス
を若者に提案することも出来ました。その手始めに米と大豆で味噌をつくり、カナダ小麦で味噌ラーメン
を試作し、記念の試食会を実施して事業を終了する予定です。多くのご支援を頂いたボランティア参加の
皆さん、クラウドファンデングで資金援助を行って下さったみなさまに心から感謝を申し上げます。
９月３０日～10 月 7 日に報告会・企画書の提出・機器贈呈式を
行う予定です。参加ご希望の方がおりましたらお知らせください。
7 月 29 日には王立大学に有機農業学科が創設され、開講式に
招かれプロジェクトの成果を発表してきました。真剣なまなざしで
聞き入って下さった学生の皆さんに今後を託したいと思います。
65 馬力トラクター、ストーンクラッシャー、搾油機の試運転も
無事終了し、本格的な活用に向け、関係者が一丸となって取り組み
始めた姿は、有機農業で１００％自給という目標達成の近いことを
予感させるものでした。（稲葉記）

國母氏のアイデアで修理が完了し、試運転に成功

