ブロッコリーなど

遮光資材で発芽そろえる
品種と定植工夫し長期どり

ほどを採用する。
「ブロッコリーは生理障
害が多いため、原因に応じ
た対策をとることが重要」
か らい

と川﨑さん。低温などによ

ハクサイ
～

播種は早すぎず遅すぎず
結球期の適温は
度です。結球期以降に気

８月は夏野菜の収穫最
盛期ですが、暦の上では
温

り、花蕾表面が紫色（アン
トシアン）となる生理障害
「立秋」を迎え、秋に入

から農薬を使わずに栽培す

２０１８年の新規就農時
日、５日、

日の遅れに

の 遅 れ が、 収 穫 で は ３

かうため、作付けの１日

ります。足早に寒さに向

はウイルス病も多くなり

やすくなります。早まき

を発する軟腐病が発生し

がどろどろに腐って悪臭

度以上が続くと、株

は、アントシアンレスの品

るが、「年によって収量に

㌢。 今 年 種を導入し予防する。
月下旬

回に分け

て定植する予定だ。

に１万１千株を

は、９月上旬から

え で、 株 間 は

三重県いなべ市・川﨑 亮太さん（ ）
川﨑さんが営む「ＨＡＴ
ＡＫＥＹＡ」では、農薬や
化学肥料を使わずに野菜を
１・８㌶で栽培する。キャ

省力性などから、移植栽
培が多くみられます。用
意する育苗鉢の大きさは
栽培面積によっても違い
ますが、自家用程度の栽
～１

培なら５～９㌢鉢、育苗
株数が多い場合は
２８穴のセルトレーから
選んで利用します。
栽植密度は品種の早晩
～

㌢、株間

性によって違い、早生品
種は畝幅

ばらつきがあっては経営に
す。

なるので注意が必要で
いものの、不結球の原因
には根の再生力が強いと

は直根性の作物で基本的

培し、育苗はこれらから

畝間

㌢、中生品種は畝幅

ならない。吸肥の仕組みや
ハクサイは中国北部原
になります。地域の播種

やすいです。一方、播種

ることを考慮し、育苗の際
施肥のタイミングなど、科
産 で、 冷 涼 な 気 候 を 好

度前後であ

節ごとに主力３品目程度と
は、ハウス外の遮光シート
学的な根拠に基づいた栽培

多少の余裕を持つ程度と

㌢、株間

サブの少量多品目を手がけ
に加え、遮光ネットの内張
はいえないので、直播栽

が遅いと病害の心配はな

る。
適期を把握し、早すぎず

㌢で栽

㌢、晩生種は
㌢、株間

培が基本ですが、近年は

（稲山

なります。

遅すぎずが大切です。

ポット育苗やセル育苗が

といわれます。寒冷地は
播種方法には、直播と

光男＝元埼玉

７月中に播種しますが、

県農林総合研究センタ

～

度

春、秋、冬季の主力であ
るブロッコリー栽培は、
そろえる。

容易になり、畑の前作物

り１００万円の収益確保を

月から翌年５月までの長期
育苗して定植する栽培方

目標として掲げ、面積の拡

温暖地域は８月中下旬が

出荷日から逆算し、時季

㌃
播種期です。

どりを目指している。
大はせずに、技術の向上で

ＣＴ）を活用した実証を行

実証実験は、となみ衛星
通信テレビ株式会社（ＴＳ
Ｔ）、株式会社ｆａｒｍｏ
と共同で行う。ＴＳＴの浅
谷一寛さんは「いずれも省
電力で広域の無線通信が可
能な『ＬＰＷＡ』で通信を
し、安価で見やすいアプリ
で提供することで実現でき
た」と説明する。
今後は、水位センサーと

育苗ハウスには、温湿度

め、こまめな管理が負担と

成員の大半を兼業農家が占

調整ができる。同組合は構

現地に行かずに水位確認・

意気込む。

できる姿を目指したい」と

は「将来、スーツで農業が

実用化を目指す。常本さん

給水ゲート

なっていた。

ー）

によっては約１週間単位で
秀品率を高めたいとした。

後、もみ殻を敷いて暗渠を

っている。「若い世代が農

水門が自動開閉する

との関係や間引き作業の

品種

【富山支局】南砺市の小

南砺市の営農組合

育苗・水管理
ＩＣＴで負担軽減

法があります。ハクサイ

当たり４５００株を植え付
品種を変えるなど、
用の踏み込み温床に使用。
これは翌年、腐葉土として
育苗に活用している。
発し、畑地の排水性が重要

坂営農組合は、水稲育苗ハ

「近年はゲリラ豪雨が頻

０㌔を餌の混合に使うブレ
となっている」と大塚さ

㌃当たり約２５

ンドキャスターで投入す

ウスの温度管理や水田の水

る。

ん。一部圃場では、周縁部

後、水田

カシ肥料を利用する。発酵

け、条間１２５㌢の２条植

水稲・野菜、
採卵鶏など

収量の確保へ圃場に透水管
土づくりに鶏ふんボカシ肥

管理に、情報通信技術（Ｉ

トリーエレベーターで発生
通 す。「 自 前 の 暗 渠 に よ

業をする際の負担が減るよ

あん きょ

㌢に透水管を設置

する米や麦の残さを使うほ

り、高い排水性を必要とす

の深さ

か、近隣の公園で発生する

堆肥として、ＪＡのカン

土づくりでは鶏ふんに燻

うに、スマート農業の基盤

群馬県高崎市・大塚 一吉さん（ ）
滝の里農場を営む大塚さ

るニンジンやブロッコリー

や地中温度を測定できるセ

給水ゲートの全圃場設置や

びも早いという。秋作の野

ンサーを設置し、タブレッ

つね もと こう えつ

菜圃場では、６月中旬、１

ト端末でハウス内の状況を

）は

㍍ほどまで伸びた一年草の

リアルタイムに確認する。

話す。

アカザをハンマーモアで粉

また、水管理では水田に水

温暖化により、雑草の伸

砕して放置し、土の乾燥を

なる給水ゲートを設置し、
い園地は、園内を歩いて張るこ
㍍を超
工夫で、より広い面積も対応で

える箇所に中支えの追加などの

とができ、展張距離が
側面の設置で

る。

うと楽にでき

るという。

（農研機構「果樹園のカラス対策
簡易型『くぐれんテグスちゃん』標
準作業手順書 図Ⅰ ─３」を改変）

は、受け具を取

きる。

同機構では、畑作物のカラス

ヒカリ」「あさひの夢」な

【栃木支局】水稲「コシ

（整枝・剪定後）が適する。

せん てい

業 し に く い の で、 設 置 は 冬 期

設置可能。枝が伸びていると作

方形以外の区画や、傾斜地も

り付けたかぶせ
支 柱（ 直 径

㍉）を、打ち込
み支柱（直径

㍉）に上からか

対策「畑作テグス君」も開発。

ぶせて差し込ん
で立てる。受け

ど
の高さ１㍍に１㍍間隔で平行に

）は、小型無

地域では、７・２㌶の農
地整備が進み、そのうち３

月末に講習

・７㌶を毛塚さんが耕作す
る。
２０２０年
５ 月 か ら 実 施。 除 草 剤

受講した息子とともに防除

た。４月にドローン講習を

を 受 講 し、 資 格 を 取 得 し
は、１㌔粒剤と、粒剤より

を行う。

剤散布に取り組む。

人機（ドローン）での除草

塚博行さん（

を栽培する小山市生駒の毛

㌃など

支柱を使い、テグスを圃場上面
用の腕付きパッ

張り、側面は高さ

㌃当た

㌶、二条大麦

㍉パイプ
カー、かぶせ支

段で囲む。労力２人で

具は

柱と打ち込み支

㌢間隔の４
柱は農業ハウス

～２時間、撤去が１時間～１時
間半で済む。

も一回り大きく散布後に均
と間違えやすく注意が必要だ。

たり２５０㌘をまく。操縦

剤」を使い分ける。

一に拡散しやすい「豆つぶ

索し挑戦していきたいで

だ。「さまざまな活用を模

地域から依頼を受け、今
小動物の加害は防げないため、

では半自動と全自動を組み

後は追肥の散布を行う予定
同機構がウェブで公開する「鳥

㌃当
獣害痕跡図鑑」も参照し、加害

カラス被害はハクビシン被害

り組む。

防いでいる。団粒化の促進

組合の常本孝悦さん（

づくりを進めている」と同

落ち葉を、夏場の野菜育苗

くん

４５

位センサーと水門の役割と

る」と話す。

なども収量を確保できてい

炭、米ぬかを混ぜて作るボ

を１㌶、野菜多品
目を１㌶栽培する
ほか、採卵鶏１５

７５

にもつながると実感してい

７０

り作業時間は、設置が１時間半
用金属パイプを利用する。
棚仕立ての果樹園の場合、テ
グスが垂れ下がらない短辺

㍍、園外から張れる長辺１２０

「操縦を楽しみつつ技術の向上に努
めています」と毛塚さん

０羽などを飼養す
る。農産物は、高
崎市内を中心に約
世帯に直接配

品目を１セット

達。時季ごとに約
とし、週３回届け
ている。
保志子上級研究員は「カラスの
警戒心の高さを利用している。
果樹園では、実用的に十分な侵
入防止効果が得られる」と説明

バンドで固定した弾性ポールを
使い、地上から先端にテグスを
取り付け可能だ。ポールへのテ

豆つぶ剤利用や自動航行で省力化

㌃当た

み、生育適温は

発芽適温が

５０

技術の確立が何より重要」

畝間６０～７５㌢

りと遮光ネットのべたがけ

３～４粒播種

と強調。全圃場で

ベツやブロッコリーなど季

１６

で温度上昇を抑え、発芽を

７５

１５

んは、農薬を使わずに水稲

８０

㍉を使 ㍍までが設置しやすい。棚がな

グス固定は、トンネルのビニー

１㍍
上面テグスの展張
距離は約３０㍍まで

する。
㌃の場合で約

全体の設置作業は、２～３人
の労力で園地

・５時間。今年６月に、設置手
順などを標準作業手順書として
公開した。

深さ８０㌢に設置した透水管
１㍍

簡易で確実

鳥害対策
果樹や果菜類などの収穫
期は、カラスやヒヨドリな
ど鳥害が発生しやすい。確

テグスは、園地上面に短辺と

平行方向に幅１㍍間隔、側面は

高さ ㌢間隔の４段、外周柵か

ら高さ ㌢の１段を張るのが基
本構成だ。カラスの羽を広げた
幅は約１㍍。飼育したカラスで
試験し、羽が当たって警戒する
間隔を確認した。外周柵上の１
段は、外周柵を足掛かりにした
侵入を防ぐ。

ル押さえ用Ｓパッカー

２２

実な被害対策となる防鳥網
は資材費、設置労力、維持

株間４５～５０㌢

小山市・毛塚 博行さん
７１

管理などの負担が大きい。

７０

牛乳びんなど（直まき）

〈栽植密度〉

ドローン除草剤散布

１０
果樹園外周囲い
高 さ1.5～ ２ ㍍
程度

設置に脚立不要 カラス侵入防ぐ

上面の設置は、外周柵に結束

５０㌢

５０

１２

農研機構の成果から、簡易
に設置できる鳥害防止技術
について紹介する。
果樹のカラス対策技術「くぐ

れんテグスちゃん」は、テグス

を侵入防止に有効な間隔で張
㌃当たり約５万１千

る。脚立を使わずに設置でき、

資材費は

円と、常設型の防鳥網に比べて

大幅に安い。同機構畜産研究部

にはミネラルは必須だ。中で

も、鉄は葉緑素の生成や根の

伸長に不可欠な元素。カルシ

ウムは細胞を強化し、植物の

抵抗力を増す。

レスへの耐性、栄養素の利用

マなどの真菌類は非生物スト

トリコデル

が、バイオスティミュラント た植物の回復にも効果的であ

⑤微生物資材

として分類されている。その る。糖度のアップや抗ストレ

効率、器官成長の向上などに

多くの自然由来の有用物質 を直接的に吸収可能で、弱っ

ス作用が期待でき、浸透圧の

効果がある。一部の細菌は植

土壌中で動植

一例を紹介したい。

維持や葉緑素の合成に関与す

①腐植物質

物生長促進根圏細菌（ＰＧＰ

ニ殻由来のキチンは、発根を

その他、酵母の細胞壁やカ

れる。

物の遺体が微生物により分解 るものなどさまざまな種類が

植物体内

Ｒ）として今後利用が期待さ

④微量ミネラル

・重合されて生成する高分子 ある。

有機物。土壌の団粒化を促進

微生物相を健全化し、根張り

促し免疫的な働きで非生物的

し、保肥力を向上する。土壌 の化学反応を司る酵素の生成

を良くする効果がある。

ュラントが、植物の成長ステ

さまざまなバイオスティミ

ストレスを軽減できる。

られるエキスが農業場面で利

ージや外的ストレスの種類に

海藻から得

用される。多糖類によって、

応じて、肥料や農薬とともに

②海藻抽出物

土壌水分保持や通気性の改善

修＝日本バイオス

ティミュラント協議会事務局

（須藤

護に役立っている。

が期待できる。また、植物の

植物に有用な糖類やアミ

使用され、作物の総合的な保

散布資材として用いられる。

ノ酸類などを多く含む海

生理活性を高める目的で葉面

動植物由来の

藻「アスコフィラムノド

長）

③アミノ酸

タンパク質を化学的に分解し

サム」

築し、栽培全体の最適化

活用できる実証環境を構

収集するデータを相互利

穫といった各栽培工程で

て得られる。植物はアミノ酸

ハウス栽培のスマート化へ

企業が連携し実証実験

㈱クボタなど６社

につながる新たな資機

軽労化と栽培の最適化が

材、システムの開発を目

可能な次世代のハウス栽

株式会社クボタなど６

ノベーションセンターの

培モデルを確立し、他の

社は、保有するロボット
を活用した自動化技術や

実証実験専用圃場で実

作物へ展開してハウス栽

指す。参画企業各社は、
資機材を持ち寄り、ハウ

施。収穫期間が長く生育

培のスマート化を実現し

やＡＩ（人工知能）など

ス栽培のスマート化に向

状況に応じたきめ細やか 効 率 化 に 取 り 組 む ＝ 写

ていくという。

な管理が必要なアスパラ 真。

灌水や施肥、防除、収

かん すい

けた実証実験を７月から

ガス栽培作業の自動化・

開始した。
実証実験は、クボタイ

新製品紹介

織物メーカーの小泉製麻株式会社は、飛来害虫を
色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫できる無臭の織
物捕虫シート「虫ペタッと大判粘着シート」を発売
した。
主な特徴は①３次元構造基盤などの新誘引システ
ムは、薬剤を使わず、高い誘引効果がある②農業用
ハウスや畜舎などへの虫の侵入を防ぎ、飛来害虫
や、昨年から問題になっているトビイロウンカなど
のモニタリングなどに役立てられる③大きさは幅４５
㌢×長さ200㌢。５０㌢ごとにハトメが付いているの
で設置しやすい──など。
希望小売価格は4180円（税込み、５枚入り）。
問い合わせ先＝小泉製麻㈱（〒657 ─ 0864 神戸
市灘区新在家南町１の２の１ ☎078·841·9345）

６０

２３

す」と意気込む。

小泉製麻㈱

２４

合わせ、効率よく作業に取

虫ペタッと大判粘着シート

１３
２２

鳥獣の見極めを勧めている。

株式会社ホクエツは、掘り取ったサトイ
モを電動で親芋と子芋に分離する「子ばな
れ君」を発売した。
主な特徴は①使用場所を選ばず、力もい
らないので女性にも簡単に分離作業ができ
る②サトイモの株の茎部分を下向けにセッ
トし、スイッチを押すだけの簡単操作③コ
ンパクトで本体重量４６㌔と軽量。一輪車輪
付きで移動も楽にできる──など。
希望小売価格は２４万7500円（税込み）。
問 い 合 わ せ 先 ＝ ㈱ ホ ク エ ツ（ 〒959 ─
新潟県燕市物流センター２の２９ ☎0256·６３·9155）

1277

５０㌢

３０

１０

２５

６０

１０

「くぐれんテグスちゃん」の概略図

アミノ酸やミネラルなど多種多様
㈱ホクエツ

４５

３５
１０

２５

１９

3 自然由来の有用物質
里芋分離機「子ばなれ君」

１０

３５

１０
弾性ポール
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「有機農業公開セミナー」
事例発表から
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収量確保への一手

門動物行動管理研究領域の吉田

① くぐれんテグスちゃん

有機農業の普及と栽培技術の向上を
目的にした公開セミナー「土づくりと
新規就農への道を考える 」（主催：
有機農業参入促進協議会 ）が５日、
オンライン形式で開かれた。事例発表
されたブロッコリーの長期どりと有畜
複合経営の概要を紹介する。
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