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秋も 深ま り、 おコ メ の収 穫の 時期 とな り まし

た。 今年 の作 柄は ほ ぼ平 年並 みと の予 測 です 。  

今月 は収 穫後 の乾 燥 時に 問題 とな るコ メ の「 胴割

れ」 現象 とそ の対 策 につ いて ご説 明し ま す。  

コメ の「 胴割 れ」 は 、玄 米の 内部 （胚 乳 部分 ）

に亀 裂が 生じ る現 象 です 。通 常は 横１ 条 の亀 裂が

通る 場合 が多 いの で すが 、程 度が 重く な ると 横に

２条 以上 生じ たり 、 縦に 亀裂 を生 じた り 、亀 甲型

の亀 裂を 生じ るも の もあ りま す。 米粒 は 、外 界の

湿度 に敏 感に 反応 し て水 分を 吸収 もし く は放 出を しま す。 完 熟し た米 粒は 硬い の で、 急激

な水 分変 化に よる 膨 張や 収縮 が生 じる と 内部 に圧 力の 不均 衡 が生 じ、 それ に耐 え きれ なく

なっ た米 粒に 内部 亀 裂が 生じ 、胴 割れ が 発生 しま す。  

 胴 割れ が発 生す る と、 精米 時に 粒が 砕 け精 米歩 留ま りが 悪 くな った り、 炊飯 時 に粒 がく

ずれ 食味 が著 しく 低 下す る原 因と なっ た りし て、 コメ の流 通 上で のト ラブ ルの 原 因に なり

ます 。  

 

＜胴 割れ の発 生原 因 ＞  

１．  イネ の栄 養不 良  

２．  出穂 直後 の高 温  

３．  刈り 取り の遅 れ  

４．  高い 乾燥 温度 や速 度 （時 間）  

５．  不適 切な 貯蔵 管理  

６．  精米 時の 温度  

 

＜栽 培時 にお ける 対 策＞  

１．  土づ くり ：生 育の 後 半ま で活 力あ る根 を 維持 する よう 地力 を 高め る。  

２．  作期 を分 散す る： 出 穂後 １０ 日前 後に 気 温が 高い と胴 割れ が 増え るの で、 品種 や 栽培

法を 変え て、 収穫 時 期を 長く して 、分 散 しま す。  

３．  適切 な追 肥： 登熟 期 間中 の葉 色を 高く 維 持す るよ うに 施肥 す る。  

４．  登熟 時の 地温 を下 げ る： 出穂 後１ ０日 間 程度 はか け流 しな ど で地 温を 下げ ます 。 ま

た、 夜間 のか け流 し は効 果大 です 。  

５．  落水 時期 を調 節す る ：で きる だけ 落水 時 期を 遅ら せる 。間 断 潅水 に努 める 。  

 

＜収 穫か ら貯 蔵時 に おけ る対 策＞  

１．  正確 な収 穫適 期： 近 年は 収穫 適期 が早 ま る傾 向に ある ため 、 刈遅 れに なら ない よ う、

収穫 適期 に刈 り取 り を行 うよ うに しま す 。  

２．  籾の 水分 条件 と乾 燥 方法 ：高 温乾 燥・ 過 乾燥 は胴 割れ の原 因 とな るの で気 をつ け ま

す。 乾燥 温度 は、 初 期籾 水分 が２ ４％ で ５０ ℃以 下、 ２２ ％ 以下 で４ ５℃ 以下 が 目安

とな りま す。 乾燥 機 はゆ っく り乾 燥す る よう に設 定し ます （ 乾燥 速度 毎時 ０.８ ％ を超

えな いよ うに する ）。  

胴割 れが 危惧 され る 場合 には 乾減 水分 が ０.５ ～０ .６ ％/時に 調整 しま す。  

正確 な水 分測 定で 仕 上げ 水分 １５ ％を 目 標と しま す。  
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§§§§2222：：：：ドローンドローンドローンドローンで使用で使用で使用で使用可能な可能な可能な可能な散布散布散布散布農薬のご紹介農薬のご紹介農薬のご紹介農薬のご紹介    
 

近年 の農 業用 ドロ ー ンの 普及 によ り、ド ロー ンで 散布 でき る 農薬 の種 類が 増え る こと が期

待さ れて いま した 。農水 省に おい ても 規 制緩 和も あり 、そ れ まで は「 無人 ヘリ コ プタ ーに よ

る散 布」と いう 登録 がな けれ ば、無 人航 空機 での 散布 が出 来 なか った ので すが、 平成 29 年

12 月 25 日より「 散 布」と記 載さ れて い る農 薬で は、散布 器 具に とら われ るこ と なく 、地上

での 散 布と 同 じ希 釈 倍率 、 散布 水 量を 用 いる 場 合に は 、散 布 可能 と なり ま した 。 （た だ し 、

「雑 草茎 葉散 布」、「 全面 土壌 散布 」、「 湛 水散 布」等記 載が あ るも のに 関し ては 使 用不 可）

これ によ り、ほ ぼす べて の殺 虫殺 菌剤 の ドロ ーン での 散布 が 可能 にな りま した が 、現場 で使

用す るに は、希釈 倍 率が 1000～2000 倍、散布 水 量が １反 当 り 100L～200L 以上 と、ド ロ ー

ンで の散 布に は向 か ない 登録 内容 であ り まし た。  

 し かし なが ら、最 近で は、使 用法 方法 が「無 人航 空機 によ る散 布」で、少水 量 高濃 度散 布

でき る農 薬の 登録 が 増え てき まし た。具体 的に は、2019 年 3 月 で 646 登録 であ った もの が、

2021 年 10 月 に は 863 登録 とな りま した （果 樹 18⇒31、野 菜 類 38⇒115、いも 類 24⇒51、

豆類 68⇒67、さ とう きび 3⇒12、て んさ い 7⇒9、稲 410⇒494、麦類 53⇒56，ハ トムギ 1

⇒1、と うも ろこし 7⇒2、飼 料作物 1⇒1、樹木 類 12⇒16、芝 3⇒7）。こ れに よ り、ド ロー

ンを 利用 して の農 薬 散布 の可 能性 が、水 稲、麦 、大 豆以 外で も広 がり 、ま すま す 無人 航空 機

を利 用し た農 薬散 布 が増 えて いく と思 わ れま す。 今後 も随 時 情報 を提 供し てい き ます 。  

10 月の 登録 拡大 では「 トレ ボン エア ー 」、「 モベ ント フロ ア ブル 」が畑 作物 での 使用 が可

能に なっ てお り（ 下 図参 照）、当社 にて デモ 散布 の実 施も 承 りま すの で、担当 者 まで ご一 報

くだ さい 。  

     

§§§§３３３３：：：：ＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥＬＩＮＥ：株式：株式：株式：株式会社山正公式アカウント会社山正公式アカウント会社山正公式アカウント会社山正公式アカウントをををを作成作成作成作成    
 
この 10 月よ り LINE での 、山正 の公 式ア カウ ント を開 設し ま し

た。毎 月発 行す る「 山正 ニュ ース」 の配 信を はじ め、さ まざ まな

情報 を随 時配 信さ せ てい ただ きま す。  

右の ＱＲ コー ドを Ｌ ＩＮ Ｅで 読み 取っ て いた だき 、友 達登 録 を

お願 いし ます 。  

ドローンに適した農薬一覧
２０２１．１０．１現在

集計上の作物分類 作物名 用途 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 適用病害虫雑草名 使用方法
野菜類 しょうが 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 無人航空機による散布
野菜類 だいこん 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱｵﾑｼ 無人航空機による散布
野菜類 だいこん 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 だいこん 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ﾖﾄｳﾑｼ 無人航空機による散布
野菜類 ねぎ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 無人航空機による散布
野菜類 えだまめ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｶﾒﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 えだまめ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 無人航空機による散布
野菜類 えだまめ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 無人航空機による散布
野菜類 かぼちゃ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 かぼちゃ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 無人航空機による散布
野菜類 かぼちゃ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ﾊﾀﾞﾆ類 無人航空機による散布
野菜類 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱｻﾞﾐｳﾏ類 無人航空機による散布
野菜類 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱｵﾑｼ 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ﾖﾄｳﾑｼ 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱｵﾑｼ 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱｻﾞﾐｳﾏ類 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
野菜類 ｷｬﾍﾞﾂ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｺﾅｶﾞ 無人航空機による散布
野菜類 ﾚﾀｽ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱｻﾞﾐｳﾏ類 無人航空機による散布
野菜類 ﾚﾀｽ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
いも類 ばれいしょ 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
いも類 ばれいしょ 殺虫剤 23187 スピロテトラマト水和剤 モベントフロアブル ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
いも類 やまのいも 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 無人航空機による散布
いも類 やまのいも 殺虫剤 17541 エトフェンプロックス乳剤 トレボンエアー ﾔﾏﾉｲﾓｺｶﾞ 無人航空機による散布


