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ヤンマーアグリジャパン北海道

LINEの「友だちを追加」画面からQRコードを読み込み「追加」ボタンを押してください。

LINE 公式アカウント
はじめました！

ヤンマースマート農業情報発信中！

ヤンマーアグリソリューションセンター北海道見学のご案内

※まずはお問い合わせ下さい TEL：011-381-2311

最新の農業機械が並ぶショールームスペース「ナレッジセンター」、RTK基地局を設置した
体験型試乗施設「デモンストレーションフィールド」、国内唯一のジョンディア製品供給基
地「大形農機センター」等、様々な施設を見学出来ます。

農業機械研修のご案内

基礎コース
主に新規就農される方を対
象とした、農業機械・農作業
の基礎知識・技術習得コー
スです。

農作業安全コース
より安全に日々の農業を行
うための心得や普段乗りな
れない機械の扱いを学ぶ
コースです。

ホームページでお買い得商品
中古機情報を多数掲載！！
http://hokuto.yanmar.co.jp/

『スマート農業は本当に儲かるのか！？』という疑問にお答えするため、ヤ
ンマーでは2017年からICT技術を活用した実証をすすめています。ヤン
マー独自サービスの『スマートアシスト』を中心に、ロボットトラクターや
最新のドローンによるリモートセンシングを活用した最先端の技術・その
他耳より情報を発信中！

Facebookで
情報発信中

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、現在会社見学・農業機械研修を休止させていただいております。
今後の状況により再開を検討いたしますので、詳細につきましてはお問い合わせ願います。

女性の活躍が広がる現在の農業。
そんな農業女子をヤンマー女子がお手伝いいたします！

　 トラクターの基本操作 GPS自動操舵、田植機、ドローン など 
　実機を使用しての操作研修（ご希望に沿って実施いたします！）

　 研修後に座談会を開催
　（意見交換や機械のお悩みなど何でもご相談ください！）

女性だけ の操作研修会！！

ヤンマーアグリ
ジャパン
北海道支社
公式YouTube



1 2

2.苗づくりのポイント超省力化
低コスト
田植え

ヤンマーの新技術で
苗箱数を減らしてみませんか？

密苗播種・移植システム
日本の米づくりを変える
「密苗」誕生の秘話

従来からやっていることを肯定的に考えすぎないことが大事

常識を疑え ：農業を取り巻く環境が大きく変化していくなか、従来の方法では現状維持さえも難しくなってい
るのが今の日本農業の現実です。我々がやっていることはこれでいいのかと考え抜いた先に、
稲作作業の省力化とコスト低減を可能にした密苗が生まれたのです。

密苗のはじまりは生産者の現場目線から
　2013年、㈱ぶった農産の代表取締役社長 佛田利弘氏（写真
左）が、石川県羽咋市にあるアグリスターオナガの濱田栄治氏の
田んぼでは10a当たり200gの播種し10箱で植えていると聞
き、翌年の春に、密苗をつくり既存の田植機を調整して、10a当
たり7箱で試しに植えたのがきっかけです。
　そのときに、石川県農林総合研究センターの澤本和徳主任研
究員（当時）とヤンマー農業研究センター部長の伊勢村浩司（写
真右）との3社共同で密苗開発に取り組みました。

　長年、美味しい米作りにこだわって
きましたが、近年の気象の変動で育苗
中の高温障害やそれによる不時出穂
や茎数の減少が相次ぎ、今までのポッ
ト苗でのお米作りに不安を抱くように
なりました。そんなときにヤンマーから
密苗の提案があり、半信半疑ではあり
ましたが取り組むことになりました。
　密苗栽培を3ha取り組んだ結果、出
穂揃いが良く、分げつ状態も良かった
です。ポット苗より茎数の減少が少な
かったことが今後、高温障害を回避する方法だと思いました。密苗
で育ったお米は胴張や光沢が良く、白く美しい仕上がりでした。ま
た、密苗栽培は作業の省力化を図り、コスト面でも大きく改善できる
ことがわかりました。高額なポット田植機や育苗トレイの更新に毎年
出費がありましたが、密苗では育苗箱が経年劣化しても耐用年数が
長く、田植機自体も安価ですのでもうポット苗には戻れません。
　今後は、いろいろと試験しながら自信のもてるお米の提供を目指
していきたいです。

佛田社長と伊勢村担当(当時)

お客様の声がたくさん届いています！

美味しい米づくりが私のモットーです！
空育品種『おぼろづき』の育ての親！
幸せを感じる美味しいお米‼
第8回 全国米・食味分析鑑定コンクール
総合部門金賞 
美唄市茶志内 　阿部　頼義 様

密苗栽培で育てた
阿部さんのお米

2020年密苗栽培状況

4月23日 5月12日 390g 90株 11俵 1等

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

　育苗管理する奥さんの作業を少しで
も省力化できないものかと、常々考えて
いました。
　今まではポット育苗で、37haすべて
植え終わる頃には苗が老化し始めてい
ましたが、密苗に変えたことで育苗期間
が短縮され、田植え作業が素早く終わっ
てとても楽になりました。密苗栽培にし

てからは、コスト
面でも大きく改
善され、『やば
い！密苗は収量
もある！』と感銘
を受けました。密
苗のおかげで、初

密苗は収量も獲れる‼農業おもしろい！とにっこり 
めて『農業おもしろい！』と思うようにな
りました。
　これからは、今の面積を確保しながら
作業効率を向上させ、収益性と新たな技
術を追求していきたいと考えています。

旭川市から安全・安心・美味しいにこだわった
ゆめぴりか、ななつぼし、きたくりん、ほしまる
を直送でお届けします。

岩崎　敏彦 様

旭川市東旭川町 
株式会社　岩崎農園　代表取締役

　総面積60haの内、水田面積47haを
4人で作業してきましたが、作業の省力
化を図って効率よく作業ができないか、
と考えていました。
　父の頃から稚苗で移植していたことも
あり、密苗栽培の導入には全く抵抗がな
く逆に良い栽培技術に巡り合えたと思っ
ています。
　毎年、春先の作業に追われていました
が、密苗を導入してからは、育苗管理が
大幅に省力化され、その分ほかの作業を
することが可能になりました。育苗ハウ
スも減り、今では残ったハウスでズッ
キーニを栽培しています。また、Ｄ-GPS
田植機を導入し、いっそう田植え作業の
効率が向上し、社員の労働も省力化され
ました。

地域の担い手を応援！耕作地の改良に所有機を提供！ 

　現在は、地域の若手後継者をサポート
するために、所有機のクローラトラク
ターなどを提供し、耕作地の改良に尽力
しています。
　今後も、新しい技術を取り入れ地域の
若手後継者と共に面積拡大を目指して
いきたいです！

宮田　武彦 様

芦別市野花南町 
宮田農園　代表取締役

　密苗に取り組んだきっかけは、人員削
減でした。今までは、ポット田植機で10人
の作業員と約半月かかって田植えをして
いましたが、密苗を導入することで田植
えを4日間も早く、それも 3～4人で作業
を終えることができました。
　2020年の春は、低温で風も強く、特に
ここ比布町は積算温度の低い地域なの
で密苗が生育できるのかが不安でした
が、あの小さな苗がしっかりと生育してい
たことにとても驚き、『これはいけるぞ！』
と確信しました。また、うちでは販売米が
主流なため米の品質や食味が落ちること
を懸念していましたが、タンパクも低く良
食味米を生産することができました。

『いちごとＫａｏｒｉと洋菓子店』を昨年ＯＰＥＮ！ 
　春先の作業に余裕ができたおかげで、
新たなチャレンジができ、楽になるならと
お母さんも手伝ってくれるようになりま
した。

いちごとＫａｏｒｉと洋菓子店
比布町の名産イチゴが主役のショートケー
キやタルト、米粉ロールケーキが人気

合田　正人 様

比布町 
株式会社 ノウリエ 代表取締役

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4月27日 5月17日 375g 90株 11俵 1等

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4月17日 5月14日 375g 90株 9.8俵 1等

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4月25日 5月15日 375g 80株 11俵 1等
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2.苗づくりのポイント

伸ばしすぎの催芽

1mm以下

不十分な催芽

正しい催芽
（ハトムネ状態）

作　業 栽培のポイント

種子消毒・浸種
種子消毒は適切に実施しましょう。

▼

催　芽
揃ったハトムネ催芽で播種しましょう。

▼

播　種
試し播きで播種量を確認しましょう。

（乾籾300ｇ（催芽籾375g））

▼

加温出芽
出芽揃いを良くするため、加温出芽を推奨します。

▼

育苗（緑化）
育苗期は適切な温度、水管理で健苗に育てましょう。

▼

育苗（硬化）
苗丈10～15cm、本葉の葉齢2.0～2.3が目標です。

▼

ほ場準備
移植時のほ場田面は硬すぎず、水深は落水～ひたひた水で
浮き苗・転び苗を防止しましょう。
栽植密度は、まずは地域標準の90株/3.3m2で、
1株4～5本（移植時は5～6本目安に）植えで
確実に植えます。
移植後は急激な入水や、深水にしないようにしましょう。

▼

田植え

▼

移植後入水

密苗栽培のポイント1 

A.適正 B.軟らかい C.硬い

ハトムネ催芽機

密苗対応の播種機

育苗器

湯芽工房

※水田面積の多い北海道においては無加温出芽を推奨し   
　ますが、出芽揃いに十分気を付けましょう。

※出芽後の土落としは覆土を十分乾かした後、実施するようにしましょう。

※２～３日間、外気温に慣らしてから移植することをお勧めします。

※密苗栽培は、従来の栽培方法と大きな違いはありません。

　3年前に2haから始めた密苗です
が、翌年には12ha、今年は水田すべ
て30haを密苗栽培しました。稲作は、
すべて苗づくりが基本です。しかし、密
苗栽培技術を導入することにあたって
は、特別な育苗方法が必要なわけでも
ありませんでした。気象条件に合わせ
て、温度・灌水などの管理を行うこと
が重要で特別密苗だからと意識した
ことはありません。
　人手不足と春先の重労働が稲作作
業の大きな課題でしたが、密苗を導入
することで人員が大幅に削減し、重作
業も大きく省力化を図ることができま
した。

『稲作は、苗づくりが基本ですよ！』と笑顔で
　今後は、育苗と圃場の均平など圃場
づくりを重要視し、美味しい米づくりを
目指して収量の安定化と良食味米の
生産のために夜温の確保に努めてい
きたいと考えています。また、省力化を
図った新しい技術に取り組んでいきた
いです。

小倉　孝一 様

深川市音江町 
株式会社　小倉農園　代表取締役

　今までは、人手不足からアルバイト
を募集してきましたがなかなか来ても
らえず、家庭内労働でなんとかやって
きました。
　水田面積が年々増える一方で、作業
負担が増えて父、母、妻と4人で行って
きた稲作作業に限界を感じていました。
　省力化を図って直播栽培にも取り組
みましたが、登熟までもって行けず青未
熟米が多く発生して諦めたところ、ヤン
マーから密苗の提案がありました。春先
低温だった昨年と一昨年前の慣行と変
わらない収量と品質だったことから密苗
栽培を導入することを決断しました。水
田すべてを密苗栽培に転換したことで

密苗にして田植えが楽になり、家族みんな笑顔に！ 
管理する育苗ハウスが減り、それにかか
る管理作業時間が短縮されました。5月
いっぱいかかっていた田植えが楽にな
り、人員も少なく済み、早く終えること
ができたことに、家族全員で喜んでい
ます。　
　トレーラいっぱいに苗を積み込むと一
人で充分田植えでき、D-GPS仕様田植
機にしたことでより一層田植えが楽にな
りました。
　今後は、新しい技術を導入し、水田の
水位管理や温度管理など自動で省力化
を図っていきたいです。

鎌田　正幸  様
浦臼町浦臼内 

　春先には、メロンの生産と稲作を同時
に行っています。メロンの定植と競合する
稲作作業でなんとか省力化を図り、人員
を削減できないものかと悩んでいました。
　密苗を導入したことで、育苗期間が
短くなり、メロンの定植作業と競合しな
いように移植することができました。
　密苗の育苗には特に気を使ったこと
はなく、以前と同様に透明のマルチトン
ネルで床土の温度を上げて出芽を良く
することに専念しました。育苗日数より
も葉齢と草丈を重視して2葉展開前で
も10㎝以上の草丈になったら早めに
移植したことが結果としてよかったと
思います。
　苗さえあれば、朝の4時から田植えを

密苗導入で省力化し、メロン生産と稲作を両立！ 
することも可能ですし、D-GPS田植機
を購入したことでより作業効率が向上
し、1日に移植する面積も増えて、従来
より２日間も早く田植えを終えることが
できました。　　　
　今後は、圃場づくりに重点を置き新し
い技術にも挑戦していきたいと考えて
います。 

松永　徹 様

秩父別町
松永ファーム株式会社　代表取締役

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4月23日 5月13日 375g 90株 10.5俵 1等

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4/24～25
5/3～4

5/12～16
5/16～20 375g 90株 10俵 1等

播種日 移植日 播種量 植付株数 収量 品質

2020年密苗栽培状況

4月20日 5月13日 375g 85株 9俵 1等

（無加温出芽）

A.適正 B.軟らかい C.硬い
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2.苗づくりのポイント2 
1種子消毒は適切に実施しましょう。

（1）種子消毒は必ず実施してください。
密苗は１箱で大面積を移植するため、育苗期にお
ける病害発生の影響が甚大になります。

（3）床土を調整しましょう。
密苗は種籾層が厚くなります。覆土があふれるよ
うなら、床土を少し減らしてください。

ロックウールマットは、軽量、保水力が大きいなど
育苗培土と異なる特性があります。
初めて使用される場合は以下の点に
ご注意ください。

苗づくり
●土壌の拮抗菌の作用が少なくカビが発生しやすいので、種子消毒・播

種時の殺菌剤施用は適切に行ってください。
●播種前にたっぷり灌水してください（2L程度/マット）。
●出芽時に覆土の持ち上がりが起きやすいので、覆土は多めにしてください。
●生育が遅れる場合があるので葉齢・草丈に注意しながら、かん水・温

度管理を適切に行ってください。
移植作業
かき取る苗が軽いので、苗のすべりをよくするために、かん水を十分にし
てください。
※ロックウールマットでの密苗作付けにあたっては、マット製造メーカーもしく

は各地のJA指導員、普及員へご相談ください。

種子消毒（例）

湯温消毒

薬剤消毒

密苗の育苗箱断面図

稲の育苗用として最適な状態に調整された床土で、安心
してお使いいただけます（日本国内の推奨品）。
※「暖地用」と「寒地用」があります。

・床土→散播マット用（軽量培土は不向き）
・覆土→粒状タイプ

（2）慣行と同様の育苗培土が使用できます。
無チッソでは苗丈の伸長が劣ります。

1.0リットル
3.2リットル

（覆土）
（籾層）

0.5㎝
3.0㎝

0.5㎝
2.0㎝

種子

■ヤンマー純正人工培土（例）
ポイント
●初期生育を促進し、肥料切れを防ぐために、窒素成分が

1箱当たり1.5～1.7g含まれる床土をお使いください。
肥料成分やpHが調整されている、「ヤンマー水稲培土」
がおすすめです。

ポイント
●いもち病やばか苗病などを防ぐため、必ず種子消毒を実

施しましょう。
●温湯消毒、薬剤消毒どちらでも大丈夫です。
●温湯消毒の場合は、60℃のお湯に10分間浸け、その後

冷水にさらしてよく冷やします。
※詳しくは、温湯消毒機の取扱説明書をご覧ください。薬剤を使用す

る場合は、ラベルに記載してある使用⽅法に従ってください。

ここに注意！
密苗の場合は、苗1枚で広い面積に移植
するため、確実に種子消毒を行い病気を
防ぎましょう。

五十嵐さんA
博士A

苗づくりのポイント
2揃ったハトムネ催芽で播種しましょう。

催芽は、揃った苗にするために、密苗では特に重要です。

適切なハトムネ催芽。
芽長1mm弱で揃っている。

芽が伸びすぎ。
播種時に折れるおそれがある。

催芽不足。
ハトムネになっていない。

根が伸びすぎ。
根がからんで均一に播種できない。

ここに注意！
20℃以上の水を使って短期間で催芽し
たり、10℃以下の水を使ったりすると、
発芽不良の原因となります。
全ての種子から芽が出るまで浸けてしま
うと、最初に出た芽が伸びすぎてしまい
ます。特に最後の1日目はこまめに様子
を確認しましょう。

五十嵐さんA
博士A

ポイント
●慣行と同様に催芽をします。
●品種にもよりますが、積算温度は100℃になるように調

整してください。
●催芽機を使って、12℃前後の水に5～6日浸け、その後

30℃の水に1日浸けます。

便
利
な
関
連
商
品 催芽機を使って発芽を揃える

催芽機は発芽に必要な水温に保ち、モーターにより温
水を循環させます。発芽に必要な酸素の供給とガス抜
きを行う機械です。

製造元：（株）タイガーカワシマ

アクアシャワー
AQシリーズ

催芽機

モニターに積算温度と催芽
時間が表示されるので、作業
の進み具合をいつも確認で
きるようになります。

ここに注意！
これでは、播種機のロール部に詰まって
しまい、播くことができません。
催芽の状態はこまめにチェックして、芽
の出しすぎには注意しましょう。

五十嵐さんA
博士A

朝、催芽機を覗いてみると、籾の一部から芽が出ていまし
た。全体的に芽を出させるため、もう少し置いたほうがい
いかな？と思い、昼過ぎまで催芽を続けると･･･
なんと、芽が1cmも伸びていました。

芽が伸びすぎた！
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2.苗づくりのポイント

密苗播種を行うなら厚播き対応播種機を！

3試し播きで播種量を確認しましょう。（1箱当たり、乾籾300ｇ（催芽籾375g））
一般に脱水籾の重量は乾籾重の1.25～1.3倍です。
つまり、乾燥籾300gは脱水籾で375gになります。

催芽籾を脱水 脱水した催芽籾の重さ
3.8kg

乾籾3kg袋 試し播きを行い、
安定したところでセットする

▼▼ ▼

五十嵐さん A
博士 A

ポイント
●脱水は“強く握ったあと、手のひらに付かない程度”に乾燥させましょう。
●試し播きをして、培土の量と種籾の量を確認します。
●覆土が溢れるようなら、床土の量を若干減らします（覆土の量を減らすと転び苗の原因となります。
　必ず床土の量で調整しましょう）。
●苗立枯病を防ぐため、薬剤を同時散布しましょう。
●かん水量は慣行と同量でかまいません。
育苗箱内にムラなく均一播種してください。ムラになると欠株になりやすくなります。
●播種量は容量(cc)ではなく、重量(g)単位で確認しましょう。

▼

芽が伸びすぎて播種機を使えないので、手播きで密苗に挑戦。庄土入れ→播種→かん水→覆土まで、全て手作業で行い
ました。1箱分ずつ種籾の重さを量り、手で均一に播いていきますが、非常に時間がかかりました。やはり、機械の精度
にはかないません。
覆土もまばらだったのか、発芽にムラが出てしまいました。密苗は播種機を使用することを強くおすすめします。

手播きをしたら…発芽にムラが出た！

10a当たり使用箱数は13～15箱になります。

◆播種機を新規で購入する場合
TRK4000 FR300K

◆既存の播種機を厚播き対応にする場合
（製造元：㈱スズテック） （製造元：㈱スズテック）

能力2段階切替：340･420箱/時
播種量（催芽籾）：100〜385g・95〜380g

能力：200〜300箱/時
播種量：55〜410g
ホッパー容量：25L

従来の播種機にプラスで
設置いただければ、密苗に対応可能！

短い育苗期間で揃った苗に仕上げたいので、特に寒冷地や早期作型では加温出芽を推奨しています。

KBS-N・KT-N・KLシリーズ
製造元：（株）啓文社製作所

NKシリーズ
製造元：（株）石井製作所

FCXシリーズ
製造元：（株）タイショー

育苗器
便
利
な
関
連
商
品

KBS-N-56LAB NK-240 FCX-500

4育苗期は適切な温度、水管理で健苗を育てましょう。
（1）加温出芽

ポイント
●密苗の芽出しは育苗器の使用、平置き、どちらでも可能ですが、

短期間で均一な芽揃いにするため、育苗器の使用をおすすめし
ます。設定温度、べたがけ資材、出芽期間は慣行と同じでかまい
ません。育苗器で2～3日、平置きで4～5日で出芽します。今回
はスチーム式育苗器を使用し、3日目で約1cm芽が出ました。こ
こまで芽が出たら、ハウスに並べます。

（2）無加温出芽
ポイント
●無加温出芽法
　シルバーポリトウ（#90 : 遮光率90%）をトンネル状に被覆するか、

べた掛けする⽅法があります。
　出芽揃いに十分注意しながら、潅水と温度管理を行いましょう。

出芽時の様子

育苗器での様子 出芽寸法

ここに注意！
徒長しにくい、ずんぐりとした苗に仕上
げるには出芽がポイントになります。
ここで1cm以上伸ばしてしまうと、腰が
高くなり徒長しやすくなります。
こまめにチェックして芽を伸ばしすきな
いようにしましょう。

五十嵐さんA
博士A

トンネル⽅式

べた掛け⽅式

●温度管理に注意しましょう。
　（種籾の位置で32℃以上にならないように気を付けましょう。）

※あくまも上記は紹介です。
　発芽⽅法は、従来通り行うことを推奨します。
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2.苗づくりのポイント

土落としのタイミング：箱の縁から2〜３cmの発芽を確認後！
 　　　　　　　　　　(覆土から2〜3cm発芽している状態)

ローラーのかけすぎに注意！！
密苗の目標とする苗姿

●育苗期間の目安は2〜3週間です。
●育苗期間は、寒冷地や早期作型では長めに、温暖地や晩期

作型では短めになります。
●品種、移植時期を勘案して、育苗スケジュールを計画しま

しょう。

●葉齢2.3を越えて育苗日数を長くおくと、苗の
生育が停滞し、移植後の活着遅れのリスクが高
まります。

●慣行稚苗と同様ですが、苗丈が短すぎ、長すぎ
の場合、植付精度が劣ります。

密苗は育苗期間が短いことから、
慣行の稚苗に比べると、
苗丈が小さく、葉の展開が
少なく、根が小さい状態です。

乾籾300ｇ（催芽籾375g）播種
（播種後2週）

十分な強度の
根マットになります。

写真は播種後2週のコシヒカリ
（乾籾300g（催芽籾375g）播種）

苗丈10～15cm。

籾の胚乳はわずか（5～8％）だが
残っている。

第1節から冠根（活着のための根）の
発根準備ができている。第1節の根の
原基は7～8本抽出直前の状態。

メソコチルは伸びが少ない（2mm程度）。

鞘葉は1cm程度。

第1鞘高長は4～5cm。

腰は細すぎず1mm以上。

1葉の高さが1箱すべて揃っている。
葉身の幅が広く浅い緑。

不完全葉

葉身の幅が狭く、生き生きした緑。
葉身は鋭角に太刀のようにやや曲がる。
乾物重は10mg程度。

種子根（１本）と5本の冠根が伸び、
箱の底に根が巻いている。
根につやがある。

よ い 密 苗

苗丈10～15cm
本葉の葉齢2.0～2.3葉

五十嵐さんA
博士A

プール育苗でのポイント
●プール育苗の場合は、1.5葉が展開したタイミングで入水しましょう。
●入水する際は、芽の生長点が酸欠にならないよう、苗箱のフチまでにとどめましょう。
●プールをできるだけ平らにしましょう。

水が深い部分があると、その部分だけ生
育が遅くなってしまいます。

●水を継ぎ足す⽅法では古い水が混ざり、
水が腐ってしまいます。水が完全にな
くなってから入水しましょう。

ここに注意！
手かん水の場合は、乾き
具合に注意しましょう。
密苗は厚播きのため慣
行苗に比べて乾きやす
くなります。

五十嵐さんA
博士A

1.高温状態が続くとムレ苗が発生。
特に温暖地では注意しましょう。

ムレ苗 低温が予測されるときは、不織布などで被覆 かん水チューブによるかん水

2.寒冷地や早期作型は、緑化期の保
温に努めましょう。

3.育苗後半は蒸散量が多くなります。
好天時は十分にかん水しましょう。

ここに注意！
育苗後半、密苗が完成に近づいた、と油断していると・・・ムレ苗が発生してしまいます。
予防のために、播種時に薬剤散布をするようにしましょう。また、1～1.5葉になったらハウスを昼夜開け、
高温・多湿対策をしましょう。

五十嵐さんA
博士A

（3）育苗（硬化）
ポイント
●硬化は育苗の最後の段階です。環境の変化に適切に対応してしっかりとした

苗に仕上げましょう。気温は日中20～25℃、夜間は15～20℃を目標に温度
管理を行います。

●寒い夜はビニールを閉じて保温。霜が降りるなど寒い場合（12℃以下になる
場合）は、被覆保温に努めてください。

風

暑い日は
ビニールを開ける

20℃～
  25℃

15℃～
  20℃

育苗時は、ここに注意！

●苗が伸びてくると覆土を持ち上げることがあります。育苗箱の縁から
　2～3cmの発芽を確認後、手かん水で覆土を落ち着かせるとよいでしょう。

土落とし直後含め3～4日間は、朝一番にたっぷりとかん水しましょう。

●ローラーでの土落としは推奨しません。
　発芽後3～4日後に1回目、その後3日から4日

おきに1～2回ローラーをかけましょう。
　※取り扱い説明書をよく読んで使用しま　

　しょう。

プール育苗
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生
育
ス
テ
ー
ジ
と
温
度
・
水
管
理

温度管理
夜温の目安
水管理
換気の方法

十分なかん水 控えめなかん水(1.5葉時は根を伸ばす)
ハウス内35℃以上は肩換気 肩換気(両肩) 両肩換気(裾換気）

出芽期 育苗期間 移植適期 老化・ムレ

32℃(種籾の位置) 20～25℃ 18～20℃(苗1㎝上位置)

危険期できるだけ高く 15℃目安に保つ

3～4日間 出芽後7日間後 出芽後14日間後 2～3日間 播種後25日以降

播
種 胚乳消尽期土落とし

葉展開 葉展開

ポイント
換気を十分に行って、ハウス内が高温多湿になるのを防ぎましょう。

ポイント
適切な育苗期間を設定しましょう。
25日以上置いてしまうと、厚播きのため肥料切れを起こし、苗が黄色くなり老化苗になってしまいます。

ポイント
こまめにチェックして、芽を伸ばしすぎないようにしましょう。

5よくある事例

6生育ステージと温度・水管理

（1）高温障害
一部芽が出ていなかったり、黄色くなっていたりする部分がある
ときは、ハウス内の室温が高すぎたことによる高温障害によるも
のです。
こうなると、もう芽は出てこなくなり、苗も伸びません。苗は低温に
は強いのですが、高温には弱いです。

（3）老化苗
全体的に黄色く、肥料切れを起こした老化苗は、田植え後の活着が
悪く、苗が枯死してしまうこともあります。
追肥するという手もありますが、コストと手間がかかってしまい
ます。密苗でコスト削減・省力化に取り組んだ意味が薄れてしま
うでしょう。15～21日の適期（苗丈10～15cm、本葉の葉齢2.0
～2.3葉）に田植えをするようにしましょう。

（2）徒長苗
第1葉までの茎が伸びすぎ、徒長苗になってしまう場合があります。
密苗は厚播きのため茎が太くなりにくく、上に伸びやすくなりま
す。慣行苗よりも徒長しやすいため注意しましょう。
また、徒長すると根張りが悪く、田植えに適さない苗になってしま
います。芽出しが完了したら、忘れずに朝からハウスを開けて換
気しましょう。

2.苗づくりのポイント

（1）代かきは丁寧に行いましょう。

代かきがラフだと、田面がでこぼこに。
株残さ埋没不良などで転び苗の原因と
なります。

（2）田植え時の水深は、落水～ひたひた水にしましょう。

1浮き苗・転び苗防止のための、田植え時のほ場コンディション

（3）移植時の土壌は、適度に埋め戻る硬さにしましょう。 （4）急な入水はやめましょう。

土が埋め戻り、
苗の姿勢が安定
します。

急な入水は浮
き苗の原因と
なります。

ひたひた水でちょうど良い。
苗の植付姿勢が安定。

深水での田植えは、浮き苗になりやすい。
枕地など深いところは低速で植えます。

2移植作業時のポイント
●密苗に対応した密苗仕様田植機で、移植しましょう。
●移植時期は、平均気温15℃以上の温暖となる頃が
おすすめです。苗の生長や移植後の活着がスムー
ズになります。

●植付本数は1株当
たり4～5本が確実
に植付けられてい
ることを確認しま
しょう。

●植付深さは1.5cm～2cmとします。

植付本数が少ないと
欠株リスクが
高くなります。

五十嵐さんA
博士A

移植以降の栽培のポイント3 

植付深さは1.5cm～2cm
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薬剤

肥料

植付爪

箱施用剤、除草剤も田植えと同時作業ができる。

苗マットの補給について

側条施薬機（箱施用剤散布機アタッチメント）

苗が少なくなると縦送りが悪くなり、か
き取り不良になります。ぎりぎりにな
る前に補給しましょう。

苗マットをセットするときは、苗マッ
ト押さえを苗マットの表面から1～
1.5cm程度離れるようにセットします。

箱施用薬剤散布状態

施肥機付きの田植機なら、
同時施肥で省力化が可能。

・初期生育促進の為にも
　側条施肥を推奨します。

苗マットと苗マットの接続面に隙間ができ
ないように注意してください。

3病害虫防除・施肥・雑草防除のポイント
●箱施用薬剤は、移植日の数日前～移植当日に、農薬登録にしたがって施用します。
●本田の病害虫防除は慣行稚苗栽培に準じます。
●使用肥料、施用量、施用時期は、慣行稚苗栽培に準じます。
●除草剤は、移植同時処理または移植後の体系処理とし、慣行稚苗栽培に準じます。

隙間は×

箱施用剤散布機
除草剤散布機
（粒剤）

1～ 1.5cm

苗押え棒

苗マット押え

苗マット

075711-00JA00

CPSeries
●田植えと同時に箱施用剤を側条に散布するので、薬効が期待
できます。また、散布ムラ・こぼれも防げます。
●育苗ハウス内で箱施用剤を散布しないので、ハウス内の農薬
残留の心配がありません。
●薬剤の登録が1kg/10aになり、密苗から疎植・稚苗慣行栽培
まで対応できます。
●側条施肥時の溝に薬剤を埋め込むため、流亡が減少し環境負
荷を軽減します。

側条施薬技術の特長

箱施用剤散布機TSシリーズに装着
密苗にベストマッチした新しい散布技術の登場！

ブロアによる強制搬送で
吐出口の詰まりを防止

薬剤肥料

※この写真は覆土を
　していません。

自動直進
YR8D,T-D

密苗

MERIT
1 高密度に播種した苗を精密に掻き取る

MERIT
2 『密苗』に最適な植付精度を実現

MERIT
3 自動直進・旋回で超省力化を実現

植付爪やレール取り口の幅が狭く、育苗箱から小面積をより精密に
掻き取り、浮き苗、欠株の少ない植付けが出来ます。

レーキとフロートのセンサーで、圃場の硬さ・深さを調べ、油圧感
度と植付深さを常に自動調整、圃場状態を気にせず、より高速で高
精度な植付けが出来ます。

自動直進・旋回機能（ 仕様）や直進アシスト機能（ 仕様）により、
どなたでも簡単に真っすぐな植付を実現。密苗との組み合わせで、
より一層の作業時間短縮やコスト・労力削減が可能です。

◆フロート
柔らかい・硬いなど、
圃場の状態をフロー
ト角度で検出

◆レーキセンサー
圃場の土壌表面の
高さを検出

自動直進＆自動旋回
YR8D,T-A

密苗にベストマッチな田植機4
1田植機（密苗仕様）

3.移植以降の栽培のポイント
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4.密苗にベストマッチな田植機

疎植から密植まで、1株1株丁寧に。

▎ジャストアーム
苗をやさしく運び、高速作業でも精度の高い植

付けができます。

植付けしながら旋回跡を整地。

▎すこやかロータ
枕地の手ならしは不要。

V字配置により隣接への

泥水流を抑えます。

ロータ高さは植付深さと連動

するので、都度の調整はいりません。

65～90株まで、幅広く選択。

▎株数変速レバー 作 業 速 度

1.67m/s

植付けは速く、
高精度に。

密苗を美しく植付ける。
MERIT
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高速作業でも植深さを一定に。

▎昇降電子制御

ほ場の凹凸に素早く追従します。

凸凹ほ場でも安定走行。

▎前輪独立
　サスペンション
4輪が常に接地し、直進性を向

上。揺れやショックを吸収し、

快適です。

植付部の振動を吸収。

▎植付部
　エアサスペンション
ほ場の凹凸による衝撃や振動

を吸収し、スムーズな動きで植

付けます。

傾きを感知して水平をキープ。

▎ナイスティUFO
耕盤の凹凸を捉えて素早く植

付部を水平制御します。

2密苗仕様での中苗マット移植条件

苗に接触しない、
植付けアームの
オフセット配置。

苗をやさしく
運べる、
側方ガイド。

新形状のロングガイドで、
植付け位置へ苗を
しっかり送れます。

(乾籾)

(催芽籾)

育苗期間

使用箱数

植付時期

縦取量

横送り回数

3 ～ 3.5 葉展開期
8 ～ 10mm (※植付取り本数は要確認）

26回

播種量 130  ～ 150g
165 ～ 200g
25 ～ 30日
23 ～ 25枚 / 反

横送り回数や縦掻き取り量を調整するだけで、慣行
移植での移植栽培も出来ます。
※気象条件や地域によって調整具合は異なる場合が
　あります。
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STRONG POINT 航空防除のスペシャリストであるヤンマーヘリ&
アグリ㈱が徹底した操縦指導を行います。

STRONG POINT

STRONG POINT 購入時、又は飛行時に必要となる面倒な申請は
ヤンマーが代行します。

スクールはお客様の地元に講師を派遣。
ご自宅から通いながら資格が取得できます。
※3名以上からの開催となります。
※飛行場所および学科教習ができる会議室等の準備をお願いします。
※ヤンマー指定の教習所での受講も可能です。

※散布計画、実績の報告はお客様自身で行う必要があります。

農薬散布の課題をヤンマーのドローンで解決

T20

T20 制御による、高精度な自動航行が可能！

推奨セット

1 16Lの薬剤を積載できる大型タンク。1フライトで最大約1.5ha分※の
薬剤散布が行えます。タンクは取り外し可能で、機体の持ち運びも楽に行えます。
※ほ場条件などにより異なります。

飛行ルートを設定するだけで、自動で散布。更なる省力化が図れます。また、RTK基地局
（オプション）により、誤差数cmの自動航行による精度の高い散布が可能となります。

最大散布幅が7m。広範囲を一度に散布することが出来、防除にかかる時間を低減できます。

規模拡大に向けた効率化を実現する、本格プロ仕様！

2
3

①マルチローター本体
　（液剤散布装置付き）

⑤トランシーバー ⑥ ヘルメット

より高度な自動航行のために
⑦ RTK基地局 ⑧ 固定用三脚

ヤンマースカイスクールの
詳細はコチラ

農薬散布ドローン『T20』の
詳細はコチラ

ヤンマーの目指すスマート農業
ロボットとICTで、より確かに
農業経営をサポート

　ヤンマースマート農業は、情
報を蓄積・分析することで農業
の見える化を実現した「スマー
トアシストリモート」を中心に、
安定した品質と収量の確保、
軽労化に貢献します。

 “農業はキツイ“というイメー
ジを払拭して、スマートな農業
を目指しませんか?今こそ農業
界も働き方改革のときです!

ほ場条件に
左右されない

メリット1
短時間で効率良く
作業ができる

メリット2
狭いほ場でも
作業が可能

メリット3
音が静か

メリット5
作業中待つのは
送信機だけ

メリット4

②バッテリー ③充電器 ④風速計

MERIT
4 密苗を美しく根付ける。
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松茸香る！エリンギ
炊き込みご飯

鮭とたぬきの
ご馳走おにぎり

密苗

青山金魚、曽布川優子「暮らしニスタ　お米をおいしく食べるレシピコンテスト」2018（主婦の友社）kurashinista（参照2020-11-10）

いつもの鮭おにぎりに、揚げ玉とめ
んつゆをプラスしてご馳走おにぎり
に。新米がもりもり進んじゃう、朝ご
はん・お弁当・夜食に大活躍です。

❶秋鮭（または生鮭）2切れに、ひと
つまみずつ塩を振り、火が通るま
で焼く。皮は取り除きます。
❷ボウルに温かいご飯400gを入
れ、揚げ玉40g、めんつゆ大さじ
2、ごま油小さじ1、青のり適量を
加え、しゃもじで縦に切るようにし
てよく混ぜ合わせる。
❸焼いた鮭を粗くほぐし、❷に加え
ながら、おむすび型ににぎり、いり
ごまを振る。

めんつゆを吸った揚げ玉から
の旨味がポイントです。ごま
油は香りが良いだけではな
く、米粒をコーティングして
くれて、冷めてもしっとり感
を保ちます。お弁当やお夜食
にぴったりの逸品です。

土鍋の蓋を開けると、ふわっと広がる
松茸の香り・・・
よく見るとエリンギ⁉永谷園「松茸
香るお吸い物で」で、土鍋の松茸香
る炊き込みご飯。

❶エリンギ5本（125g）は長さをそろ
えて、薄切りにしてフライパンでこ
んがりするまで炒める。切り落とした
部分はみじん切りに。
❷お米1カップ（180cc）は洗ってから
30分つけて置き、水気を切り、刻ん
だエリンギとともに土鍋に入れ、お
吸い物の素1袋を加える。
❸お湯1カップを加えてよくかき混ぜ、焼
いたエリンギをのせ塩少々と日本酒
大さじ1を加えて土鍋に火をかける。
❹中強火で沸騰すると、弱火にして5分
間。炊く時間はご飯の量で変わりま
す。およそ15分程度が目安です。ひ
と手間ですが、エリンギを焼いてから
加えることで余分な水分も取れ、炊
いた時の香りも食感も良くなります。
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POINT

これ、
作ってみて！

1,260,000約 円

育苗箱数が減る!
マット箱なら年度更新不要!育苗管理する時間も減る!

▲260,000円

※ポット2.7L/箱, マット4L/箱の場合
【ポット】1,800千円 ⇨ 【密苗】600千円

詳しくは最寄りのヤンマーアグリジャパン㈱各支店へお問い合わせください!

▲1,000,000円

播種量
（乾籾）
縦取量

（縦送り回数）
横送り幅

（横送り回数）
掻取株数

（1箱あたり）

ー

ー
（32回）
ー

（14回）

448株

ポット

100 g

12mm
（48回）
14mm
（20回）

960株

マット
（中苗）

300g

6mm
（96回）
9mm
（30回）

2,880株

マット
（密苗）

『密苗　』は1箱当たりの播種量が多いから掻取株数が多い!®

写真追加

14mm

12mm

9mm

6mm

80株（株間12.5cm）の場合80株（株間12.5cm）の場合90株（株間11cm）の場合

50～55枚
（24,000株/10a）

10～15 枚
（27,000株/10a）

25～30枚
（24,000株/10a）

資材費が減る!
箱を並べるハウスも減る!苗箱への土が減る!

播種・運搬数が減る!
運搬数が減るから負担が減る!播種にかかる時間が減る!

（50枚/10a使用の場合）
約2,500 枚
（12.5枚/10a使用の場合） （27枚/10a使用の場合）

※ポット苗箱を年間4%更新する場合
10,000枚×0.04=400枚（650円/枚）

約29,700L
（ポット2.7L/箱使用の場合）

約10,000 L
（マット4L/箱使用の場合） （マット4L/箱使用の場合）

約28回

植付株数
（株/3.3m2）

使用箱数
（枚/10a）

使用箱数
（枚/20ha）

培土使用量
（L/20ha）

苗運搬数
（回/20ha）

ポット栽培から『密苗®』にすると、
培土使用量が減るから資材費が浮く!

育苗箱数が減るから、播種にかかる時間や
運搬にかかる時間が大幅に減る!

▲労働時間
＆人件費

※マット育苗箱への初期投資
2,500枚×350円=875,000円（350円/枚）

※『90枚/回』 積送の場合

▲労働時間
＆人件費

育苗箱数が減るから、播種にかかる時間や
運搬にかかる時間が減る!

※マット4L/箱の場合
【中苗】1,300千円 ⇨ 【密苗】600千円

▲700,000円
マット(中苗)栽培から『密苗®』にすると、
培土使用量が減るから資材費が浮く!

▲2,900枚

※ポット比

※ポット比

※ポット比

※余剰の育苗箱を『密苗®』で活用すると
2,900枚÷12.5枚/10a=約23ha分

マット(中苗)栽培から『密苗®』にすると、
使用箱数が減るから規模拡大へも繋がる!

約60回 約110回

約21,600L

約5,400 枚 約10,000枚

※圃場条件や使用者条件により上記数値は異なります

※人件費は含みません  
1,260,000約 円

コストダウン！

20haの水田をポットから密苗にしたら
苗箱使用数が10,000枚から2,500枚に減って毎シーズン

もし20haの圃場で『密苗  』にしたら!®

自社試算 資材だけで自社試算 資材だけで

1817




