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事ヰ資

乾田直播研究のシテン＊
2014年東京大会

シンポジウムの概要

確4・測山律子5・望月秀俊2秀昭3.平岩寛2・関矢博幸3・冠中野恵子1.藤本

2.乾田直播のメリッ卜・テ‘メリッ卜

1）乾田直播と湛水直播の違い

乾田直播栽培では，ほ場準備から播種，出芽後入水前ま

での作業体系は基本的に麦，大豆など畑作物と変わらな

い．各作業は，雨，風等気象条件の影響を受けやすいの

で，計画的作業実施の安定性をいかに確保できるかが重要

となる．このためには，明渠や弾丸暗渠の施工により卜分

な排水対策を実施するとともに，播種計画は余裕を持って

立て，ほ場の状態が良い日を選んで作業できる休制が必要

である．

幸い，乾田直播は早播きが可能である．出芽の早限より

前となる 3～4月頃の播種は実用的に問題ない．早播きで

は乾田期聞が長期化するので，雑草防除が懸念されるが，

非選択性除草剤をイネ出芽直前に散布することで対処でき

る．湛水直播では，出芽適温以降の播種となり，さらに

地域の水利慣行の制約を受けるので，移植栽培の代かき～

移植作業と同時期にしか湛水直播を実施できない地域は多

い．また，乾圧l直播では，湛水直播のような周到な初期水

管理は不要である点も多筆を管理する大規模経営にとって

大きなメリットである．

使用する農機は， ll去作を受託している法人などではそれ

らの汎用利用が可能だが，水稲単作農家の場合は新たに一

連の農機を揃えなければならない．本田において使用する

農業経営の大規模化や水稲作の省力 ・省コスト化に向け

て，乾田直播への期待は大きい.2012年時点で全水稲作

付面積の 0.5%に過ぎないが，こ の10年間では，特に東

日本 （北海道，東北，北陸，東海） での面積拡大が著しい （図

1，農林水産省，2014a）.収量は移植にやや劣ると認識さ

れながらも拡大が進む背景には高い収量をあげるための

技術向上のほかに，労働力の分散や苗作りの省略などの利

点を優先する［生産現場の実状jがある．すなわち生産現

場では，これまでのような栽培好例の拡張や拡大を目指す

場合とは全く違った判断基準で，栽培管理が行われている

はずである．しかしこのことは，個別，あるいは特殊な

事情として捉えられ，明確な認識と整理がなされていない．

そこで＼乾田直播実施に向けて，従来の水田管理との視

点の違いを明示し，問題の地域性と共通性を整理した上で，

肥培管理 ・水管理の実施好例について話題提供したこれ

を通じて，農家の個別事情や地域的制約等によって多｜｜皮に

亘っている「生産現場の実状Jを浮き彫りにし乾田直播

実施に役立つ研究とその展開のシテン（視点／支点／始点）

を明確化させることを本シンポジウムの狙いとした．

（中野，冠，測山， 望月）
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農機が基本的に移植栽培と共通する湛水直播と異なり，新

たな投資が必要となる．

2）乾田直播の近年の動向

乾田直播は受託の急、な増加に対応しやすい．移植栽培で

は，古代の面積，田植機の能力等により耕作可能面積の限

界が比較的明瞭だが，乾田直播では播種期の拡大等によっ

て柔軟に対応できる．また，代かきをしないので，ほ場の

汎用化が促進され，転作作物の導入を容易とする．水稲以

外の作物を含めた水田作の高度化に貢献できる．

さらに乾田直播は，補助作業者をあまり必要としない機

械作業が主体で労働競合の回避にも優れるので，特に大規

模経営で有利と考えられる． しかし現実には，降雨状況次

第の作業進捗となって，規模拡大を指向する生産者が導入

しても定着しないという状況が続いていた．愛知県で開発

された水稲不耕起V溝直播栽培（以下， V溝直播）（愛知

県農総試， 2007）は，乾田直播の泣き所である播種時期の

降雨の影響を冬季代かきによって最小限に抑え，春作業の

計画的実施を可能とした．省力の観点からは作業工程を少

しでも減らしたし、ところだが，乾田直播には余計と思われ

る代かきを加えたことによって，作業の計画的実施，苗立

ち，鳥害，土膜など多くの問題を解決し，安定性を確保した．

V溝直播以外の乾田直播における近年の動向としては，

レーザー均平機の普及が上げられる．従来の耕起は主に

ロータリであったが，これをプラウで行い， レーザー均平

機により整地する（東北農研セ， 2014）.プラウ耕は大き

な土塊のまま反転するため，表層に余分な水を抱え込まず，

降雨の影響を受けにくい．これと並行して，播種前後の鎮

圧をいかに効果的に実施するかという点も重視されるよう

になった．乾田直播の重点は「播種」から「播種床づくりj

に移って来たといえる．

直播栽培に対しては省力の期待が高いため，収量性は最

重要で、はなかった．農林水産省は「移植比9割程度で安定

した収量が確保で、きる技術に成熟したと考えられるJ（農

林水産省， 2008）と総括しているように，直播を試したら

大失敗という事例は減った．しかし大規模経営にとって，

1割減収が収益に与える影響は大きい．播種量や施肥法の

見直しによって，収量性の向上が求められている．

乾田直播は，各作業が比較的高速で実施できること，入

水時期が移植栽培と異なること，除草剤は茎葉処理剤（液

剤）を主に用いるので，隣接ほ場へのドリフトに注意を払

う必要があること等から，大区画ほ場，あるいは集団化し

ているほ場において効率が向上する．作業技術の改善とと

もに作業基盤の改善も普及に与える影響は大きい． （藤本）

3. 輪作体系への乾田直播導入のハードルと土壌物理

1 ）乾田直播導入のハードル

直播の優位点は省力化にあるとされる．ただ作業軽減を

目的とするのならば，省力化技術の導入ではなく，作業委

託という選択肢も農家にはある．川崎（2010）は，作業

委託ではなく直播を選択する農家には，労働力の逼迫の他

に，高い技術力，高い区画整理比率，若くて専業といった

特徴があると解析している．農地が集積してくる農家の特

徴と一致する点が多い．また，直播実態調査（たとえば，

香西， 1995；鶴岡， 2012），府県の水稲栽培指針等からは，

乾田直播実施農家の未経験技術への興味や対応力がうかが

える．「技術力」としづハードルを越えた農家が，乾田直播

を導入しているようである．

2）土壌物理性の管理から見た乾田直播技術の分類

水稲栽培指針等で，乾田直播のためのほ場管理技術とし

て提示されているものの多くは，均平，春先（播種時）の

排水対策，雑草防除，湛水期の漏水対策，乾田期や漏水を

見越した施肥に関するものである．雑草防除や施肥管理は，

ほ場の漏水問題と密接に関係しており，乾田直播のための

ほ場管理には，土壌透水性の把握と制御が重要な位置を占

めている．

乾田直播では，播種から 2～4葉期の聞は機械作業性と

百立ち確保のために排水性が，その後は一転して湛水性が

求められる．つまり，畑と水田両方の機能が必要となる．

正反対の機能ではあるが， 2013年度の大豆の約85%は

田作であり（農林水産省， 2014b) 暖地九州、｜における水田

の耕地利用率は冬作の実施により 100%を超えたこと（農

林水産省， 2014c）などを考えれば， 日本の水面は，作付

けに応じて排水／湛水機能を発揮で、きるように，既に整備・

管理されて来ていると言える．ただし乾田直播では，排

水と湛水機能を切り替える時期が，理想的には，作付け中

（出芽後入水前）であることが，従来の水稲作一畑作輪作

と異なる．

湛水のためには，浸透を抑制する低透水層が面的に切れ

目なく広がっている必要がある．生育途中の作物にダメー

ジを与えずに，これを省力的に実現する技術は，これまで

のところ提案がない．広く普及している播種法では，それ

ぞれ特徴的な技術でこの問題を克服している．愛知県開発

のV溝直播（愛知県農総試， 2007）は，ほ場全体の漏水

対策は代かきで早々に行い，同時に溝切で表面排水を促

し播種時には種子周辺環境を好適に保てる V溝播種技

術を確立することで，必要とされる排水と湛水を確保した．

東北農研が提案しているプラウ耕鎮圧体系（東北農研セ，

2014）は，排水良好に保ちながら，段階的に漏水対策の

準備を進め，播種時に漏水対策の仕上げ‘をしている．

両技術は，漏水対策を講じた位置が作土内という視点で

みれば同じであるが，前者が湛水性のある「水田」をベー

スに排水性に幅を持たせたもの（水田ベース型）であるの

に対し，後者で、は水田特有の耕盤を破砕して「畑」のよう

な排水性をベースとして確保した上で，必要に応じて湛水

性を持たせるもの（畑ベース型）であるという見方もでき

る．この他，ロータリ耕起一鎮圧による乾田直播の場合は，

漏水対策を作土内に講じているタイプであると同時に，水

田としての耕盤を残していることから水田ベース型に分類

できょう．
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3）農家の乾田直播導入戦略と土壌物理性診断

農家は，必ずしも水稲作付け予定の全ほ場で乾田直播を

おこなうとは限らない．一部に導入することにより規模拡

大や経営安定化，複合化を図る例は多い．

これまで水田は，基本的に耕盤と代かきで浸透を抑制し

てきた．砂質土水田のように下層士の透水性が高いほ場で、

は，耕盤は代かき用の水をj留めるために必須で、ある．一つ

の水田で、年により移植水稲を行うならば，下層土透水’性が

高いほ場では，水田ベース型の乾田直播技術を選ぶ方がよ

いだろう．他方，従来型水田にこだわらず乾田直播向きの

田に作り変えるという考えもあり，この場合には，畑ベー

ス型への転換を望むかもしれない．今後も続くであろう乾

田直播のための技術提案の基本概念が水田にあるか畑にあ

るかで整理することと，これにほ場の耕盤や下層土の透水

性情報を組み合わせることは，農家の乾田直播導入戦略を

助けるものと考える．また，必要とされるほ場管理の精度

は，品種選択・目標収量といった経営戦略や地域の気象に

よっても異なるはずであり，これらも，導入技術選択の要

因になりうる． （中野）

4.乾田直播がもたらす土壌環境・ほ場サイズの

変化に対応した肥培管理技術

1 ）はじめに

乾田直播では，無代かき条件と初期の非湛水管理により，

従来の湛水直播とは大きく異なる肥培管理が必要となる．

ここで、は乾田直播における土壌環境の特徴と対応した肥培

管理について紹介する．また，高能率な乾田直播の導入が

期待される大区画ほ場における肥培管理の課題について紹

介する．

2）乾田直播の土壌環境と肥培管理

乾田直播では，長期間の非湛水管理による基肥窒素肥料

の利用率の低下と，無代かきによる土壌無機化量の変動が

肥培管理を難しくしている．乾田直播では，非湛水期間の

硝化・脱窒により基肥施用の速効性窒素の利用率が顕著に

低下するとともに，漏水対策が十分でないほ場では肥料成

分の溶脱量が大きい．また，無代かきほ場では，還元の進

行が遅れて窒素無機化量が減少傾向となり，土壌窒素発現

量は代かきほ場，無代かきほ場，不耕起ほ場の順で少なく

なる．このため，乾田直播では肥効調節型窒素肥料を利用

するのが一般的である．地力，品種の作期に合わせて溶出

タイフ。を組み合わせた肥効調節型窒素肥料が使用されてい

る．

湛水後の地力窒素の発現促進肥料の流亡防止のために

は，ほ場の漏水防止対策が重要である．プラウ耕鎮圧体系

では，播種前後に強い鎮圧行程を行うことで，無代かきほ

場での縦浸透を抑制している．また，畦畔漏水対策も重要

である．

乾田直播の課題として，長期の乾田直播の継続による収

量性の低下が挙げられる（上村ら， 1974）.上村らは，乾

田の収量性低下の一因が水田土壌の易分解性有機物の減少

が進んだためとしており，堆肥施用が乾田ほ場の地力，収

量維持に効果が高いことを示している．乾田直播栽培導入

の目的にはダイズ等の転作作物の栽培があるが，輪作ほ場

では連年乾田直播ほ場よりもさらに大きな地力損耗とそれ

に伴う減収が予想される．このため，乾田直播を導入した

輪作体系に適した有機物施用法の開発が急務である．現在，

現地実証試験において， 2年3作大豆跡乾田直播輪作体系

の地力維持に必要な堆肥施用量を策定している．

3）大区画乾田直播ほ場の地力ムラ対策

プラウ耕鎮圧体系のように高能率な乾田直播栽培技術

は，大区画ほ場への導入が適している．一方，大区画ほ場

の課題として，ほ場整備，合筆に由来する地力ムラ対策が

挙げられる．長野間らは復元田乾田直播の遮根試験におい

て乾田直播は移植よりも下層土の肥沃度の影響が大きいこ

とを示しており（長野間ら， 2002），乾田直播では地力ム

ラの影響がより顕著に現れると予想される．

宮城県名取市のプラウ耕鎮圧体系乾田直播実証ほ場の事

例では， 2013年に30aほ場 10筆を合筆して 3.4ha大区

画水田ほ場とし， S社GPSレベラーを用いて最大で約20

cmのほ場高低差の均平作業を行った. GPSレベラーは，

高精度なRTKGPSを使用して大区画ほ場の均平作業に

対応でき，同時に土壌移動量をマップとして作成すること

ができる．合筆初年目の大豆跡乾田直播では，作土の移動

状況に対応した顕著な生育ムラが発生し，盛り土部分は倒

伏して大きな減収となった. GPSレベラーによる土壌移

動量と作土，下層土の可給態窒素は相聞が高く， GPSレ

ベラーによる運土量情報が地力マップ作成に利用できる可

能性が示唆された．そこで2014年は，同 3.4ha乾田直播

ほ場において運士量マップと土壌可給態窒素分析値を併用

して地力マップを作成して基肥可変施肥を実施し，一定の

補正効果を得ることがで、きた．大区画乾田直播ほ場におい

て， GPSレベラーの運土量マップが簡易な地力マップと

して利用できる可能性は高いと考えられる． （関矢）

5. 乾田直播を支える播種技術

一プラウ耕鎮圧体系乾田直播

1 ）技術の概要～水田を鎮圧する！？～

プラウ耕鎮圧体系乾田直播（東北農研セ， 2014）は大規

模畑作で用いられている播種機であるグレーンドリル（図

2）や砕土，鎮圧，整地を行うケンブリッジローラ（図 3)

などの機械を水田に汎用利用する水稲栽培技術である．区

画の大きい水田で高速作業が可能な方法であり，今後の農

業経営の大規模化や水稲生産コストの低減を見据えて開発

された技術である．主な作業は，①耕起，②砕土・鎮圧，

③播種，④鎮圧，の順で行われる．従来のロータリシーダ、

などによる乾田直播などと比較すると，水田において「鎮

圧」を行うという点が大きく異なっており，これは水田利

用技術の新たなシテンである．

①耕起ではプラウなどを用いて従来の耕起よりも深く起

こす．田植機が走行しない乾田直播ほ場では耕盤は不要
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図2 グレーンドリノレによる播種作業

となる．②波状の突起がついたローラであるケンブリッジ

ローラにより，砕士と鎮圧が同時に行われ，③グレーンド

リルによる播種に適した硬さの播種床を造成できる 播種

床の硬さは，片足のかかとに体重をかけて踏み込んだ時の

沈下量で40mm程度が適切である．この様な田面の硬い

条件では，グレーンドリルによって寒冷地に適した播種深

度である 15mm程度に精度良く播種できる．④播種後に

再びケンブリッジローラで鎮圧することにより，種子と土

壌の密着を図り，種子への水分供給を促す．また，漏水が

問題となるほ場では，さらに⑤として鎮圧を行い，縦浸透

を抑制することができる ただしこれらの作業は乾田状

態で行われるため，播種床造成以前に必要なのは「排水」

対策である

このように畑作用の機械を水田で汎用利用することによ

り生産コストを従来の移植栽培に比べ大きく低減できる可

能性がある．これまでのプラウ耕鎮圧体系乾田直播の現地

実証試験においては，玄米 60kg当たりの生産費が東北地

方の生産費平均値（2010年）の約6割（6,600円）とな

る結果が得られている（大谷ら， 2013).

2）乾田直播の技術的問題点とその対応

これまでの乾田直播では，苗立ちの安定性，雑草防除，

水田の漏水などが技術的な問題とされていた 従来のロー

タリシーダなどによる乾田直播では，この様なことが問題

とならない恵まれた条件下で可能であり，その他の条件で

は乾田直播の実施が困難であった．これらの問題に対し

て，本体系では「鎮圧jが組み入れられていることにより，

いくつかの間題に対処できる．「鎮圧Jとグレーンドリルの

組み合わせは，播種精度の向上，出芽時の種子への水分供

給環境といった点から苗立ちの安定化につながっている．

ロータリシーダなどによる乾田直播では，水田の漏水に対

する対策手段がほとんど無い．よって，漏水による除草剤

（一発処理剤）効果の低下のため，「代かきを行わないと漏

水が生じるような乾田では，乾田直播はできないJ，とい

う事態も多く見られる．本体系では，播種前後の「鎮圧」

によって土壌の乾燥密度を増加させ透水性を低下させるこ

とが可能である．これまで営農的に代かき以外の方法でフk

図3 ケンブリッジローラによる鎮圧作業

田の透水性を低下させることは全く行われてこなかったこ

ともJ鎮圧Jが水田利用の新たなシテンとなる所以と考え

る． しかし代かきは，入水して撹押するため，あらゆる土

壌で，どのような天候でも，稲作農家で、あれば誰がやって

も，ほぼ同じように浸透が抑制できるという点で極めて完

成度の高い技術といえる．一方で鎮圧による浸透抑制は

畑状態で、行われるため，土壌の種類やその際の土壌水分に

よって浸透抑制効果が異なる．代かきを行わないとなると，

この様なきめ細やかな土壌および環境条件に対処する必要

があり，乾田直播を成功させる上で難易度が高い部分とな

る．

3）鎮圧による水田利用の変化

乾田直播では，播種までは乾田を得るための排水性が必

要であるが，入水後には目減水深にして 20mm程度の湛

水機能が要求され，短期間でこれらを切り替える必要があ

る．ほ場に暗渠があり，暗渠の水閉で排水と湛水を切り替

えることができる，いわゆる「底ありj水田では問題ない．

しかし火山灰土や暗渠があるほ場でも畑地化が進み暗渠

以下への透水性が高い「底なしJの水田も多くある．こ

の様な「底なしJ水田で、は鎮圧により地表面に浸透を抑制

する層を形成する必要がある．この場合は，播種までは地

下排水を重視するが，播種後には鎮圧により地表面の透水

性を低下させ，表面排水を重視するように切り替えること

になる．さらに土層の状態を見ると，硬い層が地表面付近

に現れるため，これまでの水田の作土層，耕盤層，心土層

としづ序列とは大きく異なる．この様な違いが水稲作や水

田利用にどのような影響を及ぼすかは明らかになっていな

い．また，水田の土壌条件は乾田直播栽培時のみならず畑

転換時にも，これまでと大きく異なっていくと予想され，

新たな水田の活用が期待できる．この様なことも新たな研

究のシテンであると考えている． （冠）

6. 乾田直播を支える播種技術－v溝直播

V溝直播は，愛知県が開発した水稲の直播技術である（愛

知県農総試， 2007).1994年から，開発機関である愛知県

農業総合試験場と普及指尊センター，農機・資材メーカー，
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前にグリホサート剤を散布するが，入水までの期間でノビ

エが5葉期を超える前にシハロホップブチル剤を散布す

る．さらに，入水後に一発除草剤を散布する．

5) V 溝直播の優位性

V溝直播では，播種溝が 2cmと狭い上，土壌が硬くし

まっているので倒伏抵抗性が高まる（図 5). コシヒカリ

等の倒伏抵抗性の低い品種でも栽培が可能であり，収量は

移植栽培と同等でトある．

育苗が省力できるだけでなく，代かきを冬季に行うため

春作業の軽減が図れる．また 成熟期が極早生品種では移

植栽培より遅くなるため移植栽培の収穫後に直播栽培の収

穫適期になり，中生品種では移植栽培より早くなるため直

播栽培の収穫後に移植栽培が収穫適期になる．このため，

移植栽培と組み合わせれば 1品種の収穫適期期聞を長く

することが可能となる．

生産費は，移植栽培に比べ除草剤等の資材費が多くなる

のでコスト低減効果は少ない しかし労働時間の短縮，

特に春作業の減少と苗生産が省略されることにより，規模

拡大の際，それに伴う育苗施設の増設の必要がないことか

ら導入効果が大きい．

これらのメリットのため，愛知県では 2013年度でV溝

直播の栽培面積が 1,970haまで拡大してきている．

（平岩）

講演に続いて講演者をパネラーとした総合討論の時聞を

設けた．総合討論では，水稲栽培学分野から土壌肥料学

分野へ，土壌肥料学分野から栽培学分野へそれぞれの視

点から質疑応答があった．収量 ・品質 ・コスト等の現地

実態や乾田直播への期待が議論される中てう新たな研究の

テーマとして，これまでの還元状態を前提とした水田土壌

肥料学から，酸化状態における水田土壌肥料学へのドラス

ティックな視点転換の必要性があげられたことを特筆して

おきたい．これは，木シンポジウムが乾田直播研究の支点

となった証とも言える．

講演者と予想、を遥かに上回る参加者のおかげで，

わお7. 

第 3号第 86巻日本土壌肥料学雑誌

農家が一体となり，「現場解決型」手法により技術開発を

行った．「現場解決型Jは，現地生産ほ場で実証展示を行い

ながら，栽培体系の組み立てを行う方法で，開発技術の生

産現場への迅速な普及が可能となった．

1 ）不耕起V溝播種機の播種機構

播種機構は，作溝輪で土壌にV字型の溝を切り（以下，

播種溝），施肥播種ガイドパイプでこの播種溝の中に種子

と肥料を同時に施用し，直後の覆土チェーンにより播種溝

に覆土を行う構造となっている（図 4）.作溝輪は深さ 5

cm，幅 2cmで条聞は20cmである．

作業速度は 5.4km／時と速く，播種作業能率は， 0.5

ha／時（8条）～ 0.8ha／時（12条）で，播種可能面積は

4～7ha／日となっている．

2）冬季代かき ・播種前整地技術

完全不耕起状態での播種は前作の収穫作業による轍や

稲わらがほ場に残るため播種精度の確保が難しい．また，

播種時の雑草が多く除草が難しくなったり，代かきをしな

いため漏水が多くなったりする．このため， V溝直播では，

冬季代かきによる整地作業を行う．乾田直播では，稲 2葉

期頃までは乾田状態を維持する必要があるため， 代かき後，

土壌が固まる前に排水溝を切り乾田状態を維持できるよう

にする

冬季代かきのできない地域では，浅めに耕起した後，鎮

圧を行う．鎮圧作業は， ロータリの耕うん軸を鎮圧ロー

ラに付替えた駆動式鎮圧機やカルチパッカ，バーチカルハ

ロー， レーザーレベラ一等で行う．足跡が付かない程度の

硬さを確保することがポイントとなる．

3）施肥方法

種子と肥料を同じ播種構に施用するため濃度障害 （肥や

け）を起こさない被覆尿素を用いる．早生用，標準，中生

用の 3種類が市販されており いずれもリニア型とシグモ

イド型の被覆肥料を配合し生育に合わせて溶出するよう

設計されている．種子と同条に施肥するため窒素利用率が

高く，窒素単肥であるため施肥量が少なく作業能率が高い

4）除草体系

雑草の発生は播種前から始まっている．播種後，
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ポジウムの開催目的は達成することができた．総合討論の

中で，今後の乾田直播研究の展開方向や具体的な研究テー

マについて議論で、きたことは，多くの参加者にとって，研

究シーズを見つけ出す等の大きな収穫があったと推察す

る．本シンポジウムに関わった方々の手によって，乾田直

播研究の新たなシーズが具現化されれば，望外の喜びであ

る． （望月，淵山，冠，中野）
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