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1．はじ．めに

　わが国の大豆の生産量は、近年の大豆作付面積の増加から、平成14
年度には約27万tの水準に達しています。しかし、その多くは田作大
豆の拡大によるものであり、過去には、米の生産調整の緩和により国
産大豆の生産が大きく減少したこともありました。

　国産大豆の生産振興を図るでは、今後、市場二一ズに対応した生産
販売や、専業的な担い手による高品質大豆の安定供給体制の構築が重
要です。そして、そのような大豆作の定着のためには、作業の効率化
により規模拡大を進めていくことや、輪作体系の導入による作付けの
安定化、さらに、単収、品質の高位安定化とコストダウンを図ってい
く必要があります。

　しかし、担い手が規模拡大を進めていく場合、慣行の耕起栽培では、
播種時に前作麦との作業競合や降雨の影響から、播種期が遅れ収量や
品質の低下が生じやすくなり、また、中耕培土作業は、時間も多くか
かるなど大きな負担となっていました。
　このような状況を背景に、私達は、降雨後も早期に播種作業が実施
でき、また、畦幅の間隔を狭くすることによる抑草効果で中耕除草作
業を省略できる汎用型不耕起播種機を用いた省力低コスト大豆不耕起
狭畦栽培技術を開発しました。本マニュアルは、この技術の具体的内
容や、私達が茨城県新利根町の現地圃場で実施している実証試験結果
を紹介したものです。

　この汎用型不耕起播種機を用いた大豆の不耕起栽培は、千葉県、茨
城県、埼玉県などにおいてすでに100ha近く実施されています。しか
し、営農現場でこの技術を広く適用していくにはまだ改善点もあり、

その解決のためには、公立試験研究機関、農業改良普及センター、J
A、さらに農業者の皆様からのご支援、ご協力を仰がなければなりま
せん。そのためにも、土壌条件等が異なる様々な地域で本大豆栽培技
術を適用して頂いたいと思います。また、本マニュアルがそこでの指
導者、実践者の方々の新技術定着へ取り組みに対する一助となれば幸
いです。
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2．不耕起狭畦栽培とは

　不耕起栽培とは、圃場を耕さないで大豆などの作物
を育てる栽培方法です。播種作業においては、慣行の
栽培方法の場合はロータリーで耕起・整地し播種を行
うのに対して、不耕起栽培では、耕起していない圃場
に播種溝を切り、そこに種子を播くといった方式で播
種を行います。

　なお、私達は、稲、麦、大豆いずれの作物の播種作
業（水稲は乾田直播栽培）にも汎用利用できるディス
ク駆動式の汎用型不耕起播種機（平成14年度より市販
化）を開発しており、この機械を用いて不耕起播種を
行うこととしています。

　また、狭畦栽培とは、地域により多少違いはありま
すが、通常は60cm程度の畦幅で栽培し、中耕培土作業
を行うのに対して、その約半分の30cmという狭い畦幅
で大豆を播種、栽培する方式です。そのため、中耕培
土作業は行いません。したがって、この不耕起狭畦栽
培は、播種前から収穫まで一貫して圃場を耕さない栽
培方法となります。



4 中央農業総合研究センター研究資料　第5号（2004．3）

3．不耕起狭畦栽培のねらい

省力化
　耕起・整地作業がないこと、耕起していない固い圃場を播種機が走
　行するため、より効率的に播種作業が実施できること、さらに、中
　耕培土栽培を行わないことから、作業の省力化を図ることができま
　す。

適期作業
　慣行の耕起播種では、降雨後すぐに耕起・整地作業を実施すること
　や、耕起直後に雨が降った時に短期間に播種することは困難です。
　しかし、不耕起栽培では土壌が固い状態に保たれるため、降雨後、

　早期に播種作業を行うことができます。このように、不耕起栽培で
　は播種遅延の危険性が緩和され、より適期に作業を行えます。

雑草抑制
　苗立ちを安定的に確保しながら狭畦で栽培することで、中耕除草作
　業を省略しても雑草を抑制することができます。

排水対策
　不耕起栽培では圃場を耕さないことから地表面が固い状態で保たれ
　るため、弾丸暗渠や明渠等の排水対策と組み合わせることで、多雨
　の時に慣行方式より早く地表面の水を排出することができます。

倒伏防止
　不耕起栽培では、播種溝の土が硬い状態で保たれるため、大豆の転
　び型倒伏を防止する効果をもたらします。

有機物の有効利用
　私達は、大豆の不耕起栽培を水稲、麦との輪作体系の中で実施する
　ことを想定しています。ディスク駆動式の汎用型不耕起播種機では
　前作の麦桿があっても問題なく播種できるため、麦桿などの有機物
　を土壌に還元することによりそれらを有効利用することができます。

低コスト化
　作業時間の削減や、それによる規模拡大、さらに播種機の汎用利用

　などを通して、大豆作のコストダウンが図れます。
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4．播種前の作業

土壌改良資材散布
　　麦跡大豆不耕起播種は耕起作業を省略するため、大豆作時に土壌改良
　　資材を土壌に混和することができません。そのため、石灰資材などが
　　必要な場合は、前作物の施用時に大豆分も施用します。

排水対策
　　額縁明渠と弾丸暗渠は、前作麦の時に実施します。大豆の時は額縁明
　　渠を掘り直し、枕地との境界部に明渠を増設するか、枕地に弾丸暗渠
　　を施工するようにします。

不耕起播種は、耕起を省略するために、降雨後の作業開始が早く、出芽を阻
害する土膜（クラスト）が形成されにくいことから、降雨に強い播種法と考

えられています。しかし、平らな田面に播種溝を作り播種するため、排水対
策が不十分な場合は、溝に水がたまり湿害が生じやすくなります。
作業競合や気象・圃場条件面での問題から、弾丸暗渠は前作の麦の時に実施
することとしています。

枕地に排水対策を行うのは、タイヤの轍等で荒れた枕地にたまった水が播種
溝に流れ込み湿害を起こすのを防ぐためです。

麦桿処理
　　高い刈り株や多量の麦桿は、播種作業の支障になり、また、大豆の徒
　　長や出芽不良をおこすことがあります。そのため、麦桿に対しては、
　　フレールモア等を用いて細断・拡散を行います。

除草剤散布
　　グリホサートアンモニウム塩液剤（商品名：ラウンドアップハイロー
　　ド）500m1／10aを、水量25～50リットル／10aで散布します。これは、
　　播種前に耕起作業を行わない不耕起栽培では，耕起作業のかわりに除
　　草剤により播種前に繁茂している雑草を防除するためです。
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5．播種・施肥・除草剤散布

汎用型不耕起播種機
　アップカット方向に強制回転させる作溝ディスクは、前作物の残さを
　排除しながら、排水性にすぐれ種子と土壌との接触が良好な、Y字型
　　の播種溝を作ります。その後、ダブルディスクでY字溝のなかに種を
　確実に誘導し、覆土・鎮圧を行います。

作溝ディスク、ダブルディスクは、各条が独立して取り付けられてい
るため、田面の凹凸に対する追随性がよく、不耕起圃場でも精度良く
播種できます。

この汎用型不耕起播種機は、松山（株）からニプロ不耕起播種機NSV600として
販売されています。条間30cmなので、乾直水稲や麦類の播種も可能です。

なお、NSV400は、条問60cmの普通畦幅栽培用です。

播種量
　狭畦栽培の抑草効果を高めるため、苗立ち2万本／10aを目標に、2
　万5千粒／10a程度播種します。
　　この本数は、関東の麦跡大豆を想定した時の栽植密度です。なお、裁
　植密度が高いのでタチナガハなど耐倒伏性の強い品種を使用します。

栽植密度が同じ条件では、30cm畦の株間は60cm畦の倍になり、株問の
雑草が発生しやすくなります。そのため、抑草効果を高めるに、株間
を狭め、栽植密度を高くします．

施肥量
　施肥については、慣行の施肥量（窒素成分3kg／10a程度）を播種と
　　同時に施用します。

　　施肥位置が土壌表面に条施になりますので、土中の側条施用に比べ肥
　効が劣る可能性もありますが、通常は問題にはなりません。

播種後除草剤
　播種後、大豆発芽以前に土壌処理除草剤としてプロメトリン・メトラ
　　クロール水和剤（コダール水和剤）400g／10aを、水量70～100リットル
　／10aで散布します。
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6．出芽・苗立ちのポインド

圃場の排水対策は必須。麦桿の細断・拡散も必要

　不耕起播種は平らな田面に播種溝を切るため、降雨が続くと播種溝に水
　がたまり、湿害にあうことがあります。また、轍等の凹地にたまった水
　が播種溝に流れ込むこともあります。そのため、排水対策は必須です。

麦桿が極端に厚く堆積したところは播種作業に支障があったり、出芽不
良になることがあります。したがって、麦桿は細断し拡散します。

播種作業は丁寧に
　各圃場の播種作業の始めに、播種深度（約3cm）、播種溝の覆土・鎮圧の
　様子をまず確認し、播種機を調整します。露出した種子は、乾燥や除草
　剤の影響を受けやすく、一方、播種深度が深いと出芽不良になるからで
　す。

麦桿など残さがある場合は、作溝ディスクは逆転させます（アップカッ
ト）。土と種子の間に麦桿が挟まると種子は吸水できません。また、適
正な作業速度（0．7～1m／s程度）を守ることが、播種精度の向上に有効
です。

種子粉衣などで種子、幼植物を保護
　耕起播種と同様に、種子に対して殺菌剤、殺虫剤等を施用します。
　　多湿条件では苗の立ち枯れが増えますが、種子粉衣で有効な薬剤はある
　　ものの、登録のあるものは市販されていません。そのため、排水対策を
　徹底するとともに、発生した場合は、オキサジキシル・銅水和剤（サン
　　ドファンC水和剤）500倍液を120～140リットル／10a散布します。

7、狭畦化による抑草効果

狭畦栽培では、播種後4週間の時点での光の透過率は、普通畦栽培の約
半分となっています。

このように、大豆の茎葉による畦間の被覆が早いことから、大豆自体に

よる雑草抑制が期待できます。
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8．雑草対策

不耕起栽培では、麦桿等で雑草や土面が覆われているので、除草剤の
散布は水量を多めに丁寧に行うことが重要です。大豆播種時までに既
に発生・繁茂している雑草の防除を目的に、私たちは非選択性茎葉処
理剤としてグリホサートアンモニウム塩液剤を播種前に散布していま
すが、このほかに、グルホシネート液剤（バスタ）、ビアラホス液剤
（ハービー液剤）、グリホサートイソプロピルアミン塩液剤（ポラリ

ス）などが大豆の播種前に使用できます。また、大豆播種後に発生し
てくる雑草対策として、土壌処理剤プロメトリン・メトラクール水和
剤を散布していますが、ほかにも大豆に登録のある土壌処理剤は多数
あります。除草剤の種類により、薬量、使用時期、散布水量など異な
りますので、それぞれの除草剤の表示事項を遵守して使用して下さい。

9．防除

子実害虫防除は防除作業機の走行路を固定
　狭畦栽培は、畦幅が狭く茎葉が繁茂するため、畦間が分かりづらいこと
　から、ブームスプレーヤで防除を行う場合は、作業機の踏みつけや巻き
　込みによる損傷、作業行程の継ぎ目の狂いを起こしやすくなります。こ
　のような問題に対しては、播種時や繁茂量の少ない生育期除草剤の散布
　時に作業機の走行路を設定し、以後その走行路を継続して利用すれば、
　子実害虫防除の作業がしやすく、損傷も少なくなります。

茎疫病に注意が必要
　排水不良な条件が形成されたり、圃場が冠水すると、播種溝に水がたま
　　り茎疫病が発生することがあります。このような茎疫病に対してはオキ
　サジキシル・銅水和剤（サンドファンC水和剤）が登録されています。

10．収穫

不耕起栽培では、圃場面が平坦で硬く、密植で最下着萸位置が高いので
コンバイン収穫に適しています。

不耕起栽培は地際が硬いため株元から転ぶ倒伏は少なくなりますが、栽
植密度を高めに設定している不耕起狭畦栽培では、茎の途中から湾曲し
なびくことがあります。したがって、コンバイン収穫するときは、倒伏
状況に応じて作業速度を調節することで対応して下さい。



濱口ら：汎用型不耕起播種機による大豆不耕起狭畦栽培マニュアル 13

播種2ケ月後の大豆 乗用管理機による防
除作業

収穫期の大豆 コンバインによる大豆

収穫作業
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11．現地実証試験における不耕起狭畦栽培の効果

私たちは、茨城県新利根町において現地実証試験を行って
います

現地実証経営の概要＝

　　3戸の共同経営
　経営面積：40ha
　　労働力：男性4名、女性2名
　作付内容：移植水稲：12．6ha、直播水稲：18．5ha
　　　　　大麦：7．2ha小麦：4．5ha、大豆：13．Oha
　　　　　いちご：44a　耕起、収穫作業の受託等

実証試験の結果

降雨が断続的にあった平成14年でも不耕起播種では適期
に作業が実施できました。

収量は慣行耕起栽培と同等以上の水準を得ており、また、
品質を示す百粒重や蛋白はほぼ等しくなっています。

不耕起無中耕無培土栽培では、除草剤と狭畦栽培とを効
率的に組み合わせることで、雑草が多くなりがちな転作
2年目でも雑草を押さえることが可能となっています。
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　　　　　　　　　　　月日（6月10日～7月20日）

播種作業の実施状況（平成14年度）1
　耕起栽培（現地実証経営の場合）：降雨のため耕起播種実施できず。　　7月上旬から不耕起播種機で播種作業を実施

　不耕起狭畦栽培（現地実証圃場）：播種作業実施（播種日：6月20日、21日、24日）

　　　大豆播種時期の降雨の状況（茨城県龍ヶ崎市のアメダスデータ）
（注）昭和51年から平成13年にかけてのこの時期の目降雨量の平均値であり、棒グラフの上の線は標準偏差値を示す。

栽培方法別大豆の収量・品質

　　　　　　収量　　百粒重　蛋白
栽培法　　　　　　k／10a　　　　％

（注）収量、百粒重はH11～13年の平均。蛋白は
H12～13年の平均。品種は、タチナガハ。
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12．不耕起狭畦栽培の経済性

省力化

　現地実証圃場において、不耕起狭畦栽培の労働時間は10a当た

　り3．64時間と、慣行耕起栽培の5．28時問／10aに比べL64時問短

　縮されました。

低コスト化

費用合計は、農機具償却費や農業薬剤費がやや増加しますが、

労働費の減少から、耕起栽培とほぼ同水準の37，507円／10aと

なっています。

規模拡大・収益性向上

線形計画法という手法で新技術の経済性を分析した結果、播き

遅れにより大豆が減収するとした場合に比べ、適期播種では所得

額はかなり多くなること、また、農地の流動化が進み一層の規模

拡大が可能となった場合には、大豆の不耕起栽培など省力的な技

術の導入により規模限界は大きく拡大し、最大規模は93ha（3戸

の共同経営を前提）に達すること、さらに、その最大規模では、

1戸当たり農業所得は、現地実証経営の現状水準の約2倍となる

と試算されました。
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大豆の生産費
（円／10a）

大豆の作業別労働時間
　　　　　　　　　　　（日寺問／10a）

（注）慣行耕起栽培は、現地実証経営の平成！3年度の

データ。

物件税及び公課諸負担

（注）慣行耕起栽培は、現地実証経営の平成13年度のデー
タ。
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大豆不耕起狭畦栽培を組み込んだ4年6作水田輪作体系による規模拡大と収益性向上効果

（注）現地実証経営（3戸の共同経営）記録及び実証試験データをもとに線形計画法を用いて試算した。地代（関東平均の

22，185円／10a）を支払って規模拡大可能と仮定。生産調整に対しては46，000円／10aの助成金があるという前提で、経

済性や労働配分を考慮して部門構成を選択する。農業所得は経営の総所得額を3戸で除して算出した。ロングマット水
耕苗移植とは中央農業総合研究センターで開発した、水耕状態で育苗を行いロール状の苗を移植する新技術である。
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13．水田輪作体系の利点

大豆不耕起狭畦栽培技術は、水田輪作体系の中に組み入れて適用し
ていくことが有効です。

私達は、移植栽培水稲一乾田直播栽培水稲一不耕起栽培麦一不耕起
栽培大豆一不耕起栽培麦一不耕起栽培大豆という4年6作体系を想
定して、現地実証試験を行っています。

このような輪作体系のねらいや内容、期待される効果は、以下の通
りです。

・水田輪作体系を採ることで、連作障害の回避、土壌構造の改善、

雑草発生の抑制など効果が期待でき、また、水田の高度利用が図
れます。

・麦、大豆の栽培は、畑期間が長くなるにつれて収量低下、雑草発
生量の増加等の問題が生じることから、輪換効果が維持でき、そ
れら問題を回避できる畑期間2年（麦、大豆4作）が望ましいと
言えます。

・畑雑草への対策や、水稲栽培に当たっての漏水防止、圃場の均平
化等を図るために、麦大豆の後には、代かき作業を前提とする移
植栽培水稲を作付けることとします。

・移植水稲の次には、排水面で麦大豆作に好適な土壌条件を確保す
ることを目的に、代かきを実施しない不耕起乾田直播栽培による
水稲作付けを行います。

・乾田直播水稲の収穫後には、土壌改良資材の投入等を目的に圃場
の耕起（プラウ耕）及び整地作業を実施しますが、それ以降は、

麦桿、大豆桿等有機物の還元、麦桿等の地表被覆による雑草制御、
排水対策、作業の省力化、適期遂行等を目的に麦大豆不耕起栽培
を実施します。
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14．技術導入に適した経営のタイプ

不耕起栽培に適する経営

　不耕起狭畦栽培は、大豆作の省力化や適期作業などに大きな利点があ
　ることから、農地流動化が進み、基盤整備された平坦水田地帯におけ
　る水稲、麦類、大豆を基幹とする大規模な水田作経営や作業受託集団

　に適した技術です。

不耕起播種機導入に係る経費と経済性

　本技術は、汎用型不耕起播種機を必要とします。この機械は松山農機
　株式会社より、6条（定価250万円／台）と4条（定価190万円／台）
　の機種が販売されていますが、このうち狭畦化及び水稲や麦類との汎
　用利用が可能なのは6条の機種です。

6条の不耕起播種機の10a当たり経費を慣行のロータリーシーダと比
較すると、経営面積が、大豆のみの利用で約15ha、大豆一麦で7．5ha、

稲（乾田直播）一麦一大豆3作物に汎用利用すると約5haで、10a当た
りの播種機の費用はほぼ等しくなります。

また、6条の不耕起播種機を新規に購入すると年償却額は45万円／台
となりますが、現地実証経営を事例に試算すると、経営面積が更に1
ha拡大するか、適期作業により大豆の収量が10kg／10a増加すれば、そ

の償却費を上回る所得を確保できること、さらに、経営面積が4ha拡
大できれば、初期投資額に相当する約250万円の所得の増加が期待でき

ることが分かります。

地域的な土地利用調整

　水田において麦や大豆作を効率的に行っていくためには、汎用化、大
　区画化など圃場基盤の整備を進めていくことや、地域の土地利用調整
　組織を形成して、圃場の団地化やブロックローテーションを実施して
　いくことが有効です。
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大豆不耕起狭畦栽培技術に適した経営のタイプ
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（注）水田面積において稲、麦、大豆を作付けるという前提で試算したものであり、汎用型不耕起播種機（6
条）の価格250万円／台、稼働面積は、麦と大豆に利用する場合は水田面積の2倍、稲（乾田直播）、麦、大
豆に汎用利用する場合は水田面積の3倍を確保する（いずれも稲一麦一大豆4年6作とし、うち、水稲につい
ては移植栽培と乾国直播栽培を同面積とすると仮定）として求めた。また、なお、ロータリシーダについては6

条用で、価格114万円／台、稼働面積6．6ha（生産費調査の田作大豆3ha以上層の平均大豆作付面積を設
定〉として10a当たりの経費（3，191円）を算出した。いずれも、残存価格10％、耐用年数5年で計算している。
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（注）表中のグラフは、現地実証経営データをもとに、線形計画法を用いて、経営面積が現状
の41haから45haへと拡大した場合と、大豆の収量が5kg／10aから25kg／10aまで増加した場合
（基準は40haの面積で、この段階での大豆単収は193kg／10a）について、所得を最大にする部
門構成のもとでの農業所得の増加の程度を計算したものである。なお、不耕起播種機の価格は
250万円／台、残存価額10％、耐用年数5年、年償却額45万円である。
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