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1.はじめに

大潟村は臼本第 2の湖であった八郎潟が1966年に子

陸されて誕生した.本報告では，営農を開始してから約

40年経過した大潟村稲作の除草技術の推移をまとめ，

さらに今後の課題について検討した.

2. 除草技術の推移

営農初年目の1968年には直播栽培が広く行われ，除

草対策としてはヘリコプターで'propanilが散布された.

1970年代になって初期剤と中期剤の処理体系が確立さ

れ，初期斉IJとしてはnitrofenやchlonitrofen，中期剤は

thiobencarbを含む薬剤が多く使用された.その後，初

期剤および中・後期剤が次々と開発されたが， 1980年

代終わりからスルホニルウレア剤であるbensulfuron-

metylを主要成分とする除草剤(以後SU剤)が全村に

一気に普及した.当初この薬剤は初期剤であるpretilac

hlorとの体系で使用されたが，環境保全型農業への関

心が高まるにつれてSU剤の 1回処理が主体となった.

一方， 1990年代半lぎからは有機栽培への取り組みが活

発となり，現在の大潟村の大規模有機稲作を支えてい

る村独自の 8条乗用型除草機が開発された(山崎ら

2006). さらに，近年は緑肥作物へアリーベッチが利用

されている(第 l図，第 2国).

営農初年目 0968年)には，大発生したコウキヤガ

ラの手取除草lこ約30時間/10aを要したが，その後ほぼ

一貫して除草労働時聞は減少し，近年は 1時間を切る

までになった. しかし，無農薬・有機栽培では 8条乗

用型徐草機を利用しながらも， 2004年は15時間， 2006 

年には約30時閣を要しており，営農開始当初における

慣行栽培と同等の水準となっている(第 3関).

3. へアリーベッチの利用

大潟村で先駆的農家が稲作への実用を開始したのは

2002年以降であり， ヨーロッパ産とアメリカ産の品種

が使用されている.へアリーベッチを導入した作付体

系には，①不耕起・表面耕栽培(表面耕とはパーチカ

ルハローで田面 5crnほどを撹梓する整地法)で稲作に

麗接利用，②へアリーベッチ作付後にダイズを栽培し，

その翌年に水稲を作付する 2種類の体系がある.前者

は9丹下旬から10月上旬にへアリーベッチを播種し，

翌年 5月中旬に縮断して入水後に水稲を不耕起移植す

る.また，細断後に表面耕を行い，入水して移植する

方法もある.後者はへアリーベッチ細断後にダイズを

播種するが，前者に比べ細断時期が約 1カ月遅くなる

ため，その生育量不足が解消されること，またへアリー

ベッチの活発な蒸敢により掴場の乾燥が進むこと，さ

らにダイズ作を組み入れた畑地化によって水生雑箪の

密度が減少するなどのメリットもある(第 4図).

4. 今後の課題

除草剤を使用する慣行栽培や減農薬減・化学肥料栽

培では，除草時聞が 1時間/10a未満であり，特に営農

上大きな問題はないといえる.一方，有機栽培で除草

機を主要な防除手段としている場合は，より性能のす

ぐれた除草機，さらに入手を要しない除草ロボットの

開発が期待される.

へアリーベッチについては，その生育の安定と生育

量の確保が課題となっており，その対策としては「寒

冷地低湿重粘土水田に適応する品謹の育成J，rへアリー

ベッチに相性のよい根粒薗の開発J，r盟場の排水性の

確保j などが挙げられる.また，へアリーベッチによ

り移植後の苗の生育が抑制されることも大きな課題で

あるが，実践農家は細断後入水してから移植までの期

間を工夫することにより，一定の成果を得ている.ま

た，へアリーベッチを利用した栽培はストローチョッ

¥:-パーチカルハローなど慣行栽培以上に機械装備

を必要とすることも課題といえる.
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第 l図 大潟村の稲作農業技術の推移
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第 2図 大潟村の無農薬・有機栽培技術の推移 第 3関 大潟村稲作の除草労働時間の推移
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第 4園有機栽培の作業体系
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