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秋か ら 春 にかけての畝立耕起が水田雑草の発生を抑制

する 事例調査と技術普及による生産現場での反響

大下穣*・桑 村 友 章 村 ・ 若 松 清 一村*・及川 実付帯・横畑光師付*

緒方善丸….竹中俊輔***.団側浩康料・加藤孝太郎*九木嶋利男料

〔キーワード〕 自然農法，畝立耕起，水田雑草

1 . はじめに

近年の食に対する安心・安全を求める嵐潮の中で，

農薬や化学肥料の使用を減らした農法あるいはそ

れらの資材を用いない有機農業への関心は高まり

を見せており，そのような農業形態を導入する農家

が増えてきている.MOA自然農法(以下， 自然農

法)は， 1987年より独自のガイドラインを定め，農

薬や化学肥料の不使用とその期間や当該地域の5割

以下の使用量といった条件で3つの区分を設定して

いるが，化学合成された除草剤の使用はすべての区

分で禁止されている(抗OA自然農法文化事業団

2001) .そのため，自然農法の稲作においては雑草

管理が主要な課題となってくる.

自然農法に限らず，除草案剤を使用しない環境保全

型農業の実施農家が行っている主な雑草管理方法

は，除草機械による中耕除草であろう.しかし，徐

革作業の回数が擾数に及んだり，イネの生背中後期

で手取り除車が必要になったりする場合も多く，農

家が高齢化してくると負担が大きくなってくる.し

たがって，水田雑草の発生そのものを抑制し，除草

作業の回数を省力化できる技術の開発が求められ

ている.

これまでに，除草剤を使用しない除草方法として，

米ぬかの回面施用(大場 2003)，アイガモ除草(古

里子 1992) ，へアリーベッチによるアレロパシー作

用の利用(堀本ら 2002) ，護数回の代かき(三宅

1999) ，再生紙マルチ(津野 1993) などの方法が

検討・考案されている.しかし，いずれの方法も気

ホ員オ鴎法人微生物応用技術研究所， NPO法人 MOA自然農法文化

事業団 (MinoruOshita) 

制財罰法人微生物応用技術研究所 (TornoakiKuwarnura， Hiroyasu 

Tabuchi， Kotaro Kato， Toshio Kijirna) 
特別PO法人 MOA自然食法文化事業団 (SeiichiWakarnatsu， 

Minoru Oikawa， Mitsushi Y okohata， Yoshirnaru Ogata， Shunsuke 
Takenaka) 

候，土壌，管理条件の羨異などで効果に差がみられ，

たとえば米ぬかの図面施用では水田の減水深の差

によって効果が異なったり，紙マルチ栽培ではコス

ト面の高さから導入が難しく普及技術として確立

しにくい場合が多かったりと，多くの農家が取り組

みやすい，普遍性のある雑草管理技術とは言い難い

面もある.

2007年，青森県の自然農法実施農家で，秋から春

にかけて水田内に畝立する土壌管理を行うことで

雑草の発生量が減少した事例が紹介された(現代農

業 2007).これより以前に，われわれが 2004年か

ら2006年にかけて全国の自然農法実施農家を諒査

したところ，冬期に降水量の少ない太平洋側の地域

を中心に，これと共通した事例が各地に存在してい

ることがわかっている.これらの事例は田被え前の

土壌管理による抑草の可能性を示しており，雑草の

発生を抑えるメカニズムが解明され，実際の技術と

して確立されれば，自然農法のようなi除草剤を用い

ない稲作が取り組みやすいものになる.そのための

第 1報として，ここでは全国を調査して得られた事

例の詳細について報告する.

2. 調査の内容および方法

(1)事例調査

収穫後から翌年の入水までに複数回の畝立耕起

を行うことで，問植え後の雑草管理が容易になった

との現象がみられた農家 4戸(園1)の土壌管理方

法を， 2004年と 2005年に対面法により聞き取った.

2005年には，収穫前に稲株を約 30cm角で堀りあ

げ，土層分化と根の伸長についてg視調査を行った.

(2)事 例 技 術 を 導 入 し た 農 家 の 調 査

事例の潤き取り調査により，畝立耕起による

効果は再現性が高いと判断されたため，具体的な管

理内容を，北海道，青森県，岩手県，山形県，宮城
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1.青森県中泊田T

2.青森県南部町

図 l 事伊iJ農家の所在

l宗"滋賀県"岡山県，鳥取県の自然農法実施農家

(2005年 25戸， 2006年 26戸)に紹介し，それぞ

れの栽培に導入してもらった.それらの農家を対象

に，アンケート調査(土性や排水性などの土壌条件，

土壌管理方法，雑草の発生状況，稲の生育状況) ， 

対面聞き取り，土層分化と根の伸長の目視調査を

行った.

3 結果

(1)事例調査

1) 畝立耕起により抑箪に成功してい

る農家の作業詳細

(I)青森県北津軽郡中泊町 (A氏，表 1)

中治腐Tは，津軽半島のほぼ中央に位置し，岩木川

に沿って南北に広がる水田地帯にある.江戸中期以

降に開発された新民地帯で湿田が多く，かつては水

害にも悩まされた地域だが，現在では豊かな穀倉地

帯になっている.年間の平均気温は 10.0
0Cで，年間

降水総量は 1，284mmである(気象庁 2008). 

A氏は， 1985年に農薬と化学肥料の使用を止め，

自然農法の稲づくりを始めた.地域の農家数名と自

然農法生産グノレープを結成し，水稲以外に大豆やニ

ンニク，その他ハウスを活用しての野菜栽培，養鶏

など多角的に，大規模での自然農法営農を展開して

し、る.

土づくりは，水田で収穫した玄米以外の副産物で

ある稿わらと堆肥化した籾がらを水田に還元する

表 1 A氏の栽培概要

自然農法歴 1985年(昭和60年)~

実施面積 14.2ha(2007年度の水稲作付面積)

作付品穏

栽培暦

土づくり

土壌管理

雑草管理

つがるロマン

播種 :4月 9 日 ~15 日，出植え5月 10 日 ~20
日，収穫9月 22~10月 15 日

稲わらの全長すきこみ，自家製粉がら堆肥散
布1600し/10a

秋:サブPソイラによる排水性向上，ロータリー
殺による表層耕起およびプラウによる反転耕

春.畝立耕3回， 4回目に逆転ロータリーによる
整地

乗用および歩行型除草客機2回(残草が多い場
合は3回，ヒエ抜きなど拾い葱)

ことを基本としている.稲わらや籾がら堆肥は，土

の中で分解が進むように，収穫後すぐに耕起してす

き込んでいるが，重粘土水田など透水性が悪い水自

にロータリー耕で深くすき込むと土壌中での有機

物の分解が悪くなると観察しているため，プラウ耕

など土壌条件に適した農業機械を活用している.

秋耕起の方法は，乾田，湿田および強湿田でそれ

ぞれ方法が異なる.乾田は培土板による畝立耕起だ

が，湿国ではロータリー耕で表層に稲わらを混和し

た後に，プラウにより土塊を反転させている.湿田

でプラウを用いるのは，湿田は水はけが悪く雪解け

後の耕組作業が遅れるため，秋のうちに高い畝を作

り，雪解け後の土壌の乾燥が進みやすいようにする

ためである.雪解け後に行う春耕起は，畝立耕起を

3囲行い，十分に砕土する.最後の 4回目に逆転ロー

タリー耕を使って整地する.これにより揺わらを粉

砕しながら下層に沈めることができるので，無代か

き栽培でも入水後の浮きわらを防ぐことができる.

近年は，農業機械が大型化しているため，大きな

タイヤでの複数回走行によって圧密による耕盤(不

透水層)が形成され，水はけが悪くなってきたと感

じている.その対策として，収穫後にすべての水聞

にサブソイラを施工して，暗渠を生かして排水性を

向上させている.

代かきは，走行速度は速く，できるだけ簡単にか

けるように以前から心がけていたが，サブソイラを

活用し始めたことで土壌の乾燥と砕土が十分に行

えるようになってきたことから，現在では代かきを

行わない無代かき栽培を取り入れている.A氏によ

ると，代かきを了寧に行うと，土が締まり，硬くな
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りやすく，稲の活着が遅れたり，中干しゃ落水など

水管理をするときに乾きにくくなると観察してい

るからである.ただし，畔捺だけは一度代かきして

漏水防止を行っている.

除草作業は，乗用と歩行用の動力i徐草機を用いて

いる.田植え直後に I困，その後 10日から 15日後

に2田目をかける.稲が雑草に負けないように管理

しているので，雑草の発生程度をよく見極めながら，

除草作業の田数を調整している.

( II )青森県三戸郡南部町 (B氏・ C氏，表 2)

南部町は，晴天少雨とし、う太平洋側特有の気象条

件にあり，北東北でありながら降雪量は少ない地域

である.年間の平均気温は 9.9
0Cで，年間降水総量

はし 000 m mである(気象庁 2008) .やませが発

生しやすく，著しい低温により農作物に甚大な被害

を及ぼすことがある.土壌は，十和問，八甲問火山

から噴出した火山灰に由来している.

B氏は， 1951年から自然農法を実施し，現在は主

に自家用飯米として水稲を栽培している.また，耕

うん機での畝立耕起や代かき，問植え作業は，とも

に白然農法に取り組む cfi:;と作業を協力分担して

し、る.

自然農法を開始した当初は，技術指導が十分では

なく，著しい低収量になるなど，さまざまな苦労を

経験してきた有機物の利用方法などの技術が確立

されることで，一定の収量を確保するに至るが，雑

草対策は常に課題であり，コナギやホタルイが多く

発生し，除草作業には多くの労力を費やしていた.

雑草対策の転機となったのは，土壌診断の結果を

受けて 1993年の秋に乾土効果を発現させるために

畝立を勧められたことと，土壌への稲わらの効果的

な還元方法を工夫するようになったことである.両

氏は畑の畝立を参考にして，培土板を自作して耕運

機に装着して秋の収穫後に 1回，春は入水までに 3

闘の畝立耕起を行った.

翌 1994年に田植え後の水田を観察すると，毎年

発生していたコナギなどの強害雑草が見られず，キ

カシグサやミズオオバコのような雑草害の少ない

草穫が優占していた.

また，移植した苗の活着が早く，生育が旺盛にな

り，それに伴い収量も向上した.その後この方法を

継続し， 2003年の東北太平洋慨を中心とした冷害に

おいても，収量の減少は小さかった.

表 2 B氏・の栽培概要

自然農法歴 1951年(昭和26年)~

実施部積 37a 
作イ寸品種 つがるロマン，あきたこまち，ゆめあかり

栽培暦

こ仁づくり

播種4月13日，田植え5月1Hl，収穫9月
18日

稲わら全長すきこみ，水田によって米ぬ
かや魚粉等の有機質資材を散布

土壌管理 秋耕起2回(平耕起1回，畝立耕起l回)
春耕起4問(畝iL耕起3回，ヰZ耕起1回)

手押し除草機で援持作業2回(ガス抜きを
雑草管理

兼ねる)

畝立耕起による土壌の変化として，土壌がよく乾

燥して砕土化されやすいこと，それまでの耕起方法

と比較して稲わらや稲株の腐熟が進みボロボロに

なっていることを観察している.

田植え後の中耕除草には撹鉾j とし、う言葉を

用いており，それによって土中のガスが抜け，稲の

生育が促されると認識している.

(取)岡山県岡山市 (D氏，表 3)

D 氏が自然農法を営む岡山市藤田は江戸時代の

干拓地で，土壌断面を掘ると， 1m下まで粘土質の

グライ層が続く排水不良水田地帯である.そのため，

いかにして水田を乾かすかが地域の農家の課題と

なっている.

岡山市は，平均気温 15.8
0Cと年間を通して温援で，

年開降水量は 1，141mm，降雪はほとんどない(気

象庁 2008) .年聞を通して農業に取り組める地域

であり，ブドウやそそなどの果樹をはじめ，稲と麦

の二毛作も広く行われている.

D氏は 1977年に自然農法を始めた.化学肥料，

農薬を使用しない自然農法を，最初から全面積で実

施するのには技術的に不安があったので，耕作地の

一部 (3a)から始めた

当初，土づくりは稲わらを堆肥化して還元してい

たが，実施面積の拡大にともない堆肥の製造の労力

が大きくなったため，稲わら，籾がらの生施用に切

りかえた.向時に除草作業の労力も大きくなり，除

草作業が十分にできなかったところでは収量の低

下も見られるようになった.

このような状況を改善するために， 1998年に穏の

生育を促すことに主眼を置き，土壌の乾燥による乾

土効果の発現を考えた.
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栽培暦

土づくり

土壌管理

雑草管理

播種:5月2013，田植え6月17臼，収穫10
月2513

稲わら全量すきこみ，籾がら散布(20a分
を1atこ投入)

秋 :4年~5年lこl限籾がら弾丸暗渠，毎
年サブ?ソイラによる排水性向上

秋耕起2回(畝立新:)
春耕起4回(畝立耕31El，平耕起l阪)

動力除草機2回(ガ切抜き)，残草に応じ
て手取り除草

岡山県の藤田干拓地では，水田の乾;燥を進めるた

めには，暗渠の設罷がまず行われるが， D氏は農機

メーカーと相談して，ロータリーの爪を組み替え，

さらに培土板を取り付けて高い畝を立てる方法を

採用した.また，冬季に凍結することを利用し，土

壌のフリーズドライによる乾燥を進めることをね

らい，秋耕起後の冬期(1月)にも畝立耕起を行っ

た.

また，排水性を向上させるために， 4~5 年に l

回の割合で籾がらを練水材とした弾丸暗渠の施工

とサブソイラによる水道づくりを行っている.代か

きは，乗用のテーラーでレーキ様の農具をひっぱり

ながら，土の表面を砕いてならしている.

畝立耕起を開始してから最初の3年間はあまり変

化が感じられなかったが， 4年目以降に徐々に雑草

が少なくなってきたそうである.現在ではガス抜き

をかねた除草機 2田のみとなり，雑草管理の省力化

が図られてきている.

(N)鳥取県鳥取市 (E氏・ F氏，表 4)

鳥取市は，臼本海側特有の気象条件で，春と秋に

雨が多く，商日本でありながらも雪が多く降る地域

で，比較的土壌の乾燥を函りにくい地域といえる.

年間の平均気温は 14.6
0Cで，年間降水総量は1， 898 

mmと4事例の中では最も多い地域である(気象庁

2008) . 

自然農法は先代の Z氏が 1960年から取り組み始

め，ヨシやマコモでの表層被覆による栽培など自然

観察に基づく巧みな栽培技術が考案されている. F 

氏はその技術を先代より受け継いで日現在自然農法

に取り紐んでいる.

表 4 E氏・ F氏の栽培概要

自然農法震 1960年(昭和35年)~

実施面積 25a 

作付品種 コシヒカリ

栽培潜
播稜4月20日，問機え5月26日，収穫9月
20日

土づくり 鶏糞堆肥， 133植え後に米ぬか散布

ロータリー爪の組み換えによる畝立耕起土壌管理
(秋耕起1回，春耕起3回)

雑草管理 雑草発生箇所のみ手取り徐主主

E氏は， 1979 c9三に昨秋に籾がらが務ちていた場所

は雑草が少なく，稲の茎も太く生育が良好であると

いう現象を観察した.そこで，籾がらには雑草を抑

制する効果があるのではと考え，籾がらの散布量や

すきこみの時期と方法について試験を行った.

栽培試験に取り組んだ 1980年から 1990年までの

雑草の発生量と種類の記録によると，毎年少しずつ

雑草の発生最が減少していったようである.現在で

は，雑草の発生が見られる一部の箇所のみ手取り除

草で対応しており，他での雑草の繁茂はほとんど見

られない.

耕起作業は，土壌の乾燥と有機物の分解促進を目

的として，ロータリーの爪を組み替えて，畝が立つ

ように行っている.秋に 1回，春は 2囲の畝立耕起

を行っている.

秋は土壌中に空気がよく入るように，荒く起こし，

春に乾燥しやすいようにする.春はほこりが立つく

らいに表面の土壌が乾燥してきたころを目安に耕

起作業念行う. 1回目はできるだけ深く 15cm以上

耕し， 2回目はやや浅く 10cm程度の畝立耕起を行

う. 2回目を浅くするのは，下層に粗し、塊状の土が

残した方が稲の根が伸びやすくなると感じている

ことによる.特に春は雨が多い季節なので，トラク

ターを入れられる晴天のタイミングを見逃さず，確

実に耕起するようにしている.

代かきは耕起と同じくらいに E 氏が重要視して

いた作業であり，耕起で、作った土層構造を壊さない

ように，走行速度を速くして 1回で済ませることに

している.また，代かきの深さは 5cm以内で，そ

れ以上深くすると雑草が生えやすく，稲の生育も悪

くなることを観察している.そして，耕起を丁寧に

しておけば，代かきをしなくても田植えは可能で，

そのほうが活着も優れる場合もあるそうである.そ
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(1)青森県中泊町 (狂)青森県南部町

(m)岡山県向山市 (IV)鳥取県鳥取市

図 2 各事例の畝立耕起風景

のためにも耕起によってよく土壌を乾燥させ，砕土

すーることを心がけている.

2)事例 の共通項目

上記 4軒の農家の栽培概要を表 5に示した.これ

らの農家が行っている水田土壌管理には，以下の 5

つに共通点があった.

①畝立耕起(図 2) は，当初は乾土効果による~又量

と稲わら等の粗大有機物の分解促進が主な

目的で行われていた.

②T寧な代かきでは土が線られて初期生育が悪く

なるため，入水量を抑えて高速で、代かきしていた.

③畝立耕起により発生雑草量が減少することは共

通していたが，抑舗の経過は地域差が見られ，畝

立耕起の翌年から著しい減少がみられた場合

( II )と畝立耕起の継続で徐々に減少していった

場合(I，血， IV) があった.

④収穫時期の稲株周辺の土壌断面は，作土が約 15

cm で，表層 1~2 cmに粒子の細かいトロトロ層

があり，さらにその下に大きな団粒が発達した構

造(ゴロゴ、ロ層)が形成されるといった特徴的な

構造が発達していた(図 3) . 

⑤畝立耕起により玄米収量が増加し，気候変動への

抵抗性が向上する額向があった.

(2)事 例 技 術 を 導 入 し た 農 家 の 韻 査

4車干の農家の現地調査から得られた情報を基に，

全閣の自然農法実施者(鴎 4) の協力を得て，畝立

耕起が水田雑草の発生，稲の生育，土層構造の変化

に対する影響の再現試験を行った.
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表 5 竜丸立耕起により抑草に成功している農家の栽培管理概要

E 

A氏 8氏・C氏
青森県中泊留丁 青森県南部町

土壌条件
グ、フイ土(砂・粘) 黒ボクゴ二

(排水不良) (排水良好)

耕起前にサブソイラ ロータリー耕

(秋耕起 1回目平耕
ロータリーにより表層を平耕し， I 

2回目畝立耕
その後プラウによる反転耕

(培土板使用)

泰耕起 4問自逆転畝ロ立ー耕タ3回リーで、整地 4畝回立目耕に裳3[B]地

(t音こと板使用) (士音土板使用)

;代かき 無代かき LしKてが代見かえき如吋1、右凶ギ控2通} 水田周辺のみ水漏れ防止のた こり入水

めに1回代かき.

主な雑車種 コナギ

雑草管理 中耕1~2殴 中耕2回
※水稲作付面積は2007年時点のデータ

(A)青森県南部町

トロトロ層

• • • • • • 
ゴロゴロj爵

•••••• 

図 3 土壌断面図

事例技術導入後の 2年間のアンケート調査では，

雑草の抑制効果については雑草を抑制した」あ

るいは「やや抑制したJと感じたのが全体の 64%

(2005年)と 58%(2006年)で抑制が不明瞭」

の 36% (2005年)と 42% (2006年)を上回った.

(図 5) .水稲の生 育 促 進 効 果 に つ い て は 促 進

した」あるいは fやや促進した」と感じたのが全体

の 72%(2005年)と 50%(2006年)で不明瞭J

の 28%(2005年)と 50%(2006年)を上回るかも

しくは同等の結果となった(函 6) .これらの結果

は，両年とも多くの農家で，畝立耕起を実施するこ

とで雑革抑制および稲の生育が促進される傾向が

あったことを示している.

アンケート調査からは，畝立耕起により水田土壌

の乾燥が進んだと感じられた水田ほど雑草抑制の

盗 W 

D氏 日氏.p氏
岡山県岡山市 鳥取県鳥取市

グライ土(子拓地) 灰色低地土

(排水不良) (排水不良)

耕起前にサフ守ソイフ十弾丸
H音楽

ロータリー爪組替えによl

ロータリー耕

l回目平耕
る竜丸立耕

2回目畝立耕

畝立耕4回 i 畝立耕3回
5回目に整地 整地なし

(土音土板使用) (ロータリー爪組事幸)

7}くが見えない程度に入水畝の8劉まで、入水し，潟
して代かき.1図1通り. 速代かき 1[B] 1通り

コナギ コナギ

中耕2回 手取り(一部)

(日)岡山県関山市

図4 高丸立耕起を導入した農家の所在

(黒く塗りつぶしている道県)



大下他・秋から泰にかけての畝立耕起が水田雑草の発生を抑制する事例調査と技術普及による生涯現場での反響 823 

2005年
(n=25) 

2006年
(n=26) 

2005年

B 抑制した

圏やや抑制した

ロ不明瞭

o 20 40 60 80 100 (%) 

図 5 聞き取りによる雑草抑制効果

(n=25)間糊関醐醐一 !Kl抑制した

塑やや抑制した

2006主手伝一一一一一一一 l口不明瞭
(nニニ26)

o 20 40 60 80 100 (%) 

図 6 聞き取りによる稲生育促進効果

効果があり，その効果は粘壁土壌ほど高い傾向があ

ることがわかった(国 7，8) .さらに，雑草発生が

抑制された水田の土壌断面には，事例と共通のトロ

トロ層とゴロゴロ層の土層分化が観察された(デー

タ省略)

さらに畝立耕起を実施した農家からは，発生が抑

制された雑草穫はコナキ¥ホタノレイ，ヒノレムシロ等

であったこと，例年と比較して稲わらがよく分解し

ており土壌もよく乾燥して砕土されていたこと，雑

草の発生量が少なくなり手取り除草を省力するこ

とができたこと，米ぬかやくず大豆を散布すると除

草効果が高まる傾向にあったこと，などのコメント

も寄せられた.

4. 考察

最初に諜査した 4車干の農家の事例では，畝立耕起

は稲わらなどの有機物の分解，土壌の乾燥による乾

土効果の発現を目的として始められており，その結

果として稲の生育や収量が安定あるいは向上する

だけでなく，雑草の発生も抑制される現象が認めら

れた.この傾向は，新規に畝立耕起を導入した農家

の水田においても同様であり，畝立耕起による雑草

抑制は現場での有効な技術となりうる可能性が高

いと判断された.

畝立耕起により雑草が発生しにくくなるメカニ

粘質
(n=8) 

壌土
(n=ニ11)

砂質
(n=6) 

包抑制した

園やや抑制した

ロ不明綜

o 20 40 60 80 100 (%) 

図 7 異なる土性での雑草発生状況 (2005年)

粘質
(n=14) 

壌土
(口ニ8)

砂質
(nニ 4)

!0抑制した

閣やや抑制した

ロ不明瞭

o 20 40 60 80 100 (%) 

凶 8 異なること性での雑草発生状況 (2006年)

ズムは不明であるが，現段階では以下の 4点が推察

できる.

1つめは，畝立することで排水性が向上して土壌

の乾燥が進み，稲わらの分解が進むことが雑草の発

芽に関係していることである.7Jc回の代表的な強害

雑草の一つであるコナギは低酸素条件で発芽する

ことが知られており(千坂・片岡 1977)，水田に

おいてこの低酸素条件が現れる可能性としては，す

きこんだ稲わらが未分解であり，入水後の分解に

よって酸素を消費して還元が進むことが考えられ

る.つまり，畝立耕起により，入水までに稲わらの

分解が十分に進むため，コナギの発芽が助長されな

い環境ができている可能性が高い.

2つめは，畝立耕起では土壌の乾燥とともに雑草

種子の乾燥も進み，休眠状態に変化している可能性

もある.コナギは冬季の低慌を経て休眠から覚醒す

るが，湛71<土中貯蔵条件より熔土中貯蔵条件の方が

2次休眠の導入がされやすい(小荒井 2004)ことが

報告されており，土壌水分や気温と種子の休眠状態

に影響を与えていることが推察される.また，クロ

グワイなどの多年生雑草の塊茎根は，冬季の低温と

乾;繰状態にさらすことによって死滅することはよ

く知られている(草薙 1975).冬季の畝立耕起に

より水田土壌の乾;燥が促進され，寒気に触れる土壌
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の表面積が拡大することで，多年生雑草が減少しや

すくなっていると考えられる.

3つめは，作土層に形成されるトロトロ層とゴ、ロ

ゴ、ロ層という特徴的な土層分化の影響である.雑草

種子はトロトロ層の下まで沈降して発芽しにくく

なり，稲はゴロゴロ層で根伸びが良くなり生育が良

好となることが推察される.このような土壌構造は，

十分な土壌の乾燥，それにともなう稲わらの分解，

適度な代かき方法が影響して形成されると考えて

いる.実際，表層に形成されたトロトロ層が，雑草

の抑制に関係することは，有機農業で広く導入され

ている米ぬか捨草や冬季滋水水田などの管理技術

でも観察されている(稲葉 2007) . 

4つめは，稲の生育が良好となる結果，雑草との

競合に負けないことである.畝立耕起は古くから農

家によって行われており，現在でも関西地方などで

実施されている方法である(有薗 1997).しかし，

それらの記述では乾土効果によるコメの嬬収効果

には触れられているが，雑草の抑制効果に対する記

述は認められていない そもそも，この技術は，排

水が極めて不良な湿田で，裏作にムギやナタネなど

を栽培するために行なわれていたようであり，稲作

での雑主主発生にはあまり注目されていなかったの

かもしれない.ここで挙げた推察の真偽はひとつず

つ確かめる必要があるが，畝立耕起による雑草抑艇

はこれらのいくつかが複合的に{動いて現れた結果

だと考えている.

今回の調査対象で、はなかった，積雪の多い北陸な

どの日本海側の地域や過度の乾燥が土壌有機物の

減少に繋がると考えられる九州などでも再現試験

を行うことで，畝立耕起による雑草抑制の詳細が明

らかになってくると思われる.なお，その際には土

壌型や気象などの環境条件に適した耕起方法や有

機物還元法などにさまざまな工夫を行う必要があ

るであろう.
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