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<試験成穣・研究成果>

寒地における水稲乾田直播へのグレーンドリル利用

要 ヒ::.
E 

辻 博之ネ

グレーンドワルを利用して乾EEI直揺を行う場合は，必望号に応じて事前に鎖EEを行い，矩Jf5t反沈下廷

を10mm以下とすることで掲穏深度は'f.均lOmm以下になり，酪立ち率はおおむね40%(播額没乾粉

相当llkg，400粒1m2の時に160本/m2程度の菌立ち)を超える。熔穏後!こも鋲EEを行うことで，ロー

タリシーダ播穏とlUl等の精玄米収益が得られ， ロータリシーダを用いた作業体系に比べて作業時間の

短絡が期待できる。

1 .目的

2010年の北海道の直播栽培面積は2007年の約 3

倍に増え，乾田直播の栽培面積は直播栽培面積の

約 4割を占めるにいたっている。これまでの乾田

直播は，砕土性の向上と播種精度の確保のため，

ロータリシーダなど乾田直播専尼の播種機を使用

することを前提としていた。しかし，機械コスト

の低減と生産者の取り組みを容易にするために，

グレーンドリルなどすでに普及している既存の作

業機を乾田直播に手iJ掃することが望まれている O

また，すでに東北地域では麦用グレーンドリルの

利用した乾由自播法の要点がまとめられ(大谷ら

2008) ，生産者が導入する例も見られている

(盛}I1・大谷 2009)。

そこで，寒地においてグレーンドリルを用いた

水稲乾田臨播の播種作業を行う時に，ロータリシー

ダ播覆と同等の苗立ちおよび収最を得るために必

要な条件を，播種深度と播種前後に行う鎮圧の必

要性を中心に検討・整理し，グレーンドリルの有

効利用を可能とする条件を示した。

2.試験方法

1)耕種の報聾

試験は， 2008年から2010年に，北海道農業研究

センターの札韓関場(以下札幌)，北農研美唄

表 1 試験の耕穫概要

!J，"-ム 弘 '..no/ ..LV U-.1 

f似事 jll1'I'1 山 ill*IJIHm
試2完全ド 試験;出 グレーン

'.'マ機 JJ'lI 
むL'0.1m' 

N. p，o，. K，O 
追111'.: ゴニt主体f11合水 JJ・Iつi

2008'1' 

200B{l 干し阪 i¥H 口シ e タダリ 4 JJ 30El 412 

2009{ド 札結4 AfJ 
ロタリ 4 JJ29日 470 シータ

2010"1' 本し総 13:;:1 ロータワ 5凡41I 336 シダ

2010均三 il校 BH 5 J1 4LJ 336 

2010"ド さ当!係 Bネi ロータワ 5月111:1 361 シーダ

2010廿i 深川 Cお
口ータリ

5 JJ 11日 357 シーダ

2010年 炎l唄 J¥:Id 口ータリ 5月lllJ 397 シーダ
ネl立法胞の33%をs!IJ条で施問。 特 l主主L胞の50%を側条り主浴した。

まこt上主l夜!文と播H1深度論j査のみ。

Adjusting a Field Condition for Rice Dir日ct

Seeding by Using Grain Drill in Hokkaido 

*北海道農業研究センタ HiroyukiTSUJI 
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+L絞 ?ぜ 本(%)

379 10.0.12.1.8.6 。 27.8 5 !Jl51J 

605 6.0.7.3.5.1 。 29.8 5 JJ15EI 

410 9.0.10.9.7.7' 39.9 5 JJ 24 [ニi

。 42‘3 5 Jl27f1 

139 6.0.7.3.5.1 36.2 5月291J

439 9.0.9.0.7.2ネ 。 32マ8 5 JJ 29EI 

486 6.0.7.3.5.1料 O 42.7 6 JJ 3 1ヨ

(以下美畷)盟場，当麻町農家闘場(以下当蘇)

および深川市農家開場(以下深}I1)において行っ

た。供試品種はれましまる」とし，無粉衣の浸種
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籾を種子に用いた。

播種は 4月第 6半旬から 5月第 4半旬(表1)

に行い，基肥は全層施肥を中心とし， 2010年の札

i捜，i奈川，美唄では一部を側条施肥とした。播種

量の設定は400粒/m2とした(実際は表 lに示し

たとおりにばらついた)。

2)処理および調査の概要

札幌における試験は， 2008年， 2009年に播種後

にローラ鎮庄処理(ケンブリッジ型ローラによる

鎮庄の有無)を設けて，グレーンドリルを用いて

条問20cmで播種し，鎮庄後に播種深度を 6月

中旬に苗立ちE容を調査した。 2010年は播種前に鎮

圧処理を設けた。種子の露出率は播種を終え鎮圧

する前に調査し，播種粒数に対する割合を求めた。

播揮深度は，全部鎮正後深さ 3cmまでの種子の

分布を謁査し，その平均とした。苗立率は単位面

積あたりの萌立ち数を 6月10日前後に調査し，播

語粒数で除して求めた。この他， t番種前の土壌の

硬さ(矩形板沈下量:土壌抵抗測定器SR-2で，

50mmX100mm矩形板に50kgfで10秒荷重をかけ

た時の沈下最)，生育期の草丈および葉色の調査

(2010年のみ)を行い，成熟後に坪刈りにより収

量調査を行った。

また，当麻，深川，美I現においても， 2010年に

苗立ち率，捕種深度または発芽深度，生育および

i院議を調査した。深)I/，英嘆のグレーンド 1)Jレ播

撞は鎮圧を播撞前に行い，播種後に再度鎮圧した。

当麻では砕土後の土壌がある程度締まっていたこ

とから， t番種古Ijの鎮在を省略し播種後のみの鎮圧

とした。鎖症に用いたローラは当麻ではケンブリッ

ジ型ローラ，深)11では平型鎮圧ローラ，美眼では

ケンブリッジ型ローラとした。以上の試験では対

照として直播用ロータリシーダ播種底設けて，苗

立ち，生育および~文量を比較した。

3.結果

1)播謹深度及び鎮圧が菖立ちに及ぼす影響

グレーンドリルとロータリシーダで乾田に護播

した水稲の播種深度と苗立ち率との関係を図 1に
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した。播種後に鎮圧を行うと，播種機の種類に

よらず¥播種深度が10mm以下の時に苗立ち率は

おおむね40%(播種量400粒/m2の時に160本/

m2程度の蔚立ち)を超えた。これに対して播種

後に鎮を行わない場合は，播種深度に関わらず

苗立ち率は一定であった。種子の露出は播種深度

がlOmmを超えるとほとんど認められなかったが，

播種深震 5mmからlOmmでは， 15%から40%の

種子は土壌葉面に露出しており，図 2のような種

子の一部が露出している状態が適正な播種深度の

目安であった。
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図 1 告書穫後の鎮圧の有無及び矯種
深度と苗立率との関係

~t技研札奴(淡f主主主 lまく土)， ~tl災研三宅i唄(泥炭土)， ~麻附f災家
問Jb1(グライ {tl;l也:1ニ)，深JlliliJi1!家闘場(灰色低地::1::)で2008"f:
から2010年に調変。

品lillは「ほしまるJで置を言語発tJ::i'fiJ11l¥紛衣。

~2 適正な播種深度で播種が行
われた後の土滋表留の写真
(矢印の先に種子が見える)
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の轍と周辺の高低差は平均44mmであったのに対

して，事前の鎮圧を行うと(播種前の矩形板沈下

量10mm)高低差は平均25mmとなり，事前の鎮

圧を行うことで，語種作業により生じる臨場の凹

凸は小さくなった。

第78毛主屋義1と423 

3) グレーンドリルで播種した乾居直播水稲の収

翠性

ロータリシーダで播種し播種後に鎮圧を行う体

系をa慣行体系として，グレーンドリル播種体系の

収量性を比較検討した。なお，この試験は平均播

穣深度 2mmからllmmの範囲で播種が行われて

いる条件で解析した(表 2)。表 3に2010年に播

種した深JII，当麻，札螺における苗立ち密度，苗

立ち率， 5葉期と 7月10El頃の地上部乾物重を示

した。苗立ち密度は，深川ではロータリシーダ語

種の231本1m2に対して，グレーンドリル播種で

156本1m2，当麻ではロータリシーダ播種の188本

1m2に対して，グレーンドリル播種で144本1m2，

札幌ではロータ 1)シーダ播種の186本Im21こ対し

てグレーンドリル播撞で145本1m2と，グレーン

ドリル播種でいずれも有意に低かった(表 3)。

この苗立ち密度の低下はグレーンドリルの播穣粒

数がロータリシーダに比べて約20%少なかったた

めで(表1)，苗立ち率の差は小さかった(表 2)。

5葉窮までの初期生育はロータリシーダ播積に比

べてグレーンドリル播接で劣る傾向が認められた

が。幼穂形成期頃にあたる 7月lOEl壊までにグレー

ンドリル播種の生脊の遅れは解消された。

o 

2)事前の鎮圧が播種深度および作業後の轍に及

lます影響

次に，グレーンドリルを用いた播種作業で，適

正な播種深度約10mmを得るのに必要な条件を調

整するために播種前の鎮在処理を行い，土壌の硬

度(矩形板沈下量)と播撞深度および発芽深度と

の関係を調査した。その結果，矩形板沈下量が10

mm以下の時に播種深震は10mmを下回った(国

3 )。矩形板沈下量が10mm以下の時には，調場

を歩いても明瞭な足跡は残らなし、。これが，グレー

ンドリルで適正な深さに播種できる目安の硬さで

あり，足跡がはっきりと残る場合には播種部に鎮

正を行ったほうが良い。また，播種作業にともな

う轍の深さを測定したところ(土壌は火山灰土・

体積含水率約40%の湿潤な条件)，事前の鎮圧を

おこなわない麗場(播種前の矩形板沈下最26mm)

。
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援種時の矩形板沈下翠，緩稜深度または発芽深度と苗立ち率

対iJ彩桜沈下fii f続長深君主 発芽深度

(mm) (mm) (cm) 

米調まま 2 

4 

表2

ドリノレ

ドリノレ無銭圧

口ータザシー

ドザノレ

口ータリシーダ

ドリノレ

ロータリシーダ

ドリノレ

ロータリシー夕、

ドリノレ

口ータリシーダ

2008年については表 3のグレーンドリノレ改巡と口ータリシ

t事事fi機m
m一
3

f議滋後試験地試験年

A 

A 
札綴2009年

C 

必
一
必
臼
一

ω
必
一
幻
お

ワ

t

一ウi
n
t

一au
ハU
一11
ハU

-一

1

1

6 

6.5 

11.2 

深)[1

J3 

A 6.3 

ダ鎮圧に示してある。

ei麻

炎l唄

2010ilミ

58 



辻 3初出における水焔乾IJJ凶fi百へのグレーンドワノレ手IJIlJ 424 

表 3 播種方法が蕊立ちと生育に及ぼ"9彩饗 (2010年)

地 1:刻:乾物ill JWH 

本1m2

グレーンドリル 156 8.1こと0.3 212こと19 0.136 

ロタリ γ ダ 231 11.1土0.7 265土'19 0.133 

* 

グレーンドリル 144 6.5土0.5 137土23 0.145 

口ータワシータ 188 18.0土1.3 155ごと21 0.101 

* ** 

グレーンドリノレ 145 13.7こと3.6 187土18 0.125 

口一タリシーダ 186 20.9::!こ2.7 190:i:5 0.105 
討K n.s n.s n.s 

f手段数il!CFのヘ料はそれぞれ 5%， 1 %;)U¥IJで干守:Gl廷があるこ

とを示すc

図 4にグレーンドリルとロータリシーダで播種

した直播水稲の精玄米収量を示した。なお， 2008 

年および2009年の札幌ではグレーンド 1)ルで守番種

し播種後の鎮圧作業を行わない処理も行った。グ

レーンドリルで播種し，播種後に鎮圧作業を行わ

ない場合，精玄米収量はロータリシーダで播種し

鎮正を行った場合に比べて明らかに低下した。一

方，播種後に鎮圧作業を行うと 寸どれの試験に

おいてもグレーンドリルで:の播種とロータリシー

ダでの播種との間に精玄米収量の有意な差は認め

られなかった。

8001 a，a，b， a，a，b 日 S n.s n.s nゐS

700 
2c2q 600 

、J¥;? 500 

主千三業ま訴三

400 

300 

200 

100 。
2008年 2009年 2010年 2010年 2010年 2010年
札綴 札綴 札綴* 当If;.; 深JW 美男貝本
(入 (A) (B) (B) (C) (A) 

試験年・試綴地(使用機怒)

関グレーンドザノレ ロ口ータリシーダ ~グレーンドリノレ
;番f重後鎮圧 ;番穏後鎮圧 f器級後無鎮圧

図4 播種法と播稜後の鎮圧が収重量に及jます影響
2008年と2009年のよ部に{せした記号が

間じであれば有意差ーがないことを示す。
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4.考察

これまでも，播種深度10mm以下の浅まきが，

寒地における乾田直播の苗立ち率向上に有利であ

ることは，湯川ら(1999)の報告により明らかにさ

れている。グレーンドリルで播種し，ロータリシー

ダと同等の40%程度の一苗立ち率を得るには，播種

深度を 5mmから 10mmにする必要があり，大谷

ら (2010) が示した東北地域における乾田直播の

適正な播種深震とされる 15mmに比べて浅まきに

する必要があった。寒地の乾居直播は東北地域に

上ヒベて播種後の気溢が低く，出芽前に湛水を行う

ため，より浅い播種が求められるものと考えられ

た。既存のグレーンドリルでその条件を満たすに

は，播寝言trの土壌の矩形板沈下量をlOmm以下

(1 cm2あたり 1kgfの荷重を10秒間かけた場合)

とする必要があり，足跡の深さ等を目安にして播

種前の鎮圧の要否を判断し，必要に応じて鎮圧を

行う作業体系が適当と考えられた。また，播種前

の鎮圧は，その後の作業によって生じる留場の高

低差を小さくする効果も認められ，この点からも

苗立ちの安定化に寄与するものと考えられる。ま

た，播種後の鎮圧は苗立ち率の向上と収量の安定

化を図るうえで不可欠で、ある。

以上のグレーンドリルを利用した作業体系をま

表4 ロータリシーダとグレーンドリル
を用いた熔稜作業体系と作業時間

持ト必 チゼノレプラウ 0.12 0.12 

J::ojミl' レ →Fーレベラ 0.50 0.50 

総111.:' アロ トキャスタ 0.21 (2:iう) 0.21 (2名)

肥料i箆手11 ロ タリハロー 0.38 (11ill) 0.38 (11i1j) 

'JfIIIii'j'j[工 ケンブリッジ口一ラ 0.10 

fi長手F 0.24 (2名) 0.51 (2 Z'，) 

i'tw， ケンブリソジロ ラ 0.10 0.10 

合計 1.65 1.82 

ロータリシーダの協待作業時nuは'Kil¥IJi直 (2009
'
1'5バ2U)。

111i]J:bll括的119a 125mx95m 作業制2.8m，的傾速度 0.8m/seco
その他のi'f~~の数値は北海道}~;l1~i二1m技術体系百131夜 (2005) より O
グレーンドリルとロータリハ口ーは秋まさ小炎(転換rlH)を基本

とした(，"L
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とめると表 4のようになる。播種前に鎮圧を行う

場合，グレーンドリルを利用した作業体系の鎮在

の回数は，ロータリシーダを用いた慣行作業より

l回増える。しかし，グレーンドリルの作業速度

(5 km/hから 7km/h) はロータリシーダ 0.8

km/hから 2.9km/h)に比べて速く，グレーンド

リルを用いた作業体系の単位面穣あたり作業時間

は，ロータリシーダを用いる慣行作業体系に比べ

て短縮される O よって，詑来のロータリシーダを

利用した作業体系に比べて，育苗等で多忙な時期

の作業負拐を軽減することが期待される。
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