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転換畑ダイズ作におけるチゼル有芯部分耕を活用した狭畦栽培が生育・収量

および雑草抑制に及ぼす影響

片山勝之・粛藤秀文

（（独）農研機構東北農業研究センター）

Effects of Narrow Row Culture by Inter-Row Strip Tillage with Chisel Plough on the Growth and 

Yield of Soybean (Glycine mαz L.)and Weed Control in Upland Field Converted from Paddy Field 

Katsuyuki KAT A Y AMA ・ Hidefumi SAITOU 

〔NARO,Tahoka AgriculturαI Reseαrch Center, Daise孔， Ak~tα， 014・0102, J,αpαザ

東北地域のダイズの低収要因として水回転換畑にお

ける過湿や過乾燥による影響がある．吉永ら（2008)

は，これらの悪影響を緩和するために，ロータリ爪の

一部除去と付け替えにより播種条下を不耕起として，

耕転した条聞の土壌で種子を覆土する「有芯部分耕」

技術を開発したしかし作業速度の低さが普及上の

｜溢路になっているため，天羽ら（2009）は，作業速度

が50%程度高めることが可能な「チゼjレ有芯部分耕j

方式を開発した 一方，狭畦栽培は中耕・培土作業が

不要な省力技術として導入されている（藤田ら 2014)

が，狭畦による個体聞の競合により主茎長が伸びて倒

伏することも知られている（星川 1996）.そこで，水

回転換畑において両者の技術を組み合わせた省力・多

収栽培技術の確立のために，栽植密度を検討し増収

可能な条件を明らかにしようとした．

材料および方法

秋田県大仙市鑓見内の農家圃場において， 2012年6

月14日と2013年 6月17日に水稲跡に，ダイズ品種

「リュウホゥ」をt番干重した．前日にN P20s K20= 0 

10 lOg/m'の割合で施肥した 2012年6月8日と

2013年 5月21日に苦土石灰をlOOkg/lOa散布した試

験設定は，ロータリ耕の標畦区 （ロータリ・標畦区：

条間75cm. 2粒播）とチゼル有芯部分耕の狭畦区（チ

ゼル・狭畦区：条間37.5cm, l粒播）に，それぞれ栽

植密度12.7本／ぱ（疎播， 2013年のみ）と16.7本／ぱ

（標播）を加えて 4水準とした播種機はロータリ・標

畦区が平畦2条播種機（RL150G,Kubota），チゼル・

狭畦区は，チゼルが付いた 6条播種機 (KRL242T 

4 L. MITSUBISHI)を使用した．この地域での慣行栽

培は，ロータリ耕で標畦の標播である 1処理区の播

種面積は約0.25haで、行った両年ともに播種後土壌

処理剤（ジメテナミド・リニュロン「エコトップ乳剤」）

を散布し， 3葉期に茎葉処理除草剤 （キザロホップ

エチル水和斉lj「ボルトフロアブjレ」とベンタゾン液剤

「大豆パサグラン液剤」）を管理機で散布したこの他

に，ロータリ・標畦区は 2回（2013年は l回）の中耕・

培土を実施した開花期前後の群落上下の光量子密度

の測定（AccuPAR. LP -80, DECAGON社）と収穫

期に雑草調査を実施した相対光量子密度は群落下光

量子密度／群落上光量子密度× 100（%）で算出した坪

刈は， 2012年10月12日と2013年10月22日に処理区ごと

第 l表 2012年， 2013年において耕転・播種法および栽植密度が収穫期の形質，収量
構成要素，坪刈収量，倒伏程度に及ぼす影響

試験 主茎長 主茎節 総節数 分枝数 一英 稔実 百粒重 坪刈粗 倒伏
年度 耕転・播種法 粒数 爽数 子実重 程度

(cm) （節／株） （節／株） （分校／株） （英Irr/) (g) (g/rr/) 

ロータリ・標畦・標播 55.7 14.4 31.3 4.2 1.9 676 33.7 419 

2012 チゼノレ・狭畦・標播 55.5 15 34.8 4.5 1.9 659 33.8 411 2.4 

ns ns ns ns ns ns ns ns ＊ 

ロータリ・標畦・疎播 53.1 b 14.0 a 34.0 a 5.3 a 1.8 a 593 a 32.7 a 350 a 0.9 a 

ロータリ・標畦・標播 53.0 b 13.2 a 29.4 a 4.8 a 1.9 a 625 a 32.3 a 366 a 2.0 b 

チゼノレ・狭珪・疎播 44.1 a 13.2 a 37.9 b 6.1 b 1.9a 682b32.8a 411b 2.4 b 

20日チゼノレ・狭畦・標指 46.3 a 13.1 a 36.2 b 6.2 b 1.8 a 645 ab 32.2 a 373 a 2.4 b 

耕結・播種法 ＊＊ ns ＊＊ ＊＊ ns ns ＊ ＊ 

栽植密度 ns ns ＊ ns ns ns ns ns ns 

交互作用 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

注I）百粒重および坪刈粗子実重は15%水分換算
注2）•，料およびnsはそれぞれ処理問に5%水準，1%水準で有意差有および有意差無を示す

注3）問 小文字のアルファベットは処理聞に5%水準で有意差無を示す（Tukey法）
注4）倒伏程度は，日無， 1・少， 2中， 3多， 4：甚の5段階評価．
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ロータリ・標畦チゼル・狭畦ロータリ・襟畦チゼル・狭畦

2013年において耕絃・播種法および栽植密度が
群落下の相対光量子密度の推移に及ぼす影響．

第2図

16.7本／ni

2013年において耕転 ・播種法および栽植密度が
収穫期の雑草本数にに及ぼす影響．

12.7本／ni

第 l図

以上から， 6月中旬播において，チゼル有芯部分耕

による狭畦栽培で，栽植密度が12.7本／ぱが慣行栽培

よりも有意に増収できることを明らかにした また，

栽植密度に関わらず，チゼル －狭畦区の群落下での相

対光量子密度の低下が慣行区に比べて早かったため，

雑草抑制効果が高いことを明らかにした

本研究は農林水産省委託研究プロジェク ト 「水田の

潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発」

によって実施した

×3mを3ヶ所刈取り，収に0.75m ( 2ないし 4条）

量調査を行った
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〈〉 チゼル侠畦 12.7本 ー吾 チゼル狭畦 16.7本

－・ーロタリ標畦 12.7本 一・一口一タリ際畦 16.7本

結果および考察

2012年においてチゼル・狭畦区の坪刈収量は，

タリ ・標畦区と有意差が認められなかった（第 l表）

2013年においても標播でのチゼル・狭畦区の坪刈収量

は，ロータ リ ・標畦区と有意差は認められなかった

（第 2表） しかしチゼル ・狭｜庄 ・疎播区の坪刈収量

は他の処理区に比べて有意に高かった．増収要因とし

て，稔実爽数が他の処理区に比べて有意に高かったこ

とが推察される また，栽植密度に関わらず，ロータ

リ・標畦区に比べてチゼル ・狭｜珪区の主茎長が有意に

短くなり，総節数や分校数が有意に増大した修lj伏程

度は，中耕・培土をしたロータリ・標畦区では無であっ

たが，チゼル ・狭畦・疎播区で少，チゼル・狭畦 ・標

播区は中であった．藤田ら（2014）も報告しているよ

うに，倒伏程度が中であれば コンパイン収穫作業は

支障をき たさなかった

収穫期において，栽植密度に関わらずチゼル・狭畦

区の雑草本数はロータ リ・ 標畦区に比べて有意に低下

した（第 l図）．野口・中山 (1978）は，群落下の相対

照度が10%以下で雑草生育が抑制されたことを報告し

た 処理区ごとの地表面の相対光量子密度の推移にお

いて，チゼル・狭｜｜庄区の相対光量子密度が10%に達し

た時期はロー タリ ・標畦区に比べて約10日程度早かっ

た （第 2図） 従って， このことがチゼル・狭畦区に

おいて雑草抑制効果をもたらしたことが推察される．

一方， 2013年のロータリ・標畦区では長雨によ り中耕・

培土が l回しかできなかったことも雑草増大を助長し

たことが考えられる。
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