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　水田除草機は、田植機と同じ条数のものを使います。除草機の車輪が苗を踏み付けたり、除草ロー
ターが苗を巻き込んだりしないよう、田植えの条に合わせて除草機を走行させます。慣れるまでは補
助者が除草機の車輪が進入する条間を指し示すとわかりやすいです。
　1回目の機械除草は、植代後、速やかに移植を行い、植代から10日後以内に行います。2回目は1
回目の10日後以内に作業します。その後、雑草の残草状況に応じて必要があれば、2回目の10日後
以内に3回目の機械除草を行います。
　雑草が3葉期になると根が張り、機械除草で抜けなくなるため、時期が遅れないように、あらかじ
め作業計画を立てて実施します。

1　ミッドマウント型水田除草機
　ミッドマウント型水田除草機は、除草部をミッドマウント（車体中央部）へ配置して作業者が目視
で除草状況を確認しやすく、条合わせを容易にできる構造となっています。また、3輪タイプになっ
ているため、小回り性・作業効率の向上のほか、旋回部分の欠株を軽減できる特徴があります。除草
部は、回転式のローター（条間の雑草を除草する爪）と揺動式のツース（株間の雑草を除草する針金）
から成り、それらが互いに除草（水面に浮き上がらせて枯殺）を行う仕組みとなっています。
　作業時の水深は3〜5cm程度が適当です。これよりも浅いと車輪への土壌の付着などにより欠株が
増加する可能性があります。また、水深が深すぎると水の抵抗により、ローターやツースの田面への
作用が弱まり、十分な除草効果が得られない場合があります。
　除草部の深さ位置は、機械が通過した後、稲が水面になびく程度の深さに調整します。通過後に稲
が立っているようでは浅く、ツースが雑草にあたらないため株間に雑草が残ります。深すぎると浮き
苗の発生や苗の埋没により欠株が発生します。一筆の中でも田面の高低や耕盤の深い浅いがあるため、
作業の途中でこまめな調整が必要です。苗の活着が悪く欠株が多くなるようであれば、泥除けのゴム
をローリング抑制板に載せて除草作業時の水流を弱くします。
　除草機の作業速度は、最速1.2m/sで行うことが可能ですが、特に1回目の除草では、稲の大きさ
や損傷に配慮しながら0.3〜0.5m/s（ゆっくり歩くくらいの速度）で作業します。
　除草作業後は、速やかに深水に戻します。

第７章　乗用型水田除草機

米ぬか散布と機械除草による除草効果（2017年農技セ）
　※米ぬか60㎏/10aを施用
　※残草調査は幼穂形成期に実施 ミッドマウント型水田除草機（甲賀）
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米ぬか散布と機械除草による除草効果（2019年農技セ）
　※米ぬか60㎏/10aを施用
　※残草調査は幼穂形成期に実施 フロント型水田除草機（長浜）
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2　フロント型水田除草機
　フロント型水田除草機は、機体前方に除草部を配置し、作業者が目視で除草状況を確認しやすい構
造になっています。
　除草部は、条間を除草する除草刃ローターと株間を除草する回転レーキ部分に分けられます。除草
刃ローターのカバーが条ごとに独立した構造になっているため、除草刃ローターの位置と条が合わせ
やすいのも特徴で、除草状況に応じてローターの深さやレーキの回転数を調整できます。除草刃ロー
ターの回転速度は車速に連動していないため、雑草が多いところではゆっくりと走行して除草精度を
高めることができます。回転レーキの回転数は車速連動になっており、回転数を4段階で調節するこ
とで稲の生育や雑草に応じた作業が可能です。
　作業時の水深は、ヒタヒタ水状態（水深1〜2㎝程度）が適当です。雑草を土中に埋め込んで除草
するタイプとなるため、水深が深いと除草した雑草が浮き上がり埋め込むことが難しくなります。
　除草時の速度は、最速1.1m/sで行うことが可能ですが、特に1回目の除草では、稲の活着程度に
配慮しながら、欠株や損傷株を出さないよう0.3〜0.5m/s（ゆっくり歩くくらいの速度）で作業し
ます。
　除草作業後は、速やかに深水に戻します。
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　深水管理を行うと雑草の生育が緩慢になり、特にノビエでは水没した状態が続くと多くの個体が枯
死します。このため、移植直後は水深5㎝程度とし、生育に合わせて徐々に水深を深くして10〜15
㎝程度の深水を維持します。
　ノビエでは、葉先が水面に出ないように注意します。コナギやイヌホタルイなどの水田雑草も深水
によって生育が抑制されますが、ノビエのように枯死するほどの効果はありません。
　また、深水管理は水稲の草丈を伸長し、分げつを抑制するため、深水管理を長期間続けると、稈長
が長くなり登熟期に倒伏したり、穂数不足で減収したりします。そのため、深水管理は移植1か月後
を目安に終了し、溝切りを行い、中干しを実施します。遅くとも幼穂形成期前には深水管理を終了し
ます。中干し終了後は通常の水管理を行います。

　　　水管理のイメージ（5/20 田植え、ミッドマウント型水田除草機の場合）

第８章　水管理（深水管理）

「水深スケール」を使って水深10cm以上の深水を維持（長浜）
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　塊茎を形成し栄養繁殖するクログワイやオモダカなどの多年生水田雑草に対しては、米ぬかや機械
除草、深水管理のいずれの耕種的な抑草技術もあまり高い効果を示しません。クログワイやオモダカ
は水稲刈り取り後も地上部の光合成によって塊茎が肥大するため、水稲刈り取り後はできる限り早い
時期に深く反転耕を行い、土中の新たな塊茎生産量を抑えることが重要です。
　クログワイの塊茎は乾燥すると死滅するため、暗渠などによる乾田化や、反転耕によって土中の塊
茎を地表面に出して乾燥や低温条件にさらすことも塊茎の死滅に有効です。秋耕は必ず乾いているこ
とが必要で耕耘後湛水状態になったり、積雪下で湿潤状態になっては死滅させることは難しくなりま
す。オモダカは塊茎の寿命が1〜2年と短いため、大豆などとの輪作により防除効果が期待できます。
また、春耕によって塊茎に機械的損傷を与えると枯れやすくなります。ロータリ耕は作業速度を低速
にし、PTO回転を速め、耕耘ピッチが小さくなるよう丁寧に行います。
　塊茎から発生する多年生雑草については、水稲の栽培期間中に効果的な対策がありませんので、発
生を見つけたら初期の段階でこまめに手取りするなどの作業が必要となります。

第９章　多年生雑草の耕種的抑草技術

秋の反転耕で地表面に出たオモダカの塊茎（写真は3月）

水田用プラウによる反転耕
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　オーガニック栽培では、化学合成農薬が使用できないので、病害虫の発生しにくい環境をつくるこ
とが基本となります。病害虫の発生しやすい条件は、種類によって異なりますが、風通しや日当たり
が良好となる環境を維持するとともに、病害虫を寄せ付けない栽培管理を組み合わせて病害虫の抑制
を図ります。

1　主要病害の抑制技術
（1）温湯による水稲の各種病害に対する種子消毒
　優良種子を用い、塩水選後の種子を60℃で10分間温湯浸漬することにより、病害虫（もみ枯細菌病、
苗立枯細菌病、褐条病、ばか苗病、いもち病およびイネシンガレセンチュウ）を抑制することができ
ます。温湯消毒済みの種子（籾水分15％以下に乾燥）は室内冷暗所で約2か月間保存が可能です。

【注意】
　ばか苗病に対しては、化学合成農薬と比較して防除効果が劣る場合があります（上図参照）。なお、
温湯浸漬後、冷却した種籾に生物農薬（トリコデルマ　アトロビリデ水和剤、タラロマイセス　フラ
バス水和剤）を施用すると、ばか苗病に対する防除効果は高くなります（生物農薬の使用に当たって
は、「有機農産物のJAS　規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書」を参照し、その他の注意事
項は、第3章「2　塩水選と温湯消毒」を参照）。

（2）いもち病

第10章　病害虫防除
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温湯浸漬法による種子伝染性病害の発病抑制効果
※薬剤防除：細菌病と糸状菌病はイプコナゾール・銅水和剤、イネシンガレセンチュウはMEP乳剤を使用

出典：滋賀県農業技術振興センター H16年度県主要成果より
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　・�種子更新が基本ですが、やむを得ず自家採種する場合、本病は稲わらや籾がらの他、種子からも
伝染するので、発病田から採種しません。

　・種籾を塩水選、温湯消毒します。
　・り病した稲わらやもみ殻を育苗ハウス内に持ち込まないようにします。
　・前年の被害わらは、完熟堆肥とするか、すき込みます。
　・厚播きを避け、健苗を育成します。
　・播種後の覆土は種籾が隠れるまで十分に行います。
　・発病苗は本田に持ち込まず、不要となった補植用の余剰苗は速やかに除去します。
　・冷水かんがいを避けます（水温を上げるため、迂回水路を設置）。
　・ケイ酸質肥料（有機JASに適合したもの）を施用します。
　・窒素質肥料の多施用を避けます。
　・けい畔等の除草により、風通しや日当たりを良くします。

（3）苗立枯病
　・健全な育苗土を使用します。
　・育苗土のpHは4.5〜5.5が適しています。

（4）ばか苗病
　・種子消毒の徹底と適正な育苗管理を行います。

（5）紋枯病
　・プラウによる反転耕で菌核を地中深く埋め込みます。
　・代かき時、菌核が水面上に浮き上がるのでわら屑等とともに除去します。
　・茎数を少なく、太い茎に育てます。
　・株当たりの植え付け本数が多いと発病しやすいので適正にします。

（6）白葉枯病
　・常発地では耐病性の弱い品種（「キヌヒカリ」など）の作付けを避けます。
　・病原菌の越冬場所であるけい畔雑草（サヤヌカグサなど）の管理を徹底します。

白葉枯病紋枯病ばか苗病
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2　主要害虫の抑制技術
（1）イネミズゾウムシ
　・�根腐れが生じやすい水田では、幼虫による被害が出やすいので、中干しと間断かんがいを行って
根を健全に保ち、土中の幼虫密度を下げます。

　・越冬世代成虫は、越冬直後に飛翔できないため、けい畔板で本田侵入を防止します（下図）。

（2）イネドロオイムシ
　・�前年の発生が多いと多くなり、5月の気温が高いと発生時期が早くなる。6月の気温が低く、曇
雨天が続くと幼虫による被害が多発します。

　・窒素過剰のイネは被害が大きくなるため、窒素質肥料の多施用を避けます。

（3）斑点米カメムシ類
　・�イネの出穂期前後にイネ科雑草が出穂しないように、イネの出穂期2〜3週間前と出穂期頃に連
続して2回、けい畔の草刈りを行います。なお、中生・晩生品種が多いところでは、さらに刈取
りが必要です。その他、誘引源や増殖源となるけい畔や堤防のイネ科雑草は5月下旬〜7月上旬
に2〜3回刈り取ると効果的です。

　・�斑点米カメムシ類は、水田内のヒエ類などのイネ科雑草に集まりやすいため、イネ科雑草の出穂
（7月上旬）までに水田内から雑草を抜き取ります。

　・�出穂後にイネ科雑草が多いけい畔では、斑点米カメムシ類を本田に追い込み、かえって被害が増
大するため、除草を控えます。

　・�けい畔雑草地は、一部の斑点米カメムシ類の越冬場所になることから、次年度の発生を抑制する
ため、収穫後に除草します。

　・色彩選別機を利用し、カメムシによる斑点米を除去します。

模式図　けい畔板によるイネミズゾウムシの侵入防止
出典：�農研機構作成の機械除草技術を中心とした「水稲有

機栽培技術マニュアル」イネミズゾウムシ成虫と食害痕

カメムシによる斑点米クモヘリカメムシ アカスジカスミカメホソハリカメムシ
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本県の斑点米カメムシ類主要種の発生消長

（4）ニカメイガ
　・水稲収穫後できるだけ早く耕起を行い、幼虫が越冬する刈り株や稲わらをすき込みます。
　・作付けが遅くなると、第2世代による被害が増加するため、極端な遅植えを避けます。
　・窒素過剰のイネは被害が大きくなるため、窒素質肥料の多施用や過繁茂を避けます。
　・ケイ酸質肥料を十分に施用します。

（5）コブノメイガ
　・葉色が濃い水田に被害が生じやすいため、窒素質肥料の多施用を避けます。
　・周囲より極端に遅い作型では被害が大きくなる場合があるため、注意が必要です。

（6）セジロウンカ、トビイロウンカ
　・�セジロウンカは5〜7月の成虫飛来が異常に多い場合、第2世代がイネの吸汁やスス病の併発によ
り被害をもたらします。7〜8月に発生が多くなります。

　・�トビイロウンカは7月以降に飛来し、第3世代まで繁殖し、イネの株元を吸汁し、8月下旬から9
月に「坪枯れ」が生じます。

　・窒素過剰のイネでは発生が多くなるため、窒素質肥料の多施用を避けます。
　・間断かんがいにより、ウンカ類の増殖が抑制されます。
　・�坪枯れが発生し始めたり、ウンカ類の密度が高くなったりした場合は、深水管理により根の老化
防止、倒伏抑制および幼虫や卵の殺虫効果が期待できます。

コブノメイガの被害葉ニカメイガ幼虫の加害による白穂・イネ茎内の幼虫イネドロオイムシ幼虫と食害痕
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（7）ヒメトビウンカ（イネ縞葉枯病）
　・�ヒメトビウンカはイネ縞葉枯病を媒介します。収穫後、刈株再生芽（ひこばえ）にイネ縞葉枯病
の発生が目立つほ場では、ヒメトビウンカの越冬を抑制するため、刈株を放置せず速やかに秋耕
を行い、翌年のイネ縞葉枯病のまん延を防止します。

ヒメトビウンカトビイロウンカセジロウンカ

イネ縞葉枯病（立毛中） イネ縞葉枯病（刈株再生芽（ひこばえ））
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1　収穫、乾燥・調製
　収穫および乾燥・調製作業は、基本的には慣行栽培に準じて行いますが、以下の点に留意します。
　・�慣行栽培ほ場で使用したコンバインやバインダーをオーガニック栽培ほ場で使用する時は、十分
に洗浄して、付着した土などを完全に取り除きます。

　・慣行栽培ほ場の米が混入しないよう、コンバインのグレインタンクは使用前に丁寧に清掃します。
　・�乾燥機、ホッパー、色彩選別機などの乾燥・調製設備についても、慣行栽培ほ場の米が混入しな
いよう使用前に丁寧に清掃します。

2　秋耕
　水稲の収穫後には、できる限り早く秋耕（プラウ耕、ロータリ耕）を行います。秋耕には以下のよ
うなメリットがあります。
　・�雑草の埋土種子量の増加を抑えます。コナギでは水稲収穫時に種子が未成熟な個体が残存してお
り、その後徐々に成熟します。早めの耕起により成熟種子数を減らすことができ、次年度の雑草
防除に有利になります。

　・多年生雑草の塊茎量を減らせます。
　・稲わらや根などの分解が促進されます。
　・刈株やその周辺で越冬している病害虫の密度を軽減できます。

【参考技術】再生紙マルチ、アイガモ、コイを利用した雑草防除

1　再生紙マルチの利用
　再生紙を田面に敷き詰めることで土壌表面を遮光し、水田雑草の発生・生長を抑えます。雑草抑制
効果は高く、持続期間は再生紙が溶解する移植後約50日間です。なお、再生紙が田面に密着してい
ないと、強風で紙マルチがめくれ、除草効果が劣る場合もあります。この技術には専用の田植機が必
要であり、再生紙マルチのコストは10a当たり18,000円程度です。補植が行えないため、欠株が生
じないよう機械の調整や移植速度に注意が必要です。

2　アイガモ・コイの活用
　動物を積極的に水田で活用することで、その動物の食性、運動機能により雑草の発生を抑制します。
アイガモ農法は一部の農業者で定着しており、除草効果等があると言われています。アイガモやコイ
農法では、導入にかかる経費や外敵対策が必要です。
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