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【参考資料】　（令和2年7月16日水稲オーガニック栽培技術講習会資料）

1　雑草の生態を理解した水田育土と栽培管理
� 公益財団法人　自然農法国際研究開発センター　フェロー　岩石�真嗣�氏

１）はじめに
　「田の草はあるじの心次第にて米ともなれば荒地ともなる」。これは二宮金次郎翁の短歌である。努
力を怠れば育つはずの米も育たず、田んぼであった土地も雑草が覆い荒れ地になるという。この歌で
は「田の草」が稲（米）と雑草の意味をもち、また「荒れ地」という土・土地の要素ともみている。
働きかけに応じて田の草が米となり土となる。草に含まれるタンパク質や繊維質が分解・生合成され
土の栄養となり稲にも利用される物質循環や輪廻転生を考えながら、米を育てるためにどういう心構
えで耕種管理を行うのかを考えてみたい。自然農法では稲が健康に育つように、土の状態を適切に維
持管理しようとする。それは同時に、雑草の生えにくい農地の機能を育てることにも通じる（図Ⅰ
-1）。ただ、田圃1枚1枚は粘土含量や有機物含量・透排水性など変化に富んでいて土壌の状態にも個
性があり、生き物の種類や繁殖の状態は様々である。そうした土の状態を診断し、状態を理解しそれ
に応じて加減すべき耕種法が見えてくると思う。自然農法センターでは、大自然を尊重しその摂理を
規範に順応するという自然農法の考えを具体化するために、田の草から土の状態を教わり、土を育て
ている田の草の働きを私たちが栽培において代替的に役割を果たすことで、稲が健康に育つように自
然に順応した栽培を心がける。そして、栽培という行為を通した自然への働きかけがうまく通じるこ
とで自然農法が完成すると考えている。

２）田の草が教えてくれる土の状態
　通常、水田雑草は代かき後数日もしないうちに、急激に増殖を開始する。雑草は水稲移植期間の
100日程度の間に種子や塊茎などの繁殖器官を増やすだけでなく、収穫後から田植えまでの間に越冬
し繁殖できる状態を維持し土壌水分と温度条件が整う発生のチャンスを待ち続けている。条件が整わ
ないと休眠して、好条件を何年も待ち続けることができる。例えば、種子の寿命が比較的短く、2〜
3割しか休眠しないタイヌビエは、発芽可能になると休眠が覚醒され、代かきによって種子が地表か
ら5cm以内に集まり、最適な
水分と温度条件に応じて一斉に
発生する。タイヌビエ、アゼナ
などは土壌が湿潤でやや酸化的
条件下で出芽し、イヌホタルイ、
コナギ、オモダカ、クログワイ
などは湛水下・還元状態になる
と発生を始める。本稿では田圃
の土の状態を反映する雑草の特
性に焦点を当てて、雑草に適し
た土の状態を整理し、優占草種
ごとに繁殖力を低下させうる管
理方法を明らかにしたい。

図Ⅰ-1�健康な水田の生態系と機能（イメージ）
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3）草の特性から類推される土の状態
（1）ノビエ
　一年生の湿生雑草で、タイヌビエやイヌビエなどを総
称してノビエとよばれる。水田内で繁殖するタイヌビエ
から、畦畔など落水する場所に適したイヌビエなど、種
によって特性が異なり、適応する土壌条件は異なる。ま
た同種の中でも、栽培地や栽培時期などによって繁殖し
やすい変異株が基になって発芽から出穂の早晩など遺伝
子型が異なり、個々の水田に適した生態型に分化してい
る場合がある。タイヌビエが有機栽培の転換期に問題と
なる代表的な草種であり、タイヌビエ対策が有機農業で
の雑草対策の主流になっている。幼植物は稲にある葉耳
や葉舌が無くて見分けられるが、穂が出るま
では近くから見ても稲苗と見間違う（写真Ⅰ
-1）。発芽は10℃前後から可能で、最適温度
は30〜35℃になる。湛水後の10℃以上の有
効積算温度が105〜130日℃に達すると出芽
してくる。種子の出芽可能深度は2〜5cmと
され、発芽の溶存酸素量は0〜20％とどこで
も発芽は可能であるが、発根には酸素を必要
とするため、減水深の大きい酸素が供給され
る湿った土で良く生長する。
a.ノビエの強さと弱さ
　雑草の多くは稲より光合成能力が高いC4植物でノビエも例外ではなく、硝酸態窒素の多い慣行水
田で発芽刺激を受け、溶脱しやすい無機態窒素を早期に利用する能力が高い。そのため生育は旺盛で
稲が利用する養分や光を奪いやすい。また種子を多産し、脱粒性も高く、繁殖能力は高い。湿田の場
合は種子の寿命が長いが、深水管理を行うと水中の酸素欠乏で発根が衰え、もやしのように葉と根の
間の水中茎を伸ばして、出芽して水面に漂い弱々しく育つ。また、稲に光を遮られると種子生産量は
低下する。乾田では冬期に死滅する種子の数が多く、登熟した種子の50〜90％が死滅するとされる。
b.ノビエが教える土の状態
　浅水条件や漏水する田圃で発生しやすい。有機物の施用が少なく埋土種子量が多い痩せた田圃で、
ノビエが多発する。また、酸化剤として硝酸含量が高く、厩肥などの有機物還元量が多くなると発生
量が増加する。そのためノビエが多発する水田は、硝酸態窒素を始め鉄などの酸化物が多く還元抵抗
力が強い。畦や代かきが弱く漏水したり腐植が少なかったりして、土壌の肥沃度や保肥力がやや不足
した状況を表しているとみられる。一
方でノビエは有機物生産能力が高く、
土を肥やす緑肥的な働きがあり、自然
条件はそうした緑肥作物に相当する働
きを必要とし、繁殖に適した環境にあ
る。
c.ノビエ抑制のポイント
　ノビエが多い水田では2回代かき除

畦の水漏れや代かき不足で、土壌に酸素が供給される
方が発芽しやすい。硝酸態窒素が生成されやすい環境
は、ノビエの生育を促す。有機物の投入が少ない痩せ
た田圃や多肥水田で多発する傾向にある。

⬇
畦を強化し、適正な耕起・鎮圧・代かきで日減水深
20mm 以下に保つ。痩せた水田では堆肥や稲わら等
の有機物を利用して土を成熟させ、有機物の表面施用
で地表の水生動物や微生物の活性を高める。

表Ⅰ-1 入水・荒代かきから植え代かきまでの期間
荒代かき
（月/日）

10℃有効積算温度
（105日℃）

10℃有効積算温度
（130日℃）

4月20日 24日 29日
5月1日 19日 23日
5月10日 17日 20日
5月20日 14日 17日

松本市の平均気温平年値（1975～2005年）

写真Ⅰ-1�ノビエ
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草から無落水の遅植えが効果的である。さらに堆肥や稲わらの有機物施用で地力向上をはかり大苗を
植えて深水管理を行うと抑制しやすい。ノビエの2回代かき除草では、代かき後に10℃以上の有効積
算温度で105〜130日℃の湛水期間中に出芽した1〜2葉までのノビエを植え代かきで浮かせ除草す
る方法である。入水・荒代日は植え代日から逆算した有効積算温度が目安となる。松本市の平均気温
平年値で計算すると表Ⅰ-1の通りとなる。実際には、水田の水持ちや当年の気温推移によっても異
なり、浅水管理で地温が高くなるので雑草の出芽をみながら調整していく。さらに、2回目の代かき
は深水で地表を5cm深程度に浅くかいて、地下の埋土種子を持ち上げないよう除草する必要がある。
ただ3葉期を超えた大きな雑草は浅代かきでは除草しにくいので、雑草が残らないよう通常の深度で
ドライブハローをあてる。さらに代かき除草後・田植え後10日頃までは無落水管理として、土に空
気が触れないよう水管理する必要がある。この代かき除草がうまくいけばノビエの発生が抑えられる。
また、代かき除草後に発生が認められる場合、最低水深が8cm以上の深水管理でノビエの生長を抑
える必要がある。田植え後米ヌカ等の有機物田面施用は地表の還元状態を維持することで、浅水でも
発芽や生長を抑え休眠導入を促すことができる。ただし、ここで説明する深水管理、有機物の施用は
ノビエの抑制策に限り有効で、コナギやオモダカを繁殖させる原因にもなるので注意が必要である。

（2）コナギ
　気温が15〜16℃になると発芽可能で、主に2〜5mm以内の地表から出芽してくる。また、湛水下
の低酸素条件（酸素分圧1〜5％以下）で良好に発芽する。発芽には光を好み、明条件で発芽率が高い。
イトミミズなどの働きにより、地表面にわずか5mm程度のトロ土層が形成されると発芽できず、か
ろうじて出芽しても生育が抑えられる。稲の苗や籾ガラ、米ヌカ、稲わらに含まれる成分で出芽・発
芽が刺激され、稲に随伴して生育する。多くの有機水田で優占種となっている。ノビエと比べると、
硝酸態窒素よりもアンモニア態窒素、アミノ酸態窒素で発芽促進される。休眠が深く9割程度が休眠
して、当年発生は埋土種子の1割程度といわれ、田植え後、直ちに出てくる株は種子形成量が多い。
a.コナギの強さと弱さ
　湛水によって種子は発芽可能深度（2〜5mm）に浮かび上がり、地表に集まる。また、稲の生育
が抑えられる条件（例えば有機物の急激な分解や透排水性不良）では発芽が促され、生育を抑制され
た稲が吸収できない余った養分によって大きく育つ。異常還元は水稲生育を抑えるが、コナギの発生
には良好なきっかけを与える。発芽には還元的な湛水状態が必要で、深水管理ではゆっくり生育し葉
は厚くなるので、落水した状態では発生や生育が遅くなる場合がある。ただ、稲の生育が旺盛になる
と、光を遮られて生育や種子形成が抑制される。発芽後、半日〜1日で胚軸毛という器官が伸びて地
面に固着するが、その時期に撹拌されると定着できない弱さがある。そのため、水生生物の活動が盛
んな水田では発生が抑えられる。
b.コナギが教えてくれる土の状態
　写真Ⅰ-2は菜種油粕の施肥田で稲わら施用位置を
比較した様子である。左は代かき時に稲わらを鋤込ん
で地表一面がコナギに覆われた。右は稲わらを土壌表
面に撒いたまま田植えして稲が優占した。コナギが優
占するには有機肥料や未熟な有機物が必須である。そ
のため、無施肥田でコナギが優占種になるのはまれで、
コナギが繁茂する場合、稲わらの急激な分解に伴う土
の異常還元や、有機酸の発現で稲が弱りアンモニア態
窒素が貯まった状態を表している。つまり、稲わらな 写真Ⅰ-2�稲わら還元位置とコナギの反応
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どの有機物が充分に土に馴染んでいたかを判断する指標種ともなる。
c.コナギ抑制のポイント
　有機物の急激な分解や透排水性不良による稲の根の伸長阻害を起こさないように、前年から水はけ
を改善し、稲わらの分解・熟成を適宜進める管理を行う。稲わらが分解しにくい湿田などでは、不耕
起田植えで栽培期間中に地表面で稲わらの分
解を進めたり、稲わらを持ち出したりして、
生育阻害・稲わらの還元障害を回避する。有
機肥料のすき込み深度を変えると、深い耕起
は浅い耕起と比べてコナギの発生量が多くな
りやすい。発酵させた土ボカシなどの浅いす
き込みで窒素肥沃度を補い、浅い代かきで種
子の浮き上がりを防ぐと出芽を抑えられる。
稲のより健全な生育を促すため、異常還元の
発生水田では早期落水や浅水で管理し初期除　
草を行うなど、還元障害を助長する深水管理
や米ヌカなどの稲わら由来の未分解有機物施
用を避けることが効果的である。

（3）イヌホタルイ
　乾田・湿田問わずに発生する。茎葉
は尖り、中途に松笠を小型にしたよう
な蛍のような果実を3〜5果つけ、蛍
藺　（ほたるい）と名付けられた。有
機水田で多く見られるのはイヌホタル
イで、種子と越冬芽の二通りで繁殖す
る。種子からの発生初期はコナギに似
た線形葉がでるが、穂が出るまで後述
するクログワイに似た本葉を出す（写
真Ⅰ-3左）。茎葉は中がつまっていて
中空のクログワイと区別出来る。代かき水田では種子繁殖が主体で、不耕起田では越冬芽での発生が
多く見られる。種子は酸素分圧が低いほどよく発芽するが、一度休眠から覚醒すると空中でも出芽で
きる。有機施肥の漏水田では、水温が上がらずに稲の生育は緩慢になるが、アンモニア生成に伴って
ホタルイの発芽は刺激される。発芽温度は15〜35℃で、30℃前後が適温になる。
a.ホタルイの強さと弱さ
　種子は環境条件によって休眠と覚醒をくり返し、水田土中での寿命は長い。発芽条件は休眠覚醒程
度で異なるため、出芽が揃いにくい。早期栽培の場合は稲刈り後に刈り株から再生し種子を再生産で
きる。越冬株から繁殖した場合は初期生育が旺盛で繁殖力が大きくなる。ただし越冬芽は乾燥に弱く、
乾田では秋耕によって越冬率が低下し、さらに代かきで埋め込むと出芽できずに腐敗するものが多い。
種子繁殖するホタルイは、稲が速やかに育つと遮光により生育は抑えられ、種子生産量は少なくなる。
また、秋耕によって発生量は減少する。
b.ホタルイが教えてくれる土の状態
　畦からの漏水田で特に多発している。イヌホタルイの種子繁殖は、耕耘、代かきされた状態が必要

写真Ⅰ-3�イヌホタルイの穂をつけた状態と種子の形状

コナギは低酸素条件で稲の生育が阻害された場合、余
剰な養分を吸収して大きく育つ。

⬇
稲が稲わらなどによる悪影響を強く受けた場合に優占
する。特に前年の稲わら・根株が土に馴染まずに、稲
の生育を阻害する状態を示す。

⬇
冬期に稲わらが分解しやすいように、排水性を確保す
る。湿田や積雪寒冷地で稲わらの腐熟化が進みにくい
場所では、不耕起で稲わらを地表面に残して腐熟化を
進める。もしくは稲わらをほ場外へ持ち出す。
田植え後は浅水管理を行って地温を高め、稲の速やか
な生育を促す。



27

となる。また、種子が多産され、代かき後土壌の強還元化がおこり浮きわらが多い状態が想定される。
ホタルイの種子を顕微鏡で見ると数本のヒゲのようなものが観察できる（写真Ⅰ-4右）。このヒゲは
ノコギリ歯のようになっていて、稲の根や有機物に付着しやすい。これにより軽い種子は水に流され
るのを防ぎ、充実した種子は有機物と一緒に地表に浮かび上がって出芽することができる。ホタルイ
が多発する場合、土に充分馴染んでいない有機物が地表3cm程度に集まっていることが想定される。
また、極端な浅水や深水には馴染まないが、深水と浅水を繰り返し、還元と酸化を繰り返すことで多
発するので、米ヌカやボカシ等の田面施用を行ってホタルイが多発している場合、畦畔から漏水して
いる場合がよくある。
c.ホタルイ抑制のポイント
　田植え前までに稲に適した土になるように
有機物の分解を進め、肥沃度を増強し、乾土
効果を引き出すように耕耘する。未分解な稲
わらや前年の残根が地表に集まると発生が多
くなるので、稲わらの分解を進めるとともに、
代かき時の有機物の浮き上がりを抑える。畦
からの漏水を抑えて、地表面の酸化を抑えな
がら稲の生育を促す。2回代かきは種子を減
らすには有効だが、浮き上がったわらや種子
は外へ持ち出す必要がある。地表の生物活性
を高めてホタルイの生育を抑え、初期除草を
行う。

（4）オモダカ
　葉の形が、顔を高く上げた様子から面高（おもだか）と名
が付いたといわれる。オモダカの繁殖は塊茎と種子で、双方
とも休眠性を持ち、発生期間は長い。塊茎は深さ5〜25cm
の土中で形成され、土壌表層では小さく、耕盤付近で大きく
育つ。また、土壌表面から10cmの範囲で出芽率が高く、よ
り深いと出芽率が低下する。塊茎は翌年に大半が出芽し、寿
命は短い。しかし種子からの出芽は土壌表面から2〜3cmま
で見られる。生育が進むと葉は矢尻葉となり、草丈を伸張さ
せる。栄養の乏しい水田では写真Ⅰ-4上のように葉が細く、
アギナシと見間違うものが多く見られる。一般的にゆっくり
育ったオモダカの葉は写真Ⅰ-4下のような形となる。秋に
なると地下茎を伸張して塊茎を形成する。
a.オモダカの強さと弱さ
　オモダカの窒素含量は高く（幼植物の乾物重の窒素含量が
5％以上）、水稲と競合し、土壌中の養分を固定する。湿田
や深水管理で一年生雑草の発生を抑えると増殖しやすくな
る。不耕起環境では塊茎で増殖しやすくなる。耕起で塊茎繁
殖が抑えられると種子で増殖できる。深い場所からも伸張す
るので発生期間が長い。塊茎はほとんどがその年に出芽し分 写真Ⅰ-4�有機水田に見るオモダカ

畦から漏水し、地表が酸化と還元を繰り返す田圃で多
く発生する。アンモニアで発芽刺激を受け、多量に有
機施肥をした水田でも多発する。 越冬芽や種子で繁
殖し、種子は有機物にくっついて 発芽可能深度まで
浮かび上がる。

⬇
土の中で稲わらなどの分解を進める。 有機物と土を
よく馴染ませ肥沃な土を育て、水稲の生育を促す。 
畦からの漏水を抑え水深を維持する。 代かき時の水
深を浅くして、わらなどの浮き上がりを抑えて、ホタ
ルイの出芽を抑える。 他の生物活性を高めることや、
初期除草が効果的。
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株を作らないので、耕耘刃による機械的損傷によって枯れやすい。施肥量を抑えて適期の耕耘や除草
によって減少しやすい。
b.オモダカが教えてくれる土の状態
　湿田での繁殖に適した代表的な草である。稲の生育初期に競合する場合は冬期間の透排水性不良や
地下水位が高いことなどが推定される。旺盛に生育した稲では出穂期以降の残草が稲体重量の5パー
セント以下なら、かえって米の品質向上や収量増加に貢献する。すなわち水稲の初期生育の競合が重
要な問題であり過剰な養分を消費する役割ともいえる。そのためオモダカの生える水田は比較的肥沃
で、収穫後の耕耘が遅れていることが知られる。代かき期間が長く、浅い植代をおこなった場合や、
水持ちが良く、前年秋から春先にかけて、乾燥しにくい水田で増殖しやすい。
c.オモダカ抑制のポイント
　反転耕や粗反転混和耕、あるいは暗渠などの排水対策を行う。これにより稲の根が深くまで伸張し、
速やかに生育が進むと養水分競合で稲が有利
に生育する。そのため、収穫時から水分の多
い状態での鎮圧を避け、田面が乾燥した時期
に管理作業を進める。収穫以降の耕耘で塊茎
に機械的損傷を加え乾燥を進めると、地表近
くの発生の早い塊茎が死滅しやすい。また、
過剰な代かきを避けて、日減水深が20mm
程度の透排水性を確保し、肥料を増やすので
なく地力を高めて、初期の水稲生育を旺盛に
することを心がける。さらに、中耕除草で新
しい塊茎形成を阻害すると、除草効果が高ま
る。

（5）クログワイ
　北海道をのぞく全国に発生する。見た目はホタルイに
似て、先端は丸く大型で、葉に節があり中空の茎を潰す
とプチプチ音がする。種子発生が殆ど無く、繁殖は塊茎
（写真Ⅰ-5）とランナーで行われる。塊茎から出葉した
株は数週間でランナーを出して分株をつけて増殖する。
塊茎は数芽（15本程度）を持ち、1芽を欠いても次々と
新しい芽を出す能力を持つ。塊茎の出芽深度は通常
30cm近くまでにおよび、15〜40℃の間で萌芽し30℃
前後が最も適している。また、新塊茎は8月から9月に
かけて形成され、早い時期に損傷をうけると翌年の塊茎
数は減少する。塊茎は直径が5〜10mm程度と大きく、
デンプン質で新芋は甘く、近縁のオオクログワイは食用に利用される。
a.クログワイの強さと弱さ
　クログワイは稲の根が伸長しにくい硬い耕盤に孔を空ける力がある。出芽期間はきわめて長く、芽
を切断されても再生し、発生がばらつき除草剤でも完全な防除は難しい。生育旺盛だと　要防除期間
は60日以上におよぶこともある。ランナーが出る前に、塊茎ごと抜き取って除草する必要があるが、
芽だけを抜くと1週間以内に新しい芽が再生し、途中で切断すると萌芽は遅れるが再生し続ける。根

湿田や冬期湛水、地下水位の高い、緻密な耕盤層があ
るほ場など土壌水分が安定し、肥沃な土壌で繁殖しや
すい。また、養分の固定力が高い。地表から、10cm 
程度までは出芽の早い塊茎を形成し、発生期間は長い。

⬇
稲の生育を促すために、暗渠などで土壌の透排水性を
確保し、適期に反転耕や粗反転混和耕を行い、水稲の
根系を発達させる。また、早期の秋耕で乾土効果を引
き出し、土の保肥力を高め、稲の活性を高めて養水分
の利用効率を上げる。養分利用効率を高めて施肥を控
える。

写真Ⅰ-5�クログワイの塊茎
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やランナーは還元的で粘質な土壌で健全に伸張し、反対
に空中に晒すと赤枯れしやすい。塊茎は不透水層に形成
し、乾燥や機械的損傷、低温（-7℃程度）に弱いので、
鋤床層を壊した転換畑では越冬が困難となる。また、繁
殖に不適になるとクログワイ特有の病気（オレンジスポ
ット）に侵されやすい（写真Ⅰ-6）。
b.クログワイが教えてくれる土の状態
　クログワイは土壌に穴を開けて出芽し、分枝し分株を
つくり、土壌水分の安定した下層に向かって塊茎を形成
する。そのため、塊茎が分布する場所は、土壌水分が安
定した粘質な土壌で、湿田や冬期湛水田、地下水位の高
いほ場、緻密な耕盤層があり土が乾燥しにくい繁殖に好適な条件が整っている。水稲根が届かない緻
密な耕盤層が塊茎形成位置である。稲の根が深く伸びて耕盤層に届くと、クログワイの病気が出やす
くなり生育も抑制される。塊茎の形成は耕盤層に穴を開け、結果的に水稲根系の拡大に貢献し、長期
的に見ると水田の透水性を改善する緑肥的なクログワイの繁殖を助けている。

c.クログワイ抑制のポイント
　畑転換が最も容易な対策であるが、水稲を
連作する場合、3〜4週程度田植え時期を遅
らせて、耕うん代かきにより発生の最盛期の
除草が効果的である。晩稲の植え付けで、水
稲が早く茂り日陰を作ることで、分枝や新塊
茎の形成が抑制される。そのため、速効的養
分供給や、初期除草は除草効果を高める。早
期栽培による収穫直後の耕起で地上部と新塊
茎部を結ぶ器官が切断されると、塊茎の肥大
が阻害され密度が下がる。また反転耕などで
機械的な損傷を受け土壌表面に露出すると死
滅しやすくなる。さらに水稲根域が深く広が
り塊茎を形成する場所の透水性が高まると、発病を助長し、複合的な効果で密度を減らすことができる。

写真Ⅰ-6�罹病したクログワイ

写真Ⅰ-7�塊茎からストロンと分株図Ⅰ-5クログワイの生活環

塊茎で繁殖し、湿田や冬期湛水、地下水位の高いほ場、
緻密な耕盤層があるほ場など、土壌水分が安定してい
るところで繁殖する。

⬇
繁殖すると、結果的に水田の透排水性の改善や水稲根
系の拡大に役立つ。

⬇
透排水性を確保する反転耕や粗反転混和耕、暗渠など
の排水対策を行う。稲が繁茂すると塊茎の増殖が低下
する。早期栽培では収穫後の早い耕耘により塊茎形成
を阻害する。場合により数年間の畑転換を行う。
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【参考資料】

2　「みずかがみ」のオーガニック栽培について
� 滋賀県農業技術振興センター栽培研究部

〇目的
　本県のオーガニック栽培面積（有機JAS）は、133ha（2019年4月時点）で、主食用水稲作付け
面積のわずか0.5％程度と非常に少ない状況です。
　その大きな理由として、水稲のオーガニック栽培は、年次やほ場条件により収量や品質が不安定で
あることがあげられ、この原因の一つに雑草問題があります。雑草が繁茂することで、減収や品質の
低下を招くだけでなく、手取り除草による労働時間の増加により経費がかさむことが問題になってい
ます。また、これまで本県のオーガニック栽培は「コシヒカリ」を中心に取り組まれてきたこともあ
り、「みずかがみ」での技術実証はされてきませんでした。
　そこで、これまで検証されてこなかった「みずかがみ」の農薬・化学肥料不使用栽培において、機
械除草を中心として米ぬか施用や深水管理を組み合わせた雑草対策を実施するとともに、収量の高位
安定に向けた実証試験に取り組みました。

〇試験内容
　農薬・化学肥料不使用の水稲栽培3年目（2019年）および4年目（2020年）に「みずかがみ」を
供試し、米ぬか処理と深水管理、高能率なB社製の四輪乗用型除草機による機械除草を組み合わせた
抑草技術を実証しました。
　また、収量の安定確保のため、栽植密度や施肥量（基肥量）を変えた試験区を設け、それらが収量
向上に及ぼす影響を検証しました。

〇方法
　１　供試ほ場　　近江八幡市安土町大中　農技センター210号田（18a）
　　　　　　　　　2017年から農薬・化学肥料不使用栽培
　２　供試品種　　「みずかがみ」　
　３　供 試 機　　B社製四輪乗用型除草機（8条タイプ）

（写真1）　今回用いたB社製四輪乗用型除草機（左）と除草1回目の様子（右）
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　４　2019年の試験区および耕種概要
　　（１）試験区は以下のとおり

　　　　　なお、参考として隣接する211号田に環境こだわり栽培（みずかがみ基肥
　　　　一発7.8kgN/10a）ほ場を設置

　　（２）耕種概要
　　　１）育　苗　播種日：4/19　播種量：乾籾100g/箱　　施肥量：1.8gN/箱（有機アグレット666）
　　　　　　　　　加温出芽後、無加温ビニルハウスで育苗、移植14日前より屋外管理
　　　　　　　　　移植時草丈：15.5㎝　　葉齢：3.2葉
　　　２）代かき：3回（4/26、5/7、5/19）
　　　３）移　植：5/20（8条田植機使用）、環境こだわり栽培ほ場は5/21
　　　４）施　肥　基肥：4/25　（2.4㎏N/10a、3.6kgN/10aの2水準）
　　　　　　　　　穂肥：6/28　（2.4㎏N/10a）
　　　　　　　　　＊基肥、穂肥ともに有機アグレット666を使用
　　　５）栽植密度：18.2株/㎡、24.2株/㎡の2水準
　　　６）水管理：移植後、水稲の生育にあわせて徐々に水深を深くし、1回目機械除草後は7㎝以上で管理
　　　　　　　　　中干し：6/21〜6/26
　　　７）雑草防除　①米ぬか散布：5/21（移植翌日）　（60㎏/10a）
　　　　　　　　　　②機械除草：5/29、6/7、6/17の3回

　５　2020年の試験区および耕種概要
　　（１）試験区は以下のとおり

　　　　　なお、参考として隣接する211号田に環境こだわり栽培（みずかがみ基肥
　　　　一発7.8kgN/10a）ほ場を設置

栽植密度 基肥量
(株/㎡) (㎏N/10a)

1 60株植　2.4N機械除草区 18.2 2.4
2 60株植　3.6N機械除草区 24.2 3.6
3 80株植　2.4N機械除草区 18.2 2.4
4 80株植　3.6N機械除草区 24.2 3.6
注）試験区にかかわらず、穂肥は2.4㎏N/10a、米ぬかは60㎏/10a施用。
　　基肥、穂肥ともに有機アグレット666を使用。
　　残草調査の基準として、各栽植密度に無処理区を設置。

No． 試験区名

栽植密度 基肥量
(株/㎡) (kgN/10a)

1 60株植　3.6N機械除草区 18.2 3.6
2 60株植　4.8N機械除草区 18.2 4.8
3 60株植　6.0N機械除草区 18.2 6.0
4 70株植　3.6N機械除草区 21.2 3.6
5 70株植　4.8N機械除草区 21.2 4.8
6 70株植　6.0N機械除草区 21.2 6.0
注）試験区にかかわらず、穂肥は2.4㎏N/10a、米ぬかは60㎏/10a施用。
　　基肥、穂肥ともに有機アグレット666を使用。
　　残草調査の基準として、各栽植密度に無処理区を設置。

No． 試験区名
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　　（２）耕種概要
　　　１）育　苗：播種日：4/21　播種量：乾籾100g/箱　　施肥量：1.8gN/箱（有機アグレット666）
　　　　　　　　　加温出芽後、無加温ビニルハウスで育苗、移植14日間前より屋外管理
　　　　　　　　　移植時草丈：15.4㎝　　葉齢：3.3葉
　　　２）代かき：3回（4/27、5/7、5/20）　
　　　３）移　植：5/21（8条田植機使用）
　　　４）施　肥：基肥：5/7　（3.6㎏N/10a、4.8kgN/10a、6.0kgN/10aの3水準）
　　　　　　　　　穂肥：7/2　（2.4㎏N/10a）
　　　　　　　　　＊基肥、穂肥ともに有機アグレット666を使用
　　　５）栽植密度：18.2株/㎡、21.2株/㎡の2水準
　　　６）水管理：移植後、徐々に水深を深くし、1回目機械除草後は10㎝以上で管理
　　　　　　　　　中干し：6/20〜7/2
　　　７）雑草防除　　①米ぬか散布：5/21（移植当日）　（60㎏/10a）
　　　　　　　　　　　②機械除草：6/2、6/12の2回

〇結果の概要
　１�　欠株率は、栽植密度が最も高い80株植で機械除草を3回実施しても2.3％と収量減少に影響を
与える5％を下回りました（図1）。ただし、除草回数の増加に伴い損傷株の割合は増える傾向が
見られました。

　２�　残草調査（2020年）の結果、60株植は発生本数で312〜384（本/㎡）、生体重で172〜228
（g/㎡）、70株植は発生本数で288〜394（本/㎡）、生体重で125〜238（g/㎡）となり、栽植
密度による残草への影響は判然としませんでした（表1）。

　　�　それぞれの区を無処理区と比較すると、2020年は雑草の発生本数で17〜29％、生体重で8〜
20％となり、2回の機械除草と米ぬか散布で雑草は格段に少なくなりました（表1）。また、機
械除草を3回実施した2019年は、無処理区と比較し、雑草の発生本数で7〜17％、生体重で5〜
12％とさらに除草効果が見られました（データ省略）。

　３�　茎数は、基肥量を増やすと増加する傾向にあり、2020年の最高分げつ期の茎数は70株植
4.8Nおよび6.0N機械除草区で574本/㎡と最も多く、60株植3.6N機械除草区で477本/㎡と
最も少なくなりました（図２）。この結果から、栽植密度を高め基肥量を増やすことにより、初
期生育の確保につながることが示唆されました。

　　�　一方で、草丈や葉色(SPAD値)については、２年とも基肥量を増やしても大きな差は見られま
せんでした(データ省略)。

　４�　穂数は、茎数同様、基肥量が多く栽植密度の高い区で増加する傾向がありました。2年間で最
も穂数が多かった2020年の70株植4.8N機械除草区では431本/㎡となり、60株植3.6N機械除
草区では２年とも概ね350本/㎡でした（表２）。

　５�　倒伏程度は、２年とも栽植密度が高い区で大きくなりましたが、60株植3.6N機械除草区では、
0.3〜0.5とほぼ倒伏は見られませんでした（表２）。倒伏程度が大きかった区では紋枯病の発生
が多く、上位葉まで進展していました。
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　６�　精玄米重は、60株植�3.6N機械除草区で２年とも420kg/10a以上確保でき、機械除草回数を
２回に減らした2020年には475㎏/10a確保できました。また、2020年には全ての区で7.8俵
/10a以上確保できました(表２)。なお、精玄米重は基肥量を増やすことで増加する傾向が見ら
れましたが、栽植密度による増収効果は判然としませんでした。

　７�　玄米タンパク質含有率は、6.8〜7.2％の幅に収まり、栽植密度にかかわらず基肥量の増加に
伴い高くなりました（表２）。60株植3.6N機械除草区では、２年とも7.0％以下と玄米タンパク
質含有率は安定していました（表２）。

　８�　整粒歩合は、栽植密度が低く基肥量の少ない方が高くなる傾向がみられ、60株植3.6N機械除
草区では、2019年が63.8％、2020年が73.2％となりました（表２）。

　以上のことから、「みずかがみ」栽培においても機械除草を中心とした複数の技術(深水管理、米
ぬか散布)を組み合わせることで一定の除草効果が得られ、坪当たり60株植で基肥量を3.6kgN/10a
にすることで品質を維持したまま、安定的に420㎏/10aの収量確保が可能であることを明らかにし
ました。

［具体的データ］

図 1　機械除草による欠株率の推移

表 1　残草調査結果（2020年）

本数
(本/㎡)

生体重
(g/㎡)

本数
(本/㎡)

生体重
(g/㎡)

本数
(本/㎡)

生体重
(g/㎡)

本数
(本/㎡)

生体重
(g/㎡)

本数
(本/㎡) 同左比 生体重

(g/㎡) 同左比

6 1.5 170 89.6 200 81.1 0 0.0 376 28 172 15
2 0.0 108 114.7 196 105.1 4 0.2 312 23 220 19
4 0.3 140 119.0 240 109.0 0 0.0 384 29 228 20
40 67.5 600 620.9 664 449.3 36 2.1 1340 100 1140 100
2 0.1 130 102.0 246 102.6 8 0.3 394 24 205 13
4 0.1 68 38.9 216 86.5 0 0.0 288 17 125 8
36 3.1 80 101.2 222 132.9 12 0.6 362 22 238 15
28 105.8 624 800.8 924 642.5 88 12.4 1664 100 1561 100

注）機械除草区は、２回の機械除草および米ぬかを散布.
　　調査日：2020年６月29日

70株植　3.6N 機械除草区
70株植　4.8N 機械除草区
70株植　6.0N 機械除草区

無処理

その他 合計

試験区名

ノビエ コナギ ホタルイ

60株植　3.6N 機械除草区
60株植　4.8N 機械除草区
60株植　6.0N 機械除草区

無処理
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図2　生育期間中の茎数推移（2020年）

表 2　収量調査結果
稈長 穂長 穂数 倒伏程度 精玄米重注２ 同左比注３ 千粒重 一穂籾数 登熟歩合
(㎝) (㎝) (本/㎡) (0-5) (㎏/10a) (%) (g) (粒) (%)
76.0 18.5 339 0.5 418 99 19.8 79.8 83.6 6.864.3 71.8
77.2 18.9 355 0.5 422 100 19.6 79.5 83.5 7.063.8 70.1
77.6 18.7 351 1.5 414 98 19.8 77.8 84.5 6.862.5 71.6
78.2 18.9 367 1.5 427 101 19.7 78.8 84.5 7.062.7 70.3
85.6 18.0 375 0.7 495 117 19.9 80.0 85.6 6.967.2 71.1

注１)試験区に関わらず、出穂期：７/30、成熟期：９/３ 注４)整粒歩合は1.8㎜以上の玄米をサタケ社製RGQI10Bにて測定
注２)精玄米重は1.85㎜以上で欠株率を加味し計算、千粒重は1.8㎜以上の玄米を測定 注５)玄米タンパク質含有率、食味値は1.8㎜以上の玄米を静岡精機社製BR-5000にて測定
注３)同左比は60株 3.6N機械除草区を基準として示す

玄米タンパク
質含有率(%)

整粒歩合注４ 注５

注５

(%) 食味値注５

60株 2.4N機械除草区

年次

2019年
60株 3.6N機械除草区
80株 2.4N機械除草区
80株 3.6N機械除草区

環境こだわり栽培(参考)

試験区名

稈長 穂長 穂数 倒伏程度 精玄米重注２ 同左比注３ 千粒重 一穂籾数 登熟歩合 整粒歩合注４
食味値注５

(㎝) (㎝) (本/㎡) (0-5) (㎏/10a) (%) (g) (粒) (%) (%)
86.0 18.7 343 0.3 475 100 20.3 83.5 86.3 6.873.2 72.3
86.1 19.1 351 0.5 468 99 20.0 80.0 85.0 6.970.9 71.3
86.4 19.1 359 1.3 495 104 20.1 81.0 89.6 7.070.3 71.0
87.7 18.9 400 1.8 477 100 19.9 77.0 80.0 7.066.8 71.1
89.9 18.1 431 3.8 478 101 19.8 74.0 79.4 7.262.6 69.5
89.8 18.3 429 3.8 489 103 19.6 73.0 83.3 7.263.0 69.2
89.9 18.2 375 0.0 571 120 20.2 83.0 92.5 6.770.1 73.1

注１)試験区に関わらず、出穂期：７/29、成熟期：８/31（環境こだわり栽培は、出穂期：７/28、成熟期：８/30） 注４)整粒歩合は1.8㎜以上の玄米をサタケ社製RGQI10Bにて測定
注２)精玄米重は1.85㎜以上で各栽植密度の欠株率を加味し計算、千粒重は1.8㎜以上の玄米を測定 注５)玄米タンパク質含有率、食味値は1.8㎜以上の玄米を静岡精機社製BR-5000にて測定
注３)同左比は60株植　3.6Ｎ機械除草区を基準として示す

年次

2020年

70株植　6.0N機械除草区
環境こだわり栽培(参考)

試験区名

60株植　3.6N機械除草区
60株植　4.8N機械除草区
60株植　6.0N機械除草区
70株植　3.6N機械除草区
70株植　4.8N機械除草区

玄米タンパク
質含有率(%)


