
プラウ耕・グレーンドリル播種方式の寒冷地向け 
水稲乾田直播体系 

目的と特徴 
・大規模水稲作の抜本的な低コスト化のため、体系を見直しました。 
・大規模畑作で麦用に使われている播種機「グレーンドリル」や鎮圧機「カルチパッカ」などを  
 水稲の乾田直播に汎用利用します。 
・ローターリーシーダなどによる通常の乾田直播に対し、プラウによる深耕とグレーンドリルに 
 よる時速10km程度の高速作業が可能で、大区画圃場に適しています。 

連絡先：農研機構 東北農業研究センター  tel 019－６４３－３５３５ 

成果 
・目標深さ15mm程度に播種するには、播種床の硬さを、足跡深さで40mm程度に仕上げる。 
・作業時間は、播種床造成：0.8h/ha、播種1h/ha、鎮圧0.6h/ha、合計2.4h/ha。 
・漏水しやすい場所は畦畔です。 

１０a当たり労働時間 約６時間 

収量 ６００ｋｇ／１０ａ ※1 

費用合計 東北平均の５７％ ※２ 

                                         

                                          ※１ 直播適性の高い品種を使用 

                                          ※２ ６０ｋｇ当たり 

   

 
技術の完成状況 

★★★★☆ 

120401 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・水稲、全国 
対象農家 
・麦を大規模に水田輪作に取り入れている経営、大規模に乾田直播を導入したい経営 
必要な道具 
・グレーンドリル、プラウなどの畑作用機械 
関連HP（成果情報） 
 http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/tarc/2011/111b1_01_01.html 

その他 
・多収品種を用いることが前提です。東北以外では品種、肥効調節型肥料の混合比、作期な
どについて地域性の配慮が必要です。 

図１ プラウ耕・グレーンドリル播種方式乾田直播の作業体系 

表1 実証圃場の苗立ちおよび収量 

表２ 生産コスト（2011年） 

本方式直播体系 東北平均

種苗費 3,384 2,758

肥料費 6,805 9,858

農業薬剤費 11,490 7,771

光熱動力費 2,097 3,886

その他の諸材料費 1,376 1,716

土地改良及び水利費 5,051 5,864

賃借料および料金 5,887 11,213

物件税及び公課諸負担 1,506 2,192

建物償却費 2,166 3,578

建物修繕費 1,241 1,047

農機具償却費 13,057 16,569

農機具修繕費 4,530 5,418

生産管理費 446 398

労働費 8,043 32,044

費用合計（円/10ａ） 67,079 104,312

労働時間（h/10ａ） 5.78 24.51

単収（kg/10ａ） 611 540

60kgあたり費用合計（円） 6,587 11,590
資料：Ｍ農場の実証試験、農業経営統計調査「平成22年産米生産費
調査（東北）」

注１：「東北平均」は上記統計における調査経営の全平均。「本方式直
播体系」の各費用のうち、その他の諸資材費、物件税及び公課諸負
担、建物償却費、建物修繕費、農機具修繕費、生産管理費について
は、上記統計の作付規模5ha以上の数値を用いた。

注２：実証経営は、水稲15.0ha（うち乾田直播9.4ha)、小麦28.3ha、大
豆13.7ha。乾田直播の品種は「萌えみのり」である。

全刈り 坪刈り

ｋg/10a 本/㎡（％） 本/㎡ 粒/㎡ ｇ ％

2008 5.9 180（86） 610 691 546 31784 24.5 88.7

2009 5.2 144(79) 633 639 591 33063 24.0 80.8

2010 4.8 182(84) 615 636 492 31314 24.1 85.5

2011 4.6 96(61) 611 667 509 36925 24.2 75.4

注１）圃場は2007年に2筆を合筆して面積67.3a，土質は灰色グライ土

注２）品種は「萌えみのり」，注３）収量は粒厚1.9mm以上の精玄米

注４）登熟歩合は精玄米粒数の籾数に対する割合

千粒重登熟歩合
収　量

ｋg/10a

年度 播種量 苗立ち数(率） 穂数 籾数



寒冷地における産業用無人ヘリによる 
鉄コーティング種子湛水散播栽培 

目的と特徴 
・産業用無人ヘリコプターにより高能率播種が可能です。 
・省力的で低コストな栽培体系です。 
・耐倒伏性の強い品種に適しています。 
・慣行式と密封式の2種類の鉄コーティング方法の特徴を活かせます。 

連絡先：農研機構 東北農業研究センター水田作研究領域  tel 0187－66－2776 

成果 
・播種作業時間は平均14分・人/10a（3人作業） 
・苗立率は平均65％ 
・密封式は慣行式より出芽が4日早く、出穂が2日早いが、苗立率や収量は差がない。 

１０a当たり労働時間 ６時間 
収量 ６００ｋｇ／１０ａ ※1 

費用合計 全国15ha以上の80％ ※２ 
                                         

                                          ※１ 直播適性の高い品種を使用 

                                          ※２ ６０ｋｇ当たり 

   

一般品種移植栽培並み収量   

速い 穫れる 

苗立率は50％から80％ 

鉄コーティング 

保存可能 出芽早い 

密封式 慣行式 

特徴を活かす 

便利 

最高11分/haで播種 

収量614kg/10a 
倒伏程度0.1 
2012年秋田県大仙市 

東北で 
550ｈａ 

 
技術の完成状況 

★★★★☆ 

120402 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・水稲、秋田県中央地域以南、岩手県北上川下流地域以南 
対象農家 
・産業用無人ヘリを所有する法人や移植作業を委託している個人農家 
必要な道具 
・産業用無人ヘリコプター、カルパーコーティングマシン 
関連HP（成果情報） 
 www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/tarc/2010/tohoku10-01.html 

その他 
・「萌えみのり」のような直播適性品種を用いることが前提です。 

表１　各コーティングの特徴

事項 密封式 慣行式

コーティング
作業時間（分/5kg)

消毒,浸種     12.8
コーティング　 8.7

消毒,浸種          12.2
コーティング+乾燥  20.1

重量増加率(乾籾比）
鉄0.5倍重

1.90倍 1.68倍

コーティング時発熱 なし 不十分な乾燥で発熱

播種時発熱 開封後1時間以内に播種 発熱なし

常温保存性 5日 数ヶ月

個人コーティング 大規模コーティング

遅い播種時期 農閑期コーティング
活用場面

処理 播種 播種 1葉
日 量 到達 率 本数

g/m2 日数 % 本/m2

慣行 5.2 18.8 66 120
密封 5.0 14.9 64 113
検定 - *** ns ns
***は0.1%水準で有意差あり

表２　初期生育と苗立ち
苗立

表４　無人ヘリ体系の米生産費用等(2年平均）

項目 単位

10aあたり費用合計 円 68,776 ( 93 )

　資材費 円 46,072 ( 121 )

　償却費 円 14,578 ( 90 )

　労働費 円 8,126 ( 41 )

10aあたり労働時間 時間 5.8 ( 42 )

10aあたり収量 kg 580 ( 115 )

60kgあたり費用合計 円 7,132 ( 81 )

実証試験
（統計比％）

統計比は農林水産省「農業経営統計調査平成
21年産米生産費」の全国15ha以上に対する比

品種 栽培 処理 検査

法 等級

1-3 0-5

萌えみ 散播 慣行 8/14 619 1.3 0.0 70.7 0.1

のり 密封 8/12 619 1.3 0.0 70.6 0.1

一般 移植 591 1.2 1.2

一般品種・移植栽培の倒伏程度は一部の試験場所のデータ

一般品種は「ひとめぼれ」、または「あきたこまち」

倒伏

程度

-3～3

稈長

 cm

食味

官能

表３　出穂期、全刈収量、検査等級と倒伏程度

出穂期 全刈

収量

kg/10a



大豆小畦立て播種栽培技術の 
大規模水田農業経営体における導入効果 

目的と特徴 
・水田転換畑での湿害を軽減する大豆の畦立て栽培を簡便かつ低コストに行うため、代かきハロ
ーを用いた「大豆小畦立て播種栽培技術」の開発を行いました。 
・代かきハローの耕うん爪の配列を変更することで、畦高さ10cm程度の畦立て同時播種が可能
となります。 
・大豆小畦立て播種機は、浅耕による低所要動力や作業機の軽量性を活かして、30～40PSクラ
スの中小型トラクタを利用でき、時速２km程度の高速作業が可能です。 

連絡先：岩手県農業研究センター プロジェクト推進室  TEL 0197-68-4412 

成果 
・小畦立て播種栽培は、水田大豆の湿害を軽減し、慣行平畦栽培に比べて概ね1５ ％増収し
ます。 
・１行程で３～４条の施肥・播種作業が、１ha当たり３～４時間程度で可能であり、１台で
水田大豆14～20haの大規模経営体に導入できます。 

１０a当たり労働時間 約３時間 

収量 ２３５ｋｇ／１０ａ  

費用合計 東北平均の３７％ ※１ 

                                         

                                               ※１ ６０ｋｇ当たり                                  

 
技術の完成状況 

★★★☆☆ 

120403 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・大豆、全国 
対象農家 
・大豆を水田輪作に取り入れている経営、大規模に水田大豆を導入したい経営 
必要な道具 
・代かきハロー、ドリルシーダなどの播種ユニット 
関連HP（成果情報） 
http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H19/hatasaku/H19hatasaku010.html（成果
情報）、http://www.pref.iwate.jp/~hp2088/（オンラインマニュアル、岩手農研HP） 

増収効果 

小畦立て 慣行平畦

所内（北上市） 27.7 23.1 120
現地（花巻市） 29.6 27.3 108
所内（北上市） 28.1 21.9 128
現地（花巻市） 33.6 31.2 108
所内（北上市） 30.8 30.1 102
現地（花巻市） 25.6 21.9 117
所内（北上市） 38.8 38.2 102
現地（花巻市） 36.9 35.1 105
所内（北上市） 32.7 32.2 102
現地（花巻市） 32.2 18.7 172

2007～2011年平均 31.6 28.0 116

年次 場所

子実重(kg/a) 子 実 重 慣 行
対比率(%)

慣行平畦栽培に対する小畦立て栽培の子実重

2010

2011

2007

2008

2009

慣行と小畦立ての子実重の有意差注1 （対応のあるt検定）＊

注1）＊；危険率5%で有意差有り

大豆小畦立て播種栽培を導入した場合の経営収支モデル
実証経営

(2009～2011年)
単位 (a) (b) b/a(％)

作付面積 ａ 98 1,304 1330

費用合計 円/10a 50,933 26,661 52
労働時間 時間/10a 14.06 2.83 20
収量 kg/10a 167 235 141
60kg当たり費用合計 円/10a 18,299 6,817 37

2003年統計 比

充実したオプション 

経営的な導入効果 

マニュアル等の公開 

技術マニュアル冊子版 Web版動画マニュアル 



大豆の有芯部分耕播種栽培 

目的と特徴 
・大豆の収量増収のためには、湿害等の影響を回避する必要があります。 
・ロータリの播種床に位置する部分の爪を外して耕耘を行います。 
・畝間耕起部の排水促進による湿害回避と丌耕起部の保水による乾燥害の回避が可能です。 
・丌耕起部分が必要なので、事前耕起は丌要で水田転換初年目のみの技術です。 
 

連絡先：農研機構 東北農業研究センター 水田作研究領域  tel ０１８７－６６－１２２１（代表） 

成果 
・生育期間中の土壌水分が安定し、大豆収量は都府県平均よりも高くなり、60kg当たりの費 
 用合計（2009年）は、都府県平均に比べて約70％に減少します。 
・事前耕起は無くなるが、発芽苗立ちの向上のために播種作業速度が低下するため、顕著な  
 労働時間の減少はみられません。 

１０a当たり労働時間 約７．３時間 

収量 約２００ｋｇ／１０ａ  

６０ｋｇ当たり費用合計 都府県平均の約７０％                     

ロータリの播種床に位置する部分の爪を外して耕耘 

事前耕起しないで一工程による耕耘同時播種 

東北で68ha導入 
(2009年） 

 
技術の完成状況 

★★★★☆ 

120404 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・大豆、全国 
対象農家 
・水田輪作農家 
必要な道具 
・市販ロータリーを改変（爪を外す） 
関連HP（成果情報） 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/003843.html 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/018139.html 

その他 
・耕起以外の管理条件（施肥、除草剤散布、中耕・培土等）は慣行同様に実施します。 
・砕土性と作業速度確保にはアップカット（逆転）ロータリの利用が有効です。 

乾燥時土壌含水率（体積％）
全層耕起 有芯部分耕

13.2% 15.2%

21.9% 36.6%

湿潤時土壌含水率（体積％）
全層耕起 有芯部分耕

31.4% 30.3%

65.1% 56.4%

：不耕起部

図　　耕起法と土壌含水率との関係．
　上部は地表面0～8ｃｍ，下部は地表面8～16ｃｍ．

３ 

有芯部分耕では不耕起部分の含水率が安定 

（変動が小さい） 

耕起法と作業機および作業速度との関係
　耕起法 事前耕起 播種速度

慣行法 ロータリ ロータリまたはハロー

（2工程） 0.4～0.8km/h 3～5km/h

有芯部分耕 － ロータリ

（1工程） 正転：0.4～0.7km/h
逆転：0.8～1.5km/h

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009

年

収
量
（
g/
1
0
a）

有芯部分耕

都府県平均

有芯部分耕（現地試験）による全刈収量と 

都府県の平均収量 

開発技術の省力効果 

作
業
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間
（時

間
/1

0
a
） 

開発技術の経済性評価 
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耕うん同時畝立て播種機の汎用利用による 
平高畝を活用した麦－大豆体系 

目的と特徴 
・耕うん同時畝立て播種機の汎用利用を進めるため、大豆狭畦栽培の導入による麦・大豆の平高
畝を利用した体系を開発しました。 

・耕うん同時畝立て播種技術により湿害を軽減できるだけでなく、麦ー大豆体系における機械の
汎用利用ができるとともに、大豆の狭畦栽培により耕うん爪配列交換を省略し、1工程による
適期播種が可能となります。 

・大豆の狭畦栽培により大麦あとの晩播においても生育量の早期確保が可能となります。 

連絡先：農研機構 中央農業総合研究センター tel ０２５－５２３－４１３１ 
長野県農業試験場          tel ０２６－２４６－９７８３ 
富山県農林水産総合技術センター   tel ０７６－４２９－２１１１ 

成果 
・麦類、大豆ともに平高畝を利用するため、耕うん同時畝立て播種機の仕様変更が不要です。 
・大麦後晩播でも大豆狭畦栽培により生育量の早期確保が可能で、中耕・培土作業も不要です。 
・平高畝による耕うん同時畝立て播種栽培は現地の慣行方法と比べ、大麦、大豆が増収します。 
・本技術導入により、費用削減が可能です。 

収量が向上  大麦２割以上 
       大豆１割以上 
労働時間が短縮 大豆で５割 
費用が削減  大豆２割以上 

時間的余裕のない作物間の作業競合を解消し、 
 大麦収穫後すぐに大豆播種できて、生育量の早期確保が可能 

耕うん同時畝立て播種機による平高畝を用いた体系は 
 ・高さ10cm以上の畝に播種するため、湿害軽減 
 ・１工程化による耕起作業の削減 
 ・大豆狭畦栽培の導入による耕うん爪配列変更作業の削減 

・アップカットロータリの耕うん爪の 
 向きを変え、土が畝中心に移動する 
 よう調整にすると、高さ約1０cm以上 
 の平高畝が耕うんと同時にできます。 
 
・麦類も大豆も同じ耕うん爪配列で 
 使用できるため耕うん爪や播種機の 
 交換が不要です。 

標準配列 内向き 内向き 

麦類 

大豆 

アップ 

カット 

ロータリ 

施肥播種機 

 
技術の完成状況 

★★★★☆ 

120405 
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委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・麦類、大豆、都府県 
対象農家 
・水田ほ場で麦類と大豆を輪作して作付けする耕種農家 
必要な農機具 
・ホルダー型アップカットロータリー、施肥播種機 
関連HP 
・ 2013年７月公開予定 
その他 
・麦あと大豆晩播狭畦栽培を行う場合には、地域により品種、播種量に留意してください。 

慣行播種と耕うん同時畝立て播種の播種方法の比較 

２工程で実施 

慣行播種 

耕うん同時 
畝立て播種 

約33分/10a 

約24分/10a 

約3割削減 

・大麦の収量は、３つの現地試験平均 
 で３割（約70kg/10a）増収。 
・大豆の収量は、３つの現地試験平均 
 で約３割（約60kg/10a）増収。 

本技術のコスト 

新技術導入の１俵あたり費用合計は、 
生産費調査の全国平均に比較して 
  大麦は同等ないし約１割、 
  大豆で２割ないし４割の削減 

事前耕起 

１工程で実施（耕うん同時畝立て播種） 

播種 

N県の事例 

大麦・大豆の１俵あたりの費用 
１俵あたりの単位は、大豆が60kg、大麦(皮麦）が50kg 

本技術の導入地域 

平成24年度 
大麦－大豆体系での導入実績 
富山県で２経営体約6ha 
長野県で５経営体約30ha 

実証試験地における大麦・大豆の収量(2009～2011年) 

耕うん同時畝立て播種による増収効果 

上越市 富山市 松本市
0

100

200

300

400

500

 

大麦
 
 

1
0
aあ

た
り

収
量

(k
g)

上越市 富山市 松本市

 

大豆
 実証試験地
 対照



幼虫が確認しにくく、慣行防除は暦防除が主体 

スリットトラップを活用した 
ホソヘリカメムシの効率的防除 

目的と特徴 
・ダイズの低収量の大きな要因としてカメムシ対策が効率的でない事例があげられます。 
・吸実性カメムシ類防除は幼虫が確認しにくいため暦防除が主体です。また、発生状況が考慮さ
れていないため、簡易な発生予測法を開発し、効率的な防除を図りました。 
・開花期を目安にした防除体系（慣行防除２回以上）を改善し、トラップにより侵入時期を把握
した防除（適期防除１回）が可能になりました。 
・本防除法は、慣行防除（2回）とほぼ同等の防除効果を示し、経済効果も高いです。 

連絡先：山口県農林総合技術センター  tel 083－927－0211(代) 

成果 
・子実肥大初中期のスリットトラップによる捕獲数は幼虫発生量や被害粒率との相関が高い。 
・子実肥大初中期にトラップ捕獲数が10頭を越えると被害粒率15%を越えるリスクが高い。 
・トラップによる適期防除（1回）は慣行防除（2回）と防除効果は同等です。 

スリットトラップに 

よる防除判断 

ホソヘリカメムシの侵入を確認し、適期1回防除 
（慣行2回防除と効果は同等） 

トラップは1集落に１個（設置経費3,366円／ha） 
（無人ヘリ経費３５，２０３円／ha）           

慣 

行 

１ 

慣 

行 

２ 

スリットトラップ 

 
技術の完成状況 

★★★☆☆ 
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委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・大豆、西日本（子実肥大期が8月下旬以降の作型） 
対象農家 
・大豆を大規模に栽培している農家、集落営農組織、法人経営 
必要な道具 
・スリットトラップ、フェロモン 
関連HP（スリットトラップ関係） 
 http://www.fjf.co.jp/jp/ecomon/product/index.html 
その他 
・トラップは、集落でカメムシ類の被害の多い山間地に近い大豆圃場の端に、高さ1mのいぼ  
 竹を立て設置します。ミナミアオカメムシ・アオクサカメムシなどが多い場合は、追加防 
 除が必要となります。 

設 

置 

図１ スリットトラップによる防除判断技術 

図２ トラップによる適期防除（1回）の防除効果 

表 スリットトラップ設置の経費と防除経費の比較 

スリットトラップは、山口県農林総合技術センター
と富士フレーバー（株）の共同開発です。お問い
合わせ先は、下記のHPをご覧ください。 



不耕起播種機を用いて生産費を40％削減する 
水稲-小麦－大豆輪作体系 

目的と特徴 
・前作作物の収穫後、耕起・砕土することなく、不耕起状態の圃場に播種できる「ディスク駆動
式不耕起播種機」を水稲や麦類、大豆の播種作業に汎用利用し、耕起を省略した不耕起栽培、
あるいは耕起圃場の播種作業に使用し、省力・高能率な輪作体系を構築しました。 
・不耕起播種機を用いた輪作体系を個別経営や集落営農によるブロックローテーションを実施し
ている大規模営農に導入し、労働時間の短縮や、生産費の削減効果を明らかにしました。 

連絡先：農研機構 中央農業総合研究センター  tel ０２９－８３８－８８２２ 

成果 
・ディスク駆動式不耕起播種機を用いて、前作収穫後の耕起なし圃場でも、耕起・整地した
圃場でも、作業速度３～５㎞/hの高速で播種可能です。  
・梅雨期に大豆を播種する関東においては、不耕起播種により適期播種が容易になります。 
・水稲乾田直播、小麦および大豆を組み合わせた60ha程度の大規模経営による実証栽培で、
慣行体系に比べて労働時間を最大で70％短縮し、60㎏当たり生産費を40％削減できた。 

不耕起播種機の外観と播種機構 

深さ規制タイヤ 

作溝ディスク 不耕起播種機の特徴 
①作溝ディスク：アッ
プカット方向に回転し
て、前作物の残渣を排
除しながらＹ字型の播
種溝を作る 
②独立懸架：作溝ディ
スクは、各条が独立し
て懸架され、田面の凹
凸に追従して一定の深
さで播種できる 
③不耕起により、トラ
クタに要する動力が小
さく、高速で作業が可
能 

 不耕起播種機を用いた体系は、 

 ・耕起・整地の作業が不要で、作業体系を簡略化できる 

 ・適期に効率よく播種でき、降雨による作業の制約が尐ない 

 ・播種作業を高速化できる 

 不耕起播種機を用いた体系（水稲-水稲-小麦-大豆の３年４作）は、慣
行体系（ロータリシーダを用いた体系）に比べて、 
 ・労働時間を70％短縮できる 
 ・60㎏当たり生産費を40％削減できる 
 ・規模拡大が容易で、60ha程度の大規模営農の導入事例あり 

 
技術の完成状況 

★★★★☆ 

120407 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・水稲、麦類、大豆、温暖な平坦地 
対象農家 
・水稲（乾田直播）、麦類、大豆を作付けする大規模営農、あるいは集落営農組織 
必要な道具 
・トラクタ（50ps以上）、レーザー均平機・鎮圧ローラ（乾田直播）、乗用管理機（除草剤
散布）、サブソイラ、明渠作溝機（排水促進用） 
関連HP（成果情報） 
「不耕起播種機を用いて生産コストを40％削減する水稲-麦類-大豆水田輪作体系」（平成
23年度普及成果情報） 
その他 
・田畑輪換栽培に適した用排水の良好な圃場を必要とします。 

注）水稲乾田直播では別時期に耕起・整地・均平、小麦では耕起、大豆では不耕起で播種 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下

（月）

（旬）

水稲
乾田直播

小麦

大豆

耕起・砕土・均平
畔ぬり
明渠作溝

施肥
播種

入水浅水湛水

除草剤① 除草剤②除草剤③病虫害防除

（播種後・出芽前）
〔非選択性〕

〔茎葉処理〕（様子を見て）
〔茎葉処理〕

落水 収穫

稲わら
処理

施肥
播種

追肥

除草剤病虫害防除

〔土壌処理〕

麦踏 収穫
明渠
作溝

土改材
散布
耕起

追肥
〔茎立期〕 〔出穂期〕

不耕起
播種

除草剤①

（播種前）
〔非選択性〕

作土層

破砕

除草剤②

（出芽前）
〔土壌処理〕

除草剤③

（様子を見て）
〔茎葉処理〕

病虫害防除

収穫〔投入する新技術〕

ロータリシーダの
使用もあり

茎疫病回避のため
無施肥栽培

麦稈
処理

コンバインカッターで20㎝
以下に細断された麦稈は
無処理で対応可

排水性不良圃場で実施

「コシヒカリ」

「農林61号」
「きぬの波」

「タチナガハ」
「納豆小粒」

不耕起播種機を用いた作業体系 
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水稲２作目

水稲１作目

合計 49,980

比率 (100)

30,220
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慣行体系 実証体系
（茨城2009年） （2009～11年）

慣行体系 実証体系
（茨城2009年） （2009～11年）

70％
短縮

40％
削減実証栽培面積

（2011年）
大豆37ha
小麦34ha
直播水稲2ha

2011年収量
大豆

193㎏/10a
小麦

402㎏/10a
直播水稲

390㎏/10a

 労働時間の比較               60㎏当たり生産費の比較 

慣行体系の労働時間は 

農林水産統計 2009年茨城 

県平均の数値を用いた 

慣行体系の生産費は 

農林水産統計 2009年 

茨城県平均の数値を用 

いた 

不耕起播種機を用いた体系の労働時間と生産費 



左：普通耕     右：小明渠浅耕 

小明渠浅耕播種機を用いた省コストな 
水稲-小麦－大豆の2年3作輪作体系 

目的と特徴 
・小明渠浅耕播種機は市販ロータリシーダまたは播種機付き汎用ロータリに、３つの部品で構成
される作溝・畦成形ユニットを装着することで、容易に構成できます。 
・小明渠浅耕播種機は大豆、麦類や水稲乾田直播に汎用播種機として適応できます。 
・小明渠浅耕播種機を水稲－小麦－大豆となる2年3作輪作体系で汎用利用できるようにし、数値 
目標として作業時間を７０％削減、生産費を５０％削減となる低コスト生産を目指しました。 

連絡先：農研機構 中央農業総合研究センター東海研究拠点  tel ０５０－３７３２－６４５０ 

成果 
・水稲－小麦－大豆の2年3作輪作体系で50haで水稲移植栽培と組み合わせて経営した場合、 
 慣行体系に比べて、作業時間を57％、生産物60kg当たり費用を43％削減できます。 
・湿害を軽減できるので、水稲乾田直播、小麦、大豆の収量は慣行と同等以上になります。 

小明渠浅耕 
耕深 5cm 

大豆 
出芽良好 

普通耕 
耕深 

12cm 

ロータリ両側にあるサイドディスクで小明渠を作溝 
未耕部分は水が浸透しにくい。雨水は小明渠に集まる 

小明渠浅耕播種機を利用した 
水稲－小麦－大豆2年3作輪作体系 

排水性良好により出芽は良くなる 

水稲 

乾田直播 

小明渠 

浅耕播種 

小麦 

小明渠 

浅耕播種 

栽培 

大豆 

小明渠浅耕播種 

晩播・狭畦密植栽培 

ロータリシーダｰに３つの部品を
取り付けるだけで 

小明渠浅耕播種機ができます 

 
技術の完成状況 

★★★★★ 

120408 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・水稲・小麦・大豆、温暖地 
対象農家 
・水稲ｰ麦類ｰ大豆による水田輪作を取り入れている経営、乾田直播を導入したい経営 
必要な道具 
・幅2.4mロータリ、播種機ユニット、50PS以上のトラクタ､小明渠作溝・畦形成ユニット 
関連HP（成果情報） 
2012年度普及成果情報「小明渠浅耕播種機を用いて生産費を43％削減する2年3作輪作体
系」 
その他 
・ほ場から排水できる排水路があることが前提です。 

移植16、直播10、小麦24、大豆24 
面積比率で加重平均 

2年3作輪作体系の作業時期と作業時間 

水稲・小麦・大豆の生育・収量 

現地実証試験による生産物60kg当たりの生産費 

経済性評価条件： 
 水稲26ha（内乾田直播10ha）、 
  小麦24ha、大豆24ha 
 基幹1名、補助3名(常時1名、期間2名） 

主要機械装備： 
トラクタ2台、ロータリ、代掻きハロー、畦塗り機、レーザーレベラー、ブロードキャスタ、 
乗用管理機、田植機、育苗ハウス、農舎、4ｔトラック、軽トラック、フォークリフト、溝掘機、 
自脱コンバイン、大豆コンバイン、乾燥機4台、籾摺り機、選別・計量器、出芽機、 
播種プラント、施肥播種ユニット、小明渠作溝・畦成形ユニット等 

作物  年 作業体系等
苗立数
(本/㎡)

苗立率
(％)

収量
(㎏/10a)

小明渠浅耕 78 42 543 a

移植 - - 496 b

小明渠浅耕 123 55 a 496 a

平畦普通耕 107 50 a 448 a

小明渠浅耕 15.1 77 a 313 a

中耕培土普通耕 7.3 60 a 320 a

収量
(㎏/10a)

505

511

502

509

391

322

227

153

注1.記号が異なると5%水準で有意差

注2.下段の実証試験収量は2007～11年のコンバイン収量平均値

注3:実証の水稲部門は、直播10haと移植16haを組み合わせた設計

小麦
小明渠浅耕播種（条間約25cm）　実証試験

2008年東海地域統計平均

大豆
小明渠浅耕播種（晩播・狭畦密植）実証試験

2008年東海地域統計平均

実証試験結果と統計数値との比較

水稲

実証　直播10ha＋移植16haとした加重平均

小明渠浅耕（乾田直播）　実証試験

移植栽培　実証試験・・・・・・・・・

2008年東海地域統計平均

水稲

2012小麦

大豆

小明渠浅耕播種技術組込体系（面積比率が水稲26：小麦24：大豆24となる加重平均） 7,626円

2008年東海地域平均コストから算出した加重平均コスト（面積比率は上欄と同じ水稲
26：小麦24：大豆24とした）

13,470円

小明渠浅耕播種技術組込体系（面積比率は乾田直播10：移植16の加重平均） 8,300円
小明渠浅耕播種栽培・乾田直播 8,609円

大規模育苗施設利用（実証生産者実測）・移植栽培 8,107円
2008年東海地域平均コスト(面積99%以上で移植栽培) 16,813円
小明渠浅耕播種栽培（条間約25 cm、2.6m単位に小明渠作溝、額縁明渠） 6,732円

2008年東海地域平均コスト（標準栽培は条間20-25cm平床播種・10ｍ単位に明渠作
溝・額縁明渠有）

7,164円

小明渠浅耕播種体系（７月下旬晩播、狭畦密植栽培・条間約40cm、2.6m単位に小明
渠作溝、無中耕無培土栽培、額縁明渠）

7,790円

2008年東海地域平均コスト（標準栽培は７月上旬播種・条間約65cm・中耕培土栽培・
額縁明渠）

15,206円

水稲-小麦
-大豆輪作

体系

水稲

小麦

大豆



地下水位制御システムの導入条件および 
水稲作における節水効果 

目的と特徴 
・①新たに地下水位システムを導入する場合、②導入したシステムの有効活用、に係る情報です。 
・①地下管から下の土から漏水が多いと、地下かんがいが困難です。導入に先立ち、土を掘って
地下管を埋める深さ（60cm）より下の土の状況を調べることが大事です。 
・②水稲栽培では、給水側と排水側の設定水位を地表面より数センチ上に設置して、用水の補給
時期（代かき時期と中干し直後以外）に地下かんがいすると、用水の節水と水管理労力の大幅
な軽減が期待できます。 

連絡先：農研機構 農村工学研究所  tel ０２９－８３８－７５４４ 

成果 
・①地下管から下の土からの漏水について、土壌断面調査で定性的に判定します。グライ層
がない場合は、透水性調査による定量的な判定（次ページ）を行います。 
・②地下水位制御システムの水位制御機能の水稲栽培への活用例です。 

【漏水の心配が少ない】 
地下60cmに青い土 

（グライ層）あり 

【漏水の心配あり】 
右のような青い土がない 

（２ページを参考に調べる必要） 

地下管からの漏水は、 

地下かんがいの 

最大の懸念事項 

・水位制御により無効放流防止 → 節水（用水の節減） 

・水管理にかかる労力（給水栓の開閉など）が大幅に軽減 

給水側 
地表面+5cm 

にセット 

排水側も 
地表面+5cm 

にセット 

 
技術の完成状況 

★★★☆☆ 

120409 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・①地下水位制御システムの導入を検討している地区、②導入した水田における水稲栽培 
対象農家 
・水田輪作を実施している営農組織や農家 
必要な道具 
・①透水試験機器（市販されている） 
関連HP（成果情報） 
http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nkk/2008/nkk08-21.html 

その他 
・透水試験機器・方法については、試験研究機関等にお問い合わせ下さい。なお、フロート
式の給水器が付いていない地下水位制御システムでは、同様な効果は期待できません。 

深さ60cm以下に青い土（グライ層）がない場合 

調査法 調査例 

【円筒で採取、透水係数測定】 

【中空円筒で、浸透速度測定】 

図 地下水位制御システムによる用水量節減（左）、排水量削減（右）効果 

  （※ 対照ほ場の用水量が極端に少なかった2010年は例外的）  

※安定した地下かんがいの目安 
 透水係数 約 1×10-5 cm/s以下 
 （浸透速度 約10mm/日以下） 

【地下かんがい困難な水田】 

※深さ60cmの土の透水係数、 
 浸透速度とも、安定した 
 地下かんがいの目安を 
 大幅に超過 



代かきによる地下水位制御システムの排水機能低下
と簡易な機能回復技術 

目的と特徴 
・地下水位制御システムの営農現場での有効活用に関わる情報です。 
・システムの給水・排水能力は、水稲栽培における代かき作業によって低下します。何も手を打
たないと、水稲あとの水田は排水不良となり、次の麦や大豆の栽培に影響が出ます。 

・水稲収穫後に補助暗渠（弾丸暗渠）を2m程度の間隔で再施工することにより排水能力が回復
し、後の作業が楽になり、作物の生育も順調になります。 

・写真のモミガラ充填補助暗渠は、通常の弾丸暗渠の再施工では機能回復が不十分な場合や粘土
質な水田で効果が発揮されます。 

連絡先：農研機構 中央農業総合研究センター北陸研究センター  tel ０２５－５２３－４１３１ 
             農研機構 農村工学研究所  tel   ０２９ー８３８ー７５４４ 

成果 
・給水能力を回復させるためには、弾丸暗渠の深さは40cmが目安となります。 
・圃場内作業時間は、45～60分/10a程度です（籾殻充填補助暗渠2m間隔施工、3人組作
業）。施工間隔や土壌条件によっては更に早く作業ができます。 

何も手を打たないと排水性が低下 

＋ 

【地下水位制御システム】 
【代かき作業】 

排水不良 排水性回復 

弾丸暗渠の再施工 補助暗渠施工 

機能回復 

 
技術の完成状況 

★★★☆☆ 
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委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・地下水位制御システムを導入した水田における輪作 
対象農家 
・麦・大豆を水田輪作に取り入れている営農組織や農家 
必要な道具 
・S社製 SPF31K、籾殻袋（籾殻約４～８m3/10a） 
その他 
・留意点： 
１）粘質な土壌では、圃場を乾燥し、補助孔付近に亀裂を発達させることが重要で、その影

響については現在、検討中です。 
２）作業速度が遅くなると籾殻使用量が大幅に増えるため、流量を絞る必要がありますが、

これについては現在検討中です。 

図２ 排水性低下に関わる補助暗渠の閉塞 

（左：閉塞（水稲作後）、右：正常（施工直後）） 

赤線が本暗渠の埋設位置 

図３ 籾殻弾丸暗渠施工の留意点１ 
 

弾丸暗渠は本暗渠の埋設位置を越えて施工して下さい。
そうしないと、弾丸暗渠を通じた水が圃場外へ排水され
にくくなります。 

図１ 大豆の収量に対する効果 
 

籾殻弾丸暗渠を再施工すると排水
性が回復し、生育量が増加して大
豆は増収します。 

図３ 籾殻弾丸暗渠施工の留意点２ 
 

本暗渠の疎水材に弾丸暗渠が届か
ないと効果が低くなります。 

また、写真の様に疎水材が劣化して
くると効果が劣ります。 

本暗渠 

疎水材 

約２５ｃｍ 



RTK-GPSを用いた圃場面の 
省力・高精度均平化技術 

目的と特徴 
・効率的な機械等による作業体系の導入を可能とするうえで、圃場面の均平化は不可欠な条件で
す。特に、乾田直播の導入に伴う、苗立ちの向上や水管理の適正化に均平化は重要です。 
・RTK(Real Time Kinematic)-GPS測位技術を活用した精密農業の展開によって、農作業等の
省力・軽労化の実現と生産コストの大幅削減を目指しています。 

連絡先：農研機構 農村工学研究所  tel 029－８３８－８１９３ 

成果 
・RTK-GPS測位システムの田面均平への活用による作業時間の削減は、計測作業で64.0％、 
 作業人数を考慮すると82.0％、整地作業では32.3％、均平度は90％程度を確保できます。 
・1.2mの高低差で窪地が多く停帯水による湿害が発生している畑地において、傾斜均平を実 
 施し、レーザーでは不可能な急傾斜均平が可能であることを確認しました。 

①圃場の外周、高低差を作業前に計測 

②圃場高低マップ、切土・盛土、土量計算、 
 面積計算可能 
③レベラーの仕上げ区域・高さを、圃場内で 
 自由に設定可能 
④リアルタイムで機械の位置・高低差を把握、 
 高能率な均平作業が可能 
 （複数台の並行作業が可能） 
⑤3次元位置が高精度（誤差±2cm）に計測 
 でき、最高均平精度は高低差±2cm 
⑥モニターを見ながら、夜間作業が可能となる 

計測走行軌跡と作業前・完了前の均平状況 

RTK-GPSレベラーの特徴 

RTK-GPSレベラーの構成 

レーザーレベラーと比較して 

均平化作業時間は32％削減  
       1ha当たり136分から92分 
 
現況水準測量は84％削減       90分から14分 
完了水準時間は85％削減               82分から12分 
 

1ha当たりの合計作業時間削減率は60％ 
整地後の均平度（±2.5cm以内）はレーザーと同等 作業途中のパソコン画面 

①レーザー光線の錯綜問題が解消する 

②圃場面積拡大による精度の劣化がない 

③発光器の移動や設置の手間が省略される 

④ＧＰＳ基地局はセッティングが不要となる 

⑤風の影響による発光器の転倒などの心配不要 

⑥雨の影響を受けにくい 

⑦作業前の測量、切盛計算、実作業が同時進行 

⑧共同使用のためランニングコストは減少する 

ＧＰＳ基地局を設置の利点 

 
技術の完成状況 

★★★★★  

120411 



委託プロジェクト研究（水田底力プロ） 
平成25年3月 農林水産省農林水産技術会議事務局研究統括官室 

対象作物、普及対象 
・水稲、水田転換作物、畑作、全国 
対象農家 
・大規模に水田輪作を展開する経営、乾田直播を導入した経営、大規模な畑作 
必要な道具 
・トラクタ、レベラー、プラウ、RTK-GPS装置 
関連HP（成果情報） 
その他 
・RTK-GPSによる均平システムは、水田地帯では均平作業の省力化・作業集中の緩和、乾
田直播や無代かき移植に必要な田面均平度の確保、圃場面傾斜化による湿害の回避、畑地帯
では窪地の解消、停帯水による湿害や凍害の防止などに有効な技術であり、これらへの適用
検討が望まれます。 

北村圃場作業フロー

トラクタセッティング作業

GPS基地局設置

外周測量

現況圃場水準測量

均平作業計画（自動設計）

粗耕起・砕土作業

レベラー作業

完了時水準測量

まとめ

GPS田面均平の作業フロー 

RTK-GPS基地局    現況圃場水準測量    レベラー作業 

水準測量と水平整地均平の作業時間（単位：min/ha） 
                         

作業項目 ①レーザー ②ＧＰＳ ②－① 削減率％ 備考  
外周計測       0       5                          5      - 中富良野の作業時間 
現況水準測量     45(90)     14  -31(-76)  68.8(84.4)    
完了水準測量     41(82)     12  -29(-70)  70.7(85.4)   
整地均平作業  136     92   -44   32.3  海津の作業時間  
計  222(308)   123  -99(-185)   44.6(60.0)    
 
( )内は計測人員数を考慮。レーザーが2人、GPSが1人であり、レーザーの計測時間は人数×時間とした。 
整地後の均平度(±2.5cm以内)は、レベラーが83.3％、GPSが87.5％であった。 

 

RTK-GPS車載（キャビン内）機器類 

水田圃場整地作業前後の比較 

畑圃場整地作業前後の比較 

凹地が圃場端部に移動し湿害解消 
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