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稲作機械化技術の展開と課題
−新たな移植技術と直播を中心として−
Development and Subjects on Rice Mechanization Technology
-Recent trend of new rice planting methods and direct seeding-

梅 本 雅 ＊ （ Masaki UMEMOTO）

＜要約＞
本論では，稲作機械化技術，特に近年省力化技術として注目されているロングマット水耕苗移植技術と直播栽
培技術を中心に，その展開や課題を整理し稲作技術の開発と普及の今後の取り組み方向を，次の３点に整理した。
第１は多くの農業者が求め，また，消費者からも要望が高い技術である有機栽培，あるいは減農薬・減化学肥
料栽培に関する技術開発への取り組み強化である。
第２に乾田直播における除草剤の散布回数の削減である。特に，直播栽培を技術体系として安定性の高いもの
とすると同時に，生産者に受け入れ易い技術の高度化研究が不可欠の課題となっている。
第３は水田輪作体系の構築という点から見た，望ましい稲作技術の明確化である。特に地力低下への対応，雑
草制御のあり方，作付体系のあり方など，総合的な研究の取り組みが必要である。
Key Words：稲作機械化技術，ロングマット水耕苗移植，直播栽培，乾田直播，水田輪作体系

１．問題意識

このような問題意識から，本論では稲作機械化技術を
中心に，その展開や課題を整理し，構造変革の手段とし

米は日本農業の基幹作物であるとともに，日本人の生

ての技術開発・普及に今後どう取り組むべきかを考察す

活や文化において象徴的な意味を持っている。そのため，

る。なお，稲作に関してこの機械化技術，及び機械化体

長年に渡って稲作に関する試験研究や技術開発がなされ

系注１）に注目するのは，その技術開発・普及において，ま

てきた。その結果として，日本の稲作技術は，生産性や，

さに日本的特質を持った展開が見られたからであり，こ

そこから生み出される米の品質において，また，一つの

のことは，今後の稲作技術の開発や試験研究のあり方を

技術体系という観点からも世界的に優れたシステムへと

考えていく上で重要な示唆を与えると考えるからであ

築きあげられてきた。

る。そのため，以下では，これまでの稲作機械化技術の

しかし，後述するように１９７０年代から８０年代にかけ

開発・普及動向や技術的特徴を主な作業場面毎に検討す

て中型機械化体系が形成され，それが安定性，省力性，

るとともに，今日の水田作経営の技術的課題を踏まえな

あるいは日本的な美的感覚からも満足のいく標準化され

がら，今後の稲作技術開発の方向について考察する。

た栽培システムとして確立されて以降，稲作に関する技
術開発は，大きなターゲットを見失っているように思わ
れる。特に，水田における総合的な技術の体系化という

２．稲作機械化技術に関する
試験研究・普及の動向と特徴

観点から将来方向は十分提示されておらず，また，様々
な技術革新がなされたにもかかわらず，それらはわが国
の水田農業の構造変革をもたらし得なかった。

１）戦後の稲作技術の展開
日本の稲作は，戦後，様々な技術開発により生産性を
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しかし，それらは技術体系の基本的性格という点では大
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きな変更をもたらすものではなく，今日なお，１９７０年代
に形成された中型機械化体系が，日本の稲作技術の骨格
となっている。

２）中型機械化体系の問題点
上述したように，中型機械化体系の開発によって，兼
業農家による休日を利用した稲作でも安定した収量が確

図1

稲作における単収と労働時間の推移

保されるなど，日本の稲作技術は高度に標準化された技

資料：農林水産省統計情報部「米及び麦類の生産費」各年次。なお，労働
時間の大規模層は，１９７０年以降は５ha以上，それ以前は３ha以上
層のデータである。

術として定着した。一方，省力化によって，１９７０年代に

向上させてきた。図１は，１９５５年以降の水稲の１０a当

現在では，労働力２人で水稲を１０ha以上栽培する大規

たり収量（土地生産性）と全階層平均及び大規模層の１０

模な家族経営も現れている。このように，栽培システム

a当たり稲作労働時間（作業効率）の推移を示したもので

としては一見すると完成されたとも言えるが，同時に，

ある。水稲収量は，１９５０年代から６０年代に大きく増加

現実の営農場面では様々な技術的課題が生じている。

は１戸当たり３ha程度が限界規模であったのに対して，

しているが，これは，保温折衷苗代の普及や，耐病性，耐

例えば，大規模経営では図１に示したように，ここ数

冷性，耐倒伏性を備えた品種の開発と，それら品種特性

年１０a当たり労働時間は概ね同水準で推移しており，省

に合った栽培方法の改良によるものであった。

力化に関してほぼ限界に達してしまっている。そのため，

一方，戦後の除草剤の開発や動力耕耘機の普及により

規模拡大とともに追加的な機械施設投資が必要となりコ

農業者は手作業による除草や耕起などの重労働から解放

ストダウンが進まない，あるいは，育苗や移植の際の苗

され，稲作労働時間は１９５０年代から６０年代にかけて大

箱の取扱いや，畦畔草刈り，籾摺調製など人力で行わな

きく減少した。さらに，１９７０年代に入ると，トラクタ，

ければならない作業が多く，作業者の労働負荷が大きい

田植機，バインダ，コンバインを中心とする中型機械化

などの課題が生じている。特に，この人力作業に頼らな

体系が形成され，稲作の一層の省力化が進んだ。特に，

ければならないことや，労働負荷が大きいという点は，

これら機械化技術は大規模層で早期に導入され，その稲

高齢化の進展や，収益性を確保するための大規模化が要

作労働時間は，１９８０年代には１０a当たり３０時間程度に

請される中で，水田作経営にとって大きな問題となって

まで減少した。

いる。

この中型機械化体系が確立される過程では，試験研究
機関，普及組織，機械メーカー，農業者等が，栽培方法の

３）中型機械化体系形成以降の稲作機械化技術開発

改善や機械の改良，営農現場での実証・普及に向けて総

の動向と特徴

力を挙げて取り組んだ。そのため，単に作業が機械化さ

このような状況を踏まえ，中型機械化体系の形成とそ

れただけでなく，育苗方法の改善も含め，一つの総合的

の普及・定着が図られた以降も，様々な技術開発が進め

な技術として体系化が図られたという点も見逃すことが

られてきた。それは，大別すると，①耕起及び代かき作

できない。このような背景のもとで中型機械化体系は，

業の省力化，②耕起から移植までの春作業全般にかかわ

わずか１０年という短期間で国内のほぼ全ての稲作経営

る省力化・軽労化，③中間管理作業の改善，④直播栽培

に普及するに至った。これは，労働手段の導入を伴う体

技術の開発である。以下，これらの新技術開発の動向や

系化技術としてはかなり特異な普及過程を示すものであ

特徴を整理する。

ったと言える。
１９８０年以降も，機械の高性能化，機種のシリーズ化，
自動化などが進められるとともに，例えばグレンタンク
付きコンバインや高速田植機などの開発も進められた。

（１）耕起及び代かき作業の省力化
中型機械化体系形成以降の稲作においては，春の時期
の労働競合が最も大きくなっている。そのため，移植前
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の本田作業の省力化を図るものとして，①トラ
クタで植付け部分のみ耕起し，同時に移植を行
っていく部分耕移植栽培，②耕起後，通常の代
かきを行わず表層部分の代かき作業と同時に
移植を行っていく表層代かき（無代かき）移植
栽培，そして，③耕起・代かきを行わずに作溝
して移植していく不耕起移植栽培などが試み
られた。なお，これらは，単に省力化という面
のみならず，例えば，部分耕移植では田植機を
使用せずトラクタの汎用利用を図ろうとしたこ
と，また，不耕起移植においては，環境変化に
強い稲を栽培するとともに，生態系の維持とい
う観点を重視した取り組みが行われたという
ことで，既存の稲作技術開発に対する問題提起
となるものであった。

写真1 ロングマット苗をロール状に巻き取る

しかし，部分耕移植は，トラクタが空転して移植精度
を欠くという技術的な問題があったこと，また，他の二

代わりにロックウールマットを用いた場合には苗箱も軽

つの技術は専用の田植機を必要としたことや，透水性の

くなることから，省力化及び作業の軽労化を図ることが

高い圃場ではこれらの方式は十分適用できず，基盤整備

できる注２）。

と連動した解決策が必要であった。さらに，代かき作業

この栽培方法は，特段の設備を必要とせず，技術的に

が果たしている役割に変わる機能を担保し得なかったこ

も容易であり，また，出穂がやや遅れるものの稲の生育

と，技術の省力効果が限定的であるといった理由から，

は安定して確保しやすいなど確実に経営的効果が期待で

現時点においては必ずしも広範な普及を見ていない。

きることから，その水田作経営への定着の可能性は大き
いと見られたが，今日なお限定的な普及に止まっている。

（２）春作業全般の省力化・軽労化
ア．乳苗移植栽培
稲作において春作業の労働時間が多い理由に，播種，

労化）を強く求める経営層が限られていること，その導
入による経営的効果が部分的であり，既存の移植栽培の

育苗機への搬入，育苗ハウス展開と苗箱搬出，移植時の

転換をもたらすまでの影響力は持ち得なかったこと，ま

苗補充などの作業が必要となることがある。また，その

た，それらを求める経営ではより一層の省力化が可能な

際には複数の労働力を必要とし，さらに，人力での作業

直播栽培の導入を志向したことなどがその原因である。

を強いられるという，補助者の確保や労働負荷に関わる

イ．ロングマット水耕苗移植栽培

問題があった。このような点を解決する技術として直播

上述した乳苗移植は，ハウスでの育苗を省略し，苗箱

栽培があるが，この点は後述するとして，移植栽培にお

数も減少させるが，その他については変わらない。これ

いてもそれら問題点の改善を目指した技術開発がなされ

に対して，従来の苗箱や床土を用いた育苗・移植システ

た。その一つが乳苗移植栽培である。

ムを転換するものとして，ロングマット水耕苗移植技術

この乳苗移植とは，葉齢１から２葉未満の苗を移植す

64

これには，上述した効果（育苗ハウスの節約，省力化，軽

と呼ばれる新しい栽培方法が開発されてきている注３）。

るというものであり，育苗機で苗丈７〜１１cm程度に育

ロングマット水耕苗移植とは，幅３０cm，長さ６mの育

て，育苗棚から直接本田に搬出して移植するため，ハウ

苗ベットに播種し，そのまま水耕状態で１０日程度育苗し

スでの育苗や，そのための苗箱展開・搬出という作業を

た後，その苗をロール状に巻き取り
（写真１），田植機に

必要としない。また，密植が可能なため，苗箱数を慣行

取り付け，移植していく技術である（写真２）。この技術

の約２／３に減少させることができるとともに，床土の

には，①苗箱の取扱いがないため移植に係る労働時間は

食農と環境 No.2 2005 JULY

表１

総
説
論
文

ロングマット水耕苗移植導入に係る初期投資

費用項目

前提及び必要となる費用

不織布（２６m／ベンチ）

初期投資額（円／ハウス）

２０円／m

３,１２０

２８,３００円／台

２８,３００

７９,２００円／ベンチ

４７５,２００

３１,２５０円/個・３ベンチ

６２,５００

養液ポンプ（３０リットル/分） ２５,０００円/個・３ベンチ

５０,０００

播種装置
育苗ベット（４ﾍﾞｯﾄ/ベンチ）
養液タンク
（５００リットル）

ベンチ設置工事
合

２００,０００円／６ベンチ

計

２００,０００
８１９,１２０

注）本表の数字は，ハウス内に６ベンチ設
置し，１．２ｈａ相当のロングマット苗を
育苗する（１０a当たり２０箱）という前
提で試算したものである。なお，育苗
ハウスは既存のものを使うと仮定。経
費は，メーカーによる価格表を参考に
設定している。図２についても同じ。

約半分に減少する，②６条の田植機に６個のロール苗を

であり，生産の安定性や圃場条件等を問わないという栽

取り付ければ，水田の標準的な大きさ３０a区画圃場の場

培面での利点がある一方で，育苗そのものは実施しなけ

合，苗補給なしで連続して移植作業が実施できる，③ロ

ればならないこと，また，耕起・代かきという作業を必

ール苗１個の重量は約１２kgであり，それに相当する苗

要とするという制約も負っている。そして，この両者（安

箱１０箱の総重量約６０kgに比べて少ないことから，苗の

定性，圃場条件への適応性と，高い省力性など）を両立

取扱いに係る労働負荷が軽減される，④適用土壌や品種

させるような圃場基盤の整備，あるいは，極めて出芽性・

の制約を受けず，移植後の栽培管理も既存技術と等しい

耐倒伏性の高い直播適性品種の開発といった条件が見出

ため，損傷苗の発生は多くなるものの安定した生育・収

せない現状においては，このロングマット水耕苗移植と

量を確保できる，などの利点がある。

直播栽培を状況に応じて組み合わせていくという対応

このロングマット移植は，従来の体系が土付き苗を育
苗箱の中で育て，それを移植するのに対して，水耕で苗

が，今後の水田農業の一つの有力な技術的選択肢となっ
ていくと考えられる。

を育てることや，ロールの長さの制約はあるものの継ぎ

なお，このロングマット水耕苗移植の留意点として，こ

苗をせずに連続して移植を行えるという面で，新たな発

の技術は育苗施設や改良田植機など新規投資を必要とす

想に立った移植栽培技術と言える。このロングマット移

るという点がある。例えば，仮に１.２ha相当のロングマ

植は，育苗過程を水耕栽培としたことで，人工的な環境

ット苗移植を実施するとすれば，既存のハウスの利用を

制御の基で苗を安定的に育てながら稚苗と同様の苗を本

前提にするとしても，一つのハウス内に６ベンチ設置す

田に移植するという栽培方法としての安定性と，苗箱・

るとして，表１に示すように約８０万円の初期投資が必要

床土の省略による省資材化及び省力化の同時追求を可能

となる（田植機の改良費用は除く）
。このように施設に係

としたのである。
しかし，このロングマット移植はあくまでも移植栽培

写真２ ロングマット苗移植。この６個のロール苗で
３０a連続して移植ができる

図２ ロングマット水耕苗移植苗と土付苗移植の
育苗コスト比較
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る固定費が増加することから，表１と同じ標準的な経費
を前提とすると，図２に示すように，ハウスの回転数を
高めないと稚苗移植に比べ育苗コストは割高なものとな
ってしまう注４）。
もちろん，この技術のねらいは育苗コストの削減にあ
るのではなく，その意義は，注５）の文献にも示したように
育苗過程の省力化，ワンマンオペレーション化，軽労化
など経営全体への影響から評価すべきである。しかし，
現実の営農場面においては，稲作の収益性に関する将来
動向が不透明な中で，このような新たな施設投資を躊躇
する農業者が多いことも事実である。そのため，この技
術はまだ一般的なものとはなり得ておらず，現在は主に

写真３ 側条施肥田植機による移植。なお，苗には殺虫・殺菌剤が
散布してあり，また，田植機の後部において移植同時に
除草剤が散布される

稲麦二毛作経営など直播栽培の導入が困難な地域や，補
助労働力が調達できない大規模経営等において導入が進
みつつある。

このような倒条施肥と同時に，計画的に肥料分が溶
出するよう設計された肥効調節型肥料の開発が進み，そ
の使用面積は全水稲作付面積の２３％を占めるに至って

（３）中間管理作業の改善

いる。また，除草剤や殺虫・殺菌剤についても，育苗の

−側条施肥移植及び緩効性肥料を中心として−

際に，あるいは移植作業と同時に散布していく方式が普

以上のような育苗から移植までの作業工程の省力化，

及してきている（写真３）。そのため，このような栽培管

軽労化を可能とする技術開発に加えて，施肥や除草剤・

理の同時作業化と，新しい資材を組み合わせることに

農薬散布など栽培管理過程における技術面での改善も進

より，移植後は水管理や畦畔除草を除くと，収穫時期ま

められている。その具体例として，移植と同時に苗の根

で水田での栽培管理作業をほとんど行わない経営も生

の近くに肥料を投下していく側条施肥技術がある。この

じている。

技術は，本来は初期生育の確保や，基肥及び中間追肥作

但し，先にも指摘したように，生育期の栽培管理に関

業の省略を目的としたものであった。しかし，近年はそ

して省力化の面で残された作業と言える水管理や畦畔除

れらに加え，水田からの肥料成分の流出を抑制し環境へ

草，あるいは，それと関連する農道や水路の維持管理な

の負荷を軽減させるという観点に立った，環境保全効果

どが，今日の大規模経営にとっての作業面での大きな問

を重視した技術としての導入が進められている。そのた

題となっている。また，これらの作業が，特に傾斜地な

め，本技術は省力化を志向する大規模経営のみならず，

ど条件不利地域の農業において大きな負担となっている

特に水質保全に対する関心の高い湖沼近隣地域などの稲

ことも見逃せない。これらは，単に技術開発のみで解決

作経営で多く普及しており，２００２年現在の施肥田植機

し得るものではないが，今日の大規模な水田作経営の作

の普及面積から見た普及率は２４％にも達している

。

注６）

業面での問題は，中型機械化体系形成期の移植・収穫作

これは，これまで述べてきた新技術や，後述する直播栽

業から，春作業の省力化・軽労化へと移行し，今日では，

培の普及率が全国平均では１％にも満たないことと比較

それら地域資源の維持管理作業を如何に効率化するかが

すると，かなり一般的な技術となっていることを意味す

最大の課題となっていることを認識する必要がある。

る。確かに，側条施肥は，田植機へのアタッチの取り付
けのみで実施可能な技術であり，技術習得面で難しい点
はない。そのため，他の新技術との単純な比較はできな
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（４）直播栽培技術の開発
ア．水稲直播栽培技術の展開

いが，低コスト・省力という点よりもむしろ，今日では環

日本における直播栽培は，過去何度か普及の兆しを見

境保全というねらいで技術導入が行われていることを示

せながら，広く定着するには至らなかった。その後，１９

唆している。

９０年代に入って各地で様々な方式の技術開発が進めら
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図３
写真４ 代かき同時打ち込み式湛水土壌中点播機

農業地域別水稲直播栽培面積の普及動向

注）農林水産省生産局農産振興課資料より作成

れた。特に，そこでは主に播種機の開発を通した機械化
作業体系の確立を基軸として試験研究が進められた。と
りわけ，非常に多様な播種様式が開発されたことに注目
する必要がある注７）。これは，それぞれの地域条件，土壌
条件に対応しようとしたことや，既存の機械の汎用利用
を目指す，あるいは高い作業性を求めるなど，それぞれ
目標とする技術的ポイントが異なっていた。
このような新たな播種様式の開発を中心とする数々の
試験研究が行われるとともに，併せて，①レーザーレベ
ラーによる圃場の均平化，②新しい除草剤の開発，③湛

図４

直播栽培における播種様式の変化

注）資料出所は図３と同じ。図中の数値は，全体の普及面積（なお，全国
の中で直播栽培について特異な動向を示している岡山県は除いて整理
を行った）に占める各播種様式の割合である。

水直播における播種後の出芽苗立ち対策（落水出芽法）
の確立，④乾田直播を中心とする緩効性肥料の適用可能

稲の姿が移植栽培に近い湛水土壌中点播機（写真４）
，不

性の検討などが進められた。また，⑤播種深度を正確に

耕起乾田直播機（写真５）など新しい播種機の開発やその

維持する高精度条播機や，耐倒伏性を向上でき播種後の

市販化が進んだ。このような技術開発により，図３に示
すように，特に東北，北陸，東海の水田
地帯を中心に直播栽培の普及が進み，そ
の面積は，２００３年には１３,１３９haに達
している。また，直播栽培の播種様式は，
図４に示すように，近年は，湛水直播で
は条播と点播が，また，乾田直播では不
耕起乾田直播が相対的に多くを占めるよ
うになってきている。
なお，条播や点播が増加しているのは，
出芽苗立ちが安定していること，稲の姿
が移植栽培に近いこと，さらに，倒伏し
やすいコシヒカリでの直播に適している
からであり，直播栽培であっても，そこ
では，安定性を求めつつ，かつ，販売対
応面での有利性を前提とした品種選択が

写真５ 汎用型不耕起播種機による水稲不耕起乾田直播作業

行われているという点で，今日の直播栽
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に転換していく段階にはなく，その普及率も，増加して
きているとはいえ，全国平均ではまだ１％にも満たない
状況にある。そして，直播サミットや新技術・新品種導
入対策事業など行政部局からも積極な取り組みがあった
にもかかわらず上記の普及率に止まっているのは，以下
の理由があるからと考えられる。
第１は，直播栽培ゆえの本来的な課題である。例えば，
①乾田直播では代かきを実施しないため，漏水し易い，
あるいは十分な用水が得られないなど，適用できる土壌
に制約がある，②本田での栽培期間が長く，麦間直播な
どの技術的工夫を除くと，麦と水稲直播栽培との二毛作
は一般的に困難である，③田植機とは別に専用の播種機
が必要となるなどの問題である。また，移植栽培は，一
定の葉齢まで生育した苗を本田に移植するのに対して，

図５ 水稲乾田直播導入経営の規模及び
投下労働時間の推移
注）対象事例は，３戸，基幹労働力６名の共同経営。雇用労働力も一部導
入であり，詳しくは注７の梅本稿を参照。なお，直播栽培は，不耕起乾
田直播栽培である。

直播栽培は本田に直接播種することから，安定性や環境
変動への適応性という面では当然移植栽培に比べて劣
る。これは，施設内での育苗過程を省略することの代償
でもある。

培の特色を示していると言えよう。
イ．直播栽培の普及を抑制している要因

68

第２に，日本型直播栽培といわれるような技術の特質
に関わる問題である。直播栽培は，省力技術であるが，

この水稲直播栽培の経済的効果としては，①春の移植

粗放的な技術ではなく，丁寧な作業，稠密周到な肥培管

時期の省力化，②育苗ハウスや苗箱などの施設，資材が

理を前提に成り立つ技術として確立されてきた。それだ

省略できることによる低コスト化，③作業者の労働負荷

けに，湛水直播では代かきによる土壌の硬さの調節を，

の軽減，④ワンマンオペレーション化が可能，⑤収穫期

また，湛水直播，乾田直播いずれもが，播種深度の確保，

など作業適期の分散化，⑥規模拡大の促進など様々なも

圃場の均平化，雑草制御，水管理などに関して細心の注

のがある注７）。特に，一般に低コスト・省力技術と表現さ

意を必要とする。すなわち，直播栽培はまさに篤農家的

れる直播栽培が，作期の分散も含め，それぞれの経営目

技術であり，必要な事項を的確に実施できる者に適用し

標を追求する手段として，すなわち，生産技術というよ

うる技術であるという点が，その普及定着を抑制する要

りは一種の経営技術として活用されている所にその特色

因となっている注８）。

がある。そして，例えば，図５に関東地域において乾田

直播栽培の普及が進まない要因の第３として，鳥害の

直播を導入している経営事例の状況を示したが，そこで

問題がある。上述したような技術的改善から，適切な対

は，直播栽培を導入することで，育苗ハウスや稲作に係

応を実施すれば，かなり安定した苗立ちや収量を確保で

る必要労働時間数を増加させることなく，水稲作付面積

きるようになってきている。しかし，鳥害に対しては，ま

で約１０ha（導入前の１.５倍）の拡大と，複合部門である

だ，基本的な対策は見出し得ていない。確かに，落水出

いちごの約２.５倍の作付増加を同時に達成し得たことが

芽法に伴う水の駆け引き（落水・入水）でスズメやカモの

分かる。この間，圃場条件，機械施設装備，労働力数は

被害を回避する，あるいは，乾田直播では播種深度を深

基本的に同水準にあり，この点で，図５に示す経営展開

くし，かつ，確実に覆土するといった方式が提案されて

は，直播栽培導入による経営的効果の現れと見ることが

いる。また，広い面積において普及した場合には，被害

できるのである。

の密度は低下し，大きな問題とならなくなってきている

このように直播栽培導入の経済性は確認できるのであ

ことも事実である。しかし，小面積において試行的に実

るが，現状においては，移植栽培から直播栽培へとすぐ

施する場合，どうしても鳥害の被害を受けやすく，その
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るべき大きな課題であると思われる。

実の問題として，この鳥害を容易に，かつ，確実に回避
できる方策があれば，直播への取り組みはより促進され
るとともに，また，１度試行した経営がその導入を断念

３．水田作経営の技術的課題と
今後の稲作機械化技術の開発方向

するという事態も減少すると考えられるのである。
直播栽培の普及に関わる第４の問題として，その普及
に向けた指導機関の意識が必ずしも高くはない地域も多

１）水田作経営の技術的課題
現在の稲作における作業面から見た問題点は先に整理

いという点も指摘できる。なぜならば，前述したように，

したが，米政策改革が施行された今日における水田作経

直播栽培技術の確立が図られる中で，同様の気象条件下

営に要請されている課題を技術的視点から改めて指摘し

にあっても，地域によって普及率にかなりの格差がある

ておこう。

からである。また，この点に対しては，稲作における構

その第１は，いかに売れる米を生産していくかである。

造変化の遅れから，そのような直播栽培の効果をそれほ

これは，もちろん技術だけの問題ではなく，販売対応の

ど強く必要とする経営がまだ少ないことも影響している

適否に大きく関わる課題であるが，しかし，近年の米流

と思われる。しかし，直播栽培を必要とするような経営

通においては，粒形の大きい米，乳白や未熟粒等がない

や営農組織の育成など地域営農再編と合わせた技術普及

米，さらに安全・安心と言われるような栽培方法を工夫

への取り組みが進められている地域においては直播の導

した米が求められており，それらの生産を可能とする栽

入が進んでおり，このことは，水田農業の再編に向けた

培技術への要請が強い。もちろん，品種への期待も大き

取り組みと新技術の普及とは一定の関連性があることを

いが，仮に差別化が可能な品種であっても，ＪＡＳ法や薬

示唆している。

事法等に係る表示の問題や，販売面では一定ロットをま

最後に，直播栽培の普及に関わる本質的な問題とし

とめる必要があること，あるいは，売り先を確保した上

て，現段階の栽培方法が，一つの技術として十分確立さ

での品種導入が求められるなど，品種のみで高価格が期

れたと見なし得るかどうかという点も再検討する必要

待できる状況にはない。この点で，有利販売につながる

があろう。

技術開発に対する農業者の要望は強い。

例えば，湛水条播を実施している北陸地域のある大規

第２は，コストダウンに係る技術的課題である。稲作

模水田作経営の経営者は，代かきの際の土壌の硬さ，播

の収益性が低下している中で，その影響を軽減するため

種深度，落水出芽，雑草制御などに対して細心の注意を

に，少しでも費用が節減できる技術への期待は大きい。

払って直播栽培を実施しているが，それでもなお，移植

しかし，これまでの新技術が広く普及しなかった背景に

栽培に比べ１俵近く収量が低くなるという問題を指摘し

は，省力によるコストダウンは実現したが，物財費に係

ている。約１.５kg／１０aの播種量で，当初の予定通りの

る削減が十分期待できなかったことがある。この点で，

苗立ちは得られているが，それでも収量が移植栽培並み

今後は，物財費の削減を可能とする省資材型の技術，あ

に確保できない。倒伏を回避するために施肥が控えられ

るいは，生産物当たりのコスト低下につながる収量向上

る面があるが，それだけの問題ではないようである。本

に向けた技術開発が求められている。

来的に高単収地帯であるという地域性の問題や，直播栽

第３は，先述した有利販売とも関連するものとして，

培ゆえの草型や分げつの仕方，及び過繁茂となりやすい

有機農業や環境保全型農業，あるいは自然環境との共生

といった生育特性などの影響もあるが，現段階において

への配慮が重視されてきているという点である。換言す

技術的に最も適切と思われる対応を行っていてもなお，

れば，環境に負荷を与える栽培方法はもはや採用され難

対移植栽培で１俵近い収量の低下を回避できないとすれ

い状況にある。このような状況の中で，例えば，販売戦

ば，農業者にとってはその導入拡大を躊躇させる要因と

略の一つとして，有機農業，あるいは，二酸化炭素の排

なろう。地域性や，乾田直播と湛水直播の違いもあるが，

出量等から見た環境負荷のより少ない技術を求める農業

直播栽培において同一品種の移植栽培と比較した場合ど

者も現れており，このような営農現場の要請に対する技

こまで収量水準の確保が可能かは，技術論的に検討され

術開発のあり方についても検討が必要であろう。
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２）今後の稲作機械化技術の開発方向
本論では，これまでの稲作技術の展開を機械化を中心
に検討したが，それらを踏まえつつ，今後の稲作機械化
技術開発の方向について３点指摘する。
第１は，今日，多くの農業者が求め，また，消費者から

が最も望ましいかという点について十分な検討はなされ
ていないように思われる。
例えば，田畑輪換を長期に実施した場合の地力低下と
いう問題が指摘されているが，稲作における化学肥料の
施用量はかなり減少してきており，堆厩肥・稲わら施用

も要望が高い技術として，有機栽培，あるいは減農薬・

がそれを補う状況にはない（図６参照）
。このような点も，

減化学肥料栽培にどのように応えていくかである。特

水田の地力に当然影響を与えているであろう。この施肥

に，有機農業を想定した場合，土地利用型の作物に対す

削減の背景には，コスト低減というよりも，省力化や，食

る大規模に適用可能な省力性を持った技術開発について

味を落とさないための施肥の手控えがあると思われる

は，試験場技術としては取り組みは少なく，むしろ，民

が，このことは，長期的に見れば水田の生産力に関わる

間の農業者の独自対応が先行している状況にある。これ

大きな問題を生じさせる。

らの研究面での取り組みが少ない背景には，農薬や化学

また，前述した雑草制御のあり方等についても，輪作

肥料を利用しない研究への関心が相対的に低いというこ

体系の中での一定の可能性を見出せるかもしれない。さ

とがある。また，新たな雑草や病虫害に対してどのよう

らに，輪作体系という場合には作物として稲，麦，大豆

な除草剤や農薬を使用していけばいいかといった農業者

が中心とされる場合が多いが，地力維持を考慮した場合

からの要望は常に多く，無農薬栽培を求める者は一部に

に果たしてそれでいいか，大面積に堆肥を投入していく

限られるという現実認識もあろう。しかし，このような

地域的なシステムの構築は可能か，あるいは，緑肥等を

有機栽培などの技術は社会的ニーズも大きく，また，将

導入した新たな輪作体系を設定していく必要はないか，

来に向けた国際的な市場競争の中での優位性を確保して

また，そのような作付体系の中で水稲はどのような位置

いくためには，稲作におけるそれら栽培方法の確立はや

付けを持つかといった点について，稲作研究の観点から

はり避けて通れない課題である。この点で，今後はこの

も検討が必要である。

ような分野への研究を深化していく必要がある注９）。

なお，直播栽培，とりわけ乾田直播栽培の導入は，水

第２に乾田直播の場合，除草剤の散布回数が多くなる

田輪作体系の構築という観点から見た場合に，従来の日

という問題がある。これは，本技術の本来の目的である

本の稲作に係るシステムの改善として，換言すれば，稲

コスト削減と矛盾するとともに，低農薬使用の農産物が

単作的技術体系からの転換につながる契機と見なすこと

求められる中で，販売対応を重視する生産者においては

ができよう。現状は，移植栽培と同様の発想に立った機

その導入が躊躇されるであろう。確かに，乾田直播は，

械化技術の開発が進められつつあるが，その中型体系の

裸地に播種し，出芽後生育まで時間がかかることから，

基本的枠組み自体の転換が必要である。その意図する所

雑草も発生する。そのため，技術的に可能と考えられる

は，稠密な管理を前提としつつも，移植栽培と同等の安

具体的な方策は容易に見出し難い。しかし，種々な手段，
例えば，雑草の草種を踏まえた除草剤の選択，耕種的防
除との組み合わせ，水田作付体系全体を通した雑草制御
などを通して，移植栽培と同等程度の除草回数とする方
策はないのだろうか。すなわち，直播栽培を技術体系と
して安定性の高いものとすると同時に，生産者に受け入
れ易いものとするための技術の高度化に向けた研究上の
課題も多い。
最後に，水田輪作体系の構築に対して稲作技術開発か
らどのようなアプローチを実施していくかという点につ
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いて付言しておきたい。水田輪作に対しては，合理的な

図６ 地域別水稲化学肥料及び堆きゅう肥施用量の動向

輪作体系の構築という観点から見てどのような稲作技術

資料出所は農林水産省統計情報部「米及び麦類の生産費」各年次。
なお，稲わらは堆きゅう肥換算されて示されている。
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定性・収量性を持ち，かつ，中間管理作業を除くと基本

ては，農業者独自の工夫の余地もあると思われる。例えば，現

的に播種と収穫のみから構成される省力性の高い作業方

在でも平置き出芽（育苗機を使用せず，ハウス内で出芽させ

式に裏付けされたものであり，さらに，田畑輪換を前提

る）や，プール育苗（ハウス内にビニールを敷き，その上に苗箱

に，地力低下の防止や環境面への配慮を含めた水田作付
体系の中に組み込まれる技術体系である。そして，その
ような内容を機械化技術開発に求めるのは，それに必要
な労働手段及び技術を導入できる経営が，それがゆえに

を並べ，湛水状態で育苗する）が試みられつつあるが，これと
同様の方式でハウス内でロール苗が育苗できるとすれば，かな
りコストは削減できると考えられる。
注5） この水稲直播栽培の経営的効果については，小室重雄編著．
1999．
『水稲直播の経営的効果と定着条件』農林統計協会，及

生産力的優位性を発揮し，そのことで構造再編への基礎

び梅本雅．2002．水稲直播栽培技術普及の現状と特徴，関東

となることをねらいとしているからである。

東海農業経営研究第93号，p45-56を参照。

このような技術体系の構築と，地域的土地利用調整を

注6） 例えば，環境こだわり農業を進めている滋賀県では，この側

組み合わせていけば，アジアモンスーン風土の下での生

条施肥田植機の普及率は45.6％と，富山県に次いで全国2位の

産性の高い水田輪作体系の構築が可能となるのではない

高い値となっている。

だろうか。この点で，稲という一つの作物研究のみなら
ず，水田作研究という観点からの課題設定が，今，改め
て求められていると言えよう。

総
説
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注7） なお，これらについては，屋代幹雄．1997．機械作業技術，
『日本型直播稲作導入指針』
，農業研究センター，p140-164に詳
しい。
注8） なお，これらの背景には，この直播栽培が，本当に深い理解
に立った技術体系として，農業者や指導機関の共有の財産と

注1） 本論では，稲作機械化技術に焦点をあてて考察を行うが，そ

はまだなり得ていないという問題もあるように思われる。また，

の「技術」
とは，
「一定の目的を達するための手段および操作の

これまでの技術開発の展開を見ると，例えば，播種といった作

総体」であり，それゆえ，農業技術は，農業生産行為を合目的

業方式を改善していくことが中心となっており，中型機械化体

に実現するために必要な農業生産手段や作業のやり方等を結

系の形成過程で見られたような，栽培方法及び栽培理論と作

合する働きをもつ。そして，この生産手段は，一般に，労働手段

業方式との整合性及び体系性を同時に考慮した技術開発は少

（機械，施設，土地など）
と，労働対象（種子，肥料，飼料など）

ない。換言すれば，研究の目標がいつも省力・低コスト化にお

に区分される。機械化技術は，この前者の労働手段を基軸と

かれ，一定の目標収量，労働時間，コスト水準を満たす作業体

して展開されるものである。一方，労働対象の上に具体化す

系の成立が到達点とされてしまっているためか，技術論的裏付

る技術，例えば改良された品種なども，労働手段の体系化と

けを持った技術体系として十分確立し得ていないように思われ

ならんで重要な農業技術の内容をなすが，本論ではこれらに

るのである。

ついては考察を行っていない。なお，文中においては機械化

注9）なお，無農薬栽培に向けて取り組まれつつある機械化技術そ

体系という表現も用いるが，これは，生産過程における一局面

れ自体の課題も考慮すべきであろう。例えば，有機農業を大

である部分技術（作業）が組織的かつ主体的に統一されたもの

規模に実施している経営で多く採用されているのが機械除草

という理解のもとで使用している。これらの概念について詳し

であり，移植後，稲の生育に合わせて，概ね1週間から10日ご

くは，梅本雅．2004．農業経営と生産技術，
『新編農学大事典』
，

とに約3回，乗用型の機械除草機で除草を行っている。ただ，

養賢堂，p155-158を参照されたい。

作業機が移動する際に生じる欠株や苗の損傷，さらに，それに

注2） この乳苗移植や他の移植栽培技術の内容及びその経済性に

伴う生育遅延などから，収量が慣行栽培よりも1〜1.5俵少なく

ついては，稲作省力化技術（移植編）
．1997．
『農業改良資金新

なるとともに，草種によっては抑制が困難なものもあり，農業者

技術導入の手引き』
，農業改良資金協会を参照されたい。

は，除草を行う時期の設定や，確実な除草の実施に苦慮して

注3）このロングマット苗移植技術の内容や経済性については，北川

いる。また，この機械除草の方式は，システムとしては除草剤が

壽．2005．ロングマット苗移植技術の導入効果−人にも環境に

開発される前の人力作業を乗用機で実施する方式に他ならず，

も優しい田植え技術−，米麦改良2005年2月号，p10-19及び，

技術体系としての進歩と見なし得るか疑問な点も多い。しか

梅本雅．2001．ロングマット水耕移植技術の経営的効果と導入

も，そこでは，除草という作業に注目するためか，稲の生育へ

条件，農業技術56(11)，p481-486を参照。

の配慮，すなわち，作物の栽培面からの検討が必ずしも十分

注4）育苗コストの削減に向けては，育苗期間を長くして施設の回転

ではないように思われるのである。この点で，この機械除草と

数を高める，あるいは，花や野菜苗の栽培も行って施設の汎用

いう作業を科学的知見をもって技術体系として構築していく方

利用を試みるといった対応が必要となる。ただ，この点につい

策の検討が必要であろう。

食農と環境 No.2 2005 JULY

71

