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　八郎潟の干拓は、国営八郎潟干拓事業により昭和32年に開始され、昭和52年に完
了しました。この事業により中央干拓地と周辺干拓地合わせて約17,000haの干拓地が
造成され、約13,000haの農地が誕生しました。しかし、事業完了後は徐々に八郎湖の
富栄養化が進行し、アオコが大量に発生するなど水質汚濁が問題になっています。
　八郎湖に流入する汚濁負荷のうち、農地由来の割合は、ＣＯＤで41％、全窒素で
40％、全リンで51％と大きな割合を占めています（図1）。このため、水田から排出される
濁水を減らそうと、浅水代かきなどの取り組みが周辺農家により行われ、浅水代かきの
取り組み割合は90％を超えるまでになりました。
　さらに濁水を減らす農法として、「無代かき栽培」が挙げられます。代かき作業をしな
いので濁水の排出がなく、作業体系も従来の代かき栽培とあまり変わらないため、取り
組みやすい農法と言えます。
　平成26年度現在、無代かき栽培は大潟村で300ha程度実施されていますが、八郎
湖の水質をさらに改善するため、周辺市町の皆様も含め、無代かき栽培に積極的に
取り組みましょう。
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図1　負荷排出割合 H24八郎湖環境対策室　試算

－ 1 －



目　　次

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

はじめに

　 無代かき栽培とは

　 無代かき栽培の実施方法

　 無代かき栽培の水質改善効果

　 無代かき栽培への取り組み事例

１  無代かき栽培の概要

２  無代かき栽培のメリット 

３  無代かき栽培のデメリット 

１  作業工程

２  作業のポイント

３  無代かき栽培の生育経過

1

2

6

10

11

2

3

5

6

7

9

　八郎潟の干拓は、国営八郎潟干拓事業により昭和32年に開始され、昭和52年に完
了しました。この事業により中央干拓地と周辺干拓地合わせて約17,000haの干拓地が
造成され、約13,000haの農地が誕生しました。しかし、事業完了後は徐々に八郎湖の
富栄養化が進行し、アオコが大量に発生するなど水質汚濁が問題になっています。
　八郎湖に流入する汚濁負荷のうち、農地由来の割合は、ＣＯＤで41％、全窒素で
40％、全リンで51％と大きな割合を占めています（図1）。このため、水田から排出される
濁水を減らそうと、浅水代かきなどの取り組みが周辺農家により行われ、浅水代かきの
取り組み割合は90％を超えるまでになりました。
　さらに濁水を減らす農法として、「無代かき栽培」が挙げられます。代かき作業をしな
いので濁水の排出がなく、作業体系も従来の代かき栽培とあまり変わらないため、取り
組みやすい農法と言えます。
　平成26年度現在、無代かき栽培は大潟村で300ha程度実施されていますが、八郎
湖の水質をさらに改善するため、周辺市町の皆様も含め、無代かき栽培に積極的に
取り組みましょう。

は じ め に

山林・他
49%

市街地 6%

水稲
（大潟村）
21%

水稲
（大潟村以外）
16%

水稲以外 4%

14,384
kg/日

COD

生活系 3%
工場・事業場系 1%

農地系
41%

生活系 6%
工場・事業系 1%

山林・他
35%

水稲
（大潟村）
15%

水稲
（大潟村以外）
33%

280.3
kg/日

全リン

市街地 7%
水稲以外 3%

農地系
51%

山林・他
48%

水稲
（大潟村）
13%

水稲
（大潟村以外）
18%

水稲以外
9%

2,360
kg/日

全窒素

生活系 4%
工場・事業系 1%

市街地 7%

農地系
40%

図1　負荷排出割合 H24八郎湖環境対策室　試算

－ 1 －



　耕うん・砕土後に潅水し、しばらく土
塊に吸水させた後、代かきを行わずに田
植を行う栽培法です。

1.  無代かき栽培の概要

Ⅰ.　無代かき栽培とはⅠ.　無代かき栽培とは

無代かき栽培とは

無代かき栽培登場の背景
　代かき作業は、水田作業の中でも重
要な作業の一つで、無くてはならない作
業と受け止められてきました。
　代かき作業には、①漏水防止、②均平、③良好な移植床の確保、④雑草の抑制などいくつもの
重要な役割があり、これが水田に不可欠な作業とされる理由です。
　しかし、大型機械を使用して経営規模拡大を進める時代になると、代かきにかかる時間が規
模拡大の障害になったり、大型機械の踏圧によって耕盤が固くなり排水不良を助長するなどの弊
害も出てきました。
　また、最近の農業機械の高性能化や、肥効調節型肥料の普及などによって、必ずしも代かき
作業を行わなくても、砕土･均平や肥効の確保ができるようになりました。試験研究機関の試験や
農家での実証栽培の結果、少なくとも代かき栽培並みの収量･品質が確保されることが明らかに
なっています。

代かき作業

－ 2 －

　無代かき栽培は、代かき栽培に比べて次のようなメリット・デメリットがあります。

2.  無代かき栽培のメリット

無代かき栽培の特徴

　水田の各種作業の中で、代かきは、時間がかかり、また技術を要することから最も負担になってい
る作業です。このため、規模拡大を進めていくと代かき作業の負担が大きくなります。無代かき栽培
にすると春作業に必要な労働時間は減少するため規模拡大が容易になります。

春作業の負担軽減（規模拡大に有利）

　無代かき栽培では、透水性が増大するほか、雑草が増加する傾向があるので、次の条件に適
合するほ場を選定します。特に、漏水田での実施は避けてください。
　●地下水位が高く、水持ちがよい（排水が悪い）こと
　 （日減水深20㎜以下を目安とします。粘土質か砂質かは問いません）
　●雑草の発生量が少ないこと

無代かき栽培が適するほ場

メリット デメリット
◆濁水の排出抑制→八郎湖の水質改善
◆春作業の負担軽減→規模拡大に有利
◆軟弱なほ場の改良→機械作業性の向上
◆透水性の改善→畑地化が容易
◆稲体の健全性維持→収量の安定化

◆砕土作業が春先の天候に左右される
◆透水性（漏水）の増大
◆雑草の発生増加
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　水田転作で、野菜などを作付けする場合、排水不良田では砕土が困難な上に降水量が多いと
雨水が停滞しやすく、生育不良を招いていました。
　無代かき栽培では、土塊を粉砕しないので透水性が高まり、砕土性がよくなるため、畑地化しや
すくなります。特に、排水不良田では転作作物の導入が容易になります。

排水性の改善（畑地化が容易）

　トラクター、田植機、コンバインなどの大型化により、強グライ土壌などの排水不良田では、降水量
が多いと機械作業に支障を来すことがあります。
　無代かき栽培では、土壌水分の低下や地耐力の向上等により、大型機械による作業が容易に
なります。

軟弱なほ場の改良（機械作業性の向上）

濁水流出防止運動

－ 4 －

　無代かき栽培は、代かき濁水が発生せず、田植前の落水も必要がないことから、八郎湖の水質
を改善する栽培法です。

3.  無代かき栽培のデメリット

濁水の排出抑制（八郎湖の水質改善）

　水の縦浸透が多く、作土の孔隙も多いため、作土層の還元が進みにくく、イネの根が健全に保た
れます。稲体の活力が生育後期まで維持されるため、倒伏が少なく、また、高温年や低温年におい
ても比較的安定した収量が期待されます。

稲体の健全性維持（収量の安定化）

　砕土率は田植時の苗の植付精度に大きな
影響を与えますので砕土作業は無代かき栽培
の要です。ほ場の乾燥程度が砕土に影響しま
すので、耕起～砕土作業の時期に雨が多いと
作業が遅れてしまうことになります。

砕土作業が春先の天候に左右される

　代かき栽培に比べて透水性が高くなります。このことは排水不良田ではメリットでもありますが、無
代かき栽培を何年も続けると透水性が高くなりすぎることがあります。

透水性（漏水）の増大

　代かきによる表土の撹拌がないことから雑草が発生しやすく、また、透水性が高いため除草剤の
効果が弱くなる場合もあり、雑草の発生が多くなる傾向があります。

雑草の発生増加

砕土が完了したほ場
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　無代かき栽培では、代かき作業がない代わりに砕土作業が必要になり、この砕土作業が田植
の仕上がりを左右します。砕土作業には、既存の代かきハローが使用できますが、より効率的な
砕土作業を行うには、縦軸回転する砕土爪が並んでいるバ ーチカルハローを導入します。

1.  作業工程

Ⅱ.　無代かき栽培の実施方法Ⅱ.　無代かき栽培の実施方法

耕　起
● ロータリー
● プラウ
早春のプラウ耕は、
土壌を乾燥させて土
塊が崩壊しやすくな
る効果がある。

砕　土
● 代かきハロー
● バーチカルハロー
代かきハローは、既存の
機械で作業できるメリッ
トがある。バーチカルハ
ローは、砕土性が良く、整
地の効果もある。

（均　平）
● レーザーレベラー

均平の悪い場合に実施
する

潅　水

土塊の頭が見える程度に
用水を入れ、土塊に水を
なじませる。

田　植
● 田植機

代かき栽培と同じ植え付
け設定で作業すると、浮
き苗や転び苗が多くなる
ので、植え付け深をやや
深く設定する。
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　施肥量は慣行の代かき栽培と同程度でよいが、透水性の増大などにより肥効が悪い傾向がある
ので、窒素利用効率の高い育苗箱施肥や側条施肥を導入することにより安定収量が得られます。

2.  作業のポイント

施　肥

　耕起前に雑草が多い場合は、非選択性茎葉処理剤を使用し、雑草を防除しておきます。

除　草

　ロータリーやプラウで耕起します。砕土
性を良くするため、できるだけ土壌の水分
が少ない状態で作業します。
　プラウ耕は耕起後の土壌の乾燥に効
果的です。ロータリー耕は耕起後に降雨
に遭うと乾燥しにくいので、耕起～砕土ま
で強い降雨がなさそうな時を見計らって作
業します。

耕　起

　春の耕起～砕土の作業は、ほ場が乾
燥した状態で作業することが重要となるた
め、前年の秋から明きょなどを掘って田面
の停滞水を排除し、乾燥を促しておくとよ
いでしょう。降雨で土壌水分が多くなると
砕土の障害となるので、天候を見極めな
がらの作業になります。万が一、途中で降
雨に遭い、砕土作業が困難と判断された
場合は代かき栽培に転換してください。

砕土・均平

バーチカルハロー

レーザーレベラー

－ 7 －



　無代かき栽培では、代かき作業がない代わりに砕土作業が必要になり、この砕土作業が田植
の仕上がりを左右します。砕土作業には、既存の代かきハローが使用できますが、より効率的な
砕土作業を行うには、縦軸回転する砕土爪が並んでいるバ ーチカルハローを導入します。

1.  作業工程

Ⅱ.　無代かき栽培の実施方法Ⅱ.　無代かき栽培の実施方法

耕　起
● ロータリー
● プラウ
早春のプラウ耕は、
土壌を乾燥させて土
塊が崩壊しやすくな
る効果がある。
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（均　平）
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土塊の頭が見える程度に
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　施肥量は慣行の代かき栽培と同程度でよいが、透水性の増大などにより肥効が悪い傾向がある
ので、窒素利用効率の高い育苗箱施肥や側条施肥を導入することにより安定収量が得られます。

2.  作業のポイント
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除　草

　ロータリーやプラウで耕起します。砕土
性を良くするため、できるだけ土壌の水分
が少ない状態で作業します。
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果的です。ロータリー耕は耕起後に降雨
に遭うと乾燥しにくいので、耕起～砕土ま
で強い降雨がなさそうな時を見計らって作
業します。

耕　起

　春の耕起～砕土の作業は、ほ場が乾
燥した状態で作業することが重要となるた
め、前年の秋から明きょなどを掘って田面
の停滞水を排除し、乾燥を促しておくとよ
いでしょう。降雨で土壌水分が多くなると
砕土の障害となるので、天候を見極めな
がらの作業になります。万が一、途中で降
雨に遭い、砕土作業が困難と判断された
場合は代かき栽培に転換してください。

砕土・均平

バーチカルハロー

レーザーレベラー
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　代かきハローやバーチカルハローで表層7～10㎝を砕土します。バーチカルハローは砕土性がよ
く、作土表面が均一に仕上がります。砕土率（直径２㎝以下の土塊の割合）は60～65％以上を目標
にします。
　代かき栽培では、代かき時に露出部分や水深を目安に均平を行うことができますが、無代かき栽
培では潅水までほ場の均平程度が確認できないので、大区画田ではレーザーレベラーで均平にす
る方法が確実です。

　田植えの３～７日前に水を入れ、土塊
に十分水を含ませます。土塊が水になじ
んだ目安として、長靴で田に入ると土塊が
簡単に崩れ、くるぶしあたりまで埋まる程
度です。
　水位は、土塊の頭が見える程度です。
畦畔からの漏水が多い場合は、畦塗りをし
たり、畦畔に沿って額縁状に代かきします。

潅　水

潅水後の田面の様子
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　除草剤は慣行の代かき栽培と同じ体系でよいが、雑草が発生した場合は、中･後期除草剤を併
用して防除します。

除草剤

　浮き苗、転び苗防止のため、代かき栽培
より植え付け深さを深く設定します。
　潅水から田植までの期間が短かすぎる
と土塊が崩れにくいため植付精度が劣りま
す。また、期間が長すぎると雑草が発生し
やすくなります。
　浮き苗防止のためには、浅めの水で作
業し、田植後は水をゆっくり入れてください。

田　植

　地力窒素の発現が遅れることから次の
ような特徴があります。
　●初期の茎数は少なめに推移
　●稈長は短めで、倒伏しにくい。
　●生育後半までイネの活力が維持され、
　  有効茎歩合は高い。
　●収量は代かき栽培並み
　●玄米外観品質、整粒率は同等以上

田植後の様子

左:無代かき栽培 右：代かき栽培

3.  無代かき栽培の生育経過

無代かきの葉色が濃い（8月下旬）
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　無代かき栽培では、代かき濁水が発生しない上、移植前の落水もほとんど発生せず、濁水排出
による水質汚濁がありません。
　水質汚濁物質の差し引き排出量（［水田からの排出量］－［水田への流入量］）は無代かき栽培
の場合マイナスであり、用水中の窒素・りん等を水田に取り込む効果があります。

Ⅲ.　無代かき栽培の水質改善効果　Ⅲ.　無代かき栽培の水質改善効果

表２ 水稲栽培期間中の水田からの水質汚濁物質差引排出量

（平成16年 秋田県農業試験場）

栽培方法

代かき

無代かき

測定数

8

8

懸濁物質
kg/ha

187

-270

全窒素
kg/ha

2.3

-1.7

全リン
kg/ha

0.14

-1.17

（注1）差引排出量＝水田からの排出量－水田への流入量
（注2）平成9、12～16年、大潟農場の調査結果

田植後の濁り（無代かき） 田植後の濁り（代かき）

無代かき栽培では水が澄んで水底が見えるのに対し、代かき栽培では濁っている。

　無代かき栽培は、コメが高く売れるなど経済的メリットが見えづらい農法です。しかし、無代か
き栽培を行うことによって、作業の軽減のみならず、地域の財産である八郎湖をよりよい状態で
次世代に引き継ぐことができます。八郎湖流域全体で無代かき栽培に取り組み、八郎湖の水質を
改善していきましょう。
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Ⅳ.　無代かき栽培への取り組み事例Ⅳ.　無代かき栽培への取り組み事例
（平成27年度）

事例 1

　既存の機械装備（代かきロータリー）で砕土作業を実施し、新たな機械導入
なしで無代かき栽培を実施している事例

展示ほ所在地　大潟村Ｃ－１ 展示ほ担当者　　　 Ｏ　 氏 基幹労働力　　　　 ４人

経営面積　（ha） 　水稲　 21

無代かき栽培面積　（ha）　　　1

ほ場ローテーション　　　水稲のみ

作業工程及び作業機　　トラクター1 　　セミクローラー90ps

トラクター2 　　ホイール70ps

耕起（ロータリー）→砕土（代かきハロー２回）→潅水→額縁代かき→田植え(5/20)

品　種　　あきたこまち（減農薬減化学肥料栽培）

施　肥　　鶏糞肥料、米ぬか肥料、化成肥料

除草剤　　初中期一発（6/1）

●代かきの労力削減、トラクターの燃料節
　約のため導入した。
●泥に入らないため、トラクターが傷まない。
●粘土より、砂地の水田の方が作業しやす
　く、雑草も少ない。
●田植時の欠株はやや多いが、初期生育
　はよく、収量は代かき栽培と変わらない。 

【実践農家のコメント】

無代かき栽培の現地研修会
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事例 2

　バーチカルハローを導入して砕土作業の効率化を図り、経営規模拡大に
役立てている事例
展示ほ所在地　八郎潟町真坂 展示ほ担当者　　　 S　 氏 基幹労働力　　　　 3人

経営面積　（ha） 　水稲　 20

無代かき栽培面積　（ha）　　　10

ほ場ローテーション　　　水稲のみ

作業工程及び作業機　　トラクター1　　 クローラー60ps

トラクター2 　　クローラー65ps

耕起（ロータリー）→砕土（バーチカルハロー１回）→潅水→田植え（5/15）

品　種　　あきたこまち

施　肥　　“苗箱まかせ”、化成肥料、側条施肥（ペースト）

除草剤　　田植え同時 初期一発

●水稲の規模が拡大してきたため、春先の労働調整として無代かき栽培を導入した。
●透水性のよい水田では代かきを行っている。
●わら浮きが少ない。
●除草剤は効いている。雑草が発生した部分はヘリで除草剤を散布している。
●田植時に田植機のマーカー跡が見えにくいので、チェーンを付けて引きずっている。

【実践農家のコメント】
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栽培技術についてのお問い合わせ先
秋田県農業試験場生産環境部

秋田県山本地域振興局農林部農業振興普及課

秋田県秋田地域振興局農林部農業振興普及課

電話

電話

電話

018-881-3324

0185-52-1241

018-860-3410

無代かき栽培の手引き

発 行 者 秋田県生活環境部環境管理課八郎湖環境対策室
〒010-8570　秋田市山王四丁目１－１
電話018-860-1631　Fax018-860-3881
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