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　RTK測位を利用するGNSS自動操舵システムを装
着した田植機（以下、自動操舵システム）は、田植時
のマーカーラインが不要となるため、湛水状態（水
深６㎝程度）で田植えを行う「無落水移植栽培」が可
能となります。

（1） GNSS 自動操舵システムについて
　RTK測位を利用するGNSS自動操舵システムは、基準局から配信される補正信号を受信
することにより、直進精度を±５㎝以内にすることができます。
　大潟村では現在３か所に基準局が設置され、村内のほとんどのほ場で利用が可能です。
その他の地域では、別途可動式の基準局やスマートフォンからの補正信号の受信が必要
となります。

（2） GNSS 自動操舵システムの紹介
　田植機に、GNSSアンテナ、補正信号受信アンテナ、補正信号受信機、操舵角センサ等
を取り付けます。運転席には、モニター、自動操舵スイッチ等を装着します。枕地旋回の後、
直進作業に入ったら自動操舵スイッチを押して自動操舵運転とします。自動操舵中は、
オペレータはハンドルを操作することなく、後方の植付け状況などを確認します。
　なお、このシステムはトラクターなどに乗せ替えることが可能で、畝立てや播種など
にも利用できます。
　上記システム以外にも、RTK-GNSS方式の田植機やユニットが発売されています。

写真13　無落水での田植えの様子
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（1） 八郎湖の歴史
　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 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。

（2） 水質改善への取り組み
　八郎湖に流入する汚濁負荷のうち、農地
由来は、CODで42%、全窒素で43%、全リ
ンで54% と大きな割合を占めています。こ
の中で、特に水田から排出される濁水を減
らそうと、「浅水代かき・落水管理」などの
取り組みが流域農家により行われ、実施割
合は90%を超えるまでになりました。

写真１　アオコ発生の様子

図１　負荷排出割合（H30年度実績　八郎湖環境対策室試算）

写真２　代かき時期の濁水の様子
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２．無代かき栽培とは

（3） 無代かき栽培への取り組み
　浅水代かき・落水管理などに加え、さらに濁水を減らす農法として「無代かき栽培」
への取り組みがあります。無代かき栽培は、代かき作業を行わないため、田植え前
の落水が必要ないことから、水質汚濁が抑えられます。
　また、無代かき栽培は普通栽培に比べて水質汚濁物質（COD）の削減率が44％と大き
く、浅水代かき・落水管理に比べても水質保全効果の高い農法です。

（4） 無代かき栽培の規模拡大に向けて
　無代かき栽培により生産した米は「八郎湖にやさしい農法の実践」「生態系を守る
農法の実践」等、消費者に対して栽培の特徴を明確に伝えることができます。
　令和２年度時点において、無代かき栽培は大潟村を主とした412ha程度で実施され
ています。今後、さらに八郎湖の水質を改善するため、流域全体で無代かき栽培に
積極的に取り組みましょう。

（1） 無代かき栽培の概要
　無代かき栽培とは、耕起、砕土後にかん水し、
しばらく土塊に吸水させた後、代かきを行わず
に田植えを行う栽培法です。

図２ 無代かき栽培のCOD削減効果
写真３　田植え前の水田の比較
（左：無代かき　右：代かき後）

写真４　無代かきほ場での田植えの様子

（2） 無代かき栽培登場の背景
　近年、大型機械を使用した規模拡大が進み、代かきや水の管理に係る労働時間の
確保が負担になったり、踏圧によって耕盤が固くなることで排水不良を助長したり
と、弊害が出てくるようになりました。
　無代かき栽培に取り組むことでそれらの改善が期待できますが、代かき作業を行
わないため、①漏水対策、②均平、③良好な移植床の確保、④雑草対策など注意点
がいくつかあります。
　一方で、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、植付精
度も向上してきています。
　試験研究機関の試験や、農家での実証栽培の結果、無代かき栽培でも、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。

　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。

（1） 無代かき栽培のメリットと効果
1） 春作業の負担軽減
　無代かき栽培にすると春作業の労働時期が分散するため、規模拡大が容易にな
ります。また、水を攪拌しないことから、浮きわらが減少し、わら寄せ作業が軽
減します。

2） 排水性の改善
・軟弱なほ場の改善（機械作業性の向上）
　トラクター、田植え機、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、降水量が多いとぬかるみ、機械作業に支障をきたすことが
あります。無代かき栽培では、排水が良くなることから、土壌水分の低下や地耐
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力の向上等により、大型機械による作業が容易になり、除草機なども入りやす
くなります。

・稲体の健全性維持（収量・品質の安定化）
　透水性が高く作土の孔隙も多いため、
作土層の還元が進みにくく、稲の根が健
全に保たれます。
　また、稲体の活力が生育後期まで維持
され、根量も多いため、倒伏が少なく、
高温年や低温年においても比較的安定し
た収量・品質が期待されます。
　さらに、初期の藻・表層剥離の発生が
減少する傾向にあります。

・畑地化が容易（園芸作物の導入）
　無代かき栽培では、透水性が高まり砕土しやすくなる傾向があるため、翌年の転
作作物も導入しやすくなります。

（2） 無代かき栽培のデメリットと対策

1） 天候に左右される砕土作業
　砕土率は田植え時の稲の植付精度に大きな影響を与えますので、排水対策の徹
底と、起耕方法の工夫が肝心です。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。計画に余
裕を持ち、状況によっては代かき移植に変更しましょう。

2） 漏水の増大
　代かき栽培に比べて漏水が増える場合が
あるため、漏水田での実施は避けてくださ
い（日減水深20mm以下を目安とします。
粘土質か砂質かは問いません）。
　また、中干しがしやすくなりますが、出
穂後の間断かん水時等、稲体に水が必要な
時期も乾きやすいので注意が必要です。
　なお、複数年続けると透水性が高くなり
すぎることもあるため、次の対策を行って
ください。

写真５　大潟村でのタマネギ栽培の様子

写真６　畦塗の様子

・畦塗の実施
・かん水前に畦畔際の外周をトラクター等のタイヤで鎮圧
・畦畔から漏水が多い場合は、畦畔に沿って額縁代かきを実施
・水持ちの良いほ場への変更

3） 雑草の発生増加
　代かきによる表土の攪拌がないことから雑草が発生しやすく、また、漏水が多
いと除草剤の効果が弱まる場合もあり、雑草の発生が多くなる傾向があります。
　漏水対策を徹底し、状況にあった除草対策を実施しましょう。
　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、雑草を防除するよ
うにします。

（1） 作業工程

（2） 作業のポイント
　秋田県公式サイト「美の国あきたネット」に詳しい情報や映像を掲載していますの
で、併せてご覧ください。

４．無代かき栽培の実施方法

作業の流れ

耕起 砕土・均平 かん水 田植え 湛水

「美の国あきたネット」を開き、「無代かき栽培の手引き」で検索

サイト内を検索する

無代かき栽培の手引き

スマートフォンをお持ちの方は
QRコードから。
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・土壌の乾燥促進
　春の耕起～砕土の作業に向け、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、乾燥を促しておくことで、早い時期からの作業開始につながります。特にまだ無代
かき栽培を実施していない、初年目に向けた対策が肝心です。

・施肥
　施肥量は代かき栽培と同程度ですが、漏水の増加などにより肥効が悪い傾向があるの
で、窒素利用率の高い育苗箱施肥や側条施肥を導入することで安定収量が得られます。

・耕起
　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
で作業をします。
　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
作業をしましょう。
　耕深は、ロータリー耕で15㎝程度、プラウ耕で
15～20㎝が目安です。

・砕土・均平
　無代かき栽培では、代かき作業がない代わりに
丁寧な砕土作業が必要になり、この砕土作業が田
植えの仕上がりを左右します。
　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7割以上を目標にしま
す。乾燥している年は、細かくしすぎないように
注意しましょう。
　天気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、土壌が煉られるような状況が
続くなど砕土作業が困難と判断された場合は、代
かき栽培に転換します。
　代かき栽培では、露出部分や水深を目安に均平
を見ることができますが、無代かき栽培ではかん
水するまでほ場の均平程度が確認できないので、
大区画ほ場ではレーザーレベラーで数年に１度均
平にする方法が確実です。

写真８　バーチカルハローによる砕土の様子

写真９　レーザーレベラーによる均平の様子

写真10　水を入れた後の様子

・かん水
　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。かん水から田植えまでの
期間の長さは、砕土率や土壌タイプ等により調整
します。土塊が水になじんだ目安としては、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、深すぎると浮き苗の原因となるため、
ほ場の水面が２割見える程度です。ゆっくり水を
入れることで、浮きわらの防止にもつながります。

・田植え
　田植え時の水位は土塊の間から水が見える程度に浅くします。
　浮き苗、転び苗防止のため、代かき栽培より植
付深を深く、田植機のフロートの押さえを強めに
設定してゆっくりと作業します。
　かん水から田植えまでの期間が短すぎると土塊
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。
　田植え後は翌日から２～３日かけてゆっくりと
水を入れてください。

・除草剤
　除草剤は代かき栽培と同じ体系ですが、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。

（3） 無代かき栽培の生育経過
　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
・生育後半まで稲の活力が維持され、　有効茎歩
合は高い
・収量は代かき栽培並み
・玄米外観品質、整粒率は代かき栽培と同等
以上

写真11　田植え後の様子

写真12　登熟期（9月下旬）の葉色の比較
（左：無代かき栽培 右：代かき栽培）

写真７　ロータリーによる耕起の様子
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事例１

5．無代かき栽培の取り組み事例

ほ場所在地

無代かき栽培面積

基幹労働力 経営面積

品種

作業工程

大潟村

33ha（取組年数10年以上）

あきたこまち他（特別栽培米で播種は4/23頃）

除草剤 中後期剤（6/15頃）その後状況によって追加

3人 水稲33ha

耕起（ロータリー）→砕土（パディハロー）→かん水→田植え（5/20～30頃）
※均平と天候を見ながら 3～ 5年ごとに
畦塗り→耕起（プラウ）→砕土（バーチカルハロー）→均平（レーザーレベラー）
→かん水→田植え

実践農家のコメント
• 作業計画を立て、プラウ等を早めに実施するようにしている。
•田植え時はマーカーが回らないように工夫し、見えるようにしている。
•代かきをしないため作業機が汚れず、田んぼが乾きやすいのがメリット。
•漏水、雑草、収量については慣行栽培と変わらないように感じる。

　長期にわたり全面積無代かき栽培を実施。例年10俵程の収量を確
保し、高品質米を生産している事例。

事例２

ほ場所在地

無代かき栽培面積

基幹労働力 経営面積

品種

作業工程

大潟村

2.5ha（取組年数1年目）

たつこもち

除草剤 初中期一発 その後状況によって追加

2人 水稲10ha

土壌処理（ブームスプレーヤ）→耕起（ロータリー）→砕土（逆転ロータリー）
→かん水→田植え（5/20頃）

実践農家のコメント
• 田植え前のかん水を心配していたが、水を入れて少しすると土がこなれて凸凹
　が目立たなくなった。
•若干砂地のため、土を細かくしすぎて田植え時に苗が寄ってしまった。
•浮き苗、欠株を心配したが、収量に変化は無かった。
•機械が汚れず、また、ぬからないため田んぼでの作業もしやすかった。
•来年度は面積を拡大する。

　無代かき栽培初年目。既存の機械装備のみで実施した事例。
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令和３年３月版

　RTK測位を利用するGNSS自動操舵システムを装
着した田植機（以下、自動操舵システム）は、田植時
のマーカーラインが不要となるため、湛水状態（水
深６㎝程度）で田植えを行う「無落水移植栽培」が可
能となります。

（1） GNSS 自動操舵システムについて
　RTK測位を利用するGNSS自動操舵システムは、基準局から配信される補正信号を受信
することにより、直進精度を±５㎝以内にすることができます。
　大潟村では現在３か所に基準局が設置され、村内のほとんどのほ場で利用が可能です。
その他の地域では、別途可動式の基準局やスマートフォンからの補正信号の受信が必要
となります。

（2） GNSS 自動操舵システムの紹介
　田植機に、GNSSアンテナ、補正信号受信アンテナ、補正信号受信機、操舵角センサ等
を取り付けます。運転席には、モニター、自動操舵スイッチ等を装着します。枕地旋回の後、
直進作業に入ったら自動操舵スイッチを押して自動操舵運転とします。自動操舵中は、
オペレータはハンドルを操作することなく、後方の植付け状況などを確認します。
　なお、このシステムはトラクターなどに乗せ替えることが可能で、畝立てや播種など
にも利用できます。
　上記システム以外にも、RTK-GNSS方式の田植機やユニットが発売されています。

写真13　無落水での田植えの様子

八郎湖水質保全シンボルキャラクター
清流くん

秋田県 生活環境部 環境管理課 八郎湖環境対策室

恵みや潤いのある“わがみずうみ”を目指して

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

無代かき栽培の手引き

6．無落水移植栽培の紹介

メリット
◆慣行の田植え作業で必要とされる、事前の水位調整はほとんど必要ありません。
　（田植え直前の水深が、6㎝程度になるよう調整するのみ）
◆大潟村のような重粘土壌の場合でも、湛水状態での田植え作業なので、車輪への土
壌付着がなく、車輪跡が荒れずに作業が可能となります。
◆慣行栽培では田植後に直ちに入水して代枯れを防ぎますが、湛水状態なので田植後
の水管理が楽になります。

秋田県農業試験場生産環境部　　　　　　　　　　　　　　　　　電話018-881-3324
秋田県山本地域振興局農林部農業振興普及課　　　　　　　　　　電話0185-52-1241
秋田県秋田地域振興局農林部農業振興普及課　　　　　　　　　　電話018-860-3410
秋田県立大学アグリイノベーション教育研究センター 西村教授　　電話 0185-45-2858

技術的な内容についてのお問合せ先


