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解 題

小 澤 健 二

本年度の第１回講演会は、平成30年度に農林水産祭天皇賞（農産・蚕糸部門）

を受賞した佐藤農場代表の佐藤忠美氏が、「北海道での直播による稲作経営の

現状と課題」と題して講演された。佐藤農場は、北海道の代表的稲作地域の雨

竜郡妹背牛町で、奥さんと子女の３人で（2019年度からは30歳代前半の男性職

員１人を採用）、42haを営む稲作経営の典型的な家族法人である。

1990年に18haの圃場を父親から譲り受けて稲作経営を開始したが、その後、

農地購入、自力による圃場整備などによって順調に経営規模を拡大してきた。

稲作経営の転機は、イタリアへの稲作視察によって直播導入の必要性を痛感し

たことによる。以後、直播を積極的に取り入れ、「もせうし町直播研究会」を

組織し、直播普及に努めてきた。この結果、平成30年度の妹背牛の直播面積は

稲作経営面積全体の13％におよんでいる。

直播による稲作経営の省力化に、佐藤氏は強い情熱を有している。北海道の

稲作最適地の妹背牛町でも後継者不足により、最近15年間に稲作農家が30％以

上も減少している。こうした地域事情のなかで、育苗から田植えまでの長時間

の過度な農作業を省力化し、ゆとりある生活スタイルによる後継者の確保の必

要性を佐藤氏は強く痛感することによる。直播による省力化と規模拡大に向け

た努力の結果、佐藤農場の圃場数はかっての75筆から、現在は26筆に集約され

ている。当初の30a区画の圃場を、２ha弱区画に自力で圃場を整備してきた。

大区画への圃場整備によって直播が可能となり、作業効率も大幅に向上してい

る。

このような直播による稲作経営の省力化に向けた努力にもかかわらず、直播

方式の稲作経営には技術面を中心に克服しなければならない問題、課題が残さ

れている。それは、地域の直播方式の変化にも見出される。佐藤農場の直播方

式は乾田から出発して、現在は代掻き湛水に転換している。これに対し、最近

の国営事業で地下灌漑による３ha区画の圃場整備がなされ、そこでは代掻き湛

水から乾田への直播方式に再転換している。これは、直播方式が技術的にいま

だ確立していない一つの証である。
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また、直播の問題は佐藤農場の移植と直播の稲作面積の構成にも示される。

2018年度の当農場の品種別面積は、移植用の「ゆめぴりか」、「ななつぼし」

が760a、1,430aであるのに対し、直播用の「ほしまる」は1,078aにとどまって

いる。従来からの育苗・移植による作付面積が全体の70％を占める。直播の重

視にもかかわらず、その面積比率は30％を大きく超えてはいない。2019年度に

は、直播用の有望品種の「えみまる」（北育471）の直播面積を大幅に拡大し

た。それでも、優良銘柄の「ゆめぴりか」、「ななつぼし」が作付面積の過半

を占めている。

規模拡大にともない、直播の経営面積が着実に拡大を続けていることは間違

いない。しかし、直播の推進者の佐藤氏の稲作経営も、依然として移植による

優良銘柄の作付に大きく依存する。これは、優良銘柄米の直播生産は品質面で

も問題を抱え、集荷、販売団体の「ホクレン」もそのように評価することの所

産である。直播は優良銘柄の生産に応えておらず、品質面の壁がいまだ存在す

る。直播向けの「えみまる」に、佐藤氏が大きな期待を寄せるゆえんでもある。

技術面の問題は、「もせうし町直播研究会」のメンバ－間の直播の大きな単

収格差に集約される。この格差がいかなる要因、条件によるかは、充分に究明

されていない。直播では個々の生産者によって発芽率、苗立の割合に相当の差

異が生じ、そのことが単収格差に帰結する。移植と比べて直播の米生産は気象

条件、および圃場の土壌・立地条件の影響を受けやすい。生育デ－タを活用し

た、直播方式の技術上の問題の克服が直播普及にとっての課題である。

もっとも、佐藤農場の直播は移植よりも高い単収を達成している。それゆえ、

技術面の問題を克服すれば、省力化を通した稲作経営の規模拡大に果たす直播

の役割は大きいはずであり、直播がさらに拡大する可能性は大きい。優良銘柄

を移植に依存する現状、および農地集積に限界があるなかで、直播と移植の面

積構成をいかに組み合わせて妹背牛町の稲作経営の比較優位につなげるか、こ

のことは当地域の稲作経営の課題である。それは、米の市場流通からすると、

主食用と業務用・多用途米の生産の割合をいかに設定するかの経営課題とも重

なるものである。佐藤氏と「研究会」グル－プの試みは、直播と移植を組み合

わせて農作業の負担軽減と市場動向に応えつつ、地域での稲作経営の持続的な

発展にいかにつなげるか、そのための貴重な挑戦である。

－ 2－



- 1 -

司会（田家） 本日は、日本農業研究所の令和元年度第１回講演会を開催さ

せていただきます。この講演会につきましては、我が国の農業・農村の動向に

関しまして、ゲストスピーカーをお招きしてお話を聞くだけでなく、講演録に

解題を付して、『農業研究』の別冊として編集し、全国の研究機関等に配布し、

関心がある研究者などの皆さんの参考文献として活用していただくことにして

おります。

今回は、北海道雨竜郡妹背牛町の佐藤忠美さんに、「北海道における直播に

よる稲作経営の現状と課題について」、お話をいただきます。

佐藤さんは、平成30年度に農産・蚕糸部門で天皇杯を受賞されております。

その受賞理由は、今日の講演会のテーマに関連します「高度の水稲直播技術と

徹底したコスト低減による高収益家族経営の実践」ということで受賞されてお

ります。

また、昨年の第47回日本農業賞におかれましても大賞を受賞されており、佐

藤さんの高い技術に裏づけられた経営は高く評価され、注目されております。

３月に行われた日本農林漁業振興協議会主催の日本農林漁業のトップリーダ

ー発表大会でも講演されており、その際、今日の解題をお願いする小澤先生と

もどもお話を聞かせていただきました。個人の経営だけではなくて、町の水稲

直播研究会のリーダーとして、地域の直播技術の普及・向上に、お仲間ととも

に奮闘、努力されており、非常に感銘を受けた次第です。今日はその辺りを含

めてお話しいただけるのではないかと思います。

佐藤さんには、講演と質疑を合わせておおむね２時間の予定でお願いしたい

と思います。質疑に当たっては、恒例によりまして、冒頭、本日解題をお願い

する小澤研究員にお願いすることにしています（添付資料 佐藤忠美『北海道

での直播の現状と課題について』）。

Ⅰ 講 演

佐藤 皆さん、こんにちは。北海道妹背牛町から来ました、農家のおやじで

すけれども、佐藤忠美といいます。よろしくお願いします。

自分は米生産者なので、作物をつくって、利益を得る、基本的にはその経済
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行為は農業という営為の中から生まれてくるものです。親の代で大変な思いを

して田植えを行っていました。今は機械移植に変わっていますが、省力化でき

る米づくりはないのだろうかと思っていました。若いときに海外にも行かせて

もらったことがきっかけで、絶対に直まきをやらなければいけないという思い

でやってきました。ただし、１人では絶対に無理で、生産者の仲間作りをしな

がら栽培してきました。

そういうことで、直まきが少しずつ地元にも広まりつつあるという中で活動

をしてきたので、特別専門的なことは言えませんが、直まきについて今日の話

が何かのお役に立てればと思います

それでは、始めさせていただきます。おおむねパワーポイント（添付資料）

に沿って進めたいと思います。講演を依頼されてから、これまで使った資料を

基に、今日の資料を作成させていただいております。

１頁（表紙）です。これは、直まきの作業を娘に手伝ってもらっています。

播種方法（直播播種）が書いてありますけれども、本当に時間が要らない、１

時間に２haぐらいまける、それに人手が要らないということで、大型圃場には

適している播種方法だと思ってこの機械にしています。後でも紹介します。

２頁です。妹背牛町は旭川と札幌の間です。61歳の私の記憶ではかっては１

万人近くいたのですが、今は3,000人を切りました。そのような町です。

３頁です。北いぶき農協管内である、妹背牛町、秩父別町、沼田町という空

知総合振興局の北の部分、北空知のちょうど真ん中に属しています。もともと

は妹背牛農協だったのですが、16年前にこの３地区が合併してできた。当時は

773戸の生産者がいたのですが、たった14年間で250戸も減っている状況で、米

の専業地帯です。

４頁です。農協でいろいろ事業計画をする中で、振興計画ということで、５

年計画でつくっているのですけれども、その振興計画の中で、資料が数字の羅

列でしかなかったので、ちょっと見やすくグラフにして、農家の経営面積が10

年後にはどう推移するかということで出してみると、地区の特徴が出ている。

妹背牛町の農家では10年後には2,532a、秩父別の農家では2,815aで、沼田の農

家では3,195aになる。この地帯は、水田専業の地域で、その中で転作目標をそ

れぞれ配分してやっているのですが、水田の部分でいけば25％前後の転作率で
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す。道内は40％以上、50％近くの転作率ですけれども、北空知、中空知、上川

の中央の部分が米の専業地帯として30％以下の転作率になっています。

５頁です。自分がずっと思っていて、若い人に毎回言っていることなのです

けれども、ここで自分の考えをちょっと言わせてもらいます。何せ米は手間が

かかる。米づくりの手間というのは、自分が小さいときから手伝わされていて

わかっていたので、親のまねはしたくない米づくりをしたいということで自分

は直まきをやってきたのですけれども、所得とか労働、資本のかけ方で、例え

ば機械を有効に使ってもうけられるかということになると思います。この３つ

の要素が大事だと私は常に言っています。

少ない労働、少ない機械で所得を上げる農業を目指さないと、北海道で水田

をしないで麦・大豆に行くのは、省力化作物であるからだと思います。ただ、

米の適作地帯においては、畑作に準ずる米づくりの方法に変わっていかないと

絶対にだめだということは昔から私は言っていて、そういうことを若い人に言

って、例えば青年部の集まりに行ったときに、私のところは70haつくっていま

すとか、80haの水田がありますとかと言っても、誰が仕事をしているのと聞い

たら、父さん、母さんがばりばり、嫁もばりばり機械に乗ってくれると。

私もそうだったのですけれども、小学校から朝の２時半とか３時に手伝わさ

れて、自分が農家を継いだときに、親がやれなくなったときのことを考えてい

て、こんな米づくりは嫌だというのがあって、そんなことを意外と若い時から

感じていた。それで、直まきに早くから興味があってあちこち見ていて、直ま

きをやらなければいけないという強い思いを持っていたということです。

話が横道にそれるのですけれども、北海道の場合は、苗を育てる方法は成苗

ポットというポット栽培なので、機械は高い、苗箱は高い、ハウスの面積は要

る。経費がかかるので、３点セットで資本収益性の低いものだと思うのです。

そういうものを脱却したくて直播を始めた事も理由の一つです。少ない労働で

お米をつくって、収量を上げられる技術に変えて、高めて、低い農業所得を高

くしたい。直播にすると１時間当たりの労働報酬を高められる。そういう考え

は、農民協議会というところに30歳ぐらいから入って、農家の税金の計算をし

ている中で水田の米の生産費調査というのをしたのですけれども、そういう農

業でなければいけないと先輩に教えられながら来た今日が、こういうことを考
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えるようになって、みんなに教えているというだけなのです。

収入が大きくても、金をかけているからもうかっていないものとか、いろい

ろありますが、水田の場合は、どうしても全体に経費かけ過ぎ、手間かけ過ぎ、

上がる総収入の割にはもうからないものだと私は思っています。それを変えた

いというのが直まきをやろうとしていることだったと思います。今は米価が下

がると、トリプルセットでだめだということです。

６頁です。これは、私のところの移植と直播のやり方の作業期の違いを示し

たものなので、おおむねこんなところから仕事を始めて、こんなことをやって

いるのだということで見ていただければいいかと思います。

７頁です。今日の演題で「北海道での」と言っても、道全体を把握できる資

料は意外となくて、こういうものはあります。最近、直播栽培が省力化のニー

ズとして高まっていて、農家の人の中ではかなり関心が高いものになっている。

一方、密苗とか疎植栽培というのは、苗床の量が少なくなるという栽培方法で

すけれども、そういうものもあわせて増えているということ。だから、道の省

力化技術栽培の勉強会の中で、直播と密苗と疎植栽培の勉強会を毎年行ってい

ます。私もそこへ行って聞きますけれども、稲づくりの省力化に向けた勉強が

道内でもたくさん行われていて、究極は、みんなが直播を簡単にやれて、上手

にとれればいいと思うのですが、それがなかなかできないということで、一歩

手前の疎植とか密苗といって、たくさん種をまいて薄くとるというか、少ない

育苗期間で、そういう省力化栽培に北海道は向かっている中で、移植用として

の面積は９万6,000ha、直まきの栽培面積は、12年間で10倍と言っても、2,331

haぐらいなので、２％ぐらいのものですから、現状では多くはありません。し

かし、農業者のニーズとしては広まっているということです。

８頁です。北海道の品種ということで、検査実績ですけれども、28年のを出

しておきました。直播の品種はここに出ていますが、「大地の星」「ほしまる」

の２つがまずあるのです。「ななつぼし」も道南あたりでは直播でつくってい

まして、この２つで直播の品種が全ておさまっているわけではないということ

になります。

９頁です。道内の主力のお米が出ていますが、直播品種は、左上に書いてあ

ります「ほしまる」と「大地の星」なのです。上育471号というのが上川農試
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でつくられた品種なのですが、今年から「えみまる」という名称で大々的にデ

ビューしてくるのですけれども、直播用に向いている品種がついに出たと歓迎

しています。優良な品種でないと普及ができないものですから、すごく期待し

ています。私も今年、半分植えました。実際に植えると、北海道の場合は、目

に見えて低温発芽性が高いというのが今までの品種と全く違う点で、生育スピ

ードが全然違って、稲は大きく育っています。やはり早いです。そういう面か

ら、直播の普及も増えるのではないかと期待しています。

ほかの品種の話ですが、自分は常に言っているのですけれども、たった20年

間ぐらいの間でようやく国民的な評価というか、消費者の嗜好に合うようなお

米が育種されてきた、これは北海道の気合いの入れ方が現れと私は感じている

のです。そういった官民一体になって育成されてきたからこそ、こういった品

種も育種された。生産者の努力は大したことないと言ったら変な言い方ですけ

れども、生産者の努力があると言ってくれますが、やはりそういう品種が育成

されてこないと、なかなか生産者に普及しません。私は水稲直播栽培を始めて

27年目になりますが、直播用品種は、「えみまる」で５品種目なのです。だか

ら、品種がよくなって、つくりやすい品種になってきているというのは実感し

ています。

10頁です。これは、ラジオ番組で「北海道100年物語」というのがあるので

すけれども、タコ足という機械で黒田式点播播種機をつくってから米づくりの

品種改良の苦労話と、サケとニシンしかとれなかった中で、北海道の稲作は禁

止されていたのだという歴史的背景です。

12頁です。私のことも若干話したいと思います。現在こういうことで、水稲

32ha余りと、９ha切れるぐらいの小麦です。自分も61歳で、４人の娘の中で

「私、農業を継ぎます」という言葉を誰か間違って出してくれるかなと期待し

たのですが、それがないものですから、育てるという意味から、私も何人か若

い人に声をかけていたのです。私の都合にかなったと言ったら変な言い方です

けれども、30歳ぐらいのＪＡの資材課の職員が「使ってくれませんか」と急に

自分のところに来て、今年から採用したのです。無理をしてアチコチ体が痛い

のが、彼が入ったことで、ようやく少し楽になりつつある。また、志の方向を

変えて、農協をやめてこちらに来られたので、将来も考える経営にしていかな
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いといけないと考えています。

13頁です。田畑交換は大事だと。日本の場合は雨が多いので、どうしても土

のリフレッシュは必要なのではないか。外国に行くと、雨が少ない国とかアジ

アモンスーンだとかなんとかいろいろな気候ですが、日本は本当に四季がはっ

きりしていて、雨が多くていい国だと思います。ただ、農業においては、一た

び雨がどっさり降られて機械が入らないことがある。外国並みの生産性を上げ

るかと言っても、オーストラリアやアメリカの雨の少ないところとは、機械の

効率的稼働という点から比較できないと思います。

私もそうですけれども、春先に雨に降られて、その後に天気になって、機械

が動く日数が何日もない。農業は自然条件による制約が不可避なので、自然豊

かなところが農家にとってかえってマイナス、でも、生活環境とか自然にとっ

ては農業はプラス。農業のすばらしさは、自然環境と調和しながら食べ物をつ

くる。自分たちはこの中で、食べ物を農業生産としてつくっているわけですけ

れども、都会の人など自然が見えない人にはよく伝えなければいけないと思い

ます。食べ物を食している人間として、このことを理解することが大事なので

はないか。直まきをするために畑にもしたり、麦にもかえたりとか、そういう

形で田畑を回しています。

14頁です。最近ですけれども、自分は起こし方の改善ということで、作業も

早く、乾くのも早く、そういう作業は機械として何を選ぶといいのかなという

ことで、専門的な機械の話なのですが、単純に言ってしまうと、そういう機械

を選ぶという形に切りかえる。そうすると、外国の畑作用の機械にかわってい

くのです。引いていく作業機。ロータリー耕というのがあるのですけれども、

たたきつけるようにして起こしていく機械が日本の機械の主流なのです。たた

いて、切っては、起こすところの15cmぐらい下に硬盤層ができるのです。たた

くと、土は下に向かって押さえつけるような働きで、下の土の盤をつくってし

まって、水がたまりやすくなるのです。ですが、外国の機械というか、今の引

き物の作業機というのは、土を全体に下から浮かすとか、ほぐすとか、外国の

肥培はそういう作業機が多いのです。ですので、牽引抵抗がある機械もありま

すが、乾き方が全然違うし、本当に日本に合う機械だと思うのです。雨が降っ

ても水がたまらない、なるべくそういう機械にかえてきています。それとスピ
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ードが違うということです。

15頁です。専門的なことは、関心のある方は見ていただきたいということで、

どうしても直播でつくっていくと、前作が何をつくっているかということで、

肥料の肥培管理が全く変わってくる。それを自分で記帳して、去年は何だった

か、その前は何だったかで、肥料の使い方が微妙に変わるという自分の野帳み

たいなものです。たまたまここに載せているだけということで。農家は勘でや

ることが多いのですが、残しておくということは、誰かが見たときに、それが

意味のあるものだと思っています。

16頁です。ずっと小麦をつくっているのですが、北海道は収穫時期が秋の後

半になってくるということで、小麦が簡単にまける機械でないとだめだと。乾

かす作業、起こす作業、肥料をまく作業、種をまく作業があるのですが、それ

をなるべく回数が少なくて済むような機械です。

17頁です。田んぼで機械が何回も走ると乾きが悪くなるということで、一発

でまける機械ということで、こんなのをつくったというだけのことなのですが、

今ではこういうコンビネーションの機械は、メーカーでつくられているのです。

20年ぐらい前につくった機械で、北海道での水田後、小麦というのはなかなか

ハードルが高い栽培法だったのですが、この機械で簡単に麦をまけるようにな

りました。

18頁です。それと、田畑をかえるということは、夏場の麦を刈った後とかそ

ういうときに、圃場整備というのは、国営事業とか個人でやる方法と地域でや

る事業とかいろいろあると思います。国営であれば、地域採択といって、全体

の地域がある程度まとまらないと出来ない方法があるのですが、１人だけでは

なかなかいつまでたっても圃場整備はできないのです。そういうところがちょ

っと問題のあるところだと思うのですが、とにかく自分で、短い間に楽に田ん

ぼを大きくしたいと思って、中古ですけれども、機械を買って、あぜをつけた

り、ならしてみたり、余りに高低差のひどいところはブルドーザーを入れたり

とかして、ほとんど自分で圃場整備してしまいました。

19頁です。平成５、６年ぐらいから始まっているのですけれども、自分で圃

場整備して、２段目の75枚の圃場数というのが始まりなのですが、実は100枚

ぐらいあって、４年ぐらいの間に二十何枚ぐらいを減らしたということです。
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単純に言うのですけれども、これをならして、あぜをつけたり、農道をつけた

りするというのは大変な作業だった。ほとんど自分でやってきて、29年、大し

た大きさではないですけれども、右端の真ん中の赤いところ、平均すると１町

６反２畝、162というのが１枚当たりの平均面積になっています。

その中で、一番下に出ている欄が、さっきの麦まきの機械が圃場整備の前に

は有効だということで、麦が前年の秋に田んぼの後に播種出来ますので、委託

される作業として出てきたということを書いています。同時播種機の利用状況

になります。

20頁です。これは、当然ですけれども、小さい田んぼは旋回するロスが多い

ということです。

21頁です。これは、表紙にあった自分が直播の播種方法でまいている様子で

す。ピンクの旗が機械の後ろに立っていますが、向こうのあぜにもピンクの旗

を14ｍおきに立てています。このように両サイドのあぜに立てていることを見

てほしい。両サイドのあぜの旗から見通して、田んぼの真ん中あたりも１本立

てています。そうすると真っ直ぐになるのです。そういう目安になるものを立

ててまいています。

22頁です。これは収穫に関する直播栽培する上での自分の目標です。まず収

量をとれることが大前提とした技術が必要だと思います。あと、今求められる

品質としてたんぱくとかアミロとかあるのですけれども、それが収量と両立さ

せるものでないと、ただ低たんぱくを志向して生産者が高級ブランド米として

確立しても、それだけを追求して、ただ肥料を下げて低たんぱく米にしたいと

いう技術では、私は経済的な農業経営の確立としては否定的な考えの持ち主で、

収量と低たんぱく、アミロの３つの要素をクリアできるつくり方を求めていき

たいと思ってずっとやってきました。

うまくいく圃場とうまくいかない圃場と、うまくいかなかったときの圃場は

どうなのかと、その積重ねだと思っています。いいときと悪いときに、圃場ご

とに、そのつくり方はどうだったか、悪かった方法をいい方法に替えて行けば

良い、その小さい積重ねだと思うのですけれども、そういうことをしていけば、

技術が確立されていくだろうと私は考えています。

23頁です。これは、つい先日、６月８日に撮った写真です。今年の直播です。
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去年は６月本当に天候が悪かったのですが、今年は日照があって、風があった

り、寒くても日照があるというプラス要素が多くて、去年より５日ぐらい早い

スピードで稲が進んでいます。去年は平年より２、３日遅れぎみでした。

24頁です。「ほしまる」の栽培推奨、つくり方には、苗立は150～200本とさ

れています。北海道での直播栽培では播種後（5/10～5/22頃……北海道の湛水

栽培）の苗立率が、低温条件下であるため各年温度差により違いがありますが

６割前後程度しか発芽しません。栽培指針はあくまで目標収量（この表では50

0kg/10a）確保するための苗立（150～200本）です。生産者が高い目標収量を

安定して確保していく場合は、苗立本数を多くとる技術が必要になります。50

0kgぐらいの栽培指針でいくと、150～200本でいいかもしれないですが、650と

か700kgぐらいを目指すと、秋の収穫時期までに、天候の悪い年に当たると、

それは無理なのです。なので、本数をある程度立てるという方法を目指さない

とだめだということで、最近は苗立のところは、意識的に200以上は必ずとる

という方法に切りかえました。そうすると、悪い年がなくなってきました。そ

れはなぜかというと、密植にすると、出穂揃いが良くなりますし、出穂期自体

が早くなるのです。つまり、安定して成熟期の穂数を確保するということです。

私達の研究会の過去生育データでは、播種籾１粒当たりの成熟期の穂数が3.5

本程度しか有効分けつ本数として残らないからであり、直播栽培では、ある程

度密植による分けつ抑制（親穂で米をとる）しないと、高品質、多収穫は望め

ません。当然、登熟時期が早くなる。そういうことを利用すると、収量的にも

安定しますし、出穂時期も早まります、全体のばらつきも少なくなります。そ

ういう方法に切りかえて、最低200本以上が最低ライン。140とか150とか160と

か、こんなことを毎回同じことを繰り返したって、ばくちみたいなものだと思

って、私は意識的に250本前後ぐらいを基準としています。

研究会のデータをまとめたものがありますが、その地域で、北海道の中では

この程度、東北ならこの程度というのは多分あると思います。無理なく安定し

てとれる、いいものがたくさんとれる、そういう技術にかえるものというのは、

直まきの場合はこの部分だと思います。私が技術不足もありましたが乾田直播

から湛水の直播に切りかえた理由になります。というのは、この分岐点が16年

ぐらいに、乾田こだわり農家で、乾田でないと直播でないと実は自分は思って
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いました。乾田のいいときの稲の姿を見たら、もう見られないですから。です

が、北海道はどうも水がたまらないというマイナスの影響が物すごく大きくて、

水がたまること（減水も少ないこと）のプラス要素は、①除草剤の効果が確実

になる。②保温による分けつ促進と、幼穂形成期が早まる。③追肥施用効率

（漏水は肥効率の低下）が安定するなど、他にもありますが、北海道での直播

栽培では本州より気温の低い条件下であるために特に減水の少ないことを前提

として水管理の生育環境を100％に整えなければ、安定、品質、多収へは導け

ないということだったのです。

それが12、13年間、乾田直播で悩み続けていたときに、たまたまオーストラ

リアのリートン郊外の大規模水田農家へ行ったときに、オーストラリア人に話

しかけ、開口一番、自分の悩みをぶつけたのです。そこは乾田直播でした。た

くさん水田をつくっていますけれども、「僕、乾田直播で、水がたまらなくて

悩んでいるんです」と聞いたのです。オーストラリアは暗渠もないですし、自

分で平らなところを機械であぜつけして、その中をレベラーをかけて、あぜを

つけた周りの用排水路から水が入ってくる。そのような水田でしたけれども、

その人が乾田をやるコツの中で、長年やっていると、田んぼの水がたまらない

田んぼがわかるらしいです。それは当然です。農家ですので、自分もわかりま

すけれども、その田んぼは、絶対直播はやらないというのです。びっくりしま

した。何でそんな簡単なことが自分は決断できなかったのだろうと思って、

「水がたまらないのに、何で直播をやるのだ」とそのときに言われたのです。

これは、自分の考え方、できないことを無理して土地に押しつけたり、自分

の思った思いをつなごうとしても、それはできることではない、だめなことは

だめだとすぱっと切りかえることも大事なのだなと思って、18年から思い切っ

て湛水に全部切りかえたのです。ただ、乾田のよさというのはあって、根っこ

がすごく太くて白いのです。それは当然です。乾田の畑ですから。そのような

直播にするにはどうするかということは自分でもわかっていたので、湛水でも

麦の後とか、きちっと土づくりして、プラウで返したりして、乾かしたりとか

して、湛水に向けてつくるという形にしました。この平成20年とか21年という

のは、北海道は６月が異常な温度で、30度以上が連続してあって、葉いもちが

大発生して、この平成20年、21年、22年は、いもちで大減収です。それからい

－ 12 －



- 11 -

もち剤を早くまくようになった。そのような勉強の年でしたが、それ以外はほ

とんど600kg以上は楽にとれるようになりました。平均ですから、稲が倒れな

いで700kgとれ、低たんばくを自分は目指しているのですけれども、やはり１

枚とか２枚、そういう田んぼがあるのです。そういう田んぼの履歴をつけて、

何をどうしてということをきちっと整理していけば変わるのではないかと思い

ます。

25頁です。これは、一部分ですけれども、何枚もつくっていて、700kg以上

とれても低たんぱくにできると自分は思っていますし、例えば５枚や６枚の中

で２枚とか、そういう田んぼの中で低たんぱく、高収量というのはつくれる。

それは肥料コントロールです。出穂期、乳熟期の窒素量で決まる、それだけだ

と私は思っています。なので、その辺のコントロールは、栽培農家のわざでし

かないと思います。

27頁です。これは、自分がいろいろな資料をつくるきっかけになった研究会。

自分の都合なのですけれども、人の失敗も、自分の失敗も、人の成功も、実例

とデータがいっぱいあれば、その要因が絶対わかると私は思っていたので、自

分が研究会の会長になったときに、成功例、失敗例、作業履歴を書いて貰いま

した。天候に当てはめて、例えばこういうことがあるのです、生育期間中、６

月の半ば、後半になってくると、稲がぶちの状態になってくるのです。黄色い

ところやら、緑色のところやら、田んぼの１枚がばらばらになっていくのです。

それはどうしてかというのがわからなかったのです。田んぼの土が悪いのだと

か言われましたが、単純にそうではないのです。田んぼの乾かし方がちょっと

足りない、乾かした天候の履歴を当てはめると、人によって日数が足りないと

か、日数がないうちに機械が入って、ならしたら、耕起したりしている。その

作業履歴がわかると、十分な乾きがないところに直播でつくると、根の浅い直

まきというのは土の影響力がすごい大きくて、肥料をまいてても、黄色いとこ

ろやら緑色のところが出て、ばらばらになるというのは、土のつくり方に要因

であったということが明らかになります。

そんなことがわかったというのがすごいことだなと思って、今になってこん

なことを言えるのですけれども、何でもかんでも資料を出せ、田んぼを起こし

たのはいつだとか、田んぼをならした日はいつだとか、肥料をまいた日はいつ
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だとか、肥料はまいた上から起こしたかとか、そういうことも全部書かせて、

何が失敗かとわかることを全部洗い出せるものをデータ化させる。大変なこと

ですけれども、このメンバーは50人なのですが、みんな本当に意欲的。ただ、

結果を見ると、皆さん技術的にまだ備わっていないということがあって、なか

なか作業と成績の関係が確立されたものになっていない。確立されているのは、

ごく一部の意欲的な方に限られる。

28頁です。何せ機械がないと直播は栽培できませんので、直播の発足と同時

に利用組合というのをつくったのですけれども、播種機と土づくりのプラウと、

レベラーもあったのですけれども、ちょっと古くなったので、最近個人で持つ

のが多くなったので、やめて、プラウと播種機のみのリースにして、機械の倉

庫を建てまして、そこに参加しています。

とにかく、失敗しても、機械代を払っていないからすぐにやめられるという

発想で利用組合をつくったのです。ちょっと試しに直播栽培に挑戦してみなと。

自分は機械買っていないからすぐやめられるでしょうと。それで経験して、こ

れはちょっと行けるなと思ったらやればいいでしょうという発想です。それで

研究会、なるべく借りて使ったほうがいいよ、やってみたいなら、うちの機械

を使ってやってみなと。上手にやれるのだったら、自分で買って、よしやるぞ

とやればいいではないかと。そんな感じで機械の利用組合を町の農家の人に自

由に使ってください、試してみてくださいという訴えかけして、貸し出してい

ます。

29頁です。これは、機械が何十台にもなってしまったものですから、私はた

またま若いときに鉄工所のアルバイトに行っていたものですから、みんな協力

してくれたら倉庫を建てようと言って、19年に倉庫を建てたという話です。

30頁です。これは、妹背牛町役場で専門の直播のお世話をしてくれた方、普

及センターを退職した方で、今２代目なのですが、その方が本当によくこうい

う資料をつくってくれて、これを１年の中で３、４回ぐらい栽培ごよみ、マニ

ュアルみたいなものをつくって、みんなに配っている資料です。

31頁です。とにかく自分のエリアは自分で調べろということです。この右の

下の方に写っているのは、集まった人の軽トラックが50台ぐらいあり、現地研

修会の光景です。６月20日でしたが、これからの肥培管理、例えば追肥するか
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とか管理の確認をここで勉強して、生育調査に行く。本数を数えたり、長さを

はかったりして、生育調査をさせて、記帳して提出して貰っている。６月20日、

７月20日、９月15日という日程で生育調査が予定されており、加えて自分たち

が田植えを終わった直後に苗立調査をします。それは農協職員と何人かの人で

手分けしてやっていただいていますが、基本的には農家の人はこの３つ日程の

中で、人の田んぼを見ながら生育調査日を設けて行っています。

32頁です。これは、直播栽培データの何をとっているかということを切った

り張ったりしてつくっているのですけれども、さっき言ったような作業履歴も

入っています。均平にしたとか、起こしたかとか、起こしたのが、例えばレベ

ラーをかけたりとかしたりすることもあるので、何回か起こしたり、ならした

りすることがある。そういうことを記帳をして、いろいろありますが、通常の

収量のデータ、倒伏調査みたいなものがあったり、いろいろな調査結果も残し

ているということになります。

33頁です。これは作付の動向なので、このとおりなのですが、まず自分は、

妹背牛の中で直まきに対する若い人の考えというものが本当に出ているのでは

ないかなと。一番最後のほうにも、規模拡大層の作付の丸い円グラフみたいの

が出ていますが、そこで34、35haぐらいの面積の人の平均的な作付面積が出て

います。どのような最初からの位置づけになっているかというのが出ています。

今年は、妹背牛で農家戸数としては184戸なのですが、このうち156戸が米を

つくっている。そのうちの50人ぐらいの人が直播栽培を行っています。これは

去年のデータで、農家184戸のうちの50戸余りで、妹背牛の総面積の半分近く

を占めている。その中の人が直まきしている。それだけ直まきが経営の中に取

り入れられている町ということになります。

34頁です。これは播種方法です。代かき湛水グループというのが輪っかの切

れたところまで。残りが乾田でドリルでまいているということになります。

35頁です。これは湛水の機械、条播と点播ということになります。

36頁です。これは、自分も使っていますばらまきです。ブームタブラーとい

うことで、播種には能率的な機械です。

37頁です。大区画の国営で、地下かんがいとかを取り入れていて、直播栽培

が増えてきているということになります。
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38頁です。先ほど言った「ほしまる」の栽培指針ということで、500kgとる

ためには、150本と言うのだけれども、200から300がいい、多い方がいいと言

っていますが、本当にこのとおりです。

39頁です。悪いイメージは、私達の努力が足りないからだと思っています。

40頁です。これは、収量の結果を言っているものなので、後でゆっくり見て

いただければいいと思います。30年度は、この中でも悪かったです。６月の低

温、８月の日照は全くなくて、雨ばかり降っていたという中でのデータなので、

収量は悪いですし、よくないです。平年比ということで、30年の精玄米重が平

年比で84％しかない、それだけ減収しているということ。

41頁です。個人の収量差は、簡単に縮まらない。とにかくとれる人はとれる

けれども、悪い人は悪い、それが直まきだということです。これは、多分どこ

の地区でも同じだと思います。

42頁です。苗立ということで、北海道でいくと、種をまくと５、６割ぐらい

しか生えないのです。ただ、これは何を言いたいかというと、高いレベルの人

がいるのです。直まきの場合はここなのです。苗立の上手な人、これは発芽率

です。74％というのは本当に高いです。それで600kg近くとっている。他方、3

5％とか55％とか40％とか、苗立率が低い人がいるのです。妹背牛も同じです。

ただ、こういう苗立の高い人というのは、芽の出し方が上手なのです。種を上

手に発芽させられない人は、その分、種をたくさんまくのです。14kgまいてい

ます。14kgまいて35％しか生えないから、その分たくさんまいて、何とか苗立

率を高めているという技術なのです。ある面で言ったら、それが直まきのいい

ところかもしれませんけれども、コストを考えたときに、苗立の高いこの人の

技術というのは生きるわけです。少ない種をまいて、ちゃんと74％も発芽させ

ている。こういうことが課題として出てくるか、出てこないか、これをどうや

って変えていくかということが直まきだと私は思います。

年末反省会があるのですけれども、良くても悪くても反省はあるはずです。

私は、毎回そう言っています。

安定苗立というのは、後でも出てきます。試験データをとるための坪刈りと

いうのは、１ヵ所とか２ヵ所とか４ヵ所とかするのですけれども、そういうと

ころだけとった数字、坪刈り調査と、実際にコンバインで田全体を刈ったとき
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の実収穫との差がどれだけあるか調べると、安定した苗立を立てるということ

は、田植えするのと同じですから、どこもきれいに出芽が揃っているかという

ことが大事であることがわかります。そういう直播を目指せるか目指さないか

というところが１つのポイントになっていると私は思います。自分たちとか、

近隣町村のデータを見ると、それが全く当てはまっています。

43頁です。収量がとれていない人は、こんなにとれている人がいるのだとい

うことを確認して、どうやってとっているのと聞いてくださいと。あの人はと

れているよと。そういう仲間づくりが大事なのだよということを、常にみんな

で酒飲んで、よく飲むのですけれども、自分でハードルを作ってしまわないで

聞いてみようと。成功した人だって、毎年反省、失敗があるのだよねと言うと、

「佐藤さんは失敗なんかないでしょう」と言う。「ばか言え」と返して、成功

する部分もあるけれども、悪いところもあるから、毎年反省がいっぱいだとい

う話をよくするのです。それを変えていくか、変えていかないかということだ

と思います。

ここで全くの余談ですけれども、700kg以上だったら、世界水準で国別ベス

ト10以内に入る。今は、世界の中では１トンどりの米づくりとかというところ

もあるらしいですから、かっては700kgというのは世界標準で１つの水準だっ

たと思うのです。しかし、その水準は、栽培方法が変わったり、品種がそうい

う品種にもなって、だんだん上がっているだろうと思います。何を目指して、

何をするかで、いろいろなところを動かしたり、成果として求めたりするもの

の結果として、生産者はどう考えているかとか、いろいろなことを考えていか

ないといけないと思います。米も１つの食料にしかすぎなくなる時期がもう来

ていますから、その中にあっても、自分たちの目標とかを考え、そういうもの

を訴えかけたり、人や米生産を動かしたりするということが大事なのかなと思

っています。

44頁です。500kg以下では採算ベースではないということです。さっきも言

いましたけれども、細かいことを出すということになると妹背牛のデータしか

ないので、さっき言った500kg以下というのは、どうしてもこういう形で出て

きている。40戸、50戸ぐらいの中で、500kg以下ということで、こんなに人数

が出ているということです。
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これは資料に出ていないのですけれども、平成26年は北海道が大豊作だった

のです。そのときに、なかなか移植との対比ができなかったのです。昔、私が

行っていた農民協議会から一斉サンプル調査をしていたときに、移植のデータ

をもらって、直播とたまたま当てはめてみたということだけなのです。直播は

悪いのがあって、この辺ぐらいが本当に多いのです。

45頁です。これが直まきです。研究会の調査で平均９俵、9.1なんて本当に

すごい収量なのです。幾ら頑張っても、直まきとの差というのは、やはり高い

レベルのところが少ないですから、平均すると１俵の差が必ずついている。中

には11.75俵の人がいます。種から始まる技術の難しさというのはここにあら

われていると思うのです。水の使い方、土のつくり方、肥料の使い方に係る技

術ウエートというのは物すごく高いのです。ですから、このレベルが本当に高

い人かもしれないですけれども、このレベルの人の技術が全部に伝われば、こ

のところにほとんど入ってくるというのが直播栽培だと私は思っています。で

すから、可能性は物すごくある技術だと思っています。

46頁です。これは、種を乾もみでまいた部分と浸漬もみの種をまいた差を出

しただけですから、後半に登熟の仕方が変わってくるということにつながって

いきます。

47頁です。これは１枚の田んぼの中で地力の差があるから、これを解消しよ

うということで、肥培管理を徹底してやりましょうということです。

48頁から50頁です。これは草の関係ですけれども、48頁左側、49頁のように

なるのも直播だからということです。耕地が軟弱であったり、浅いとこれが48

頁の右側や50頁のようになってきます。

51頁です。これが側条施肥を使った場合の直播のデータで、高収量な農家と

苗立が同じ210本と218本との同一水準スタートでの対比です。結果的には329k

gと614kgの差。側条を使った農家と低収で側条を使っていない農家だと思いま

す。この生育差をグラフにしたということで、低収な要因というのは、後にも

出てきますけれども、幼穂形成期前にどんな稲の姿で進んでいるかということ

です。側条無しでは、ただ肥料をやるだけではない部分というのが要素として

あって、本数がスムーズに出るような条件づくりが必要なのだろうと思います。

52頁です。これも低収の人と髙収の人の比較です。幼穂形成期のころにもそ
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の差が出てくるのです。低収というのは必ず幼穂形成期以降の茎数が少なくな

る結果として出てきている。それが全ての人がそういうことになっております。

それは技術の検証結果によります。後半の肥料とか水の使い方、その辺の使い

方がなっていないと言うと低収群の批判になりますが、そこを改善できるかで

きないかがカギとなります。

53頁です。これは、気温が低い年の移植と直まきの専用品種との粒厚分布デ

ータです。要するに、製品率がどうなっているかというのを出しただけなので

すけれども、その中で移植用の「ななつぼし」を直播でまいた人がいて、その

データで、昨年天候が悪かった中で、「ななつぼし」は、ほとんどではないの

ですが、製品率が57％しかなかったと。それから見れば、「ほしまる」の製品

率は移植に近いです。北海道の場合は、どんな品種の作付でも良い事にはなら

ないということをこの資料から言っています。低温年の登熟が遅いとそれが足

りなくなるということです。

54頁です。これがさっき言った坪刈り調査と実収穫というのは、農協に出荷

した数量なのですが、どれだけの差があるかということを調べたものです。坪

刈りしたところが平均的な数字であればそうなのですが、多分それなりに生え

ているところを選んで収量調査したと思うのです。そうすると、実際の数字は、

どうしてもほとんど下がっているのが多くて、田んぼが穴だらけだとか、発芽

率が低いとどうしても未熟が多くて、みんな下に落ちたとか、そういうところ

が多いという現象が起きてくるわけで、移植と違って、１圃場の中の安定度と

いうのは、限りなく直まきは下がっていくということになります。それを見る

ため、あるＪＡの資料を使わせていただいてつくってみたものです。坪刈り単

収が569kgもあったらすごいねという話なのですけれども、ＪＡに出したのは4

41kgしかなかった。上手に全体を平らにつくる難しさが直まきにあるのだよと

いうことで、２俵の差があるということ。課題は、こうしてたくさん出てきま

す。

55頁です。こういう穴がぼつぼつとあって、いいお米をたくさんとるのは無

理ではないですかというのを提案しています。調査の50cm角のはかりのイメー

ジなのですけれども、全部がきれいに生えているということが大事ですよとい

うことです。

－ 19 －



- 18 -

56頁です。北海道は融雪剤を使いますけれども、ケイ酸入りの肥料というか、

融雪剤として使っているということですが、それを使っている人はたくさんと

っているということを言っているもので、みんなに示しています。

57頁です。見ていただくと、播種日がいつになっているかで、除草剤をまく

時期が播種からどのぐらいたっているかということで、草が出るとか出ないと

か、まいた時期が遅いだの、早いだのという判断材料として出している資料で

す。

58頁です。低収の人ははっきり要因がわかります。生育が遅いとか、播種日

が遅いとか、乾籾播種時期が遅かったり、茎数が少ないのは苗立本数、分けつ

不足、これに尽きるのです。

直播稲は根が浅く、地力に影響されやすい栽培です。逆に根が浅い事は追肥

の肥効が早い分追肥による調整がしやすい事にもなります。

多肥は多収に直結しない。当然です。今回、データをつけていないのですけ

れども、北海道でも乾田直播が岩見沢地区とか、美唄地区とかで行われていま

す。道内では、岩見沢の影響力というのはすごくて、乾田もいいのです。です

が、その肥培方法というのはすごい問題があるということを、考えなければな

りません。

又、茎数の確保では、惑わされる事として、例えば移植栽培と同一品種を、

直播栽培した場合、１穂の籾数が移植のそれと85％～90％はダウンします。こ

のことは茎数確保の難しさへ繋がります。ですから初期分けつは、スムーズに

取れる事が収量安定に結びつきます。

合わせて、稲の生育では、乾土効果や土壌肥沃度が重要となります。私は、

過去、直播栽培を始めた頃、春先に圃場の乾きの悪い所に直播栽培をした時、

なかなか分けつがとれなく、草丈も短く、分けつ不足で収量が全く上がりませ

んでした。

それ以後、乾土対策としてプラウ耕の実施や、小麦等の跡地の利用、合わせ

て土壌肥沃度の高い圃場の選択などを直播栽培には欠かせない条件として、指

導してきた経過があります。

何回も言いますが、合わせて水をとめることをどうするか、とまるかとまら

ないかということも考えるべきで、肥効や生育の良し悪しは、水の張り方、た
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まり方での影響が最大の要因だと思います。そういう乾田直播が、本州はわか

らないですが、北海道は多いです。水がたまらなくても乾田直播だといってい

るのが乾田直播かなと。私も失敗の中でそういう思いを持っています。

59頁です。町村のデータは妹背牛の資料を上げています。比較材料として、

道内の町村の直播栽培のデータがないわけではないのですけれども、ちょっと

間に合いませんでした。上川ネットワークだとか、あちこちの資料があるから、

それをまとめてくればできるのですけれども。ここでは、あくまでも妹背牛の

大ざっぱな見方で、10年間ぐらいタームでの比較として考えたときに、収量面

で課題はとにかく、低収群で、収量の低い人です。直播に対して、省力化ニー

ズとして自分は経営の中で直播をやりたいというのはわかるのだけれども、面

積を増やしても、もうからなければ何もならないですよというところが直播の

問題です。北海道の平年の水稲の作付でも40kg以上違って、北空知はどうして

も単収の高い地帯なので、自分たちは個々に考えなければいけない。550kgの

平年より、完全に１俵を失っているのです。

北海道とか地域、北空知の単収というのは７年なのか、10年なのかわかりま

せんが、平年対比しても、完全に１俵失っているのです。ただ、この中の、平

均したら490kgだけれども、中には600kgの人、650kgの人もいるのです。です

が、さっきありました300kg台、400kg台の人、この人が足を引っ張っているか

らこの数字になっているだけなのです。低収群に技術を広めるのをどうするか

ということだけだと私は思っています。その数字というのは、その方々がちょ

っと頑張れば平均は上がると思います。

北海道は、種をどうしても10kgぐらい播種します。移植で2.7kg、４kg、５k

gしか使わないものですから、３倍、４倍近く種を使う。芽出しをするときに、

水を頻繁に入れたり切ったりして、干す期間を多くすると酸素が種に供給され

て、芽切りがよくなるということで、平成９年度から落水出芽法という技術が

全国的に普及したのですが、それのおかげで直播の安定度は増しました。

そのおかげで、干すことが多くなると、草も生えるということで、いろいろ

な除草剤を使って、１つで終わるのが２つ、３つ、手がかかるようになって、

人の差がありますけれども、労働軽減分の差し引きをすると、全算入生産費で

考えると、大体とんとんかなと思っています。ですけれども、自分の労働をお
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金にかえるという思いをさせたら、お米の販売代金を上げなければ、お金とし

ては残りませんから、労働力軽減になったって、お金として形で残っていなけ

れば何もならない直まきになってしまうということになると思いますので、そ

こが大事かなと思っています。

60頁です。これは私の後輩なのですが、熊谷君が今研究会の会長をやってい

ますけれども、本当に上手で、移植と間違えるぐらいの直まきのきれいなつく

り方、「業師」です。

61頁です。さっきから何回も言うのですけれども、生産性とか労働とかとい

うのは改善向上する必要があると思うのです。同じことを繰り返していては後

継者も育たないし、楽しい農業にもならないし、余暇も必要だしということで、

積極的に導入するというのはお金のかかる話なので、難しいところなのですけ

れども、そういうことだと皆さん思っていただけると思います。

62頁です。これは古い資料ですが、田の保有農家戸数というのはちょっと微

妙な視点なのですが、これだけ激減していて、変わってきているということで

す。

63頁です。これは、妹背牛町の直播作付は300haと書いています。何年か前

につくった資料なのですけれども、こういう推移をしていくだろうと。直播の

生産農家が移植栽培を多くやるということは絶対ないです。直播栽培の春先の

労働軽減は面積で行ってしまうので、移植栽培面積を減らすということはなく

て、規模拡大に行くので、移植栽培を多くやるということは多分ないと思いま

す。なので、妹背牛町では、移植栽培面積というのは、下に出ていますけれど

も、何ぼ面積を増やしても、移植は多分15、16町しかつくらないと思います。

そうすると、水田の面積を増やすとなると、５町だ10町だ15町だ20町だという

直播の作付スタイルに変わっていくのだろうと思います。

64頁です。妹背牛の直播作付の規模拡大農家の実態ということで、ちょっと

調べてみたのです。25ha以上の19戸の農家が研究会のメンバーの中にいて、そ

れが平均すると35haぐらいで、主食用米が68％、その中に直まきがこれだけあ

りますよというウエートを書いているだけなのですが、こういうようにだんだ

ん直播栽培の面積が増えてきています。

ですから、49戸が妹背牛の半分の面積を耕作しているというのは、こういう
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人達がどんどん出てきているというのが現実で、この技術力さえ高まれば、米

をつくって、主食をつくって、面積をどんどん拡大していく。やがてはいい新

品種で、例えばこれを全部直まきにかえていけば、１戸で60ha、70haは家族農

業で、転作率25％かそのぐらいで、皆さん全然やれるという話はしています。

酒を飲んだら、そういう話題をしながら、いろいろな話をしています。

65頁です。技術と品種というのは、技術が先なのか、品種が先なのかという

と、最初にも言いましたけれども、お米づくりを長くやっている自分の親のそ

の前の代からもやっていて、ようやく自分がちょっと知っている中で、「ゆめ

ぴりか」とか「ななつぼし」ができたのは最近です。生産者は、直まきも含め

みんな技術を高めることが大事です。生産者も品種はもっとこんなのをつくっ

てほしいという声を上げ、関心を持ってもらわないと困るが、それを育種する

のは行政です。道、関係機関に対して、生産者からの熱い言葉を若い研究者等

の関係者に伝えてくださいと頼んでいます。せっかく「えみまる」という品種

が出てきて、試験場の人は、皆さん、現場頑張ってくれという言葉をかけてい

ただいています。私もそうだと思います。生産者が頑張ることが、品種につな

がり、いいものに変わっていくのだろうと思います。

御清聴、どうもありがとうございます（拍手）。

Ⅱ 質 疑 応 答

(1) 小澤健二氏の質問

小澤 どうもありがとうございました。いろいろ御質問したい方が多いだろ

うと思いますので、私は佐藤さんが触れられなかったことに関する素朴な質問

をいたします。

佐藤さんが紹介されました雨竜郡妹背牛の地域は、北海道でも最も稲作の適

作地域だと思われます。しかし、そこでも稲作経営を中心とする農家は激減し

ているとのお話しでした。この稲作の適地での生産農家のこれだけの大幅な減

少は、世代交代に伴う後継者不足と理解していいのでしょうか。その場合、本

州と異なり北海道では、農業をやめた方は地域にとどまる人もいるかもしれま

せんが、地域から出ていく人たちも多いと思われます。やめた農家の農地を集
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積して佐藤さんたちは規模を拡大してきたと思われますが、その際の規模拡大

は、本州では主として借地によりますが妹背牛などでは農地を購入する割合が

多いのではないかと思われますが、農地購入のあり方、購入の条件はどのよう

なものか、これが第１の質問です。

２つ目は、佐藤さんの農場では努力されて、自力で圃場整備されて、目検討

ですが、圃場１枚当たりが1.7～1.8haほどの圃場規模に整備している様子です。

その圃場規模を前提とした直播の稲作経営では、家族経営としてはどの程度の

面積規模が適正かとの問題です。私は余り専門でないので、きちんとは分かり

ませんが、家族経営が稲作経営として自立するには、本州では10haから15haぐ

らいの経営規模が適正ではないか、と言われているようです。その際には、30

aほどの区画で圃場が分散しており、その条件の中では10haを超すと、生産コ

ストが余り下がらないと云われます。佐藤さんの農場では、去年までは奥さん

とお嬢さんと３人の労働力で42haを経営されていた。どの程度規模を拡大して、

しかも生産コストを下げられるのか、これが２つ目の質問です。

３点目としては、今日は語られませんでしたが、佐藤農場でも移植として

「ゆめぴりか」、「ななつぼし」を相当生産しています。その移植による田植え

作業に追われ、それが作業を非常に忙しくさせている。直播が増えてきて、作

付面積のほぼ半分ほどになっていますが、「ゆめぴりか」、「ななつぼし」のよ

うな高級銘柄米の場合には、直播での生産は、収量、および品質の点でまだ問

題が多いとお考えですか。あるいは、ホクレンが品質上、直播は「ゆめぴり

か」と「ななつぼし」に対しては認めないということがあるか否か、この点を

教えていただきたい。これに関連して、経営面から見ると、「ゆめぴりか」、

「ななつぼし」の優良銘柄による移植栽培が、佐藤さんの稲作経営を支えてい

るところが大きいと考えられます。直播品種として、今年から使用する「えみ

まる」に大きな期待をかけていますが、「ほしまる」と「えみまる」が、「ゆめ

ぴりか」や「ななつぼし」と比べて収益性としてはどうかという問題をいかに

クリアしていくかが課題のように思われます。

関連して、最後に佐藤さんがおっしゃった経営コストの点では、直播は労働

コストの削減につながっていますが、種子および除草剤の費用、それに機械コ

ストが移植よりも高いようです。佐藤さんは機械の面でも、コンビネーション

－ 24 －



- 23 -

作業機を独自に開発されて、稲刈りと小麦の播種を組み合わせた作業をし、地

域に貢献されていると思われます。佐藤さんたちのグループの直播が伸びてい

っている背景には、佐藤さんが中心となられる直播に伴う機械コストのリスク

分担、あるいは、機械コストの低減も大きいと考えられます。要するに、直播

にともなう、機械、種子、除草剤などの経営費用をどのように評価したらいい

かの問題です。直播に関する技術的な問題もお聞きしたいのですが、ほかの人

に質問をお譲りした方がよいと思いますので、私の質問は以上にとどめます。

佐藤 的を射た答えになるかどうか分かりませんが、最初に後継者問題とか

農地の関係の話をされていまして、北海道では、離農というか、農業をやめる

ときに、土地に対する執着というのは意外となくて、売買、買い取りという形

が多いです。ですので、農業開発公社とか、そういうところも含めて、一時的

な公社買いつけの３年後、５年後に買い取りということに最終的にはなるので

すが、個人的な売買が多いです。そういう形の農地移動が多いです。

次に、家族的な農業のスタイルということで、圃場の話をされていました。

北海道も本州でもそうですけれども、圃場の区画によって生産効率が変わると

思います。播種作業にしてもそうだし、耕起作業もそうですし、管理作業もそ

うですし、全てにかかわってくることですので、家族であろうが、会社であろ

うが、１戸当たりの面積というのは本当に変わっていく。いろいろなところで

そういうデータは出していると思います。自分の地区でも国営事業が行われて、

平均１枚2.5haぐらいですか、あぜを抜いて、4.5とか2.5haぐらいが１枚サイ

ズでできているのですけれども、本当に楽に、１軒の農家が大きな面積をやれ

るような時代になってきていますので、その辺は国に求めるのか、個人でやっ

ていくのか、自分は早い時期にそれをやりたかったものですから、20年ぐらい

もかかって、自分で100枚を20枚余りにしてきたという経過があります。

全て人に頼った事業ができるかというのは、国の事業費として予算額もあり

ますので、早期にできない可能性もあります。やはりできることは自分でやる

ということが、必要かと思います。

直播の関係です。コストの話がちょっと出ていまして、機械の話もされてい

ました。直播の機械のコストがかかるとかという話も含めて、レベラーとか、

そういうものは水田農業として考えたときには、私は移植も含めて、畑もそう
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ですけれども、レベラーのウエートというのは、先ほどの区画を直すという意

味では、農業をする以上は、直播に準ずるレーザー均平機というのは、同じよ

うに必要な時代になってくるだろうと私は思います。先ほども言いましたけれ

ども、自分たちで、例えば国営の圃場をつくった、道営圃場、国営の圃場整備

事業をやっても、必ずその２年後、６年後、５年後に圃場を修正しなければい

けない。それは自分たちである程度修正していかないといけない時代。どこに

でも求められるかといったら、それはできないのだろうと思います。そのよう

にやっていくことが、自分たちがお金をかけないで直していくということを小

刻みにやることが、出してくれるところが出してくれたら助かりますけれども、

そういうことも大事なのではないかなと思います。ふだんから、自分の都合の

いいときに直したりすることができるのであれば、そうすることによってコス

トを下げ、機械も効率よく利用することが可能になります。

次に、直播で「ゆめぴりか」と「ななつぼし」という話がありました。それ

ができるように、今の品種で、技術力を高めて行くことだと私は思っています。

新しい品種が出てきて、そちらに向かうのもいいのだけれども、技術力を高め

ることによって、今の既存の移植の品種もつくれる可能性が出てくるので、技

術力を本人がつけることが大事ということを私はいつも言っています。だから、

できる人は、登熟期の遅い、出穂期の遅い「ゆめぴりか」や「ななつぼし」に

挑戦できるまでに、技術力を高める可能性があると考えています。それは苗立

に関してであり、200本から250本ぐらいを立てるというのはそのためです。苗

立の数を増やすことが、そういう品種への対応策だということなのです。それ

をクリアすることで、登熟が遅い品種もつくれるようにはなると思います。

「ななつぼし」だとか、「ゆめぴりか」の対応力というのは、農家自身の対応

力の問題です。それができない限りは、それらの品種について、直播はできな

いのだということを言っています。

とにかく品種も必要ですけれども、とにかく技術は与えられるものでないの

で、一人一人が田んぼの様子をうかがったり、水の使い方だとか、つくり方が

備わなければ直まきはできません。ですから、低収群という人たちがいるので

す。その低収群の人たちの考え方が変わらない限りは、今までの農業のスタイ

ルしかできませんが、上を目指している人というのはどんどん前に進みます。
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そういう人が出てくることが自分はすごく良いことだと思っています。

(2) 小栗邦夫氏の質問

小栗 農林漁業振興会の小栗です。

圃場の大規模化の関係ですが、天皇杯受賞時の業績書を見ても、３枚から５

枚の圃場を１つにまとめています。これは、レーザーレベラーさえあれば、自

力でやるのはそれほど難しくない技術だと考えてよろしいのでしょうか。

佐藤 複数の圃場をレーザーレベラーを使用して大区画化する場合、それぞ

れの圃場高低差があり、作物を作る作土層が水田であれば15cm程度で一枚、一

枚違う高さに存在します。

ここで整地をする場合、高低差がさほど無い場合（５cm程度以内）であれば

それほど難しくはないと思います。

しかし、高低差が10cm以上になると、表土（作土層）を整地しても同じ深さ

（15cm）にする工法、つまり表土をめくって、下層土を平らにしてから表土を

戻す工法が一般的にさまざまな事業で行われる大区画化の圃場整備です。

大きな高低差のある場合は、表土をずらしたり、下層土をならしたりとブル

ドーザーなどが必要になりますし、農道や畦畔なども作り直さなければなりま

せん。これを自費で全て工事すると莫大な出費になります。

昨今、極端な高低差のある工事は別として簡易工法といって30cm程度の差以

内なら、プラウ耕を利用して下層土を表面に返して（天地返しと言う）、その

土を低い方へレベラーで移動し、作土の上に下層土を運んだ場所をプラウで天

地返しをして表土を表面に戻す。図解すると分かりやすいのですが、大きめの

プラウと100馬力級のトラクターは必要になりますが、簡易工法として工事費

も安く済み、普及しています。この工法は、私が直播栽培を始めた26年前頃か

らレーザーレベラーが普及されましたが、農家でも出来る圃場整備として広ま

りました。

(3) 島田和彦氏の質問

島田 農林水産省農林水産技術会議事務局の島田と申します。

大きく３点教えていただきたいのですけれども、１つは、私ども、内地でも

－ 27 －



- 26 -

同じように直播の仕事をさせていただいたのですが、そのときには、大規模化

と直播で低コスト生産を推進しておりました。ただいまのご説明で、特に収量

がなかなか上がらず御苦労されているというお話をいただき、その原因として、

かなり穴があいているような田んぼが見られるというお話をいただいたのです

が、その原因はどのようなものでしょうか。内地では、風の影響で浮き稲が出

て、活着が悪く、穴が出きてしまう状況なのですが、佐藤さんの田んぼにおい

て、苗が活着できなかった原因について教えていただきたいということが１点

目です。

２点目は、先ほど「ゆめぴりか」とか優良品種を植えることに関するお話が

ありましたが、北海道での直播品種として、登熟期間が短くて、高品質な品種

が北海道で求められているのかどうかというのが２点目の質問でございます。

３点目は、佐藤さんの仕事の中で、１俵当たりどのぐらいのコストで生産さ

れているのか、もし言って問題がなければ、教えていただきたいということで

ございます。

以上３点でございます。

佐藤 的を射ていない答えになるかもしれませんが、お答えしたいと思いま

す。

まず最初に、日本国内で直まきはどこでもやられていると思います。移植作

業の安定度というのは、苗を大きくして圃場に移植するということであるので、

それが高いのは当然だと思います。直まきの場合は、種を直接まくということ

は、当然最初に根っこがおりて芽が出てくる。その根がおりる段階で落ちつい

ているかどうかということで、水を入れたときに、流れるか流れないかがまず

第一のポイントです。また、鳥に食べられるとか管理上の不都合で芽が出てい

るところ出ていないところが生じるというような原因で穴ができるということ

だと思います。機械の播種精度の問題もあります。

移植栽培と全く違うので、北海道であれば、播種後のマイナスの要素となる

部分はどうしても内地に比べ高いと思います。低温というマイナス要素があっ

て、発芽を促す温度が若干足りないということで発芽率が低いと思います。本

州だと直播で３～５kgぐらいしかまかないのではないですか？北海道は９kgも

10kgも種をまく。それはなぜかというと、発芽率が低い、６割、５割しかない。
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それでも、その発芽率が平均に５割、６割出ていればいいのですが、水の深い

ところとか、変に水がたまったりするところとかは出てこないです。そういう

ことが出るのが直まきだと思います。機械性能の問題、栽培管理上の問題で穴

ができるので、それを改善する技術を高めなければ収量安定にはつながらない。

いろいろなことを考えないと、直まきは難しいということなのです。

品種の話をされましたが、「えみまる」というのは、登熟が早いとかいうこ

とよりも、とにかく低温でも芽が出るという品種なのです。なので、ステージ

的に「ほしまる」も同じなのですが、低温発芽性が高い、そういう品種が出た

ということは、北海道にとってプラス要素です。

最後ですが、自分の経営コストのお話ですが、経営は動くものだと思うので

す。投資があり、それも何に投資するかということがあります。規模拡大する

とか、機械の更新です。機械は、無駄でなければいいと思うのですが、皆さん、

結構買います。直播の場合はハウス資材とかはないですが、なるべく共同利用

が出来る体制を考え購入すべきです。

ただし、乾田直播では、雨の降らない乾燥する時期に耕起、砕土、播種、ケ

ンブリッジローラーかけ等と合わせて除草剤散布等が一行程で行われなければ

なりません。天候を考えスムーズに作業を進めるためには、作業機を装着出来

るトラクターの台数とかも必要になる事が考えられます。

そうなってくると、施肥、耕起、播種など一行程作業のコンビネーション化

も選択肢となるでしょう。基本的には小麦播種の機械関係との流用も出来ます

から無理のない投資でなければならないと思います。「妹背牛町は乾田直播」

とYouTubeで開いてください。私のところのすばらしい乾田直播をやっている

人が出ています。おもしろいです。そのネットのものは、播種機だとか、ロー

ラーとか、肥料まきだとか、自動操舵で全部動いています。そういうYouTube

ネットで見ると出ています。

自分はなるべく機械を買わないように、研究会の機械利用組合で買ってもら

うようにしています。自分は、反当2,000円か2,500円の利用料だけ払って、10

ha、25万円ぐらいで播種機を使って、その機械で追肥もしています。自分で買

っていません。田んぼはプラウ耕をしますけれども、プラウも研究会のものを、

反当600円で借りて使っています。なるべく機械を買わないようにするという
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ことは、自分のところで建物も増やさなくてもいいし、今、建物コストは高い

ものですから、なるべく自分で買わないで、共同で持てるものは持つようにし

て、トラクターだとかも、最近共同で買うようにしたり、そういう形に変えて

います。やがてはきっと何戸かで法人をつくるかもしれませんけれども、そん

なに使わないものは共同で買うようにしています。

私の生産費についてですが、全算入生産費で見た場合10a生産費は北海道の

移植栽培15ha以上層と同一水準、約10万円程度ですが、直播、移植ともに含め

た１俵当たりのコストは、道内収量より各年15％～20％高いので、概ね、8,50

0円～9,000円／１俵当たりで北海道内水準の２割減程度となっています。各費

用で特徴的な所は、直播の労働生産性は高く、労賃分は移植対比55％で済んで

いますが種子が３倍使うのと、除草剤代が４割増の年もあって、移植栽培との

全体のコスト対比は同程度となっています。

このようなことから、直播栽培も移植並みの収量にしなければ残る利益は、

同一水準にはならないと考えています。

司会 ２番目の品種についての島田さんの質問は、直播でも、品種的に高品

質、良食味の生産を目指しておられるのかどうかという質問だと思いますが。

佐藤 それは当然で、今、北海道では「ゆめぴりか」と「ななつぼし」が消

費者によく知られているのですけれども、自分が直播中心で経営するためには、

「えみまる」なのか、その次の世代なのかと考えています。「えみまる」にな

ってくれればいいのですが、それが消費者に知られ、消費者から求められるも

のになることが、自分が直播をぼんと増やせる要素になっていくだろうと。で

すから、自分だけ収量、品位が上がっても北海道全体の底上げにならないので、

みんなで良い技術を共有し合い、ロットを増やして、いいものをたくさん供給

できて、評価されるものをつくろう、そんな声がけをしていくようにしていま

す。

(4) 八木宏典氏の質問

八木 日本農業研究所の八木と申します。

３点ほどお伺いしたいと思います。まず１点目は、妹背牛町の水稲直播の作

付け動向という図をみますと、この４年ほどは乾田直播の面積が増えています
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よね。湛水直播の面積はこの２年ぐらいは少し減って来ていて、乾田直播の面

積がこのところちょっと増えてきています。これはどういう理由でしょうか。

佐藤 10年ぐらい前から、約1,000haですけれども、国営事業が妹背牛の水

田の３分の１で行われたのです。それによって、地下かんがい排水、今の集中

管理孔システムというやり方に変わってきているのです。最新の暗渠排水にな

ったら、乾田は増えるなと思っていました。30年に、事業が終わりました。研

究会のメンバーの中でも、国営による圃場を使い、乾田が増えてきています。

八木 要するに、土地基盤の条件によって湛水直播か乾田直播かを選択して

いるということでしょうか。

佐藤 そういうことになります。

八木 ２点目は、直播栽培面積の割合は、将来、どのようになっていくのか

という質問です。現在の地域での割合は13％で、佐藤さんの圃場でも、田畑交

換と理想の直播栽培圃場づくりの図によりますと、湛水直播は２年、移植は６

～８年、秋小麦２年ということで、10年サイクルで水田利用のローテーション

を組むというお話になっており、これによりますと直播の割合は20％となりま

す。それから、地域の将来予測では、2025年には大体520haですから割合にし

て24％ということになります。こうした数字からは直播栽培の割合は２割から

３割ぐらいということになります。

しかし、将来、いろいろな新技術が開発されて、新しい品種が育成されてく

ると、直播栽培面積は50％を超えるようになる、あるいは直播が主流になる。

例えば、イタリアとか、オーストラリアとか、そのようなところと同じような、

直播が主流になる時代が来るということなのか。あるいは日本の気象条件や圃

場条件を考えると、そう簡単にはいかないということなのか。直播を３割程度

あるいは半々ぐらいにしてうまく組み合わせていくのが最も安定的なのだとお

考えなのか、そのあたりのお考えを聞かせていただければと思います。

佐藤 自分のところに30歳ぐらいの社員が入って、少ない労働でサラリーマ

ン並みの給料の農業を目指すべきだと私は思っているので、いつまでも移植に

こだわる必要はないと言っています。技術力が高くて、移植よりももうかるよ

うにして、全部直播を作付する目標で良いと私は思っている。移植栽培に関連

した春先のハウスの作業が、直播の場合は全くなくなるので、嫁さんがトラク
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ターに乗って起こせるとなると、日ごろからの作業が倍はやれると思います。

ですので、少ない労働でハウス管理していたのが直播でやれたら、こんないい

ことはない。同じだけの収量がとれたら倍もうかる。少ない人間で倍やれると

いうことは、倍の給料をもらえるということにつながるから、そういう農業を

目指して、水田も労働生産性が高くて、１時間当たりの労働報酬が高くなる米

づくりを目標としてやれれば、それは個人的な判断になってしまいますが、３

割とか20何％とか、直播はどの面積が良いかということでなく、個人の経営と

して考えてどこを目標にするかだと思います。たくさんの面積やれたら、100h

a、２人ぐらいでやれるということになったら、そちらの道にみんな進みます。

経営者感覚も必要だと思います。直まきは究極の米のつくり方だと思っていま

す。麦と大豆と一緒に絡めると本当に規模拡大ができるアイテムになってくる

のだろうと考えています。

八木 ３点目は、先ほどの方の質問と重複しますけれども、「えみまる」の

品種の特性なのですが、いわゆる発芽・苗立がいい、そして初期生育が旺盛で

あるという性質を持っていると理解してよろしいのでしょうか。

佐藤 そうです。

八木 その上に、この品種は低アミロースの良質米であると。こうした品種

が、これからの品種改良の１つの大きな流れになるとお考えでしょうか。

佐藤 米の品質には、つくり方で変わる部分や米の持っている基本的な特性

による部分があると思います。特性によって育種の過程で選択され、奨励品種

になる段階で、品種が持つ特性が決まってくると思います。それがどの辺のポ

ジションにあるというのが、結局、既存の「ゆめぴりか」だったり、「ななつ

ぼし」との対比であると思います。それと同等であるのであれば、高い評価を

受けます。ただ、作り手側によって折角の特性が評価されない品種になる可能

性があります。直まきであれば、その面の要素の危険が大きいので、栽培上の

共通したつくり方、仕様はある程度必要かなと思います。米の品質の良し悪し

は栽培で決まってくる面も大きいのではないかと思います。品種が持つ特性そ

のものよりも栽培方法でこけたということになるかもしれません。その品質安

定のため、みんなに頑張りましょうということを言っています。

－ 32 －



- 31 -

(5) 石原 邦氏の質問

石原 土づくりのお話がほとんどなかったのですが、冬の条件が、北海道で

は内地と随分違うと思うのです。佐藤さんのお宅の典型的な土づくりの過程を、

稲を刈り取ってから直播の種をまくまでどんな作業が実際に行われているかに

ついて、作業の目的、その作業が土づくりに対してどういう意味を持つかにつ

いてお話しをしていただきたい。

佐藤 刈り取りから春までというのは大事な時期で、直播栽培には、春先か

ら秋と、秋から春の２つがあり、そのなかで、秋から春というのはとくに大事

だと私は思います。秋というのは、田んぼであれば、稲の落水時期から次の年

の春までという表現のほうがいいと私は思います。規模拡大していくと、春耕

期に、前の年に何をやっていたかで仕事の始まりとか、時期とかというのは、

移植前の作業としてどの時期にやれて、雨の影響を受けても影響を受けないぐ

らいの圃場になっているかとか、面積を規模拡大すればするほど、前の田んぼ

の落水状態から秋の作業が大事というのが私の持論で、質問された期間がいい

なと私は思ったのです。

私は、水はとにかく最後まで入れるほうで、実は去年、８月30日に水が切ら

れたのですけれども、８月に天候が良い日が全然なくて、半月近くも稲刈りの

時期がおくれ、したがって、登熟期間が物すごく長くなるのですが、台風が風

台風に変わって、９月３日に雨が降らなくて、雨が降るつもりで早くに水を落

としている人は大失敗であったという年だったのです。

９月３日に台風があって、９月６日に胆振で地震があったのです。震度４ぐ

らいあったので、これがまた都合よく、土地改良区で通水試験によって水を通

すことができたのです。風台風で田んぼが乾いているところに、10月に入るか

入らないうちに、稲刈り時期になったので、その時期に絶対水を入れなければ

いけないと思って、通水試験をするのはいいけれども、たくさん入れてくれと

言ってお願いして、水を入れたのですが、すごい大当たりになりました。でも、

入れているということは、今度は秋に乾かないほうにつながるということにな

ります。したがって、その前に溝切りをきちっと全部入れたりして、遅くに入

れた水がすぐに引けるような田んぼをつくるとか、そういうことは、田んぼを

つくる上で絶対必要で、入れても引ける、乾く、でも収穫はとれる、そういう
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ものでないと、機械を入れるために乾かすのではなくて、物をつくって生産を

上げるためにいい状態で乾かす、でも作物はとる、そういう考えでやっていま

す。

石原 土壌改良、土づくりというのもちょっと伺いたい。刈り取ってから、

春、種をまくまでの間に、例えば耕起する場合にはどのぐらいの深さで起こす

とか。

佐藤 粘土地が多くて、降雪期間があって、秋起こしすると、粘土地は春先、

耕盤層の下に水がたまり全然だめです。なので、とにかく水はけを、春先に作

業がすぐできるように、稲刈りした後に、とにかく余りいじらないで、サブソ

イラーを使い、融雪剤を早くまくとか、ケイカルを春の融雪期にたくさんまく

とか、非常に単純なことなのですけれども、融雪期を早める、水はすぐ抜くこ

とに徹していて、春先にプラウとかスタブルカルチを早くに入れるのですが、

その時点で乾いて機械がこなれるぐらいの条件づくりを早くからしておくよう

にする。

石原 堆肥を入れるとか、そういうことは余りないのですか。

佐藤 雪の期間が多いものですから、水稲の種まきが終わると、すぐ耕起作

業が入ってくるのです。ですから、堆肥をまくとか、そういう作業は一切でき

ません。

石原 そうすると、堆肥は全然なしで。

佐藤 ええ、ですから、スタブルカルチをかけたり、プラウをかけたり、乾

かす作業のみです。とにかく乾かす。ですから、ディスクハローとかというの

は本当にいい機械だと思います。外国のディスクハローというのは、土をほぐ

すのです。プラウを返したりとか、スタブルカルチをかけた後に、ほぐして乾

かすという１工程が入ると全然変わってくる。何で乾かすことをするようにな

ったかというと、直播をやっていて、乾きの悪い田んぼに直播栽培をすること

になると、分けつが全然おくれてしまって、出穂期がおくれて、穂数が足りな

いという現象が絶対起きるのです。それが乾く田んぼ、乾かす田んぼというよ

うにつくると、歴然と変わるということなのです。直まきをやっていると、そ

れがわかって、それを移植にも同じように取り入れて、とにかく全部乾かして

直播とか移植作業をすると、例外がないぐらい生長、生育が安定する。乾かす
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作業は本当に大事なのだということを御理解頂けると思います。とにかく生育

がスムーズに行く。赤い根っこがなくて、白くて太い根っこが出るようになり、

そういう感じで、乾かすことをメインにしています。

石原 それが土を変えるということにつながるのですね。

佐藤 そうですね。私はそう思います。肥料を多投しても、根が赤いと稲の

葉っぱの色がちょっと変なのです。ちゃんとした稲の生育にならなくて、やは

り健康な稲の状態で追肥する、肥料の効き方がどうかというよりは、土づくり

によって、健康な根が育ち、根がよく育つのは、土づくりにあるのだと言える

と思います。

(6) 戸谷 亨氏の質問

戸谷 水稲直播研究会の事務局を担当している戸谷と申します。今日は非常

に貴重なお話をお聞かせいただいて、ありがとうございます。

佐藤さん御自身の対応の中で、平成18年に乾田直播から湛水直播に変えられ

ています。湛水直播はカルパーのものだと思いますけれども、そのときにオー

ストラリアのお話しなどがございました。苗立の安定性とか、より具体的に乾

直から湛直に変えられた理由があれば補足していただきたいのと、研究会の中

で、先ほどの乾田直播と湛水直播をそれぞれやられている組合員さんがいらっ

しゃるので、組合員さんの中で直播の技術はいろいろなものがありますけれど

も、そういう技術についての議論はどのような感じで進められているのか、教

えていただければありがたいと思いました。

佐藤 苗立の安定についてですが、北海道のような播種時期がそれぞれの年

によって低い年があり、私達の所ではそれぞれの年により発芽率がバラつく現

象が見られました。

平成19年に播種時期が早期から気温の高い年があり全員が安定した苗立とな

りましたが、それ以後、播種を含めた春先の作業全ての栽培履歴を組合員に記

帳させ、苗立本数の安定化のため、それぞれの播種時期や、芽出し技術などを

栽培履歴に基づくデータ分析により公開するようにしました。この結果は、農

家の皆さんが様々な他作物の作業が同時に進行する中、直播栽培の作業が天候

に合わせた播種スケジュールに替わり安定苗立に結びつく良い成果となりまし
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た。

又、天候に合わせた播種スケジュールの考え方は、平成９年度に落水出芽法

が播種時の手法として、出てきたわけですが、その定着化と合わせて、次第に

その安定化はカルパー無しに替わっても発芽率の向上は安定するものと変わり

ました。

又、乾田直播では、漏水田には作付しない認識も定着し、国営基盤整備後な

どしっかりとした条件作りの下、作付が行われるようになってきました。

以上の事は、直播栽培が①苗立の重要性、②水管理がもたらす肥効及び生育

環境の適正化意識が直播栽培に結びついてきていると感じています。妹背牛町

の研究会では、とにかく皆んなが集まる機会も多く失敗や成果の上がっている

栽培上の技術は、自然とコミュニケーションの中から伝え合う形となってきつ

つあります。

戸谷 乾田直播と湛水直播については、会員の中でどのような意見のやりと

りがありますか。

佐藤 技術的に乾田のほうが難しいと私は思うのです。湛水は、まいたら、

とにかく代かきした田んぼに種が付着するので、水分吸収・補給が簡単ですぐ

芽が出てくる。乾田の場合は、乾もみの人もいて、浸漬を圃場でやるとなると、

水の使い方が難しい。それと、播種日を早くしなければいけないということで、

いろいろなことをやっています。発芽前にラウンドアップをまいたり、ビンボ

ウグサが多いから、テッポウが多いからといって、ノミニーとかいろいろなも

のをまいてみたりします。それはそれで、その人がやりやすいと思ったらそれ

でやればいいし、チャレンジしてみて、最終的には懐ですので、懐につながる

技術が結果につながれば、私はどんな形でもいいと思って、直播の選択という

のは自由があっていいのではないか、そういう視点で私は思っていますし、み

んなにも話しています。ただ、水がたまらないのだけはやめたほうがいい。そ

れは失敗のもとになりますので、それだけは気をつけようという話はしていま

す。

──了──
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