はじめに

春分の日、田んぼの種籾の準備が始まる。人間の身体も春を感じて、動き出したくなる季
節である。満を持していた種籾も春を感じて待ちかねているはずだ。心静かにイネと呼吸を
合わせる気持ちになる。
せ

ど

かきのうえ

この冊子では、有機農業で畝取りしているあしがら農の会の「欠ノ上田んぼ」の記録を中
心に、有機農業の一年の活動を記録したものである。できるだけ、再現性のある実践を記録
しようとはしているが、田んぼは 100 枚あれば 100 通りの変化がある。予定通りにいかな
い天候異常が目立つ。その上、有機農業の研究が少ない。出来得る限り科学的な試みを行い、
誰にでも可能な技術の確立を目指してきた。その結果、「農薬を使わない。化学肥料を使わ
ない。」厳密な有機農業の実践において、周辺の稲作が 7 俵台にとどまる条件の中、10 俵の
畝取りを平均的に達成している。その農法は緑肥とソバカスを利用した農法である。ソバカ
スとはそばの精粉過程で出る多様なそば糠である。
あしがら農の会はコメづくり経験のないものが、コメづくりを始めて３０年、いろいろと
試行錯誤を重ねてきた。随分失敗もあった。そして、偶然にも 100 枚の田んぼの耕作を経験
したことになる。この 30 年の経験はこれから始める人たちのお役にたつかもしれないとの
思いで、この冊子をまとめた。
なお、あしがら農の会は、あしがら地域（神奈川県小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄
下郡）に様々な循環を作りたいとの思いから、
「地場」
「旬」
「自給」を掲げて、1993 年に設
立された(2003 年にＮＰＯ法人化)。休耕田を借りて自給のためのコメづくりから始まった
会は、今年、25 周年を迎えた。現在はコメづくりを行う「田んぼの会」の他に、
「農産物の
宅配」（新規就農した生産者が無農薬・無化学肥料栽培の野菜宅配―米、お茶、果樹、卵、
鶏肉、豚肉などを生産している)、「お茶の会」
（5 月には参加者約 100 名が、各自 1 年分の
お茶を摘み取る）、
「大豆の会」
（大豆は 7 月に苗作りから始まり、11 月に収穫。1 月には麹
作りから味噌作りを行っている）もあり、「畑の会」では麦、じゃがいも、タマネギを作っ
ている。また、有機農業塾を開催し技術向上を目指している。
このたび、小田原有機の里づくり協議会の緑肥稲作の実証圃場として、国の補助金を 5
年間いただいた。この冊子はその報告書として作られた。このような機会を与えられたこと
に深く感謝を申し上げる。ご感想、ご批判、ご意見を是非お寄せください。

２０１８年１２月８日

「有機農業の日」

共同編著者代表

笹村

出
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農家で一般的に使われている単位と公定度量衡の対比
(原則として小数点 2 位以下四捨五入)

農家常用単位

公定度量衡

この冊子では

備

考

坪

3.3 m2

3.3 m2

畝

99.2 m2

100 m2

1 アール(a)

100 m2

100 m2

とが普通だが、昔は藁で編んだ米俵が普通でこれが４斗

反

991.7 m2

1000 m2

(60kg)入りであったため、今でも 1 俵と言えば 60kg のこ

10 アール(a)

1,000 m2

1,000 m2

町

9,917 m2

10,000 m2

「畝取り」とは１畝で１俵(60kg)の収穫を挙げること
を言い、高収量を狙う農家のひとつの目標とされている。
現在は、収穫した玄米は 30kg 入りの紙袋で扱われるこ

とである。

第Ⅱ部

有機のコメづくりの実際

１．秋、コメづくりは田んぼの土づくりから始まる
1.1

10 月中旬 土づくり

写真 1. 秋起こしの終わった田んぼ

写真 2. 緑肥作物の種を播き、浅く耕耘してワラを撒く

冬の間の田んぼの管理が、田んぼの土壌を良くする。収穫の終わった田んぼは、すぐに秋起こし
をする。秋起こしによって有機物の分解が早まる。初めて田んぼを始めるとすれば、10 月に予定の
場所を耕して緑肥の種を播く。この時に田んぼだけではなく田んぼの畦にも緑肥を播く。
田んぼの緑肥作物は、まずはレンゲを播くのがよい。レンゲなら、1000 ㎡に種を 4kg 程度が標準
である。播種して、浅くロータリーをかけるなどして軽く土をかぶせる。できればその上から、稲
ワラをほぐして撒いておけば冬の間土の表面を覆い、乾燥を防ぐ。さらにそのワラの上から、田ん
ぼにお礼肥としてソバカスを 1000 ㎡に 100kg 撒く。ソバカスはワラの分解を速めることになる。
※ソバカスとはそばの糠（ぬか）のことである。近所にそば粉工場があるので使っている。一般に
は手に入りにくいであろうから、米ヌカと考えても、大きくは違わない。
1.2

緑肥づくり

緑肥作物に肥料としてソバカスを与えることになるが、それが田んぼの土づくりになっている。
冬の間に、少しずつという気持ちで、2、3 回に分けてソバカスを撒く。肥料分といっても土の中に
いる微生物にえさをやっていると考えるとよい。少しずつ雨の前に繰り返し与える。風に飛ばされ
ないし、ソバカスの発酵にもよい。冬は肥料が利きにくいので、充分与えて、良く緑肥作物を育て
ることが重要になる。
緑肥が土壌を覆えば、表土を露出させないで湿度を保ち、土壌微生物を守る。上に出た土は乾き
きっているが、ワラの下の土はしっとりとしている。
田んぼが 1000 ㎡あたり 600kg のお米が穫れるようになったら、レンゲから他の緑肥に替えても
よい。緑肥作物は基本的には、腐植量を増やし土壌を豊かなものにする。有機農業では腐植量の増
加が一番重要と考えてもよい。緑肥作物はその田んぼに合うものがあるが、充分に生育させるのは
難しいものになる。時々緑肥の種類を替えてやることがよい。

15

レンゲは窒素を固定するので、直接の肥料になる。クローバーの類は同じような効果がある。田
んぼの雑草が多すぎて困るのであれば菜種の抑草効果が高い。菜の花は春に鋤き込むと抑草には効
果が高くなる。ただし、田んぼでの栽培は難しい作物なので、充分に肥料を入れて育てなければで
きない。土壌構造の改善をしたいと思うのであれば、大麦をつくる。麦は根が深く入り込み、土壌
の状態が良くなる。ただし、大麦を収穫しようと考えると、6 月末の田植えということになる。緑
肥植物の根が地中で何をしているかを考えて緑肥は選択する。

写真 3. レンゲ

写真 4. 菜の花

写真 5. 赤クローバー

写真 6. 大麦

緑肥作物は 1 月一杯はそれほど成育しない。土に十分の力があれば、この間緑肥は根を伸ばして
いる。緑肥の生育で土壌の状態がわかる。その根が充分成育していれば、日差しが強くなるに従い
目覚ましい生育を見せる。
２．冬の農作業
2.1

畦づくりと水口、水尻の整備

畦は田んぼにとって、大切なものだ。水を溜めたり、落としたり自由にできる畦がよい。耕作し
ている間、畦が安定して初めて良いコメづくりができる。畦の幅は 60 ㎝以上がよい。畦で大豆や
バンカープランツを作るとすれば、思い切って 1 m あってもよい。高さは最低 10 ㎝以上、20 ㎝ま
で。適度の高さが作業性がよい。畦づくりは大変ではあるが、土を毎年積み直すことが一番よい。
モグラや沢蟹が穴を開けている。土は少し積んではタコ（土木作業用具）で敲いて、固めて高くし
てゆく。田んぼの高い部分の土を一輪車で運ぶとよい。10 ㎝以上の高さになるように繰り返し固
めておく。田んぼ側の側面は傾斜をつけるが、これは田んぼの代掻きが終わってからのことになる。
16

畦づくりの際には、水口や水尻の整備も行う。水口と水尻は対角線上に作ると田んぼで水が停滞す
る部分がなくなる。入水量、排水量が自由に調整できるように、上下できる板や細い板を重ねて調
整できる形にする。
2.2

はざがけの竹伐り

はざがけ竹は一番良いものが孟宗竹の細いものである。肉厚で長持ちする。細いものはなかなか
ないので、真竹でもよい。冬の 12 月に伐ると一番長持ちする。竹は節の少し黒くなった 2、3 年物
がよい。イネを掛けてから足りないからと、慌てて切ったのでは、持ちが悪く 1、2 年で折れてし
まう。竿の長さは長いほどよいが、軽トラに乗せて運ぶ場合は、せいぜい 6 m ぐらいまでである。
6 m 棹に 10 本の脚が必要になる。1 本の切った竹の細い部分を脚にする。脚の長さは 2 m。軽トラ
の荷台一杯に乗せやすい長さにしておくと便利。
2.3

田んぼの整備

秋、緑肥を播種する前に、田んぼの均平の整備を行う。田んぼはできる限り平らがよい。冬の間、
雨が降ると水たまりができるようではだめ。土壌にも良くないし、緑肥も育たない。できれば、水
準器を使い計測しながら平らにしてゆく。田んぼを秋起こしする前の土の堅い間に、高い場所の土
を取り、ネコで低い場所に運ぶ。平らにするほどよいとはいえ、わずかな傾斜が必要である。水口
から水を入れれば、田んぼ全体に均一に広がるようでなければならない。水尻を開ければ、すべて
の水が抜けるような傾斜は必要となる。また、水路からの水の湧きがある場所があれば、そこは少
し高くしなければならない。
３．種子は出発点。どう選ぶか、どう準備するか
3.1

種籾の選び方

初めてコメづくりをする時は一般農家向きの種籾を購入することになる。種籾は地域の奨励品種
が無難である。農協に行き、予約すれば誰でも簡単に手に入る。地域の奨励品種であれば、苗作り
に失敗しても補充が利く。後から不足した苗を、貰うことも簡単である。めずらしい品種をやりた
いのであれば、ネットを調べれば大抵の種籾が売られている。
地域で水が管理されている場合は周りの品種に合わせる必要がある。早くに水を切られる場合は
早生品種にする必要がある。
有機のコメづくりでは、早生品種は栽培期間
が短いため干しや追肥の対応が難しくなるの
で、避けた方が無難である。種籾の量は 2kg で
1000 ㎡の田んぼの種籾になる。

写真 7. 種籾の入った自家採種の袋
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種籾は春分の日の 1 週間前には取り出して春の大気にならしておく。種籾には虫は入っていない
か。ネズミにやられていないか。保存が万全であったかをワクワクしながら調べる。コメづくりの
一年に思いを巡らせる。どの作業も、始める前のイメージトレーニングは大切なことだ。
翌年からの種籾はできるだけ自家採種した方がよい。その方法は「９. 来年のための種籾を～自
分で自家用の種を採る～」参照
3.2

籾洗いと浸種

立春に始まるコメづくりの最初の作業が籾洗いである。海水と田んぼの泥を混ぜた水に種籾を浸
ける。この春分の日の籾洗いを、農の会では「海水選」と呼んでいる。
本来は塩水選である。比重 1.13 の塩水に沈めて軽い種籾を取り除く作業である。軽い種籾を取
り除くことは必要ではあるが、比重選別はそれほど厳密でなくても問題は起きない。種籾が海水と
田んぼの泥に出会い、春の訪れを感じてもらうことが大切である。
籾洗いで残った充実した種籾は、コンバイン
袋（籾袋）に入れて川に浸ける。籾袋がなけれ
ば、ネット状のしっかりした袋がよい。川の水
は 13℃以下の冷たいものであればより望まし
い。川の水は停滞している場所ではなく、流れ
ていなければならない。籾が充分に水にさらさ
れて、余分な物質が洗い流されていることが望
ましい。

写真 8. 川に浸してある籾袋に入れた種籾

籾は鳩胸状態になるまで川の流れに浸けておく。芽が出過ぎていても、出ていないでも大差はな
い。おおよそ 3 週間が経過すると鳩胸状態になる。取り出してよく泥を洗う。洗った籾が乾かない
ようにビニール袋に入れて、上を開いた状態で、冷蔵庫に 5℃で保存をする。時々かき回す。川が
利用できない場合は、桶に水道水を入れて、野外の日陰に置いておく。毎日水を替えながら鳩胸状
態まで浸けておく。
冷蔵庫に一度入れることは、時間調整でもあるが、種籾には悪いことではない。休眠打破と考え
ている。室温で保存されていた場合、籾は寒さを体験していないことになる。種籾は寒さに当たり
発芽を一気に揃える。
４．苗を育てる
4.1

春分の日に土ぼかしを作る

春分の日には土ぼかしを作る。土ぼかしは苗づくりの時に必要になる。山土 10 にソバカス 1 の割
合で混合し、水を混ぜて混合する。水の量は混合した土が握って崩れる程度。
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雨に当たらないようにシートをかけて管理す
る。1 週間もすると熱が出て、白い糸状菌が広
がる。週 1 回ぐらいは攪拌する。熱が出なくな
るまで土の攪拌を繰り返す。春分の日に作り、
種播きの日まで 40 日ぐらいあれば大丈夫だ。

写真 9. 土ぼかしを作る

4.2

４月初旬 苗代づくり

苗代予定地には、1000 ㎡にソバカス 150kg を目安に春分の日にもう一度、撒いておく。苗代の場
所は水の入れやすい場所で、道路付けのよいところにする。苗を運びやすいことも苗床を作る場所
としては重要になる。
苗代は「保温折衷苗代」（「付 用語解説 1」参照）と呼ばれる形の変化したもので行う。昔か
らの方法であるが、家庭コメづくり向きである。いつでも水の入れられる田んぼでなければ苗代は
できない。水の来る田んぼの中でも、最も水の管理しやすい場所で行う。5 月にならないと水の来
ない田んぼが多いので気を付けなければならない。

写真 10. 苗代を作る田んぼ

4.3

写真 11. 通路を残して代掻きをした苗床

いい苗とは

いい苗を作れることが有機のコメづくりの条件になる。農協で売られている機械田植え用の 3 葉
期の苗は有機のコメづくり向きではない。「苗半作」という言葉があるが、「苗 8 分」という言葉
もある。良い苗を作れなければ多収はできない。5 葉期の苗は購入できないので、苗作りは自分で
やる以外にない。良い大苗を作ることは何よりも重要である。
4.4

苗代づくり

苗代になる部分だけを耕す。1000 ㎡の田んぼ苗代は 1 m 幅で長さは 10 m でよい。できるだけ深
く耕したい。ていねいに細かく土を砕いておく。草はそのまま鋤き込んでかまわない。草が多すぎ
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るようなら、苗代の両側は通路部分になるのでそこにあげておく。通路は耕さず、歩きやすく残し
ておく。苗代は毎日頻繁に観察が必要なので、歩きやすくなければよい苗代はできない。

写真 12. 苗代準備

写真 13. 苗代の表面を均す

ヒエが生えない田んぼに苗代は作りたい。ヒエが出るような田んぼであれば、苗取りで大変苦労
する。初めて田んぼにする場所であればヒエは出ない。ヒエがなければバラ播きでもよい。ヒエの
多い田んぼの場合は、筋播きにしてヒエ取りがわかりやすくできるようにする。
耕し終われば、すぐ水を入れる。水が溜まるようになったところで、種播き 1 週間前には代掻き
を行う。苗代の代掻きはトロトロになるまで、2 度 3 度と十分に行う。苗床での代掻きはやりすぎ
ということはない。仕上げはトンボを使い、田面が水平になるように、ていねいに平らにしておく。
ここでは 1 cm の高低差が水やりに影響する。
水が冷たい田んぼであれば、苗代まで行く水が水路を遠回りに回るようにする。温まった水が苗
代に入るようにしておく。苗代の周辺には溝を掘り、水が溜まっているようにしておくと水が安定
する。この水路の水が寒さ、暑さをも緩和してくれる。播種の 2 日前には水を抜いておく。種籾は
水没すると酸素不足で枯れてしまう。種籾も前日川から上げて広げて陰干しをしておく。鳩胸にな
って冷蔵庫に入れた場合は取り出して、外気にならしておく。
4.5

苗代での種播き

種播きは 4 月下旬になる。播種の日にちは田植えの 5 週間前となる。田植えの時には苗が 5 葉期
であることが一番望ましい。1 週間毎に 1 枚葉が伸びるとして、5 週間の育苗である。ただし、種
籾の充実度、水温、日照、土壌の豊かさなどで、生育は一週間はずれる。始めのうちは 6 週間の育
苗と考えた方がよいかもしれない。
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写真 14. 苗代に種を播く

写真 15. 穴あきビニールトンネルで囲う

苗代に芽のわずかに出た種籾を薄めにばらまく。予定面積に均等になるように種籾を播く。播い
たならば、その上から燻炭を撒く。燻炭で種籾が隠れたら、その上から充分に発酵を終えた土ぼか
しを撒く。発酵が不十分であると、障害が出る。土ぼかしは熱が完全に抜けるまで 1 か月以上発酵
させなければならない。土ぼかしはやらないでもかまわないが、使えば苗の生育が順調になる。種
籾はそれでも半分は見えているぐらいでよい。種籾は地表にある状態でも、水やりに気を付ければ
大丈夫である。
種籾の播種が終わったならば、保温と鳥害を防ぐために穴あきビニールでトンネルを作り覆う。
4.6

苗代の管理

発芽までの管理は水やり程度である。朝に、
水が全体に回るように入れる。すぐ止めてしま
う。天候にもよるが最初の 1 週間は、乾いたら
水をやるという感覚だ。この時期、乾く方が、
水没していることより種籾には好ましい。
播種から 5 日ほどで発芽は揃うことが望まし
い。発芽したならば、徐々に水を与える量を増
やしてゆく。針のようにとがった葉が地面を押
し破るように出てくる。この時期霜がまだあり、
寒さに凍えるようなこともあるが、水の回し方、 写真 16. 発芽してきた種籾
貯め方を工夫して、水の暖かさで夜温の冷えを
できるだけ防ぐようにする。
昼間は日が当たり、トンネル内は高温になる。稲の高さの地面すれすれの気温を測定して、35℃
以上にはならないように管理してゆく。もし上がるようであれば、ビニールトンネルの裾をまくり、
風を通す。
苗の生育に併せて水位を高くしてゆく。水没をしても一日に 1 度水面から地表を出せば、
イネが枯れることはない。コツとしては、水を深くしたり、浅くしたりを繰り返し、土壌を濡れた
状態にしておくことがよい。
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写真 17. 芽が出揃った種籾

写真 18. 田植えに使う苗 分げつが始まっている
※分げつとは稲の茎の根に近い節から新しく茎が発生
することである。

図 1 苗の各部位の名前(笹村原図)

発芽を始めたなら、徐々に水位を上げてゆく。種播き 2 週目の 2 葉期を過ぎたならば、浅く水を
張る状態にする。3 週目の 3 葉期まできたら、雀が食べなくなるので、ビニールトンネルをはがす。

写真 19. ビニールトンネル苗代
写真 20. ビニールトンネルをはがす

３葉期からはイネは自根により栄養を吸収して成育を始める。そこまでは種籾の持っている力で
成育をしている。ここからが苗代の出来不出来が現れてくる。苗代土壌が良い状態であれば、3 葉
期で稲は緑の濃さを増し、大きな幅広の葉を展開する。緑の薄い黄色いような苗では肥料不足であ
る。多収の稲はこの時期の力強さで決まると考えてよい。
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5 週目の 5 葉期で田植えできる苗になる。苗の背の高さは 30 ㎝、根がしっかりと伸びているこ
と。
4.7

庭での育苗

850 m2 の田んぼ用に苗箱 20 枚を用意する。
焼き土と燻炭（くんたん）、バーミキュライト
を 1 対 1 対 1 の比でまぜる。
種籾は井戸水をかけ流しにして、鳩胸になる
まで水に浸ける。
苗箱は重ねて穴あきビニールをかけて芽出
しをする。一番上は何も播いていない土だけを
乗せた苗箱を載せる。
白い芽がツンツンしてきたら、水平にしたプ
ールに横 4 枚、縦 5 枚で２０枚並べる。

写真 21. 芽が出たばかり

プールは、3 cm ほど土を掘り下げて、高さ 7
～8 cm の枠板を周囲に渡し、青いビニールシー
トを敷き、その上に農業用ビニールを敷く。さ
らにその上に、先ほど掘り下げておいた土を戻
す。それまで野菜を育てていた土である。
苗箱を並べて不織布をかけて緑化をする。
緑化が終わったら防虫シートをトンネルに
してボウフラが湧かないようにする。
水は最初は撒く程度でまだためない。苗の背

写真 22. 芽が揃ってきた

が伸びてきたら、苗箱の高さをちょっと超える
くらいまで水を入れる。減れば水を足す。
土を戻さないで作ったこともある。
単管パイプの上にコンパネを敷いてビニー
ルを敷いて作ったこともある。
まだ、試行錯誤しているので、これだという
ところまではいっていない。

写真 23. 順調に育った苗
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５．田植えの準備
5.1

田んぼの準備

4 月の下旬までの間にもう一度、田んぼ全体にソバカスを撒く。目安として 1000 ㎡に 100 kg ぐ
らいのソバカスを撒く。肥料不足を感じたなら、200kg 撒いてもよい。この時期までであればソバ
カスが多すぎて問題を起こすことはない。 撒いたソバカスは春は 1 か月経って、効果を上げ始め
る。苗の順調な活着、初期生育から分げつを増やすのに効果を上げることになる。うまく苗の初期
分げつに効果が上がるようにソバカスを撒く。
5.2

畦の管理法

田んぼの畦の直しを行う。畦は 10 ㎝以上の高さで 60 ㎝以上の幅にしなければならない。田んぼ
の 8 ㎝以上の深水を保つためには 10 cm 以上の畦の高さは必要である。しっかりした畦がなければ、
田んぼの見回りがやりにくいので、維持管理がおろそかになりやすい。厚い幅のある畦であれば、
沢蟹も穴を開けにくい。同時に畦際をぐるりと掘り下げておく。代掻きをしたときにここに泥が流
れ込み水漏れを防ぐことができる。その泥で畦塗りを行うことになる。畦塗りは代掻きが終わって
から行うが、畦塗りで泥をとりすぎると、畦際が深くなりすぎるので気を付ける必要がある。
田植えの時に作業しやすいように、畦の草刈りを行う。よい作業は整った環境でなければできな
い。刈った草は必ず田んぼに入れる。田んぼには少しでも腐植になるものを加えた方がよい。田植
えが終わってから、敷きワラのように稲の間にワラを敷いてもよいくらいだ。
田んぼの畦は緑肥ではないが、やはり腐植の生産場にしてゆく。大豆を作るのが一番である。畦
豆といって畦で大豆はよくできるものだ。畦にも緑肥は播く。畦の草刈りをしたら、田んぼに入れ
る。畦の草はバンカープランツである。畦に様々な虫がいるという状態が、田んぼという単純にな
る環境を緩和できる。畦を刈らなければ水の見回りが困難になる。田植えや、稲刈りの作業前に刈
るぐらいがよい。ただし、できるだけ畦草は刈った方がよいという考え方もある。
※畦草の管理については、様々な考え方がある。第Ⅲ部考察篇参照
5.3

荒起こし

5 月は田植えの準備である。今は連休に田植
えを済まそうという地域も多くなっているが、
小田原では 5 月末くらいの田植えが、イネの生
理にはよいようだ。苗が 5 葉期を過ぎたところ
が、田植えの目安である。それに合わせると荒
起こしの時期は 4 葉期(種播き後 4 週)の頃にな
る。人間の都合ではなく、苗の生育に合わせた
方がよい。
写真 24. 田植えを待つ田んぼ
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荒起こしでは、田んぼの鋤床が水平で平らになるようにすることが重要となる。荒起こしの段階
で田んぼの水平を調整する。耕運を平らにていねいにやるということは、田んぼの鋤床が水平にな
るように耕す。代掻きでは田んぼの表面は平らにできるが、田んぼの耕土の深さは直すことができ
ない。
5.4

代掻き

荒起こしが終われば、水を溜めておく。代掻きは荒起こしの翌週に行う。田植えの前日または前々
日になる。代掻きは浅くやる方がよい。水が溜まらない田んぼであれば、畦際だけをていねいに二
度代掻き行う。全体は土を練らないようにさらっと仕上げるようにする。田植え段階では水持ちが
悪くても構わない。代掻きをする時に水が溜まらない場合は、水を入れながら溜まったところから
代掻きするしかない。でこぼこは水のあるうちにトンボで修正する。
畦塗りを行う。畦は壁を塗るようにていねい
に塗り、乾くまで触らない。二回以上の代掻き
では乾くまで触らないのは難しい。よい畦塗り
をすれば水漏れを長期間防ぐことができる。

写真 25. 畦塗りの作業

5.5

二回代掻きが草を抑える

簡単な代掻きとは逆の 3 回代掻きをやることもある。3 回代掻きの方が草の発生が抑えられるか
らだ。前年度の雑草の状態があまりにひどいときには 3 回代掻きの方がよい。一度目の代掻きを田
植え 4 週間以上前に行い、草の発芽を待って、田植え直前に 3 回目の代掻きを行う。苗代に使う田
んぼは毎年 3 回代掻きになるわけだが、草は少なくなる。ただし、3 回代掻きは棚田では作業が大
変になる。代掻きが終われば、水を張って田植えを待つ。
６．田植えは一大イベント
6.1

苗取り

田植えの前日に苗取りを行う。苗は上に引き抜くのではなく、できるだけ根を切らないようにゆ
っくり横に引くのがいい。片手で握れる分の苗をまとめて取る。土は神経質に洗い落とさなくても
よい。取った苗は運びやすいように苗箱やコンテナに入れる。田植えまで 1 日しかなくても日が照
ると苗が乾いてしまうので、苗を乾燥させないよう、水のあるところに置いておく。
苗を全部取り終わったらこの苗床もすぐにトラクターで代掻きをし、水を抜いて翌日の田植えに
備える。
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写真 26. 総出で苗取り

6.2

田植え前の水管理と植付け場所のしるしつけ

写真 27. 格子の溝を付ける道具

写真 28. 格子状に線の引かれた田んぼに植える

5 月末から、6 月にかけて田植えを行う。田植え前日朝に水を抜きはじめる。水が抜ける時間は
土壌によって違うので、あらかじめ様子を見ておく。雨が降ると状況が変わるので、天気予報も注
意深く見る。もし乾いていれば、もう一度水を入れて抜いておく。
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田んぼには 25～30 ㎝角の線をきちっと引く。できれば線を踏まないように歩く。土壌が良くな
るにしたがって、より疎植が可能になる。
6.3

苗の挿し方

田植え直前に水をわずか入れてゆく。水尻のほうから、入ってくる水に向かうように田植えをす
ると、水が濁らず田植えがしやすい。線がよく見える状態で田植えをすると、初めて田植えをする
人でもかなりの速度で田植えができる。
田植えは、線引きの終わった田んぼにひたひた水の状態で植えてゆくのがよい。水が適度にあれ
ば、イネがしっかりと植えられる。引かれた線の交点に苗を植えてゆく。
田植えは基本的に 2 本植えとする。1 本植えでも収量は変わらないことは確かめられたが、倒伏
しやすい。ただし、種籾を採る田んぼは必ず、1 本植にしなくてはならない。苗は浅く、しっかり
と植えたい。一度土に差し込んでから、摘まむように押さえる。この時わずかに苗を上に引くと、
良い土壌であれば土が苗に寄ってくる。後から深そうな苗を軽く引いて歩くのもよい。経験の浅い
人ほど、どうしても深植になる。深植は苗のその後の生育によくない。
6.4

植えた後の管理

田植えが終わったらすぐに水を張る。水は流
し水管理にする。水尻でわずかに水が漏れる程
度を保つ。水尻に水調整板をおいて、水位を 8
㎝に保つ。
8 cm あれば、
ヒエが出ることはない。

写真 29. 水尻の水位調整板

水が全体に行き渡れば、ソバカスを撒く。このソバカスは雑草抑制もあるが、ミジンコやイトミ
ミズの餌で 1000 ㎡の田んぼで 15kg 程度撒く。田んぼ全体に行き渡るように撒く。風上から田んぼ
に入れれば、自然と全体に広がる。このソバカスが微生物の餌になり、ミジンコが水を濁らすほど
増える。トロトロ層の形成につながり、雑草の抑制になる。ただしあまり多すぎると草丈が伸びす
ぎて、倒伏の原因になる。
田んぼの日常管理では水の見回りが大切である。田んぼは流し水管理である。流し水とは常に入
水をしていて、水尻では水が流れ出るか出ないかの状態に管理することである。複数の田んぼが上
下につながっていれば、途中の田んぼは常に水が流れ落ちている状態である。
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田植え後、初めのうちは縦浸透が大きい。水が浸透しているということは、酸素が土壌の中にも
供給されているということになる。新鮮な水が来ることで、酸素も供給され土壌の活性化が起こる。
水口は低水温で生育が遅れても、たいていの場合は夏になり追いつくので心配はいらない。
７．植えてからの管理も怠りなく
7.1

コロガシは早く

田植えが終わると、5 葉期の良い苗は翌朝には活着している。葉先に露が溜まっていることで確
認できる。田植えが終われば、一日も早くコロガシを行う。コロガシは草を抑えるために行う。小
さな草ほどコロガシで浮き上がらせることができる。草が大きくなってしまうと、コロガシで処理
できなくなってしまう。そのために、田植え後苗が根付いたとみれば、すぐコロガシを始めると、
抑草効果が高まる。（雑草の見分け方は「付 用語解説２」を参照）

写真 30. 田植え 3 日目の稲 活着した印の朝露

写真 31. コロガシ 田車

縦横 2 回は最低でもコロガシを行う。つまり 4 回は田んぼの土壌を耕耘することになる。畑でい
う土寄せのようなものだ。コロガシは水を入れたまま行う方法と、水をひたひたまで落としてやる
方法がある。草を土壌の中に巻き込んで埋め込んでしまいたいときは、水を浅くする。あるいは、
深いまま転がして浮き上がらせれば、コナギは枯れてしまう。
7.2

コロガシのもう一つの役割

コロガシのもう一つの役割は土壌の活性化である。田んぼの土壌は水が入ることで、良い発酵方
向にいくか、腐敗方向にいくかの瀬戸際にある。コロガシによって土を深く攪拌させることで、土
壌に酸素を入れてやることで良い発酵に進めることができる。田んぼに悪い匂いのする場所があれ
ば、燻炭を撒いて、コロガシで酸素を混ぜてやることで、大抵の場合良い発酵に進む。初期段階で
の発酵の方向付けが重要である。良い発酵なのか、悪い腐敗なのかは泡の匂い、土の匂いで判断す
る。「どぶの匂い」が危険な兆候である。ただし、匂いがしないことを清浄であるとは言えない。
生きた土壌に酸素が入れば、微生物が新たな活動を始める。
さらに、畑でいう土寄せ効果で倒伏防止が期待できる。そういう意味では浅水コロガシの方が大
変であるが効果が高い。
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7.3

補植

コロガシをやりながら、同時にやるのが補植である。苗がなくなってしまったところをていねい
に、田植えをしてゆく。田んぼに水が入るとその水圧で抜けて浮き上がってしまう株がある。初期
から深水にするので、浮き苗がある程度出るのはやむをえないことである。
補植のための苗は十分に広げて田んぼの隅に並べておく。まとめたまま置いておけば、蒸れて苗
が傷んでしまう。気が付いた時にすぐにそこから取っては植え込む。疎植の田んぼでは苗が 1 本無
くなれば、減収にはなる。苗のないところを見つけては、徹底して補植をする。補植は 6 月中に行
えば、収穫の時には遜色のないそれなりの穂をつけている。7 月に入ってしまうと、さすがに見劣
りする株になってしまう。補植で余った苗は田んぼの外にだす。
7.4

田んぼ見回り

「田んぼ見回り棒」は観察のための道具である。田んぼの水の見回りの時に、この棒を持って歩
く。下にのこぎり鎌のステンレス製の刃を曲げて、縛り付けてある。下から 60 ㎝で黒い印。２番
目の印が 1 m。この棒を使うと、「この株が 60 ㎝」ということがわかる。水が入っていても背丈が
どこまで伸びたのか見やすい。畦から届くコナギは、引っ掻いてとることができる。田んぼの中に
入らないで、かなりの面積の草取りが、見回り棒でできることになる。肥料をコナギに横取りされ
ないために、ここで草を取りきることが多収につながる。

写真 32. 田んぼの見回り棒

写真 33. 稲の成長の目安に 60 cm と 1 m に印をつける。見回り棒の
先には小鎌をつけ畦から雑草の株を刈り取る

7.5

稲は成長期に入る

7 月に入ると一気に稲は大きくなる。稲は種を播いた時から、1 週間に 1 枚葉が出てくると考え
てよい。9 枚目であれば、9 週目で田植え１か月とわかる。品種によって葉の数は異なるが、「サ
トジマン」は平均として全部で 15 枚である。8 月初旬に一番大切な 15 枚目の葉が出て止葉（とめ
ば）になる。
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写真 34. 分げつが増え広がった株姿

写真 35. ７月初めの田んぼ

稲の葉は 7 枚目、8 枚目,と弓なりの葉が出て株は扇のような形になる。そして直立した 9 枚目の
葉が出るのが 7 月初旬である。この時期株はぱらっと広がっていて、水面が見えるようでなければ
ならない。また分げつも急速に増加してこの頃には、2 本が 4 本、4 本が 8 本と鼠算で増えてゆく。
株は太陽光を受けやすいように四方に広がり、扇型から、開帳型になってゆく。
稲を傷める可能性が高くなるのでコロガシは 7 月初旬までにする。この後の草は「拾い草」であ
る。田んぼの中を歩きながら、草を見つけて抜いて歩く。抜いた草は足で踏みつけて、泥の中に深
く埋め込む。埋め込めば腐植になる。
7.6

田んぼの水の見回り

穴埋め、水位調整：水温の低い地域では水口に水温を上げる池を作るなどの工夫が必要である。
7 月初めまで続けていた深水も、水を入れたり止めたりする「間断灌水」に変えてゆく。水は相
変らず流し水管理である。水の調整は状況で変えてゆくが、草が少ないのであれば、浅水にしても
大丈夫である。特にヒエがないのであれば、早めに間断灌水に入れる。田植えから 1 か月が経過し
て、葉が 8、9 枚目になり、ほぼ成育の展望が見えたあたりだ。
7.7

田んぼ見回り１１則

１．歩いて見て田んぼの深さはどこまで深くなっているか。
２．泥の粘りの強さはどうか。
３．表層のトロトロ層はどうなっているか。
４．泡の湧き具合はどの程度か。泡の匂いは。
５．土の匂いはどうか。
６．水口と、水尻で生育の違いはあるか。
７．草の生えるところはどういうところか。
８．藻が出るとすればどんな条件のところか。
９．生育の良いところ、例年との違い。
１０．葉色の淡い変化でおかしなところがあれば、土壌をよく観察する。
１１．株を握って硬さを確認する。稲は触らなければわからない。
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7.8

定点観測

6 月末、日にちを決めて毎年の定点観測をする。同じ場所で、同じ角度から写真を撮る。株の太
さ、葉の数、分げつ数を確認し記録する。6 月末の葉が 9 枚から 10 枚の時期の生育状況を確認すれ
ば、今後の対策にもなる。分げつが平均で 10 本に達していれば安心である。7 月初旬からの 3 週間
で、20 本分以上の分げつを目指す。この時期はともかく細かな観測を行い、穂肥を与える時期を探
る。
有機のコメづくりでは、干し田（中干し）で分げつを止める必要はない。過繁茂などということ
は普通はない。
7.9

穂肥を与えられるイネづくり

この後の課題は穂肥をどうするかである。倒伏させずに畝取りするのが目標になる。穂肥を与え
ない栽培では最後の穂の大きさ、粒の張り具合に物足らないものがある。穂肥を与えられる土壌作
りを目指したい。
６月末の頃、イネは穂をつける準備に入る。幼穂形成期という。これからは稲の身体を作ること
や分げつを増やすという方向から、種を付け穂を立派に育てるという方向に転換を図る。
「欠ノ上田んぼ」では、その株の一番大きな茎の 13 枚目の葉が出たら穂肥を与えることにして
いる。その株の一番大きな茎が、扁平だった茎の根元がわずかに丸みを帯びてくるときに穂肥を与
える。
この中に幼穂が存在する。株の根元の茎は丸く膨らんでくる時期を見逃さない。幼穂と呼ばれる
穂の赤ちゃんが誕生している。ただし、2 次分げつはまだまだ身体を作らなければならない。そこ
で、中間の分げつで幼穂が形成される時期を見計らい、穂肥を与える。
出穂に近づいてくると、与えた肥料が株の背丈には影響しなくなる。イネは穂の成長にすべての
肥料を集中させてゆく。背丈を伸ばす方に肥料分はいかなくなる。このタイミングを計った追肥は、
多収には効果が高い。ぼかし肥を穂肥として与えるので、イネの茎の根元が膨らんだと見たらすぐ
に与える。
穂肥を十分に与えられれば、穂が大きくて、粒張りのよいお米がとれる。そして青米も少なくな
る。まず 1 割の増収になると考えてよい。ソバカスを追肥として与える場合、分解に 2 週間かかる
とみて、時期を決める必要がある。ソバカスの量は 1000 ㎡当たり 5 袋(約 75kg)を散布する。
有機のコメづくりでは土壌の窒素分が少なくとも、慣行農法の稲より葉色は濃くなる。葉色の緑
が濃いだけではなく、稲の背丈も 2 割は必ず高い。一般の 90 ㎝の「サトジマン」や「喜寿糯」が
有機のコメづくりでは 110 ㎝にはなる。それが普通である。茎の直径は 10 ミリ以上ある。太くな
れば、なかなか倒れない稲になる。
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有機のコメづくりで二本植えの場合、葉の色が濃く、背丈が高く、茎が太く、開帳型(全体に膨
らみをもって扇型に開くこと)で、穂が大きく重い。そして葉色は、稲刈りの寸前まで止葉は緑色
を保つ。穂が半分くらい出た出穂期以降徐々に緑の濃さは薄れてはゆくが、9 割がた穂が出た穂揃
い後１か月は葉に緑が残っている。緑を保てるということは、葉は光合成を続け、根が活動を続け
ているということになる。これが穂を最後まで育てることにつながる。
この時期一番注目したいのが、止葉である。止葉の姿がその年の稲作のすべてを表している。止
葉は 15 枚目の最後の葉である。 実験的に止葉以外の葉をすべて取り払ってみても、穂はそれな
りに大きなものになる。しかし、止葉を取り払ってしまえば、穂は充実しない。止葉の大きさはこ
こまでの栽培の総決算のようなものである。止葉が大きくなるのはそれまでの栽培によっている。
穂揃いになったら、田んぼの水は乾かさない
ようにする。特にイネの花が咲くときには花水
と言って、イネの受粉に水が必要な時期になる。
注意深い間断灌水を行う。穂が充実してふっく
らとした米粒をつけるためには、根の最後まで
の活性化が大切である。根が早く枯れてしまえ
ば、穂の粒張りもさみしいものになる。有機の
コメづくりではこの時期になっても根が活性
化を続けている。
写真 36. 穂揃いした田んぼ

7.10

中干しと間断灌水そして落水

慣行栽培の水田では肥料の効き過ぎによる倒伏を防ぐためと、収穫時にコンバインが入りやすい
ために出穂前に水を切る。これを中干しという。有機のコメづくりでは、できる限り稲の生育力を
抑えないように、間断灌水で水を入れ続けたい。長く入れておくことで、穂はより充実してゆく。
有機のイネは穂のすべての籾が黄色に実った後でも根は活力を保ち、充分活動をしている。水が切
れると活力を失ってゆくので、できる限り長く水を入れておきたい。
稲刈り日から逆算して、作業が可能な落水（水切り）限度日を決める。稲刈り日の１週間から２
週間前に水を切る。稲刈りが 9 月末の場合、1 週間で稲刈り作業ができると思えば 9 月 20 日頃が落
水の限界、秋の長雨が予想される時には、かなり早く水を落とすことにする。水を切ったならば、
できる限り水が溜まらないようにする。溝を切り排水をする。畦も何か所か取り除いて、雨が降っ
ても水が溜まらないようにする。
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８．さあ、稲を刈るぞ
8.1

～

いよいよ実りの秋を迎える ～

10 月前半 稲刈りの適期はいつか

写真 37. 稲刈りを待つ田んぼ

9 月後半から 10 月初めが稲刈りになる。田植えから 4 か月、きっと様々な出来事が起きたことだ
ろう。そして収穫の秋を迎える。稲刈りは田植えより大変な作業になる。雨が続くと稲刈りができ
なくなる。台風が来るならその前に刈らなければならない。ここからは雨や、風を避けながらの作
業なので、天候の変化を十分に読まなければならない。
稲刈りの適期の判断は稲の葉柄の緑がなくなった時である。一般に 20％ぐらいの緑が残っている
ときと言われるが、有機稲作では刈り遅れということはまずない。最後まで根が生きているので根
の劣化はない。遅れた穂まで十分に実るのを待って稲刈りを行えば収量が増える。
手刈りの稲刈りの限界は 500 ㎡までである。4 人家族で丸一日かかる。バインダーという稲刈り
の機械は使いたいところだ。はざがけはどうしてもしたい。専業農家でも自家用米だけははざがけ
するというほど味に影響が出る。種籾をとる場合、コンバインで稲刈りをすることはない。やはり、
昔ながらの天日干しは理にかなっているのだ。
イネの穂の葉柄の緑がなくなるまで稲刈りはしない。手刈りは「稲刈り鎌（がま）」という、の
こぎり刃の鎌で行う。500 ㎡以上の場合はバインダーを使う。バインダーで稲刈りをするとしても、
田んぼの角や、畦の際は 2 列は手刈りをしなければならない。バインダーは調整の難しい機械なの
で、事前に試運転をしなければならない。
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8.2

手刈りはお米を無駄にしない

コンバインはお米を 10％は無駄にしてしまう。ハーベスターは 5％はお米を無駄にする。ていね
いに手刈りをすれば 100％のお米を収穫することができるので、ハーベスターによる脱穀と組み合
わせてもコンバインより無駄を減らすことが出来る。ただ、手刈りでは稲を束ねることが大変なの
で、ワラを使って束を作る技術を身に着ける必要がある。
8.3

はざがけ ～

刈った稲を干せば、田は最高の風景になる ～

竹竿を田んぼに立てる。これはすばらしい景
観を作る作業だ。ハザは南北に立てる。後で、
ハーベスターが通れるように配置をする。はざ
がけで最後に天日に干すことで、お米は充実度
を高める。
干しは早く乾く年でも 1 週間はかかる。全体
をまんべんなく乾かすためには、途中で掛けた
稲わらを裏返して、掛け直してやる。天候によ
っては干しても湿気が戻り乾かない年もある。

写真 38. はざがけをした田んぼの美しい姿

その場合は脱穀して籾をひろげて干すことに
なる。
はざがけの終わった竹竿は必ず雨に当たらないように早めにしまう。大切に使えば 10 年は使え
る。管理が悪くなる人は、金属製のはざがけパイプを購入するほかない。
8.4

脱穀から籾摺りまで

はざがけ後 1 週間が経過し、15％以下の含水率になったら脱穀をする。脱穀とは稲穂から籾をと
ることである。脱穀はハーベスターという機械を使う。これも調整の難しい機械である。足踏み脱
穀機でやったこともあるが、相当に大変な作業になる。500 ㎡の田んぼが限度であろう。
ここまでの作業は無理をすればすべて手で行うことができる。しかし、脱穀はできれば農家から
ハーベスターをお借りして行う方がよいだろう。
脱穀の終わった籾は屋根のある場所で広げて 3 日ほど陰干しをする。ときどきかき回してよく乾
かす。積み上げたままにしておくと中央部などが水分でかびることになり、カビの匂いが付いてし
まう。雨続きで籾の含水率が 20％もある場合は、広げて扇風機で風を当てておく。一日 1 回かき回
しながら、15％の含水率まで下げる。
籾保存する場合はもう一度 15％以下になっているかを確認して、茶箱などの保管庫にしまう。玄
米にしなければ、翌年までお米は劣化することはない。籾保存はかさばるが最も優れた方法である。
「籾殻」という最高の保管施設に預けられた状態となる。
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8.5 籾摺りから精米まで
すべて手で行いたい場合は、籾摺りが一番の困難になる。小型の籾摺り精米器というものも売ら
れている。この機械があれば、籾保存しておいて、食べる都度籾摺り精米をすることもできる。玄
米保存する場合は、冷温庫に入れるか、真空パックにするかである。
９．来年のための種籾を

～自分で自家用の種を採る～

有機のコメづくりでは種籾は購入するのではなく、自家採種した方がよい。自家採種で年々作り
やすい種籾に変わってゆく。自分が目的とする特性の種籾を選抜してゆけば、田んぼに合った種に
なる。自分の栽培法にも適合した品種になる。長く自家採種することで作りやすい自分のイネにな
るようだ。種籾は必ず種籾用に栽培する。食べるための籾を種籾にはできない。自家採種の方法を
誤ると、イネにばらつきが生まれてしまう。
9.1

自家採種のためには苗を植える場所を選ぶ

他の品種の田んぼから遠い場所の田んぼで作る。必ず一本植えにする。苗は、5 葉期ですでに 2
本の分げつを持っているものにする。
9.2

株を選ぶ

1 株の分げつが 23 本以上ある株。背丈の高くない株。ノゲのない株。穂に 120 粒以上実っている
株。止葉の大きい株。1 株で 100g の種籾が取れる株を選ぶ。
9.3

種籾の保存

種籾は冷蔵庫に紙袋に入れて保存する。有機のコメづくりで自家採種すると浮いてしまう種籾が
市販の種籾より多いが、心配しないでも大丈夫である。農協の種籾はすでに機械選別がされている
から塩水選で浮くものが少ないのだ。
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付

用語解説

１．保温折衷苗代
野菜の苗床にたまたま育った苗が丈夫に育ったことからヒントを得て、畑状態で稲の種を播き、
籾殻燻炭で覆い油紙をかけて保温し、苗が育ってきたところで水を張るので「折衷」と言う。高
冷地長野の農家荻原豊次の創出を戦後農水省が普及させた。

2．雑草の見分け方
2.1 ヒエ
ヒエはコメづくりの最大の強敵である。しかし、田植え後 40 日の間水深を 10 ㎝に保てば、ヒエ
は酸素不足で死滅する。ヒエには葉耳と葉舌がないのでそれで見分けることができる。また、幼
いヒエの葉は稲より柔らかく、風にそよぐ姿が弱々しい。

写真 39. 葉耳と葉舌の図解

図 2. 葉耳と葉舌 星川清親『イネの成長』
農山漁村文化協会、昭和 52 年、P.104 より

2.2

コナギ
コナギはヒエに劣らぬコメづくりの大敵である。しかし、発芽と成長のためには日光を必要と

するので、田んぼに十分な有機物があり、それによって微生物が繁殖し水面を覆うようになれば
発芽して成長することができない。田植えの直後に有機物を水面に播くのは、施肥効果の外にこ
の点でも意味がある。
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写真 40. 雑草のコナギ、幼植物

写真 41. コナギ、開花初期

2.3 オモダカ
オモダカは生長すると葉が矢尻型になり、夏の終わりに咲く白い花弁三枚の花はとてもかわいい。
（食用のクワイはオモダカの変種）
オモダカの対処方法としては早めのコロガシが有効。手除草時は球根もうまく引き抜き、田んぼ
の外に出すようにする。
2.4 クログワイ
クログワイは、お線香を立てたように水田に現れる。
オモダカと同様に、球根（塊茎）で繁殖するため防除が難しい。下手をすると田んぼでどんどん
広がって大変なことになる。クログワイは寒さに弱く、秋耕耘で球根を寒さにあてると枯れるよう
だが、なかなかうまくいかない。球根は水にプカプカ浮くので、代掻きでうまく取り除けるとよい
のだが。

写真 42. オモダカ

写真 43. 稲の手前がクログワイ
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3．減水深と縦浸透
田んぼに張った水も、毎日見張りをし、気を付けていないといいお米が穫れない。田んぼの水
の減り方にはいろいろあり、水面からの蒸発、植物の葉からの蒸散、田の土の間を通り地下水に
行く縦（たて）浸透、畦からの水漏れ、水尻からの流出などいろいろあるが、土壌構造との関係
でコメ作りを左右するのは縦浸透である。縦浸透は土の中に酸素を供給するので、稲の根を元気
にすると言われ、一日に 25 mm が最適という研究成果もあるが、農の会の田んぼでは 100 mm 以
上の縦浸透があることが、良い土壌を作り出した結果になっている。
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第Ⅲ部
1.草を刈らない畦の管理法

笹村

考察篇

出

田んぼの畦はできるだけきれいに草刈りをしておくというのが、普通の農家の意識である。畦に
草が生えていれば、だらしがない家の田んぼだと見られてしまう。家の庭が草だらけであっても、
畦に草を生やさないというのが農家の意識である。しかし、果たして畦に草がないことがいいのか、
有機のコメづくりとしては問題があると考えている。
最近、畑の有機農業ではバンカープランツと
いうことが言われるようになった。野菜畑の周
辺にグリーンベルトのように、緑肥作物を緑肥
として播く。このグリーンベルトが、野菜畑の
虫の害を防いでくれるという考えである。それ
は、有機農業では生き物の多様性が大切だとい
う考えに基づく。生物の多様性が畑の環境を調
整するという考え方である。多様な生き物が存
在してこそ、畑の害になるような、害虫が特出

写真 44. 田んぼの畦の岩手ミドリ大豆

することが抑えられるという考え方である。畑
というものはどうしても、単純化する。
トマトを作ればトマトだけの世界になる。畑
の生き物調査をするとむしろ生きもの種類は
大学構内よりも少ない状態というデータが横
浜大学にある。村の鎮守の森が一番多様性が保
たれているということである。山林であっても、
杉檜の単純林であれば、畑と同じぐらいの生物
の種類で、案外に生きもの種類は少ない世界に
なっている。
写真 45. ある程度畦草を刈った畦

ここはある程度草を刈っている(写真 43)。通路から大豆を観察をするためにはちょうど良い高さ
である。耕作地であっても、有機農業を行うのであれば、多様性を大切にしなければならないとい
う考えが広がってきた。このことは田んぼでも同じである。昔の田んぼでは水があるために、ある
程度の生きものの多様性が保たれていた。しかし現代の大規模水田では、畦がコンクリート化され、
さらに用水が地中パイプ化されるようなことになり、秋田県での調査では大規模田んぼ地帯では生
き物の数の激減が起きているそうだ。カエルも赤とんぼもいない水田地帯の出現である。農業があ
ることで自然の多様性が保たれるどころか、農業が自然破壊の先端を行きかねない状況が農村地帯
に生まれている。これが進めば、農業が自然環境の保全につながるとは一概には言えなくなる。自
然環境と調和する美しい農村の価値を都市住民に理解してもらえなくなる。税金を投与せざる得な
い日本農業の維持は不可能になる。
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田んぼの畦は草がある方がよいという考え方である。もちろん冬場の田んぼでは畦も草に覆われ
ていた方がよい。春になれば、レンゲや菜の花が咲き乱れるということが、大切な美しい農村の景
観を形づくる。田んぼの畦にも緑肥は撒かれなければならない。畦は白クローバーがよいのではな
いかと考えている。つまり、畦は作業に差しさわりのない範囲で、草があった方がよいのではない
か。クローバーのようなカバークロップを年間を通して再生できれば、イネで単純化してしまう田
んぼ環境を畦の草でいくらか補うことができる可能性がある。畦のクローバーであれば、コンパニ
オンプランツであり、カバークロップと考えた方がよいのかもしれない。畦にイネ科ではない植物
があることは田んぼ全体の環境緩和になるのではないだろうか。
さらに自給農業としてこの考えを進めると、畦での大豆栽培を考えなければならない。畦で大豆
を作るということは江戸時代から奨励されてきた農法である。大豆があってこそ、良い田んぼにな
るという考えである。1 反（1000 ㎡）の田んぼがあり、その周辺に大豆を作れば、一つの家族の味
噌醤油が確保できると言われた。畦では大豆が安定して栽培できる。畦には水がいつでもあり水を
好む大豆としては絶好の場所である。しかも、畦の土は入れ替わるものだから、大豆の連作が可能
になる。畦にイネ科ではない植物を栽培することで、多様性の維持にもなるだろう。自給的な田ん
ぼであれば、1 m 以上の広い畦を作る。畦に高低差を付けて、水がある方がよい作物は低い畑、乾
いた方がいい作物は高い畦としての畑を作る。田んぼの周囲が家庭菜園という形もあるのではない
だろうか。
2.効率的な畦の管理法

吉宮直美

田んぼの畦とは、土を盛り上げて田んぼに水を貯めていると同時に田んぼの見回りの通路でもあ
る。すっかりコンクリートの仕切りになっている場合もあるが、「子の神田んぼ」は棚田で、石垣
と土の畦であり、水路側も石垣である。石と土で組まれた石垣は、水で洗われると容易に土が流出
し緩んでゆく。田んぼのシーズンに備えて冬の間に、水路の砂利を浚って水位が上がりすぎないよ
うにしておく。冬の間は水量も減っているので、水路の補修もする。
また、前年度、畦に大穴が開いてしまったりした箇所や凸凹になった畦は、浚った砂利を使って
直しておく。田んぼの入水口（水口）や出水口（水尻）もきれいにし、前年度の田んぼの水位に問
題があったならば作り直す。この土木作業が田んぼシーズンを格段にやりやすくする。
荒起こし前に畦切り（畦の田んぼに面した側をスコップで斜めに削り取り、削った土は田んぼに入
れる。モグラやカニの開けた穴があれば、土を詰め込んで固めておく）をしてから畦塗りをする。
畦をきちんと作れば、ヒエ対策の深水もでき、田んぼの水漏れも減る。
畦が土であれば、当然草が生える。田植や稲刈りのときに草だらけだと作業性が悪い。また、水
漏れしている箇所がわかりにくい。水路側の土が洗堀されていても気付かない。また、イネ科雑草
やカラムシなど優占種だけになってゆく。では、草は全くなければいいのかというと、裸地では土
が流出し崩れやすくなる。一般的には害虫の住処と捉えられるがカエルやクモなどの益虫の居場所
もなくなる。それに暑い夏に何度も草刈りをするのは大変。
では、必要最低限の畦草刈りとはいつすればいいのか。
『平成 25 年度環境創造型農業技術シリーズ 斑点米の加害昆虫：カメムシ防除に農薬はいらな
い』（NPO 法人民間稲作研究所）では、4 月の 1 回目代掻き前、5 月下旬の 2 回目代掻き前、6 月中
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旬のヒメトビウンカの飛来前、7 月中旬のカメムシ飛来前、8 月上旬のカメムシ第 2 世代発生前、9
月中旬の収穫前、10 月中旬の収穫後と、年間 7 回の草刈りがカメムシ・ウンカの防除のために必要
だと述べている。
宇根豊『農は過去と未来をつなぐ：田んぼから考えたこと』（岩波ジュニア新書）によると、5
月連休が過ぎると最初の畦草刈り、6 月に 2 回目の畦草刈り（田植え）、7 月 3 回目、8 月お盆前、9
月ヒガンバナの花の茎が伸びてくる前に、10 月中旬に稲刈り前に最後の畦草刈り、これはヒガンバ
ナの葉が出てくる前に。
私は後者を参考に、連休前の 4 月末、田植え前（5 月中旬）
、6 月は中下旬に分けて、7 月末、ヒ
ガンバナの花茎の伸びる前の 8 月末、稲刈り前（9 月末）の計 6 回。また、7 月中旬に大豆を植え
るときに大豆の列は草刈り。大豆は畦の稲の反対側に寄せて苗を植えるので、歩くときに踏むこと
はない。8 月中旬以降は大豆が茂って大豆の下は刈る必要がなくなる。稲刈りの時には大きく育っ
て少し邪魔になるが、11 月の大豆収穫まで畦草を抑えてくれる。6 月以降の草刈りは畦の一部ずつ
を刈るので、生き物の住処も確保されている。春になれば緑肥のレンゲと畦の野の草が咲き、初夏
はヤブカンゾウの黄色い花が田んぼを彩り、9 月には稲穂とヒガンバナが美しい景観を作る。
稲は足音を聞いて育つ、ということばがある。日々、稲を眺めつつ、畦がふわふわしていれば踏
みつけて固め、水漏れがあれば穴をふさぎ、ヤブガラシを見つけると引っこ抜き、畦を歩く。毎日
の田んぼの見回りで、稲に直接何かをできることはほぼない。棚田の稲作は畦の管理と言えるかも
しれない。
3.有機のコメづくりの葉色の変化の考察

笹村 出

有機のコメづくりの田んぼを探すには、周囲
より葉の色が濃い所を探せば一目瞭然である。
田植えの直後から一貫して葉色は濃い。その理
由は窒素が多いからだと片づけられてしまう
ことが多い。しかし、長年様々な有機のコメづ
くりをやってきた結果、どうも窒素投入量では
ないということが分かった。「欠ノ上田んぼ」
の農法は窒素成分に限って言えば、投入窒素量
はむしろ少ない。冬の間緑肥を作り鋤き込んで
いるだけの田んぼでも色は濃い。

写真 46. 出穂期の苗床田んぼの様子。8 月 7 日朝

緑肥ができなければ、ソバカスを 1000 ㎡当り 15 袋ほど撒いている。この緑肥が田んぼで分解され
窒素成分になり、色を濃くするということが考えられる。緑肥というものが田んぼの中でどのよう
な変化をしているのか考えてみなければならない。この田んぼは苗床を作った田んぼである。わず
かに黄色い線が 4 本残っている。ここが苗床ではなく管理通路だった部分である。この通路は年に
よって、3 本にしたり、4 本にしたりしている。そして穂揃い期を過ぎた状態でも、通路であった
場所は見てわかる色の違いが残っている。苗床に肥料を入れているからということではない。ソバ
カスは入れているが、苗床部分だけに入れるということはしていない。
今年は、猛暑のために早く土壌の肥料成分が消化されたと思われる。有機のコメづくりをやって
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いる田んぼを見て歩いたが、色が周辺の田んぼと変わらないところも多かった。そこで、穂肥は特
に必要な年と考えた。1000 m2 に窒素成分で 2kg 見当でソバカスを 13 葉期、田植えから 8 週目に与
えた。その結果穂が出てから、15 枚目にあたる、最後の葉の止葉の色がそれまでの葉より一段と濃
くなった。穂が黄色く色づき始めてからも、葉の色が濃くなるということは初めて経験した。ここ
でも通路部分と苗床部分では緑の戻りが違った。根が活性化していない通路部分では緑の戻りはほ
とんどなかった。有機のコメづくりでは穂揃いの時期になっても、根の活動が活発なのだと思われ
る。稲刈りの時でも、止葉は緑が残っている。穂に付いているすべての籾が黄色く変わった後でも、
止葉は緑を維持している。このように稲刈りのころまで根が活性化している状態を作り出すことが、
有機のコメづくりの特徴ではないだろうか。
4.入水部分の池

笹村

出

田んぼの水の取り入れ口には池を作るとよい。大きさは田んぼの大きさの 100 分の 1 くらいあれ
ばよい。1000 ㎡の田んぼならば 3 坪くらいである。つまり、6 畳くらいの池があればよい。この池
は地形に応じてどのような形でも構わない。深さは田んぼより少し深くする。30 cm ほどの水位が
あればよい。田んぼの入水口から入ってきた水は、この池で一度溜ることになる。池の上澄みの水
が田んぼに入るようにするとよい。池には３つの目的がある。１.水温を上げることと、２.田んぼ
で使う水の浄水機能、３.田んぼへの肥料投入。温まった水は水面に近いところに溜まっている。
これを田んぼに入れてやる。またこの池に魚を飼っておくのもよい。那須にあるアジア学院では、
一番上に養豚場や人間の住む家がある。そこから出るすべての水が、下の池に一度溜められる。そ
の池は養魚池になっている。池で一度溜められた水が、さらにその下の田んぼで利用されている。
これはアジア全般の水田地帯にある考え方からきている。中国では養魚池が入り口にあるのをあ
ちこちで見た。鯉などが飼われていると言われていた。アヒルが飼われている池もあった。その池
で魚や水鳥が飼われることで、水が富栄養化するのだろう。その水が田んぼに入ることで田んぼの
肥料分の補給にもなっている。同時にこれは水の浄化にもなっている。川にはさまざまなものが混
入する可能性がある。上流に鉱山などがあれば、どういう重金属が流れてくるかもしれない。川に
生活雑排水が混入していることが普通である。こうした様々な水の影響を軽減し避ける意味でも、
川からの入水が直接入る場所では浄水池を設ける意味があるだろう。また、上流部の田んぼの排水
が水路に入っているような場所では、農薬や化学肥料の影響も必ずある。これを緩和するために、
浄水池を設ける必要がある。実際に入水口付近だけ、除草剤の影響が出たことを経験している。
「欠ノ上田んぼ」には 2 つの入水口があるが、一つには細長い浄水池が設けられている。池には
クワイが植えられている。この 2 つの入水口を比べると、池を設けた方では水口の生育の遅れがな
い。面積が減少する分を十分な生育で補うことができる。突然の大雨が降っても泥水が田んぼに流
れ込むということを避けることができている。田んぼへの肥料の投入池として利用することも可能
である。この浄水池のクワイにソバカスを多めに撒いている。肥料を与える意味なのだが、この肥
料が徐々に田んぼに流れ出ることになる。直接田んぼに肥料を入れるより、緩和されて安全な感じ
がする。カキツバタのような花を植えておくのも楽しみなものだ。蓮（はす）を植えたことがある
が、これは田んぼの結構奥の方まで芽が出てきてよくなかった。
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5.一枚の田んぼは一つの生き物

養分収支はどうなっているのか

根守良一

田んぼで育つ稲は、土壌中に存在する養分や、水に含まれる養分を吸収して育つと考えられる。
土壌には緑肥や稲ワラがすき込まれ、肥料が撒かれて、それらが徐々に微生物によって分解される
だろう。また、川から流れ込む水にはいろいろな養分が含まれる。
土壌中で有機物が分解してできる養分と、常時流れ込む水から供給される養分は、どのくらいの
比率になっているのだろうか？また、田んぼで肥料を多投して川や地下水を汚しているという批判
も聞くが、有機の田んぼではどうなのだろうか？
稲が育っているときの田んぼの状態を把握するには、水の分析が必要ではないかと考え、まずは
一度試験的に実施した。まだ一度試してみただけなので結論らしきことは何も言えないが、同じよ
うな研究を見かけないので、観点としておもしろいのではないかと提案することを本コラムのねら
いにしたい。

写真 47. 各田んぼから採水したペットボトル

採水は、2017 年 8 月 9 日朝に、6 か所の田んぼの入水口と、その内 5 か所の排水口で行った。１
L の PET ボトルにぎりぎりまで採水し、できるだけ空気が残らないように蓋をした。採水時に水温
も測定した。（写真は分析終了後に撮影したため、水が減っている）
クーラーボックスに入れて約 1 時間で分析機関（神奈川県環境科学センター）まで運び、同セン
ターの指導および協力を得て水質分析を行った。
測定項目は、pH、電気伝導度、全窒素、全燐、COD、BOD5。
結果を一覧表で示す。なお、「舟原田んぼ」の排水および「山ちゃん田んぼ」の排水は、写真で
わかるように濁っており､採水の時に土を巻き込んでしまったと思われるため、測定値を不採用と
した。
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表 2. .田んぼごとの入水口と排水口の成分特性

電気
採取

水温

時刻

(℃)

ｐH

化学的酸素 生物化学的

伝導度 全窒素
EC

全燐

(mgN/L) (mgP/L)

(mS/m)
入水

1

8:05

19

排水

2

8:10

27

入水

3

排水

要求量

酸素要求量

COD

BOD

(mg/L)

(mg/L)

7.32

7.73

0.6816

0.0288

2.20

<0.1

20

7.45

9.19

0.6720

0.0240

0.90

<0.1

4

21

7.26

7.9

0.5280

0.0192

1.18

1.34

入水

5

21

7.39

9.69

0.7584

0.0384

2.94

<0.1

排水

6

27

6.82

9.66

0.3312

0.0624

3.82

1.34

入水

7

8:45

21.6

7.53

12.11

0.7920

0.0624

5.10

<0.1

8:45

26

-

-

-

-

-

-

9:15

22

7.63

15.41

0.9696

0.1248

4.82

0.36

舟原

子の神

欠ノ上

坊所
排水
入水

8

排水

9

26.5

入水

10

23

7.53

15.47

1.0896

0.1440

10.64

0.42

排水

11

28

7.25

15.02

0.2784

0.0624

10.90

1.11

山ちゃん

新永塚
9:20

なお、このデータは一度のみの測定であり、参考値と考えていただきたい。データが増えると違
う結果になる可能性も否定できない。
また、「舟原」、「子の神」、「欠ノ上」、「坊所」の 4 田んぼは、中山間地を流れる久野川の
流域にあり、川からそれぞれ直接水を引き込んでいる。上流から下流に向かって、上記の順となる。
「山ちゃん田んぼ」と「新永塚田んぼ」は、平地を流れる酒匂川の下流域にある。
結果として浮かび上がってきたことは、以下のようになる。
１．入水口の水質に関して 6 か所の田んぼ共通に見られることは：
下流に向かうほど、水温が上がり、EC が上がり、全窒素が増え、全燐が増える。COD と BOD は、中
山間地の各田んぼと平地の田んぼでは平地の方が大きい。
これらの結果は、下流域に向かうほど、田んぼ入水口の水の汚染（富栄養化）が進んでいることを
反映していると思われる。常識的な感覚とも合っている。
２．田んぼの入水口に対して排水口での変化は（「子の神」、「欠ノ上」、「新永塚」の 3 田んぼ
の共通点）：水温が上がり、pH が下がり、EC が下がり、全窒素が減少し、COD が少し上がり、BOD
が大きく上がる。
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これらが田んぼの中で起こっていることを捉えているのかもしれないが、解釈は難しい。
・全窒素の減少は、水によって運ばれてきた窒素化合物が微生物によって分解され、稲に吸収され
たか、あるいは空気中に放出されたのだろうか？
・pH の低下は、空気中の炭酸ガスを田んぼの水が吸収したということなのか、何らかの有機酸が生
成したのか、アンモニアが吸収されたり硝酸に酸化されたりしたのか？
・EC の減少は、稲や微生物によってミネラルなどのイオンが吸収されたのだろうか？アンモニアや
硝酸などの有機イオンが吸収されたのかもしれない。
・COD が少ししか上がらないのに BOD が大きく上昇する理由は何だろう。見当がつかない。
今回見えてきた傾向が正しいのか、繰り返し測定したりして詳しく検討しないとわからないが、
全窒素の減少、EC の減少など、田んぼを通過することで水中の養分が減少する可能性を示す一方で、
BOD の増加は溶存有機物の増加を示唆しているのかもしれない。
予備的な試験ではあったが、水を調べることで、田んぼの生態系で何が起こっているか、その一
端がつかめるかもしれないと感じた。
大学あるいは分析設備を持つ研究機関で、しっかりした研究がなされないものかと期待している。
同じ田んぼでも、稲の成長の時期によって、あるいは気温や水温によって田んぼの状態が変わるか
もしれない。
試験的に測定してみてわかった注意点は、採水時に泥などを巻き込まないよう、パイプを設置す
るなどして採水しやすい状態にしておくことや、水が濁りやすい雨の日、雨の翌日を避けることな
どである。
6.有機のコメづくりによって水田でも団粒構造が発達するのかもしれない

井上 駿

土は一番粗い礫を除いても砂、微砂、粘土というようにいろいろな粒の大きさの違う鉱物粒子か
らできていて、それに小動物や菌類や微生物などの有機物が加わっている。有機物は粘土をつなげ
る接着剤の役割を果たし、団粒（だんりゅう）を作って土の中の隙間を広げする役割を果たす。団
粒構造が発達すると土の中の水と空気の流れが良くなり、根を元気にする。
団粒構造の意味は、主として畑の土の問題として議論されてきたが、水田でも有機のコメづくり
をすると団粒構造が発達するのではないだろうか。笹村さんが「長年有機のコメづくりを進めてい
ると土の量が増えてくるような気がする」と言っておられたことから、鉱物としての土の量は変わ
らなくても、団粒構造が発達し土が全体に膨軟になって、結果として土の量が増えたように見える
のではないかと思った。

45

編集後記
今回、小田原市が支援する「小田原有機の里づくり協議会」が、あしがら農の会の長年の有機の
コメづくりの実績をまとめて、これから有機農業を始めようとする人たちの役に立つ冊子を作ろう
ということになり、笹村出さんから編集に参加してほしいとの話をいただいて参加することになっ
た。
私とあしがら農の会の出会いはかれこれ17年前に溯る。日本で有機農産物の公的認証制度が始
まったのは2001年、私はその公的認証機関の一つであるNPO有機農業推進協会の設立に参加し、各
地での講習会を企画し各地を歩いていた。神奈川県藤沢市の相原伸光さんは、奥様が農薬の影響で
健康を害されたことから有機農業に転換され、講習会の会場などに農場とご自宅も提供されてい
た。その会場で笹村さんに出会った。
すでに笹村さんたちは、あしがら平野という山あり川あり海ありの風光明媚な、しかも歴史も古
く気候的にも日照・降雨・寒暖に恵まれた地域で、遊休地を市民が耕す「市民農」に取り組んでい
た。なかでもコメづくりには早くから取り組み、研究精神も旺盛で様々な工夫や試行錯誤を繰り返
していた。
当時、私は神奈川県平塚市に住んでいたし、農林水産省在職中は農業技術研究所や熱帯農業研究
センターで稲の栽培研究に従事していたこともあり、あしがら農の会の実践には無関心ではいられ
ず、小田原特有のメダカの観察会とか、クモの観察会など、時々お邪魔させていただいていた。
もっとも、平塚から小田原までは若干の距離もあり、定常的に参加することはなかった。
日本の農政が後退に次ぐ後退を重ねる中でも、農業に生きる道を見出し、有機農業を実践し、あ
るいはそれに関心を寄せる若者は少なくない。彼らがこれからの日本の農業を支えてゆくことは間
違いない。有機のコメづくりが初めての市民たちが取り組んだ25年余にわたる成果であるこの冊子
を世に送ることによって、新しく有機農業に取り組もうとする彼らへのささやかな一助になればと
願っている。
この冊子を作るに当たり私たちの活動に協力し、指導・助言を与えて下さった神奈川県農業技術
センター

岡野英明氏、神奈川県環境科学センターに心からお礼を申し上げます。
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