
プロジェクト「大豆300A」から 

収量 300kg/10a・品質1・2等級（A級）を目指して 

大豆の安定・多収 
栽培技術 



独立行政法人 農業・生物特定系産業技術研究機構で
は、大豆の単収300kg、Aクラス品質（1・2等級）
の大豆生産技術の研究開発を目的とし、「大豆300A
研究センター」を発足させ、平成14年から4年間研
究開発を行ってきました。 
 

同センターでは、水田大豆の低収の要因として、 

1.水田の排水不良による出芽の不安定 
2.土壌有機物や無機成分不足による生育不良や
乾燥等の問題 

3.雑草、病虫害問題 
4.収穫時のロスや汚粒の問題 
の４つの問題を中心に研究開発を進め、これまでに水
田大豆の生産安定に向けた新たな技術開発の成果が
発表されています。 
ここでは、現場で活用できる成果を中心に紹介する
ことにしました。 

土壌タイプと湿害回避 2

出芽の良否が 
収量安定のポイント 1

播種後降雨などによって分散した土壌粒子で、その後乾燥すると土

壌の孔隙が目詰まりを起こし、表面に土膜（クラスト）が生じて、種

子の周囲が低酸素状態になったり、乾燥して硬くなると出芽を妨げ

たりして出芽障害が発生します。 
種子水分を高める方法
としては、種子量の8
％の籾殻と 10％の水
を混合して10時間置
けば種子水分が 16％
程度になります。 

低酸素条件下での 
出芽と生育状況 

種子水分が異なる条件での 
出芽率の比較 

有機物を多く含むため

団粒構造が発達し、通気

性、保水性、透水性等が

優れている。 

（北海道、東北、関東、九

州の火山山麓・台地） 

黒ボク土壌 

湿潤な場合は粘質で、降雨によ

り土壌孔隙がふさがれ、乾燥す

ると表面が硬くなり、土膜（クラ

スト）ができやすい。（東海、近畿、

中国、四国、九州北部） 

カオリン系土壌 

土壌に 
亀裂が 
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図のように、あらかじめ種子水分を13

～15％程度に高めておくと、播種後降

雨にあった場合、出芽率の低下防止が期

待できます。 

酸素21％ 

酸素2.5％ 
子葉黄 

酸素量と生育状況 

スメクタイト系重粘土壌 
（モンモリロナイト） 

土壌に 
亀裂 
が入る 

湿潤条件では膨らみ、乾燥すると収縮して

表面に大きな亀裂が生じる重粘土壌。 

（北海道、青森から島根にかけての日本海

側フォッサマグナ地帯、房総南部、長崎北部、

豊後） 

日本には多くの土壌タイプがあり、この土壌タイプ別に耕

うん方法や栽培方法を変えることにより湿害を回避し、収

量や品質の安定につながることが明らかになってきました。 

これから大豆を作付する水田転換ほ場がどのような土壌

タイプなのかを一度見直してみる必要があります。 

土壌タイプを判断するには、母材が何か、土表面が乾燥し

たときの割れ目の生じ方、あるいは土膜（クラスト）の有無

などを観察することで大別することができます。　 

さらに、ほ場毎の作土層の厚さ、排水条件、地力・連作の状

況などを十分に考慮して、耕うん方法、栽培方法を選択す

る必要があります。 

プロジェクト「大豆300A」の成果から 

種子の出芽で最も重要なことは、播種後の湿害を防ぐことで

す。これは、大豆の種子が過湿土壌により酸素不足になったり、

水を急速に吸収し、内部の構造が壊され出芽しなくなること

が原因で、この障害がその後の生育、収量に影響を与えるこ

とも分かってきました。 

これを改善する方法として、土壌物理特性に合わせた方法で

耕うんすること、播種の前に種子水分を13～15％に高めて

おくことで出芽が安定します。 



大豆の安定生産には 
有機物や窒素の施用が重要 3

大豆の灌水と中耕・培土 4

収穫ロスに注意 5
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トウモロコシは連作しても収量が

安定していますが、大豆の連作は、

年々収量が低下し４年目は大幅に

減収することが明らかになりました。 
大豆は、他の作物に比べ、生育後半に地力窒素が不足する

と、収量が減少することが分かってきました。 

特に、水田転換畑で大豆を3年連作するとことにより、地力

の消耗が著しくなり、大幅に減収することが認められてい

ます。 

ところが、地力窒素を補うため化学肥料を施すと、葉ばか

りが育って収量に結びつかないばかりか、過剰な化学肥料

の施肥は、根粒菌の生育を阻害することも明らかになりま

した。 

このため、輪作体系を導入し、有機物の施用、作物残渣の

すき込みなどを計画的に行ない、地力窒素を高めることが

安定生産のために重要です。 

大豆栽培では、収量安定のため湿害が一番大きな問題と

されていますが、開花期の干ばつ害も同じくらい重要な問

題です。 

大豆は水稲と同じくらいの水が必要なことは既に分かって

いますが、水田転換畑において、開花期後に水分不足や干

ばつにあうと、青立ちなどを引き起こし、減収します。 

このため、干ばつ害を回避するため、通気性の良い土壌タ

イプでは、過度の中耕･培土の見直しなどが提案されてい

ます。 

また、これまで大豆栽培において中耕・培土は不可欠な

技術とされていましたが、中耕・培土は時期とやり方に

より 

　　●雑草が多発する 

　　●干ばつを助長する 

　　●コンバイン収穫の傷害 

などの問題が発生することもあります。 

中耕・培土を行っても、 
雑草が多い場合がある。 

無中耕・無培土の大豆。 
雑草の発生が少ない。 

生育後に施用できる除草剤が登録され、無中耕、無培

土栽培もやりやすくなりました。これからは、栽培条件

に応じて中耕･培土を導入していくことが大事です。 

収穫時期に自然脱莢、刈取りロスなどによる収穫ロス（坪

刈り収量と実収量の差）は以外に大きく、20％に達し

ているとの報告もあります。 

 

収穫ロスを少なくし収量向上を目指すには、丁寧な作

業を実施することで、より一層の経営安定に繋がること

になります。 
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大豆栽培における灌水の効果 

転作作物の連作による収量の変化 



栽培の�
狙い�

適応地域�

技術の�
特徴�

技術の�
効果�

不耕起栽培は､耕起していないほ場に駆動ディスクなどで播種溝を切り､そこに種子

を播く方法です｡また、狭畦栽培は､通常60cmの播種条間を半分程度の30cmにし

て播種する密植栽培で､しかも中耕･培土は行なわず、播種前から収穫まで一貫してほ

場を耕さない栽培方法です。�

密植は大豆の葉で遮光され、�
除草効果が得られる。�

条間60cm 条間30cm

うね幅30cmで発芽した大豆�

不耕起播種による播種溝�

麦稈

覆土

大豆種子

約5cm

不耕起狭畦栽培技術は､慣行の耕起栽培技術に比べ、耕起・中耕・
培土を省くことで省力化を図ることができます。�
また、狭畦栽培（密植栽培）により、問題となる雑草抑制が可能
です。�
さらに、生育期処理除草剤により、雑草防除を効果的に行うこと
ができます。�

畦幅の違いによる雑草抑制効果：大豆播種28日後の様子
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関東､東海､中国地域の作土層が比較的浅く､耕うんすると表面
にクラスト(土膜)を生じるようなカオリン系土壌に適応。�

額縁明きょと弾丸暗きょなどの排水対策と除草剤散布が必須です。また、麦桿がある場合でも作業
は可能ですが、前作麦桿の細断、拡散作業があれば、さらに良い効果が期待できます。�

播種前の作業�

1

独立して取り付けられた駆動式の作溝ディスクで、前作物の残さを排除しながらY字型の播種溝を
作り､播種･覆土･鎮圧を行ないます｡適正な作業速度の0.7～1.0m/秒を守ることにより播種精度
が向上します。  

播種方法�

2

播種条間を30cmの密植栽培にすることで、播種後4週間の時点で光の透過率は、普通畦栽培の約
半分となり、抑草効果が期待できます。�

栽植密度�

3

降雨が断続的にあった年でも､不耕起播種は適期に
作業ができました。�
収量は、慣行と同等以上の水準を得ており､品質（100
粒重、タンパク含量）もほぼ同等となっています。土
壌が適合した地域では、大幅な増収効果も得られて
います。�
除草剤と狭畦栽培とを効果的に組み合わせることで､

雑草が多くなりがちな転作2年目でも、雑草を抑える
ことができました。�
中耕･培土を行なわないので､収穫時､ほ場が平坦で
硬く､密植で最下着莢位置が高くなり、コンバイン収
穫の精度と能率が高まりました。�
慣行耕起栽培に比べ､労働時間は3割以上短縮され、
大規模経営に向くことが実証されました。�

1 不耕起狭畦栽培技術�

大豆



この技術は、不耕起栽培の別型です。降雨後の排水や、
クラスト形成による湿害の危険性が高い場合に適応で
きます。�
浅耕、作溝、播種を一行程で行う技術で、排水溝を持つ
ため、不耕起栽培に比べて湿害により強く、適応の範囲
が広い技術といえます。�

不耕起狭畦栽培技術の適応地域に準じますが､それより
範囲が広く、カオリン系土壌、黒ボク土壌でも効果を発
揮します。�

コンバイン収穫のヘッドロス�

主茎長
（cm）

最下着
莢高
（cm）

刈高さ
（cm）

39.8
54.5

9.7
14.9

11.1
8.1

中耕培土（慣行）
無中耕無培土

※三重県明和町フクユタカ、2003.123収穫�
中央農研機械作業研調べ�

栽培の�
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技術の�
効果�

クラスト形成の抑制�

雑草抑制�

表面排水性の向上�

2 浅耕･同時作溝播種栽培技術�

浅耕･同時作溝播種は､梅雨時期の湿害を
軽減する手段で､5cm程度の浅耕と1.5m
畦の両端に小明きょを設けることで､うね
面の水を素早く排水します｡�

5cm程度の浅耕は､土壌表面を均平にし､
麦桿（前作麦がある場合）を土と混和する
ことにより､クラスト形成が抑えられます。�

播種条間を狭くした密植栽培で､抑草効果
を高めることと、中耕･培土作業を省略す
ることができます。�

浅耕･同時作溝播種により､ほ場面の透水性が改善
され､安定した大豆の出芽が確保できます。�
土壌条件に合わせてうね幅や播種条間を変更できる
など、適応範囲の広い技術です。�
うね面が平らになるため、最低着莢位置が高く確保
でき、収穫ロスや汚損粒の発生を少なくできました。�

小明きょは、干ばつ時に潅漑水路として活用すること
もできます。�
慣行栽培より増収効果が認められました。�
�

浅耕･同時作溝播種栽培�

普通耕での土膜（クラスト）� 浅耕は土膜がない�

刈り残し
列莢
落莢

中耕培土（慣行）� 無中耕無培土�
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栽培の�
狙い�

適応地域�

技術の�
特徴�

技術の�
効果�

3 耕うん・うね立て同時播種栽培技術（実証試験中）�

砕土性の向上がポイント�

うね立て同時播種�
ホルダー型アップカットロータリーをうね
の中心向けてロータリー爪の配列を変え
ることで､耕うんと同時に高さ10～
20cm､幅75cｍのうねを2つ作ることが
できます。さらに、播種･施肥機を取り付け
ることにより、耕うん･うね立て･播種･施
肥が一行程で行うことができます。�

重粘土質土壌は、通常のロータリー耕（ダウンカット方式）では土壌が細かくなりにくく、粗い土壌
のまま乾燥し、発芽の不揃いが生じます｡��
このため、播種した種子の周りの土壌を細かくする改良型アップカットロータリーを採用すること
により、表層の砕土性を高めることができました。�
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土
塊
小�

速度高�

アップカットホルダー型�

アップカットフランジ型�

ダウンカットホルダー型�

PTO低�

砕土率（％）　※�

耕うんピッチ（cm）�

※2cm以下の土塊の重量/全体の土塊重量�

ロータリー爪の取付方式と砕土性の関係�

300～350mm

100～200mm

30～70mm

750mm

爪配列の変更�
うね立て用爪配列

うね立て大豆のほ場断面

うねの中心�

ホルダー型�
耕うん・うね立て同時播種専
用アップカットロータリー�

フランジ型�
市販アップカットロータリー�

表層の土は細かく､下層の土は粗く仕上がります。また、フランジ型の爪取付け方式をホルダー型に変
更することで、より砕土性を高めました。�

改造型アップカットロータリーの特徴�

技術�

この技術は、排水の悪い重粘土壌でうね立てすることで排水を、アップ
カット耕で表層土壌の砕土性を高めることで乾燥を促し、乾燥で収縮す
る土壌の性質を利用して通気性を向上させ、好適な土壌条件を作り出
す技術です。�

日本海側などのスメクタイト系重粘土壌の地域で効果を発揮します。�

アップカットロータリーの採用により、慣行の耕うん
方式に比べ、耕うん・畦立て･播種・施肥作業が一行程
で行え、一日1haの播種が可能になり、高能率化が図
れます。�
降雨後もうね内の土壌水分が早く低下し､種子周りの

土中酸素濃度が高く維持され、湿害を回避すること
ができます。��
�
慣行栽培に比べ7～20％の増収が確認されました。
�

1

2



転作のための大豆作機械化
土づくり�

疎水材心土充填機�
（モミサブロー）�
�

振動サブソイラー�
�

マニアスプレッダ�
�

ブロードキャスター�
�

ライムソーワ�
�

マルチソーワ�
�

サブソイラ�

溝掘機�
�

プラウ�
�

プラソイラ�
DX

フロント施肥機�
�

排水対策�

有機物投入�

土壌改良剤散布�

反転耕起�



※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。�化体系�
播種・中耕・培土・防除�

目皿式クリーンシーダ�
TDR・TFRシリーズ�

〈ヤンマーミッドマウント管理作業車MD14A用〉�
目皿式播種機�
YDR-4MD

ベルト式播種機�
5704MD

目皿式クリーンシーダ�
TPDシリーズ�

品種と栽培条件に適した株

間と播種粒数が、目皿とスプ

ロケットの組替えにより選択

できます。�

TDRシリーズは施肥機付です。�

品種と栽培条件に適した株

間と播種粒数が、目皿とスプ

ロケットの組替えにより選択

できます。�

接地輪駆動なので、株間

がより均一に仕上がります。�

施肥機を装着すると、複

合作業が行えます。�

〈1輪管理機用培土器〉�
PSC40 ＋ アポロ培土器S  �
　　　　　　　（7S0024-61000）

＋大豆中耕爪軸PSC�
（7S0012-41000）

〈ヤンマー乗用管理機HV17用〉�
ロータリーカルチ ＋ 大豆培土板�
CR-23L,-3L ＋ SR-2C-JK

〈ヤンマーミッドマウント管理作業車MD14A用〉�

3連中耕ロータリー ＋ 施肥機�
RM300MD,CRTH ＋ SF100GMD,LSW

爪軸回転は正転・逆転が可能。�

土壌条件や作物の大

きさに合わせた中耕・

培土作業が行えます。�

また同時に施肥作業

を行うと、能率的です。�

ヤンマー乗用管理機�
GV17（W）・GV19W�
�

�
HV17・HV19

〈ヤンマーミッドマウント管理作業車MD14A用〉�
ブームスプレーヤ ＋ 大豆噴管キット�
BSM301MD,SPYH ＋ 7S0076-14000

ブーム散布幅が8.4mと広く、

しかも大豆噴管で葉の裏

側まで散布できます。�

播種�
�

中耕培土�

防除�



収穫・乾燥・調製�

きれいに選別できる�

2段選別方式です。�

大豆脱粒機�
PBTシリーズ�

大豆をやさしく刈取り、

やさしく搬送。大豆の

傷みや裂莢が少なく

なります。�

ビーンハーベスタ�
YBR450,C

ヤンマー大豆・ソバ専用コンバイン�
GS360,（C）�
GS360G,（C）E�
�
バケット＋ベルトコン

ベアで排出時は穀物

にやさしく、損傷・汚

粒の少ないスピーディ

な作業が可能です。�

ヤンマー普通型コンバイン�
GC950・GC1000・GC1450�
�稲・麦・大豆の刈取りが1台でOK。
メンテナンスコストも安価になります。�
�

GC950に大豆排出

キット（B9 5 0 - S・

B950-L）をセットする

と、より高品質な大豆

を高能率（排出時間

は4～6分）に収穫で

きます。�

汎用遠赤乾燥機�
YCD-AXDシリーズ�

遠赤外線を使って、

大豆・ソバの風味を

落とさず、やさしく乾

燥します。�

平型乾燥機�
FB-300GE2

大風量の送風機とス

ノコ形状構造により、

ムラのない低温乾燥

が行えます。�

大豆色彩選別機�
CLXB-501

前、後ろカメラの感度

設定ダイヤル2ヶ所で

簡単に調節できます。�

大豆選粒選別機�
YBSシリーズ�

大豆のころがり特性

を利用した複角度傾

斜式主選別装置に

より、静かで安定した

高性能な選別ができ

ます。�

選別選粒�

乾燥�

収穫�
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ほ場の排水対策 
ほ場の集団化に努め明きょ、弾丸暗きょ、心土破砕等の

営農排水を入念に行う。　 
 

土づくり、施肥 
酸度矯正、堆肥の投入等土づくりのほか、適切な施肥に

努める。 
 

中耕・培土・灌水 
中耕・培土は除草、倒伏防止効果がある。しかし、土壌

の乾燥状況が続いた場合は、過度の中耕・培土は控え

た方が賢明である。 

 

また、開花期から急速に要水量が増加するため、乾燥

が続いた場合はうね間灌水などによる土壌水分確保に

努める。 

 

病害虫防除 

カメムシ類は、開花期から粒肥大期に、ヨウトウ虫類は

発生予察による幼虫若齢期に、大豆紫斑病は、莢伸長

期から粒肥大期に防除を徹底する。 
 

収穫・乾燥・調製 
収穫は、汚粒を防ぐため茎水分（50%）が低下して、青

立ち大豆、雑草を抜き取り、丁寧に収穫する。（コンバ

イン収穫）  

乾燥調製は、しわ粒の発生等を避けるため送風温度30

℃以下で子実水分15%になるまで乾燥し、選別機によ

る被害粒、夾雑物を除去するなど高品質に調製する。

  

 

1948年岩手県生まれ。東北大学農学部農学科卒業。 
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