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特集雑草の除草剤抵抗性

除草剤抵抗性雑草の出現における歴史側面

伊藤一幸*
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ズム，パラコート抵抗性，スルホ

ニルウレア剤抵抗性， ACCase阻害

剤

はじめに

病原菌の耐性問題をはじめとして，医療現場や農

薬で問題が出始めた頃，除草剤の世界ではまだ抵抗

性問題は顕在化していなかった.1950年ころには細

菌性の赤痢菌はサルファー剤に対しても，抗菌剤に

対しでもすでに耐性株が出現していた(吉川 1995)

ょうである.このころアメリカで開発された最初の

植物ホノレモン系の除草剤である 2，4-Dはようやく世

界各地で普及し始めた段階である.農業上の殺虫剤

抵抗性害虫が注目されたのは， 1960年ころの有機リ

ン剤であるパラチオンに抵抗性を示すニカメイガ

が始まりであろう(浜 1992). 

薬はたくさんの量を長期にわたって飲むもので

はなく，必要な時に必要なだけ飲んで，体力や衛生

に気をつけて病気に打ち勝つようにと理解される

ようになってきた.医学の世界でいわれている多剤

耐性菌の問題は今でも，院内感染防止のため手洗い

を始めとして，隔離や薬剤の選択など，総合的な対

策がシステムとして取られている.

ここで述べる殺虫剤・除草剤抵抗性や薬剤耐性は

害虫，雑草，病原菌の進化の問題として考える必要

があると思っている.すなわち，抵抗性問題はある

種の合成化合物の多量広域散布により，対象となっ

た害生物が進化した姿を投影したものである.生物

は防除しようと思えばなんとか生き残ろうとして

抵抗する.これが殺そうとする生理的なポイントに

関わることなのか，解毒に関わることなのかはそれ

ぞれのケースで異なる.

ここでは作用機作別に順を追って，日本で出現し

た除草剤抵抗性雑草について述べることとする.除

草剤利用と抵抗性雑草出現の関係は明確なので，で

きるだけ除草剤使用歴のある他国での出現の模様
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と比較しながら述べてみたい.

1. トリアジン系(シマジン)の抵抗性

除草剤抵抗性問題が欧米諸国で最初に顕在化し

たのはシマジンやアトラジンのトリアジン系の化

合物である.1975年ころからいろいろな種類の畑雑

草で見つかり，アメリカ雑草学会 (WSSA)が組織

的に調査を始めた.1990年には抵抗性を示す雑草種

は 60種を超え， 日本にもいろいろな文献で紹介さ

れた.圏内での出現報告はだいぶ遅れて，兵庫県の

名門ゴルフ場でシマジン抵抗性のスズメノカタピ

ラが最初に報告されている(小林ら 1985).ゴルフ

場はシマジンの使用頻度が高いので，出現したもの

と思われる.圏内ではほとんどこの系統の研究は進

まなかったが，トリアジン系の抵抗性出現機構に関

して 2001 年に宇都宮大学からの報告がある

(Kumata et a1. 2001) .ノボロギクの例を示すまでも

ないが有名な議論に，トリアジン系除草剤の抵抗性

生物型は感受性生物型と比べて，除草剤非投与下で

は弱い傾向がみられている (Sa1zmannet a1. 2008). 

そのトレードオフの関係について海外ではいろい

ろな研究が実施された.

除草剤はその作用性(作用機序， mode of action， 

MOA) の違いで分類されている.除草剤抵抗性雑

草はその出現がどこの国で、いつ見つかったか，情報

が集まるように除草剤抵抗性行動委員会 (HRAC)

が活動している.そのデータはHeap2014にまとめ

られている.図 1fこは作用性別に抵抗性雑草の出現

種数の推移を示した.この項で述べている除草剤は

光合成阻害型の除草剤である.光エネルギーを化学

エネルギーに変換する明反応で作用するもので，光

合成阻害型といっても大きく C1，C2， C3の3種類

に分類されている. トリアジン系除草剤はカーパ

メート系，ワラシル系などと共に C1に分類されて

いる.C2には尿素系などであり， C3にはニトリル

系などが含まれる.現在，日本で見つかったトリア

ジン系除草剤抵抗性はイネ科のスズメノカタピラ I

0369-5247/15/￥500/1論文/JCOPY
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図 l 全世界の作用機作別除草剤の抵抗性雑草出現種数の推移
Heap (2014)より引用，加筆.

種であるが，世界全体では双子葉植物 49種，単子

葉植物 23種，合計 72種である (Heap2014). 

次項のピピリジニウム系も光化学系からの電子

伝達を阻害する除草剤であり ，光合成の光化学系か

らフェレドキシンを経由する電子伝達系から電子

を奪うことにより，安定なラジカノレになる このラ

ジカノレ化した除草剤が元の状態に戻る際に酸素を l

電子還元して活性酸素のスーパーオキシドラジカ

ルを生成し，過酸化水素を生じる.過剰に生成され

た過酸化水素は，細胞破壊作用を引き起こし，この

ことが，除草効果として現れる剤である なお，近

年その使用量が減少しているためか，図 lにはピピ

リジニウム系の抵抗性雑草の推移が省略されてい

る.

2. パラコート抵抗性(プリグロックス)

トリアジン系とは反対に，ピピリジニウム抵抗性

生物型は世界に先駆けて日本で最初に出現した.当

時筆者の室長であった農事試験場の渡辺泰らは埼

玉県吹上町の荒川堤外の桑園においてハノレジオン

のパラコート抵抗性生物型を発見した (Watanabeet 

al. 1981).この生物型は作用性 (MOA)が同じであ

るダイコートに対しでも交差抵抗性がみられたま

た，直径 8mm にリーフパンチした葉を，薄いパラ

コート液に 48時間漬けておくだけで，簡易に検定

できた(図 2) この情報が迅速で、簡便な園場におけ

る抵抗性調査を可能にした.この方法を用いて，堤

外地の土地利用区分別に抵抗性株の出現率を調査

した結果はパラコートが頻繁に撒かれている桑畑

で、の抵抗性ハルジオンの出現率が高く，周辺の農道

でRとSが半々，除草剤散布歴のない放棄された桑

園で、は皆無で、あった(Itoh& Miyahara 1985) その

後，埴岡は埼玉県下の桑園の調査をしていて，オオ

アレチノギクやオニタビラコの抵抗性生物型を見

つけ，精力的に県内全域の分布状況を明らかにした

(埴岡 1992). 

ハルジオンの幼植物で、の検定で‘も，除草剤抵抗性

生物型は感受性生物型の 100倍も強かった(図 3).

抵抗性株と感受性株の花を用いた相互交配実験に

より，抵抗性の遺伝様式は単因子優性であることが

明らかとなった(Itoh& Miyahara 1984). この業績

を活用して，山口らはハルジオン集団における遺伝
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図2 ハルジオン円状葉片のパラコート反応
Watanabe et al. (1982) より号|用，加筆.
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図3

研，日大，宇都宮大，京都大，神戸大などで精力的

に実施された.田中らはハノレジオンやヒメムカシヨ

モギを用いて，ハンガリーのフェルストらはアレチ

ノギクを用いて 14Cの放射性同位体でラベノレした

パラコートを，切断したロゼ ット業に吸わせたとこ

ろ，感受性生物型で、は葉全体にパラコート液が吸収

子型の分布と花粉による抵抗性遺伝子の拡散の関

係を明らかにした (Yamaguchiet al. 1996). 

埼玉県で、パラコート抵抗性が発見されたのと同

じ頃，大阪府のブドウ園でヒメムカシヨモギのパラ

コート抵抗性生物型が見つかった(加藤 ・奥田

1983).抵抗性獲得の生理機構については農業生物
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されたが，抵抗性生物型では葉脈の一部にしか吸収

されなかった.従って，この抵抗性の作用機作は薬

剤の吸収や移行を阻害するものであった (Tanakaet 

al. 1986， Fuerst et al. 1985). 

その後，日本各地の畑や路傍で上記4種だけでな

く，パラコート抵抗性チチコグサモドキなど疑わし

いものがあったので，農業環境技術研究所では全国

的な聞き取り調査を実施し，実際に踏査した結果と

合わせてまとめて学会に報告した(佐藤ら 1992). 

また，最近になってトキワハゼのパラコート抵抗性

について京大のグループ。が報告している (Tsuiiet al. 

2013) .現在， 日本で、見つかったピピリディウム除

草剤抵抗性雑草は 7種であり，世界全体では 31種

類である (Heap2014). 

3. ALS阻害剤の抵抗性(水田一発斉1])

ALS阻害剤の抵抗性はその作用性が明確なため，

除草剤が普及し始めてすぐにアメリカのホウキギ

で 1987年に見つかったのをはじめ，世界各国で出

現し始めた (Heap2014). 日本でも 1994年の古原

らのミズアオイの抵抗性生物型をはじめとして，タ

ケトアゼナ，アメリカアゼナ，アゼトウガラシ，ア

ゼナ，キクモ，イヌホタルイ，ミゾハコベ，キカシ

グサ，オモダカ，コナギ，タイワンヤマイ，ホソパ

ヒメミソハギ，スズメノテッポウ，ウリカワ，へラ

オモダカ，ウキアゼナ，アブノメ，ミズマツバ，マ

ツバイ， ヒメクグの順にスノレホニノレウレア系 (SU

と略す)除草剤抵抗性雑草として出現した.現在で

は 14種の一年生雑草と 7種の多年生雑草，合計21

種の出現が見られているが，麦作のスズメノテッポ

ウとゴルフ場のヒメクグを除いて，ほとんどが水田

雑草である (Uchinoet al. 2014).これは水田の除草

剤が一発剤となって全国的に散布団数が減少した

ことの影響が大きいと思われる.丁寧に調べればさ

らに新しい雑草種で抵抗性生物型が見つかる可能

性がある.椅麗な試験結果で、あったアゼトウガラシ

の試験結果を示しておく(図 4).世界全体では双子

葉植物 88種，単子葉植物 57種，合計 145種もの雑

草で見られているが (Heap2014)，日本で出現した

21種が多いとみるか，少ないとみるか人それぞれで

ある.筆者は SU剤の抵抗性は日本で比較的早く出

現したと思っている.

この中で筆者が強害雑草と考えているのは一年

生雑草で、はコナギであり，多年生雑草ではイヌホタ

ルイとオモダカである.ここではとくにオモダカに

ついて記載しておきたい.オモダカは塊茎と種子で

繁殖する雑草であるが，除草剤投与下では種子繁殖

はほとんど見られず，もっぱら塊茎による繁殖が中

心であると思われていた.しかし草丈の短い水稲栽

培下の水田での種子生産量は多く，数の上では塊茎

形成数を圧倒している状況である.また，水田土中

で種子の寿命も長いと考えられ，圃場開の移動や拡

散は新鮮な種子が水に浮く特性を利用して，濯j飯水

を媒介して拡散する.さらに，オモダカは寒冷地，

高冷地，濯概水の冷たい水口などに多いことから，

上流の水田から下流の水田に流れやすいものと思

われる.比較的早い時期から抵抗性生物型の出現が

見られたことを考えると，一発剤の効果が低下した

代掻き 1か月後頃にオモダカの種子からも出芽して

いて，抵抗性生物型の株がスクリーニングされたも

のと推定される.ひとたび抵抗性生物型が出現する

と，その個体は塊茎繁殖するので定着は容易であり，

いろいろなタイプの抵抗性生物型が出現したので

あろうと思われる.

内野報告をはじめとして，本特集の大部分の筆者

がこの系統の抵抗性について記載しているので，別

項をお読みいただくか，詳細を知りたい方は拙著

「雑草の逆襲，除草剤のもとで生き抜く雑草の話」

(伊藤 2003)全農教刊をお読みいただきたい.

4. ACCace阻害斉IJ (クリンチャー)の抵抗性

ACCace阻害剤の除草剤はイネ科植物を選択的に

枯殺する特徴ある除草剤である.普及しているもの

にアリールオキシフエノキシプロパノエート系

(AOPP剤)とシクロヘキサンジオン系 (CHD剤)

がある.これらの系統の除草剤は名前の最後に前者

はフエノキサプロップのように-fop，後者はセトキ

シジムのように-dimが付くことから判別できる.

一発剤の混合成分であるノビエに効果の高いシ

ハロホップブFチルは単剤(クリンチャーEW剤)と

しても広く使われている.このシハロホップブチノレ

はカリフォルニア，マレーシアなど世界各地の水田

で効果不足がみられるようになった.一例を示すと，

韓国の瑞山現代ファームでは6系統のイヌピエを検

討したところ， 3系統で強い抵抗性を示し，一つは

R!S比が 97倍で、あった(富永 2003). このように
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ACCace s.且害剤は海外で早くに抵抗性生物型が発見

された剤であり，現在単子葉植物だけで 46種が見

つかっている (Heap2014). 

日本における出現は遅いくらいであったが，岡山

で見られている.岡山県の乾田直播はこれまで 5月

下旬に水稲品種「あけぼの」を播種し， 6月上旬に

プロパニルとベンチオカーブを混合して散布して

雑草防除を図ってきた.それでも，その後にノビエ

やクサネムが出てくると 6月下旬にシハロホップブ

チノレ・ベンタゾン剤により防除してきた.ところが2

2007年よりプロパニノレの登録が失効した.その後の

3年間はシハロホップブチル剤を含む2回の体系で

ノビ、エ防除を実施してきた.これは実質的にシハロ

ホップブチノレで、ノピエをスクリーニングしてし

まった状態と考えられる.2009年よりシハロホップ

ブ、チルの不効問題が起こり，那須らが岡山県の山南

試験地で 2010年に実施した除草剤試験ではシハロ

ホップブチルの明らかな感受性低下が観察された

(那須・吉永 2011). 

移植水稲と比べ，最も多くシハロホップブ、チルが

使われてきた岡山県の乾田直播地帯でシハロホッ

プブチル抵抗性生物型のヒメタイヌピエが岡山市

の正義，水門町，東片岡，楢原等の集落周辺，およ

そlOkrn四方の水田でみられた.直播水田なので，

水稲とノヒエはほとんど同じ大きさであり，防除し

ない場合の雑草害の大きさは計り知れない.また，

イヌビ、エが岡山市水門町の水田でみられた(平山ら

2013) . 

幸い，出現現地では代替剤としてベノキススラム

(図 5)，ピスピリパック Na塩等の効果が確認され，
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図 5 シハロホップブチル抵抗性出現地におけるシハ
ロホップ散布圃場(右)とペノキススラム散布
図場(左)

岡山市正義にて (2011)

これらの使用で事なきを得ている(那須 2013).

5 グリホサート抵抗性 (ラウンドアップ)

グリホサート抵抗性雑草は EPSP系に含まれてい

る. EPSP系の除草剤抵抗性雑草はシキミ酸経路の

タンパク質合成を阻害するものである.図 lで見て

も明らかなように，除草剤が開発・普及されてから，

抵抗性雑草の出現が比較的遅かった除草剤である.

トウモロコシ，ダイズ，ワタ，カノーラなど遺伝子

組み換え (GMO)作物の中で，グリホサート耐性

の作物品種(ラウンドアップレディーなど)が開発

され，多くの国で多量に栽培されていることは周知

の通りである.日本では GMO作物の栽培が許可さ

れていないので問題化はしていないが，アメリカな

どでは，グリホサート抵抗性雑草はオヒシパやヒメ

ムカシヨモギなどキク科，ヒユ科，イネ科雑草を中

心にすでに双子葉植物 16種，単子葉植物 15種，合

計 31種類も報告されている (Heap2014). 

グリホサー トは日本では非選択性除草剤として，

畦畔や播種前，収穫後の農耕地に多量に使用されて

いる.最近，静岡県の中遠地域の水田畦畔において

グリホサート抵抗性のイタリアンライグラスが見

つかった (Niinomiet al. 2013). 今後きわめて注意

すべき抵抗性雑草の出現であろう.詳細については，

本特集の富永報告に譲りたい.

6 交差抵抗性と複合抵抗性(多剤抵抗性)に

ついて

両方ともビピリディウム系のパラコートとダイ

コートに抵抗性を示すと交差抵抗性 crossreslstance 

があるという .また， SU剤であるペンスルフロン

メチノレ，ピラゾスノレブロンエチル，イマゾPスルフロ

ンなど多くの SU剤に抵抗性を示しても，単一のメ

カニズムなので交差抵抗性の範囲である.それは除

草剤の作用性 (MOA)が同じと判断されているか

らである.

これに対して，ハンガリーのブドウ畑で、見つかっ

たアレチノギクはトリアジン系除草剤とピピリ

ディウム系の除草剤の両方に抵抗性が見られた

(Fuerst et al. 1985) こうした現象を複合抵抗性

multiple resistance，または多剤抵抗性 multiple-

herbicide-resistanceが出現したという.

福岡県の小麦畑におけるトリフルラリン抵抗性

スズメノテッポウは上記の SU斉IJのチフェンスルフ

ロンメチノレ抵抗'性生物型との複合抵抗性のもの，ト

リフノレラリンだけに抵抗性を示すもの， SU斉IJだけ

に抵抗性を示すものが混在していることが判明し

た(大段ら 2005).複合抵抗性雑草の出現は海外で

はいろいろな除草剤の組み合わせが報告されてい

るが， 日本ではこのケースが初めてである.なお，

福岡県や佐賀県の麦畑におけるカズノコグサにも

トリプノレラリン抵抗性生物型がみられている(大段

ら 2011).これらの防除に関して，大段ら九州|の麦

研究グ、ループはさらに踏み込んだ研究を行ってい

る 詳細は本特集の大段報告に譲りたい.

雑草にとって複合抵抗性の獲得は究極の生き残

り戦略と考えられる.多くの除草剤に対して抵抗性

を示せることはそれだけ生き残るチャンスが増え

るからである.Heap (2014)の整理から 4種類以上

の作用性の異なる複合抵抗性を獲得した雑草を抜

き出した(表 1).雑草の除草剤抵抗性はここまで進

んできているのかと思ってみていただきたい

一例を示すと，カリフオルニア州のサクラメント

バレーの水田に生育するタイヌピエはもともとは

種籾と一緒に日本から持ち込まれた可能性が高い

ものである このタイヌビエは現在，ベンチオカー

ブ，モリネート(チオカーパメート系)，フエノキ

サプロップエチル (ACCace阻害剤)， SU剤 (ALS
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表 l これまでに世界中で発見された 4種類以上の複合抵抗性をもっ雑草種

順位 雑草名 科 種類*

ボウムギ イネ科 12 

2 イヌビエ イネ科 10 

3 スズメノカタビラ イネ科 9 

4 ノスズメノテッポウ イネ科 7 

4 オヒシパ イネ科 7 

6 ホソバイヌビユ ヒユ科 6 

6 カラスムギ イネ科 6 

6 コヒメビエ イネ科 6 

6 イタリアンライグラス イネ科 6 

10 オオホナガアオゲイトウ ヒユ科 5 

10 ブタクサ キク科 5 

*メカニズムの異なる除草剤の種類数.
Heap (2014) より抜粋.

阻害剤)など4種の作用性の異なる除草剤群の除草

効果が低下している.典型的な多剤抵抗性を示して

いる.なぜこのタイヌピエがいろいろな種類の除草

剤に効かないか調べたところ， P-450による解毒機

構が見つかった (Iwakamiet al. 2014bなど). 

複合抵抗性のタイヌビエなどの防除にはいろい

ろな方法が考えられているが，筆者は除草剤に頼る

のではなく，冬季湛水法が最も手っ取り早く，ノピ

エ類を防除するのに有効な方法だと考えている.冬

季湛水は強湿田の条件を人為的につくるわけであ

り，こうした水田ではノビエ類は発生しでも定着が

難しく，生態的な防除法である.併せて，冬季湛水

はサクラメントバレーにおける生物多様性の維持

にも貢献できる.実際，一部の水田で、試みられてお

り，今後注目に値する方法と思われる.

表 lをもう一度見ていただきたい.ここに記載さ

れている雑草は現在最も恐れられている抵抗性雑

草である.ここに出てくる雑草はイネ科が 12種，

ヒユ科が 3種，キク科が 3種，アブラナ科が 2種，

アカザ科が 2種である.何種類もの異なるメカニズ

ムに由来する除草剤に抵抗性を示す雑草には分類

群に偏りがあり，イネ科雑草が除草剤抵抗性進化の

先頭に立っていることが理解できる.また，複合抵

抗性が出現する可能性の高い植物群を見通すこと

ができる.これに加えて， 3種の異なるメカニズム

に由来する除草剤に抵抗性を示す雑草が 29種， 2 

種の異なるメカニズムに由来する除草剤に抵抗性

を示す雑草が 41種もあった (Heap2014). これら

を含めて除草剤に抵抗性を示す重要な雑草を進化

順位 雑草名 科 種類*

10 ヒメムカシヨモギ キク手ヰ 5 

10 セイヨウノダイコン アブラナ科 5 

14 ウマノチャヒキ イネ科 4 

14 シロザ アカザ科 4 

14 アレチノギク キク科 4 

14 タイワンアイアシ イネ科 4 

14 ホウキギ アカザ科 4 

14 エノコログサ イネ科 4 

14 イヌカキネガラシ アブラナ科 4 

14 セイパンモロコシ イネ科 4 

14 アオゲイトウ ヒユ科 4 

の面から明らかにする必要があろう.この膨大な抵

抗性雑草群をみると，日本国内での除草剤抵抗性雑

草の出現は微々たるものと言えないこともない.

7.輸入穀物に混入している雑草の除草剤抵抗性

こうしてみてくると，日本でこれから注意が必要

なのは海外でこれだけ出現している除草剤抵抗性

雑草が輸入穀物と一緒に上陸してくることであろ

う.特に重要なのは大規模栽培のために除草剤に

頼った管理をしているアメリカやオーストラリア

のコムギ，ダイズ，トウモコロコシ畑の雑草である.

小沼らはオーストラリアから輸入されたコムギの

炎雑物としてのボウムギの抵抗性を調査した.輸入

された西オーストラリア産小麦に混入していた雑

草種子を調べたところ，ボウムギ種子は小麦 20kg

あたり， 4500個ほど見つかった.その混入ボウムギ

種子に対し，原産地の小麦畑で、使用頻度の高い除草

剤のジクロホップメチノレ，セトキシジム，クロロス

ルフロン，グリホサートの 4種類を用いて除草剤抵

抗性の有無を確かめる試験を行った.その結果， 4 

種類中，グリホサート以外の 3種類について，抵抗

性個体の混入が確認された.抵抗性個体の混入割合

は，原産地の小麦畑での雑草の発生頻度を反映した

ものとなっていた.

日本は年間約 1460万トンものトウモロコ、ン， 260 

万トンのダイズ， 550万トンのコムギを様々な国か

ら輸入しており，その中には，日本で多量に使用さ

れている除草剤に対する抵抗性をもっ雑草種子が

混入している可能性がある.もし，それらが侵入し
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た場合には，農耕地・非農耕地を問わず問題化する

可能性があるため，侵入の監視と適用除草剤の選択

には注意が必要である (Shimonoet al. 2010). 

8.歴史から学んだこと(まとめに変えて)

以上見てきたように，同じ作肝性の除草剤を長期

間にわたって使えば除草剤抵抗性生物型は遅かれ

早かれ必ず出現する.どうしたら出現させないよう

にすることができるかはそれぞれの項目で述べた

が，ここに再整理しておこう.一つの系統の除草剤

に対して抵抗性を示した雑草があると，ほかの系統

の除草剤に頼ろうとするのは人情であろう.そう

やって，世界各地でいろいろな系統の除草剤に順々

に抵抗性を獲得させてしまったのだろう.除草剤抵

抗性雑草が出現してしまったら，一度除草剤使用を

離れて，別な雑草防除法(耕種的防除，機械除草，

生物的防除など)を考えてみたらどうだろうか.

Gressel (2002)によると抵抗性研究は分子生物学

から検討しなければダメであり，植物はいろいろな

方向に進化するとして，各種の除草剤抵抗性の作用

性機構の事例を整理している.また，遺伝子組み換

え技術をうまく活用すれば，除草剤抵抗性の花粉が

たとえ雑草に入ったとしても，雑草の後代まで抵抗

性を広めない方法もあると述べている.

WBM (日本雑草学会の英文誌)の最新号に岩上

らのオモダカの SU剤抵抗性の論文が掲載されてい

る.一つの抵抗性系統の抵抗性機構はこれまでいろ

いろな雑草で示されてきたALSのドメインAの197

番のプロリンが変異した作用点抵抗性 (TSR) で

あった.しかし，他の lつは DNA解析では異なら

ず，非作用点抵抗性 (NTSR)で、あったとしている.

この現象は大仙市の一つの圃場で出現した抵抗性

生物型であっても，いろいろな方向に進化が起こる

ことを具体的に示したものである (Iwakamiet al. 

2014a) .抵抗性出現の方向，すなわち雑草の進化の

方向を見定めて，早期に対策を打つ必要があろう.

最後になったが，ここでは紹介しきれなかった多数

の除草剤抵抗性生物型の発見やその作用性に関す

る文献は，除草剤抵抗性雑草研究会のホームページ

(2014)に内野によりまとめられ，掲載されている

ので，ご参照いただきたい.

引用文献

Fuerst， E. P.， H. Y. Nakatani， A. D. Dodge， D. Penner and C. D. 
Arntzen 1985. Paraquat resistance in Conyza. Plant 
Physiol. 77: 984-989 

Gressel， 1. 2002. Molecular biolo窃， of weed control. Taylor & 

Francis. London pp.504 
浜 弘司 1992.害虫はなぜ農薬に強くなるのか，薬剤抵

抗性のしくみと害虫管理農文協， pp.l91. 
埴岡靖男 1992桑園における雑草植生の変遷と防除に関

する研究.埼玉県蚕業試験場報告40: 1-78. 
Heap， I. 2014. The internationa1 s町 veyof herbicide resistant 

weeds.2014.9.30閲覧 htや://www.weedscience.com
平山智士・伊藤一幸・那須英夫 2012. 岡山市の水稲乾田

直播地帯におけるシハロホップブチル抵抗性イヌピ
エ有吉種とヒメタイヌピエの分布 雑草研究 57
(531]) : 127. 

Itoh， K. and M. Miyahara 1984. Inheritance of paraquat 
resistance in Erigeron philadelphicus. Weed Res. Japan 

29: 301-307. 
Itoh， K and M. Miyahara 1985. A habitat of Erigeron 

philadelphicus L. resistant to paraquat. Proc. 10th APWSS 

Conf.13-18 
Itoh， K.， G.-X. Wang and S. Ohba 1999. Sulfonylurea resistance 

in Lindernia micrantha， an annual paddy weed in Japan. 
Weed Res. 39: 413-423. 

伊藤一幸 2003.雑草の逆襲，除草剤のもとで生き抜く雑
草の話.全農教， pp.l01. 

Iwakami， T.， H. Watanabe， T. Miura， H. Mastumoto and A. 
Uchino 2014a. Occurrence of sulfonylurea resistance in 
Sagittaria trifolia， a basal monocot species， based on 

target-site and non-target-site resistance. Weed Biol. 
Manag.， 14: 43-49. 

Iwakami， S.， M. Endo， H. Saika， 1. Okuno， N. Nakamura， M. 
Yokoyama， H. Watanabe， S. Toki， A. Uchino and T. 
Inarnura 2014b. Cytochrome P450 CYP81A12 and 

CYP81A21 are associated with resistance to 制'0

acetolactate synthase inhibitors in Echinochloa 

phyllopogon. Plant Physiol. 165: 618-629. 
加藤彰宏・奥田義二 1983.パラコート抵抗性のヒメムカ

シヨモギについて 雑草研究 28:54・56.
小林央往・中川 博・植木邦和 1985. ゴルフ場スズメノ

カタピ、ラ集団のシマジン抵抗性について.雑草研究
30 (別): 123-124. 

Kumata， S.， K. Yoneyama， M. Ogasawara， Y. Takeuchi， M 

Konnai， Y. Nak司jima，T. Nakano and S. Yoshida 2001. 
Molecular basis of resistance to s-triazine herbicides in 

Poa annua L. and its photosynthetic properties under 
different light conditions. J. Pest. Sci. 26: 236・243.

那須英夫・吉永京司 2011.水稲直播水田におけるシハロ
ホップブチル抵抗性ヒメタイヌピエの発生.雑草研究
56 (別): 12. 

那須英夫 2013シハロホップブチル抵抗性ノビエに対す
る除箪剤体系防除.雑草研究 58(別): 96. 

Niinomi， Y.， M. Ikeda， M. Yamashita， Y. Ishida， M. Asai， Y. 
Shimono， T. Tominaga and H. Sawada 2013. 
Glyphosate-resistant ltalian ryegrass (Lolium multiflorum) 
on rice paddy levees in Japan. Weed Biol. Manag. 13: 

31-38. 



一抗性雑草山歴敵史 119 

大段秀記.住吉 正.小荒井晃.内川川| 修 2幼00凹5.福岡県 6ω08 
に発生した除草剤低感受性スズメノテッポウのトリ 冨永遠 2008. アセチル Co-Aカルボキシラーゼ阻害剤

フノレラリンおよび各種土壌処理除草剤に対する反応. に対する雑草の抵抗性.雑草研究 53: 84-86. 

雑草研究 50(別): 70-71. Ts可i，K.， M. Hosokawa， S. Morita， R. Miura and T. Tominaga 
大段秀記・住吉 正・小荒井晃 20日.カズノコグサのト 2013. Resistanceωparaquat in Mazus pumilus. Weed Res. 

リフルラリン抵抗性バイオタイプの確認.雑草研究 53: 176ー182.
56 (別): 28. Uchino， A.， S. Iwakami， T. Tominaga and K. Itoh 2014. 

佐藤光政・宇佐美洋三・小泉博・市川裕章・唐艶鴻 Herbicide resistant weeds in Ja抑止 http://www.wssj.jp/
1992.ハルジオンのパラコート抵抗性バイオタイプの ~hr/index.html 2014.10.31閲覧.

光合成特性と東北および北海道南部における出現.雑 Watababe， Y.， T. Honma， K. Itoh and M. Miyahara 1982. 

草研究 37: 167-168. P紅 aquatresista且cein Erigeron philadelphicus. Weed Res. 

Shimono，主， Y. Takiguchi， A. Konuma 2010. Contamination of Japan 27: 49-54. 
intemationally traded wheat by herbicide-resistant Lolium Yamaguchi， Y.， S. Nakai and H. Watanabe 1996. Diffu唱ionof 
rigidum. Weed Bio1. Manag. 10: 219-228. paraquat resistant gene by pollen flow in the natural and 

Salzmann， D.， R. J. Handley， H. MuelleトScharer2008. designed populations of Erigeron philadelphicus L. Weed 
Functional significance of佐iazine-herbicideresistan∞in Res. Japan41:189-196. 
defense of Senecωvulgaris against a rust fungus. Basic 吉川|昌之介 1995. 細菌の逆襲，ヒトと細菌の生存競争.

App1. Eco1. 9: 577-587 中公新書 1234，pp.267. 

Tan紘a，工， H. Chisaka and H. Saka 1986. Movement of 除草剤抵抗性雑草研究会 HP2014. 除草剤抵抗性情報

P紅 aquatin resistant and susceptib1e biotypes of Erigeron h句 //www.wssj.jp/~hr/JHRWG.htmI2014.11.1 閲覧

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

