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雑草の除草剤抵抗性

宮城県における除草剤抵抗性水田雑草の現状と課題

大川茂範*

笠皇

は対応の難しいクログワイや，従来suが不得意な

ノどエ，水田利用形態の変化に伴い近年増加してい

るとみられる田畑共通雑草(大型の湿性一年生雑

草)はむしろ存在感を増している.一方で，本来で

あればsuの効果が高い筈のイヌホタルイは現在も

最も現場で対策が求められている草種である.その

背景には suが効かない遺伝的変異を有した抵抗性

個体群が県内全域にまん延している実態があるこ

とがこれまでの調査で明らかになっている.su登

場以前に比べれば存在割合は低下したが，局所的な

多発が見られるオモダカでも，やはり su抵抗性個

体群の存在が確認されている.

その他，抵抗性雑草問題が顕在化した 2003年以

降に調査草種に加えられ ( 1998~2002 年本調査は中

〔キーワード):実態調査，抵抗性対策剤，イヌホ

タルイ，オモダカ，特別栽培米

図lは各地域の農業改良普及センターによる水田

雑草種別の発生面積の割合を調査したもので，あく

まで各普及員の達観値の総体であるが，年次を追っ

た問題草種の変遷を読み取る ことが出来る.宮城県

の水田水稲作では，スルホニルウレア系除草剤(以

下 SU)が上市された 1980年代末から，ミズガヤツ

リ，ヒルムシロ，ウリカワ，そしてへラオモダカと

いったかつての問題雑草の多くが，順次現場での存

在感を失い，卓効剤 suの普及にともない駆逐され

ていった.逆に，発生時期が遅く suの一発処理で
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率宮城県古川農業試験場 (ShigenoriOkawa) 



204 農業および園芸第 90巻第 1号 (2015年)

断)，後に抵抗性が確認されたコナギやアゼナもな

お一定の割合を占めており， suとは異なる作用機

構を有した抵抗性対策成分を含有したいわゆる対

策除草剤が既に普及している近年においても，当県

における抵抗性雑草の問題が終駕していないこと

がうかがえる

そこで本稿では，本県におけるこれら su抵抗性

雑草の問題化の経緯と対策の現状，今後の課題につ

いて報告する.

su抵抗性雑草の実態把握と対策成分の普及

当県における su抵抗性個体群の確認は， 1996年

のミズアオイ， 1997年のアゼナから始まり，順にミ

ゾハコベ，イヌホタノレイ，タイワンヤマイ，オモダ

カと各草種に拡大してきた(内野 2006). 

当試験場では su抵抗性雑草が問題となり始めた当

初から， 日本植物調節剤研究協会，東北農業研究セ

ンター，東北各県担当者，県内各農業改良普及セン

ター，各 JA，そして(株)デュポンをはじめとす

る農薬メ ーカー各社の協力もと ，su抵抗性雑草の

発生実態の解明と対策技術の開発 ・普及に取り組ん

できた.特に現場対応の迅速化を目的として，発根

法(村岡 2000)を応用した su抵抗性水田雑草の

簡易検定キット(ITOキット)を開発し(吉田 2004，

吉田ら 2008)，各普及センターと連携しながら su
抵抗性雑草の発生状況の調査を行し、(植調東北支部

2005， 2006)，その結果，全県域にアゼナ ・コナギ ・

イヌホタノレイの su抵抗性個体が蔓延している実態

を明らかにした.

あわせて，植調古川試験地と共同した su抵抗性

ホタノレイ対象の水稲用除草剤適用性試験や， (株)

デュポンとの現地試験を中心とした共同研究によ

り， su抵抗性雑草(主にイヌホタルイ)への対策

成分として，クロメプロップ ・ベンゾビシクロン ・

ブロモブチドの3つの成分が特に対策剤として有効

であることを示した.これにより，いずれかの対策

成分と su . ヒエ剤を混合した 3~4 成分の一発剤の

使用が 2003年以降急激に普及していくことになっ

た(図 2).

対策除草剤の普及初期には，散布時の水管理の良

否や様々な変動要因により現地で十分な効果が得

られない事例がみられる剤もあり，使用条件の最適

図 2 宮城県における主要な su抵抗性ホタルイ対策成分の推定使用面積の推移

注 1) 県病害虫防除所調べ農薬出荷量調査より試算.

注 2)複数の対策成分を含む場合も成分別に重複加算



大J11 :宮城県における除草剤抵抗性水田雑草の現状と課題 205 

化が課題となった.その中で唯一，ブロモブチドに

ついては使用条件によらず比較的安定した効果が

得られたこともあり， 2005年以降，多くの地域でブ

ロモブチドを含む対策剤が採用されるようになり，

ついには水稲作付面積の9割にも及ぶ圃場で何らか

のブロモブチド含有剤が使用されるに至った.

このように既存問題草種に対して効果の高い抵抗

性対策剤がほぼ全域に普及した一方で， SUのみな

らず対策成分も含めた特定成分の偏重使用は，新た

な問題を引き起こすことになった.すなわち，ブロ

モブチド剤では対応できないオモダカの SU抵抗性

個体群の顕在化である.

SU抵抗性オモダカの実態把握と対策剤の普及

オモダカについては，県全体の発生面積割合はさ

ほど大きくないが局所的に多発する傾向があり，県

内各地に問題化地域が散在している. SU抵抗性が

疑われるオモダカの多発事例は既に 2002年に報告

されているが，公式にはその翌年，県南 I市のオモ

ダカ多発園場から採取した個体について，土耕法に

よるポット試験と ALS遺伝子の解析によって

Pro197Serの変異が生じた抵抗性個体群の存在が初

めて明らかになった(吉田ら 2006).一方で、， 2004 

年から現地での対策試験にも取り組み，白化作用の

ある除草成分ベンゾフェナップ含有剤の効果が非

常に高いことを明らかにした.2006年からは試験場

内に養成したオモダカ試験圃場にて，有効除草剤の

選定(適用性試験)を開始している.2007年には東

北農業研究センターの協力により，県内のオモダカ

多発圃場における抵抗性個体の遺伝子変異型とそ

の分布を調査した(大)11ら 2008).その結果，先に

確認された ALS遺伝子の変異型 (Pro197Ser) とは

異なる型の変異 (Pro197Leu) が生じた個体が県内

の複数箇所で確認され，両タイプが近接して見つ

かった地域では両変異型の個体が交雑したことに

より生じたと思われるヘテロ個体 (Pro197→Ser/

Leu) も発見され，各地域で同時多発的に出現し局

所的にまん延・経代している様相が明らかとなった.

ちなみに，オモダカの矢尻葉が乱立し，白い花が咲

き乱れる県内水田の様子は， 2009年放送の NHKの

報道番組「クローズアップ現代」において「スーパー

雑草Jと称して紹介されている.

我々が提唱した，白化剤による抵抗性オモダカ対

策は，有効剤を初期剤として使用する体系処理を前

提としたもので、あったため(宮城県古川農業試験場

2010)，現場の一発剤志向に馴染まず残念ながらあ

まり普及しなかった.しかし，白化剤と同様にオモ

ダカにも卓効を示す広い殺草スペクトラムをもっ

褐変剤ピラクロニノレを含む複数の一発処理剤が，各

地域の基幹剤として相次いで採択され急激に普及

したことで(図 3)，結果オモダカ問題は一定の収束

をみることとなる.このピラクロニルの普及が抵抗

性オモダカ防除に貢献したという事実は，ピラクロ

ニノレ剤連年施用によりオモダカが沈静化した常発

地において，従来のブロモブチド剤に戻した途端，

再びオモダカが猛烈に残草したという事例からも

うかがい知ることができる.

なお，オモダカの SU抵抗性個体群には，単純な

ー遺伝子の変異のみならず，除草剤の解毒代謝能力

の向上に起因する抵抗性も含まれるとされており

(内野・岩下 20日・松田 2013)，多様な抵抗性獲

得のメカニズムがあることから防除対策にあたっ

てはより慎重な検討が必要と思われる.

新たな ALS阻害剤の登場と交差抵抗性個体群

直近の当県における水田除草剤使用の大きな変

化として，初中期一発剤の基幹成分であるアセト乳

酸合成酵素 (ALS)阻害剤 (SU剤もこれに含まれ

る)の普及面積割合が大幅に入れ替わったことがあ

げられる.一時普及面積の 8割以上がペンスルフロ

ンメチルで、あった SU剤は，近年のピラクロニル混

合剤の普及にともないイマゾスルフロンの割合が

高まり，その後 2012年に本格上市されたプロピリ

スルフロン，ピリミスルファンが大きな割合を占め

るに至った(図 4).このうちプロピリスルフロンは

大部分がピラクロニルとの 2成分混合剤，ピリミス

ルファンはフェントラザミドとの2成分混合剤であ

り，一足早く 2011年に本格普及を始めた新規白化

成分テフリルトリオンを含む 2成分混合剤と共に，

当県での取り組みが盛んな特別栽培の少成分志向

に適合したことで，一気に、ンェアを拡大したもので

ある.この二つの ALS阻害剤と 2013年より上市さ

れたメタゾスルフロンは，先行して上市されている

ベノキススラムやフルセトスノレブロンと同じくノ

ピエに対する効果も高く，従来の SU剤と同様に多

年生草種への卓効が際立つている.特に前述3種の
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図3 宮城県における主要なヒエ剤の推定使用面積の推移

注 1)図2の脚注と同じ

注 2)混合剤 ・初期剤とも各々使用面積を推定し合算している.

ロプレチラクロール

包ブタクロール

・ピラクロニル

図ペントサゾン

ロフェントラザミド

固オキサジクロメホン

ロカフェンストロール

注 3) 10aあたり使用量に幅がある剤については最少使用量にて使用面積を推定している

100，000 

|→ー水稲(子実)作付 |

90，000 

80，000 

70，000 

60，000 

1 50，000 

40，000 

30，000 

20，000 

10，000 

。

回ピリミスルファン

回プロピリスルフロン

回フルセトスルフロン

図ペノキススラム

ロシクロスルファムロン

ロアジムスルフロン

ロピラゾスルフロンエチル

固イマゾスlレフロン

・ペンスルフロンメチル

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

図4 宮城県における主要な ALS阻害剤を含む除草剤の推定使用面積の推移

注)図 2の脚注と同じ

新規 ALS阻害剤は，様々な遺伝変異型のある su抵

抗性個体群のうち，現地で主体となっている Pro197

部位の変異個体群に対しても効果が高いことが明

らかとなっている.それまでの試験場内での適用性

試験や現地圃場での普及適用性試験でも高い実用

性が確認され，今後の初中期一発処理剤の基幹成分

となることが期待された.

しかしながら，プロピリスルアロン剤 ・ピリミス

ルファン剤が本格デビューした 2012年は，不幸に

も極めて特異的にイヌホタルイの残草が多い年と
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なった(大川 2013b).残草の原因は主に気象的要

因とみられ， 6月中旬の低温により生育抑制型の除

草剤では効果完成(完全枯殺)に至りにくい状況で

あったと考えられ，対策成分を含有した従来剤でも

残草の多い年であった.新規剤の性として現場では，

この異常な残草が新規剤ゆえの不効，新たな抵抗性

個体群の発生と噂されるに至った.一方で誤解を拭

うべく行った残草個体の発根法等による抵抗性検

定の結果，既に ALS阻害剤全般への交差抵抗性が

報告されている ALS2遺伝子の T中574Leu変異型個

体群(内野 2007)が蔓延している圃場が確認され

(大川ら 2013東北雑草研究会口頭発表)，同様に交

差抵抗性を示すALS1遺伝子のAsp376G1u変異個体

群の存在する圃場も確認された.同年に再度，新た

に県内 38地点より採取したイヌホタルイの検定に

おいても，ALS1のTrp574LeuとALS1のAsp376G1u

変異個体群が存在する圃場が各I:t也点ずつみつかっ

た(大川ら 2013).この確認頻度は高いものではな

いが，低いと言い切れるものでもない.すなわち，

一連の新規 ALS阻害剤の使用に際しでも，やはり

抵抗性個体群発生への対策を怠ることは出来ない

ことが示された.なお，翌年同様に行った調査では

イヌホタルイ残草圃場 29地点のうち前年確認の 2

地点の他にさらに 2地点において新規 ALS阻害剤

阻害剤に交差抵抗性を有する個体群を確認してお

り(北川・大川 2014)，2014年も継続して同様の調

査を行っている.

除草剤の普及・変遷の原動力

本県において，特定除草剤の急激な普及拡大・入

れ替えが可能な背景として，県産米のブランド力向

上のため JAグループ宮城が推進している「環境保

全米」への取り組みの影響が大きい.r環境保全米」

は農水省特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

に沿った特別栽培米であり，当初一部の JAを中心

に取り組まれていた統一栽培基準に基づく水稲の

特別栽培を全県的に拡大しようという取り組みで

ある.取り組み目標は水稲作付面積の 70%に設定さ

れ，一般消費者からの支持も得たことで，平成 24

年度には県内水稲作付面積の 40%にまで達してい

る(図 5).各 JAでは契約販売のロット確保と乾燥

施設でのコンタミを防ぐために， r環境保全米J以

外の集荷区分においても使用資材の統ーを図る傾

向があり，また，単一 JAでのロット数量の確保が

難しい場合には，複数の JA間で，同ーの栽培基準

が用いられる場合もある.栽培基準(栽培暦)に掲

載される除草剤は基本的に l銘柄であり，各 JAが

展示圃試験等により有効性を確認した剤が選定さ

れ，その選択においては SU抵抗性雑草への有効性

も重視されてきた.栽培体系の中で除草剤に割り当

てられる農薬成分数は 3~4 成分までで，以前は一

発剤一度きりの散布に限定されていたが，近年は2

成分の初中期(一発剤)が登場したことで，補完的

に l成分の初期剤や lないし 2成分の中・後期剤も

栽培暦に掲載することで，農家の判断により園場条

件に合わせて体系処理を選択できるようにした JA

も多い.

「環境保全米」への取り組みは，県産米のブラン

ドカを高める重要な転機となってきたと共に，これ

に連動した田んぼの生き物調査の実施等，水田地帯

の環境保全・生物多様性への生産者・消費者の関心

を高める契機ともなっている.しかし反面，栽培基

準の統一化が徹底されたことで，雑草の種類や性質

(抵抗性の有無)をみて除草剤・除草体系を選択す

るという農家の営農判断の自由度を一時的に制限

する結果になったことも否定できない.特に前述の

抵抗性オモダカや津波被災農地で問題となってい

るコウキヤガラのような局所的問題雑草，クログワ

イやシズイといった発生期間の長い多年生雑草に

対してはこの枠組みで対応することは難しく， 2成

分初中期剤の登場を契機に多くの JAが体系処理の

選択肢を設けるに至ったのは必然ともいえるかも

しれない.

一方で統一的な栽培基準の浸透には，県内全域を

より効果の高い新規剤に一気に切り替えることが

できるという大きなメリットもある.あくまで問題

雑草のモニタリングと適切な対策方針の意思決定

が伴うことが前提だが，異なる作用機構をもっ除草

剤に，周期的に全面移行することは，特定成分の得

手・不得手に由来する(抵抗性以外の難防除雑草も

含めた)特定問題草種の蔓延・顕在化の防止には極

めて有効であると考えられる.ただし現状では，次

期の薬剤選択についてはその都度の試行錯誤によ

り決められている模様で，計画的な有効成分のロー

テーションが実施されているわけで、はない.
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図5 宮城県における JA環境保全米(特別栽培米)取り組み面積
注)JA全農みやぎ・東北農政局公表資料より作図.

除草剤抵抗性対策の現状と課題

現在宮城県では，指導機関向けに発行している稲

作指導指針において，有効な対策成分の紹介と基本

的な除草剤使用の留意点を中心に SU抵抗性雑草へ

の対応を継続的に指導している(図 6;宮城県農業

振興課 2008).また同じく県が編纂する病害虫・雑

草防除指針においては， (公財)日本植物調節剤研

究協会を介して農薬メーカーから委託される水稲

用除草剤の適用性試験や普及センターが運営実施

する普及展示圏試験等で有効性が確認された新た

な除草剤の情報を順次紹介し，新規 ALS阻害剤へ

の交差抵抗性に対する注意喚起も合わせて行って

いる(宮城県農産園芸環境課 2014). 

抵抗性イヌホタルイ対策としては，前述の通りブ

ロモブチド剤の安定した効果への信頼性が高く，イ

ヌホタルイが多発する地域を中心に継続的に使用

されているが，気象変動，圃場条件によっては深刻

な残草が生じる事例も確認されており，有効な使用

時期(イヌホタノレイ 2葉期までに散布すること)等

について改めて指導している(北川・大川 2014，

宮城県古川農業試験場 2013a，宮城県古川農業試験

場 2013b).今後上市される多くの新規剤にも抵抗

性対策剤として含まれるべンゾビシクロンについ

ても，より安定的な効果が得られる使用法の検討を

行っている.新規成分も含め，その他の対策成分に

ついても，それぞれの特徴を踏まえた適切な使用方

法を順次検討してし、く必要があるだろう.

一方，抵抗性オモダカの対策としては，当初薦め

てきた白化剤の初期体系処理の他，ピラクロニル剤

の初期体系使用，ベンタゾン剤の後期体系処理につ

いても検討を重ねてきた.有効成分を組み合わせて

体系処理する方法はクログワイやコウキヤガラ等

の多年生雑草，水田輪作地帯における大型湿性一年

生雑草等，他の問題雑草の対策としても共通するも

のであり，新規成分や従来から定評のある既往剤も

活用した，安定的な除草体系を今後も検討していく

予定である.無論，秋・春耕や代かきの工夫といっ

た耕種的な防除管理についてもその実効性を継続

して検証していく必要があるだろう.

ピリミスノレファン，プロピリスルフロンそしてメ

タゾスルフロンといった新規 ALS阻害剤について

は，イヌホタルイ以外にもオモダカやその他草種で

前述の交差抵抗性個体群が潜在するであろうこと

は隣県の調査結果をみると確実と思われるが，これ

らの新規成分が得意とするコウキヤガラ等他の難

防除雑草の防除対策や，交差抵抗性個体群のない大

部分の圃場では大いに活用すべきと考える.一定の

頻度では抵抗性が発生することを前提に，異なる作

用機構の初期剤や中後期剤との体系処理を準備す

る等，次善の策を打つ心構えが肝要で，現場の状況

を見極めるための継続的なモニタリングを怠って
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図6 宮城県稲作指導指針掲載の SU抵抗性雑草対策
注 1)2008年版(基本編)掲載の内容.

オモダカ以外の
発生草種を勘案
して成分を選択

注 2)最新の宮城県病害虫雑草防除指針ではオモダカ防除の初期剤成分として
ピラクロンを加えている.また後処理剤としてはALS阻害剤以外の中後
期剤の使用を推奨している.

はいけない.幸い，各農薬メーカーの開発動向をみ

ると，今後も，すでに定評のある各種抵抗性対策成

分を加えた新規混合剤や， ALS阻害とは異なる作用

機構の新規初中期剤の開発も進んでいる.これから

はこれら新旧多様な選択肢から合理的に有効剤を

計画的に使用する薬剤ローテーションが重要性を

増すと考えられ，輪番編成についての一定の指針を

示す必要があると考えている.一方で，適切な圃場

の耕種管理・除草剤の処理時期・処理後の水管理等，

除草剤使用に関する基本事項の徹底も，農業者・指

導者の世代交代や経営の大規模化が急速に進む中

で，今一度再確認されるべき時期にあると思われる.

以上，発生実態の把握と対策成分の普及という観

点、から SU抵抗性雑草の問題について述べたが，著

者が最も重要と考えるのは，地域・関係者間での問

題意識の共有と協調した対策の実行である.雑草問

題は特に，初めは極一部地域に限定された特異的な

問題と思っていても，県内全域に広がりうる問題の

予兆，あるいは既に蔓延した問題の片鱗である場合

も少なくなく，各地域内に散発する問題事例の把握

とその集積情報による適切な診断が重要である.そ

のためにはより多くの現場の観察眼と情報収集網

が必要で、ある.さらにその診断を基にした効果的か

つ現実的な対策の実行にあたっても，地域・関係者

間の問題に対する共通理解と協力体制が欠かせな

し¥

現在当試験場では，各農業改良普及センターの運

営する水稲生育調査圃や病害虫防除所が巡回する

病害虫発生予察圃場を定点として定期的に雑草発

生状況を調査している.これらの結果について，冒

頭に紹介した普及員の達観調査や，病害虫防除所が

斑点米カメムシ対策として実施している本田内の

イヌホタルイ等の発生状況調査と相互補完するこ

とで，県内の問題雑草の発生動向の把握に活用して

いる.特に抵抗性雑草に関しては， JA全農東北肥

料農薬事業所および営農・技術センターの協力と

(独法)農研機構中央農業総合研究センターの指導

の下，新規 ALS阻害剤への交差抵抗性も含めたイ

ヌホタルイ・オモダカの遺伝変異別の分布実態の解

析に取り組んでいるところである.さらに， JAグ

ノレープ官城では全農みやぎが中心となり平成 26年

4月に宮城県 JA施肥・防除連絡協議会を新たに発

足させており，雑草対策を含めた防除技術の合理化

や地域課題についての各 JA聞の情報交換の場と

なっている.当試験場としても展示圃試験の運営支

援や営農指導員を対象とした雑草調査法の研修会
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開催等に関わることで，県農政組織内だけでは得ら

れない地域課題や現場ニーズについて情報を得る

ことができるようになった.今後は，これらの組織

連携を通じて，いかに実効的な技術対策を現場に届

けることができるかが課題である.

除草剤抵抗性雑草対策の最も重要な第一歩は，何

よりも，これらの目に見えない問題の背景(抵抗性

獲得のメカニズムや発生頻度)と効果的な対策(新

たな防除手段や再確認すべき除草剤使用の基本事

項)を除草剤の使用者(農業者とその指導者)によ

く理解して頂くことであるのは間違いなく，本稿も

その一助となることを願うものである.

本稿は，平成 24年度植調関東支部雑草防除研究

会での招待講演の内容(大川 2013a) を基に，直近

年の知見を踏まえて加筆修正したものである.
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