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部分浅耕播種を利用した麦圃における

除草剤抵抗性スズメノテッボウ (Alopecurusαequalお)と

カズノコグサ (Beckmαnniα砂'Ziglαchne)の総合防除法

川村富輝

(福岡農林事務所北筑前普及指導センター)

要旨:九州北部の麦作において問題となっている除草剤抵抗性スズメノテッポウやカズノコグサの総合的防除技術の

確立を目的として， 2009年に圃場試験を実施して部分浅耕播種とグリホサートカリウム塩液剤処理の組み合わせが，

スズメノテッポウとカズノコグサの発生量に及ぼす影響について検証した.その結果，グリホサートカリウム塩液剤

が無処理では，部分浅耕播種は「農家慣行J に比べてスズメノテッポウの生体重が 202~321%，残草個体数が 117~

185%に，カズノコグサの風乾重が 190%，残草個体数が 183%に増加したものの，グリホサートカリウム塩液剤処理

と部分浅耕播種を組み合わせた場合は， I農家慣行J に比べて，スズメテッポウの生体重を 22~24%，残草個体数を

25~53%に，カズノコグサの風乾重を 5%，残草個体数を 13% に低減できた.

キーワード:カズノコグサ 除草剤抵抗性スズメノテツポウ，総合防除法部分浅耕播種法，麦類.

麦圃における雑草において，スズメノテッポウ (Alote，仰 lus

aequal:おSobol.)は，本州以南の麦作で最も優先的な雑草で

あり，カズノコグサ (Beckmanniasyzigachne)は関東以西

の温暖な地域の麦作の土壌水分の高い圃場に多く，特に排

水不良田を中心に多発生している(浅井2006).

麦作のイネ科雑草は世界各地で問題であり， ALS阻害剤，

ACCase阻害剤などの選択性除草剤の開発・普及がなされ

ているが，それに対する抵抗性生物型が相次いで出現して

いる(浅井 2006). 近年，福岡県においてスズメノテッポ

ウではスルホニルウレア系除草剤およびジニトロアニリン

系除草剤に(大段ら 2005，内川ら 2007)，カズノコグサで

はジニトロアニリン系除草剤に抵抗性が確認されており

(大段ら 2011)，除草剤による防除に苦慮している.

その一方で，著者らはコムギの省力播種技術を確立する

ために部分浅耕播種技術を開発した.本播種は，ロータリ

の播種部分にあたるなた爪を短いカルチ爪に交換すること

で，播種部分を浅く，条聞を標準深で耕起しながら 1工程

で播種する技術である.多湿土壌条件下でも播種できる上，

播種作業の時間短縮や燃料消費量削減も可能となる(川村

2013，川村ら 2013).さらに，部分浅耕播種した区は慣行

播種区に比べて，雑草の発生量が極めて少ないことが確認

された.そこで，麦聞における除草剤抵抗性雑草の防除を

目的として，部分浅耕播種とグリホサートカリウム塩液剤

処理の組み合わせが，スズメノテッポウとカズノコグサの

発生量に及ぼす影響について検討を行い，これら難防除雑

草の防除技術の確立を試みた.

材料と方法

1.試験場所と試験区の設置

試験は， 2009年に福岡県久留米市城島町内における浮島

と六町原の農家圃場2カ所で実施した圃場面積はそれぞ

れ30aと50aであった六町原の圃場には本暗渠が施工

されているが，浮島の圃場には本暗渠は施工されていない.

前作の水稲(六町原:つやおとめ，浮島:ヒノヒカリ)， 

前年作のコムギ(チクゴイズミ)において，圃場内での生

育ムラはみられなかった前作の水稲収穫後の稲藁は全量

鍬込みとした土壌統群は 2圃場とも細粒灰色低地土(灰

色系)で、あった.

試験区は2圃場とも，播種方法については部分浅耕と標

準耕の 2水準区を設け，除草剤処理については 4水準区を

設定した

2. 播種方法と手順

部分浅耕は事前の荒起しを行わず， 2009年 12月2日に

部分浅耕ロータリにより 播種部を 2~3cm の浅耕，条聞

を 7~8cm に耕起しながら，同時に施肥，播種を行う 1 工

程播種とした(第 1図)• 

なお，ロータリに用いたカルチ爪として，浮島では，基

部厚が通常のなた爪の約半分のヤンマ一社製カルチ爪を対

にしてホルダーに背中合わせで2枚装着し，六町原では，

通常のなた爪と基部厚がほぼ同じである小橋社製カルチ爪

をホルダーに 1枚装着した.

比較とした標準耕は， 2009年 12月1日に通常のロータ

リハローにより全面を 8~9cm 耕深で荒起しを行ったうえ

で， 2009年 12月2日に通常のロータリハローにより全面

を 8~9cm に耕起しながら，同時に施肥，播種を行う 2 工

程播種とした(第 1図)• 

3. 除草剤処理

試験区毎の除草剤処理を第 1表に示す.除草剤処理は 4
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部分浅耕播種(カルチ爪は 2枚刃) 慣行播種

WAOJ耕起部分

E玄玄翠 耕起後の土壌

荒起し
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標準耕部分 (耕深2-3cm)標準耕部分 (耕深2-3cm)

(糊 7-8cm) 1 (ヂ 7-叩|

寸酔
コムギ種子

播種後

第 1図播種方法別の模式図

水準とし，①播種前は無処理，播種 1日後にベンチオカー

ブ (50%)・ペンデイメタリン (5.0%)・リニュロン (7.5%)

乳剤 500mL/10a (70 Lの水に希釈)処理(以後， B.P.L.と

略す)，②播種7日前にグリホサートカリウム塩液剤 (48%)

液剤， 100倍液を 50L/10a処理(以後， GL.と略す)，③ 

播種7日前に GL.処理+播種1日後に B.P.L.処理，④播種

1日後に GL.処理+B.P.L.処理とした また，無処理区を

設けた.なお，この地域における農家の一般的な播種方法

は標準耕で，除草剤処理は播種前は無処理，播種後出芽前

にB.P.L.処理するため，標準耕の①区を「農家慣行Jとする.

4 耕種概要

供試品種はパン用コムギの‘ミナミノカオリ'とした

畝幅 140cm，1畝4条のドリル播きで，播種量は浮島が8.0

kg/10a (約 210粒 /m2)，六町原が5.5kg/10a (約 145粒/

m2) で、あった播種深度は，全ての試験区で 2~3cm とし

たその他の耕種概要は全試験区とも同様とし，現地慣行

に準じて，踏圧は 1 月上旬~2 月下旬に 2~3 回，土入れ

は 1 月上旬~3 月上旬に 2~3 回実施した施肥は化成肥

料で， 10 a当たりの施用量 (N: P2U5 : K2u)を，基肥が

5~6 kg : 5~6 kg : 5~6 kg，追肥の 1回目 (1月下旬)が3

~4kg ・ o kg: 3~4 kg，追肥の 2 回目 (2 月下旬)が 1~2

kg : 0 kg : 1 ~2 kgとし，穂揃期追肥を 4kg:Okg・Okgと

試験区

① 

② 

③ 

④ 

無処理

第 1表試験区毎の除草剤処理.

除草剤処理

播種前

GL.l) 

GL 

播種後

B.P.L.') 

B.P.L. 

GL. + B.P.L. 

l)GL. グリホサートカリウム塩液剤処理.

') B.P.L. ベンチオカーブ・ペンデイメタリン ・リニュロン乳剤処理.

した追肥の 1回目と 2回目は土壌表面に施用後，土入れ

を行った 穂揃期追肥は，土壌表面に施用しその後の土

入れは行わなかった

試験には，農家所有のトラクタを使用し，部分浅耕と標

準耕で同ーとした トラクタは 2農家ともクボタ社製 26

ps (19.1 kW)ホイール型であった また，浮島は農家の

慣行に準じてロータリに培土板を装着した播種同時畝立て

栽培とし，六町原は播種時の畝立ては行わなかった

5.調査方法

スズメノテッポウについては 2010年3月19日に 1区当



川村一一部分浅耕播種による除草剤抵抗性雑草の総合防除 329 

400 r圃園生体重 久留米市城島町浮島 可 150

-+-残草個体数
300 日

日
100 ---

14-
3、、、 200 

ω 撃事栂程変1首1副 100 

。 。
400 r 久留米市城島町六町原 150 

f貫 日300 
100 ---

( 

↓仏
14-E 、、、

50 議主査

d 200 

制

告100 ... 1E時主

~号H、

o I・..-.，・ z・1 '-1-'-1-'圃 10

第 2図 除草剤と播種方法の組み合わせがスズメノテッポウの残草

量に及ぼす影響 (2010年 3月 19日調査)

① B.P.L.I) (播種後)

② GL.2
) (播種前)

③ GL. (播種前)+ B.P.L. (播種後)

④ GL処理 (播種後)+ B.P.L (橘種後)

1) B.P.L ベンチオカーブ ・ペンデイメタリン リニュロン乳

剤処理

2) GL. グリホサート カリウム塩液斉IJ処理

図中のバーは標準誤差を示す

たり 2カ所， 1 カ所当たり 0.5~1.0 m2
の残草を抜き取り ，

生体重と残草個体数を調査し 2カ所の平均値を用いた.

カズノコグサについては，2010年 6月4日に 1区当たり

2カ所，1 カ所当たり 0.35~0.7 m2
の残草を抜き取り ，風

乾重と残草個体数を調査し 2カ所の平均値を用いた.なお，

カズノコグサの調査は浮島の①区と③区についてのみ実施

した

結果と考察

1 スズメノテッポウに対する防除効果

標準耕におけるスズメノテッポウの残草量は，播種後に

B.P.L.処理した①区(農家慣行)に比べて，播種前に

GL.処理した②区では生体重が 82~324%，残草個体数が

104~295% ， 播種後の B.P.L.処理と播種前の GL. 処理を組

み合わせた③区では生体重が 112~123 %，残草個体数が

100~145% ， B.P.L.処理と播種後の GL.処理を組み合わせ

た④区では生体重が 41~68%，残草個体数が 98~132% と

生体重は減少したが，残草個体数は同程度であった(第2

図) 標準耕では， GL.処理により残草量の減少はみられず，

生体重，残草個体数ともに「農家慣行」である①区に優る

効果は見られなかった(第2図)

左 部 分 浅耕 (③区) 右標準耕 (③区)

上。 2010年2月4日下 2010年3月 19日

第 3図雑草の発生状況 (六町原)

注)③区 播種前にグリホサートカリウム塩液剤処理，播種後

にベンチオカープ ・ペンデイメタ リン・リニュロン乳剤処理

部分浅耕におけるスズメノテッポウの残草量は， I農家

慣行J(標準耕の①区) に比べて①区では生体重が 202~

321 %，残草個体数が 117~185% と増加したものの，播種

前に GL.処理を行った②区では生体重が 63~108%，残草

個体数が 48~97% と減少する傾向にあり ， 播種後の B.

P.L.処理と播種前の GL.処理を組み合わせた①区では生体

重が 22~44%，残草個体数が 25~53% と減少し， B.P.L.処

理と播種後の GL.処理を組み合わせた④区では生体重が5

~59%，残草個体数が 28~97% と減少した(第 2 図) .部

分浅耕では GL.処理を行うことで残草量が大幅に減少し

農家慣行である標準耕の①区に比べてもスズ、メノテッポウ

の残草量が減少した

同じ処理において標準耕と部分浅耕との播種方法の違い

による比較を行うと，部分浅耕の残草量は標準耕に比較し

て， GL.処理を行っていない①区では生体重が 202~

321 %，残草個体数が 117~185 % と増加した 播種前に

GL.処理を行った②区は，浮島では生体重が 19%，残草個

体数が 16%と減少した六町原では標準耕の生体重が22.5

gと少なかったため，部分浅耕の生体重の比率は 132%と

大きくなったが，生体重は 29.7gと標準耕と同等に少なく，

残草個体数は 93%と同程度であった(第2図) 播種後の
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①区 (部分浅耕) ③区 (部分浅耕)

B.P.LY (播種後). GL.2
) (播種前)+ B.P.L. (播種後)

第 4図 成熟期における試験区別のカズノコグサ発生状況 (久留米

市城島町浮島 2010年6月4日調査)

1) B.P.L. ベンチオカーブペンデイメタリン リニュロン乳

剤処理

2) GL. :グリホサートカリウム塩液剤処理

B.P.L.処理と播種前の GL.処理を組み合わせた③区では，

生体重は 18-39%，残草個体数は 17-53%と減少した(第

2図，第3図).播種後の B.P.L.処理と播種後の GL.処理を

組み合わせた④区は，浮島では生体重が8%，残草個体数

が28%と減少した六町原では標準耕の生体重が 11.1gと

少なかったため，部分浅耕の生体重の比率は 146%と大き

くなったが，生体重は 16.2gと標準耕と同等に少なく，残

草個体数は73%とやや少なかった(第2図)無処理区では，

生体重が 118-176%，残草個体数が 111-209%と増加 し

た(第 2図).GL.処理を行った②区，③区④区では部

分浅耕は標準耕より残草量が減少し GL.処理を行ってい

ない①区と無処理区では部分浅耕は標準耕より残草量が増

加 した.スズメノテッポウは播種前から出芽がみられ， 2 

cmより下層からはほとんど出芽しないことが報告されて

いる(大段ら 2004).このため ②区と③区は播種前に出

芽している表層付近の雑草を GL.処理で枯殺し生存雑草

種子量が少ない表層の 2cm程度を浅耕しながら播種を

行ったことで，下層の種子が表層に移動せず，雑草量を減

らすことができたものと考えられた ④区については浅耕

した後に GL.処理を行ったため ②区や③区と同等の効果

が得られたものと考えられる①区と無処理区については，

部分浅耕が標準耕より残草量が増加した 標準耕では事前

の荒起しにより播種前雑草の一部が埋没 ・枯殺されるが，

部分浅耕で、は播種前の荒起しを行わず 1工程で播種を行う

ために，播種前雑草が十分に埋没されない.このため

GL.処理を行わない場合は，標準耕より播種前雑草の再生

個体が多かったものと考えられる.

2 力ズノコグサに対する防除効果

成熟期における試験区別のカズノコグサの発生状況を第
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第 5図 播種方法とグリホサートカリウム塩液剤の組み合わせがカ

ズノコグサ残草量に及ぼす影響(久留米市城島町浮島 2010 

年 6月4日調査)

。B.P.L. ベンチオカーブ・ペンデイメタリン・リニュロン乳

剤処理

幻 GL. グリホサートカリウム塩液剤処理

図中のパーは標準誤差を示す

4図に，播種方法と GL.処理の組み合わせがカズノコグサ

残草量に及ぼす影響を第 5図に示す.標準耕におけるカズ

ノコグサの残草量は，播種後に B.P.L.処理を行った①区(農

家慣行)に比べて，播種後の B.P.L.処理と播種前の GL.処

理を組み合わせた③区では風乾重が 54%，残草個体数が

80%と減少した(第 5図)

部分浅耕におけるカズノコグサの残草量は， I農家慣行」

(標準耕の①区)に比べて①区では風乾重が 190%，残草個

体数が 183%と増加した播種後の B.P.L.処理と播種前の

GL.処理を組み合わせた③区では風乾重が5%，残草個体

数が 13%と大幅に減少した(第5図) 同じ処理において

標準耕と部分浅耕との播種方法の違いによる比較を行うと，

部分浅耕の残草量は標準耕に比較して， GL.処理を行って

いない①区では，風乾重が 190%，残草個体数が 183%と増

加した(第 5図) 播種後の B.P.L.と播種前の GL.を組み合

わせた③区では，風乾重は 9%，残草個体数は 16%と減少

した(第 4，5図).GL.処理を行った③区では部分浅耕は

標準耕より残草量が大幅に減少し， GL.処理を行っていな

い①区では部分浅耕は標準耕より残草量が増加した

カズノコグサについては，慣行的な耕起後は比較的深い

位置からの出芽がみられ 3cmの深さからも 出芽する(大

段ら 2004)，このことが雑草の発生期間を長くし，除草剤

による防除効果を不十分とすることにつながっている し

かしながら，カズノコグサは未耕起の状態での出芽深度は

0-2cmの浅い層であり 3cmより深い位置からは出芽し

ない(佐藤ら 1989) 表層付近のカズノコグサはコムギ播

種前の未耕起の状態で出芽しているため，これらの個体を

GL.処理により枯殺し生存雑草種子量が少ない 0-2cm

の表層のみを耕起し 3cmより下層は未耕起の状態で維持

することによりカズノコグサの発生量を大幅に低減で、きた

ものと考えられる.

GL.処理を行っていない①区については，部分浅耕が播



川村一一部分浅耕播種による除草剤抵抗性雑草の総合防除

'慣 行

、‘1 、、‘、， '¥、王、¥¥、'¥¥、、、、 司、‘
. ~ ~ 一一一ÒJc:I.d.JoIJ O. dd 
-・・ ・・ ・・ ・・・ ・・ ・・ . -・・ ・・ー一.・・... .. . . . ..・. .. ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ .. ・・

①麦播種前に土壌表層付近にある種子の多くが出芽
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③耕起により下層にある種子の休眠が覚醒.
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④標準耕(10cm程度)と同時に麦播種，土壊処理除草剤
処理.

-出芽していた個体の多くは埋没により枯殺
.標準耕により下層にある種子の休眠が覚醒
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⑤出芽可能深度にある種子が発芽，十分に埋没されなか
った一部の個体が再生
出芽の早い表層の雑草個体は土壌処理除草剤で枯殺
下層から遅れて出芽する雑草個体は，土壌処理除草
剤の残効が切れているため残存.

⑥中耕・培土による除草。
-条聞に生えた雑草は中耕培土により除草できるが，
播種部の雑草は除草できない
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②グリホサートカリウム塩液斉IJ処理により出芽

個体を械 司レ

.. 

④部分浅耕(播種部は 2-3cm，条間は 6-7cm耕起)

により麦播種 その後土壌処理除草剤処理。
・播種部は，生存種子の少ない表層のみを耕起

条間は，標準耕により下層にある種子の休眠が覚醒.

相い 除草剤処理層

⑤条問の出芽可能深度にある種子が発芽
-出芽の早い表層の雑草個体は土壌処理除草剤で枯殺
・条聞の下層から遅れて出芽する雑草個体は，土壌処
理除草剤の残効が切れているため残存

司レ

-AF 
⑥中耕培土による除草.
-条間に生えた雑草は中耕・培土により除草

。 雑草種子(休H民覚醒)， ・ 雑草種子(休眠中)，・麦種子， 田 耕起部分

第 6図 防除技術の基本原理(模式図)

種前耕起を行わず 1工程で播種を行うために，播種前雑草 3 防除技術の基本原理
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が十分に埋没されず，播種前雑草の再生個体が多かったた 防除技術の基本原理についての模式図を第 6図に示す.

めに残草量が増加 したものと考えられる. 水稲収穫後，コムギの播種までには 1カ月以上の期聞があ

るため，①土壌表層付近にあるスズメノテッポウとカズノ

コグサ種子はコムギ播種前に既に出芽している.慣行では，
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②荒起し (10cm程度)により雑草を埋没させるが，③耕

起により下層にある雑草種子の休眠が覚醒される.④その

後，コムギの播種適期になって標準耕 (10cm程度)で耕

起しながら同時播種を行い，その後土壌処理除草剤を処理

する.発芽した雑草の多くは埋没により枯殺されるが，埋

没が不十分な個体は再生する.⑤休眠が覚醒した雑草種子

のうち，出芽可能深度にあるものが出芽する 出芽の早い

表層付近の雑草個体は土壌処理除草剤により枯殺される

が，下層から遅れて出芽する雑草個体は土壌処理除草剤の

残効が切れているため残存する.⑥ 1 月上旬~3 月上旬に

中耕・培土を実施することにより条聞の雑草は除草できる

が，畝部分で出芽した雑草は除草できずに残る.

一方， GL.処理と部分浅耕を組み合わせた雑草防除法で

は，①コムギ播種前に出芽している土壌表層付近の出芽雑

草個体について，②荒起しを行わず， GL.処理により枯殺

する.③出芽雑草個体が枯殺されるため，土壌表層付近の

生存雑草種子量が減少する.また 播種前の荒起しを行わ

ないために下層にある雑草種子は休眠したままとなる.④

その後，コムギの播種適期になって部分浅耕(播種部分は

2cm程度，条聞は 7cm程度)しながら同時播種を行い，

その後土壌処理除草剤を処理する.播種部分は生存雑草種

子量の少ない表層付近のみを耕起し下層の生存雑草種子

は休眠したままの状態を維持する.条聞は，耕起により下

層にある雑草種子の休眠が覚醒される.⑤休眠が覚醒した

条聞の雑草種子のうち，出芽可能深度にあるものが出芽す

る.出芽の早い表層付近の雑草個体は土壌処理除草剤によ

り枯殺されるが，条聞の下層から遅れて出芽する雑草個体

は土壌処理除草剤の残効が切れているため残存する.⑥1

月上旬~3 月上旬に中耕・培土を実施することにより条聞

の雑草は除草される

さらに，スズメノテッポウ種子の水田土壌中における寿

命は短く，翌年秋まで生存するものは極めて少ない(荒井・

片岡 1956) ことから，未耕起部分の生存種子は休眠から覚

醒しないまま，翌秋にはほとんど死滅するものと考えられる.

4. 播種体系としての実用性

大段 (2013) は，除草剤抵抗性スズメノテッポウの防除

法として，水稲収穫後に深さ 5cmで浅耕し，その後 1カ

月程度期間を空けてスズメノテッポウ種子の出芽を促し，

非選択性茎葉処理除草剤により出芽個体を枯殺した後に深

さ5cm程度に浅耕しながらコムギ播種を行うという技術

を報告している.本試験で検討した部分浅耕播種を利用し

た技術は，事前耕起を行わない 1工程播種である点，部分

浅耕により播種部分を 2cm程度しか耕起しない点で異な

る.

北部九州において最も作付けの多いイネ中生品種「ヒノ

ヒカリ」は収穫作業が 10月下旬までかかり，飼料米用品

種「ミズホチカラ」については， 11月上旬の収穫となる.

このため，コムギ播種前の 1カ月間は，農家はイネの収穫・

乾燥・調製，稲藁の回収，土壌改良材散布，排水対策のた

めの作溝・弾丸暗渠施工等の作業が集中する.当該技術は

事前耕起を不要とし， 1工程で播種できるため，導入可能

な場面が多い.また，播種部分の土壌は僅か 2cm程度し

か耕起しないため，耕起後では深い位置から出芽するカズ

ノコグサに対しでも防除効果が高い

部分浅耕播種は，播種部分の耕深は僅か 2cm程度で十

分な覆土量が得られる これは，条聞が標準耕であるため，

条間部分の耕起された土壌が覆土として播種部分にも供さ

れるためである(川村ら 2013).

以上の結果から，部分浅耕播種を用いたコムギ播種体系

では，慣行法に比べて省力化が図れること，播種前に耕起

を行わないために降雨の影響を受けにくく適期播種が可能

であること(川村2013)，コムギの生育に悪影響を及ぼさず，

むしろ収量・品質向上効果が期待できること， さらに既存

の農業機械の改造であるため技術導入にかかるコストが安

価であることから(川村ら 2013)，GL.処理と部分浅耕播

種の組み合わせは，スズメノテッポウとカズノコグサを効

率的に除草する栽培体系として実用性が高い.

謝辞本論文を作成するにあたって，松下幸平主任技師

(現，筑後農林事務所八女普及指導センター)には調査に

ご協力いただきました.田中浩平専門技術指導員には試験

構成等にご助言いただきました また九州大学特任教授

松江勇次博士には本稿を校問いただきました記して深謝

いたします.
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An Integrated Weed Control Method for Herbicide-resistant Water Foxtail (Alopecurus aequalis)佃 dBeckmann' s Grass 

(島市ηarm旬。z伊chne)in Wheat and Barley Fiel出 Using也ePartial Shallow Tilling組 dSo柑ngTechnique :おshiteruKAw品卸臥

(Kitachikuzen Agr. ExιCent必 1，Nish桝 uma，Fuku伽"Fukuoka， 811-321男japan)

Abstract : Field experiments were conducted in 2009 to establish integrated weed control methods for prevention of herbicide-

resistant water fox凶 1(A坤附加仰山お)and Beckmann's gr加 (Beckman仰の噌achnの， which cause serious problems in the 

wheat and barley fields in northem Kyushu. Partial shallow tilling and sowing (PSTS) combined wi出 glyphosatepotassium salt 

treatment were effective for the control ofwater foxtail and Beckmann's grョss.PSTS without glyphosate po回 siumsalt treatment 

increased出enumber of survived water foxtail plants and Beckman's gr拙 to117~ 185% and 185%， respectivelドItincreased 

fresh weight to 202~321 %， and dryweight ofBeckmann's伊'a.SSto 190% ofthat under the conventional method. Howeve， PSTS 
combined wi出 glyphos政 po凶 siumsalt treatment reduced出enumber of sUr¥枇dwater foxtail plan岱 to25~53% and血elr

f民shweight to 22~24%. It reduced the number of survived Beckmann's grョssto 13% and dry weight to 5% of血atunder the 

conventional method. 

Keywords : Beckmann's grass， Herbicide-resistance， Integrated weed control， Partial shallow tilling and sowing technique， Water 

foxtail， Wheat and barley. 
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