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十勝地域のテンサイ栽培における雑草管理

石川枝津子

（農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター，芽室町，〒082-0081)

Weed Control ofSugarbeet in Tokachi Area 

Shizuko Ishikawa 

(NARO Hokkaido Agricultural Research Center, Memuro, 〒082-0081,Japan) 

テンサイ栽培において除草作業は，テンサイを健全

に生育させ収量を確保するための重要な管理作業であ

る．テンサイの栽培法には紙筒移植栽培と直播栽培が

あるが，圃場での雑草管理方法はほぼ同じである（手

塚 1994, 有田 2001,梶山 2009). すなわち， 5月中

旬からは茎葉処理除草剤と除草機械を中心に防除を行

い，それまでの除草作業で除去できず生き残り大型化

した雑草を人力により抜きとる手取り除草("抜き草

")を行う．この“抜き草"は種子による雑草の増殖

を防ぐための作業で， “種草とり"または“拾い草”

とも呼ばれている． （図 1)一戸当たりの栽培面積が

大きなテンサイでは，ホー除草や抜き草にかかる労力

負担は大きい．テンサイ栽培で求められている省カ・

低コスト生産を実現するためには，除草剤や機械除草

の防除効果を高め，人力による除草作業を低減できる

雑草管理体系の確立が必要である．

北海道の畑作では栽培期間が長いテンサイは，春先

の低温時に出芽のヒ°ークがあるシロザやハコベ，低温

時に出芽が開始しその後夏まで出芽が継続するイヌタ

デやイヌホオズキ，温度が上昇してから出芽するタニ

ソバやイガホビユなど様々な生態的特性を持つ雑草が

発生する（図 1) . さらに，テンサイ栽培では，主要

な雑草防除手段である茎葉処理除草剤は選択性のもの

であり，防除効果がある草種が限定される．除草剤や

機械除草による防除効果を高めるには，発生する雑草

の種類やそれらの生態的特性を知る必要がある．

以上のことから，本報告では，十勝地域における雑

草対策の変遷を辿るともに芽室町農家圃場で行った狭

畦直播栽培のための雑草対策の結果を検討し，今後の

雑草対策に必要な情報としての問題雑草の生態とそれ

らに対する広葉用茎葉処理除草剤の防除に関して効果

的な防除法を示した．
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図1.テンサイの栽培期間中に発生する雑草とその管理法
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雑草対策の変遷

1950年代から 2000年代始めにわたり十勝地域のテ

ンサイ畑で実施された雑草発生調査結果を表 1にまと

めた．

1957~58年に行われた雑草対策に関するアンケート

調査では，十勝地域のテンサイ栽培における雑草対策

は，除草剤の使用は無く，畜力による中耕除草が 3回，

人力によるホー除草と‘‘抜き草”が 3回であった．当

時は直播栽培であったため，間引き時に手取り除草が

同時に行われる場合があり，テンサイ栽培における除

草回数は豆類やバレイショに比べて多く，除草作業に

最も労力を要する作物であったその頃のテンサイ畑

で問題となっていた雑草は，シロザ（アカザ表 2参照），

ハコベ，タデ類であり，畜力による中耕除草の精度の

低さから多年生のハチジョウナ等も問題雑草として報

告されている（広川 1964). 1964~65年に行われた標

本土壌の調査においても，発生の多かった雑草として

ハコベやシロザ，十勝地域に発生の多いナギナタコウ

ジュが報告されている（渡辺 1965) . 

1970年代に，移植栽培が急速に普及するとともに除

草剤開発並びに普及が始まったことで，雑草防除体系

は大きく変化した．移植栽培では，直播栽培における

間引きの必要が無くなった．また，移植では圃場定植

時にテンサイの生育量が確保されるため，テンサイよ

り雑草の発芽が早い直播に比べて雑草害は少ない．こ

のため，豆類などでは作物と同時に出芽する雑草防除

のために播種時に士壌処理除草剤を使用するのが一般

的であるが，テンサイの除草剤には雑草が発生してか

ら処理する茎葉処理除草剤が多く用いられるようにな

った．

テンサイ栽培で使用される除草剤は有効成分フェン

メディファム含む除草剤と土壌処理除草剤に非イオン

系展着剤を加用して茎葉処理剤としても使用する有効

成分レナシル・ PACを含む除草剤であり，この 2剤を

中心とした防除が， 2000年代まで続いた当初はどち

らかの剤 1種類に機械除草と手取り除草を組み合わせ

る体系であったが， 1980年代には 2剤を現地混用する

防除が行われるようになり（小川 1983b), 90年代に

は処理回数も 2回に増加（佐藤ら 2000) し，植物体の

根ぎわへ散布できるスプレーヤを用いて 3回目の防除

を行う体系も開発された（有田 2001) . 

一方，中耕除草も畜力から機械除草にかわり精度が

向上した．除草剤による防除効果の向上と合わせて，

ホー除草にかわり機械除草が行われるようなり，機械

除草の回数が増加したとの報告もある（手塚 1994) . 

また，除草剤を使用した新たな除草体系により問題

となる雑草が変化した．渡辺は 1975年に芽室町管内の

除草剤を使用している農家圃場の雑草調査を行い，除

草剤と機械による除草作業終了後も発生が継続し，ほ

ふく型でテンサイの草冠上に伸びないハコベ，タニソ

バ，イヌタデが，シロザなどの春生え雑草にかわり問

題雑草となったことが報告されている（渡辺 1980) . 

表1.十勝地方で行われたテンサイ畑の雑草調査事例

防除回数

年代 調査方法 地域 除草剤
中耕・機 ホー

抜き草＊ 多発生草種 文献
械除草 除草

1957 
アンケート

十勝中部 アカザ（シロザ）．ハコベ．タ 広川

゜
3~4 2 1 

デ類，ハチジョウナ~1958 山麓地帯 1964 

1964 
標本土壌 十勝全域

ハコベ，ナギナタコウジュ， 渡辺

シロザ~1965 1965 

1971 現地調査 芽室 1 3 ~6 1 1 ハコベ，タニソバ，イヌタデ
渡辺

1980 

1980 アンケート
十勝全域

シロザ，ハコベ，ツユクサ， 小川
1 3~4 1~3 

イヌタデ，タニソバ~1981 標本土壌 1983a,b,c 

1980 現地調査 清水 タニソバ，シロザ，イヌビ 今ら
1 2~5 1~2 1~2 

工，ハコベ，イヌタデ~1983 標本土壌 芽室 1986 

1997 
―現地調査 十勝全域 調査無し ハコベ，タニソバ，タデ類

佐藤ら
2 2~3 

~1998 2000 

2002 現地調査 芽室 1~3 1 

゜
シロザ，ハコベ，イヌタデ， 石川ら

1~2 
タニソバ 2002 

抜き草＊：種草とり．拾い草ともいう
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このうちタニソバは，それ以前の雑草調査では問題

草種とされていなかったしかし，その後 1980年代（小

川 1983a, 今ら 1986) と 1990年代（佐藤ら 2000) に

行われた雑草調査においては除草作業後にも生存する

問題雑草として報告されているまた， 1980年に行わ

れたアンケート調査の「今後の雑草対策の問題点」と

してタニソバに効果のある除草剤の開発という要望が

あり（小川 1983c) , タニソバが十勝地域の問題雑草

として認識され始めたことを示している．タニソバの

防除を困難にした要因として，発生期間が長く，ほふ

＜型の草型であることがあげられてきたが，その後の

調査研究から中耕などの土壌の攪乱により発生が増加

することが明らかにされた（石川 2004) . 土壌の攪乱

を伴う機械除草のタニソバヘの防除効果は不完全で，

機械除草の回数の増加がタニソバを増やした一因では

ないかと推測している．

2000年代に入ってもタニソバが問題雑草であること

にかわり無いが（石川・竹中 2002), 十勝地域では局

所的に発生したイヌホオズキやヒユ類雑草（渡辺 1965)

の増加が報告されてきた．なお，このヒユ類雑草につ

いてはイガホビュであることが明らかにされた（石川

・臼木 2013). 

イヌホオズキはバレイショと同じナス科であること

から，バレイショ栽培で広く使用されている除草剤で

の防除が困難である．イガホビュは発芽に必要な最低

温度が 20℃と高温であるため，近年の温暖化により発

生時期が拡大している．これらのことが十勝地域での

発生を拡大させている要因と考えられるが，テンサイ

栽培の主要な除草剤であるフェンメディファムとレナ

シル ・PACによる防除効果はイヌホオズキとイガホビ

ユには低いことが影響して，これらの雑草が生存する

可能性が高いと考えられる. 2004年イヌホオズキとイ

ガホビユに対する防除効果の高いメタミトロンを含む

除草剤の使用が始まり，これらの草種への有効な対策

として使用が拡大している．

なお，現行のテンサイの雑草防除の体系は以下のと

おりである. 5月上旬~7月に，除草剤による防除と

して 3種の広葉用除草剤フェンメディフアム， レナシ

ル・ PAC,メタミトロンの単用と 2剤の半量同時処理の

組合せで 2~3回処理し，生存する雑草を機械除草で

防除する．さらにイヌビエなどのイネ科雑草の発生が

認められた場合，イネ科用茎葉処理除草剤を処理する．

中耕が難しくなる 7月中旬以降では，生存して結実し

ている雑草は，汚染の拡大を防ぐために人力で抜きと

られる． （医 1)

また，近年は省力化の観点から直播栽培の導入が図

られるようになった． しかし，テンサイ直播用として

登録されている土壌処理型の除草剤は効果が不安定の

ため，上記の移植栽培と同じ除草体系が行われている．

ただ，直播の幼苗は移植苗と比べて生育が相対的に小

さいので，除草剤散布時期や機械除草の時期が若干遅

れる（有田 2001, 梶山 2009) . 

十勝地域で行われた雑草対策のための試験について

テンサイ栽培の雑草対策を検討した事例として，芽

室町の農家圃場で行った狭畦直播栽培での雑草防除試

験を示す．

試験を行った農家の従来のテンサイ栽培は，移植栽

培で栽植様式は畦幅 60cm,株間 18cm,雑草管理として

6月中旬までに除草剤を 2回散布し， 7月上旬までに

中耕除草を 2回行い，それらの防除終了後にテンサイ

の草冠をこえる雑草が認められた場合は“抜き草”を

行っていた．一方，この時検討した栽植密度は畦幅45cm

で株間 20cmの狭畦栽培である．狭畦によりテンサイ茎

葉による畦間の被覆までの期間が短くなり雑草発生の

抑制効果が高まることが期待される反面，狭畦では機

械による中耕除草ができない．そのため，狭畦直播栽

培のための雑草対策が必要と考えられた．そこで， 2008

年と 2010年に除草剤による防除効果を検定する試験

を行った．

試験を行った 2圃場で発生を確認した雑草はタニソ

バ，イヌタデ，シロザ，イヌビエ，スカシタゴボウ，

ハコベ，イガホビュ，イヌホオズキ，ソバカズラ，ナ

ズナ，ノボロギク，スズメノカタビラであり， 2カ年

を通じて特にタニソバの発生量が多かったなお， 2

カ年とも 4月 19日に機械播種し， 2カ年ともイネ科草

種の発生量が少なかったので，広葉用茎葉処理剤の組

合せで試験を行った．

2008年の除草剤の処理日と使用した薬剤は， 5月 23

日にフェンメディフアム 14%:300ml/10aとメタミトロ

ン 70%:200g/10a, 6月 11日にはフェンメディファム

14%:300ml/10aとレナシル 40%・PAC30%:150g/10aであ

り， どちらの処理でも展着剤レナテン 100ml/10aを加

用した．その結果，これら除草剤の 2回処理とテンサ

イ茎葉による被覆ではタニソバの発生を抑えられず，

7~8月かけてホー除草や抜き草が必要であった．

そこで， 2010年には， 7月に 3回目の除草剤を追加

処理する試験を実施した．除草剤の処理日と薬剤は，

5月 29 日と 6月 19 日にフェンメディフアム

14%: 300ml/10a, メタミトロン 70%:200g/10a, 7月 2

日には上記除草剤 2剤にレナシル 40%・

PAC30%:150g/10aを追加し，スプレーヤに根ぎわ処理

用のアタッチメントを装着して，テンサイの根ぎわへ

処理した. 3回の処理ではいずれも展着剤レナテン

100ml/10aを加用した．

2010年の結果を図 2に示した. 5月に発生したシロ

ザやイヌタデなど春生えの雑草を 1回目の除草剤で防

除した後にもタニソバの発生が続いたが， 6月 19日と
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7月 2日の除草剤処理により発生量を抑えることがで

きたさらに，2010年は 7月以降のホー除草や“抜き

草”の必要もなかった夏期に発生が続くタニソバの

対策として， 2008年と 2010年ともに土壌処理効果の

あるレナシル 40%・PAC30%を処理したが， 2010年には

7月上旬に根ぎわに処理したことでその効果が高まり

7月以降のタニソバの発生や生育を抑えられたものと

考えられる．

よって，狭畦直播栽培において，除草剤の組合せと

処理法により中耕除草や手取り除草の必要ない雑草防

除が可能であることが明らかとなった．
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図2 狭畦直播栽培を実施した現地農家における除草剤処理と生存雑草本数の

推移について

1)除草剤の処理ば 5月29日，6月19日， 7月2日に，F(フェンメディファム14.9%):300ml/1 OaとM(メタ
ミトロン70%):200g/1 Oa. 7月2日の処理ば L(レナシル40%・PAC30%):120g/1 Oaを追加して，根ぎわ
処理用のアタッチメントを装着してテンサイの根ぎわに処理した

2)除草剤処理時には，展着剤レナテンを100ml/10aを加用した

今後の雑草対策にむけて

テンサイの雑草管理は今まで見てきたように除草剤

を中心にして行われており，除草剤を効率良く使いこ

なすことが雑草対策の鍵となるそこで，テンサイ栽

培で使用されている主要な除草剤であるフェンメディ

ファム 14%, メタミトロン 70%, レナシル 40%・PAC30%

の使用方法について検討した結果を示した

フェンメディファムとメタミトロンは茎葉処理除草

剤で，レナシル ・PACは非イオン系展着剤を加用して

土壌兼茎葉処理剤として使用する除草剤の使用ガイ

ド（野口 • 森田 1997, 北海道 2013) によると，これら

の除草剤の使用時期は，移植栽培では苗の活渚後，直

播栽培ではテンサイの本葉が 2葉展開した後で，中耕

除草後にも使用できる．処理時の雑草の状態は，フェ

ンメディファムは発生揃期（ほぼ発生が完了した時

期），メタミトロンは発生始～発生揃期，土壌処理効果

もある レナシル・ PACは発生始期である．茎葉処理除

草剤は雑草が発生してから処理するが，これらの除草

剤は生育進んだ雑草には効果が劣る場合があるため，

草丈（地際から植物個体の最先端の葉片の葉先までの

全長） 2cm以下のときに処理するとされている．

このように除草剤の使用ガイド等では，除草剤処理

時期を処理後に発生する雑草の数を減らすために発生

揃期と設定しているが，雑草の生育は一定ではなく，

発生揃期には除草剤の防除効果の劣る生育が進んだ個

体も存在する．また，直播では低温時には除草剤の使

用時期であるテンサイの本葉が 2枚展開するまでに時

間を要すが，シロザ等の草種は低温の影響を受けずに

その間も生育が進む．このため，除草剤による防除を

確実にするためには，生育が進んだ個体にも効果のあ

る除草剤を選択する必要があると考えて以下の試験を

行った

試験に使った雑草種はシロザ，タニソバ，イヌタデ，

イガホビュ，イヌホオズキで，処理時の雑草のサイズ

は本葉が展開した後で草丈 2cm以上としたなお，サ

イズの指標として，草高（自然の状態で地際から最も

高い自然高）の高いシロザは草丈を用いたが，その他

の草種は真上から見た時の横幅の一番長いところを直

径とした除草剤の種類と使用量は，単用ではフェン

メディフアム 14%:600ml/10a, レナシル 40%・

PAC30%:300g/10a, メタミトロン 70%:600g/10aとし，

半 量 同時処理の場合はフェンメディフ アム
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14%:300ml/10aにレナシル 40%・PAC30%: 150g/10aか

メタミトロン 70%:300g/10aのいずれかの組み合わせ

を用いた．

試験結果を医 3に示す．生育の進んだシロザヘの防

除効果の高い剤はフェンメディファムで，レナシル ・

PACやメタミ トロンとの半量同時処理により防除効果

が高まった．タニソバとイヌタデにはレナシル ・PAC

の防除効果が高く，フェンメディファムとの半量同時

処理の効果も高かった．また，タニソバとイヌタデに

ではフェンメディファムとメタミ トロンの組合せでも

高い防除効果が得られた．生育が進んだイガホビユと

イヌホオズキの防除にはメタミトロンが不可欠で，フ

ェンメディファムとの半量同時処理でも高い防除効果

を示したが，フェンメディファムとレナシル ・PACの

半量同時処理では防除できなかった．

以上のように茎葉処理除草剤を用いた防除では，発

生する雑草種とそれらの生育状態を見て除草剤選択の

選択を行うことが必要であった．除草剤の効果は気象

条件や士壌条件などの影響を受けるため本試験の結果

は完全とは言えないが，茎葉処理除草剤の選択を行う

際の参考になると考えられる．

十勝地域の問題雑草タニソバ対策については， レナ

シル ・PACの茎葉処理剤 としての防除効果が認められ

たさらに，レナシル ・PACは発生を予防する土壌処

理効果も合わせ持っているタニソバは耕起による土

壌の攪乱により出芽が促進されるため，夏期の機械除

草後も出芽 し，ほふく型であることからテンサイの茎

葉の下で生育 して結実できるよって夏期に発生する

タニソバを防除するには，レナシル ・PACを土壌なら

びに出芽した個体へ適確に散布する必要がある．幸い

なことに，テンサイでは根ぎわに薬剤を散布するため

の装置が開発されているので，この根ぎわ処理用のア

タッチメントを装着 したスプレーヤを用いて 7月上旬

の機械除草後にレナシル ・PAC をテンサイの根ぎわや

畦間処理する ことで，タニソバの防除が期待され， 2010

年の実証試験圃場（図 2)ではその効果が確認できた．

以上， テンサイ栽培期間中の雑草対策を除草剤によ

る防除を中心に述べたが，雑草害を防ぐためには基本

的なテンサイの栽培管理が不可欠である．雑草は，欠

株や生育不良個体の近くでは旺盛に生育する．そのた

め，欠株や生育不良株を作らず，さらに雑草の生育を

抑制するためにテンサイのすみやかな生育をうなが

し，茎葉の被覆効果を高めることが雑草対策として重

要であるまた，1950年代の雑草調査からテンサイ畑

で発生が認められてきたハ コベは年間を通じて発生

し，テンサイの栽培前や収穫後でも開花 し，結実でき

る．ハコベの発生を抑えるには，テンサイ栽培期間以

外にも耕起や非選択性除草剤処理を行うなど防除管理

の徹底が必要である．そして，雑草の栽培圃場への侵

入は，未熟堆厩肥の使用によるケースが多いので，温

度管理した完熟堆厩肥を使用する ことは雑草被害を軽

減するための重要なポイントである（石川 ら2004) . 
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図3.生育が進んだ雑草に対する茎葉処理除草剤の効果

1)処理時の雑草サイズは，シロザ：本葉枚数2~7枚，草丈3~6cm,タニソバ：1~3枚，直径
（真上から見た時の幅）2~3cm, イヌタデ：1~2枚，直径2~3cm,イガホビユ：2~7枚，直径2

~7cm, イヌホオズキ：2~3枚，直径2~3cm.

2)使用した除草剤は

記 有効成分名及び含有量（％）
処理量/10a

号 単用 2剤同時処理時

F フェンメディファム14% 600ml 300ml 

L レナシル40%・PAC30% 300g 150g 

M メタミトロン70% 600g 300g 
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最後に，表 2に十勝地域のテンサイ畑で問題となる

雑草種の生態と防除のポイントについてまとめたの

で，今後のテンサイ栽培の雑草対策での参考にしてい

ただきたい．

表2.十勝地域のテンサイ畑における問題雑草種の生態と防除のポイント

草種／学名 生態と防除法

シロザ＊ 早春から出芽する一年生．種子の寿命が長く，埋土種子による汚染は広域に及んでいる
Chenopodium alba 低温でも生育が遅延しないので，防除には生育の進んだ個体にも効果のあるフェンメディ

ファムを含む除草剤を使用する．

ハコベ（コハコベ） 早春から秋まで出芽する一年生秋に出芽した個体は越冬して翌春結実する．広葉用除草
Stellaria me西 剤と機械除草で防除できるテンサイ収穫後にも結実する個体や越冬する個体が存続する

ので耕起等の跡地の管理を行う

イヌタデ 春から初夏にかけて出芽する一年生．他のタデ類に比べて，出芽期間が長いこととほふく
Persicaria longiseta 型であることが防除を困難にしている広葉処理除草剤の2剤同時処理（図2参照），機械除

草で防除する．

タニソバ 春から夏にかけて出芽する一年生．雑草管理作業後発生することが多い広葉処理除草剤
Persicaria nepa/ensis の2剤同時処理（図2参照），機械除草で防除するが，機械除草による土壌の攪乱で出芽が

促進されることがあるので，機械除草後に土壌処理効果も合わせ持つレナシル・PACを含む
除草剤のテンサイ根ぎわ処理で発生を抑える．

イヌホオズキ
春から夏にかけて出芽する一年生メタミトロンを含む除草剤や機械除草で防除する．圃場

So/anum nigrum 
への侵入を防ぐために温度処理した完熟堆厩肥を使用する．

イガホビュ 気温が上昇してから出芽する一年生．温暖化により発生時期が拡大している出芽から結
Amaranthus powelii 実までの期間が短く，結実種子数が多いことも発生拡大の要因．メタミトロンを含む除草剤

や機械除草で防除する．登熟した種子は脱粒しやすいので結実した個体は種子を落とさ
ないように扱う．

シロザ＊：新葉の基部に赤い粉がつくアカザはシロザの変種で，防除法に差は無い．
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