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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 19: 191～217 (1978) 

水田多年生雑草防除に関する研究

第四報 クログワイの生理生態的特性について

山岸 iず・武市義雄

かき後出芽個体を時期別に採取し，発生源の種類を調査

I 緒 言 すると同時に，春先，耕起前に採取したクログワイを器

官別に分類し， 30℃の定温器内で萌芽試験を行なった。

千葉県の水田に発生する多年生雑草は現在16種を数え3), 調査は’67～’75年にわたって行なったものである。

発生延面積は本県水田総面積の約 2倍に相当する20万ha (2) 結果および考察

と推定される。近年一年生雑草と同時に各種多年生雑草 代かき後の出芽個体の繁殖i原別発生割合は第 1表のと

にも効果の高い田植後処理除草剤がいくつか実用化され， おりである。繁殖源には塊茎と株基部が認められたが，

雑草防除に明るい見通しが得られるにいたったが，多年 塊茎からの出芽が全体の98%を占め，株基部からの発生

生雑草はその生態的特性から，薬剤のみでは十分に防除 は極めて少なかった。また器官別の蒔芽率をみると，第

できないのが現状である。一般に雑草の防除は，化学的 2表に示すょっに，塊茎が最も高〈，株基部で萌芽能力

防除ばかりでなく，耕種操作など生態的な防除法を組合 を有するものは極めて少なし旬枝は全く萌芽がみられ

わせた総合防除を行なう必要があるが，多年生雑草の防 なかった。

除に際してはとりわけこのことが重要となる。そのため クログワイの繁殖器官には種子もあるが，土中埋没処

には，多年生雑草個々の生態的特性，とくに生態的な弱 理，温度処理，化学薬品処理および機械的磨滅処理を加

点を知ることが重要となる。 えて検討したが，いずれの場合も発芽を認めることがで

本県水田に発生する多年生雑草のなかで，クログワイ きなかった。

はウリカワやホタルイほどの急激な増加はみられないが， 以上の結果から，クログワイの繁殖源には塊茎と株基

発生面積は水田総面積の約10%と推定され，漸増傾向に 部とがあり，なかでも塊茎が繁殖の主体であるといえる。

あり，その生態的諸特性から今後問題化してくることが 2.塊茎の萌芽特性

予想、される。 クログワイの塊茎には強い自発的休眠があり，塊茎の

筆者らは，このような観点から1966年より 頂端部にあって芽を保護している包皮を除去することに

’77年にわたってクログワイの生態的特性，耕 第 l表 クログワイ出芽個体の繁殖i原別発生割合

種操作および薬剤による防除法を検討して来 調査 繁殖源別出芽個体数 同左割合
調査場所

た結果，一応総合防除の見通しが得られるに 年度塊茎株基部合計塊茎株基部

いたったので，ここに取りまとめて報告する
416個 7個 423個 98.3% 1.7% 有底ブリキ枠

ことにした。本報では，クログワイの生理・
’67 
’68 268 2 270 99.3 0.7 有底ブリキ枠

生態的特性と各生活過程に関与する環境条件 ’72 359 5 364 98.6 1.4 有底コンクリート枠

’74 195 9 204 95.6 4.4 有底コンクリート枠
について報告する。

’75 281 2 283 99.3 0.7 水田園場

II 発生生態
平均 304 5 309 98.4 1.6 

第2表器官別の萌芽率（1970)

I.繁殖源と繁殖器官別発生割合 おぶL供試 萌芽数 萌芽率
(1) 材料および方法 個体数

クログワイの増殖をはかった90cm角，深さ 30cmの有
株基部（株） 27% 1% 3.7% 

底ブリキ枠ポットや発生の多い農試水田園場において，代
旬 枝（本） 292 。 。
塊 茎（個） 132 131 99.2 

＊現高知県農事試験場栽培技術科 注. 1）採取面積 0.3m'

2）株基部のうち基部が腐敗したものはすべて除外した。
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よって休眠が打破されることが植木ら16）によって明らか

にされている。また松原ら10）は萌芽力を有したまま 2シ

ーズンにわたって土中で生存している塊茎のあることを

報告している。ここでは塊茎の萌芽特性を明らかにする

ため，萌芽温度，新塊茎の採取時期と萌芽速度，塊茎の

大きさと萌芽速度，新旧塊茎の萌芽速度等について検討

した。

実験1.塊茎の置床温度と閉芽との関係

(1) 材料および方法

3月下旬，圃場より採取した塊茎をよく水洗した後，

lcmの深さに水を張った中型シャーレに20個ずつ置床し，

温度を10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45℃の 8段階とし

2反覆で試験を行なった。試験は’68年から’70年にわた

って行なったもので，塊茎の採取は各年次とも 3月23日

～ 3月25日の聞に行なった。置床期間はいずれも20日と

した。

(2) 結果および考察

結果は第 1図のとおりである。萌芽は15～40℃の範囲

でみられ，より以上あるいはより以下の温度では全く萌

芽がみられなかった。萌芽率は15℃区io%,2o・c区70

%, 25℃区72.5%, 30℃区80%と置床温度が高くなる

ほど高＜＇ 35℃区は77.5%で30℃区と大差ない萌芽率を

示したが， 40℃区では腐敗塊茎が著しく多くなり， 35%

の塊茎が萌芽したにすぎなかった。また45℃区は塊茎が

いずれも腐敗死滅した。なお35℃以下の未萌芽塊茎は，

その後室内に放置した結果5月下旬まで長期間にわたっ

て萌芽が続き，各区とも95%以上の萌芽率となった。こ

のことから，塊茎個々の休眠覚醒に遅速のあることがう

かがわれる。

以上の結果から，クログワイ塊茎の萌芽最低温度は15

℃，最適温度は30℃前後，最高温度は40℃と考えられる。

実験2.採取時期を異にした場合の塊茎の萌芽率

(1) 材料および方法
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第1図 置床温度と萌芽歩合との関係

第3表塊茎の採取時期と萌芽率との関係

~ネ
萌芽率 置床後萌芽

置床後日数 開始までの

10日 20日 30日 日数

月・日 % % % 日

11. 16 。 6 25 18 

12. 17 2 29 59 10 

1. 14 21 66 83 6 

2. 13 23 70 90 4 

3. 14 27 79 93 4 

4. 18 40 85 92 4 

注） 塊茎はすべて’73年秋に形成されたものを供試した。

(2) 材料および方法

’73年11月から’74年4月にわたり，時期別に園場から

塊茎を採取し， 30℃定温器内で萌芽させた。置床塊茎数

は各時期とも 1点；5C個， 2反覆とし前記試験で述べた方

法で試験を行なった。

(2) 結果および考察

結果は第3表のとおりである。置床後萌芽開始まで日

数は，塊茎形成終期に採取した11月16日区が18日で最も

長く， 12月17日区10日， 1月14日区6日， 2月以降に採取

した区はいずれも 4日で，採取時期が遅くなるほど早か

った。また萌芽率も採取時期が遅くなるほど高く，置床

10日後の萌芽率は11月16日採取区が0%に対し， 4月18

日採取区では40%と高い萌芽率を示した。なお供試塊茎

の大きさと萌芽との関係をみると，概して小さい塊茎が

萌芽が早いことが観察された。

以上の結果から，クログワイ塊茎の休脚立塊茎形成終期

に深〈，その後冬期間の気温あるいは土壌の乾湿など環境

条件の変化によって休眠覚醒が進行するものと推察きれる。

実験3.各種処理が萌芽に及ぼす影響

(1) 材料および方法

前述のように塊茎は休眠が深〈，萌芽に要する日数が

長い。萌芽を斉一にすることができれば，各種実験を行

第4表試験年次および処理条件

年次 処理条件 備 考

ジベレリン処理 塊茎採取12月8日

’68 
lppm,48hr浸i責，室温，24hr水洗置床 12月12日
5ppm, II 

lOppm, II 

低温処理 塊茎採取12月8日
5℃， 5日間，湿潤土中 置床12月8日， 12

’69 II , 10日間， II 月13日， 12月18日，
II , 20日間， II 12月28日， l月7
II , 30日間， II 日

50 

’69 包皮除去
塊茎採取12月8日
置床 12月8日
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塊茎の大きさと萌芽速度第 5表
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包
皮
除
去

芽 60

笠20

率 40

。

置床塊茎数は比重1.0以上で1個重量1.5g 以上のものは

10個ずつ，その他は25個ずつ供試した。

(2) 結果および考察

結果は第5表のとおりである。置床後萌芽開始までの

日数は，比重1.0以下および比重1.0以上で0.5g未満の

塊茎で3～4日と短〈，塊茎が大きくなるほど長〈要す

る傾向がみられた。萌芽揃いまでの日数は 2.5g以上の

大きな塊茎で63日を要した以外は大きさとの関係は明ら

かでなく，また平均萌芽日数についても明らかな傾向が

認められなかった。

実験5.新・旧塊茎の萌芽速度の比較

(1) 材料および方法

塊茎採取の際，秋期に形成された赤褐色の新塊茎のほ

かに，前年度に形成されたと思われる黒色の塊茎が認め

られる。この黒色の塊茎は，松原ら10）の指摘しているよ

うに，長期間土中にあるため，還元状態となり表皮が黒

変したものと思われるが，旬校がないか，あっても黒変

炭化している特徴がある。’69年 2月に採取した塊茎を上

記の特徴をもとに分類し，萌芽状態を比較すると同時に，

’73には実験2で採取した塊茎から旧塊茎をとり出し，採

取時期を異にした場合の旧塊茎の萌芽速度を調査した。

試験方法は今まで述べたと同様で、ある。

(2) 結果および考察

新・旧塊茎の萌芽速度についてみると，第 3図のとお

りである。置床後萌芽までの日数は新塊茎では 5日であ

ったのに対し，旧塊茎は置床翌日と早〈，また旧塊茎は

置床14日後に全塊茎萌芽したのに対し，新塊茎は置床20

日後で67%，全塊茎萌芽するのに93日を要した。この結

果は松原ら10）の報告とも一致する。

採取時期を具にした場合の旧塊茎の萌芽速度は第 6表

のとおりである。平均萌芽日数は 5～8日で，採取時期

による差は明らかでなかった。

なお’69年の供試塊茎のなかには，春～夏期出芽したも

ので貯蔵養分が残存した塊茎も 6個含まれていたが，い

ぬ
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一
理
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一
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日
一
温－tb

 

kυ
口
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なうのに都合がよい。このようなことから，各種処理を

行ない，休眠覚醒の効果を検討した。処理条件は第4表

に示したとおりである。供試塊茎数はいずれも 1区30個，

30℃定温器内に置床し， 2反覆で試験を行なった。なお，

置床日数はいずれも20日とした。

(2) 結果および考察

結果は第2図に示すとおりである。休眠覚醒効果は塊

茎の包皮除去処理が最も大きし 30日間5℃の低温貯蔵

処理がこれに次いてい大きかった。またジベレリン処理は

休眠覚醒効果がほとんど認められなかった。萌芽日数に

ついてみると，無処理区は両年とも萌芽始期が置床後15

～16日で萌芽が極めて緩慢であった。一方各処理区につ

いてみると，ジベレリン処理， 5日間および10日間の低

温貯蔵処理は無処理区と大差なかったが， 20日間貯蔵区

は萌芽始期が置床後8日， 30日間貯蔵区は置床後6日で

貯蔵日数が長いほど萌芽までの日数は短くなり，萌芽率

も高くなった。また包皮処理区の萌芽始期は置床 2日後，

萌芽終期は置床7日後で，各処理区のなかで最も萌芽が

斉一で，平均萌芽日数も4.3日であった。

包皮除去により萌芽が極めて斉一であったことは，包

皮に萌芽を抑制する物質の存在することが示唆される。

また低温貯蔵期聞が長くなるほど萌芽が速やかになるこ

とから，自然状態においては冬期聞の低温が休眠覚醒に

関与していることがうかがわれる。

実験4.塊茎の大きさと萌芽速度

(1) 材料および方法

’74年1月25日に圏場より採取した塊茎を，比重1.0以下

のものと 1.0以上のものに分け，さらに比重 1.0以上の

塊茎については0.5gきざみに分級し， 2月1日にそれぞ、

れ中型シャーレに置床し， 30℃定温器内てや萌芽させた。

1 9 6 9 

各種処理と塊茎の休眠覚醒効果

10 

即血 即E 即m－ G Aa 処理

1 9 6 8 

第 2図

5 
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100 

。新塊茎

萌801 ・旧塊茎

芽 60

率
40 

% 
~zo 

。
0 5 10 15 

置床 後日数（日）

第3図 新・旧塊茎の萌芽速度 (1969)

注）供試塊茎数 f新80個，旧36個。

ずれも萌芽がみられ，このことから発生源としての塊茎

には，新塊茎，未萌芽のまま土中に残存した旧塊茎ばか

りでなく，出芽しても貯蔵養分の消耗の少ない塊茎の3

種類が存在することが明らかとなった。

タイヌビエ12），スズメノテッポウ4）種子には休眠があ

り，休眠覚醒後も発芽に不適な条件におかれると二次休

眠に入ることが明らかにされている。旧塊茎の平均萌芽

日数は採取時期による差がみられないことから，土中に

おける旧塊茎の休眠は二次休眠でなく，なんらかの環境

30 
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第6表採取時期を異にした場合の旧塊茎の萌芽速度
(1973) 

よぷ目 供試塊
萌芽率

置床後萌芽 平均萌

茎数 まで日数 芽日数

月．日 個 % 日 日

11. 16 28 100 7.89 

12. 17 36 100 5.06 

1. 14 35 100 7 .94 

2. 13 38 95 5.72 

3. 14 23 100 7. 70 

4. 19 12 100 5.33 

20 

要因が関与しているものと推察される。なお，未萌芽の

旧塊茎の土壌中での生存年数，さらに萌芽を抑制する環

境要因については今後の研究にまっところが多い。

3.圃場における発生消長

(1) 材料および方法

クログワイの発生の多い1.4m×8.5m有底コンクリー

ト枠園場において，’75-'76年にかけて代かき後の発生消

長を調査した。’75年は 4月26日，’76年は 4月28日に代か

きしたもので，両年とも代かき 2日後に水稲を植付けた。

調査面積は1.26m2で，’75年は半句別，’76年は句別に出芽

個体を調査し，調査後はすべて除去した。

(2) 結果および考察

結果は第4図のとおりである。調査期間中のクログワ

イの全発生量は’75年421個体，’76年は 978個体であった。
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第4図 クログワイの発生消長

注 1 ）矢印は水稲収穫期をあらわす。

2）総出芽個体数は’75年421個体，’76年978個体。
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クログワイの発生期間は，第4図からもみられるように クログワイの出芽深度別発生割合は第5図のとおりであ

著しく長し’75年は 5月第 2半匂から10月第 6半句，’76 る。代かき湛水田についてみると，黒泥質壌土では 0一
年は 5月第 2半句から10月第4半旬にわたった。発生始 27cmまでの深さから出芽がみられ，最大出芽深度は27

期は両年とも b月第 2半句，代かき後7-9日で大差な cmて。あった。層別の出芽割合をみると， 3～ Gemの層が

かった。また全発生量の50%が発生した時期を発生盛期 多く，総出芽数の80%は9cmまでの深さからであった。

とすると両年とも 7月第 2半旬，代かき後70～75日であ 沖積層壌土では 0～2lcmまでの深さから出芽し，その最

った。 大出芽深度は20.5cmてdあった。また層別の出芽割合をみ

以上のように，湛水期間，乾田期間を通して長期間山 ると，表層が総出芽数の約35%で最も多く，土中深度が

らしい山がなしだらだら発生するのがクログワイの大 深くなるほど出芽数が少なし総出芽数の80%が出芽す

きな特徴といえる。またこのように発生が長期間にわた る深さは Gemまでの深きであった。このように土壌の種

るのは，前述のように休眠覚醒の進行が塊茎によって遅 類によって出芽の様相が異なったのは，代かき前の塊茎

速があることによるものと思われ，防除の困難きの一面 の土中分布の差異，および代かきの精粗が関係している

を示しているといえる。 ものと考えられる。

4.出芽深度と出芽の様相 乾田直播田での乾田期間における出芽深度は 0～18cm

(1）材料および方法 で，とくに 3～ 6cmの層からの出芽が多かった。

’74年にクロク勺イの発生の多い代かき湛水圏場と乾田 以上の結果から，クログワイは土壌の乾湿をとわず出

直播栽培圃場において出芽深度と出芽の様相を調査した。 芽深度は著しく深いといえる。

代かき湛水状態の閏場は， 5月3日代かきし， 5月5日 クログワイの塊茎は萌芽後リゾームが伸長し，リゾー

に水稲を植付けた黒泥質壌土および沖積層壌土で，代か ムの先端に位置する分化基部は一定条件下に置かれては

き後7月11日までの期間，畑状態の圏場は沖積層壌土を じめて茎や根を分化することが，植木ら17）によって明ら

充填した有底コンクリート枠圃場で， 5月4日砕土， 5 かにされている。そこで，採取個体について土壌条件が

月7日播種したもので，砕土整地後入水直前の 6月10日 異なる場合の塊茎の位置と茎葉の分化する位置との関係

までの期間，塊茎を切断しないよう随時抜取り調査した。 を調査した。

(2）結果および考察 第6図に湛水状態および畑状態における出芽の様相を

クログワイの出芽始期は，移植栽培回 5月11日，乾田 模式的にあらわした。また土壌条件を異にした場合の塊

直播栽培回では 5月14日であった。各調査園場における 茎の位置と茎葉の分化の位置との関係を第7図に示した。

土壌条件に関係なく一般に塊茎の位置が深いほど茎葉

の分化が行なわれる位置は深くなるが，湛水状態よりも

畑状態でリゾームの伸長が著しく短し塊茎が深いほど

茎葉の分化位置が深くなることが認められた。また湛水
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第5図 土壌条件と出芽深度別発生割合
（湛水） （畑）

第6図土壌条件を異にした場合の
出芽の一般的な様相模式図

注） A.リゾーム長， B.茎葉の分化の深さ
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塊茎の位置（cm)
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× 

＼＼＼＼  

x 
× 

凡 例
・沖積・壌土・代かき回（ n=62, Y=-0.16X-0.88) 

×黒泥質壌土・代かき回（n=70, Y=-0.17X 0.70) 
。

。
。沖積・壌土・畑状態（n=54, Y=-0.87 X十0.43)

－土中の塊茎の位置， Y：茎葉の分化位置

12 。
。

14 

行なわれるが，深い位置のものは

暗黒条件のため節聞が異常伸長し

30 たものであろう。一方湛水田では

塊茎が深いほど酸素濃度が低く，

比較的酸素濃度の高い表層で分化

が行なわれるため，叢生した状態

となるものと思われる。このこと

は足跡の近辺で出芽したクログワ

イは茎葉の分化する位置が5cm以

下の深さにあるものが多いことか

らも推察される。

なお，茎葉が分化する節位には

芽があり，畑状態では中途で切断

されると残存した節位から新たに

茎葉が分化することが認められ，

乾田直播栽培回でのクログワイ防

除の困難きの一面を示していると

いえる。

5.土壌条件と出芽との関係

(1) 材料および方法

1 /2000 aワグネルポットを用

い，土壌条件を畑状態と代かき湛

水状態とし，さらに代かき湛水状

態のものについては，でん粉を添加した区と無添加の区

を設け，’74年4月5日に塊茎を 1, 5, 10, 15, 20cmの

深さに置床し，土壌の酸化還元状態と出芽の関係をみよ

うとした。でん粉添加区は 2月6日乾土重当たり 0.3%

の割合で混合し，以後試験開始時まで湛水状態ででん粉

の分解を促した。供試塊茎は1.0～1.5gのものを各区30

個宛， 2反覆で試験を行なった。 8月10日に抜取り，出

第7図 土中の死茎の位置と茎葉の分化の位置との関係

注）代かき湛水聞の回帰直線は凡例に示すように土壌の種類との差が極めて小さいので
こみにして示した。こみにした場合の直線回帰式はY=-0.16X-0.83で示される。

状態では塊茎の深さに関係なしほとんど地表下5cmま

での層で茎葉が分化するという特異な現象が認められた。

このように土壌条件によりリゾームの伸長に差異がみら

れたのは，植木ら17）が指摘しているように主として土壌

中の酸素濃度に起因するものと考えられる。つまり，畑

状態ではj甚水田に比べて深い土層で、も酸素濃度が高いた

め， リゾームの伸長カ吋rp制され，茎葉の分化が速やかに
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調 査 時 期（月／日）

第B図試験期間中の土壌Ehの推移（地表下 5cm) 

注） Ehの測定は携帯用酸化還元電位差計（ RM 1型）を用いた。

芽状態の調査を行なった。

(2) 結果および考察

試験期間中の土壌のEhの推移は第8図のとおりである。

でん粉添加区は常時150mV以下で強還元状態であった。

またでん粉無添加区は 4月15日には435mVと比較的高か

ったが以後急激に低下し， 6月中旬以降200mV以下にな

った。

土壌条件，塊茎の置床深度と出芽の関係をみると，第

7表のとおりである。第 7表に示すように，塊茎の出芽

深度は畑状態，代かきi甚水状態をとわず深〈，またかな

りの強還元状態でも出芽がみられた。出芽率は代かき湛

水状態に比べて畑状態てt低く，未萌芽の生存塊茎が多く

残存しているのが特徴的であった。また代かき湛水区に

ついて，でん粉添加の有無と出芽率との関係をみると，

両者とも出芽率が高〈，還元の程度と出芽率との関係は
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第8表 塊茎の大きさ，置床深度と出芽まで日数土壌条件，塊茎の置床深度と出芽との関係第 7表
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明らかでなかった。

6.塊茎の大きさと出芽深度との関係

(1）材料およぴ方法

’74年 4月5日水田土壌を充填した 1/2000 aワグネル

ポットに， 1月25日に採種し， 0.5gきざみに分級した

塊茎をそれぞれし 5, 10, 15, 20cmの深さに置床し，

常時湛水状態で8月10日まで出芽調査を行なった。置床

塊茎数は 2.0g以下はすべて30個宛， 2.0～2.5gの塊茎

は20個宛， 2.5g以上は10個宛とし， 1区制で試験を行

なった。

(2) 結果および考察

塊茎の大きさ，置床深度と置床後出芽まで

の日数との関係をみると，第 8表のとおりで

ある。

置床後出芽までの回数はいずれの場合も置

床深度が深くなるほど多くを要し，同一置床深

度で塊茎の大きさとの関係をみると， lcmの深

さに置床した場合は 0.5g以下の塊茎が出芽

が最も早く，塊茎が大きくなるほど遅れる傾

向がみられたが， 5cm以下の深さに置床した

ものでは塊茎の大きさとの関係は明らかでな

かっ fこ。一一ーの25 

塊茎の大きさ，置床深度と出芽歩合との関

係は第 9図のとおりである。出芽歩合は，一

般に置床深度が深くなるほど低下する傾向が

みられ，その傾向は塊茎が小さいほど顕著で

あった。塊茎の大きさ別に， 50%以上の出芽

率を示した深さをみると， 1.0g以下の塊茎

ではlOcm, 1.0～2.0 gの塊茎では15cm, 2.0 

g以上の塊茎て＇ ・t±20cmて引あった。とくに 2.5

g以上の塊茎は全層で極めて高い出芽率を示

した。また0.5g以下の小塊茎で、地表下20cm

に置床したものでは全く出芽が認められず，

注目に値する。

7.土壌水分と出芽との関係

(1) 材料および方法

6.7 

6.7 

0 

3.3 

16. 7 

83.3 

90.0 

90.0 

73.3 

40.0 

83.3 

90.0 

96.7 

83.3 

66. 7 

26.5 

40.0 

39.0 

61.0 

62.5 

1

5

m
山

民

間

山

で

ん

粉

無

添

加

代

か

き

湛

水

状

態

0 

3.3 

6. 7 

0 

10.。

86. 7 

93.3 

90.0 

90.0 

56.7 

86. 7 

93.3 

90.0 

90.0 

73.3 

27.5 

40.0 

44.5 

57 .5 

55. 5 

1

5

0

5

0

 

1

1

2

 

で

ん

粉

添

加

量

(g) 

萌芽塊茎歩合＝出芽塊茎数十土中萌芽塊茎数／置床塊茎数

XlOO 

／川／

／日／

/ II/ 

／［－コr--~r- ＼~ 
ノ I / I /I ノ

ノ I / I ノ｜／

QL 1/ I，〆 I/ レ／
1 5 10 15 

塊茎の置床深度（cm)

100 

n

u

n

U

ハυ
A

U

n

C

F

h

υ

a

q

n

L

 

出

芽

塊

茎

数

歩

合

（

%

注）

塊茎の大きさ，置床深度と出芽歩合との関係第 9図



8
 

9
 

1
 

千葉県農業試験場研究報告第19号（1978)

第9表土壌水分と出牙との関係

みよ~ ＝~~＝ 
萌芽塊

茎歩合

出芽塊 未萌芽生存

茎歩合 塊茎歩合

% % 
20.0 57 .1 

51.1 24.4 

48.9 8.9 

44.4 4目4

18. 7 

% 
20 29.3 

40 34.0 

50 27.7 

80 28.3 

L.S.D(0.05) 9.7 

88.9 

95.5 

31.0 

(0.01) 14.7 47.7 28.4 

注） 各区聞の有意性は下記のとおりである。

萌芽塊茎歩合 出芽塊茎歩合

号五 、、 s：有意差なし

ω民主」～． 之〉＼議 : 5%水準で有意

60%く＂／” 〈 →＼凡s-" 議機： 1%水準で有意
，，‘・， n.s-" 

80% / 

農試水田土壌の風乾土（沖積層壌土，最大容水量73.8

%）を用い，土壌水分を最大容水量の20, 40, 60, 80% 

の4段階とし， 1 /5000 aワグネルポットにつめ，’74年

4月10日に塊茎を地表下5cmの深さに15個宛置床し，ガ

ラス室内において3反復で、試験を行なった。塊茎は生体重

で1.0～1.5gのものを使用し，蒸発により減少した水分

は，毎日各ポットの重量を秤量し，置床直後のポット重

量との差から求め潅水して補った。 6月14日に各区掘取

り，出芽状態を調査した。

(2) 結果および考察

結果は第 9表のとおりである。出芽は土壌水分が最大

容水量の20%（対乾土14.7%）という低水分状態でもみ

られ， ミズカ

る土壌水分の幅が広いことが認、められた。

萌芽塊茎歩合をみると，最大容水量の80%区が96%に

対し， 60%区89%, 40%区58%, 20%区27%で，土壌水

分が低くなるほど低下が大きし出芽に対する適土壌水

分は最大容水量の60%以上であるといえる。ミズヌゲヤツ

第10表試験区の構成

施肥孟（成分／ポット）
試 験区

N P20s KzO 

1.三要素（標準） I. 0 g 1.0 g I. 0 g 

2.三要素半量 0.5 0.5 0.5 

3.三要素倍量 2.0 2.0 2.0 

4.窒素単用 1.0 。 。
5.燐酸単用 。 1.0 。
6.加里単用 。 。 1.0 

7.無加里 1.0 1.0 。
8.無窒素 。 1.0 1.0 

9.無燐酸 1.0 。 1.0 

10.無肥料 。 。 。

第11表施肥条件と出芽との関係

中之！
出芽 萌芽塊 出芽塊 未萌芽生存

始期 茎歩合 茎歩合 塊茎歩合

月．日 % % % 

三要素標準 5. 2 70.0 66.7 23.3 

三要素半量 5. 2 60.0 60.0 30.0 

三要素倍量 5. 2 66.7 60.0 26.7 

窒素単用 5. 2 93.3 90.0 6.7 

燐酸単用 5. 2 93.3 93.3 3.3 

加里単用 5. 2 80.0 80.0 10.0 

無加里 5. 2 83目3 76. 7 10.0 

無窒素 5. 2 90目。 83目3 6. 7 

無燐酸 5. 2 90.0 76. 7 6. 7 

無肥料 5. 2 90.0 86.7 3.3 

注） 調査は 8月1日に行なった。

りの出芽に対する適土壌水分は最大容水量の40～60%に

あり，土壌水分が低い場合よりも高い場合に出芽率の低

下が顕著で、あり，とくに80%以上では地下に埋没した塊

茎は全く出芽しない（著者ら，未発表）。このようにクロ

グワイとミズズTヤツリとで出芽に対する適土壌水分域が

異なるのは，本質的には萌芽に対する塊茎の酸素要求度

の差異に起因しているものと考えられる。

8.施肥条件と出芽との関係

(1) 材料および方法

’75年 4月14日， 1/2000 aワグネルポットに水田土壌

をつめ，肥料とクログワイ塊茎を地表下15cmまでの層に

均一に混和し，湛水状態で出芽状態を調査した。置床塊

茎教は各区30個宛とし，施肥量は窒素，燐酸，加里それ

ぞれ 1gを標準量とし，第10表に示す試験区を設けた。

肥料は硫安，過石，塩加を用い， 2反覆で試験を行なっ

た。

(2) 結果および考察

施肥条件が出芽に及ぼす影響は第11表に示すとおりで

ある。クログワイの出芽始期は 5月2日で，処理区間に

差が認められなかった。 5月7日における出芽歩合は，

無肥料区が33%で最も高く，燐酸および加里単用区が27

%で次いで高かった。窒素単用区および窒素の混用区の

出芽率は 7～17%で，とくに窒素施用量の多い三要素倍

量区は最も低かった。

8月1日に抜取り調査した結果をみると，萌芽塊茎歩

合（土中萌芽塊茎も含む）は，三要素区では施用量の多

少にかかわらず70%以下であったのに対して，無肥料区，

各要素単用区およひ、二要素混合区で、は80%以上の高い萌

芽歩合を示した。この理由については明らかでないが，

一つには土壌pHが関与していることも考えられる。この
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第10図処理日数と塊茎の水分含量・萌芽率の推移

点については今後の研究にまたなければならない。

9.塊茎の萌芽に及ぽす低温と乾燥の影響

(1) 材料および方法

’73年12月7日に園場より採取した塊茎を中型シャーレ

に置床し， 1シャーレ15個の塊茎で 1区とし，低温処理，

乾燥処理，および低温・乾燥処理を 2反覆で行なった。

乾燥処理は蓋をしないまま減紙上に置床し室内に置いた。

低温・乾燥処理は乾燥処理同様蓋をしないまま，低温処

理はシャーレ当たり lOmlの水を添加し蓋をしたうえ， 0

℃にセットした冷蔵庫内に置き， 1 ' 2' 4' 8' 16, 

32日間処理を加えた。同時に各区20gずつ秤量した塊茎

を同じように置床し，水分含量の変化を追跡した。処理

が終った塊茎については， 30℃定温器内で萌芽試験を行

なった。なお前述のように塊茎には休眠性があり，萌芽

までにかなり長い日数を要することから，芽を欠かない

よう包皮を除去し，置床した。なお乾燥処理区の処理期

間中の平均気温は10℃前後であった。

処理16日後には約58%の水分を失った。低温・乾燥処理区

は乾燥処理区に比べて水分の低下は緩慢でL処理8日後に

約24%の水分を失った杭その後はほとんど変化がみられ

なかった。また低温処理区は全く変化がみられなかった。

塊茎の萌芽率についてみると，萌芽率の低下は乾燥処

理区が最も大きし処理翌日に60%の塊茎が死滅し，処

理8日後には萌芽率は 0となった。低温・乾燥処理区も

乾燥処理区と同様の傾向がみられ，処理翌日に約50%の

塊茎が死滅し，処理16日後に萌芽率が0となった。低温

処理区では処理8日後以降萌芽率の低下がみられたが，

未萌芽塊茎のTT C還元力は無処理のものとかわらず，

O℃の低温処理のみでは塊茎になんら影響を与えないも

のといえる。萌芽率が0となったときの塊茎の水分含量

をみると，乾燥処理区では約50%，低温・乾燥処理区で

75%であった。

以上のように，クログワイ塊茎は乾燥により速やかに

萌芽力を喪失することから，秋冬期の耕起による耕種的

防除法の可能性が示唆された。草薙ら7）によれば，クロ

グワイの塊茎l土ミズカゃヤツリ塊茎に次いで乾燥に弱く，

塊茎の水分含量が30%に低下したとき死滅することを認

めており，本実験の結果とも一致する。

III 個体の増殖に関与する要因

1.土壌水分と地上部の生育との関係

(1) 材料およぴ方法

1 /2000 aワグネルポットを用い，土壌条件を畑と代

かき湛水状態の2段階とし，予め萌芽処理を加え芽が約

lcm｛申長した塊茎を地表下3cmの深さに各区10個宛置床

し， 2反覆で、土壌水分と地上部の生育との関係を知ろう

とした。置床は’75年4月28日に行ない，無肥料で栽培し，

8月10日に抜取り調査を行なった。

(2) 結果および考察

出芽始期は畑水分区5月6B，溢水区5月7日，出芽

揃いは両区とも 5月12日で，供試塊茎は全て出芽した。

出芽後の生育経過は第12表のとおりである。出芽後初

期の生育は両区間にほとんど差がみられなかったが，約

1ヶ月後の頃より代かき湛水区に比べ畑水分区で茎長の

第12表 土壌水分を異にした場合のクログワイの生育

(2) 結果および考察

処理後の塊茎の水分含量および萌芽率の変

化を第10図に示した。

；ふ最長茎長
月3日 7月3日 8月10日 6月3日 7月3日 8月10日

8月10日

地問乾物重岡左比率

塊茎の水分含量についてみると，水分含量

の低下は乾燥処理区が最も早〈，処理翌日に

20%の水分を失い，その後の低下も大きし

cm cm cm 

代かき湛水 32.3 51.5 75.8 

畑状態 24.5 34.2 47.2 

注） 各区2ポットの平均。

16 

10 

g % 

72 136 186目7 100 

17 34 44.l 24 
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第13表遮光処理がクログワイの生育に及ぽす影響

60 日後：

千子なった。

(2) 結果および考察

処理開始後60日聞の生育の推移

を第13表に示した。まず茎長につ

いてみると，遮光処理により伸長

が促進された。そして自然光区と

遮光区の茎長の差は， 25%遮光区

では処理60日後まで自然光区に対

して 1%水準で、有意で、あった。一

方50%遮光区は処理40日後までは

茎長の伸長が最も著しし 25%遮

光区に対しでも 1%水準で有意な

＼＼項目 30 日後 40 日後 50 日後
、 一 一一

試験区＼＼ 茎長 株数 茎長 株数 茎長 株数 茎長 株数

cm cm cm cm 

自然光 28.9 9.8 37 .8 15.4 50.4 41.5 64.9 54.8 

25 %遮光 38.8＊・ 4.0・・ 49.9*' 9.0*' 59.5*' 18.2" 78 9" 22 8'' 

50 %遮光 43.5!! 2.0" 57.2" 4.6宅宅 60.2・・ 8. 0宅老 69. 5・・ 13. 4宅宅

L.S.D(0.05) 1.6 1.3 3.0 1.0 2.2 3.4 6.4 4.9 

(0.01) 2.2 1.8 7 .3 1.5 3.2 5.0 9.3 7.2 

注 1）ヘ H は自然光区に対してそれぞれ5%, 1%水準で有意であることを示す。

主株の茎数

本

38 

19 

12 

ーは25%遮光区に対してそれぞれ5%, I%水準で有意であることを示す。

2）主株の茎数は各区1ポソト調査

伸長が鈍化し， 8月10日の畑水分区の最長茎長は代かき

湛水区の約62%で、あった。分株の発生は代かき湛水区6

差がみられたが，その後伸長が鈍化し，処理60日後には

25%遮光区より短くなった。

月3日に対し，畑水分区は 6月25日とおそかった。また 株数についてみると，遮光処理により減少し，遮光程

分株の増加は代かき湛水区て。顕著で， 8月10日には 136 度が大きいほど分株の発生が抑制された。そして処理区

株となったのに対し，畑水分区の分株の増加は緩慢で、僅 はいずれも自然光区に対して 1%水準で有意な差がみら

かに34株であった。また地上部乾物重も畑水分区は代か れ，また50%遮光区は25%遮光区に対しでも 1%水準で

き湛水区の24%にすぎなかった。以上の結果から，クロ 有意な差を示した。また主株の茎数は，処理35日後自然

グワイの生育には土壌水分は重要な因子であるといえる。 光区26本に対し， 25%遮光区は自然光区の54%, 50%遮

2.遮光処理が地上部の生育に及lます影響 光区は35%，処理60日後においては25%遮光区は自然光

(1）材料および方法 区の50%, 50%遮光区は32%と少なかった。

’76年 6月4日，当場水田土壌を充填した 1/2000aワ 処理35日後および60日後に抜取り，地上部・地下部乾

グネルポットに，予めコンクリート枠闘場で育首したク 物重を調査した結果は第11図のとおりである。地上部・

ログワイの苗を 1株ずつ植付け，植付直後から遮光処理 地下部とも処理により低下し，遮光率が高いほど低下の

ぜ加え，光の強さがクログワイの生育に及ぼす影響を知 程度が大きかった。高野ら14）によれば，裸地状態で栽培

ろうとした。日照の制限は，高き 1.2m，幅 lm，長さ したクログワイに比べ，水稲との混植あるいは裸地状態

2mの枠を圃場に設置し，これに黒色の寒冷沙を一重お で寒冷沙被覆をした場合，分株数で裸地状態の 1/15に

よぴ二重に張ることにより，遮光の程度をかえた。遮光 抑制されることを認めており，本実験の結果とも一致する。

の程度を管型日射計を用いて測定した結果，遮光率は寒 AKITA et aJ1lはクログワイがC4－植物に属することを

冷沙一重が28%，二重が51%であった。試験は 4反覆で 明らかにしている。 C4－植物は C3－植物と異なり，照射

光強度を高くするとそれに応じて光合成速度が高まり，

100 1001 
地上部（旬校十根）地上部

ハU

A

U

ハU

n

U

8

6

4

岳

乾
物
重
対
自
然
光
区
比
率
（
%

80 口35日後

四 60日後

60 

40 

20 

。 。
25 % 50 % 
遮光区 遮光区

25 % 50 % 
遮光区 遮光区

第11図 地上部・地下部乾物重に対する遮光処理
の影響

光飽和点が見出きれないこと，さらに強光と高温が組合

きった環境下では C3－植物に比べ光合成能が著しく高く

なる特徴があることが宮地11）によって報告されている。

以上の結果から，個体の増殖には光の強さは極めて重

要な因子であることが明らかとなった。このことは，ク

ログワイの発生田では初期から水稲の生育を光競合の面

で相対的に優位にたたせるような栽培法をとれば，雑草

害を軽減し，ひいては生態的防除ともなりうることを示

しているといえる。

3.施肥条件と生育との関係

実験 1.肥料要素と生育

(1) 材料および方法

l/2C80aワグネルポットに当場水田土壌をつめ，肥料
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第12図 クログワイの分株発生の推移（三要素区）

三要素試験に準じ無肥料区，窒素単用区，同f音量区，燐 れる傾向がみられた。

酸単用区，同f音量区，加里単用区，同倍量区，無窒素区， 茎長の推移をみると， 6月中旬までは各区ほとんど差

無燐酸区，無加里区，三要素区および同倍量区を設け， がみられなかったが， 6月下旬より無肥料区をはじめ窒

裸地状態でクログワイを栽培し，肥料要素に対するクロ 素無施用の区で茎長の伸長が停滞し，また茎色も淡くな

グワイの生育反応をみようとした。塊茎は生体重で1.0 った。また窒素施用区では施用量の多い窒素倍量区およ

～ 1.5 gのものを選ぴ，予め30℃の定温器内で萌芽処理 ぴ三要素倍量区で茎長の伸長が著しく，茎色も濃くなっ

を加え，芽が約 1cmに伸長したものを，’76年4月27日 た。

に地表下 3cmの深さに置床した。施肥量は三要素それ 分株発生の推移を三要素区についてみると第12図のと

ぞれ成分量で1g （ポット当たり）を標準とし，各区時 おりである。分株の発生始期は各区出芽1ヶ月後の6月

期別に掘取り，生育量を調査した。 3日であった。分株の発生は，第12図に示すように，置

(2）結果および考察 床後120日頃（ 8月下旬）まで増加が顕著であったが，

出芽始期は窒素倍量区および三要素倍量区が5月6日， その後はほとんど増加がみられなかった。この傾向は他

その他の区は 5月3日で，窒素増施により出芽がやや遅 の区でも同様であった。分株の発生に対する肥料要素の

120 
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第13図 施肥条件を異にした場合の地上部乾物重に対する影響

注． 1 ）調査 8月23日

2）三要素区の地上部乾物重は79.2g Ip o tである。

関係をみると，茎長と同様6月下旬より差が

みられ，無肥料区および窒素無施用の区は窒

素施用区に比べて少なしとくに燐酸倍量区

は分株の発生が最も少なかった。 8月23日の

抜取株について分株の発生次位をみると，三

要素区，同倍量区，窒素単用区およびその倍

量施用区で6次分株まで発生がみられたのに

対し，無肥料区，燐酸単用区，同倍量区およ

び無窒素区では4次分株までbで，各次位の発

生株数も窒素無地用の区で少なかった。

肥料要素と地上部乾物重との関係を第13図

に示した。地上部乾物重は三要素倍量区が最

も高〈，窒素単用区および窒素｛音量区がこれ

に次ぎ，燐酸倍量区は最も低かった。

以上の結果から，個体の増殖には窒素が不

可欠であるといえる。従来クログワイは窒素

欠乏に強＜ . j脊薄地によく生育する雑草であ
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るといわれているが，上記の結果からは必ずしもそうと

はいえないように思われる。

出穂始期は 7月25日～29日で，施肥条件との関係は明

らかで、なかった。開花始期も各区8月3～4日で差が認

められなかった。

塊茎の形成始期は 7月29日で，各区 1-2個旬枝先端

が肥大しはじめており，出穏期間と概ね一致した。また

この頃から地上部は枯死茎が増加しはじめ，窒素無施用

の区で主株の枯死茎がとくに多かった。枯死茎はその後

ますます増加し， 10月上旬には枯死株率が約90%に達し，

10月下旬には各区全株枯死した。

実験2.水稲栽植条件下でのクログワイの生育の施肥

様式による差異

(1) 材料および、方法

’76年4月27日， 90cm角の有底ブリキ枠に水稲とクロ

グワイを同時に植付け，施肥様式，施肥量を異にした場

合のクログワイの生育に対する影響を知ろうとした。

水稲は 4月8日播種，箱育首した 2葉期のトヨニシキ

を栽植密度30cm×15cm, 1株 3本植えとした。施肥条

件は第14表のとおりで，茎肥は 5月27日，穂肥は 7月7

日にそれぞれ硫安で施用した。またクログワイは，予め

萌芽処理した塊茎を各区8個ずつ水稲の株聞に植付けた。

(2) 結果および考察

クログワイの出芽期は各区5月7日で斉一で、あった。

茎長および株数の推移を第15表に示した。茎長を窒素

施用量との関連でみると，田植後60日までは多肥区が最

も高〈，窒素施用量が少なくなるほど短〈経過したが，

第14表施肥条件（成分／ a)

基 ij~ 茎肥 穂肥
試 験 区

N P20s K,O N N 

kg kg kg kg kg 

0.6 1.2 1.2 。
全量基肥標肥 1. 2 1.2 1. 2 。 。

多肥 1.8 1.2 1.2 。 。
基肥重点・標肥 0.9 1.2 1. 2 。 0. 3 

追肥重点・標肥 0.6 1.2 1.2 0.3 0.3 

その後多肥区は茎長の伸長が鈍化し，水稲収穫時には標

肥区＞少肥区＞多肥区の順になった。これは多肥により

田植後50日頃から水稲の生育が旺盛となったため，水稲

との光競合の面で相対的に不利な立場におかれたためと

考えられる。この結果は前記50%遮光処理でみられた現

象と同様でーあり，上記の推察を裏付けているものと思わ

れる。また窒素施用法との関係をみると，追肥重点区が

最も高く，基肥重点区がこれに次ぎ，全量基肥区は最も

低かった。

株数の推移は茎長と同様の傾向がみられ，窒素施用量

聞では少肥区＞標肥区＞多肥区で，窒素施用法問では追

肥重点区＞基肥重点区＞全量基肥区の111員で，全区を通し

て追肥重点区は株数の増加が顕著であり，全量基肥・多

肥区では株数の増加が著しく抑制された。この異なる施

肥条件に対するクログワイの生育反応は，前報21)で報告

したミズ方、ヤツリと同様であり，水稲との養分競合より

も光競合によるところが極めて大きいものと考えられる。

N 塊茎の形成・肥大に及ぼす要因について

I.短目処理が塊茎の形成に及lます影響

(1) 材料および方法

’74年6月23日， l/5000aワグネルポットに予め萌芽

させた塊茎を 1個宛植付け，増殖期にあたる 7月16日よ

り自然温度下で午前9時から午後5時までの8時間短日

処理区と自然日長区に分けて栽培し，処理後7日毎に掘

取り地上部の生育量および塊茎形成量について調査した。

メロ弘、 計

N P20s 

kg kg 

0.6 1.2 

1.2 1.2 

1.8 1.2 

1.2 1.2 

1. 2 1. 2 

K,O 

kg 

1. 2 

1.2 

1. 2 

1.2 

1.2 

処理開始時のクロクワイは，最大

茎長42cm，株数8.0株，地上部乾

物量は1.25g （ポット当たり）で

あった。また処理開始後の平均気

温は，処理後 1週間は22.7℃と低

かったが，その後は25℃以上であ

った。

(2) 結果およぴ考察

第15表 クログワイの茎長および株数の推移

地上部の生育および塊茎の形成

肥大経過を第14図に示した。地上

部の生育は，処理2週間後までは

ほとんど自然日長区と差がなかっ

たが，その後短日処理区は茎長が

短くなり，分株の発生が著しく抑

制された。

よ沢~5 月m ~16 
長 株

7. 6 9. 7 5.27 6.16 7. 6 

cm cm C宜1 cm 株 株 株l少肥 18.6 
35.3 54.6 80.7 8 13 58 

全量基肥標肥 18. 9 37.0 56.0 82. 7 8 14 43 

多肥 20.4 39.6 52.8 70. l 8 16 37 

基肥重点・標肥 19.2 36.0 55.2 95.4 8 20 70 

追肥重点・標肥 19.6 38.2 59.0 101.4 8 35 142 

数 収穫期の

9. 7 地上部乾物重

株 g 

198 70.5 

158 79.1 

62 30.8 

159 154. 7 

246 206.5 

塊茎の形成は，短日処理区で処

理 2週間後にみられ，自然日長区

に比べて 4週間促進された。また
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第14図地上部の生育および塊茎の形成肥大に
及ぽす日長の影響

自然日長区では処理5週間後に出穂厨花がみられたが，

短日処理区では処理期間中全く出穂がみられなかった。

筆者らは同様の処理をミズyゲヤツリに加えたところ， ミ

ズガヤツリでは草丈の伸長はクログワイ同様抑制された

が，逆に分株は著しく増加し，また出穂開花も処理によ

り促進されたが，塊茎の形成始期はクログワイに比べて

遅いことを認めている（未発表）。このことから，クロ

グワイはミズガヤツリに比べて日長に対する感応度が大

きいものと考えられる。

ポ

2.塊茎形成に対する温度の影響

(1）材料および方法

’73年10月4日，予め萌芽させ茎数3本になったクロ

グワイをl/5000aワグネルポットに 1個体ずつ植付け，

10月25日まで20日間ガラス室内で栽培し，その後11月22

日まで温度条件を高温（35℃），中温（25℃），低温（15

℃）の 3段階で生育きせ，塊茎の形成に及ぼす影響をみ

ようとした。高温区および？中温区は所定の温度にセット

した電熱育苗器を用い，低温区はカゃラス室内にそのまま

放置したものである。処理期間中の平均温度の積算値は

35℃高温区 855.3℃， 25℃中温区690.8℃，低温区 511.8

℃で，平均気温でみるとそれぞ、れ31.7℃， 25.8℃， 19.0 

℃であり，設定温度に比べ高温区は低〈，低温区で高か

った。試験は 4反覆で行なった。

(2) 結果および考察

結果は第16表のとおりである。塊茎の形成は全区に認

められ，塊茎の形成には温度よりも短日が大きな要因で

あることが明らかである。塊茎形成量は低温区が10.81闘

で最も多〈，中j昆区および高温区は4個と少なかった。

また塊茎1個当たりの生体重は中温区が最も重く，低温

遮光程度｜ 遮光期間

6月4日 8月3日... .... 
11月15日... 

自然光
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第15図試験区の構成

注） 一一一自然光 圃圃圃遮光期間をあらわす

第16表 温度処理が地上部の生育および塊茎形成に及ぼす影響 区〉高温区の順で，高温区で肥大の阻害が大

ふて地上部 の生育 きかった。高温区で形成肥大の阻害が大きか
塊茎数

ったのは，茎内に蓄積された光合成産物が呼茎長株数乾物重 旬校数生体重直径

cm g 個 本 g cm 吸のため消耗されたことによるものと考えら

低 i孟 19.8 3.3 0.42 10.8 14.8 1. 79 0.59 れる。

中 温 23.6 1.8 0.37 4.0 7.0 0. 77 0.64 草薙8）らはミズガヤツリ，クログワイ，ヒ

高 i且 21.5 2.0 0.65 4.0 5.8 0.43 0.61 ルムシロ，オモタカ，ウリカワを供試し，塊
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第17表遮光時期・程度が地上部・地下部の生育に及ぽす影響

孟？々と株数地 部乾物重
塊 茎 形 成 量

個数 生体重 平均一個重

g % 個 % g % g 

無 遮 光 95.5 63.0 (100) 297 .5 (1 OJ) 116.0 (100) 0.39 

66.5 49.5 ( 79) 206.0 ( 69) 68.6 ( 59) 0.33 

25%遮光生育前半 75.0 54.5 ( 87) 252.0 ( 85) 88.2 ( 76) 0.35 

生育後半 75.5 55.0 ( 87) 257 .0 ( 86) 99.2 ( 86) 0.39 

32.0 30.8 ( 87) 132. 0 ( 44) 62.0 ( 53) 0.47 

50%遮光生育前半 59.0 41.0 ( 65) 217 .0 ( 73) 71.6 ( 62) 0.33 

生育後半 54.0 34.7 ( 55) 125.0 ( 42) 50.8 ( 44) 0.41 

遮光区96株に対し，全期間25%遮

光区は無遮光区の約70%, 50%遮

光区は約34%で，遮光率が高いほ

ど少なかった。また生育前半およ

び後半の遮光の影響をみると， 25

%遮光区では株数はほとんど差が

なく， 50%遮光区では生育後半遮

光処理を加えた場合に少なかった。

これを処理直前の株数との関係で

みると，生育の後半自然光に戻し

た区で株数の増加が著しし生育

後半遮光処理を行なった場合分株

の発生が抑制され，とくに50%遮光区でははとんど増加

が認められなかった。

塊茎形成量をみると，第16図に示すように株数との聞

に比例関係がみられ，株の発生が著しく抑制された全期

間50%遮光区およぴ生育後半50%遮光区で少なしとく

に生育後半50%遮光区は株当たりの塊茎形成量が少なか

注） 処理開始時の生育量は第13表の60日後を参照されたい。

茎や鱗茎の形成に及ぼす温度の影響について検討し，高

温で塊茎や鱗茎の形成が阻害され，自然条件で塊茎形成

時期の遅い草種ほど高温による形成阻害が大きいことを

報告しており，クログワイについては本実験と同様の結

果を得ている。

3.遮光処理が塊茎の形成に及lます影響

(1）材料および方法

II-2で述べた材料について， 8月3日に新たに 4区

を設け，第15図に示す7試験区とし，生育前半および後

半，さらに全期聞の遮光処理が塊茎の形成に及ぼす影響

を検討したの実験は 2反覆で行なった。

(2) 結果および考察

結果は第17表のとおりである。第17表によれば，遮光

処理区はいずれも無遮光区に比べて地上部・地下部の生

育が抑制され，抑制の程度は遮光率が高いほど，また処

理期間が長いほど大きかった。

すなわち，地上部の生育量についてみると，株数は無

300 

， 
塊

茎
． 

200 
． 

数
（
個 r=+0.911＊本

． ． 
40 60 80 
株軸

第16図株数と塊茎形成量との関係

100 

った。

以上の結果から，クログワイは生育に対して光要求性

の大きい植物であるといえる。そして生育後半の遮光処

理により株当たりの塊茎生産能力が低下することは，普

通期栽培など作季をおくらせることにより塊茎生産量を

減少させ，翌年の発生を少なくしうる可能性を示してい

るものといえる。また生育後半自然光に戻した区では株

数の増加が著しく，塊茎形成量も全期間遮光，生育後半

遮光処理した区に比べて多かったことは，早期・早植栽

培地帯でクログワイが増加してきている理由の一端を示

していると恩われる。

400 

株 300

・早期栽培
×普通期栽培

。

∞

2

1

 

数
（
株
／
ぽ
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／／／  
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第17図 クロクワイ株数の推移の作季による差異
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第18表刈取り後のクログワイの生育（m＇当たり） 増加が初期緩慢で， 6月中旬から 7月下旬にかけて急増

よそ… 11 月 1 日 生育期聞の した。収穫期の株数はm＇当たり 313株，地上部乾物重は

の株数 再生株 新生株 総発生量 139.1 gて、あった。普通期栽培回では田植後7月下旬にか
早期栽培 313 257 32 345 

けて急増したが，その後収穫期にかけて株数の増加は少
普通期栽培 228 。 。 228 

なし 9月上旬より枯死株が増加した。収穫時の株数は

第19表作季による塊茎形成量の差異 m＇当たり 228株，地上部風乾重は

i；ミ
栽 培 普通期栽培 59.5 gであった。

新塊 茎 旧塊茎 新塊茎

個数重 量 個数 重 量 個数

cm 個／m' g/m' 個／m' g/m' 個／m'

。～ 5 57 18.24 。 93 

5～IO 163 111.82 23 9.50 167 

IO～15 233 193.86 27 18.10 17 

15～20 140 179.20 3 2.72 3 

20～ 50 77 ,14 

合計 643 580.26 53 30.32 280 

注． I）塊茎の調査は’77年2月，各区3点掘取り調査した。

2）旧塊茎には死滅塊茎は含まない。

4.作季の移動と塊茎形成量との関係

(1) 材料および方法

’75年4月30日に 5令の水稲トヨニシキを植付け，同時

にクログワイ塊茎を lm2当たり 2個の割合で置床し，栽

培したl.4m×8.5m有底コンクリート枠閏場 2枚を使い，

’76年に早期栽培と普通期栽培を行ない，クログワイの生

育および塊茎形成に対する影響を検討した。早期栽培は

4月30日代かき， 5月l日に 2令のトヨニシキを，普通

期栽培は 6月20日代かき， 6月21日に 3.5令のトヨニシ

キを，それぞれ30cm×15cmの栽植密度で， l株 3本植

えとした。収穫期は早期栽培9月9日，普通

期栽培10月21日で，収穫時にクログワイも地

重量

g/m' 

17. 73 

29.96 

7 .38 

2.45 

57.52 

旧塊茎 水稲収穫後のクログワイの地上

偶数 重量 部の生育状態は第18表のとおりで

個／m' g/m' ある。早期栽培田では収穫時の出
。

芽株の約82%が刈株から再生し，
5.10 

また32個体の新生株が出芽したが，
0.94 

普通期栽培回では再生株，新生株。
ともに発生がみられなかった。。
塊茎形成量は第19表のとおりで

IO 6.04 
ある。新塊茎数は早期栽培旧643個

に対し，普通期栽培回では 280個，

出芽株当たりの塊茎生産量は早期

栽培回 1.9個に対し，普通期栽培田では 1.2個と少なか

った。塊茎 1個当たり重量は早期栽培回 0.9gに対し，

普通期栽培回では 0.2gで， 0.5 g未満の塊茎が多く，

塊茎形成深度も早期栽培回に比べて普通期栽培田で浅か

った。これは早期栽培回ではクログワイの塊茎形成が主

として稲収穫後の光遮へいの影響がほとんどない条件下

で行なわれるのに対し，普通期栽培田では稲立毛中に塊

茎形成が行なわれるため，光遮へいの影響を強〈受けた

ものと考えられる。また旧塊茎数についてみると，早期

栽培田では53個みられ，前年度の塊茎数の約33%が未萌

第20表肥料要素と塊茎形成量との関係

際から 3～5cmの高さて‘刈取った。なお両国

よ哩に
同左三要塊茎 同左三要 平均1個

場とも一年生雑草防除のため，回植直後にC
株数 塊茎数

素区対比 生体重 索区対比 当重量

N P粒剤27g (a当たり成分量）を処理し， 株 個 % g % g 

以後は適宜手取りした。また両闘場の’75年 無肥料 69 84 34 56.5 31 0.67 

の塊茎形成量は157～ 163個て、大差なかった。 窒素単用 91 195 78 123.2 67 0.63 

(2) 結果および考察 同倍量 101 232 93 99.5 55 0.43 

クログワイの出芽始期は早期栽培田では代か
燐酸単用 48 88 35 47.5 26 0.54 

き7日後であった。普通期栽培回では代かき
同倍量 37 78 31 49.1 35 0.63 

前 5月11日から出芽がみられ，代かき時には
加里単用 79 153 61 127 .0 53 0.83 

m＇当たり 39株出芽したが，代かき操作により
同 f音量 55 107 43 88.0 48 0.82 

無窒 素 47 119 48 73.3 40 0.62 
出芽株の約70%は土中に埋没され，残存株の

無燐酸 92 197 79 194. 7 107 0.99 
大部分も枯死した。代かき後の塊茎からの出

無加 里 89 214 86 97.0 53 0.45 

芽は代かき 4日後よりみられ，発生も早期栽
三要素 123 249 100 181. 7 100 0.73 

培回に比べて斉一であった。株数の推移は第 同倍量 87 137 55 183.5 101 1.34 

17図のとおりである。早期栽培田では株数の 注） 株数には茎葉が土中で分化し，出芽しないまま枯死したものは含めなかった。

数値は各区2ポットの平均。
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18図 株数と塊茎数，塊茎数と塊茎1個当たり重量との関係

で無肥料区は株数の割に塊茎の生

産量が少なかった（第四図）。塊

茎1個当たり重量は三要素倍量区

が1.3gで最も大きし無燐酸区

が約 1gで次いで大きし窒素倍

量区が0.4gで最も小きかった。

一般に塊茎数と塊茎1個当たり重

量との聞には逆比例的な関係がみ

られるが，第四図に示すように両

者の聞には明らかな関係がみられ

なかった。このことは塊茎1個当

たり重量が塊茎生産量よりもむし

ろ肥料要素の影響を受けていると

考えることができる。塊茎の肥大

程度を肥料要素との関連でみると，

芽のまま生存していたのに対し，普通期栽培田では10個， 窒素単用区に比べ窒素に加里が加わった場合に塊茎の肥

前年度塊茎数の約 6%と少ないのが特徴的であった。 大がよく，燐酸を加えた場合は肥大に対してほとんど影

塊茎の年次変動についてみると，早期栽培回では前年 響を及ぼしていないことが認められる。以上の結果から，

度塊茎数の 3.9倍，普通期栽培国は 1.8倍で，旧塊茎数 窒素は株数の増加を通して塊茎数の増加に関係し，加里

も含めた次年度の繁殖器官数はそれぞれ 4.3倍， 1.8倍 は塊茎の肥大に影響を及ぼしているといえる。

となり，早期栽培回で増加速度が早いことが認められた。 次に水稲栽植下における施肥法，施肥量が塊茎形成に

この結果は，本県で早期栽培導入後各種多年生雑草が急 及ぼす影響をみると，第21表のとおりである。刈取り後

速に増加したことの裏付けとなるものである。 の地上部の生育についてみると，再生株率は全量基肥・少

5. 肥料要素，施肥様式が塊茎の形成肥大に及ぼす影 肥区が83%と最も高しその他の区は41～56%と低かっ

響 た。一般にクログワイが水稲に比べて光競合の面で不利

(1）材料および方法 な条件に置かれた区て京再生株率が低い傾向がみられた。

II-3の実験 l，実験2で用いた材料について，枯草 このことは，光合成産物の株基部への蓄積が少なかった

期に堀取り，塊茎形成量，肥大の状況を調査した。実験 ことによるものと考えられる。新生株の発生は各区とも

2の材料については，水稲収穫期に地際から3cmの高さ 少なし 10月上旬より枯死株が増加し， 10月下旬には全

で刈取り，地上部の生育も併せて調査した。 株枯死した。

(2）結果および考察 塊茎形成量は追肥重点・標肥区が最も多く．全量基肥・

肥料要素と塊茎形成量との関係を第20表に示した。塊 標肥区がこれに次ぎ，全量基肥・多肥区が最も少なかっ

茎形成量は株数との聞に概ね比例的な関係がみられ，三 た。一般に塊茎形成量は株数が多いほど多い傾向がみられ

要素区をはじめ窒素を施用した区で多かったが，三要素 るが，全量基肥・少肥区は株数に比して塊茎形成量が少

倍量区は三要素区の約55%と少なかった。またこのなか なかった。塊茎 l個当たり重量を窒素施用量との関連で

第21表施肥法，施肥量と塊茎形成量 第22表土壌水分と塊茎形成量

＼＼、 南口 刈取時 10 月 19 日 塊茎塊茎塊茎l 株当た
＼＼項目
ーうとロ 個当たり塊茎
試験区＼＼ の株数再生株再生株率新生株形成量生体重り重量形成量

ふとf出芽

塊茎形 塊茎

株数 成量 生体重

株株% 株個 E E 個 % 株 個 g 

少肥 198 164 83 475 169.8 0.36 2.4 20 4.0 3.0 1.04 

全量基肥標肥 148 73 49 10 758 340.0 0.45 4.8 
40 8.0 。 。

多肥 62 28 45 172 84.8 0.49 2.5 
80 8.0 。
80 8.3 。 。

基肥重点標！E 159 89 56 626 480.1 0.77 3.8 
注． 1）土壌水分は最大容水量に対する割合で示す。

追肥重点標肥 246 101 41 818 540.3 0.66 3.3 2）数値はポット当たり。 4月10日置床， 6月

14日調査。
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みると，施用量が多いほど重しまた窒素施用法との関

連でみると，基肥重点・標肥区＞追肥重点・標肥区＞全

量基肥・標肥区の順で，穏肥など追肥窒素が塊茎の肥大

に影響を及ぼしていることが認められた。

6.土壌水分と塊茎形成との関係

(1) 材料および方法

’73年にポット栽培したクログワイをビニールハウス内

に無潅水のまま放置したところ， 5月にすでに塊茎が形

成されていることを認めた。そこでどの程度の土壌水分

で塊茎形成が行なわれるかを知ろうとして試験を行なっ

た。材料および方法は Iー7で述べたと同じである。

(2) 結果および考察

結果は第22表のとおりである。塊茎の形成は，第22表

塊茎数割合（%）

。

cm 

。～3

3～6 

増
6～9 

9-12 

に示すように，土壌水分か、最大容水量の20%の区におい

てのみみられ， 40%以上の区ではみられなかった。

筆者らはミズカホヤツリ 19），コウキヤガラ（未発表）に

ついて同様の土壌水分てー塊茎形成が行なわれることを認

めており，このような悪条件下で塊茎形成が促進される

のは，地下に栄養繁殖器官を形成する多年生雑草の共通

した特性ではないかと考えられる。

7.塊茎の形成深度

(1) 材料および方法

’72年5月中旬に田植したクログワイの発生の多い農試

水田園場において，除草剤処理や手取り除草を一切行な

わないで放任した箇所と， 6月20日に l回手取り除草を

行なった箇所を設け，クログワイの発生時期を異にした

場合の塊茎の土中分布と層位別の

cm 

0 10 20 30 40 50 60 70 塊茎の大きさを調査した。水稲は10 20 30 

0～5 

5～10 

10～15 
手取り除草区

15～ 

ハUU

ハU

ハU

ハh
U

F

h

υ

d

4

度

数

分

布

割

合

% 30 

注）各区のクログワイ株数および
塊茎数は次のとおりである。

＼：項目
~ 株数 塊茎数

区名 ＼＼  

株／肘個／rrr
放任区 285 400 

手取区 167 256 21～ 

第19図 発生時期の異なるクログワイの塊茎の土層別分布

／色 、一一弘
、＂－
＼ノA 、－、～、』ー

ι 目 V’ －，.，，十一＋一－~士τ~会ーベトー-0
<O 25～O目50～075～1.00～1.25～ l 50～1 75～2.00～2.25～2.50～2 75 

塊茎 1 個当たり生体重 （ g) 

第20図 発生時期の異なるクログワイの塊茎重量の度数分布

80 

70十守 －＜＞ー放任区

ー＋ー手取り除草区

20 

10 

。

9月上旬に収穫し，収穫時にクロ

グワイも地際から3～ 5cmの高き

で刈取った。 12月17日に放任区は

25cm×40cmの区画2ヶ所を任意

に選び，地表から 3cm刻みで，

また手取り除草区は30cm×90cm

の区画で1ヶ所を地表から 5cm

刻みで掘り取り，各層に分布する

塊茎数と生体重を調査した。

また’76年には，沖積層壌土（農

試水田土壌），黒泥質壌土および

海成砂土を充填した有底コンクリ

ート枠にクログワイを植付け，土

壌の種類と塊茎形成深度との関係

を調査した。いずれの土壌とも 5

月上旬に水稲を植付け，収穫期に

は水稲と同じ高きで刈取ったもの

である。採取面積は 1点25cm×

40cmで，各土壌とも 3点採取し

た。

(2) 結果および考察

放任区と手取り除草区の塊茎の

土中分布を第19図に，塊茎の重量

別度数分布を第20図に示した。

塊茎の形成深度は，第19図に示

すように，クログワイの発生時期に

よって異なり，放任区では地表下21

cmまでの深さに分布し，とくに

地表下6～12cmの層に全体の約

63%が形成きれていたのに対し，
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第23表土壌の種類と塊茎の層位耳IJ分布割合 以上のように，クログワイは他

、深さ坦＼＼竺＼；＼項呈目 沖積層壌土 黒泥質壌土 海 成 砂 土 の多年生雑草に比べて塊茎の土中
層位別分平均1個 層位別分平均I個 層位別分平均l個 分布範囲が広い特徴があるが，深

塊茎数 塊茎数 塊茎数
布割合生体重 布割合生体重 布割合生体重さについては報告者6,8,9,10,13,18）に

cm 個／m' % g 個／m' % E 個／m' % g よってまちまちであり，松原ら10)

。～ 5 53 14.0 0.15 33 14.2 0.28 73 14.3 0.23 によれば地表下18cmまでの作土に
5 ～ 10 133 35.1 0.61 67 28.8 0.77 120 23.5 0.87 

分布し，心土には形成されないこ
10 ～ 15 103 27.2 0.62 8~ 34.3 1.10 167 32. 7 1.02 

とを認めている。また皿－4で明
15 ～ 20 80 21.1 0.91 43 18.5 1.33 JOO 19.6 1.19 

らかにしたように作季によっても
20 ～ 25 1.8 1.40 3.0 1.65 37 7.3 1.53 

塊茎形成深度が異なることが認め
25 ～ 30 0.8 1.66 1.2 !. 92 13 2.6 1.58 

去ロ、 計 379 JOO 233 
られ，上記の結果等と考え併せる

100 510 100 
と，クログワイの塊茎形成深度は

注） m＇当たり出芽株数は沖積層壌土 233株，黒j尼質壌土117株，海成砂土370株。
耕土の深さ，耕盤の発達程度，クロ

グワイの発生時期あるいは栽培条件などによる影響を受手取り除草後発生したクログワイの塊茎は地表下15cm 

までと浅く，しかも全塊茎数の約70%がO～ 5cmの浅

い層に形成がみられた。塊茎 1個重量は放任区で0.1～

2.5 gの範囲に一様に分布し，その平均が0.74gである

のに対し，手取り除草区は全体の約70%が0.25g以下，

平均0.27gで， 0-5cmの層に形成された塊茎の85%は

0.25 g未満て。あった。

次に，土壌の種類と塊茎形成深度との関係をみると，

第23表のとおりである。塊茎はいずれの土壌とも地表下

30cmまでの深さに一様に分布し，全塊茎の50%以上が5

～15cmの層に存在しており，土壌の種類との関係は明らか

でなかった。塊茎の形成深度と塊茎重量との関係をみる

と，深い位置に形成された塊茎ほど大きい特徴がみられ

た。

草60

50 

丈40

~30 
cm 

20 

10 

5/17 

第21図

。株

5 /27 6 / 6 6 /16 6 /26 7 / 6 ~ 

調査時期（月／日）

無競争区における水稲の草丈・茎数の推移の

施肥量による差異（全量基肥）

けやすいことを示しているものと思われる。また発生時

期を遅らせたり，作季を移動することにより，塊茎の形

成深度が浅くなり，塊茎1個重量も小きくなることは，

I 6の結果と併せ，反転深耕など耕種操作を加えるこ

とにより，翌春の発生を著しく少なくしうるものと考え

られる。

V 雑草害

1.施肥様式と雑草害

(1) 材料および方法

II 3，実験2で用いた材料について，クログワイの

混植が水稲の生育ならびに収量に及ほ、す影響について検

80 

70 

草
60 

50 

丈
40 

~ 30 
cm 

20 

10 

・全量基肥

0基肥重点

×追肥重点

40 

20数

時
株。）

5/17 5 /27 6 / 6 6 /16 6 /26 7 / 6 

調査 時期 （月 ／日 ）

第22図 無競争区における水稲の草丈・茎数の推移の

施肥方法による差異（標肥区）
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水稲の収量および収量構成要素に対するクログワイの影響

収 量

第24表

素

精籾

千粒重

成要

登熟

歩合

% 

89.6 

構量収

草

件

区

一

雑

条

験試

g % 

24.0 (100) 

24.6 (103) 

24.5 (100) 

24.2 ( 99) 

23.7 (100) 

23.7 (100) 

24.7 (100) 

24.4 ( 99) 

25.0 (100) 

24.6 ( 98) 

89.0 

88.0 

76.3 

73.5 

78.3 

77 .6 

83.4 

一穂概数

粒%
77.2 (100) 

70.6 ( 91) 

87 .1 (100) 

85.4 ( 98) 

96.2 (100) 

96.6 (100) 

91.1 (100) 

89.9 ( 99) 

82.9 (100) 

76.5 ( 92) 

数穂

本／株%

18.8 (100) 

17.8 ( 94) 

21.8 (100) 

21.2 ( 97) 

23.2 (100) 

23.4 (101) 

22.2 (100) 

21.8 ( 98) 

19.9 (100) 

17目9( 90) 

暦籾重

歩合

% 

4.0 

4 .4 

4.3 

6.7 

9.5 

10.1 

8.4 

8. 7 

精 籾 重

g/m' % 

624 (100) 

549 ( 88) 

819 (100) 

731 ( 89) 

807 (100) 

788 ( 98) 

783 (100) 

743 ( 95) 

738 (100) 

600 ( 81) 

重

g/m' % 
1187 (!00) 

1113 ( 94) 

1604 (100) 

1531 ( 95) 

1759 (100) 

1764 (100) 

1694 (100) 

1662 ( 98) 

1697 (100) 

1479 ( 87) 

全

無雑草

i昆植

無雑草

『 昆 植

無雑草

ill 植

無雑草

j見植

無雑草

j昆植

施肥条件

少肥

全量

標肥

基肥

多肥

基肥重点・標肥

81目l3目1

77目44.3 
追肥重点・標肥

肥区は無競争区とほとんど差がみられなかった。また基

肥重点標肥区はクログワイの増殖量が追肥重点区に次い

で多かったにもかかわらず，収量の低下は全量基肥多肥

区に次いで小さかった。

収量構成要素についてみると，穂数は追肥重点区で10

%，全量基肥少肥区で6%無競争区より減少し，クログ

ワイの影響が明瞭に認められた。また全量基肥標肥区お

よび基肥重点標肥区も僅かに減少したが，全量基肥多肥

区ではクログワイの影響は全く認められなかった。一穂、

籾数は全量基肥少肥区が9%，追肥重点区で8%，それ

ぞれ無競争区より減少したが，その他の区は無競争区と

大差なかった。一方登熱歩合をみると，各区ともクログ

ワイ混植により低下がみられたが，これは不稔籾数歩合

が無競争区と差がなく，結局登熟歩合の低下は屑糠数の

増加によってもたらされていることが明らかとなった。

精籾千粒重に対しては，クログワイの影響はほとんど認

められなかった。

以上の結果から，クログワイによる水稲収量の低下は，

最高分げつ期以降にクログワイの増殖が旺盛となって養

分収奪が大きくなり，有効茎歩合の低下に伴う穏数の減

少，一穂、籾数の減少，さらに屑籾の増加による精籾粒数

の減少によってもたらされているといえる。したがって

基肥重点標肥区でクログワイの増殖量が多かったにもか

かわらず，減収率が小さかったのは穂肥として施用した

窒素が分げつの無効化と屑籾の増加を抑えたことによる

ものと考えられる。

2.クログワイの除去時期・回数が水稲の生育と収量

に及ぽす影響

材料および方法(1) 

1 ) ( ）内の数字は無雑草区に対する比率を示す。

2）屑籾重歩合＝層線重／粗籾重×100

討した。なおクログワイ以外の雑草は適宜手取りした。

(2) 結果および考察

施肥条件の差異がクログワイの生育に及ぼす影響は第

15表のとおりで，窒素施用量聞ではクログワイ株数は少

肥区＞標肥区＞多肥区，地上部乾物重は標肥区＞少肥区

＞多肥区の順であった。また窒素施用法問では株数，地

上部乾物重とも追肥重点区＞基肥重点区＞全量基肥区の

順で，全区を通じて追肥重点区で株数の増加が著しく，

全量基肥多肥区は株数が最も少なかった。

第21, 22図に無競争区の水稲の生育を示した。草丈は

窒素施用量聞では多肥＞標肥＞少肥，窒素施用法問では

全量基肥＞基肥重点＞追肥重点の）I頂であった。手早長は草

丈と同様の傾向がみられたが，窒素施用法問では基肥重

点区が最も高くなり，全量基肥区がこれに次いだ。クロ

グワイ混植区についてみると，各区とも無競争区と大差

なく，クログワイの影響は明らかでなかった。茎数につ

いてみると，草丈と同様の傾向がみられ，田植後70日間

はクログワイ混植の影響もみられなかった。

出穏期は全量基肥少肥区が7月28日で最も早く，全量

基肥標肥区，追肥重点区が8月1日，その他の区は 8月

2日であった。クログワイのi昆植の影響をみると，追肥

重点区で2日，基肥重点区と全量基肥少肥区で1日早ま

った以外は無競争区と同時期であった。

水稲の収量および収量構成要素に対するクログワイの

影響をみると，第24表のとおりである。クログワイの水

稲収量に対する影響は，クログワイの増殖量の最も多か

った追肥重点区が最も大きし全量で13%，精籾重で19

%減収した。次いで、全量基肥少肥区がそれぞれ 6%, 12 

%，全量基肥標肥区では 5%, 11%減収し，全量基肥多

注．
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第25表水稲生育期間におけるクログワイの生産量

試 験 区 株 数 t塩 上 音E 乾 物 重

回 数 時期 第 1回 第 2回 第3回 収穫時 第 l回 第2回 第 3回 収穫時 メ口入 計

日 g/m' g/m' g/m' g/m' g/m' 

20 84 1362 0.4 266.0 266.4 

30 124 1308 1目Z 182.8 184.0 

40 324 1860 16.8 226.0 242.8 

50 492 1104 32.5 118.0 150. 5 

60 328 272 29.6 23.6 53.2 

70 752 328 82.8 30.0 112.8 
1 回

80 1024 120 161.6 8目8 170.4 

90 1876 248 592.2 4.9 597. I 

100 1236 434.4 。 434.4 

110 1720 12 605.2 0.4 605.6 

120 1648 575.6 。 575.6 

130（無除草） 1768 563.2 563.2 

20. 40 72 76 392 0.3 2.2 IC4.4 106.5 

20 50 108 156 568 0.4 19.4 120.3 140.1 

2 回 20 60 76 72 12 0.2 9.6 2.6 12.4 

30 50 208 284 524 2.5 18.8 72.0 93.3 

30 60 260 416 444 2.8 28.8 62.4 94.0 

3 回 20.40.60 64 232 240 704 0.2 5.8 22.0 99.2 127 .2 

注） 手取り除草区の全期間の合計発生量は 880個体，雑草重量合計22.4gであった。

’75年にクログワイを植付け増殖をはかった有底コンク

リート枠圏場を用い，’76年4月30日箱育首した 2令のト

ヨニシキを25cm×20cmの栽植密度で植付け，クログワ

イの除去時期・回数をかえ水稲の生育および収量に及ぽ

す影響を検討した。除去回数は 1回， 2回および3固と

し， l回除去区は田植後20日から収穫期まで10日刻みに

除去し， 2回除去区は田植後20日と40日，田植後20日と

50日， 田中直後：20日と60日， 田中直後：30日と 50日， 田中直後：30

70 

草 60

50 

丈
40 

30 

Au 
q
h
 

（

叩

）

日と60自の 2時期に除去， また 3回除去区は田植後20日，

40日および60日の 3時期に除去した。またそのほかにク

ログワイを全く発生させない手取り除草区（田植後収穫

期まで10日ごとに除去）を対照区として設けた。

施肥量はば当たり N9.6g, P20s12.8g, Kz011.2g 

をMA P化成で全量基肥として施用したロなおクログワ

イ以外の雑草は田植直後にCN P粒剤27g (a当たり成

分量）を処理し，以後は適宜手取りにより除去した。

(2) 結果および考察

クログワイの発生始期は 5月第 2半旬，全

発生量の50%が発生した時期は 7月第 2半句，

田植後70日頃であった。分株の発生は田植後

50日1回除去区で全出芽株の 8.5%を占めて

おり，分株の発生始期は田植後40～50日の間

と考えられる。その後分株の出芽株に占める

割合は増加し， 8月28日には50%以上となっ

た。各区の除去時の雑草量を第25表に示した。

発生量は区によってむらがあったが， 1回除

去区についてみると一般に除去期が遅くなる

ほど発生量が多く，除去後の発生量は除去時

期が早いほど多く，田植後60日以降に除去した

場合除去後の発生量が少なかった。雑草重量

も同様の傾向がみられたが，田植後20日除去，

600 

500茎

10「＂ ~100 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ° 
開嫡 後日数（日）

第23図 手取り除草区および無除草区の草丈・茎数の推移



山岸・武市：水田多年生雑草防除に関する研究（第四報） 211 

第26表 クログワイの除去時期・回数と水稲の収量および収量構成要素

試 験 区 収 量

回数 時 期 全 重 精籾重

日 % % 

20 77 66 

30 93 85 

40 88 79 

50 91 87 

60 102 99 

70 100 93 
1 回

80 96 84 

90 56 48 

100 71 62 

110 56 46 

120 59 49 

130 60 50 

20 40 102 97 

20 50 101 98 

2 回 20 60 104 100 

30 50 103 97 

30 60 101 97 

3 固 20 40 60 100 98 

手取り除草
g/m' g/m' 

1452 786 

注）手取り除草区は実数，その他は対手取り除草区比率で示す。

区の除去後の雑草重量は， 無除草区（出穂後130日除去区）

の47%，田植後40日除去区は除去後の発生量が無除草区よ

り多かったにもかかわらず無除草区の40%と小さし田

植後60日以降は著しく小さかった。そして除去時および

除去後の雑草重量の合計値は田植後60日除去区が最も小

さし田植後70日除去区が次いてソl、きかった。

水稲の生育に対するクログワイの影響について，第23

図に手取り除草区と無除草区の草丈と茎数の推移を示し

た。 1回除草区について草丈への影響をみると各区とも

手取り除草区と大差なく明らかでなかった。しかし梓長

についてみると，田植後90日以降に除去した区て短縮さ

れ，穂、長は田植後70日除去区以外の区は手取り除草区に

比べて短〈，とくに田植後90日および無除草区の短縮の

程度が大きかった。 2回および3回除去区は草丈，稗長に

対する影響が認められなかった。出穂期は手取り除草区

が7月30日に対し， 1回除去区では除去時または除去後

の雑草量の多い区で、2日早まった。また 2回， 3回除去

区は手取り除草区とかわらなかった。

茎数に対する影響を無除草区についてみると，田植後

50日から減少がみられ，クログワイの増殖始期と一致し

た。つまり茎数に対する影響のあらわれる時期はおそし

収 量 構 成 要 素

屑籾重 穏数 一穂籾数 登熟歩合 精籾千粒重

% % % % % 

116 76 93 95 98 

122 94 94 98 99 

117 89 94 97 98 

156 90 101 97 98 

119 102 98 1日D 100 

124 98 96 98 101 

113 92 93 98 100 

116 61 86 94 98 

96 74 89 95 98 

99 60 86 91 98 

150 63 88 91 98 

116 62 90 95 96 

120 98 101 98 100 

54 96 101 101 100 

94 105 96 99 100 

116 96 101 100 101 

99 94 104 100 100 

79 94 102 102 100 

g/m' 本／m' 粒 % g 

17 .3 424 79.4 91.5 25.5 

したがって 1回除去区の茎数に対する影響をみると，雑

草量の多かった田植後90日以降の除草区で少なく経過し

た以外は手取り除草区と同程度かより多くなっており，

クログワイの影響は明らかでなかった。一方穂数につい

てみると（第26表），田植後60～70日除草区で手取り除草

区と大差なかった以外はいずれも減少した。減少の程度

は，除去時および除去後の雑草量の多い区において顕著

で，田植後90日および110日以降の除去区は手取り除草

区に対して約40%減少した。 2回および3回除去区では

茎数は手取り除草区と大差がなかったが，穂、数は回植後

20日と60日2回除去区で手取り除草区より多かった以外

は僅かに減少した。

クログワイの除去時期L回数が収量および収量構成要

素に及ぽす影響は第26表のとおりである。 l回除去区に

ついてみると，全重は田植後60～70日除去区で手取り除

草区と大差なかったが，その他の区はいずれも低〈，と

くに雑草量の多かった田植後90日およびllO日以降の除

去区は手取り除草区の56～60%であった。精籾収量は全

重と同様の傾向を示したが，低下の程度は全重に比べて

大きしとくに田植後 llO日除去区は減収率が54%で最

も大きかった。屑籾重は田植後 100日およびllO日除去
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られなかった。

以上の結果から，クログワイによる雑草害

を軽減するためには，田植後60日までの期間

クログワイの発生を抑制するような防除手段

をとればよいといえる。

VI 総 括

200 g 最近本県で漸増傾向にあり，今後防除が間

~ 題となることが予想されるクログワイを対象
100~ 

に，その生理生態的特性について検討した。
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% 
~40 結果は次のようである。

20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
除 去 時 期 （田植後・日）

一＋ー除去時の雑草重量
1.発生生態について

－－・・一収穫期の雑草重量

第24図 クログワイの雑草量と水稲精籾収量との関係

1. クログワイの繁殖源には株基部と塊茎

があるが，国場における繁殖器官別発生割合

をみると，全体の98%が塊茎からであった。

区が手取り除草区と大差なかった以外は多しこれを屑

籾重歩合（粗籾重に対する屑籾重の割合）でみると除去

区はいずれも手取り除草区より高い値を示した。このこ

とはクログワイが水稲の登熟に対して大きな影響を及ぼ

していることを示しているといえよう。いま除去時およ

び収穫時のクログワイの雑草量と精籾収量との関係をみ

ると第24図のとおりである。第24図によれば，クログワ

イによる収量の低下は，田植後20日から50日除去区では

除草後発生したクログワイの雑草量に，田植後70日以降

の除去区は除去時の雑草量によってもたらされていると

いえる。 2回および3回除去区は手取り除草区と大差が

みられなかった。

次に，収量構成要素に対する影響を l図除去区につい

てみると，収量構成要素はいずれも手取り除草区に比べ

て低〈，とくに田植後90日以降の除去区で低下の程度が

大きかった。収量構成要素のなかでは穂数の減少程度が

最も大きし一穂籾数，登熟歩合がこれに次ぎ，精籾千

粒重の減少程度は最も小さかった。

精籾収量と穂数との関係をみると，穂数減以上に精籾

収量の低下が大きい。これは前述のように一穂籾数の減

少，加えて登熟歩合の低下に伴う面積当たり精籾粒数の

減少によるものであり，クログワイの生育経過と併せ考

えると，水稲の生育後期に競争害が大きく現われること

を示しているといえよう。

2回または 3回除去区の収量構成要素についてみると，

穂数は田植後20日と60日の 2回除去区で手取り除草区よ

り多かった以外はいずれも減少したが，反面一穂、籾数は

やや増加がみられ，登熟歩合も手取り除草区と大差がみ

またクログワイは種子からの発生は全〈認め

られなかった。

2. 塊茎の萌芽最低温度は15℃，最適温度30℃前後，

最高温度は40℃である。

3.塊茎には自発的休日民があり，塊茎形成直後が最も

深〈，採取時期が遅くなるほど萌芽が早くなる。また休

眠の深い塊茎に対する包皮除去処理， 30日間5℃の低温

貯蔵処理は休眠覚醒効果が高かった。

4.塊茎は大きいほど萌芽開始までの日数が長いが，

平均萌芽日数については塊茎の大きさとの関係は明らか

でなかった。塊茎の大きさと出芽深度をみると， 0.5g 

未満の小塊茎は置床深度が深くなるほど出芽率の低下が

大きし 20cmに置床した場合全く出芽しなかった。ま

た2.5g以上の塊茎は全層で極めて高い出芽率を示した。

5.繁殖源としての塊茎のなかには，秋期に形成され

た新塊茎と前年度形成された旧塊茎が存在し，さらに後

者のなかには未萌芽のまま土中に残存した塊茎と，春季

出芽した塊茎のうち貯蔵養分の消耗の少ない塊茎とが存

在し，ともに萌芽能力のあることを認めた。さらに旧塊

茎は新塊茎に比べて萌芽速度が早〈，平均萌芽日数も採

取時期による差が認められないことから，未萌芽の旧塊

茎には二次休眠はなく，環境休眠であると推察した。

6.園場での代かき後のクログワイの発生は， 5月第

2半句が始期で，以後10月下旬にかけてだらだら発生する

特徴がある。

7. クログワイの出芽深度は， j甚水状態，畑状態をと

わず深い。また湛水田と畑状態では出芽の様相が異なり，

代かき湛水田では塊茎が深いほどリゾームの伸長が著

しし地表下0～5cmの層で茎葉の分化が行なわれる
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のに対し，畑状態ではリゾームの伸長が短く，塊茎が深

いほど茎葉の分化位置が深い。

8. 出芽率は畑状態で低〈，代かきj甚水状態では土壌

の還元の強度に関係なく高い出芽率を示した。

9.塊茎は最大容水量の20%の低土壌水分で、も出芽す

るが，出芽率は土壌水分が高いほど高〈，適土壌水分は

最大容水量の60%以上である。

10. 出芽率は窒素の施用により低下し，無肥料区が最

も高い出芽率を示した。

11.乾燥処理，低温・乾燥処理によって塊茎は速やか

に萌芽力を失うが， 0℃の低温処理では塊茎の萌芽カに

ほとんど影響を及ぼさなかった。

2.増殖に関与する諸要因について

1.畑水分状態で出芽したクログワイは，代かきj甚水

田でのそれに比べて茎長が短く，分株の発生も著しく抑

制される。

2. クログワイは遮光処理によって茎長が著しく伸長

するが， 50%遮光区は処理50日後頃から茎長の伸長が抑

制され， 25%遮光より短くなった。また分株の発生は遮

光率が高くなるほど顕著に抑制された。

3.裸地条件においては，クログワイは窒素の存在下

で茎長の伸長および分株の発生が旺盛となった。

4.水稲栽植下においては，少肥条件てa増殖が旺盛て‘

多窒素条件で分株の発生が抑制された。また窒素の施用

法では分施方式で増殖量が多く，全量基肥で少なかった。

このことから，クログワイの増殖には光の強きが極めて

重要な因子であることを明らかにした。

3.塊茎の形成・肥大に及lます要因について

1.塊茎の形成は短目によって促進されるが，短日・

高温条件では塊茎の形成肥大が阻害される。

2.遮光処理によって塊茎形成量は減少する。また生

育前半遮光し後半自然散光下に置いた区は生育前半自然

光・後半遮光区や全期間遮光区に比べて塊茎形成量が多

くなった。

3.早期栽培回では稲収穫後刈株からの再生や新生株

の発生が多く，塊茎形成量が多いが，普通期栽培回では

刈株からの再生，新生株の発生はなく，塊茎形成量も早

期栽培田の約44%と少なかった。また早期栽培回におけ

る塊茎数は前年度塊茎数の4.3倍と増加したのに対し，普

通期栽培回では 1.8倍で，早期栽培回で増加速度が早い。

4.塊茎の形成肥大に及ぼす肥料要素の影響をみると，

窒素は株数の増加を通して塊茎数の増加に，加里は塊茎

の肥大促進に影響を及ぼしていることが明らかとなった。

5.低土壌水分条件て前は長日条件下でも塊茎の形成が

促進される。

6.塊茎の形成深度は，地表下30cmまでの深さに一

様に分布し深い。形成深度はクログワイの発生時期，作

季によって異なり，発生時期が遅い場合や普通期栽培田

で浅く，かつ塊茎1個当たり重量も小さい。

4.雑草害

1.施肥条件とクログワイによる雑草害との関係をみ

ると，窒素量を少・中・多の3段階で全量基肥として施

用した場合，水稲の減収程度は少肥条件で大きし窒素

施用量を増すほど減収率は小さくなる。また合計の窒素

施用量を同じにし，施用法をかえた場合，追肥重点の施

肥法（基肥＋茎肥＋穂肥）で減収率が最も高〈，全量基

肥区がこれに次ぎ，基肥重点の施肥法（基肥＋穂肥）は

減収率が最も小きかった。

2. クログワイの発生の多い圃場で除去時期，回数を

かえて水稲の生育収量に対する影響をみると， 1回除草

では田植後60日に除去した場合に無雑草区と大差なかっ

た以外はいずれも減収した。また田植後60日までの期間

に2～ 3回除去した場合はいずれも収量は無雑草区と差

がなしこのことから田植後60日までの期間発生を抑制

するような防除手段をとれば，その後発生したクログワ

イはほとんど収量に影響を及ぼさないことを明らかにし

た。
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Studies on the Control of Some Perennial Weeds in Paddy Field 

VIII. On the physiological and ecological characteristics 

of water chestnuts (Eleocharis Kuroguwai) 

Atsushi y AMAGISHI * and y oshio T AKEICHI 

Summary 

In recent years, paddy fields overgrown with water chestnuts are on the increase in Chiba prefecture 

and in future it is anticipated that the control thereof will become the matter of much accounted of. 

百1ereforewe attempted to make clear the physiological and ecological characteristics of water 

chestnuts.官ieresults are summarized as follows: 

I. Ecological changes of water chestnuts 

1. In the water chestnut propagation source are included basal parts of tubers and tuber. In the 

paddy fields, the ratio of the water chestnuts propagated from the tubers accounted for 98 %, while they 
were not propagated from their seeds at all. 

2. The temperature at which water chestnuts sprm巾 dranged from 15°C (the lowest limit) to 

40°C (the highest limit), and the optimum temperature was at about 30°C. 

3. 官ietubers reach the obligatory dormant stage and they were at the soundest dormant stage 

immediately after the tuberization. The later the time of picking thereof, the earlier the sprouting.官ie

husking treatment of the tubers at their sound dormant stage, i.e., the storage treatment at the low 

temperature of 5。Cfor 30 days produced much effects on the dormancy breaking. 

4. The greater the size of tuber, the later the sprouting, but no relationship was found between the 

mean number of days for sprouting of tubers and the size of tubers. With regard to the relationship 

between the size of tubers and the depth of emergence, in the small-sized tubers of 0.5 g or less the 

deeper the bed, the lower the rate of emergence. In the bed of 20 cm deep, tubers did not sprout at all. 

In the tubers of 2.5 g or more in weight, however, they showed the high rate of emergence throughout 

the layer. 
5. In the tubers from whcih water chestnuts propagated were included the new tubers formed in 

autumn and the old ones formed in the preceding crop year. And the latter was included such tubers 

which remained unsprouted in the ground and such tubers which sprouted in spring and did not 

consume much of the reserved substances. It was noticed that both tubers were germinative.百ieold 

tubers sprouted more rapidly than the new ones. Judging from the fact that any difference was not 

noticed in the mean number of days for sprouting according to the picking dates, the unsprouted old 

tubers did not reach the secondary dormant stage, it was regarded as the environmental dormant stage. 

6. 百1edevelopment of water chestnuts after puddling of paddy fields began from the 11th to 

15th of May. After that they usually continued to develop in a slovenly way up to late October. 

7. 百1edepth of sprouting of water chestnuts was great, irrespective of the submerged fields or the 

dried fields. But the sprouting aspect in the submerged fields differed from that in the dried fields. In the 

submerged and puddled fields, the greater the depth of emergence, the greater the elongation of 

rhizomes. In the layer of 0 to 5 cm deep in the ground, the differentiation of stem and leaf was made, 

while in the dried fields, the elongation of rhizome was little and the deeper the tubers, the deeper the 

position of differentiation of stem and leaf. 

8. 官ierate of emergence in the dried fields was low, but in the submerged and puddled fields, the 

rate of emergence was high, irrespective of the rate of intensity of the soil reduction. 

9. Tubers sprouted even in case where the soil moisture content was as low as 20 % of the 

maximum water holding capacity, but the higher the soil moisture content, the higher the rate of 
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emergence.百四 optimumsoil moisture content was 60 % or more of the maximum water holding 

capacity. 

10.百ie sprouting rate lowered due to the nitrogen application.百iesprouting rate in the 

non-fertilized plot was the highest. 

11.百iesprouting capacity of tubers decreased rapidly due to the dehydration treatment and the 

low temperature-dehydration treatment, but the capacity was not almost affected by only the treatment 

at low temperature. 

II. Various factors affecting the propagation of water chestnuts 

1. In the water chestnuts sprouted in the dried fields, the stem length was lesser and the growth of 

tillers was restrained more than those sprouted in the submerged and puddled fields. 

2. 百iestem length of water chestnuts elongated markedly owing to the shading treatment, but in 

the 50 % shading plot, the elongation of stem length was checked in the lapse of about 50 days after the 
treatment and the stems were shortened, as compared with those in the 25 % shading plot. And in the 
growth of tillers, the higher the shading rate, the higher the rate of restriction. 

3. Under the bare ground conditions, the stem of water chestnuts elongated and the growth of 

tillers was accelerated provided that nitrogen existed. 

4. In the paddy rice fields, water chestnuts propagated markedly owing to the poor fertilizer 

application and the growth of tillers was checked by the liberal application of fertilizer. Moreover, owing 

to the split application of nitrogen, water chestnuts propagated markedly, but due to the basal 

application of total nitrogen, water chestnuts did not propagate so much. Basing upon such facts, it was 

clarified that the sunlight intensity was very important factor for the propagation of water chestnuts. 

III. Factors affecting the formation and hypertrophy of tubers 

1. The formation of tubers was accelerated by the short day, but under the short day and high 

temperature conditions, the formation and hypertrophy of tubers were checked. 

2. Due to the shading treatment, the tuber formation decreased. In the plot which was shaded at 

the first half growth stage and exposed to the natural sunlight at the second half growth stage, the tuber 

formation rate became higher than that in the plot which was exposed to the natural sunlight at the first 

half growth stage and was shaded at the second half growth stage or that in the plot which was shaded 

throughout the entire growth stage. 

3. In the paddy fields in which the rice plants were grown in early season, the large regrow也 from

the stubbles after the rice harvest and the large growth from the new hills were observed and the 

tuber-formation rate was high, but in the paddy fields in which the rice plants were grown at normal 

season, the regrowth from the stubbles and the growth from the new hills could not be observed and the 

tuber-formation rate was lower than those found in the early-season”grown paddy fields, indicating 

about 44 % of the former. The tuber number in the early-season-grown paddy fields increased by 4.3 
times of the tuber number in the preceding crop year, while that in the normal-season-grown paddy 

fields increased only by 1.8 times. The tuber number in the former increased by far more rapidly than 

that in the latter. 

4. In connection with the effect of fertilizer applications on the formation and hypertrophy of 

tubers, it was clarified that nitrogen was effective on the increase in the tuber number through the 

increase in the hill number and potassium was effective on the acceleration of hypertrophy of the tubers. 

5. Under the low soil moisture content conditions, the tuber formation was accelerated even 

under the long-day condition. 

6. 官iedepth at which the tubers were formed are distributed widely over the spots of 30 cm deep 

from the surface of the ground.百iedepth affecting the tubers formation varied according to the water 

chestnut development seasons and the cropping seasons. When the water chestnut development was 
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retarded in the normal-season-grown paddy fields, the tuber formation depth was small and the weight 

per tuber was light. 

IV. Damage caused by water chestnuts 

1. Regarding the relationship between the fertilizer application and the damage by water 

chestnuts, when nitrogen was applied wholly at a time as basal dressing by classifing it into three groups: 

large, medium and small quantity, the paddy rice yields decreased greatly due to the small quantity of 

nitrogen. The larger the quantity of nitrogen application, the lower the decreasing rate of the paddy rice 

yields. When the nitrogen application practices were changed and the quantity was fixed constantly, the 

decreasing rate of the paddy rice yields was the highest in the priority additional fertilizer application 

plot (a plot in which nitrogen was top-dressed at the stem growth stage and at the panicle-formation 

stage in addition to the basal dre凶ng),followed by such plot in which nitrogen was applied wholly at 

use time as the basal dressing. That was the lowest in the priority basal dressing plot (a plot in which 

nitrogen was top dressed at the panicle-formation stage in addition to the basal dressing). 

2. In the paddy fields where water chestnuts propagated markedly, we investigated the effects of 

the water chestnuts on the rice plant growth and its yields by changing the weeding seasons and the 

number of weeding times. In the plot in which the weeding was made once, the rice yields decreased, 

except the plot in which the weeding was made once in the lapse of 60 days after the transplanting of 

rice seedlings. In this case, any great difference was not observed in the rice yields from those in the plot 

not overgrown with weeds. When weeding was made at two or three times in the lapse of 60 days after 

the transplanting of rice seedlings, any great difference was not observed in the rice yields from those in 

the plot not overgrown with weeds. Basing upon the facts stated above, it was found that if the weed 

control measures were taken within 60 days after the transplanting of rice seedlings, the rice yields 

were not almost affected by the water chestnuts propagated thereafter. 

*Present address Kochi Prefectural Agricultural Experiment Station 
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