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愛知県田畑輸換水田ほ場における帰化アサガオ類の発生状況

平岩確'・林 元樹“・演田千裕H ・.小出俊則日付

摘要:2004年から2006年に愛知県内での帰化アサガオ類の発生状況を調査した。

1 県内の平坦部を中心に県下各地で発生がみられ、特に西三河地域で多くなっていた。

2 発生していた帰化アサガオの種類はアメリカアサガオ(Ipomoeahederacea (し)Jacq.)、
マルパアメリカアサガオ(Ipomoea.hederacea(し)Jacq. var. integriuscula A. Gray)、

ホシアサガオ (Ipomoeatriloba L)、マメアサガオ(IpomoeaLacunosa L.)、マルパル

コウ (Ipomoeacoccinea L.)であった。

3 西三河地域のダイズ作では、ほ場内の全体での発生が見られ、発生ほ場率も50%を超
える激発地区があった。このような激発地区は転作が複数年間固定して行われる方式で

みられる傾向があった。

4 帰化アサガオ類の発生による被害は、蔓がコンパインに巻き付くなどの作業能率の低

下、減収や汚粒の発生などであった。

5 2004年と 2006年の帰化アサガオ類の発生を比較したところ、発生ほ場率はダイズ作付

けにより拡大した。 さらに、発生場所も畦畔際からほ場内の畦畔際へ、ほ場内の一部か
らほ場内全体へ拡散する傾向があった。

6 帰化アサガオ類は、水稲作ほ場においても発生が認められ、一部の農家は、種子が調

製後の玄米に混入することを問題視していた。

キーワード:帰化アサガオ類、発生状況、発生動向、転換畑、ダイズ、イネ、雑草

Occurrence and Background of Introduced Morningglories (Ipomoea Spp.) 
in Soybean and Rice Fields in Aichi Prefecture 

HlRAIWA Kaku， HAYASHI Motoki， HAMADA Yukihiro and KOIDE Toshinori 

Abstract: We investigated occurrence of the introduced morningglories in Aichi prefecture 
from 2004 to 2006. R息sultswere summarized as follows. 
1. The introduced morningglory was found at any place of plain region， especially in 
Nishi-Mikawa area in Aichi. 
2. There were five morningglory species: red morningglory (争omoeacoccinea L.)， ivyleaf 
morningglory(Ipomoea hederacea (L.) Jacqよ entireleaf morningglory(Ipomoea 
hederacea (L.)ゐcq.var. integriuscula A. Gray) ， pitted morningglory(Ipomoea Jacunosa 
L.)， threelobe morningglory(Ipomoea triJoba L.). 
3. In Nishi-Mikawa area of Aichi Prefecture， occurrence fields ratio of morningglories 
exceeded 50% in soybean field block， and most of those blocks could see the whole field 
occurrence of morningglories. 
4. The result of investigation hearing from eleven farmers， the problems caused by 
morningglories were difficulty of harvesting， reduction of yield and seed quality. 
5. Occurrence of morningglories， ratio of fields with morningglories， had been increased 
with soybean cropping. Places occurring morningglories in the field expanded from 
farm road to inside the field near 5m from farm road， and expanded from a part of field 
to the whole field. 
6. Morningglories were also found in rice paddy fields， when water was un-held 
condition. Some farmers said that the problem is contamination of rice with 
morningglories seeds. 

Key Words: Introduced morningglory (Ipomoea spp.) ， Occurrence， Occurrence trend， 
Upland field converted from paddy field， Soybean， Rice， Weed 

本研究の一部は、日本雑草学会平成17年度(2005年4月)及び平成19年度講演会(2007年4月)において発表した。
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緒言

様々な作物で帰化植物は、雑草として問題化してい

る。多くの場合は、防除が難しい「難防除雑草」とさ

れており、土地利用型作物でも、ムギでカラスムギや

ネズミムギなどのイネ科雑草 1)、ダイズでヒユ類、ホ

オズキ類、イヌホオズキ類、アサガオ類 2)、イネでシ

ョクヨウガヤツリやキ、ンュウスズメノヒ エなど 3)の発

生が報告されている。近年、愛知県においても、これ

ら帰化雑草の発生および蔓延が認められ、防除対策に

ついての要望が耕作者から出されるようになってきて

、いる。

愛知県でのダイズ生産は、栽培面積が大きい、いわ

ゆる「大規模水田作農家j により担われており、作付

面積の97.5%(2004年産、愛知県大豆作関係資料(平成1

6年))は、田畑輪換田(以下、転換固と略する)で転作作

物として作付けされている。作付け体系として、大半

の地域でイネームギーダイズをこの順により 1作ずつ

を2年間で行う r2年 3作体系j が導入されている。

他にも、イネと転作作物をそれぞれ数年ずつ連作する

体系(以下、複数年固定体系と略する)が導入されてい

るが、どちらの体系においても、ダイズ作付け時での

アサガオ類の発生が認められるようになっている。

アメリカにおいてはアサガオ類が含まれる、 Ipomoea

属は10大雑草のーっとされ、対策を講じないとダイズ

生産に大打撃を与える可能性があると報告されてい

る4，5) 一方、圏内ではアサガオブ類による雑草害につい

て、 2000年前後から報告されており、今後、ダイラ耳、

生産において重要な障害 となりうると予想されてい
る6，7.8.9)。

しかし、アサガオ類の輪換回での発生生態、防除方

法についての知見はほとんどなく、適切な防除が行わ

れないため拡大の一途をたどっている。

そこで、今後のアサガオ類防除対策の基礎知識を得

ることを目的として、愛知県内、特に転作に伴う転換

回でのダイズ生産量が多い西三河地域での発生状況、

発生動向等について調査を行うとともに、耕作者に対

して聞き取り調査を行った。また、聞き取り調査等か

ら得られた項目について確認するため、アサガオ類の

種子生産量やダイズ収穫時における蔓の強度、イネ作

での発生等について、現地ほ場で調査を実施した。

材料及び方法

調査 1 発生状況調査

アサガオ類の愛知県内での発生状況について把握す

るため、 2004年に各農業改良普及課に対し聞き取りを

行い、県内で発生している市町村を調べた。

上記調査でアサガオ類発生が著しかった西三河地域

の16地区(図1)において、 2004年10月上中旬にアサ

ガオ類が発生しているほ場の割合と発生種の同定を行
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図 1 発生状況を調査した地区

った。また、各地区においてアサガオ類の発生が最も

多かったほ場で、畦畔又はほ場内での発生程度を達観

調査した。

調査 2 発生動向調査

2004年に調査を行った西三河地域の16地区において、

2006年10月に再度調査を実施した。調査項目、調査方

法は調査 1と同様としたが、発生程度については2004

年の調査結果からほ場内での発生場所により評価した。

同時に2005年の作付け作物を確認した。なお、輪作周

期により 2006年がイネ作であった地区については、イ

ネ収穫後にアサガオ類の発生を調査した。

調査3 耕作者への聞き取り調査

調査 1を実施した16地区の耕作者の うち11戸に対し、

2004年12月にアサガオ類に関する聞き取り調査を行っ

た。調査項目は、表 1のとおりである。

表 1 耕作者への聞き取り調査の内容

作目 聞き取り内容

全体 ・発生に気が付いた時期

・アサガオ類について気付いた点

ダイズ作 ・調査2実施地区の作付け履歴

・アサガオ類の発生による問題点

.現在行っている対策

イネ作 ・発生の状況

・アサガオ類による被害等

調査4 種子生産量と蔓の強度

2004年11月に西三河地域の 6カ所において、ほ場で

のアサガオ類の種子生産量を調査した。

各ほ場ともアサガオ類の発生が多い地点で0.5m四方

を区切り、内部の蔓についた種子を全て採取し計測し

た。 1 ほ場での調査地点は2~4カ所とした。

また、 2004年に安城市内のほ場において 10月28日と

12月17日にアメリカアサガオ、ホシアサガオ、マメア

サガオが優先しているほ場でそれそれ 1筆ずつ蔓の強

度を調査した。12月17日は収穫後のほ場があったため

アメリカアサガオ、ホシアサガオは10月28日とは別ほ

場で測定した。調査方法は、フォースゲージ(AD4932)
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果

1 愛知県内での発生状況(調査1)

アサガオ類の発生について各農業改良普及課から発

生報告のあった市町村を取りまとめた結果を図 2に示

した。

アサガオ類の発生が見られたのは、尾張地域では犬

山市、弥富町、知多市の 3市町、西三河地域では岡崎

市、豊田市、安城市、西尾市、幸田町、 吉良町の 6市

町、東三河地域では御津町の 1町で発生が見られた。

結を用い、 S字フックに蔓を 1本かけ引っ張り、破断時の

力量を測定した。調査した蔓の本数は10月28日は12か

ら22本、 12月17日は1(i本とした。

調査5 イネ載培ほ場におけるアサガオ類の発生

安城市内の 4地区で、 2005年9月にイネ栽培時のアサ

ガオ類の発生を調査した。調査は、各地区とも稚苗移

植栽培(以下、移植栽培と略す)と不耕起V溝直播栽培(以

下、 V直栽培と略す)を行っているほ場で、畦畔から 2m

ほ場内へ入った場所において行った。調査ほ場は、各

地区ともそれぞれの栽培法 5筆程度のうち達観調査に

より最も発生の多いほ場 1筆とした。イネ収穫後のほ

場では、明らかにイネ収穫前から発生している個体に

ついてのみ調査した。

調査6 イネのv直栽培におけるアサガオ類の発生

イネのV直栽培において、入水前の乾田期にアサガオ

類が発生していることが確認されたため、 2005年にア

サガオ類が発生しでいた現地の 3ほ場で追跡調査を実

施した。調査は、入水前(5月17日)、入水後 (6月 9

日)、登熟期 (9月22日)の発生本数と種類を各ほ場 1

から 2ヶ所調査した。いずれのほ場も 4月に播種され、

5月25日又は30日に入水されたあいちのかおりである。

アサガオ発芽後に施用された除草剤は、入水の 3から

5日前にシハロホップブチル・ベンタゾン液剤、入水

後に一発処理剤である。

愛知県内で帰化アサガオ類の発生がみられる市

町村(2004年)

図 2

愛知県西三河地域におけるダイズほ場での帰化アサガオ類の発生状況と生産者への聞き取り結果(2004年)

現地調査結果 作付履歴(聞き取り調査結果)

アサガオ類の種類
ほ場内の
発生程度 7ルJゾ アメリカ ホシ マメ

ルコウ アサYオアサYオアサYオ
o 0 

表 2

同左
前々年作

麦・大豆

麦・大豆

麦・大豆

麦・大豆

麦・大豆

麦・大豆

(麦・大豆)

(麦・大豆)

(麦・大豆)

水稲

麦・大豆

麦・大豆

(麦・大豆)

麦・大豆

大豆

(麦・大豆)

多発ほ場
前年作

麦・大旦

麦・大豆

麦・大豆

麦・大豆

水稲

水稲

(水稲)

(水稲)

(水稲)

水稲

水稲

水稲

(水稲)

水稲

水稲

(水稲)

転作方式

年
年
年
年
年
年
年
年
年
一年
年
年
一年

年
一年
一年

3

3

3

3
隔

隔

隔

隔

隔
一隔

隔

隔
一隔

隔
一隔
一隔

O 
O 

O 

0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0一0
0
0

O 
w
w
w
E
E
W
E
-
-
一W
E
E
--

w
一W
一E

発 生
ほ場率

50%以上

50先以上

50免以上

50%以上

50%以上

50覧以上

30%以上
30先程度

10先程度

30覧程度

30先程度

10%以下

10免以下

10%程度
10%以下

40%程度

地区名

安城F町

安城 I町

安城M町

安城Y町

安城1S町

安城1M町

安城 J町

安城FJ町
安城N町

西尾S町

西尾S1町
西尾N町

岡崎N町

岡崎S町

幸田 I町

豊田N町

O 
O 

O 
O 

発生程度は、 1:ほ場内はなく農道の法面での発生、 n:JJl道際 5m程度までの枕地での発生、

ill:JJl道から lO~2加1 程度までの発生、 N ほ場全面での発生
アメリカアサガオにはマルパアメリカアサガオを含む.

作付け履歴の括弧書きは、地域の作付け体系から推測.

O O 

注1)

注2)

注3)
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いずれも、平坦地であり、ダイズの作付けが多い西三

河での発生が多かったが、ダイズの作付けのない犬山

市や知多市でも発生がみられた。

2 西三河地域における発生状況(調査1)

(I)発生状況

アサガオ類の発生するほ場割合が50%を超えた地区

は6地区あった(表 2)0 6地区とも安城市内で、その

内、 4地区の転作方式が複数年固定体系だった。

ほ場での発生程度を達観調査した結果、調査したど

のほ場でも道路や農道の法面又は農道際畦畔(以下、

農道の法面)での発生が認められた(表 2)。さらに、

ほ場内での発生程度は、農道の法面のみでの発生(以下、

I)、農道際 5m程度までの枕地での発生(以下、 II)、

農道から1O~20m程度までの発生(以下、 III)、ほ場全面

での発生(以下、 N)に分類できた。

ほ場内の発生程度について、全面発生しているWが

7地区あった(表 2)。発生が比較的大きい皿を含める

と9地区あり、多くのほ場でアサガオ類の著しい発生

が認められた(表 2)。作付け体系との関係をみると、

複数年固定体系では 4地区中 3地区が、 Wの全面発生

であったのに対し、 2年 3作体系では、発生程度Wは

1/3程度だった(表 2)。

発生ほ場割合と、ほ場発生程度の関係をみると、ほ

場割合が50%以上になると、 Nの全面発生となる場合

が多く、逆に10%程度では、 IかEになる場合が多か

った。 しかし岡崎市S町と幸田町I町では、発生ほ場率

が10%程度であったにも関わらず、発生程度はWのほ

場全面だった(表 2)。

(2) アサガオ類の種類

発生しているアサガオ類は、アメリカアサガオ(ゐω'IOea

hederacea (し)Jacq.、マノレパアメリカアサガオ(Jpomoea.

hederacea (し)Jacq.悶 r.integri山 culaA.Gray)を含

む)、ホシアサガオ(Ipomoeatriloba L)、マメアサガ

オ(IpomoeaLacunosa L.)、マルパノレコウ (Jpomoea

coccinea L. )の4種だ、った(表 2)。確認された地区数が

最も多いのはアメリカアサガオの13地区、以下ホシア

サガオ 7地区、マメアサガオ6地区、マルパルコウ 2

地区だった(表 2)。また、 9地区で数種が同時に発生し

ており、 3地区では3種の同時発生が認められた(表 2)。

3 発生動向調査(調査2)

(t)発生ほ場率の変化

2004年と 2006年で比較した結果、全ての地区で、ア

サガオ類の発生しているほ場の割合は増加か変化して

いなかった(図 3)。

2005年の夏作にダイズが連作されたほ場およびダイ

ズーイポーダイズの体系では、発生ほ場率は増加した。

一方、 2004;年にダイズが栽培された後、 2005年と 2006

年にイネが 2年続いて栽培された地区では、発生ほ場

割合は増加せず2004年と同等で、あった(図 3)。

(2) ほ場内での発生場所の変化

各地区で2006年にほ場内の発生程度を再調査した結

果、 2004年に Iの畦畔発生だったほ場ではHに、 Eの

ほ場ではNにと、発生場所の拡大が認められた(表 3)。

2004年にNのほ場全面に発生が見られたほ場では、 2006

年の調査でもNであり(表 3)、この 7地区のうち 5地

区では2005年にイネが栽培され、ダイズの連作が行わ

れたほ場は 2ほ場のみであった。

(3)発生草種の変化

2006年に調査を行った結果、発生していたアサガオ

類の種類は調査した16地区中 9カ所では変化しておら

ず、増加した地区は 5カ所で、減少した地区 2カ所よ

り多かった(表4)。

また、作付け体系は4体系あったが種類の変化との
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図3 作付け体系と発生ほ場率の変化

注lト 作付け体系には夏作のみを表示。冬作については大豆の前
作は麦、水稲の前作は休耕.

表 3 帰化アサガオ類のほ場内での発生場所の変化

2004年の 2006年の発生場所

発生場所 H E N 

ヶ所数 ヶ所数 ヶ所数 ヶ所数
3 

H 2 l 

E 3 

N 7 

注1) 発生場所、 Iほ場内はなく農道の法面での発生、 11:農
道際 5m程度までの枕地での発生、 皿農道から 10~ 20m程
度までの発生、 IV:ほ場全面での発生
注2) 農道は、道路又は農道の法面を示す
注3) 2006年に水稲が作付けされていたほ場では、水稲刈り跡の

発生で調査

表4 作付け体系と帰化アサガオ類発生草種の変化

作付け体系 発生草種の増減(カ所数)
変化

2004年 2005年 2006年 増加 鑑減少

夏作冬作夏作冬作夏作 2種 1種 l種
大 豆 麦 大 豆 麦 大 豆 1 

大豆麦大豆休耕水稲 2 
大豆休耕水稲麦大豆 2 3"" 4 2埠

大豆休耕水稲休耕水稲 3 

注1) 発生していた草種はアメリカアサガオ(マルバアメリカア

サガオを含む)、ホシアサガオ、マメアサガオ、マルパルコウ.
注2) ヶ所数には重複があり、※の地区では堵加した草種と減少

した草種がそれぞれ 1種類あった.
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聞に関係はみられなかった。

4 発生ほ場の耕作者への聞き取り調査(調査3)

2004年に、耕作者がアサガオ類の発生に気付いた時

期を聞き取ったところ、 1984年というごく早い 1地区

以外は全て1996年以降であり、安城市内は1998年以前

が多く、他市町村では1999年以降が多かった(表 5)。

調査ほ場の耕作者に、ダイズ栽培においてアサガオ

類の発生による問題点を聞き取った。その結果、全て

の耕作者から「蔓のコンパインへの絡み付きJ、「収穫

作業速度の低下J、「蔓のロータリーカルチへの巻き付

きJ等、作業性の低下についての回答が得られた(表

5)。また 1戸から、減収や汚粒の発生といったダイズ

への直接的な影響が挙げられた。

同様に、イネ栽培への影響を聞き取ったところ、安

城市の 3戸から「アサガオ類の種子が調製後の玄米へ

混入するJが挙げられた。なお、アサガオ種子が混入

したイネ品種を聞き取った結果、愛知県では中生品種

である「あいちのかおり SBLJであった。

次に、現在行っているアサガオ類への防除方法につ

いて聞き取ったところ、背負い式動力噴霧器によるピ

アラホス液剤の畦間除草が 4戸、手取り除草が 2戸、

中耕培土が 5戸、全面鋤込みが 3戸であった(表 6)。

実施している防除方法の問題点についての聞き取り結

果では、畦間除草や手取り除草は手間がかかりすぎる

との回答が得られた(表 6)。また、中耕培土を行った

5戸のうち 3戸でほ場内の発生程度(表 2) は、ほ場

全面発生のN、2戸でEであった。

除草剤についての聞き取り結果では、ダイズ作の土

壌処理型除草剤であるプロメトリン・メトラクロール

水和剤とジメテナミド・リニュロン乳剤および畦畔用

の除草剤として使われているグリホサートイソプロピ

ノレアミン塩はいずれもアサガオ類に対して効果が弱い

という回答が得られた(表 6)。一方、茎葉処理剤であ

るピアラホス液剤は効果がやや高いという回答があった。

また、イネ作においてアサガオ類は中干し時に発生

し入水後も枯死しないこと、県内では 9月上旬には収

穫の終わるコシヒカリでは収穫後にアサガオ類が生育

し、種子が生産されているとの回答も得られた。

5 アサガオ類の種子生産量と蔓の強度(調査 4)

(l)種子生産量

ダイズ収穫時の種子生産量は、ホシアサガオが最も

多く 10，000粒/rrlで、アメリカアサガオでは4，000"-'5，000

粒/rri、マメアサガオでは6，000粒/rri程度で、乾物重は

290"-' 300g/ rriとなっていた(図 4)。なお、安城市1M町

では 8月下旬にアサガオ類を食害するエピガラスズメ

が多発したため、種子の生産量は1，100粒と著しく低下

していた(図 4)。

(2) 蔓の強度

ダイズ収穫時のアサガオ類の蔓の強度を測定したと

ころ、アメリカアサガオとホシアサガオでは約1.6MPa 

の強度があった(表7)。また、アメリカアサガオでは

表 5 愛知県西三河地域におけるダイズほ場での帰化

アサガオ類に関する聞き取り結果(2004年)

ほ場内での防除法
地区名 発生確認 問題点畦問手取中耕鋤

年次 陸蔓陸草培土込?t:.
安城F町 98年頃 7，オ O 
安城 I町 98年頃 7，オ ム
安城M町 84年頃 7，オ A O ム
安城Y町 96年頃 7 ム
安城1S町 98年頃 7，イ O 
安城1M町 02年頃 7 ム
西尾S町 99年頃 7 ム
西尾S1町 00年頃 7 O ム
西尾N町 00年頃 7 ム
岡崎S町 03年頃 7，イ O 
幸田 I町 99年頃 7，ウ， t ム

注1) 問題点・ 7;コンパインへの絡み付き，イ，収穫作業速度の
低下，ウ;ロータリーカルチへの巻き付き，エ;減収，汚粒の
発生，オ;帰化アサガオ類の種子が調製後の玄米へ混入.

注2) ほ場内での防除法 :0;ほとんどのほ場で実施 ム;ごくー
部のほ場で実施空欄;実施していない.

表 6 アサガオ類の除草に関する聞き取り結果(2004年)

作目等 農家の意見 戸数
-土壌処理剤はアサガオに対し効果が低い 10戸

大豆作 -畦間除草(手取り除草を含む)は手聞が
かかりすぎる

5戸

-コンパインの中に15kg程度の種子が混入 1戸
-グリホサ トイソプロ ヒ。ルアミン塩剤で

3戸
畦畔 は完全枯死しない

-ビアラホス液剤は除草効果がやや高い 2戸
-水稲作では中干し時に発生し、その後の

4戸
入水でも枯れない

水稲作・コシヒカリでは、稲収穫後に種子生産さ
2戸

れている
-畦畔からの侵入でコンパインに絡み付く 1戸

注1)複数回答あり

ロ蔓重 -種子. -種子数
1.200 12.000 • 10.000壬"ε 
800 、~、、a 8.000 主• • 6. 000 ~ 

.剛
400 4000f 鰐

aa e 2.000 。 。

図4 帰化アサガオ類の種子生産量と乾物重

注1) アメ:マルパアメリカアサガオ又はアメリカアサガオ
ホシ;ホシアサガオ、マメ:マメアサガオ
ホ・ア:ホシアサガオとアメリカアサガオが混在

表 7 帰化アサガオ類の蔓の強度

調査日アメリカアサガオホシアサガオ マメアサガオ
Mpa Mpa Mpa 

10/28 1.6 ::!: 0.4 1. 3 ::!: 0.3 1. 0 ::!: 0.3 

落葉後 落葉直前 落葉後

12/17 1.1 土 O.7 1. '6 土 0.5 0.9 ::!: 0.3 

枯死 落葉直後 落葉後

注1) アメリカアサガオには、マルパアメリカアサガオを含む
注2) :tは、平均値の信頼限界。下段は、アサガオ類の状態.
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10月28日に比べ、 12月17日は強度の低下が見られたが、

ホシアサガオ、マメアサガオでは強度に変化は見られ

なかった(表7)。また、観察ではあるが、調査時のア

サガオ類の状態は、アメリカアサガオでは急速に枯死

が進んでいたが、ホシアサガオ、マメアサガオでは枯

死は進んでいない状態であった。

6 イネ栽培ほ場におけるアサガオ類の発生(調査 5)

耕作者への聞き取り調査結果を受け、イネの移植栽

培とV直栽培でアサガオ類の発生状況を調査した。

その結果、イネの栽培法に関係なくアサガオ類の発

生が見られ、発生していた種類はアメリカアサガオ、

、マメアサガオであった(表 8)。また、イネ作でアサガ

オ類が見つかった 6ほ場のうち 3ほ場では、アメリカ

センダングサやクサネムなどの畑雑草やダイズが観察

された。なお、本調査ではイネの収穫後にアサガオ類

が後発生していることが観察された。

7 イネのV直栽培におけるアサガオ類の発生(調査 6)

V直栽培では、乾田期間にアサガオ類が発生し、入水

後も生存し続けた個体が観察された(表 9)0SW町のマ

メアサガオはシハロホップブチル ・ベンタゾン液剤の

散布、入水、入水後の一発処理剤散布により 47本/rriか

ら9本/rriに激減したものの、イネの登熟期まで生存し

続けた個体が 5個体観察された。一方、アメリカアサ

ガオは、入水後の6月9日までにすべて枯死した(表9)。

考察

1 アサガオ類の発生状況について

著者は2000年まで、調査を行った西三河の西尾幡豆地

域で農業改良普及業務に従事していた。当時、ダイズ

で耕作者が問題視していた種は与ヌホオズキなど汚粒

の原因となる雑草であり、アサガオ類は問題とされて

いなかった。 しかし、本調査の実施時には、ダイズ栽

培におけるアサガオ類の発生について耕作者の間で問

題とされるようになっていた。今回の調査結果から、

耕作者がアサガオ類に気が付いた時期は2000年前後が

多く、その後急速に発生を拡大させたことが伺える。

2004年の発生ほ場割合、発生程度は、他の市町に比

較して安城市でともに高かった。聞き取り調査結果か

ら、安城市は他市町に比較して発生時期が早かったこ

とが判明しており、関連が考えられる。ただし、他市

町村との発生時期の差は数年であり、ダイズ栽培の回

数では 1、2回程度の差でしかない。同様に、 2年 3作

体系に比較して複数年固定体系で、ほ場発生割合や発

生程度が高かったが、やはりダイズ栽培回数で比較す

ると数回の差でしかない。 このことは、アサガオ類が

極めて短期間に増加、拡大することを示唆している。

ダイズの連作をした場合その傾向は顧著で、図 5の様

に転作をしている区画全体がアサガオ類に覆われてし

まう地区も現れ始めている。

2 畦畔からほ場内への拡散とダイズ作での拡散

(1)畦畔での発生とほ場内への拡散

愛知県内では、転作期間中の畦畔除草は耕作者では

なく地権者によって行われる場合が多く、転作期間中

は放置されることも多い。今回の調査では、多くのほ

場で、アサガオ類は農道の法面で発生し、蔓が畦畔か

らほ場内に侵入している様子が観察された(図 6)。ま

た、発生動向調査からは、農道の法面からほ場への拡

散が強く示唆される結果となった。ムギ作ほ場におけ

るイタリアンライグラスにおいても、畦畔からの拡散

の可能性が疑われている報告がなされている 1ヘ

表 8 栽培法による帰化アサガオの発生量の違い

調査地点 栽培法 本数 種類 畑雑草

本/rri 有無

安城1M町 乾直 0.3 ホマ 有

移植 0.2 ホ 無

安城IS町 乾直 t ホ 無

移植 4.3 ア てず 有

安城FK町 乾直 3. 3 ア てF 有

移植 O 無

安城SK町 乾直 - 0 鉦

移植 O. 1 ホ 無

注1) 種類は、ア 目アメリカアサガオまたはマノレパアメリカアサ
ガオ、ホ ホシアサガオ、 マ;マメアサガオ

注2) 栽構法は、乾直 ・乾田直矯栽培、移植:稚苗移植栽培.

表 9 入水状態での帰化アサガオ類の生存

5/17調査 6/9調査 9/22調査
調査

発生 入水日発生 発生
場所 種類 種類 種類

本数 本数 本数
本/rri 本/rri 本/rri

FK町 17 7 5/30 0 2 7 

IS町 8 7 5/30 0 0 -

SW町 47 7、"7 5/25 9 "7 5 "7 

注1) 種類のうちア:アメリカアサガオまたはマルパアメリカア
サガオ、ホ :ホシアサガオ、マ :マメアサガオ

図5 帰化アサガオ類による被害の様子
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西三河地域において特にアサガオ類の発生が多くな

ったのは、転作率が高いためアサガオ類が農道脇や畦

畔からほ場内へ蔓が侵入する機会が多かったことが一

因になったと考えられる。

(2) ダイズ作での拡散

ほ場内での拡散方法としては、まず、ロータリによ

る拡散、アサガオ類自身が蔓を伸ばすことによる拡散

が考えられる。

浦川らは、種子と根片の両方で増殖するワルナスビ

がロータリ耕により拡散することを実証した川。また

浦川 らは、種子と根片の両方で増殖するガガイモで、

トウモロコシを 3カ年連続して作付けした結果12m四方

のほ場全面に拡散することを認めている lヘ 今回の結

果でも、転作期聞が長いほどほ場内及びほ場開でのま

ん延が早いことが認められた。このことから、ロータ

リ等の耕うん作業と、転作期間でのアサガオ類の生育

による拡散が、発生のまん延を助長するものと考えら

れた。

一方、耕作者からの聞き取り調査の中でコンパイン

の中に大量の種子が入り込むとの回答があったこと 、

同一耕作者のほ場を中心に発生ほ場が広がって行く様

子が観察されたことから、コンパイン等が発生拡大に

関係していると考えられた。

特にアサガオ類は、今回の種子生産量で4，000""'10，000

粒/rd、さらにマメアサガオでは3，750""'6， 720粒/rriと

いう報告もあり 12)、大きな種子生産力があることが判

明している。これらの大量の種子が、ロータリーによ

る耕うんやコンパイン等による収穫作業によって拡散

していると考えられた。

3 アサガオ類による被害について

耕作者への聞き取り調査結果から、ダイズ作では、

アサガオ類の蔓がコンパインに絡み付き作業が困難に

なることが最も問題視されていた。アメリカ合衆国に

おいても、アサガオ類はダイズの収穫作業の妨げとな

っている 14-1ヘ

調査結果から、アメリカアサガオの蔓 1本当たりの

強度は1.6MPaであり、発生量が少なければ作業に大き

な影響を与えないと判断された。しかし、多くの場合、

アサガオ類の蔓は数本の束になり生育しており、コン

パインの作業速度によっては一度に大量の蔓が収穫部

に入り込むため作業に支障をきたしていると考えられ

た。また、アメリ.カアサガオでは、 12月になると蔓の

強度が低下するため収穫を遅らせることにより作業能

率は向上するが、ホシアサガオでは強度が12月になっ

ても下がらず作業効率上最も問題となると考えられた。

一方、収量の低下は 1戸の耕作者しか問題視してい

なかったが、アメリカでは減収の報告は多く、ワタ

(己otton)では56-63%川、大豆ではL.R. Oliverらは43-

66%1目、 O.W. Howeらは42-81%同、 R.C.Cordesらは13-36

%削と報告している。耕作者はほ場毎の収量把握が難

しいごと 、またコンパイン作業がスムーズにできない

ことを重視するため、今回の調査では回答が少なかっ

図6 道路の法面からほ場へ侵入する帰化アサガオ類

たが、まん延状態から判断して、本県においても減収

を引き起こしていると考えられる。

さらに、イネ作においてもアサガオ類は、畦畔から

の侵入による収穫時のコンパインへの絡み付き、乾燥

・調製後の玄米への種子の混入等の影響を与えている

ことが判明した。

4 防除対策について

聞き取り調査結果では、ほ場内での実用的な防除方

法は見出せなかった。ダイズ生育期の実用的な防除方

法としては、中耕 ・培士、ベンタゾン液剤による全面

茎葉処理、乗用管理機による畦間除草が考えられる。

しかし、中耕・培土は効果がなかった。ベンタゾン液

剤は、広葉雑草に対して除草効果が高いうえ、全面茎

葉処理が可能なため効率的な作業が行えるが、圏内の

登録処理薬量(0.6kg/ha)に近いO.56kg/haではアサガオ

類に対する効果は不十分との報告がある山ヘ一方、非

選択性除草剤であるビアラホス液剤が、畦畔除草や畦

間除草で有効との回答があり、乗用管理機による畦間

除草がアサガオ類の防除手段になり得るのではないか

と考えられた。

5 イネ作での発生について

アサガオ類の発生はイネ作でも見られた。発生ほ場

は、他の畑雑草の発生が多いほ場で多いことから、水

管理がうまくし、かず落水状態となったときに発生が多

くなると考えられた。福見らも、水田では、アサガオ

類は落水時に発生し、種子が玄米に混入すること、ア

メリカアサガオは入水により枯死することを報告して
し、る 6)。

なお、聞き取り調査では判明しなかったが、 V直栽培

ではアサガオ類は乾田期に発生し、マメアサガオは入

水しでも枯死せずイネの収穫期まで生存し続けた。こ

のため、栽培管理条件によっては、 V直栽培など栽培方

法によってはアサガオ類が発生しやすい危険をはらん

でいると考えられた。

また、玄米にアサガオ類の種子が混入していたこと
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から、イネ作であっても収穫期が遅い品種では、ほ場

内でアサガオ類は種子を生産し、被害を拡大させてい

る可能性があると考えられた。逆に、収穫時期の早い

イネの品種では、発生ほ場率が低くイネ後のダイズで

あっても、アサガオ類がほ場全面に発生することが確

認されことから、 イネの収穫後にアサガオ類の種子が

生産されていると考えられた。

6 まとめ

今回の調査結果から、アサガオ類への対策として①

畦畔で見つけたら放置せず畦畔管理を徹底し除草する

こと、その際②畦畔の除草剤はグリホサー ト系ではな

くピアラホス液剤を用いること、③ダイズの連作をさ

けること、④ダイズ作において発生ほ場を最後に収穫

し作業機による種子の拡散を防ぐこと、⑤コシヒカリ

収穫後の除草管理の改善、⑥稲作期間中の水管理の徹

底、⑦アサガオ種子が混入している屑ダイズをほ場へ

還元をしないこと等が考えられる。

しかしながら、これらの管理を徹底しでもアサガオ

類が既に定着したほ場での防除は困難である。今後は、

アサガオの生理生態の解明、生理的特性に則した耕種

的防除方法の確立、省力的な畦間除草法の確立、既存

除草剤の登録拡大や新規剤の開発等の早急な防除方法

の確立が必要であると考えられた。
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