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静岡県中遠地域のコムギ畑における耕起体系の遣いが

ネズミムギの出芽に及ぼす影響*

稲垣栄洋吋・木田揚**・石田義樹村・浅井元朗*村・市原 実川村

鈴木智子潟村度違則子村村・山下雅幸****・津田 均****

要 約.近年，静岡県中遠地域の水回転換コム

ギ関場で、問題となっているネズミムギの防除法の確立

を目的としダイズ作とコムギ作における耕起，不耕起

の管理体系の違いがネズミムギの出芽に及ぼす影響

について訴査を行った。

ダ、イズ作の不耕起栽培によって，慣行の耕起栽培

に比してコムギ播種前のネズミムギ、の出芽数が増加し

たが，コムギ作におけるネズミムギの出芽数の減少は

認められなかったO コムギ作におけるネズミムギの出芽

数は，ダイズの耕起栽培とコムギ、の不耕起栽培の組

み合わせで最も少なかった。コムギ不耕起条件では，

コムギ播種後の土壌硬度が回く，ネズミムギ出芽深度

は土壌浅層に偏った。重粘土壌におけるダイズ作耕

起栽培とコムギ不耕起栽培の組み合わせは，夏期に

土壌表層のネズミムギ種子を出芽可能深度以下の土

中深層に埋没させ，その後の不耕起により埋没した

穂子の出芽を抑制できると考えられる。

キーワード ネズミムギ，出芽，コムギ作，耕起，不

耕起
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近年，関東・東海地域の麦作図場において，カラ

スムギ (Avenafatua L.)やネズミムギ (Loliwl1l11ultト

.florul11 Lam.)が蔓延して問題となっている九静岡県

中遠地域の水回転換コムギ悶場では， 1996年にネズ

ミムギの発生による被害がはじめて確認されたが，そ

雄大要は臼ヰド雑草学会第46回講演会 (2∞7年4月)におい

て発表した。
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の後，被害の分布は年々拡大し，ネズミムギの蔓延に

よって収穫放棄される闘場も散見されるほと~~:.，甚大

な被害をもたらしている叩)。ネズミムギの被害が深刻化

している背景には，効果的な除草剤が未登録であり，

除草剤だけでは防除が困難なことがある九そのため，

効率的なネズミムギの防除のためには，除草剤による

化学的防除とあわせてその他の防除手段を組み合わ

せた総合的な防除体系の確立が必要である。

著者らはこれまで¥ネズミムギの種子は夏期の継続

した湛水状態で、死滅することを明らかにし7) 水稲作と

の輪換による耕種的防除を提案してきたヘしかしなが

ら，静岡県中遠地域における主要な作付体系である

ダイズコムギ連作で固定された転作田におけるネズミ

ムギの防除が課題として残されている。コムギ作にお

ける難防除雑草の防除については，これまで麦跡不

耕起によってカラスムギの出芽時期が前進化し埋土

種子数が減衰することが報告されている九このことか

ら著者らは，ダイズ コムギ連作体系における，夏期

のダイズと冬期のコムギの耕起体系の改変によるネズミ

ムギの出芽時期・量の調整を通じたネズミムギ制御の

可能性に着目した。

本研究では，化学的訪除と耕種的防除を組み合わ

せたネズミムギの防除法の確立を目的としダイズ作と

コムギ作における耕起，不耕起の管理条件の違いが

ネズミムギの出芽に及ぼす影響について誠査を行っ

た。

材料および方法

ネズミムギの多発する静岡県袋井市豊住(重粘土

壊)のダイズーコムギ連作画場を試験圃場として設定

した。当地域は昭和 60年頃よりダイズ・コムギの連作

体系が導入されており，試験問場はおよそ 20年間ダ

イズ・コムギの連作が行われているO

試験は， 2004年ダイズ作から 2005年コムギ作の

2ヵ年にわたり行った。ダイズ作は‘フクユタカ'を栽培

品種とし， 1年目は 2004年 7月日日播種， 11丹11
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日収穫， 2年自は 2005年 7月 14日播種， 11月4日

収穫で、あった。また， ダ、イズ収穫1ftからコムギf番干重ま

での聞に発生した雑草の防除を呂的として， 1年呂は

2004年 11月30日， 2年目は 2005年 11月20日に

非選択性茎葉処理剤(グリホサートアンモニウム塩

41.0%液剤)を 250m1/l0a散布した。コムギ作は

農 林 61号'を栽培品種とし， U手自は 2004年 12月

9日播種， 2005年 6月 10日収穫， 2年目は 2005年

12月1日播種， 2006年 6月6日収穫で、あった。施肥

管理は現地の慣行に従った。

試験区の構成を Tab1巴 lに示した。試験区は，前

作のダイズ作における不耕起，耕起 ('1貴行)と本作

のコムギ作における不耕起，耕起(慣行)を組み合

せた 4試験託とし，さらに各試験区にそれぞ、れ，土

壌処理剤(トリフルラリン 37.0%・ジフルフェニカン

3.7%乳剤)を 250m1/l0a散布した除草剤処理区と

無処理区(慣行)を設定して， 言十 8区とした。ダイズ

および、コムギの播穫には，耕起区はロータリーシーダー

(耕深 15cm)，不耕起IRは三菱製不耕起播種機

(部分耕)を用いた。耕起区における耕起作業はダイ

ズ作期の中耕培土および、ロータリーシーダーによる耕起

のみとした。試験区は 1夜約 5aとし反復は行わな

かった。コムギは，耕起区，不耕起区ともに条問

30 cmで播種を行い，播種量はいずれも 8kg/lOaとし

た。

調査は 2004年から 2006年のダイズ栽培期間とコ

ムギ栽培期間についてコムギの畝がコドラートの中心を

通るように 50cm枠の定置コドラートをl臣あたり 5ヵ所

設置しネズミムギの出芽数を 2~4 週間ごとに抜き取

り調査した。除草剤処理区についてはコムギ収穫時に

ネズミムギの 1m'あたりの個体数，新鮮重およびコム

ギの精子実重を調査した。

また，出芽数は耕起体系の違いによる土壌硬度の

違いや出芽可能深度と強く関係することから， 2年目

のコムギ播種後 35日目の 2006年 1月58に， 1試験

区あたり麦の条街中央 5ヵ所について深さ 5cmの位

置で，山中式土壌硬度計を用いて土壌硬度を測定し

た。また， 出芽しているネズミムギを各区 30個体， 無

作為に選択してピンセットで、抜き取り，種子から地表面

の位置までの長さを出芽深度として，測定した。

結果

2004年と 2005年のダイズ作期間中のネズミムギの

出芽数を Fig.1に示した。ダイズ作の不耕起栽培で

は慣行の耕起栽培に比して，夏期から秋期にかけて

のネズミムギの出芽数が2004年は 15.5倍， 2005年

は4.3倍に増加した。

2004年播種のコムギ作期間中のネズミムギの 1週

間あたりの出芽数を Fig.2に示した。試験関場におけ

るネズミムギの出芽はコムギ、播種後の 12月下旬から認

められ，その後4月上旬まで続いた。除草剤処理区

の出芽数は，耕起条件にかかわらず明確な出芽盛期

は認められず，各試験匿ともに，出芽期間を通じて

10m"以下で推移した。一方，除草剤無処理区で

は，耕起条件にかかわらず、 12月から 2月にかけて出

芽盛期が認められた。同様の出芽パターンは， 2005 

年播種コムギにおいても認められた(データ省略)0

2004年と 2005年のコムギ作期間中のネズミムギの

累積出芽数を Fig.3に示した。ネズミムギの出芽数

は，耕起条件にかかわらず除草剤処理区では無処理

区に対して 22~78% の範閉で低下した。除草剤処

理区，無処理区ともに，ダイズ不耕起/コムギ不耕起

Table 1 Outline ofthe experiment fields. 

Tillag巴System寧

Year Season Crop 
Fanning 

Date 
operatlOn T+T 

NT+NT NT+T T+NT 
(co町 e山 onal)

Summer Soybean 
Seeding 7114/04 

no-tillage no吋 tillage tillage tillage 
Harvest 11/1lI04 

2004 

Winter Wheat 
Seeding 12/9104 

no品 tillage tillage no-tillage tillage 
Harvest 611 0105 

Summer Soybean 
Seeding 7114/05 

no-tillage no-tillage tillage tillage 
Harvest 11/4/05 

2005 

Winter Wheat 
Seeding 1211105 

no-tillage tillage no-tillage tillage 
Harvest 6/6/06 

* Tillage treatment was carried out at the same time of seeding. Intertillage of soybean was performed in tillage treatment in 
summer. 



耕起条件によるネズミムギの収穫時生残数の差異は

出芽総数ほどは顕著で、はなかった (Fig.4)。除草剤

処理区におけるコムギ収穫時のネズミムギ生残数は最

も出芽数が少なかったダイズ耕起/コムギ不耕起

(T+NT) において除草剤処理を行った場合でも

20 m-'で、あった (Fig.4)。

各試験区におけるコムギ播種後 35日呂の土壌硬度

とネズミムギの出芽深度を Fig.5に示した。土壌硬度

はダイズ不耕起/コムギ不耕起 (NT+NT) が 19.5土

1.9mmで、もっとも硬く， 次いで、ダイズ耕起/コムギ、不耕

起(T+NT) が 14.8土2.1mmの}I[買で、あった。冬期の

コムギ作を耕起とした場合は，ダイズ作の耕起条件に

かかわらず，土壌硬度は 8mm程度で、あった。また，

ネズミムギの出芽深度はコムギ作が耕起の場合には 5

~15mm の深度が多く，ダイズ耕起/コムギ耕起 (T

+T)で 83.9%，ダイズ不耕起/コムギ耕起 (NT+T)

で74.2%の出芽がこの深度に見られるのに対し，コム

ギ作を不耕起とした場合には出芽深度は 5mm以内

の土壌浅}習に集中しダイズ耕起/コムギ不耕起 (T

+NT) で41.9%，ダイズ不耕起/コムギ不耕起 (NT

+NT) で48.4%が 5mm以内の層からの出芽で、あっ

fこO
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Effect of tillage in soybean cropping on number of 

emergent seedlings ofItalian ryegrass 
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from July 14 to November 2，2005) 
**Outline ofthe experiment自eldsis referred to as Table 

不 **Theerror bars indicate standard deviation. 

Tillage 

Fig.1 

(NT+NT) で最もネズミムギの出芽数が多く， 次いで

慣行のダイズ耕起/コムギ耕起 (T+T) で、多かったの

に対し，ダイズ耕起/コムギ不耕起(T+NT) で最も

少なかった。除草剤処理とダイズ耕起/コムギ不耕起

(T+NT) の組合わせでは，ネズミムギの出芽数は慣

行栽培である除草剤無処理，ダイズ耕起/コムギ耕起

(T+T) の場合に比して， 2004年に 18.6%，2005年

に22.6%にまで、減少した。
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考察

麦作におけるイネ科雑草に対する除草剤の効果に

ついては， トリプルラリンを有効成分とする製剤がカラス

ムギの防除に効果があることが報告されている1)。本

試験においても， トリフルラリン・ジ、フルフェニカン乳剤処

理によってネズミムギ、の出芽が著しく抑制され， トリプル

ラリン含有剤がネズミムギに対しても効果を有すること

が明らかとなった (Fig.2)。

耕起体系の効巣については，夏期の不耕起栽培に

よってカラスムギの出芽盛期が麦播穣期前に前進化

し埋土種子数が減少することが報告されている九

本試験では，ダイズ不耕起栽培によるネズミムギの出

芽総数の増加は認められた (Fig.1)ものの，コムギ

作における出芽数もダ、イズ、不耕起/コムギ不耕起の組

合せで慣行のダイズ耕起/コムギ耕起に比べてむしろ

増加する結果となった (Fig.2)。このことから，ダイズ

作時の不耕起条件は，前作コムギ収穫時に土壌表

層に集積したネズミムギ種子の夏期の出芽を増加させ

る効果は認められるものの，表層からの出芽はその後

も継続し (Fig.5)，冬期の出芽数も増加した (Fig.3)

と考えられる。

一方，コムギ作におけるネズミムギ、の出芽数は，ダ

イズ耕起とコムギ不耕起を組み合わせた場合に最も少

なくなった (Fig.2) 0 これは，夏期の耕起によってネズ

ミムギ種子を土壌中に埋没して出芽可能深度内のシー

ドパンク密度を減少させた効果と考えられるO 畑雑草

の多くは，土壌中に永続的シードパンクを形成するが 7)
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Fig.5 

と土壌硬度のつの要国が影響するが!1.12) 本試験で

いず、れの影響が強かったかについては明らかではな

い。ダ、イズ、耕起/コムギ不耕起の組合せによるネズミム

ギ抑制の効果が，他の土性の関場でどの程度認めら

れるかについては，今後の検討課題である。

以上の結果から，重粘土質土壌におけるダイズ耕

起/コムギ不耕起の組合せは，コムギ作期のネズミム

ギの出芽を慣行比で2割桂度にまで抑制し，ネズミム

ギを効果的に減少させることが鳴らかとなった。しか

し本試験ではダイズ耕起/コムギ不耕起涯におい

て，慣行栽培(ダイズ耕起/コムギ耕起 ;T十T) に

対するコムギ収量の明確な改善は認められなかった

(データ省略)。試験潤場は除草剤処理を組み合わせ

た場合においても収穫持のネズミムギ残草密度が

20m-'程度に達する多発圃場であったことが要因とし

て考えられる。したがって，ネズミムギの埋土種子密

度の高い圃場では，さらに他の防除手段を組み合わ

せた，総合的な防除体系の構築が必要であると考え

メヒシパなどのイネ科雑草では，種子寿命が短く，土

壌中のシードパンクは持続せずに主として地表層に

形成されたシードパンクによって集団が維持・更新され

ていることが報告されている9へこれまでの著者らの

調査からは，同試験園場においてネズミムギの埋土種

子の l年後の残存率は 7.2%と低率であり，シードパ

ンクの更新サイクルが短いことが示唆されている九そ

のため，土中に埋没したネズミムギ種子の多くは翌春

までに土中で死滅し翌年のダイズ作の耕起時まで、に

は埋土種子数は急減すると推察される。

耕起体系はネズミムギの出芽深度分布にも大きく影

響した。本試験を行った地域の土壌は稿密な重粘土

質であるため，雑草種子の出芽可能深度は膨軟な黒

ボク土壌等と比較して浅いものと推察される。さらに，

ダイズ作後に不耕起でコムギを播種することで夏秋期

に硬化した土壌が維持されるため，ネズミムギの出芽

はさらに地表面に集中し，出芽総数が減少したと考え

られる。ただし種子の出芽には，種子の垂直的分布
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られる。
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巴mergenceof the weed. The non-tillag巴 ofsoil for 

soybean cropping resulted in an increas巴inltalian rye-

grass巴mergencein the summer. In the subs巴quent

wheat-cropping season， emergence did not decrease 

when compared to the emergence using the conven-

tional tillage system. The lowest emergence was ob-

served with a combination of tillage for soybean crop-

ping and non-tillage for wheat cropping. For wh巴at

cropping， the soil hardness was greater and the depth 

distribution of seeds that produced seedlings was shal-

lower in the non-tilled soils than in the tilled soils. It 

is supposed that the combination of tillage for soybean 

cropping and non-tillage for wheat cropping is effec-

tive for the suppression of Italian ryegrass because the 

seeds of this weed are buried with tillage in the sum同

mer and the emergence is inhibited in the non-tilled 

and hardened heavy clay soil conditions in the winter. 

Keywords : Lolium multijZorum， s巴巴dling emer-

g巴nce，wheat cropping， tillage， no-tillage 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

