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原者論文

ムギ類をリビングマルチとして用いたダイスc栽培における

ダイズムギ類-雑草の群落空間構造*

好野奈美子料・小林浩幸料-内田智子料・島IU青白骨***

要 約・ダイズ栽培にリビングマルチとして用いるム

ギ類の抑草効果を検証するために，層別刈取法およ

び日射量測定フィルムを用いて栽培画場における垂直

群落構造および受光量を調査した。リビングマルチとし

て用いたムギ類の乾物重は播樟後約 30日および約

50 日でダイズの 2~8 fきになり， リビングマルチ誌にお

けるムギ類とダイズの LAIの合計は播種後約 30日で

慣行涯におけるダイズの LAIの9倍以上，約 50日で

は十貫行区の 4倍以上になった。播種後約 50日のリビ

ングマルチ区では株元および、条間で地表部の相対受

光量がほぼ 10%以下になったのに対して， '1'貫行区で

は夕、イズの株元で、あっても 10%以下にならなかった。リ

ビ、ング、マルチ区の雑草の乾物重は播種後約 30日では

懐行区の 2分の l以下になったO リビングマルチ区の

ダイズの生育はリビング、マルチのムギ類や，さらにダイ

ズとムギ類の条間を狭くすることによって初期生育は抑

制されるが、播穫後 50臼ころには回復した。本研究

により，リビングマルチは旺盛な初期生育により速やか

に地表面の日射量を低下させ，初期生育の緩慢なダ

イズの被陰力を補って効率よく抑草できることが明らか

になった。

キーワード:リビング、マルチ， ダイズ， オオムギ， コム

ギ，空間構造
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ムギ類によるリビングマルチ ダイズ栽培とは，秋播

き性のオオムギ (Hordellmvulgare L.)ないしコムギ

(Tr・iticlIl11 aestivul11 L.)品種をダイズ (Glycinemax 

*ー音II{土，日本雑草学会第 47I盟諸演会 (2008年4月)で

発表した。
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(L.) Merril1)と同時に播種し，ダイズより初期生育が

旺盛なムギ類によって地面を被覆して雑草を防除する

技術である。ダイズ栽培では，播種時の土壌処理除

草剤の残効が失われてからダイズの草冠が完成するま

での期間の雑草紡除が重要であり，通常は茎案処理

除草剤の散布や中耕で紡除を行う。しかしこの時期

は東北地方では梅雨の時期にあたること，さらに，農

I人が担う耕地面積の増加によって農作業の負

担が大きくなり，適期にこれらの妨除作業を行うことが

難しいのが現状である。これに対し，リビングマルチ

ダイズ栽培は要防除期間における防除作業を省略でき

るため，除草剤の減量や省力化の他，効果の安定

化を期待できる技術である。

これまで播種条幅，栽楠密度，播種持期などの栽

培法，あるいはリビングマルチに適した地域の条件な

どについて検討が行われてきた(井上ら 2000b;中村

ら2002;小林 2004;三浦ら 2005;辻ら 2005;小

林ら 2008)。しかし，ダイズ栽培群落において要防除

期間にムギ類がどれだけの空間を占有して抑草効果

を発揮しているのか，またダイズの生育にどのような影

響を与えているのかは明らかでない。そのため，ムギ

類の適正な生育量をiためられず，リビングマルチーダ

イズ栽培を導入する上で、障害になっている。層別刈取

j去による垂直群落構造解析は，空間の占有の様子や

光合成の効率を説明する手法として有用であり

(Monsi and Saeki 2005)，雑草作物問をはじめ，

二種植物問の光競合，空調競合を説明する手法とし

てたびたび、用いられてきた(荒井・川島 1956;野口・

中山 1978;野口 1986;高柳・草薙 1990)0 しか

し二者ではなく，被覆作物を加えた三者の競合を競

べた例はみあたらない。私たちはこの層別刈取j去を用

いて，ダイズームギ類一雑草の競合の様相を捉えるこ

とで，ムギ類による抑草効来のメカニズムを把擦できる

と考えた。そこで， 本研究では， 2:q三にわたりリビング

マルチーダイズ栽培の垂誼群落構造および受光量を

調査しダイズムギ類雑草の光をめぐる相互関係

を解析した。
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材料および方法

試験は東北農業研究センター福島研究拠点(福

島県福島市，北緯 37度 42分，東経 140度 23分)

の黒ボク土の試験圃場で2007年と 2008年に実施し

た。両年ともダイズの条聞にリビングマルチとしてオオム

ギを条播するオオムギマルチ区，コムギ、を条播するコ

ムギマルチ区および、リビングマルチを用いない慣行区を

設定した。

2007年の試験は各ほとも反復は設けず， 1区面積

はオオムギマルチ区は 12，7a，コムギマルチ庄は 9.2a，

d慣行二IRは 16.4aとした。十番手重日は 5月21日である。ダ

イズの品種はふくいぶきで，南北条で条間 70cm，株

間 18cmの2粒播きとした。施肥は N，P， K=3， 12ラ 12

kg/10aを全量元肥として側条施肥し浅く覆土した。

ムギ類の品種はオオムギはてまいらず，コムギはゆきち

からで¥播種量は 10kg/10aとしダイズとムギ類の

条間は 23cmとした。ダイズの条間に 2条を条播し，

:JjÍ!ïR~は行わなかったO 播種後にジメテナミド・リニュロ

ン乳剤 (14%・12%) を500ml/lOa散布した慣行

区については 6月28日， 7月中旬， 8月上旬に中耕

培土を行ったO

2008年の試験は，ムギ類の種類と，ダイズとムギ

類の条聞の2要因からなる要因実験で， 3反復の乱

塊法とした。ムギ類の種類はオオムギ(品種.てまい

らず)およびコムギ(品種 ゆきちから)の 2水準とし

た。ダイズとムギ類の条問は 12cmおよび22cmの2

水準とした。 11R面積は 0，35aとした。慣行区は別途

反復なしで設け，面積は 2.5aとした。橋種目は慣行

涯は 5月22日，オオムギマルチ区および、コムギマルチ

区は 5月26日である慣行区は南北条，オオムギマ

ルチ区および、コムギマルチ区は東西条とした。ダイズの

品種はふくいぶきで，条間 60cm，株間 9cmの l粒

擦きとした。施肥は N，P， K=3， 12， 12 kgl10aを全量元

日Eとして側条施肥し，浅く覆土した。ムギ類はダイズ

の条間に 2条を播種し播種量は 10kgl10aとした。

ムギ類に対しては施把は行わなかったO 播種後にジメ

テナミド・ 1)ニュロン乳剤(14%・12%) を500m1110a 

散布した。慣行区については 7月1日， 7月7臼， 7 

月17日に中耕培土を行った。

2007年の試験では 7丹9日にダイズ条を中心に両

脇 35cm，条に沿って 1mとする幅 70cmx長さ 1m

の方形枠を l試験区あたり 3ヵ所ずつ設定した。ダイ

ズ，ムギ類および、雑草を 10cm問痛の高さ別に層別

刈取りして，乾物重および葉面積を計滅した。ダイズ

および、ムギ類は葉身と葉身以外に区別して計測した。

葉面積の計測には葉面積計 (AAM-8，林電工

(材ミ))を用いた。 7 月1O~13 日に l 試草食区あたり 2 カ

所ずつ， IOcmの高さ別の受光量を測定した。水平

位置はダイズの条からocm (ダイズの株元)， 12 cm， 

23 cm (リピ、ング、マルチ区ではムギ類の株元)および、

35 cmにおいて測定した。 測定には簡易積算日射量

iM定フィルム(オプトリーフ O-ID，(株)大成イーアン

ドエル)を用いた。測定フィルムは騒場に垂直に立て

たグラスファイパー裂の棒にピンチをはさんで，受光屈

が瞳場に対して水平になるように高さ IOcmの間隔で

設置した。 測定フィルムはダイズおよびムギ類の株聞に

設置した。 2008年の試験では， 6月26日および7月

日日に， J/iii¥ 60 cm X長さ 50cmの方形枠をオオムギ

マルチ区およびコムギマルチ誌は 1試験IRあたり lヵ

所，慣行毘は 2ヵ所設置して， 2007年と時様の調査

を行った。中耕培土を行った後の試験区で、は，条聞

の最も低い位置を垂直位置の恭点とした。 2008年は

6月26日， 7丹18日および8月11日に雑草の発生草

種および、個体数についても調査した。発生主主種および

個体数は高さ 0~10cm で同定および計測した。個体

あたり乾物重は全ての高さの乾物重を合計した上で，

高さ 0~ 1O cmで計測した個体数で除して算出した。

受光量は 7 月 7~11 日に 1 試験区あたり 2 ヵ所で

2007年と同様の方法で測定した。水平位置はダイズ

とムギ類の条問が 12cmの試験区はダイズの条から

o cm， 6 cm， 12 cm (ムギ類の株元)および30cm

において測定し，ダイズとムギ類の条潤が 22cmの試

験症はダイズの条からocm， 11 cm， 22 cm (ムギ、類

の株元)および 30cmにおいて泌定した。慣行区は

ダイズの条から ocm， 10 cm， 20 cmおよび30cmに

おいて測定した。統計処理は JMP5.0.1 (SAS Instト

tute Japan)を用いて行ったo 2008年試験の雑草乾

物重，ダイズ乾物重，ダイズLAI，ムギ類乾物重およ

びムギ類 LAIは，慣行区を除いてムギ類の棲類とダ

イズとムギ、類の条聞の 2要悶による分散分析を行っ

たO 雑草の偲体数については設定されたダイズとムギ

類の条間の違いによる影響が認められなかったため，

区別せずに 6反復とみなし調査日別にムギ類の種

類と雑草種(シロザ、およびオオイヌタデ)の 2要因によ

る分散分析を行った。
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結果および考察

2008年試験におけるオオムギおよびコムギの乾物重

は播種後約 30 日でダイズの 3.6~8.3 倍，播種後約

50 日で 2.3~3.6 倍になり. 2007 年では 3.0~4.1 倍に

なり，コムギによって地表面における受光量は大幅に

低下した(第 l表，第 1図)。コムギの乾物重は O

~lO cm の高さで最も大きく上部になるにつれて小さくな

る， いわゆるピラミッド型で、あるのに対し，ダイズの乾物

重は草高の中聞かそれ以上の高さでL最も大きかった。

コムギおよびダイズの葉身の乾物重の垂直分布につい

ても地上部乾物重と同様の傾向であり. 2007年・

2008年ともに播穫後約 50日におけるコムギの葉身の

乾物重は 80%以上が高さ 30cmより上に位置してい

たのに対して，コムギマルチ区のダイズは 80%以上が

高さ 30cmより下に位置していた。オオムギマルチ互に

ついても雑草，ダイズ，ムギ類の垂直分布および、受光

量は 2007年試験， 2008年試験播種後 35自，播種

後 53日ともにコムギマルチ誌と向様の傾向で、あった。

オオムギマルチ区および、コムギマルチ区の雑草は，

特に 2007年では少数の徒長した偲体がダイズの草冠

を突き抜ける状態になり，多数の伺体が低い位置に集

中していた慣行区とは対黒的で、あったo 2008年では

播種後 30日では同様の傾向が見られたが， 50 Bの

慣行誌は中耕培土で防除できなかったダ、イズ、の株元付

近から発生したシロザによって， 30 cmから 60cmに

かけての高さの乾物重が最も大きかったO

2007年， 2008年ともに，試験問場における最優占

種はシロザ(Chenopodiumαlbumし)，次優占種はオ

オイヌタデ (Persicaria1中 athifolia (L.) S.F. Gray) 

で¥ 他にツユクサ (Col11l11elinacOl11lJ1unis L.)， メヒシ

パ (Dぼitariaciliaris (Retz.) Koeler)などが見られ

た。オオムギマルチ区およびコムギマルチ区における

雑草の乾物重は 2007年試験の播種後約 50日では

慣行区の 3分の 1.¥2J下， 2008年試験の矯種後約

30日では慣行区の 2分の 1以下になった(第 1表)0

2008年試験の慣行区では播種後約 50日は中耕培土

の翌日にあたったため雑草量は大きく減少したが，そ

れでもリビングマルチ区の雑草量は慣行区と同等かそ

れ以下の乾物重で、あった。リビングマルチ註では， シ

ロザの個体数は播種約 30日後からそれ以降にかけて

大きく減少したが， オオイヌタデのf国体数の変化にはこ

のような傾向が見られなかった(第 2表)。このこと

は， リビングマルチが， オオイヌタデよりもシロザをより強

く抑制していた可能性もあるが，シロザの生育量の増

加に伴う自己間引きの影響も考えられる。 8月下旬(播

種後約 90日)における調査では残草の大半がシロザ

だ、ったが， これはオオイヌタデよりもシロザの埋土種子

の方がはるかに多く，出芽偲体数が多かったこと，シ

ロザの成熟期がオオイヌタデより遅いこと，シロザ、の方

が遮光に対する耐性が強いこと(野口 1986) などに

よる可能性がある。

2007年の試験のオオムギマルチ区および、コムギマル

チ区における雑草はダイズの株元に集中した。この結

果をふまえて， 2008年の試験ではダイズの株元におけ

る抑草効果の向上を呂的として，ムギ類の播種{立震を

ダイズの条に近づける設計とした。しかし，ダイズの株

元における雑草の割合は若干減ったものの，株元中

心の発生に変化は見られなかった(第 2図)0株元と

株元以外では地表面の受光量に差がないこと(第 3

図)，水平位置別の発生個体数に一定の傾向は見ら

れず，株元から発生した雑草は個体あたりの乾物重

が大きかった。コムギとオオムギの聞には水平位置別

の雑草の乾物重および、発生倒体数，地表面の受光

量ともに大きな差は見られなかった。これらの結果か

ら，これらの雑草は株元の地表近くに施肥された肥料

の影響で大きく成長したと推察された(遠藤ら 1978ラ

奥村ら 1986;井上ら 2000a)。畑作物の雑草防除に

あたっては光競合だ、けではなく養分競合も考慮すること

が必要であり(伊藤 2004)，例えば深層施肥技術

(高橋 2001)の導入など雑草に養分を吸収させない

工夫が必要であると考えられた。

シロザをはじめとする主要な畑雑草は 90%以上の遮

光によってその生育が著しく抑制されるが(野口

1986)，播稜後約 50日のリビング、マルチ区では 2007，

2008両年，そしてムギの種類，条問の差に関係なく全

面にわたって地表面の相対受光量がほぼ 10%以下に

なった。一方，慣行区で、は夕、イズの株元で、あっても相

対受光量が 10%以下になる地表面は見られなかった

(第 3図)。リビング、マルチ誌におけるムギ類とダイズの

LAI の合計は矯種後約 30 日でl.7~2.3 で慣行区にお

けるダイズの LAI の 9.3~12.9 倍.約 50 日では LAI

は 5.6~6.3 で慣行区の 4.0~6.9 倍になった。

これらの結泉より， ダイズのみでムギ類によるリビング

マルチと同様の抑幕効果を得たい場合は密播や狭陛

栽培などが必要になるが，リビングマルチーダイズ栽培

ではダイズの慣行栽培と河様の条間を維持しながら十

分な抑草効果を期待できると考えられた。また，ムギ
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第 1図 リビングマルチーダイズ栽培の播種後 30日および50日における雑草，ダイズおよびコムギの垂直群落

構造及び格対日射蚤 (2007・2008年)

1) 2008年の慣行区において中耕培土を行った翌日に調査した(リビングマルチ区はが、中耕無培

ニヒ)0~直位置は大豆の株元の地表面を基準としたため，中耕塙土の影響で大立条fl~の地表聞
は 10cmである。点線は大豆の株元の地表面の垂直位置を示す。

2)カツコ内は日射量を測定した位置を示す。

3)日射量は 2007年は播稜後 50日から 53日まで， 2008年の慣行区は播稜後 46日から 50日， 2008 

年のリビングマルチ区は 42日から 46日まで測定した。



リビングマルチ}ダイズ栽培の播種後 31Iヨおよび77日におけるシロザおよびオオイヌタデの倒体数 (2008年)
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佼置別の雑草乾物霊lJと個体あたりの乾物霊 (2008年)。数値は個体数を示す。

1) 一旦，水平・霊~@:位置の乾物重の総計を面積あたり乾物重に換算し，その後に水平・垂直位置
別に分配して表示した。

2)立の債は慣行区ではダイズの条の北側，コムギマルチ区では東側を示す。

3)慣行区は中*Jt-培之を行った翌日に調査したため，矢印の範周に雑草がない。また，ダイズ株元付

近の雑草は土中に埋まっていたために 0~10cm の値がない。

第 2図



チの LAIがコムギマルチの LAIよりも大きく， オオムギ

マルチ区のダイズの乾物重がコムギマルチよりも小さ

かったが，播種後約 50日で5は差が見られなかった

(第 l表)。したがって， 条問と同様に， オオムギとコ

ムギの違いはダイズの生育にはほとんど影響しなし叱考

えられた。

以上の結果より，ムギ類によるリビングマルチは旺盛

な初期生育により速やかに池表の日射量を抑草効果

が現れる程度にまで低下させ，要防除期間において

初期生育が緩慢なダイズよりも効率よく抑草できることが

明らかになったO
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「難防除雑草の埋土穂子診街と個体群動態一経済性

評価統合モデルに基づく総合的雑草管理(IWM)

の検証jにより行われた。 作物の栽培管理は東北農

業研究センター福島研究拠点業務第 4科の宍戸力

雄氏，桜井貴雄氏によって行われた。また，データの

収集・分析に当たっては三浦礼氏ほか同センターの多

くの方々にご協力をいただいた。ここに深く感謝を表し

ます。
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Spatial structure of soybean-wheat/barley… 

weed community in soybean cultivation us-

ing barley/wheat as living mulch 

Namiko Yoshino*， Hiroyuki Kobayashi*ラ

Tomoko Uchida* and Yumi Shimazaki** 

Summary 

The spatial structure ofthe soybean-barley八九rheat-

weed community was examined to verify the weed 

suppression capability of winter wheat/barley as liv-

ing mulch for soyb巴ancultivation. 80th barley and 

wheat grew vigorously and their dry weights were 

2-8 times as much dry weight as soybean at both 30 

days and 50 days aft巴rsowing. The total LAI of 
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soybean plus living mulch was 10 and 6 times higher 

than that of conventional soybean cultivation at 30 

days and 50 days after sowing， respectively. The 

relative solar radiation on th巴wholesoil surface was 

less than 10% in living mulch systems， but not less 

than 10%ラ ev巴nimmediately below the soybean 

plants， in conventional soybean syst巴msat 50 days 

after sowing. The dry weights of weeds in living 

mulch syst巴mswer巴 lessthan a half w巴edsweight of 

conventional system in 30 days after sowing. The 

soybean growth was not affected by the growth of 

living mulch nevertheless the change of row width 

from soybean to living mulch. Results of this study 

c¥arified that the barley/wheat as living mulch grew 

much more rapidly than soybeans， consequently巴ι
fectively controll巴dthe weeds by shading. 

Keywords: living mulch， soybean， barley， wheat， 

spatial structure， light competition， LAI 
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