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宮城古)11農試報(Bull.MiyagiFurukawa Agric.Exp.Stn.) No. 7:P39-52 (2008) 

非選択性茎葉処理型除草剤のダイズ生育期畦間(条間)処理

平智文，吉田修一1)大)11茂範，柳修 2) 五十嵐公一 2)

Postemergence Directed Application t 0 Row Spaces 0 f Soybean F i e 1 d s w ith 

Non-selectivity Herbicide 

Tomofumi TAIRA， Shuichi YOSHIDA， Shigenori OKAWA， Shuichi YANAGI and Koichi IGARASHI 

抄録

非選択枝茎葉処理型除草剤iのダイズ本葉3葉期， 6葉期， 9葉期における娃関処理試験では，本葉3葉期処理は

雑草の発生が少なく効果的ではなく，薬剤がダイズへ飛散した碍の薬害の影響は大きかった.また，本葉9葉期処理は

雑草が大きいため薬剤が付着しにくく，除草が不十分となり，雑草に付着した薬液がダイズへ再付者する等，薬害の影

響が認められた.本葉6葉期処理時の雑草の筆丈は約 20cmで，発生が予測される雑草の多くが出芽していることか

ら，除草効果は大きく，またダイズ生育も進んでいるため，薬害の影響は小さかった.どアラホス液剤とグリホサートカリウ

ム塩液剤のダイズ本葉3葉期， 8葉期， 11葉期に行った地際から 10cm，20cmの処理高別試験では，全重，子実重は

グリホサートカリウム塩液剤がピアラホス液剤に比べ，減収や生育量の確保を組害することが認められた.最下着爽高，

分校数，茎径には剤による羨は認められなかったが，地際から 20cmの高位置への処理では，関荊とも最下着焚高は

高くなる傾向が認められた.また，薬剤のダイズ株元への処環では，分校数や茎径に及ぼす影響が小さかったことから，

慕に与える影響は小さいと推察された.

現地実証におけるビアラホス液剤のダイズ娃開処理では，後発生する雑草種が多く1回処理より2回処理で効果が

認められ，アサガオ類のように垂直方向へ直立せず，旬旬する草型では効薬が得やすく，アサガオ類と発生期間や生

育形態が似ているアレチウリ等に対しでも同等の効果が得られるものと考えられた.ダイズ畦間処理はダイズ株間で残草

しやすいため，コウキヤガラのように地下茎で増殖する雑草穫は畦間でも再生しやすいことが認められた.

[キーワード]ダイズ，雑草，畦関処理，非選択性茎葉処理型除草事剤

key words: soybean， weeds， postemergence directed application， non-selectivity herbicide 

緒言

宮城県の水回転作作物としてダイズが作付けさ

れ，約 30年になる.転作当初は畑雑草の埋土種子

は少なかったものと考えられ，雑草によるダイズ収

等に及ぼす影響は小さかった.しかし，十数年前か

ら宮城県内全域のダイズ栽培濁場に畑雑草が多発

生し，コンバイン収穫時の雑草まきこみによる品質の

低下(汚粒)や，雑草との競合により生育不良となる

場合があった.当時の雑草防除の技術は，ダイズ播

種後の土壌処理剤，ダイズ生育期における機械に

よる耕種的除草に限られていた.ダイズが湿寄を起

こすような圏場が多い木県において，梅雨期間での

耕種的除草は時機を逸しやすく，適期に除草する

平成 20年 3月 1日受理

1)現大河原農業改良普及センター 2)明治製薬株式会社

ことが難しく，収穫前等の手取り除草が余儀なくされ

てきた.

近年，広葉対象茎葉処理剤として登録された大

豆ベンタゾン液剤 Na塩(以下，大豆ベンタゾン液剤

と記す)は，本県優占草藷のアメリカセンダングサ，

オオイヌタデには卓効を示し，平ら 3)の報告により，

その効果を上げているが，連年処理により効果の劣

るシロザ，イヌホオズキ類，ヒユ類，マメ科等の雑草

種が多くなってきたことが平ら5)により報告されてい

る.加えて，近年は農薬飛散の問題が注目され，こ

のような茎葉処理型除草剤の全面散布は近隣水

田，環境への飛散(ドリフト)が懸念されるため，飛散

しない処理法が望まれている.
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本報告では雑草防除スペクトラムの広い非選択性

茎葉処理型除草剤を使用し，ダイズへの飛散を懸

念することなく，雑草を効率よく防除するダイズ生育

期畦間(条間)処理法(以下，ダイズ、畦間処理と記

す)について輿語ら8)の報告等を参考にして検討し

た.

試験 1では広葉およびイネ科を関わず雑草に除

効果のある非選択性除草剤どアラホス液剤を用

い， (1)ダイズ畦罰処理のダイズ生育に影響を及ぼ

さない散布時期，散布法について検討し，さらに，

(2)ダイズ畦関処理による薬剤が，ダイズ、へ飛散し

た場合の収穫物への残留や生育および収量に及

ぼす影響について検討した.試験2では試験 1で得

られた知見を元に宮城県南部の大河原町と北東部

の石巻市で現地実証試験を実施した.

現地試験1

大向原町では長期にわたり畑作(麦類一大豆，飼

料作物一大豆)での固定転作が行われてきた.その

結果，特定の雑草種が優占化する闘場は少なく，

雑草種が多様性に富んでいる.さらに，輪入飼料に

由来すると考えられる外来雑草のヒルガオ科アサガ

オ類(ホシアサガオ，マメアサガオ)が侵入している.

これらはダイズに巻き付くため，最終の防除手段で

ある手取り除草も国難を揮める状態となっている.

雑草種が豊富であるため，既存の大豆ベンタゾン液

剤等の選択性茎葉処理型除草剤を連年処理する

ことにより，効果の劣る雑草種の選択と優占化が促

進されると考えられる.陪地区でも大豆ベンタゾン液

剤とイネ科対象茎葉処理型除草剤の茎葉処理が

連年処理され，アサガオ類，シロザ，ハキダメギク

の大豆ベンタゾン液剤で効果の劣る雑草が多発生

している.これらの雑草覆に対し，ダイズ畦間処理に

よる徐草効果について検討した.

現地試験2

石巻市を含む県北東部地域のダイズ栽培におい

て難防除雑草であるコウキヤガラは，海岸に近い湿

地や干拓地に多いとされ，秋田県の八郎潟子拓地

では長い間，水稲の難防除雑草となっていたことを

千葉ら2)が報告している.当地域のダイズ栽培置場

で発生が多くなった原因としては，海岸に近いこと，

園場整備後の園場でも加湿になりやすいこと，水稲

作期間で除草しきれないこと，さらに，その後輪換し

たダイズ栽培時に利用可能なi除草技術が少ないこ

と等が考えられる.

また，大豆ベンタゾン液剤で効果の劣る雑草種で

県北部を中心に発生が多いイヌホオズキ類等に対

し，非選択性除草剤(ピアラホス液剤，ジクワット・パ

ラコート液剤)のダイズ畦関処理による，除草効果に

ついて検討した.

言語辞

この研究を進めるにあたり， 4年間という長きにわた

り，場内試験，現地試験で作業機械による薬剤の

処理，残革調査等々ご協力を頂いた古川i農業試

験場水田利用部の針生義一氏，また，ご助言頂い

た向水田利用部畑作関係の研究員の皆様に深く

感謝し，お礼申し上げます.

材料および方法

試験1.ダイズ畦関処理によるどアラホス液剤の除

草効果とダイズへの影響について

1.ダイズ畦間処理によるどアラホス按剤の除草効果

試験は 2004年，宮城県古川農業試験場内の国

場で、行った.試験面積は1区当たり 10rrr(2X5m)で

供試ダイズ品撞はタンレイ，播種時期と処理時ダイ

ズ葉齢は，雑草が繁茂・大型化することを想定した

5月 27 日播謹(本葉9葉期処理，以下本葉は省

略)，雑草草丈が 20cm頃を想定した 6月 15J3播

種 (6葉期処理)，ダイズが小さく処理が閤難になる

ことを想定した 7丹 2 臼諸種 (3葉期処理)である.

播種方法は機械播撞による条間 75cm，株間 15cm

(1株 2本立て)，播種量は 10a当たり 5kgに設定し

播種した.播種後，試験韻場全面にジメテナミド・リ

ニュロン乳剤を 10a当たり 500m1，希釈水量 1001で

処理し，中耕培土は実施しなかった.

雑草防除効果とダイズへの影響をみるために， 9

葉期処理は 7月初日処理:播種目日後， 6葉期

処理は 7月 22臼処理:播種 37日後， 3葉期処理

は 8月 2臼:語種目日後に供試薬剤ピアラホス液

剤を， 10a当たり 500m1，希釈水量 1001で，株式会

社クボタ製薬剤散布等用乗活管理機(以下，乗用

管理機と記す)に株式会社丸山製作所製吊り下げ
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ノズル(以下，吊り下げノズノレと記す)を装着し，散

布高を地上約 20cmとして処理した.それぞれ無処

理区を設置し2反復とした.なお，使用した吊り下げ

ノズルは5条躍であるが，試験区の大きさに合わせ

て3条用に改良し，さらに，噴口部分を株式会社サ

ンエー製エポックノズ、ル (2ヶ装着)(以下，エポックノ

ズルと記す)から噴射角度の調整等の必要がほとん

どなく，ドヲフトが小さい株式会社 YAMAHO社製土壌

処理剤等処理用 YAMAHOSR-6ノズル(以下，

YAMAHO SR-6ノズルと記す)に変更して処理した.

調査は9葉期処理 (5月 27S播種， 7 ftJ 20日処

理)が処理 21 日後 (8月 10 S)に， 6葉期処理 (6

月 15 日播撞， 7月 22 日処理)が処理 22 日後 (8

月 13日)に， 3葉期処理 (7月 2日播種， 8月 2日

処理)が処理 11臼後 (8月 13日)におのおの O.5 

dのコドラート枠内に残草した錨体を抜き取り調

した.ダイズへの薬害は処理 7日および， 20日(3葉

期処理は 7，14日後)後の2回，向じ条の 1m内の連

続したダイズ株における，葉臨模に対する薬斑等の

発生割合を観察によって評髄した.

ダイズが成熟した 10月 25臼に収穫し，乾燥後の

11月 7日に成熟期調査と収量調査を行った.

2.ぜアラホス液剤等非遺言択性除草剤のダイズ生育

期加，処理高覧Ijによる収礎物等への露響

験は 2005年，宮城県古川農業試験場内の菌

場で行った.供試ダイズ品種はタンレイ，播種時期

は 6 月 7 日，播種方法は機械播種により条間

75cm，株間 15cm(l株 2本立て)，播種量は 10a当

たり 5kgに設定して播謹した.雑草発生を抑制する

ため播種後，ジメテナミF・リニュロン乳剤を 10a当た

り500m1，希釈水量 1001を試験圏場全面に処理し

た.供試薬剤のピアラホス液剤は処理後，捕物体に

吸収された部位から作用点のある部位まで移動す

る「吸収移行型茎葉処理型除草剤(以下:吸収移

行型除草剤)Jと，移動しなしバ接触型jの除草剤の

中間型「接触型・吸収移行型の中間型茎葉処理型

除草剤(以下:中間型除草剤)J (輿語7)による)と，

いわれており，接触部位から大きく移動しないことを

想定し，対照剤を「吸収移行型jのグリホサートカジ

ワム塩液剤とし， 3葉期， 8葉期， 11葉期にそれぞ

れ処理した.

3葉期処理は3葉目がほぼ完全に展開し， 4葉自

が抽出し始めた頃の播種 21 日後 (6月 28 日)に，

ダイズの株元である地際から約 10cmの高さまで処

理し，本葉や初生葉には付着しないように(葉柄部

へのドリフトはあり)霧吹きで2方向から1西約 6m1ず

つを合計約 12m1噴霧処理した.8葉期処理はほと

んどが8葉期に達した 7丹 12臼に，地際から 10cm

の高さまでの区と， 20cmの高さまでの区を設蓋し，

茎を中心に本葉にも付著するように，霧吹きで2

方向から噴霧処理した.処理量は地際から 10cmで

は1詔あたり約 6m1を合計約 12m1，地際から 20cm

では1自あたり約 6m1で，地際から 10cmの高さで2

方向から1自ずつ処理し，さらに，その上部 20cm高

で2方向からおのおの1回ずつ，合計約 24m1 を噴

処理した.11葉期処理は誌とんどが 11葉期に達

した 7丹 29Sに，地傑から 10cmの高さまでと， 20c訟

の高さまでで主茎を中心に本葉にも付着するよう

に，霧吹きで2方向から噴霧した.地際から 10cmは

1回約 6m1を合計約 12m1噴霧処理し， 8葉期処理

と同様に地際から 20cmは1回約 6m1を合計約 24m1

処理した.いずれも3反復で試験した.

ダイズが成熟した 10月 25Sに収穫し，乾燥後の

11月 7臼に成熟期調査と収量調査を行った.薬剤

の収穫物(子実)への残留調査は，ピアラホス液弗i

原体メーカーである明治製菓株式会社が，収量謂

後の検体を分析調査した.

試験2.現地のダイズ栽培におけるダイズ畦間処理

によるピアラホス液剤の効果と影響について

現地試験 1:大海原町での実証

試験は 2007年に宮城県大河原町の閤場で実施

した.試験は 50a圏場で1区あたりの面積は 10a.ダ

イズ品種はタンレイ， r番種は 6月 10S頃で 10a当

たり 5kgを条間 80cmで機械播種した.播種後，

壌処理剤のジメテナミド・リニュロン乳剤を処理した.

基肥は現地の慣行栽培どおり 10a当たり成分量で

窒素 2kg，燐駿 6kg，加里 8kg(大豆化成 550号)

を施肥した.

供試薬剤はピアラホス液剤で 10a当たり 500m1，
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希釈水量 1001で，乗用管理機に平ら6)の報告によ

る北権道糖業株式会社製万能散布パー(以下，万

能散布パーと記す)を装着し，散布高を地上約

20cmに設定し，ピアラホス液剤処理1田区，ピアラホ

ス液剤処理2田区と無処理医を設定し2反復で試

験した.調査は1由自の処理 (7月 11日)の 9日後

(7月四日)， 2@]処理区は2回目の処理 (8月9日)

後の 27日後 (9月 5日)に， O. 5 rrfのコドラート枠

内に残草した個体を抜き取り，残草草種，残草最を

鵠査した.ダイズへの薬害は処理後 10 日目に，樺

付条 1m内の連続したダイズ株における葉面積に対

する薬斑等の発生割合を，観察で判断し，さらに，

生育調査とあわせて評髄した.

現地試験 2:石巻市での実証

試験は 2007年に宮城県石巻市の画場2笛所で

実施した.圏場はおのおの 50aで1区当たりの面積

は 10a，ダイズ品種はタンレイ，播種は 6月 7日で

10a当たり 5kgを条間 65cmで機械播種した.播種

後，土壌処理剤のジメテナミド・リニュロン乳剤を処

理した.基肥は現地の慣行栽培どおり 10a当たり成

分量で窒素 2kg，燐酸 6kg，加里 8kg(大豆化成

550号)を施肥した.

1箇所自の供試薬剤はビアラホス液剤と大豆ベン

タゾン液剤で，ビアラホス液剤は 10a当たり 500m1，

希釈水量 1001で，乗用管理機に万能散布パーを

装着し，散布高を地上約 20cmに設定し処理した.

大豆ベンタゾン液剤は 10a当たり 150ml，希釈水

1001で，平ら4)の報告から，あわせてイネ科対象茎

葉処理剤のセトキシジム乳剤を 150m1現地混用し，

乗用管理機で全面処理した.

2箇所自の供試薬剤はピアラホス液剤とジクワッ

トパラコート液斉!Jでおのおの 10a当たり 500m1，希

釈水量 1001で乗用管理機に万能散布パーを装着

し，散布高を地上約 20cmに設定して 7月 24Sに

処理した.2箇所とも2反復で，それぞれ無処理区を

設定して試験を行った.

調査は処理の 10日後 (8月 2臼)に， 0.5rrfのコ

ドラート枠内に残草した倍体を抜き取り，残草草

種，残草量を調査した.ダイズへの薬害は，処理 10

日後に同じ条の 1m内の連続したダイズ株における，

葉面積に対する薬斑等の発生割合を，観察調査

L.，さらに，生育調査とあわせて評価した.

結果と考察

試験1.ダ、イズ珪関処理によるピアラホス液剤の防

除去主果とダイズへの影響について

1.ダ、イズ陸間処理によるピアラホス液剤の除草効果

吊り下げノズノレの噴口部分をエポックノズノレから，

YAMAHO SR-6ノズルに変更した結果，散布前の噴射

角度の調整は不用になり，かつ観察上，ダイズへの

ドリフトはほとんど見られず，規定薬量を散布するこ

とができた.

3葉期処理は播種が晩播であったことと，土壌処

理剤の効果が持続している期開中で、あったこともあ

り，試験画場内の雑草の発生は少なく，無処理区

内の発生も非常に少なかった(第1表).この時期は

雑草が未発生であることも推察されるため，除草時

期として適切ではないと考えられた.

6葉期の処理lRでは残草が認められず，その効

果は大きかった.処理区内における雑草草丈]jljの

防除効果は，薬剤の登録使用眼界である雑草

20cm以下では極大の効果が得られた.また， 20-----

50cmの雑草でも，イヌタデのように大型化すると茎

が儒儲から斜上する草型，ギシギシのように地上茎

がごく短く葉が根際から出るロゼット型，そしてノボロ

ギクのように大型化すると直立できず斜上から他の

植物に寄りかかる草型では，薬液が付着しやすく防

除効果は大きかった(第1表，第2表).9葉期処理

では 20cm以上の大型化した雑草が残草した.無処

理区では 20cm以下の雑草の発生が多くあったこと

から，薬剤の登録範関内である 20cm以下の雑草へ

の防除効果は大きかったと推察された.

9葉期頃になると土壌処理剤との体系処理で、あっ

ても，播種後約2ヶ月が経過しているため土壌処理

剤の効果は消失し，後発生した雑草が大型化して

いることもあり，草丈 20cm以上の雑草が残草した.

雑草草丈別の防除効果は 20-----50cmの雑草では薬

剤による影響は大きかったが，完全枯死までに杢ら

ず回復する草種もあった.また， 50c股以上になると

効果はさらに劣り，薬剤が付着した茎葉のみが枯死

し，これらによって付着が阻まれた雑草の主茎は残

存し再生した(第1表，第2表)• 
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第 1表 ピアラホス液剤処理後の残箪調査結果 (2004年)

大豆 ピアラホス処理の
雑草名

雑草箪丈53IJ発生数(本IrrO 乾物重
備 考

播種時期処理日 有無 70cm < 50-70cm 20-50cm 20cm> 合計 (革1m)
3 有 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 晩播のため雑草の発
葉 7Fl2El 8月2日 生!ま極少
期 盤 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 有 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

葉 6月15日 7月22日 オオイヌヲデ 0.0 0.0 8.4 0.0 8.4 1.5 
中耕培土無

期
無 イヌヲデ 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7 2.9 

Jtエ 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 0.2 

有
オオイヌ女子' 0.0 4.2 0.0 0.0 4.2 4.1 

9 ノヒエ 0.0 2.1 2.1 0.0 4.1 2.4 
葉 5月27El 7月20日 オオイヌ'):1"' 4.2 4.2 0.0 0.0 8.4 9.4 中耕培土無
期 銀 ノピ工 4.2 4.2 0.0 4.2 12.5 2.7 

イヌ聖子. 0.0 0.0 4.2 8.3 12.5 1.6 

注1)調資臼 3菜期処環:8 .Fl 13 臼 .6~業期処理 :8 月 13 EI .9葉期処理 :8月 10日

第 2表 ダイズの葉齢期lにおけるピアラホス液剤の雑草草丈531]防除効果 (2004年)

大豆葉齢およfJ雑草草丈

雑草名
6諜期 9来期

特筆事項
20cm 20-50 50.......70 70cm 

以下 cm G町1 以上

オオイヌタデ 権大 大 中~大 中 50cm以上でも軟弱徒長気味の場合は枯死が毘られる

アメリ力センダングサ 極大 大 中~大 中 50cm以上でも軟弱徒長気味の場合は枯死が見られる

ノピエ 極大 大 大 中

ノボロギク 極大 極大

イヌホウズキ類 大 大 大 大型化すると旬包する

シロザ 大 中~大 中

ホソアオゲイトウ 大 中~大 中

イヌタデ 極大 極大 大型化すると旬翻しやすい
メヒシ1¥ 撞大 極端な大型化がない

ギシギシ類 槌大 大 極端な大型化がない

ツユクサ 大 極端な大型化がない

小型の不明雑草 極大 極端な大型化がない

注1)防除効果調資iま以下の基準で行った.

短大:完全枯死

大:薬剤jが付着した部位の茎菜!ま溶菜する等，効果は大きく回復には数日を要する

中薬剤が付着した茎菜iま拾死に玉三るが白復する

ダイズ畦間処理による薬害程度については， 3葉

期処理ではダイズの生育量が小さいことから，薬液

の土からの跳ね返りや噴射持の微細なミストが舞うこ

とによる微量の薬量の接触でも影響を受けやすく，

回復にやや時間を要することが認められた(第 3

表)• 

第3表ダイズ葉齢別薬害調査結果(2004年)
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処理時大
立葉齢

3葉期
草丈
30cm 

6葉鶏 13出
草丈
45cm 

状 m理日
20日後の薬害 処理時の天候

程度 重状 発生率程度回復状況処理時の気温

小 黄・褐変 ※10% 微やや遅い 8/2 大互の頂立B(生長点付近)に薬剤が、か
靖天

かったものは枯死。本葉1枚目や、その茎
約300C

にかかっても枯死には至らない。

本葉3枚目以下や、その茎に薬弗而T、か
かっても薬害の影響は小さい。

微黄‘褐変 wm 
i
 

議徴 早い

備 考

2
;
℃
 

nノ』

E
r
へ
n
u

/
/
-
~
q
u
 

7'

品〓
h
リ

n
日
卒
中

期
丈

m

喋
草
肌
山

116 謹徴 早い15弘 徴~小黄・褐変 7/20 
晴天
約300C

大主主の草丈が大きく散布機械による伺i伏
が発生し薬害を助長している。 {iiJ伏iま5日
韓度で由復した。本葉4枚目以下に薬斉IJ

が、かかっても薬害の影響は小さい。

j主1)薬害発生率緩付条 1m内の連続したダイズ株における言葉萄穣!こ対する薬斑等の発生割合を観察によって評錨

注 2) 薬害程度経微:発生率回以下，徴 :5~15覧，小 15~25覧

※:処理 10日後の調査結果

6葉期処理における薬害は3葉期処理と閉じよう

に土壌からの跳ね返り，噴射持の微細なミスト化に

よる接触により，主茎や一部本葉の下位葉に薬斑

が生じたが， 20 S後の調査では薬害はほとんど告

立たなかった(第3表).これは主茎の下部は硬化

(木質化)が進んだ後での処理で、あったことと，この

時期における下位葉は健全葉であっても活性が鈍

くなっているためと推察された.9葉期処理における

薬害は3葉期・6葉期処理時と同様に，土壌からの

跳ね返り等の現象に加え，薬剤が付着した大型の

雑草がダイズ、に触れることと，ダイズが大型になって

いるため散布機械による倒伏が生じ，薬i夜が付着し

た雑草にダイズが触れたことによるもので， 6葉期処

理に比べ薬害が大きくなった.しかし， 6葉期同様に

薬害は一時的なもので，回復は王手く，処理 20 臼後

の調査では，その後の生育に影響は認められなか

った.さらに，これら3時期の無処理区対比における

薬害による収量への影響も認められなかった.これ

らのことから， 6葉期頃はダイズの生育量が大きくな

り，後発生の雑草の多くが出芽し，また，その草丈

が約 20cm程度になるため紡除効果は大きく，ダイズ

への薬害による影響も小さく，有効的な訪除時期と

判断された(第3表)• 

2.ピアラホス液剤等非選択性除草剤のダイズ生育

期)311，処理高別による収穫物等への影響

中間型除草剤であるピアラホス液剤と吸収移行型

のグジホサートカリウム塩液剤の収穫物に及ぼす影

では，全霊，子実震，主茎長に明らかに差が認

められ，吸収移行控除草剤のグリホサートカリウム塩

液剤は中間型除草剤のどアラホス液剤に比べ，収

穫物に対し，減収や生育量の低下を生じることが認

められた.また，最下着英高，分校数，茎径には剤

による差は認められなかった.さらに，分枝数，茎径

には無処理区対比でも大きな差は認められなかっ

た.しかし，地際から 20cmの高位置への処理では，

荷剤とも最下着英高は高くなる傾向が認められた

(第4表).薬剤のダイズ株売への処理による影響

は，分校数や茎径に及lます影響は小さかったことか

ら，茎に与える影響は小さいと推察された.

第4表薬剤処理条件と成熟綴生育および収量調査結果(2005年)
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除草剤名
処理時 処理 全霊 子実重主茎長 最下着 分枝数 茎経

大豆葉齢高(cm) cu本)

ピアラホス液剤 3葉期 10 50.7 
8葉期 10 61.5 
8葉期 20 45.2 
11葉期 10 59.0 
1 1葉期 20 55.9 

ゲ1)ホサート・カ1)ウム 3葉期 10 35.8 
塩液剤 8葉期 10 45.9 

8葉期 20 36.4 
1 1葉期 10 49.6 
11葉期 20 43.4 

無処理 58.6 
除草剤間 ** 

注1)料:1覧水準で有意*:問水準で有意， ns有意差祭し

ピアラホス液剤，グリホサートカリウム塩液剤の処

理時期と処理高の違いによる全重，子実重に与え

る影響では，ピアラホス液剤は無処理E対比で， 3 

葉期処理， 8葉期の 20cm処理で全霊，子実重とも

に減少し， 11葉期の 20cm処理は子実重が減少し

た.中間型除草剤であるピアラホス液剤ではダイズ

葉齢が小さいうち，または，処理高が高くなると減収

することが認められた.8葉期および11葉期におけ

る処理高の影響をみると， 8葉期では処理高が

20cmになると 10cmに比べ明らかに減収したが， 11

葉期では8葉期ほど大きな差は認められなかった

(第5表).このことから，ダイズの生育ステージが早

いほどピアラホス液剤の影響が大きいことが示唆さ

れた.

グヲホサートカリウム塩液剤では，いずれの処理時

期・処理高でも無処理匿対比で全重，子実重が減

4又することが認められた.処理時期，処理高におけ

る違いでは11葉期の 10cmと8葉期の 10cmが同等

で，グリホサートカリウム壇液剤を処理したなかでは，

収量低下が少なかった(第6表).吸収移行型徐

剤のグリホサートカリウム塩液剤では，ダイズへのドリ

フトは生育量，収量に影響を及ぼすため，現地で処

理する場合は接触型もしくは中間型除草剤以上

に，ダイズへの飛散を注意する必要があることが確

認できた.

cu本) (cm) 英高(cm) (本/本) (mm) 

25.7 
29.0 
21.3 
29.4 
25.3 
17.3 
20.4 
17.5 
22.4 
19.2 
30.8 

** 

82.4 23.4 3.7 9.2 
86.0 25.1 3.4 8.7 
88.7 27.8 3.2 9.2 
85.9 25.8 3.7 9.6 
88.3 28.0 3.4 10.1 
80.1 23.2 3.5 9.3 
84.6 23.5 3.5 9.5 
83.0 25.2 3.5 9.0 
82.7 24.5 3.8 9.1 
83.6 29.6 3.4 9.4 
85.6 25.9 3.8 9.3 

* ns ns ns 

第5表中間型除草剤ピアラホス液剤のダイズ収穫物

に与える影響(2005年)

会璽

子突き霊

主主ユ
3重量期

8章差異耳・100m

8:1案織・20cm

11草案期・10cm

11草案期・20cm

3:1室鍛

8言葉期・100m

3~案提2

3書室主観

8:1護期・10cm

8草案期・20cm

11~襲綴・ 10cm

3繋繍

8~産奴・ 100m

B議室主主・200m

3:1震矧

8~塞期 '10cm
8~案提耳・ 20cm

11繁期・10cm

11~霊泉Jj '20cm

3重量繍

8~童英2 ・ 10cm

3~霊期
3霊童綴

8~霊矧 .10cm

8~章綴・ 20cm

11:1案英語・10cm

3~霊期

8~室綴 '10om
8~寵期・ 20cm

主豆一三
書善処理

祭処理

祭処理

祭処理霊

祭処翠

B議員Jj'20cm

8~長期・ 20cm

B~寵綴・ 10cm

11:1案提Jj'20cm

11~寵期 '2Ocm
11草案期・20cm

11草案英語・20cm

11:i量期・10cm

11草案期・10cm

11:1案矧・10cm

祭処濠

祭処理

祭処理

害者処理

喜善処理

8~案期・ 20cm
8:1案期・20cm

8~車線・ 10cm

1H護綴・20cm

11:1童英語・20cm

11:i案期・20cm

11言葉期・20cm

11:1案織・10cm

11菜矧・10cm

11重量期・10cm

主盛2
50.7 

61.5 
45.2 

59.0 

55.9 

50.7 

61.5 

50.7 

50.7 

61.5 

45.2 

59.0 

50.7 

61.5 

45.2 

25.7 

29.0 

21.3 

29.4 

25.3 

25.7 

29.0 

25.7 

25.7 

29.0 

21.3 
29.4 

25.7 

29.0 

21.3 

平芸盟主 *11定

58.6 * 
58.6 ns 

58.6 林

58.6 ns 

58βn s  

45.2 ns 

45.2 *キ

61.5 紳

55.9 ns 

55.9 ns 

55.9 梓

55.9 ns 

59.0 本

59.0 ns 

59.0 ** 
30.8 * 
30.8 ns 

30.8 キ本

30.8 ns 

3河).8 * 
21.3 キ

21.3 キキ

29.0 ns 

25.3 ns 

25.3 ns 

25.3 ns 

25.3 ns 

29.4 ns 

29.4 ns 

29.4 *本

注1)料:1%水準で有意， *: 5背水準で有意， ns 有意差祭し

第 6表吸収移行型除草剤グ1)ホサートカリウム塩液

剤のダイズ収穫物に与える影響(2005年)
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水準 1 水準 2 平均値1 平均i亙2 判定

全霊 3重量期 祭処理 35.8 58.6 紳

8重量期・10cm 祭処理 45.9 58.6 紳

8繁期.20cm 祭処理 36.4 58.6 特

11薬期・10cm 祭処理 49.6 58.6 * 
11 ~案期 20cm 祭処寝 43.4 58.6 林

3書室湖 8~寵綴・20cm 35.8 36.4 ns 

B薬期・10cm 繋綴.20cm 45.9 36.4 キ

3書室期 8~露英2 ・ 10cm 35.8 45.9 * 
3繁期 11~案期・20cm 35.8 43.4 * 

B書量級・10cm 11~室期・20cm 45.9 43.4 ns 

8~室期 20cm 11草案期.20cm 36.4 43.4 ns 

11~喜納・ 10cm 11~産期 .20cm 49.6 43.4 ns 

3~案期 11言葉期・10cm 35.8 49.6 紳

8~産期・ 10cm 11菜類・10cm 45.9 49.6 ns 

83室期・20cm 11繁期.10cm 36.4 49.6 幹

子実霊 3繋期 喜善処理 17.3 30.8 料

8重量綴・10cm 祭処理 20.4 30.8 紳

8~震期・20cm 然処環 17.5 30.8 紳

11菜鍛寸Ocm 然処理 22.4 30.8 紳

11薬綴.20cm 祭処理 19.2 30.8 料

3薬草書 8~寵期・20cm 17.3 17.5 ns 

8~童期・ 10cm 8~案期・20cm 20.4 17.5 ns 

3重量矧 8~霊剣 .10cm 17.3 20.4 ns 

3~童期 11~霊郷 .20cm 17.3 19.2 ns 

B言葉矧・10cm 11~童期 .20cm 20.4 19.2 ns 

8繁期・20cm 11繋繍・20cm 17.5 19.2 ns 

11繁期.10cm 11~震期・20cm 22.4 19.2 ns 

3草案英語 11草案期・10cm 17.3 22.4 * 
8~童期・ 10cm 11~童英語・ 10cm 20.4 22.4 ns 

8繁期・20cm 11言葉綴・10cm 17.5 22.4 キ

注 1)紳:1覧水準で有意.*: 5覧水準で有窓.ns:有意差無し

子実への残留分析結果では，ピアラホス液剤では

いずれの処理時期，処理高でも検出されなかった.

グリホサートカリウム塩液剤は， 11葉期の 10cmと

20cm処理で微量であるが検出され，吸ij又移行型除

草剤と中間型除草剤による子実への移行に差が認

められ，吸収移行型除草剤の 11葉期以降の処理

は微量であるが，子実へ移行することが示された(第

7表)• 

第7表処理時期・処理高別子実中の薬剤残留調査結

果(2005年)

検体名

nラホλ~~J

ゲ1)ホサートカリウム塩液~J

大5i.

薬齢

3葉真2
8菜類

8薬芸2
1H室期
11薬期

3薬期

8菜甥

8菜期

11葉期

11葉期

注1)鰯明治製薬による分析

処理高

o也際から)

10cm 

20cm 

10cm 

20cm 

10cm 

20cm 

10cm 

20cm 

毅化合物

<0.004ppm非検出

<0.004ppm 非検出

<0.004ppm 非検出。.004ppm 非検出

〈0.004ppm 非検出

くO.Olppm 非検出

<O.Olppm非検出

くO訓 ppm 非検出

O.Olppm 

0.02ppm 

試験2.現地のダイズ栽培におけるダイズ畦開処理

によるピアラホス液剤の効果と影響について

現地試験1.大前原町での実証

1.除草効果

ダイズ畦間処理によるピアラホス液剤 1回処理後

の残革調査結果では，無処理区対比で除草効果

は非常に高かった.処理区の調査枠内でマメアサ

ガオが残草したが，観察謂査によると薬剤処理後に

後発生したもので，発生期間(出芽期間)が長い雑

草種である.また，処理区の調査枠外ではカラスピ

シャク(サトイモ科)が残草し，ピアラホス液剤の効果

が劣ったことが認められた(第1函). 

ダイズ畦関処理によるピアラホス液剤 2@]処理後

の残革調査結果では，無処理区対比で除草効果

は非常に高かった.処理区の諦査枠内のハキダメ

ギク，シロザ，エノキグサは観察調査によると薬剤処

理後に後発生したもので，いずれも発生期間が長

い雑草種である.第 1図と比較して単位面積あたり

の残草の乾物重が大きいのは残革調査が第 1図よ

り17日間還し雑草の生育期間が長くなったためで、

ある.また，処理尽の調査枠外で残草した8葉期を

超えたノピエは，完全枯死に至らず黄化した程度

で，この葉齢に達した大型のノピエに対じてどアラホ

ス液剤は，効果がやや劣ることが認められた(第2

図). 

(g/m) 
14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 

第1園蛙罰処環によるピアラホス液剤 1毘処理後の残

葱語査結果 (2007年，大河原町現地闇場)

注 1)調査日:薬部処理 (2007.7.11)から 9 日後(2007.7.19)調

査はダイズの隠開株間を含む

注2)処理時のダイズ草丈iま約 30cm

〔備考〕調査枠外でカラスピシャクが残撃し一部糞化していた

ものの枯死偲{本は確認できなかった.
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(ば)
5.0 r-ーム
4.5 

4.0 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

第2鴎魅鵠処理によるピアラホス液剤2菌処理後の

残革調査結果(2007年，大河原町現地題場)

注1)無処理区!ま設霞無し

注2)2回処理区処理日 2007.7.11，2007.8.9

1回処理区処理臼 :2007.7.11

注3)議査 B:処理 27日後 2007.9.5 調室長は大豆の

霊宝間総濁を含む

〔備考〕議室量区以外でカラスピシャクが残翠し一部焚化して

いたものの枯死個体は確認で‘きなかった 8業期を超えたノピ

ヱも完全翁死に釜らず，言電化穏度の個体が認められた.

大河原町の現地実証におけるピアラホス液剤のダ

イズ畦間処理では， 1回処理より2回処理で大きな

効果が認められた.アサガオ類のように垂直方向へ

直立せず，旬旬する草型では効果が得やすいことも

認められた.また，ダイズ株元へ薬液が飛散したとこ

ろではダイズ株間に発生した雑草への除草効果が

大きくなることも認められた.本方法により，アサガオ

類と発生期間(出芽期間)や生育形態が似ているウ

ジ科のアレチワリ，マメ科のヤブツノレアズキ，ツルマメ

，大型化することで大豆ベンタゾン液剤の効果が

低下し，さらに，蔓性で手取り除草が困難な問題雑

草に対しでも，同等の効果が得られるものと考えら

れた.しかし，薬剤処理後 10日程度の経過で，マメ

アサガオ，ハキダメギク，シロザ，エノキグサ等の後発

生が認められていることから，例年，これらの後発雑

が多発する圃場では，ダイズ畦間処理によるピア

ラホス液剤の1回処理での防除は困難で， 2肥以上

の処理が必要と考えられた.

2.薬害等調査結果

ダイズ畦開処理によるピアラホス液剤 1回処理 後

の薬害調査結果では，薬剤処理時のダイズ生育が

小さかったこともあり，ダイズ初生葉および下位の本

葉への薬害が認められた.その薬害程度は微程度

で，無処理区対比では，草丈等の生育に差はみら

れなかった(第8表)• 

第8表ピアラホス液剤IJ1回処理後のダイズ薬害調査

(2007年，大河諒町現地闇場)

処理区
調のそ刈

・
変

お
褐

占
山
の

褐
辺

害
度
一
生

薬
程
一
事

令
期
一

i

撃
さ
世
間
一

t

丈
同
一

ρ

事

C
回
目

定状

無処理区 31.1 6 無

注1)薬害程度微薬害が認められるが，回復により減収しな

し、

薬害程度の判定は，日本植物誤節剤研究協会f薬害評

価基準jによる

ピアラホス液剤2回目処理の 27日後の調査結果

では，処理時のダイズ下位葉は自然落葉していた

ため，本葉への飛散はほとんど認められず，薬害の

影響は小さかった.茎(株元)の影響については，茎

が硬化(木質化)していたため，生育抑制等の薬害

症状は認められなかった(第9表)• 

ドリフト等によりダイズ株間・株元へ薬液が飛散し

た場合の除草効果は高く，また，生育に影響が出る

ほどの薬害症状は認められなかった.ピアラホス液

剤等，ダイズ畦開処理では処理された畦関内の除

草効果は大きい.しかし， 2006年現在のダイズ畦間

処理の壁録では浅井1)の報告のとおり「ダイズに飛

散しないこと」が前提である.

第9表ピアラホス液剤2由処理後のダイズ薬害誤査

(2007年，大河原町現地菌場)

草丈 葉令 薬害
症状

(cm) (葉期) 程度

下位葉が自然溶葉し
2盟処理区 50.7 12 盤 たため薬害は確認でき

ず

1自処理区 51.1 12 盤

j主1)薬害程度の判定は，日本植物議宣言剤研究協会「薬害評

価基準Jによる
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現地試験 2.石巻市での実証

3.除草効果

ピアラホス液剤のダイズ畦間処理による大豆ベン

タゾン液剤の全面処理について，残草調査の結果

を比較すると，大豆ベンタゾン液剤処理区で残草し

たシロザ，イヌホオズキ類はビアラホス液剤の処理度

での残草は認められず，除草効果は大きかった.し

かし，シロザ¥イヌホオズキ類は出芽期間が長いこと

から， 1回処理では一時的な防除にすぎず後発生

することが推察された(第3図)• 

30 r (ym') 

25 

20 

15 

10 

と7う本λ

図その他
国シロサ.

ロヤナキ'$1デ

回オオハ}~聖子

m才オイヌ聖子.

ロイヌホオス.キ

図アメリカセンダンゲサ

大主主ヘ'ン灼'ン 棄を処護霊

第3図ピアラホス液剤のダイズ畦関処理と大琵ベンタ

ゾン液剤の残惹調査結果(2007年，石巻市現地

圏場)

注 1)ダイズ監査慌のみを調査し株聞は調交していない

注2)大主主ベンタゾン液剤処理径はセトキシジム李L1fiJを

現地;運用処穫した

ピアラホス液剤，ジクワット・パラコート液剤の陸間

処理によるコウキヤガラの残革調査結果では，両剤

ともダイズ畦聞から出芽発生したコウキヤガラに対

し，雑草の真上からの処理であるため，除草効果は

大きかった(第4函).しかし，ダイズ株聞に発生した

鰻体は防除できず，地下茎で繋がる鱈体の再生が

認められた.コウキヤガラは地下部で塊茎から親株

が出芽し， ij夜芽が数僧形成される.その後，地下部

を水平に伸長し分株を形成し，これを短期間に数

震と繰り返して繁茂するため，親株の地上部，子株

の地上部のみを枯殺しでも根茎は生存し続け再生

しやすい.今回供試した剤は再剤とも植物体内を移

行しない特性をもつことから，ダイズ、畦関内に発生し

た株の地上部のみを除草しでも，株間に残草すると

地下茎から再生するため，期待した大きい除草効

果は得られないことがわかった.さらに，コウキヤガラ

は草丈 10cm以下では，葉が展開していないことか

ら，株間ではさらに薬剤が付着しにくく，葉が展開し

大型化したものでは葉がしなだれ，タトイ刻の葉が枯れ

る程度で生長点には到達せず完全枯殺には至らな

いことが観察から確認された.

コウキヤガラのように葉がしなだれ，たくさんの葉に

生長点が保護されているような雑草，地下の根茎で

増殖が可能な多年生のイネ科雑草も，同じように防

除効果が低いと考えられた.したがって，近年，ダイ

ズ栽培調場で増加しつつある雑草水稲について

も，珪間処理では防徐しにくいと推察された.

(g/m) 
30 

20 

10 

。
ピアラ本λ シ.~ワット・ 終処理主

第 4国 ピアラホス液淘iとジクワット・パラコート液剤のダ

イズ娃間処理による残箪調査結集(2007年，石

巻市現地臨場)

注 1)ダイズ陸路のみを調査し株潤i注調査していない

4.薬害調査結果

薬害調査結果については，大豆ベンタゾン液剤

処理区は微程度で，ピアラホス液剤のダイズ畦間処

理では認められなかった(第 10表)• 

第 10表ダイズ薬害認査結果(2007年，石巻市現地関

場)

率丈 索令 E案審
症状

(cm) (茎塑) 護寝
ヒγう属議爾蕗関「処王翠区 51.1 8 害警

大豆ヘツ告y・ン区 51.3 8 者設 f墨点およびその溺辺の字詰変

喜善処走塁区 50.7 8 書署

j主1)薬害穆皮徴:薬害が認められるが，回復により減収しな

い.8本植物調節斉IJlilf究協会「薬筈評価基準jによる

注 2)誤盗臼:処理(2007.7.24)の10日後(2007.8.2)

また，ピアラホス液剤とジクワット・パラコート液剤

処理における薬害は試験闘場内で一部，散見され

た程度で，調査区では認められなかった.いずれ

も，ダイズ畦間処理では薬害はほとんど認められな
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かった.

5.ダイズ畦開処理について生産者等の意見

大豆ベンタゾン液剤が登録になって以降，難防除

雑草が増加したこともあり， rこれからの技術Jといっ

た意克が多くあげられた。また，非選択性茎葉処理

型除草剤の特性について広く周知されていないこと

もあり，ダイズにドリフトした場合，吸収移行するとい

う誤解から「ダ、イズにかかったらどうなる?Jという意

見が最も多かった.また，県南地匿では処理高をや

や高めに設定した結果，一部ダイズへのドリフトが認

められたが，除草効果は大きく，生産者や関係者か

らは除草効果は大きいと感じているJとの意見を

得られた.一方 r2回処理を行っても後発生は止ま

らず， 3回以上の防除も必要であるが，これ以上の

処理は経費に見合わない」との意見もあった.さら

に，県東部地区では，ダイズへのドリフトを完全に抑

えるため，低い位置からの処理であったことから，除

効果に不満があるとの声もあった.しかし，水産業

等への影響も考慮した考え，中耕培土等，既 存の

耕種的な機械防除体系では防除が難しいため， rこ

の方法は評価できるJといった意見も得られた(第 11

表)• 

第 11表 陸間処理に対する生産者等の意見

{多くよげられた意見]

.これからの技術だ

• fl直段が高い

-大豆にかかったらどうなる?

{利点と感じた点}

・幾防徐雑草の対策になる。

.後発する雑草の対策になる。

協生青期間中、海lを変えることで数回処理することができる0

.飛散がない。

.f!誌が強い包でも処理ができる。

-圏場がぬかるんでいても、処理できる(中耕培土は降雨後しばらくは画場に入れない)。

鑑汚粒の原因となる収穫頃に発生する冬雑草の対策になる(毅待する)。

.!:t耕培こたでは抑えられないアサガオ防除にiまよい。

-手取り!こ比べたら大橋に低コスト省力化が可能。

{欠点と感じた点]

a株主幹に発生した雑主義は妨除が難しい。

・中耕培土で寄せられた株本の雑草に対し妨除が難しい。

・会菌処理に比べたら時間がかかり、手閣である。

・桑用型管理機以外のブームスプレイヤでは使えないのと同じである。

・処理をし続け替のように雑草が少なくなったら、散布機の必要が無くなる。

霊栽培初期に発生した大型の雑草は残草する。

{望まれること}

盆大豆の下葉にかかっても問題がない。株本処理にすべき。

置中耕培土は新たな雑草の出芽を促すこともあるため、雑草防除からみた中耕培こ仁の回数と畦関処理との体系
処理

・難防除雑草の殆どが後発生する。非選択性除箪淘!が効巣があるのは分かっているが、大豆の収量が倍にな
るわけでもないので何度も処理できない。愛用対効果

[その他]

・移行性のある剤と移行性の無い剤があるとは思わなかった。

リ fサグランの全面処理もそれほど飛散しない。土壌処理部用のノズルを使用。

・来年度、密7の事業で3台導入し町内120haの全箇積を処理するo

-指導が一律ではない(大豆にかからないように処理する指導だが、大豆!こ飛散しないわけがない、かかっても
株本なら影響ない。収穫物への残留は問題にならないといった指導もされたことがある)。

j主)意見iま県内 12集gの転作総会等の綴合長及びその構成員等.JA大豆類担当者等

播 要
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1)ダイズ本葉6葉期頃はダイズの生育量がある程

度大きくなり，後発生する雑草の多くが出芽し，そ

の草丈は約20cm程度となることから，防除効果は

大きく，ダイズへの薬害による生育への影響も小

さし¥

2) グリホサートカリウム塩液剤はピアラホス液剤に

比べ，収穫物に対し減収や生育量の低下を生じ

る.薬剤のダイズ株元への処理による影響は，分

校数や茎径に差がないことから，茎に与える影響

は小さい.どアラホス液剤のダイズへのドソフトの

影響は，生育ステージが早いほど大きい.グリホ

サートカリウム塩液剤のダイズへのドリフトは生育

，収量に影響を及ぼすため，ピアラホス液剤以

上にダイズへの飛散を注意する必要がある.グリ

ホサートカリウム塩液剤の本葉 11葉期以降の処

理は，微量であるが子実へ移行した.

3) 大河原町の現地実証におけるピアラホス液剤

のダイズ畦間処理では， 1回処理より2回処理で

大きな効果があった.アサガオ類のように垂直方

向へ寵立せず，傭旬する草型では効果が得やす

い.ダイズ株元へ薬液が飛散したところでは雑

への除草効果が大きくなる.アサガオ類と発生期

間(出芽期間)や生育形態が似ているウリ科のア

レチウリ，マメ科の雑草も同等の効果が得られるも

のと考えられた.薬剤処理後 10 S穏度の経過

で，マメアサガオ，ハキダメギク，シロザ，エノキグ

サ等の発生が認められていることから，これらの後

発雑草が多発する圃場では，ダイズ畦間処理

は， 2百以上必要と考えられた.

4) 大豆ベンタゾン液剤処理では，シロザ¥イヌホオ

ズキ類は残草し，ピアラホス液剤の畦潤処理では

これらの雑草の残草は認められず，除草効果は

大きかった.シロザ¥イヌホオズキ類は出芽期間が

長いことから， 1@]処理では一時的な紡除にすぎ

ず後発生する.ピアラホス液剤，ジクワット・パラコ

ート液剤のダイズ畦間処理によるコウキヤガラへ

の除草効果は，両剤ともダイズ陸間から出芽発

生したコウキヤガラに対して，除草効果は大きか

った.ダイズ株間に発生した個体は防除できず，

地下茎で繋がる個体の再生が認められ，高い除

草効果は得られない.
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Postemergence Directed Application to Row Spaces of Soybean Fields with 

Non ・-selectivityHerbicide 

Tomofumi TAIRA， Shuichi YOSHIDA， Shigenori OKAWA， Shuichi YANAGI， Koichi IGARASHI 

In a trial on postemergence directed application to row spaces with non-selectivity herbicides at the 

third， sixth and ninth leaf stages of soybean plants， the application of such herbicides at the third leaf 

stage showed no optimum performance in herbicidal activity owing to the limited emergence of weeds and 

brought about severe damage to the plants when a dilute solution of the herbicides was accidentally 

sprayed on to the plants. The application at the ninth leaf stage of the soybean plants was also not good 

enough， since weeds grew taller and had difficulty in even the adherence of the spray solution to their leaf 

surface. In addition， part of the spray solution that adhered to the weeds also adhered to the soybean 

plants and induced phytotoxicity. At the sixth leaf stage， almost all the weeds emerged with an average 

height of 20 cm， therefore， the best herbicing. In activity was observed with the application of the 

herbicides. In addition， minimum phytotoxicity was observed in the soybean plants because of their 

sufficient growth， prevent spray drift in their leaves. In a trial on different spray heights at 10 cm and 20 

cm above ground level with Bialaphos Liquid and a liquid formulation of potassium glyphosate (Glyphosate 

Liquid) at the third， eighth and eleventh leaf stages of soybean plants， a mild increase in whole-plant 

weight and decreases in bean and pod weights and in yield were observed in the Glyphosat巴 Liquid

treatment but not in the Bialaphos Liquid treatment. The lowest pod height， the smallest number of 

branches and the smallest stem diameter showed no difference between both herbicides. The lowest pod 

height tended to be higher with treatment at 20 cm above ground level with both herbicides than with 

treatment at 10 cm. Since the number of branches and stem diameter of soybean plants were not severely 

affected in plant foot treatment， the influence of what on stem growth was supposed to be limited. In a 

farm land trial conducted for demonstration，a higher herbicidal activity was observed with a two-shot 

treatment than with a one-shot treatment in the row space application of Bialaphos Liquid for soybeans 

because of the delayed emergence of many weeds. A high herbicidal activity was easily observed with 

Bialaphos treatment against creeping weeds such as morning glory species， and the herbicide was 

expected to show similar herbicidal activity against weeds such as Burcucumber (5 
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