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盤 整 備 地 に お ける畦畔植生の特徴

渡 辺 修 * ・ 大 谷

〔キ…ワード)水田11法時半，二次選移，基盤整備後

の年数，イネ科多年草，土壌保全型植物

1 .はじめに

水田畦畔は，耕作地の境界として重要な役割を持

つことに加え，湛7k機能，土壌流出防止，農村景観

形成など様々な役割を持つが，その維持管玉虫には多

くの労力が必要である.水回目陸間半の大部分は，造成

時のコストの点から土堤で、形成され，チガヤやヨモ

ギなど様々な植物が生育している.土で形成された

畦畔は，械物が根を張ることでその形や機能が維持

されるが， ifi[物が繁茂しすぎるといくつかの間題を

生じる.繁茂した雑草は害虫の生息、場所となり，草

丈が膝より伸びた!時ID'I'は歩行が困難で、水管理がし

にくく，7k関内の通風の妨げともなる.時間半では年

間 2-6回ほどの草刈り管理が行われているが，高齢

化が進んだ農村では草刈りの作業がもっともつら

く，さらに傾斜地の多い水田地帯では畦畔法函の間

も大きくなり，農作業上大きな問題を抱えている

(有印ら 1993，木村ら 1994) 水聞は戦後から現

るまで，機械化や大規模化に対応するため全

聞各地で基盤整備事業が進められ，それと 1<'司時に自主

畔の改変も進められた(写真1).時畔の改変によ

り一度消失した既存植生は，裸地状態から二次藩移

が進行し再び構生が回復するが，基盤整備後の年数

と植生の変化に関する研究事例は少ない.また，畦

畔管理に適した植生の評価も総合的に行う必要が

ある.ここでは畦畔植生の特徴を調べ，管理に適し

た植生安明らかにするため，中国地方を中心に行っ

た畦畔植生調査の研究結果を紹介する.

2. 基盤整 備 年 代 の 巽 な る

畦畔植生の特徴

基盤整備年代の異なる畦畔を対象に，広島から島

根にかけて中街地方を横断する形で調査地を設定
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写真 l 茶鍛整備後の火型盟主匝'Ieの主主メIJり作業
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図 1 I陸自'F植生調主主を実施した地点

， 

した(図1).基盤整備は数年にわたって工事が行

われるが，ここでは工事完了年代を基準として記録

した.陸自半の植生調査は，畦畔草地(畦四半法笛)部

分に 1mx10mの横長コドラートを，天端部分に

0.5mx10mのコドラートを設置し，出現穏と被度，

草丈，群務内における土壌水分含量と土壌硬度を記

録した.調査時期は 2004年と 2005年の 7月から 9

月で，夏から秋に優市する草種を対象に調査を行っ
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スが多いが，整備後の土壌は不安定なため，土壌保

持のためスギナを大事にする視点が必要である.ま

た，ヨモギは初期生育が速く，地下茎もよく発達す

るため，スギナと同様に土壌保全機能が高く，道路

法面の緑化資材としても導入されている.しかし，

スギナもヨモギも畑の主要雑草となっているため，

耕地への侵入を防止する必要がある.また，ヨモギ

は草丈が大型で，地上部が枯れると茎が非常に固く

なり，刈り払い管理が難しくなる.

基盤整備後 5年以上経過した畦畔では，スギナと

ヨモギの優占順位はやや下がり，チガヤやススキな

どイネ科多年生雑草の優占順位が上昇した(図 2).

特に，チガヤは基盤整備後数年で畦畔に侵入し，大

部分の畦畔で最も優占していた.チガヤの優占度は

土壌水分含量と負の相闘があり，乾燥条件を好む傾

向が確認された(表 2) .チガヤは草刈りに対する

耐性が非常に強く，刈り払い後すぐに、ンュート(稗)

を再生させ (Tominaga1989) ，他草種との光競合

を有利に進めて群落内で優占化する.しかし，畦畔

ではチガヤが他草種を完全に排除して純群落とな

るケースはほとんどなく，シパやヨモギ，コナスビ，

コウゾリナ，ノアザミ，キンエノコロ，ノチドメ，

ウツボグサなど数多くの野草類との共存が確認さ

れた.年数回の刈り払いを行う畦畔はチガヤの好適

環境であるとともに，多くの草原性野草類の生息空

間でもある(大窪ら 1995，山戸ら 1999，曽根原ら

2003) .また，チガヤは様々な長さのライゾーム(根

茎)を地下に張り巡らせ(富永 1991)，畦畔草地

の土壌保持に極めて大きな役割を持つ.チガヤの土

留め機能は河川堤防でも認

められており，各地で導入

試験が進められている(江

崎ら 1992).チガヤの株は

あまり大きくならず，株元

に粘りがあり，斜面で刈り

払い作業をするときに滑り

にくい.また，チガヤは

シュートに適度な強度があ

り，シュートに刈払機の歯

が軽く触れるだけで刈り取

ることができ，機械作業性

に優れる特徴がある.

整備後の年数が経過した
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た(渡辺ら 2004) . 

畦畔造成後の年代は 1 基盤整備後 5年未満，

11 : 5-9年， III: 10-20年， N: 20年以上，の 4つ

に分けた.コドラート調査における出現種の被度と

草丈から積算優占度を求め，整備後の年代ごとに優

占上位 25種のリストを表 1に示した.基盤整備後 5

年未満の畦畔では，スギナとヨモギが優占し，その

後年数が経過するにつれチガヤとススキの順位が

上昇した.チガヤとスギナはどの年代の畦畔でも高

い優占度を示した.スギナとヨモギは土壌肥沃度の

低い環境で優占する傾向があることが知られてい

る (Young1968) .今回の調査では基盤整備直後の

畦畔でスギナとヨモギが多く観察された.畦畔は整

備直後ほとんど裸地状態であるが，土壌中には埋土

種子や塊茎等の栄養繁殖器官が多く含まれており，

また，風散布型の植物の侵入もあるため，基盤整備

後すぐに植生遷移が進行する.スギナの塊茎は非常

に小型で、数が多く，乾燥に極めて強いことや地下深

くからの萌芽力も強い特徴を持っている(伊藤ら

1999) .整備直後の畦畔はリタ一層がなく貧栄養で

あり，日当たりがよく乾燥することなどから，この

ような環境に適したスギナが優占しやすいと考え

られる.また，スギナは地下 100cm程度まで縦横無

尽に地下茎を張り巡らし(伊藤ら 1988) ，畦畔法

面の土壌流出を防ぐ機能があることに加え，草丈も

低く畦畔植生として管理しやすい.スギナは畦畔の

二次遷移の初期に重要な役割を持っと考えられる

が，多くの農家はスギナを害草と考えている.畦畔

のスギナは非選択性除草剤などで防除されるケー
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表 1 畦畔の基盤整備後の年数と優占植生

整備後5年未満 整備後5-9年
順位

和名 優占度 和名 優占度

l スギナ 23.0 チガヤ 36.0 

2 ヨモギ 23.0 ススキ 30.9 

3 チガヤ 18.7 スギナ 18.0 

4 オオアレチノギク 18.2 ヨモギ 14.8 

5 ススキ 18.2 ヒメジョオン 13.1 

6 ヒメジョオン 16.7 ギシギシ 12.9 

7 メリケンカルカヤ 16.3 イヌピエ 12.7 

8 シロツメクサ 11.6 シロツメクサ 12.0 
9 ト夕、、シパ 8.8 オオアレチノギク 11.7 

10 コブナグ、サ 8.3 メヒシバ 11.5 

11 セイタカアワダチソワ 7.7 アゼスゲ 10.6 

12 コヌカグ、サ 7.5 シパ

13 イヌガラシ 7.5 ノゲシ

14 メヒシパ 7.3 コヌカグ、サ

15 アゼスゲ 7.2 コメツブツメクサ

16 ギシギシ 6.9 セイタカアワダチソウ

17 ハハコク守サ 6.6 メリケンカルカヤ

18 メドハギ 6.4 キシュウスズメノヒエ

19 イヌビエ 5.7 トダシパ

20 ネジバナ 5.3 ノチドメ

21 ノゲシ 5.3 クズ、

22 カモジグサ 5.3 コゴメガヤツリ

23 ナギナタガヤ 5.1 オニタビラコ

24 コウゾリナ 5.0 アオカモジグサ

25 オオバコ 4.6 タカサブロウ

調査畦畔数 18 

畦畔で，チガヤに次いで優占度の高い種はススキで

あった(表1).ススキは草地植生の二次遷移過程

において草本群落の最終ステージに優占する種で

ある(松村 1996) .今回の調査では，基盤整備直

後で植生がほとんどない畦畔でススキが多く確認

され，二次遷移過程のかなり早いステージから侵入

が確認された.ススキは株が大きくなると草丈が

2mを超え，バイオマス量も大きくなり，畦畔では

非常に管理しにくい.特に刈草の処理がススキ群落

では容易ではなく，近年は火入れもしにくいことか

らススキが優占する畦畔は望ましくない.しかし，

農家の高齢化の進行や農業従事者の激減により，ス

スキ優占畦畔が確実に増加しているのが現状であ

る.ススキは刈り払いにある程度耐性を持つが，刈

り払いが頻繁に行われる環境では退行遷移が進行

し，チガヤやシパ群落が成立する(松村 1996，曽

根原 2003) .今回の調査では，基盤整備後 5年未

満の畦畔でシパをほとんど見ることはなかったが，

整備後5年以上経過した畦畔で徐々に優占度が増加

9.3 

9.3 

9.2 

7.9 

7.8 

7.2 

6.7 

6.2 

6.1 

5.8 

5.8 

4.6 

4.5 

4.4 

9 

整備後10-20年 整備後20年以上

和名 優占度 手口名 優占度

チガヤ 47.6 チガヤ 38.4 

メヒシパ 29.8 ススキ 37.1 

ススキ 27.4 メリケンカルカヤ 25.5 

スギナ 24.6 ヒメジョオン 21.5 

ヒメジョオン 19.4 スギナ 21.4 

コヌカグサ 18.3 シパ 18.5 

シバ 17.7 ノアザミ 18.5 

ヨモギ 16.3 スズメノヒエ 16.1 

スズメノヒエ 15.8 コヌカグ、サ 14.3 

シロツメクサ 12.1 トダシパ 12.6 

オオアレチノギク 11.6 シロツメクサ 10.1 

ノアザミ 9.6 アゼスゲ 9.7 

メリケンカルカヤ 8.1 コウゾ、リナ 9.5 

キンエノコロ 8.0 ヨモギ 9.3 

イヌピエ 8.0 ギシギシ 7.5 

オオバコ 7.6 セイタカアワダチソウ 7.4 

ギシギシ 7.5 ノコンギク 6.9 

セイタカアワダチソウ 7.4 ウツボグサ 6.7 

チカラシバ 7.0 キンエノコロ 6.4 

アゼスゲ 6.7 ニガナ 6.1 

タカサブロウ 6.1 オオアレチノギク 6.0 

ノゲシ 5.6 ムラサキツメクサ 5.7 

ヒメクグ 5.5 ネコハギ 5.5 
コブ、ナグ、サ 5.4 ノチドメ 4.7 

エノキグサ 5.3 オニタビラコ 4.5 

21 13 

した.シパは草丈が低く，旬旬茎を連続的に展開さ

せ，非常に強い地縛り効果を有し歩行も容易なため，

畦畔の植物として最も有用性が高い.ただし，シパ

は光競合に弱く，大型草本が優占する環境ではすぐ

に消滅してしまう.畦畔は，農家や地域によって異

なるが，年間 2~6 回程度草刈り管理が行われる.

イネの栽培期間中，平均して 4回程度畦畔の草刈り

が行われるが，草刈り回数が年 6回の畦畔で、シパの

優占度が高いことが確認されている(曽根原ら

2003) .畦畔におけるシパ型草地への転換技術とし

て，強度の刈り払いを継続することに加え，シパ百

の導入，抑草剤の利用などの方法がある(近畿中国

四国農業研究センター 2008) .今回の調査では，

シパは土壌硬度と高い正の相聞が見られ，また，土

壌水分含量とは負の相闘があり，踏みつけ頻度が高

く，乾燥条件を好む傾向がみられた(表 2) . 

ノアザミは日当たりのよい草原に生育するキク

科の多年生植物で，基盤整備を行っていない畦畔で

よく出現する.ノアザミは蝶を中心に非常に多くの
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表2 主要草種の積算優占度と畦畔環境との相関関係

相関係数

種名 土壌水分土壌硬度整備後の年数

チガヤ 0.27紳ー0.16 0.41 * 
シバ -0.12 0.32 本 0.53 * 
ススキ -0.11 一0.29* 0.36 

スギナ 0.10 -0.02 0.03 

ヨモギ -0.12 0.11 -0.70紳*

ミヤコグ、サ 0.81 紳 0.63 0.25 

コウゾリナ 0.17 0.01 0.17 

ノアザミ 0.19 0.07 0.71 *紳

チドメグサ 0.13 0.04 -0.19 

オヘビイチゴ 0.06 -0.23 0.28 

コヌカグサ 0.00 -0.09 0.08 

メリケンカルカヤ 0.16 0.00 0.09 

セイタカアワダチソウ 0.10 0.11 -0.26 

チカラシパ 0.71 キ -0.23 -0.46 
*，**，***:5%，1%，0.1%水準で

昆虫類の密源となっており(宮本 1961) ，草原に

おける生物多様性の維持に重要な役割を持つ.今回

の調査でノアザミは，基盤整備直後の畦畔ではまっ

たく確認できなかったが，整備後の年数が経過する

につれて徐々に優占度が増加し(表1)，整備後の

年数と高い正の相闘がみられた(表 2) .基盤整備

はこれまで生育していた草原性の野草類に壊滅的

な影響を与えるが，長期的にみれば二次遷移の過程

や刈り払いによる退行遷移で回復する種もみられ

るため，どのような草種が回復するか，様々な地域

で、のモニタリングが必要である.

基盤整備が行われた畦畔では，帰化雑草の侵入も

顕著である.基盤整備後の畦畔では，オオアレチノ

ギク，メリケンカノレカヤ，ヒメジョオン，シロツメ

クサ，セイタカアワダチソウの優占度が高く，特に

メリケンカルカヤは，整備後 20年以上経過した畦

畔でも高い優占度を示した(表1).メリケンカル

カヤは 1940年に最初に京都でみっかり， 50年代ま

でに京阪神，愛知， 60年代には九州1，中四国，東海

地方全域に広がり，現在では秋田県付近まで拡大し

ている(榎本ら 2008) .メリケンカルカヤは，調

査を行った広島県で高頻度でみられ，基盤整備直後

の裸地だけでなく，チガヤやシパが優占し，裸地が

ほとんどない畦畔草地でも多く見られた.これは，

メリケンカノレカヤの競合力や既存植生への侵入力

が非常に強いことを示している.メリケンカルカヤ

が今後，個体群を拡大し畦畔植生へどのような影響

を与えるかは，継続調査が必要である.

3. 畦畔植生のバイオマス量

畦畔は農業の機械化が進む昭和 30年代以前は，

ダイズ生産や家畜飼料の生産の場であり，同じ場所

で繰り返し草資源が確保できることから，農地に準

じる環境として重要で、あった.一部の地域では過去

に飼料確保のため牧草種子がまかれることもあっ

たことを，農家の聞き取りで確認している.畦畔で

はなるべくバイオマス量の少ない草種を優占させ

ることが，効率的な管理作業を進める上で重要とな

る.ここでは畦畔植生のバイオマス量を明らかにす

るため，畦畔の代表的な群落を対象に調査を行った

(渡辺ら 2005) .畦畔に 1m2のコドラートを設置

して優占草種を記録し，草丈，被度を測定したのち，

コドラート中央部の 0.5m2の地上部を刈り取った.

刈り取りを行ったコドラートの数は 104個である.

ここでは，年間で、バイオマス量が最も多いと思われ

る8月を対象に，刈り取り調査を行った.地上部生

重量をみると，ススキ群落が 4500gを超え，セイタ

カアワダチソウ群落が2100g，ヨモギ群落が 1400g，

チガヤ群落 700g程度であった(表 3).乾物率はヨ

モギ群落とメヒシパ群落が 20%以下で草の水分含

量が多く，チガヤとススキ群落が 25%前後，シパ群

落が 30%前半で、あった.乾物率の高さは家畜飼料を

表3 主要畦畔群落の地上部生重量，乾物率および乾物重

優占種
平均被度平均草丈 生重量 乾物率 乾物重 g/m

2
乾物重

調査枠数(%) (cm) (g/m2) (%) 平均 最大 最小 /草丈

チガヤ 54.8 61.7 774.5 28.3 204.6 567.6 24.0 3.3 43 

ススキ 69.1 113.4 4563.7 24.2 1108.3 3299.9 77.2 9.8 16 

セイタカアワダチソウ 74.5 81.3 2121.2 23.5 524.6 1114.6 216.3 6.5 10 

ヨモギ 59.3 48.0 1469.8 18.3 266.5 674.4 53.2 5.6 15 

シパ 66.7 15.1 472.5 31.4 139.8 272.0 56.0 9.3 9 

メヒシパ 64.1 28.6 974.2 16.9 157.0 259.2 115.6 5.5 11 
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評価するときに重要な指標であり，シパ，チガヤ，

ススキが飼料として比較的優れていることを示し

ている.チガヤとススキ群落は乾物重量で 5倍近く

差がみられ，ススキ群落の生産量の多さが目立った.

単位面積当たりの乾物重と草丈(群落高)の比は草

の密度を表す指数で，チガヤ群落の草密度は調査を

行った草種の中で最小であり，ススキや、ンパ群落の

約1/3で、あった.チガヤ群落は見た目よりも草の重

量が少なく，管理作業が容易なように思われたが，

チガヤ群落は年間生産量が高く (Tominaga1989) ， 

バイオマス量の評価は年間生産量や年次変動も考

慮、して評価する必要がある.

4. おわりに

中園地方を中心に畦畔植生の調査を行った結果，

基盤整備を行った畦畔は整備直後にスギナやヨモ

ギが優占し，年数が経過するとチガヤやススキが優

占する傾向がみられた.また，帰化雑草のメリケン

カルカヤの優占度が高く，生態系にどのような影響

を及ぼすか，その動向を押さえていく必要がある.

今回は刈り払い管理が大部分を占め，やや大型の畦

畔草地が多くみられる中山間地域で、調査を行った

が，畦畔に除草剤を使用する地域や平坦地で畦畔草

地のほとんどない地域では，メヒシパやイヌピエな

ど一年生雑草が優占し(徐 1998) ，地域によって

畦畔植生の特徴が異なる.畦畔植生の特徴を全国レ

ベルで、把握するには，さらに情報を収集する必要が

ある.畦畔では裸地状態から二次遷移が進行すると

同時に，年数回の刈り払い管理によって退行遷移も

引き起こされ，多くの畦畔ではシパ群落とススキ群

落の中間に位置するチガヤ主体の群落が成立する

(山戸ら 1999，曽根原ら 2003).今回の調査で数

多くみられたシパ，チガヤ，ススキはいわゆる夏草

と呼ばれ，日本のモンスーン気候に適応した植物で

あり，飼料価値のみならず土壌保全機能を持った国

土保全型の資源植物でもある(松村 1996).また，

スギナも土壌保全機能が高く，畦畔では資源植物と

して見直す価値があると思われる(中谷ら 1998). 

多くの農家は，雑草=害草というイメージを持って

いるが，畦畔に生育する植物は，土壌保全機能に加

え，最近国内で面積が激減している草原環境を構成

する要素として重要な存在である.また，やや乾燥

した草地環境と回面に接した湿潤環境がセットに

なっているため，非常に多くの植物の生育を可能に

している.一個々の畦畔は小規模で分散しているが，

全国の総面積は約 17万 haあり(中谷 2000) ，地

域に特徴的な多数の植物が生育するとともに，その

植物を利用する昆虫類も多く，生態学的な価値が高

い.畦畔は農家の多大な努力でようやく維持されて

おり，省力的管理技術の開発は重要課題であるが，

畦畔の農業生態系の構成要素としての役割も正し

く評価し，資源的な利用を含め新たな価値を見いだ

す必要がある.
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