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Anll. Rept. Plant Prot. North ]apan 

斑点米発生量を軽減するための除草剤散布による
畦畔イネ科雑草管理体系

斎藤真理子*・大友令史*.藤津由美子*

Management System of Gramineous Weeds in Paddy Levee to Decrease Abundance of 

Pecky Rice with Herbicide 

Mariko SAITO本 Reishi OHTOMO* and Yumiko FU]ISAWA * 

l峰i伴および本田におけるカメムシ類密度を低減し斑点米被害を抑制するため除草剤を用いた|佐畔のイネ

科雑草管理体系モデルの現地実証を行い 陛畔と本田内のカメムシ類、すくい取り消長と畦畔のイネ科雑草

の出穂状況の推移守斑点米の発生量を調奈した.アカスジカスミカメ越冬性1:代俳化盛期および水稲の出穂

10-15日前までにイネ科雑草が出穂、しないように. 5月下旬および 7月下旬に11庄畔に除草剤を散布した

その結果生畔のイネ科雑草の出穂は長期間抑制され庄畔および本凹におけるカメムシ類密度も極めて

低く推移し殺虫剤を使用しなくとも斑点米被害を抑制できた

Key words: gramineous weed. herbicide， paddy lev巴e，pecky rice， Stenotl1s mbrovittatl1S， Trigonotyll1s 

caelestialil1m 

岩手県における斑点米カメムシ類の主要加害種はアカ

スジカ スミ カメ Stenotusrl1brovittatus (以下ア カスジと

略す)であり(7)，本種による斑点米被害を防ぐ対策は

薬剤l防除のほか.発生源対策が有効とされている

小野ら (5)はアカス ジの第 l世代幼虫の発生主主期に牧

草の草刈をすることで斑点米被害を抑制できることを報

告している また，横田・鈴木 (9)は股畔等のイネ科雑

草を6-8月にかけて出穂させないよ うにする管理がア

カスジ密度を低く推移させることを報告し.菅・佐藤(3)

は水稲の出穂期前後に陛畔のイネ科雑草を出棺させない

管理が斑点米被害を軽減させることを報告している こ

れらの報告はアカスジ‘の発生源となる舷畔および水回尉

辺の雑草管理がアカスジによる斑点米被害の抑制lに有効

な手段であること を示 している

岩手県では発生源対策として.アカスジ越冬位代脈化

盛期に地域一斉に水旧周辺の除草を行うこと (10)およ

び出穂 10-15日前ま でに地減一斉に水田周辺の除草を

行うよう指導されている. しかしながら，アカスジ越冬

世代彬化盛期にあたる 6月上旬前後から水稲の出穂 10

日前にあたる 7月下旬までの間切 さらに水稲の出線、後か

ら成熟期までの聞については 斑点米被害の軽減に効果

的な畦畔イネ科雑草の管理方法が明らかになっておら

ず¥水稲作期を通じて体系的な陛11伴の雑草管理方法が示

されていない

岩手県内の畦畔管理は刈払機によ る草刈り が主流で

あるが.大規模農家を中心に除草剤による除幕が行われ

ている 除草剤散布による斑点米被筈軽減事例として，

新 LLi.糸 LLi (4) はアカヒ ゲホソ ミ ドリカスミカメ

Tl沼-onotyluscaelestialium (以下アカヒゲ)の第 l刊:代発

生盛期 (6月下旬-7月上旬)に股畔への除草斉Ij散布で斑

点米被害を軽減でき たこ とを報告 し寺本 (8)は7月ヒ

句の除草剤処理および7月上旬の草刈りと 7月下旬の除

草剤処理は斑点米カメムシ類を長期lにわたり抑制し斑

点米被害が軽減できたことを報告している しかしこ

れらの報告ではアカヒゲが主要穫であったり，ホソハリ

カメムシ， トゲシラホシカメムシ，クモへリカメムシと

いった大型!の斑点米カメ ムシ類が優占種となってお り，

アカスジが優占種である岩手県とは.発生源対策や薬剤

防除について異なる点が多い.また.アカスジにとって，

餌や産卵場所となる イネ科雑草の穏を水稲生育期間 を通

じて出穂させない管理が求められるため，上記報告とは

異なる除草剤散布時期を提示する必要がある

そこで，本試験ではアカスジが優占種である岩手県の大

規模生産現場における普及性を考慮し 除草手段として除

草剤lを用いた場合の水稲生育期間を通じた畦畔におけるイ

ネ科雑草管理体系モデルの構築を試みたので報告する.

*岩手県病害虫防除所 Iwate Plant Protection Office， Narita， Kitakami， Iwate 024-0003， Japan 
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材料および方法

試験は 2009年に岩手県花巻市石鳥谷町八幡地区で実

施した 除草剤区と草刈り区の 2区を設定し，除草剤区

は22筆で約 19haの広域規模で設け，草刈り区は除草剤

区から約 1km離れた 2筆で約 1haとした陛畔は急斜面

で大型化しており 4月に|庇畔や農道を観祭したところ，

アカスジの寄主選好性の高いイタリアンライグラス

Lolillm mllIti!iorum (1)が雑草化していた。また.水稲

の作付II!l!!種は 「ひとめぼれ」で\移植は 5 月 13~18 日の

間に行った.

除草剤区の畦畔管l]'体系としてアカスジ越冬世代嚇

化践期および水稲の出穂1O~15 日前にイネ科雑草が

I:IH!しないように 5月21日および7月22日にグリホ

サートカリウム塩液斉iJを畦11伴に散布したなお，除草剤

区の本田ではカメムシ類防除のための殺虫剤は散:1riしな

かった.

草刈り区は農家の慣行に従って，刈払機で畦間半を移植

後3回 (6月 28日， 7月26日， 9月4日)除草し.本田

ではカメムシ類防除のために 8 月 17 日 ~19 日の問にク

ロチアニジン粉剤を l回散布した.

カメムシ類の発生推移は口径 36cmの捕虫網を用いた

往復 20回振りのすくい取りによりアカスジ成虫数，アカ

ヒゲ成虫数。カスミカメ類幼虫数を調査した すくい取

り調査は畦111半では 5月 13日から 9月 16日まで、水田内

では 7月 29日から 9月 16日まで¥いずれも概ねlOtJ間

隔で実施した.なお，本田内のすくい取りは，畦畔から

約 5mほど入った場所で行った

畦畔における雑草出穂割合の調査は，すくい取りを行

った範囲でイネ科雑草が出棺している面積割合を達観で

調査した

斑点米調査は成熟期にあたる 9月中句に，畦目、l'から約

5m入った場所および中央部から l筆あたり各 30本ずつ

計 60本の稲穂、を採取して行った脱穀後，籾摺，飾選別

を行い，粒厚1.9mm以上の精玄米について斑点米混入率

を肉眼観察により調査した 割籾については.脱穀後に

各ほ場 100粒について肉眼観察によりその発生率を調査

した

結果および考察

除草剤による畦畔のイネ科雑草の抑制効果

第 1図に畦畔におけるイネ科雑草出穂割合の推移を示

した 除草剤区では 5月21日に除草剤を散布したとこ

ろ， 7月 17日にメヒシパ Digitariaciliarisの出穂が確認

されるまで¥イネ科雑草の出穂は約 50日間抑制された

ただし一部のほ場で除草剤の散布にむらがあり，除草

剤が十分にかからなかった畦畔ではトールフェスク

Festllca arllndinaceaが枯れずに残り， 6月 11日にその

畦畔のみを刈払機で草刈りを行ったさらに出穂¥10日前

(7月下旬)までにイネ科雑草が出穂しないように， 7月

22日に除草剤を散布したところ， 9月 16日にメヒシパの

1.1:1椋が確認されるまで，イネ科雑草の出穂は約 40日間全

く観察されなかった.

一方，刈払機による草刈りでは草刈り後約 3週間でイ

ネ科雑草の出穂、が認められ，さらに出穂割合が高率に達

するほ場も認められた

このように，除草剤を 5月下旬と 7月下旬の 2回散布

することにより.約 90日間イネ科雑草の出穏を抑制し

刈払機による 3 回の草刈りと比較してイネ利雑草の U~松

を長期間抑制できた

カメムシ類すくい取り消長の推移

第 1図に畦m半におけるカメムシ類すくい取り消長を示

した 除草剤区においては 5月の除草剤散布にむらがあ

った一部の畦畔でカスミカメムシ類幼虫が発生したが，

部分的に草刈りを行った後は， 9月中旬までカメムシ類

はほとんど認められなかった

草刈り区においては，雑草の出穂が認められている期

間は概ねカメムシ類も認められており， 9月斗i句まです

くい収られた これは，横田・鈴木 (9)が報告している

ように，イネ科雑草の出穂がアカスジの密度に影響を及

ぼしていたものと考えられた

第 2図に本田におけるカメムシ類すくい取り消長を示

した 除草剤区における本田のカメムシ類は出穂直後に

アカスジ成虫の侵入が確認されただけで， 9月中旬まで

すくい取りでは確認されなかった.このことは除草剤区

において，陛111半のイネ科雑草を広域で出穂させないよう

に管理した結果，カメムシ類の密度は水稲作期を通じて

少なく推移し本田に侵入するカメムシ類の密度が極め

て少なくなったためと考えられる.

一方，草刈り区における本田のカメムシ類は薬剤散布

後の 8月中旬から 9月中旬までアカスジ成虫がすくい取

られた.このことは， 8月中旬に畦畔等のイネ科雑草が出

穂しはじめ，すでに周辺環境からカメムシ類が飛来して

おり、薬剤散布以降も継続的に畦畔から本田へカメムシ

類の侵入があったためと考えられる

つまり，出穂約 20日前に畦畔へ除草剤を散布すること

で，水稲の成熟期まで畦畔のイネ科雑草の出穏を抑制で

きたが，出穂1O~15 日前の草刈りだけでは 8 月中旬以降

に畦畔のイネ科雑草が出穂し，カメムシ類の発生源にな

り得ることが示唆された

斑点米発生状況

第 l表に除草剤区と草刈り区における斑点米発生状

況を示した 除草剤区の斑点米混入率は 6地点平均で

0.03%，草刈り区の斑点米混入率は 2地点平均で 0.12%

であり，除草剤区は草刈り区より斑点米被害を抑制でき

た 抑制した要因の一つは 水稲の生育期間を通じて畦

畔のイネ科雑草の出穂が抑制され，菅・斎藤 (2)が報告

しているように，特に 8月中旬以降の本田におけるカメ

ムシ類の密度が草刈り区に比べ著しく少なくなったこと
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第 1 図水田a~tllI'l' におけるカメムシ類のすくいJjy'り消長とイネ引車fi 草市総割合

a) カメムシ類のすくい取り頭数とイネ科書ffr草出穂割合は除草剤l豆で6地点の平均値，草刈り区で2地点の平均値
b) b)上図は除草剤区. -，、図は草刈り 区

c) I徐車剤l孟 草刈区とも に4月29円-5月5日のIHjに移植前の管理のための草刈りが行われている

があげられる また割れ籾率の差違による斑点米混入率

の影響については，同じ地域内の同一品種で試験をして

おり，割れ籾率も梅めて低いことから試験区による差は

無いものと考えられた

このように. 5月下旬と 7月下旬の 2回の除草剤散布

で畦畔のイネ科雑草を除草する管理は.水稲作期を通じ

てイネ科雑草の出穏を抑制することができ，その結果。

娃畔におけるカメムシ類密度を低減させ，本田における

カメムシ密度も少なくなり、本田において殺虫剤を使用

しなくとも斑点米被害を軽減させることができたまた

除草手段としても草刈り作業と比較して除草剤散布は効

果的で，かつ省力的であった

岩手県の斑点米カメムシ類対策は，アカスジ鮮化感期

および水稲の出穂 10-15日前の畦畔除草という発生源、

対策を実施することでカメムシ類の発生密度を減らし.

さらに本田内に侵入してきたカメムシ類を水稲の穂揃期
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1週間後に薬剤防|除することを指導している.ただし，カ

メムシ類の発生量が多いほ場は水稲の穂揃期 2週間後に

も追加して薬剤防除することとしている 本試験を笑施

した 2009年は岩手県内のカメムシ類の発生量および斑

点米発生量は平年よりやや少なく推移したため，昨畔へ

の 2回の除草剤散布のみでカメムシ類の発生量を抑制で

き，殺虫剤を散布しなくとも落等しないという結巣にな

ったと考えられる しかし カメムシ類の発生は.耕作

放棄地や転作牧草地の有無など水田周辺環境の違いや，

水田内雑草の有無，気象要因なとで大きく変わることが

考えられるので，今後はカメムシ類の多発条件件下での

本技術の適合性について事例を積み上げるなどしながら

検討する必要がある

また，アカスジ越冬世代#llf化時の除草剤散布は，時期

的には水稲の移植直後になり，水稲へのドリフトの危険

性があることから，除草剤の散布時期を水稲苗の移植前
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第 2図本聞におけるカメムシ類すくい取り消長

a) カメムシ類のすくい取り頭数とイネ科総主主出稼割合は|徐

草剤l区で 6地点の平均値。草刈り 125:で2地点の平均1iII
b) よ図は除草剤lR.下図は草刈り 13:

第 1表斑点米発生状況

ほ場数調査;f立数割籾率(%) m点米混入半(9o)

除草剤区 6 3.900 0.3 0.03 

草刈り区 2 3.587 1.3 0.12 

a) 除草剤区で6地点の平均値，草刈り区で 2地点の平均値

か前年の秋期に変更するなど，水稲への飛散リスクを低

減するような技術の検討も必要である
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