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緒 霞

調通後 10年以上を経過した高速道路の法簡では，クズ

(PlIeraria /obata (Willd，) Ohwi)の出現率が高くなる傾向にある

(ti色山 1977)。現在，建設中の新東名高速道路(静岡県御殿場

市~静岡県浜松市北思)においても，切土工および盛土工工

~の終了後から概ね l 年を経過した時点で¥クズ個体が切土

および皇室土法面や高架橋の敷地に発生し，その後2年程度で

クズ群落が形成されている。

クズ群落は，放任すると時局の経過とともに分布域を拡大

させ，法簡を被覆するだけでなく，本線部分へ伸長し維持管

理に支障をきたすだけでなく，住宅や農地が隣接する筒所で

は苦情の原潜となっている。

クズの防!除は，従来の刈払いでは，大面積の作業は労力を

要する上に刈払機による傷害事故等の危険を伴い，なおかっ

刈り取り後にクズが再生することから毎年，同様の作業の

繰り返しとなり，労力とコストに見合った防除効果が得られ

にくい。また，除草剤の処理方法として， TFP' DPA 混合材

の株処理と茎葉処理が従来から実施されている(加藤ら

ゆ71)。しかし株処理では，クズ個体の株頭を探し出し，

個体ごとに処理する必要があり，処理作業に多大な労力を必

要とする。また，同混合剤の茎葉処理では，散布作業におけ

る労力およびコストが株処理に比較して有利であるものの，

根絶し難いという問題があった。

そこで，よりクズ防除を効率化する除草剤について検討し

た結果マメ科の効除効果が高く ，l去面保護植生であるイネ

科植物に薬害が生じない選択性の徐革斉IJであるメトスルフロ

ンメチル水和剤に着目した。しかし向剤は，周辺作物への影

響を考慮しこれまで秋に散布することが推奨されてきたが，

より効果を発揮するため散布時期を変えることを検討する必

要があった。また，高速道路法面においては，周辺環境との
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grown at roadside slope of expressways by metslllfllronmethyl 
(2011王手 8月 30日受1-]'B， 2011年9月 26日受理)

言語和という観点から導入樹木や在来樹木の保護が必要とな

る。この点において，法面に使用する薬剤がこれら植枚樹木

に対し， どの程度影響するのかを把援することは，法商管理

の上で，特に実際の散布作業にあたって重要である。よって，

高速道路法面で、の散布時には様栽樹木や周辺農地へのドリフ

トを考慮する必要がある。

本研究では，メトスルフロンメチル水和剤を茎葉処理する

場合の最適な処理時期を明らかにすることを目的として月別

処理を実施しクズの生育状況を調査した。また，高速道路

内の植栽*に対する向オく和剤の影響を諜査したので， ここに

報告する。

材料および方法

1，メトスルフロンメチルの散布時綴がクズの防除効楽に

与える影響

静i潟県掛川市の新東名高速道路掛JII第一トンネル東坑口付

近の11I高約 40m，東商方向に約 8∞mの延長で立地する中央分

)~!t帯の平坦部分で，両外側の法商植生から独立したクズ群落

を試験地とした。当該試験地は， トンネル据削によって排出

された磁を主体とする盛土で¥2∞l年に工事が完了した後に

放置された結果，クズ，ススキ (Miscanthussinensis) ，アカメ

ガシワ (Aω'otllSjaponicus)が{憂占する場所である。

中央分離帯内に，遊水池などの障害物を除き i区あたり面

積が l，ooom2となる道路線形に沿った長方形の試験尽を処漣

月別に合計4，0∞m
2設定した。 隣接区からの影響を排除する

ために，試験庄の境界部分でクズの節句茎を切断するととも

に，I1I高1mの緩衝帯を設けた。

処理は， 2007年 5，7， 9， 1日1月に以一下[ドごの薬量で

トスjルしフロンメチjルレ水和斉剤IJの処理薬量は 1ωOgダ凶jバlωOaとしし' 散布

水量を 2∞VIOa，展着斉IJ (ポリオキシエチレンドデシルエー

テル)を 1，000倍希釈として，動力噴霧器に飛散軽減鉄砲ノ

ズルを装着し散布圧1.5Mpaで散布した。

2∞74の各処理前および処理理年の2∞8年6月24日に

試験区内全ての出現李種別の草高と被度を調査した。さらに，

試験区内に存在するクズ主根基部の肥大部で，萌芽形成部で

ある株頭をマークし処恐翌春の再生と再生した個体の最大

萌芽長を調査した。

2，メトスルフロンメチルに対する各種植栽木の感受性

高速道路で撤栽されている代表的な樹種のメトスルフロン

メチル水和剤に対ーする感受性試験乞茨城県牛久市の(財)
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日本植物調節斉IJ研究協会研究所内施設において調べた。

メトスルフロンメチル水和斉IJ (有効成分 60.aも)の処理濃

度は，製品量換算で 2，6， 20， 60， 200ppm (w/v) とし，展

若剤(ポリオキシエチレンドデシルエーテル)を最終濃度が

iヲ∞Oppmになるように添加し 2ool/lOaの水量で下記に示す

供試花木の上方から全面に噴霧した。

供試花木として，ウパメガシ (Quen:usphil初veoicl<ωA.Gray)，

クヌギ (Quen:usacutissimα) ， コナラ (Quen:ussenufa MWTaY) ， 

サクラ(ソメイヨシノ)(Pl7lnus X yedoensis M拙 umura)，サザン

カ (Camelliasasanqua百lWlb.)，サツキ (Rhododendl叩 indiα1111)，

セイヨウキヅタ (Hedeluheli1:) ，セイヨウベニカナメモチ (Pf砂

tinia xji"C1S凶 ιRedRobin')，オオムラサキツツジ(肋ododendltJl1

Plllchrum cv. Oomwぉaki)， ドウダンツツジ (Enkianfhllspel1lla-

tllS) ，ネズミモチ (Ligustrumjaponicul11 l11Unb.)，ハナゾノツキ

パネウツギ (Abeliax gmndiflom)，マサキ (Et肌 I)!I11USjaponieω 

Thl羽b.)，ムクゲ (Hibiscus伊幻cusL.)，ユキヤナギ(やuuea

tlllll1bergii) ， レンギョウ (Forsythiasuspens，α)の 16t重を選定し，

サツキ，サザンカ，サクラ，ハナゾノックノてネウツギ，レンギョ

ウは 2∞7ij三4月下旬に，その他の樹稜については 5月下旬に

蔀木を開場に移植した。試験誌の規模は I区 1m2として i樹

/区とした0

2007年5月26日に薬剤jを散布しその 60日後に各花木の

生育概況を調査した。全ての試験は， 3反複で、行った。

結果および考察

1. メトスルフロンメチルの散布時期がクズの妨除効果に

与える影響

メトスルフロンメチル水和剤を月別に処理した場合のクズ

を含む雑草植生(被度の高い上位 5種)は第 1表に示す通り

である。各処理区ともに，薬剤l処理時において被度からみて

最も高い俊市度を示した草種はクズで、あった。クズ以外に高

い俊占度を示した薬種は，ススキ，アカメガシワ，ヨモギ

(Artemisia princψ's Pampanよセンダングサ (Bidensbiternata 

(Lour.) Merr. et Sherff.) なとごで、あった(第 i表)。

各処理区における翌春の植生は処理時期により異なった。

各処理区で，ススキの被度が上昇しクズの被度は低下した。

このことから，本剤はクズの防除に有効であることがわかっ

た。特に 9月処理区では，クズの被度は Oであり， 9月がク

ズ訪|除にもっとも効果的な時期であることがわかった。また，

処理区の植被率(各出現種の被度の合計)は 5月および7月

処理医では上昇したが， 9丹および 11月処理区では低下した。

特に 11月処理区では，処理時に 95%あった植被率が翌春に

は 15%に低下しており，従来推奨されてきた秋散布 (11月

散布)では椴生の被度が低下するため，処理時期として注意

を要する。

また，メトスルブロンメチルは，いずれの処理区でも，セ

第 1表 各訊教区の処理11寺と翌翌年前!交H4の級生

処理Ef

被被率(処理H寺)

稔I:f:'，~肢を数(処潤時)

調査日
(処理後経過月数)

筑波率(翌年調査符)

三三出現穏数(翌年議室tr待)

5月処理区 7月処迎区 9月処理区
2007五ド5F122Ef 2∞7年7月初日 2∞7年9月26日

70%1. 70% 95% 

12稜1， 8穏 9滋

出現干11 1字高被皮 出現種 lTi~布被皮 出現種 革雨被皮
クズ、 20cm 25% クズ loocl11 9併も クズ 60αn 75% 

ススキ loocl11 15% ススキ 隠れm 2併も

ヨモギ、 60cl11 12% クマノミズキ 320cm 3% 

メドハギ 70cm 7% アカメガシワ 250cm 3% 

アカメガシワ 200cm 6% セイタカアワダチソウ 250Cl11 3% 

アカメガシワ 280cm 2O'iも

ススキ 150αn 15% 

センダングサ 50cm 15% 

アカマツ 220cm 1% 

13か月後

90% 

14f.lli 

11か月後

90%。

14種

2∞8年 6月24Fl 

9か月後

8O'iも

10穏

出現種 主主高 被皮 tf:'，~見稜 主主潟 被度 出現怒 主主治1 被度

ススキ 90cl11 6併も ススキ 130cm 18% ススキ 140cm 60% 

クス 50cm 20% アカメガシワ 280cm 8% アカメガシワ 300cm 1のも

アカメガラワ 200cm 12% センダング→T 25cm 5% メヒシパ 20cm 3% 

ヨモギ 45 cm I()D/O エノコログサ 30cm 3% タケニグサ 150cm 1% 

11 月生!!:~駆
2削07iド11月2日

95% 

5穏

出現稜 l~(.'!;J 被!支

クズ 50cm 95% 

センダングサ 80cl11 1% 

ススキ 150cm trace 

アキノノゲシ 80cm町民e

ヨモギ 40cm回 ω

8か月後

15% 

18 :{議

出現種 主主高被皮

ススキ 110cm 5~ん

クズ 20c1l1 5% 

ヨモギ 35cm 2% 

ギョウギシパ 25cm 2% 

シマスズメノヒエ loocm 3% クズ 30cm 2% クズ Ocm ()D/O メヒシバ 13α11 1% 

l' 5月処理j乏の処理待の恥i'j，被献す欠損のため処忍1ヵ月後の6月22aの調査手制服す。また，出現種{止処理待の被度上位5種について示す。
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第2;i受 各試験ほの処理時のマーク倒体数と翌年 (2008年6月22B)の個体単位での干写生状況

マーク個体数 ;j:;j，頭平均直径 翌年再生個体数 翌年枯死個体数l、 倒体再生率試験区

5月処理区

7月処理!三

9月処理区

11 月処理区

c

J

Q
ノ
ハ
y
r
h
u

'
l
'
i
'
i

ヲ“

4.52cm 

5.53cm 

4.33cm 

5.28 cm 

平均最大ilJj芽長

4
・
ハ
U
A
υ

ゥ，

1
・
ハ
ツ
ハ
U

ハ
υ

l

l

 

580.0cm %

も

も

%

2

0

0

幻 46.5cm 

1)翌年枯死個体は.2∞8王手6月22臼調査i時に再生が見られずかっ節句茎に水分が無いj犬慾の似体をいう。

イタカアワダチソウ (Solidagoaltissima L.)やセンダングサな

どの広葉主主種に対して高い枯殺効果を示すが， イネ科卒本や

スゲ類への影響は少なかった。このため，各処理区は処理翌

年には，イネ科主主本の優占する植生に変化する傾向にあった。

ただしイネí~'主主種が少ない場合には，メトスルフロンメチ

ルにより一時的ではあるが，裸地化が生じる危険性もある。

各処理区のマーク個体数と翌年調査時 (2∞8i!三6丹22日)

の個体単位での再生状況を第2表に示す。

2007年 5月処理区では，マークした 15個体中の4個体で

務芽が再生したが. 11 個体は完全に枯死した。再生した 4個

体の株頭直径は 4cmと比較的に大型の倒体であり，これら

の再生個体は翌年に旺盛な生育を示した。

7月処理区では，マークした 19個体は全て枯死した。

9月処理区では，マークした 19倒体は，処理の翌年になっ

ても水分が残った状態であり，完会には枯れていなかったが，

調査時には萌芽再生は会く認められなかった。

11月処理区では，マークした26個体中7個体で萌芽し，マー

クしたすべてのクズの株頭および伺旬芸は，水分が残った状

態で枯れていなかった。萌芽したf剛ねえ株頭が産経 5cm

以上の比較的大型のもので、あった。

再生個体数が最も少なかった 7月および9月は，クズの伸

長成長が旺盛な時期にあたり，メトスルフロンメチルが悶化

物質の転流とともに横物体内に取り込まれて，その結果，高

い防除効果が発除されたものと考えられる。

2. 高速道路植栽樹種の薬剤感受性

メトスルフロンメチル水和剤処理61日後の調査結果を第3

表に示す。

サツキおよびサザンカでは クズ防除を目的として散布さ

れる標準薬量 (2'∞ppm(wん))を散布した場合でも軽度の黄

化や生育抑制疲状が現れるのみで，景究草は小さかった。

レンギョウ，オオムラサキツツジ，セイヨウベニカナメモ

チ，ウパメガシ，マサキ，ユキヤナギについては，標準薬量

では黄化や葉枯れなどの明らかな薬害症状が観察されたもの

の. 20ppm (w/v)の薬量では軽微な，症状にとどまり，影響は

比較的小さかった。

ムクゲ， ドウダンツツジについては，葉枯れまでは宝らな

かったものの. 20 ppm (w/v)の薬量にて葉の黄化や赤色化な

どの明らかな薬害が認められた。ハナゾノックパネウツギ，

第3表処理後61日後の答徴程度I!

メトスルフロンメチル水和剤の菜食 (ppm(w/v)) 
樹種 主な答徴

200 ω 20 6 2 

サツキ 1数 極微-----{i技極1数 .jlJE 11正 ずI化

サザンカ 微 Y阪微 3陛 J百 生管抑制

サクラ 大 大 中~大 微~小 否定枯れ

ハナゾノック コミ 大 中~大微~小 無~微禁枯れ
バネウツギ

レンギ、ヨウ 9" 微~ノj、 無~極微質化

ツツジ 微~小 j数 {数 係微 f主化
ネズミモチ 大 仁ド~大中~大 業枯れ

ムクゲ 中~コ乙 中 {扱 fを{ヒ・業約h

セイヨウベニ小~中 総f数 生育抑制・
カナメモチ ?を化

ウ/¥メカ、シ 月 l~チこ 4、~中 1j投~小 1J投 生育抑制・
務化・主主枯れ

マサキ 小~中 i数 極微~l奴 {絞 J[t1ヒ

セイヨウキヅタ 大 プミ 大 {数 楽枯れ

ユキヤナギノj、~中 1般 極微~l放無~総{版業枯れ・生
育抑制

ドウダンツツジ 中 仁t 小~中 微~小赤色化・生
育抑制

コナラ 大 大 ノj、~大 i般~ノj、 緩微~微禁枯れ・生育
事問iIJ.]電化

クヌギ 大 9"~大中~大小~仁ド {股 業枯れ・焚fと

"客機程度の号、l'fI前は次の巡りとする。無部数観察されす;極微:極
僅かな害徴が観察される，微一部の繋が変色，小一部の禁が枯
死または半分程度の否定が変色，中 学分程度の奨が枯死または全体
が変色大.大部分の繋が枯死

ネズミモチ，セイヨウキヅタ，コナラ，クヌギの感受性は高く，

20ppm (w/v)の薬量にて大部分の葉が枯れた。

サクラは供試した樹穏の中で最も高い感受性を示し.6ppm 

(w/v)の薬量で大部分の葉が枯死した。

メトスルフロンメチル水和剤に対する感受性は，樹種に

よって大きく異なり，サツキやサザンカなどはほとんど影響

されないが，サクラ(ソメイヨシノ).ネズミモチ，クヌギ

などは枯死する可能性があることがわかった。

このため，これらの樹種が植栽されている場所では，散布

に際して薬液の飛散(ドリフト)に対して細心のi主意を払う

必要がある。または，薬剤による管理を念頭において建設段

階から薬答の程度の小さい槌物種を植栽することも，薬答回

避の有効な方法と考えられる。
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実証試験の結果，クズの生育期陪である 5月から 11月の

いず、れの時期においても，メトスルフロンメチル水利斉IJの茎

議散布が，クズの茎葉を枯殺することが確認された。しかし

込理時期により呉なるものの，再生する個体も観察された。

再生個体数は 5月および1In処理区で多く， 7月および9月

処理の再生俗体数は極めて低い結果となった。 従って，メト

スルフロンメチルの 7~9 月処理は，これまでドリフト防止

のため推奨されてきた 11月散布に対して，クズの再生を抑

制し被度を低下させるので防除効果は大きい。

一方，高速道路で植栽されている代表的な樹種に対するメ

トスルフロンメチルによる影響は樹種により大きく異なるこ

とが判関した。ただし試験結采は 5月に本斉IJを処理したも

のであり，クズ防徐に有効な 7~9 月に散布した場合の結果

と異なる可能性がある。

謝辞

試験の実施にあたり， (立す)日本植物調節剤研究協会の村岡

哲郎氏，土田邦夫氏，林伸英氏他関係各位と，中日本ハイウェ

イエンジニアリング(株)杉山泰彦氏， (株)ネクスコ東日本

エンジニアリング小笠原秀治氏に謝意を表します。

引用文献

加ff事務fど、・文部辰夫 石井刻行乍 1971.TFp. DPA混合斉IJによるクズの

防除事i時三研究 12，49づ2.

fu.山:ii"l1977.高速道路法問の椴生還移について(1) 概査による法国

植生調査iiミー.造図雑誌41(J)， 23-33. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

