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ヘアリーベ、ツチおよびコムギの植栽・すき込みが雑草の成長とダイズの収量に及ぼす影響

露I[時浩・富田培、未・嶋田浩・宮入隆

(秋田県立大学生物資源科学部)

Effect of Planting and Plowing-in of Hairy Vetch and Wheat on Weeds Growth and Soybean Yield 

日iroshiTSUYUZAKI ， Asami TOMIT A，日iroshiSHIMADA and Takashi MIYAIRI 

(Faculty o{ Bioresource Sciences， AkitαPre{ectural Uniuersity， Ohgαtα“murα010-0444， J;α'Pan) 

へアリーベッチ (ViciαvillosaRoth)はマメ科の一

年草で緑肥や飼料として利用されており，栽培ベッチ

類のなかでは酎ー来性が最も強いとされる(大泉 1978). 

そのへアリーベッチを水稿の収穫持期に播種し，翌年

のダイズ播種前にその地上部を細断しすき込む栽培

法が，秋田県南秋田郡大潟村などで行われている こ

のような栽培法により，ダイズ園場の雑草の成長が抑

制され，また，ダイズの収量が向上する事例がみられ

る(佐藤ら 2007). 

筆者らは，転換畑でなく長年畑地として利用してき

た掴場(永年畑)において，ヘアリーベッチを植栽し

すき込み，ダイズを栽培する実験を2010年に行った

その実験では，ヘアリーベッチによる雑草の抑制効果

およびダイズの増収効果はみられなかった(露輔ら

2010) .そこで， 2010年に行ったのと同様な実験を

2011骨三にも行い，永年畑におけるヘアリーベッチの効

果について検討を加えることとした 一方，筆者ら

は，コムギ (TriticumαθstivumL.)の植栽，細断・

すき込みにより，ダイズ翻場の雑草の成長が強く抑制

される事例を見出した(露11清ら 2010).そのような現

象が年次を異にしても認められるか否かについても検

討した.

ヘアリーベッチおよびコムギを植栽し，細断・すき

込む処理により雑草の成長が促進，あるいは抑制され

た場合，その要因が，植栽によるものか，すき込みに

よるのかを明らかにするために，植栽されていた場所

とは別の調場において，これらの細断された植物体池

上部をすき込み雑草の成長を調査し雑事の成長に関

わる要因について検討した.

材料と方法

[ヘアリーベッチおよびコムギ植栽，すき込み後夕、

イズ栽培実験(ダイズ栽培実験)

(1)試験~

ヘアリーベッチ(品種;寒太部，雪印種苗(槻)およ

び、コムギ(品種;ユキチカラ)の播種の有無，および

ダイズ描種時の施肥の有無を異にした 5つの処理区を

設けた(第 l表).施斑[Rは，へアリーベッチ播種区な

どでダイズの成長促進効果がみられた場合，その効果

の大きさを施鹿による効果と比較するために設けた.

各処理区の面積は 8mxlOmとした処理は 2反復し

た.

2010年10月14自にヘアリーベッチおよびコムギを播

種した矯種量はヘアリーベッチは 5kg/lO a，コム

ギは15kg/1Oaとした.

2011年 6丹 9日に，全ての区の横物体池上部を

チョッパーで縮断した 6月10Bに，全ての区におい

て約lOcm深で、ロータリー耕し，細i訴された植物体地

上部をすき込んだ.

6月15日に，ロータリー耕の後，ダイズを播種した.

播種様式は，畝間72cm，株陪20cmの1簡所 2粒播きと

した.施肥はロータ 1)_'l-~Þの前に行った(施肥区).肥

料は，バイオノ有機(大成農材附)で，窒素，リン酸

およびカリウムを各々 3.0kg，l. 7kg， l. Okg/lO a施

用した.

試験誌の雑草は， 2自の中耕・培土(l田自 ;7月 1

日， 2題目 ;7月7日)および手取りにより除草した.

(2) 調査環自

6月30日に，ダイズ闘場の各処理[R3か所で、lOcm

x72cm内に生える雑草の個体数を数えた.あわせて，

主要な雑草であるヒエ類およびヒユ類において，最も

大きな 3個体の草丈を測定した

各処理毘でダイズ10個体において，業身のSPAD1i磁

を葉緑素許(ミノルタ社製;SPAD-502)を用い測定

した.測定の対象とした葉身は，最上位の展開葉から

3つ下の葉{立の頂小葉とした 調査は 7月23日， 8月

2日， 8月17自，および9月l日に行った.

収護期の10月19日および20日に，各処理区の 5笛所

において経 2m内のダイズ個体を全て採取した.そし

て，形態形質(主茎の本葉数，子葉節の長後，

分枚数)，収量関連形質(単位面積当たりの英数，
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ダイズ栽培実験の処理i玄.

クイズ矯積時の
施111::の有無

第 l表

コムギ矯種の有無
ヘアリーベッチ
播種の有挺

処理区(略号)

× × X 対照区(C区)

× X O 

X O × コムギ摘種区(W[豆)

× O O 

O × × 施肥区(C+fert区)

(2) 調査境目

各処理区直 l二の地上約1.5mの高さにおいて，デジ

タルカメラで処理区全体を撮影した撮影した間像を

自作プログラムにより G/R比(緑および赤の比率に

より槌被而と土壌国を推定する指標の一つ)で|指値処

型Eをし， WH度当去を求めた 写真iJr~;J号は 7 月 7 日から 8

月6日の11Jjに計 9181行った.

3. 統計解析

一元配置分散分析で有意差が認められた場合には，

Q 法 (Snedecorら 1972)による対比11安を行った.

結果

1 ヘアリーベッチおよびコムギ植栽，

イズ栽培実験(ダイズ栽培実験)

すき込み後の雑草の1lITI体数はコムギ播種!まで，その

地の処埋区に比べ少ない傾向がみられた(第 1図)

ムギ播種区におけるヒエ郊の草丈は4.8cmで，その他

の処理区の草丈(対照区9.0cm.ヘアリーベッチ播穂区

9.3cm，ヘアリーベッチ+コムギ措種12<:8.7cm，施肥区

7.5cm)と比べて低い{肢を示したコムギ描種区のヒユ

類の草丈はO.7cmで， 1也の処理区の草丈(対照区1.6cm， 

ヘアリーベッチ播種12<:3.2cm，ヘアリーベッチ+コム

ギ播種区2.9cm，施肥12<:1.7cm) よりも低かった

ダイズ葉身のSPAD1u立は 7月下旬と 8月上勾で

は，対照区に比べヘアリーベッチ播穂区やヘアリー

ベッチ+コムギ指種医で、高く，コムギ播種区で、低い{肢

を示した(第 21~J) しかしダイズの生育盛期である

8月中旬以降には. SPAD1i直に処理問で有意な

られなくなったー

収穫期の形態7~ 'l~[においては，茎長においてのみ有

志':な処理部差がみられ，コムギ嬬種l互の芸長が67.9cm 

と他の処理区の茎長(対照区76.8cm，ヘアリーベッチ

播種i玄77.5cm，ヘアリーベッチ+コムギ語種区78.2

cm，施肥区76.1cm) より小さいf訟を示した各処理区

のダイズの単位面積あたりの子実霊は254.7~286. 3g 

× 矯極もしくは施肥なしO:j面積もしくは施肥あり
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重，子実数，および百粒主)，ならび、に粒大(大粒，中

粒，小粒)別子実の重量割合を調査した

2 ヘア 1)ーベッチおよびコムギの地上部すき込み実

験(地上部すき込み実験)

(1) 試験区

2011年6]=J9日に， Iダイズ栽:J:f実験Jのへアリー

ベッチ捕穂区およびコムギ橘種区において，各々 9FCi

所で、60cmX 60cmの枠内にある続[J断された植物体地 l二部

を採取し，その生霊堂を測定した そして，それらの

平均倍を標準長とした.標準量は，ヘアリーベッチは

1581g /ぱ，コムギは545g/ばであった.

「ダイズ立主主古学ミ品免Jを行った試!倹IXとは別のJ:!iJPJrのi劇

場に，縮断されたへアリーベツチあるいはコムギを

準最すき込む区(標準ftすき込み!豆)，および2倍量す

き込む区(2倍長すき込みを設けた すき込む{jg[

物体地上部は， Iダイズ栽培実験Jで綿断されたものと

した.すき込みは2010年 6月9日に手作業で行い，す

き込みの深さを約lOcmとした.処理区の函積は60cm

x60cmとした 処理は 3反復した



2. コムギおよびヘアリーベッチの雑革問牒効果

蕗11時ら (2010)は，コムギ、の植栽とすき込みにより

ダイズ厩場において雑草の植被率が低下することを示

した本研究の「ダイズ栽培実験jおよび「池上部す

き込み実験」においても，同様な現象が認められた

本実験により， コムギの植え主とすき込みは，雑草の個

体数を減少させるとともに その成長を抑制すること

がわかった そして，そのような効果の発現には，

ムギの栽植よりもすき込まれたコムギの植物体地上部

が深く関わっていると考えられる

C/N J:tの大きな有機物が土壌に施用されると~号機

態窒素の有機化が進むことが知られている(松中

2003) .また，時酸イオンは多くの雑草種の発芽を刺

激するとされている(伊藤 1993).本研究では. C/ 

N比の大きなコムギの茎葉のすき込みにより窒素の有

機化が進みj決議態議素が減少しそのために雑草の発

芽や成長が抑制された可能性がある.また，コムギの

菜葉に含まれるアレロパシー物質であるフェノール性

酸 (Hanwenら 2001)の関与も考えられる.今後，コ

ムギの茎葉のすき込みにより雑草の発生と成長がが戸市Ij

される磯構を明らかにしていく必要がある.

ヘアリーベッチの茎葉には アレロパシ一物質であ

るシアナミド (Cyanamide.NH2CN)が存在しその

植物の成長抑制力は強いとされているほamoら

2003) しかし本実験においても，前年の研究(露輔

ら 2010)と同様に，ヘアリーベッチのすき込みによる

雑草の抑制効果は認められず，むしろへアリーベッチ

のすき込みにより雑草の成長が促進された(第 3鴎)

転換熔と比較して永年矧で‘は，シアナミドの分解が早

第3隠 各処理区における雑草の組被率の推移.
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/m'の範間にあり，処理!習に有意差はなかった.ま

た，単位面積当たりの子実数，百粒単位面積当た

りの英数，および粒大(大粒，中粒，小粒)別子突の

に処理問で有意差は認められなかった.

2. ヘアリーベッチおよびコムギの地上部すき込み実

験(地上部すき込み実験)

雑草の根被率は，調査した期間を通じ，対照誌に比

べ，ヘアリーベッチの標準量すき込み区および2

すき込み区で高く，コムギの捺準量すき込み区および

21音量すき込み区で低かった(第 3図上

考察

1. ヘアリーベッチの撞栽 すき込みとダイズの成長

および収量

ダイズ葉身のSPAD値の結果は，ダイズの成長の初

期においては，ヘアリーベッチのすき込みにより，ダ

イズの成長が促進されたことを示している(第 2図).

これは，ヘアリーベッチのもつ窒素が無機化しダイズ

へ供給されたためと推察される. しかしダイズの成

長が進むと葉身のSPAD値に処理fl:Uで差はなくなり，

および)1又量調達形質にも処理問差は認められな

かったこれと間様な結果が，本実験と間様に永年畑

で行った古百年の実験(露11I寄ら 2010)でも得られている

転換畑において，ヘアリーベッチの植栽によりダイズ

の成長と収量が向上するのは，ヘアリーベッチからの

蒸散などを通じ転換対日の土壌物理性が改善するためで

あることを佐藤ら (2007)は示している，これらのこ

とから，永年熔と転換嬬のように排水性を異にする!習

場では，ヘアリーベッチのダイズの成長・収量へおよ

ほず影響が異なる可能性が考えられる

39 

7月23日 8月2日 8月12臼 8J322日 9J31臼

第2図 各処理誌におけるダイズ葉身のSPAD値の推移
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く，その除草効果が夫われ易いのかもしれない.ま

た，へアリーベッチの分解に伴い土壌に供給された無

機態窒素が，雑草の成長を促進した可能性がある.

3. 畑作物の低コスト・省力栽士宮にむけて

ヘアリーベッチの地上部の窒素含有率は約 4%とさ

れる(堀元ら 2002).露崎ら (2010)は，秋播きした

へアリーベッチを翌年の 6月上旬に縮断・すき込みし

た場合，土壌中に供給された窒素量を約 9~14kg/1O 

aと試算している.そこで，イネ科の作物など根粒菌

による窒素悶定を行うことのない作物をヘアリーベツ

チの後に作付けすることで，ヘアリーベッチ由来の窒

素が作物の成長を促進し収量の向上に寄与すると期待

される このようなヘアリーベッチの利用により，畑

作生産の低コスト化を図ることが可能と考えられる.

ダイズなど畑作物の栽培において，雑草は9二1耕や培

土により防除されることが多い しかし降雨などに

より，雑草の防捻に有効な時期に中耕や培土を実施で

きないことがある.コムギをすき込むことで¥雑草の

発生数と成長の抑制ができれば，中耕や培土で有効に

雑草を訪除できる期間が長くなる. また，中耕や培土

の回数を少なくすることも可能と考えられる 今後，

コムギを利吊した雑草の省力的な防除技術の開発が期

待される
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