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<試験成績・研究成果>

イタリアンライグラスを用いた雑草防除法は

天北地方の泥炭土草地へも適用できる

岡元英樹*古舘明 洋* *吉 津 晃*大橋優二*

要 = 日

根釧農業試験場で開発された「イタリアンライグラス (IR)を用いた雑草防除法」の適用範囲の拡

大を目的として，天北地方の泥炭土草地を対象に後作草種としてベレニアルライグラス (PR)を用

いて検討を行った。供試閏場はリードカナリーグラス (RCG) 8割程度(試験前植生，冠部被度)

の泥炭土草地を用いた。処理区はIRを2009，2010年の 2年間ロータリ 4回を含む工法で施工した後

2011年に PRに更新した区 (IR2年区)と，対照として2011年に除草剤を使用してPRに更新した区

(除草剤区)を設けた。 IR2年区ではIRの施工期間中は一年生雑草が多かった2010年の 1番草を除い

て， 80%以上のIR割合であった。 PRに更新した2011年における PR割合は 1番草が72%，2番草が82

%であり，除草剤区と比較して同様もしくは高かった。また， IR施工期間の乾物収量は 2年間平均

で950kgj10aと高かった。さらに晩秋の地下部乾物重量は， IR 2年区は既存植生に比べ 2年間の施工

により大きく減少し， 2011年には全体で300g j m2， RCG等が42gj m2と低下した。なお，特に泥炭

土では排水不良などにより作業時期が制限されることと，本技術は実生のギシギシ類に対する防除効

果が低いことに留意する必要がある O 以上から，IIRを用いた雑草防除法」は除草剤を使用した施工

と同等の効果を有し，天北地方の泥炭士草地でPRを更新する際にも適用可能であることが示された。

1.はじめに

本道酪農の安定的な発展を図るには，飼料自給

率の向上による飼料費の削減と自給粗飼料の品質

向上が重要となっているが，現在，北海道の多く

の草地では更新割合が低下し，イネ科雑草の侵入

による植生の悪化が問題となっている(高山:

2011)。草地更新時における雑草の防除には除草

剤の適切な使用が有効と考えられるが，環境問題

への意識の高まりや，漁業団体等からの申し入れ

などで草地整備事業における除草剤の使用が一部

の地域で困難になっている。

このような状況の中，更新時にイタリアンライ

グラス(IR)を 2年間栽培することにより，除

The Weed Control with Italian Ryegrass instead of 

Herbicide is applicable in Tenpoku Region. 
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Akihiro FURUDATE 

草剤を用いずにリードカナリーグラス (RCG)

等の地下茎型雑草を防除する技術として， I根釧

地域におけるイタリアンライグラス(IR) を用

いた雑草防除法J(根釧農試:2008)が提案され

た。本技術はIRの再生力が旺盛な点を生かし，

ロータリハロー (RH) 4回を含む工法でIRを播

種後，年内に 3回刈取る処理を 2年間継続するこ

とにより，地下茎型雑草の地下茎を根絶させる画

期的な防除・更新技術である(佐藤ら:2009)。

しかし，本技術は根釧地方の火山性土を対象に検

討された技術であり，残された問題点として，

「技術適用範囲(根釧以外の地域・土壌)の検討」

「後作物の適正な導入方法」が指摘されていた。

そこで本報では， IIRを用いた雑草防除法」の

適用範囲の拡大を目的として，天北地方の泥炭土

草地を対象に，後作導入草種としてペレニアルラ

イグラス (PR) を用いて本技術の適用性を検討

したので報告する。

2.試験方法

供試圃場は浜頓別町に位置する更新後10年以上
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経過した永年草地を用いた。土壌は台地土を客土

した泥炭土圃場であり，試験前の植生(冠部被度

%)はRCGが78%を占め，その他のイネ科雑草

が12%，広葉雑草が 6%であり，圃場内の植生の

差は小さかった。試験前の供試土壌の化学性は常

法(中央農試:1992)により測定し，表 1に示し

た。リン酸吸収係数以外の項目について，施肥ガ

表 1 施工前の土壌化学性(0・15cm)

有効態リン酸 リン酸 交換性塩基
pH (H20) 

〔プレイ第二法)吸収係数 CaO K20 MgO 

5.3 3 850 218 14 37 

1) pHとリン酸吸収係数は無単位Jその他はmg/100g風乾土.

イド2010(三枝ら:2010)の土壌診断基準と比較

すると，いずれの値も基準値より低かった。この

うち石灰 (pH) とリン酸については2009年に施

工・播種時に矯正した。

供試牧草は雑草防除の施工期間中にIRの「マ

ンモス BJ(早生)を，施工後の導入草種として

PRの「ポコロJ(晩生〉を用いた。 IRを2009年，

2010年の 2年間施工した後2011年に除草剤を用い

ずPRに更新した区 (IR2年区)と，対照として

2011年に除草剤を使用してPRに更新した区(除

草剤区〉を設けた。各区の規模は50mx12mとし，

それぞれ 2反復設定した。各区の播種・刈取月日

を表 2に示した。

表2 各区の播種および)(IJ取月日

処理 年次
播種 刈取月日

月日 1番草 2番草 3番草
草 種

IR2年 区 2009イタリアンライグラス 5 /27 7 /21 8 /26 10/ 9 

2010イタリアンライグラス 6 /11 8!3 9/ 2 10/18 

2011ベレニアノレライグラス 6 / 1 7 /24 9 /15 

除草剤区 2011ベレニアルライグラス 6 / 1 7 /24 9 /15 

1) IR 2年区:イタリアンライグラスを 2年間施工した区.

IR2年区における2009，2010年のIRの施工は

5月下旬から 6月中旬に行い，根釧農試で開発さ

れた方法(根釧農試:2008)に準じ「土改資材散

布(ライムソア:L8， 2009年のみ)→砕土撹梓

(RH) 4回→鎮圧(ケンブリッジローラ:KR) 

→施肥播種(ブロードキャスタ:BC)→KRJの

工程で実施した。 2011年のPR更新はIR2年区が

IRH1回→KR→BC→KRJの工程で，除草剤区

は「除草剤散布(ブームスプレイヤ:B8)→枯

殺後L8→RH1回→KR→BC→KRJの工程で行っ

た。使用した各種機械の概要を表 3に示した。

表 3 施工に用いた各種機械の略称と概要

工程 作業機 略号 備考

除草剤散布 ブームスプレイヤ B8 作業幅6.0m

土改資材散布ライムソア L8 長辺方向2回掛け，幅2.8m

砕土(撹枠) ロータリハロー RH 長辺方向，幅2.1m

施肥播種 ブロードキャスタ BC 縦横で計 2回掛け

鎮圧 ケンブリッジローラ KR 幅2.4m，径66cm

10a当たりの播種量はIRが 4kg， PRが 3kgで

あった。

施肥量はIR，PRとも，北海道施肥ガイド2010

(三枝ら:2010)の「更新時」と， rPR採草地の

維持管理時」に準拠した。すなわち，播種時は

N-P205-K20で 3-20 -8 kg/10a，再生草には

それぞれ6.3-2.6-7.3kg/10aの施肥を行った。

収量調査はいずれの処理区も 1m2のコドラー

ト内を刈取り，生草重量を測定した。そのうちの

一定量の牧草をIR(2011年は PR) とRCG等の

イネ科雑草，その他の草種に選別した。選別した

牧草は70
0Cで48時間以上通風乾燥させて乾物率を

求め， lOa当たりの収量を乾物重量 (DM)で示

した。また，各区とも30cmX30cmの面積を深さ

30cmで掘り上げ水洗した後，地下茎の有無と形

状から IR(2011年は PR) とRCG等のイネ科雑

草，その他の草種に選別し (2009年は選別未実施)，

上記の方法で地下部乾物重量を算出した。なお，

参考として， 2009年に周辺の既存植生(植生は試

験区と同様)の地下部乾物重量も測定した。

3.試験結果

「雑草防除法」を実施したIR2年区はいずれの

年も概ね高い砕土率と15cm以上の耕起深となり，

2011年においても，砕土率は88%，耕起深は18

cmといずれも北海道施肥ガイド2010(三枝ら:

2010)に示された基準 (70%以上， 10-20cm)を

上回り，除草剤区 (43%，15cm) に比べ高かっ

た(表4)。
IRの施工期間中の草種乾物割合についてみる

と， IR2年区は2010年の 1番草を除いて， IRが80

%以上であった。一方， RCG等イネ科雑草は

2009年の l番草は16%であったが，それ以降は番

ワ
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表 4 更新時耕起直後の砕土率および耕起深

処理区

IR2年区
砕土率(%) 耕起深(cm)年次

2009 77.9 16.9 

2010 64.4 

2011 87.5 17.8 

除草剤区 2011 42.9 14.8 

基準値1) 70以上 10-20 

1) 北海道施肥ガイド2010の土壌診断基準(造成 ・更新時)より.

草を経る毎に低下した。 2010年の l番草はその他

の草種の割合が23%と高かったが，そのほとんど

はタデ，イヌビエなどの l年生雑草であった(表

5)。

表 5 IR 2年区のイタリアンライグラス
施工期間における草種乾物割合

草積乾物書11合(DM%)

年次 番草 イタリ アン リードカナリー 他。
ライグラス グラス等

83 16 

2009 2 92 7 l 

3 98 2 。
65 12 23 

2010 87 11 2 

395  4 
1) 他は多くがタデ，イヌピエ等などの l年生雑草

PRに更新した2011年では， IR 2年区の l番草に

おけるPR割合は72%と除草剤区より高かった(表

6)。続く 2011年2番草ではIR2年区のPR割合が
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IR 2年区 除草剤区

図 1 IR 2年区および除草剤区の年間乾物収量
1) IR2年区の2009.2010年はイタリアンライグラスを，両区の

2011年はベレニアノレライグラスを播種.
2)収量はリードカナリーグラス等，その他の草種も含む.

各年晩秋の地下部乾物重量は， IR2年区では既

存植生 (2680g j m2
) に比べ2009年は888gj m2， 

2010年は103g j m2と2年間の施工により減少し

た(表 7)0 RCG地下部乾物重量は2010年には19

gjm2と極めて低かった。 PRを更新した2011年

においては， IR 2年区の地下部乾物重量は全体

で300g j m2と除草剤区 (513g j m2
) を下回り，

そのうちRCG等の地下部乾物重量は42g j m2で

あった。

4.考察

IRは肥沃な土壌を好み，寒地型牧草の

中でも飼料成分が良好な一年生牧草であ

り，関東以西の暖地では重要な草種の一

つである。特に低温でも旺盛な伸長を示

すことから，本州以南では水田の裏作や

草種乾物割合(DM%)

表6 ぺレニアルライグラスを更新した2011年の両区の草種乾物割合

処理 番草 イタリアン
ライグラス

IR2年区 1 2 。

ペレニアノレ
ライグラス

72 

82 11 
42 除草剤区 1 50 8 

平岡 lト"弘乙_V'-t吋， .ワ qし 旬 、、17'.>K. uVVV} 0 a; 
2 - 91 

1) 他は多くがタデ，イヌビエ等などの i年生雑草. 2番草ではギシギシ類も含む. た，熊本県や栃木県ではIRの旺盛な初期

生育を活用し，播種・更新法を改善する

82%とさらに上昇した。なお， 2010年， 2011年の

l番草では他草種の割合が他番草に比べ高く，その

ほとんどが l年生雑草であった。一方， 2011年 2

番草における他草種にはギシギシ類もみられた。

IR施工期間の乾物収量は2009年が881kgjlOa， 

2010年が1019kgj10aと比較的高水準で、あり，

PRを更新した2011年の乾物収量はIR2年区で

525kgj10a，除草剤区で542kgj10aとほぼ同等で

あった(図 1)。

ことにより雑草の侵入を抑制する耕種的防除法が

確立されている(佐藤ら:1998，九石ら:2012)。

北海道では越冬 しないためIRの種子流通量は近

年まで極めて少なかったが，近年その生産性と栄

養価は再評価され，雑草を抑圧する効果も認め ら

れた(林ら:2007)。これらの背景やIRの特長を

基に開発された fIRを用いた雑草防除法J(根釧

農試:2008)は，粗飼料としても優れる IRを

RCG等の雑草繁茂圃場に導入し，その旺盛な初
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(佐藤ら:2002)，採草・放牧兼用利用に「チニタ」

(吉田ら:2009)がそれぞれ育成されている。 PR

もIR同様に他の寒地型牧草と比較して初期生育

に優れ定着が速やかであり(吉山・藤本:1989)， 

IRには劣るもののRCGの抑圧効果も示されてい

る(古館・吉津:2010，義平ら:2010)。以上の

ことから，天北地方における本技術の後作草種や

競合力の強い草種としてのPRの有用性は高いと

言える。ただし， 2年間のIR施工により地下茎型

雑草に由来する地下部乾物重量が大きく減少した

(表7)ことから，導入する後作草種にかかわら

ず，本技術は草地更新時の除草剤処理と同様の効

果が期待できる。

また，本試験では客土された泥炭土圃場を用い

た。天北地方の泥炭土草地においてRCGは強害

雑草として問題となっているが， I北海道農作物

病害虫・雑草防除ガイドJ(北海道:2012)によ

れば，グリホサート系除草剤は泥炭士において粘

土鉱物による非活性化が起きず薬害を生じる危険

があるため，多くの場合更新時の使用を避けるよ

うに記載されている。したがって，除草剤を使用

しない本技術が今後天北地方の泥炭土でも適用で

きることによる利点は大きいと考えられる。ただ

し，本技術はRH4回後にIRを播種し，当年中

に3回刈取ることを前提とした技術であり，特に

更新(雑草萌芽後，概ね 6月初めまで)および 1

番草の刈取(生育日数50日)を適切な時期に行う

ことは， IRの初期生育および生存，さらに雑草

等との競合に大きく影響するため大変重要である O

本試験においても，これらが若干遅れた2010年で

は， 1番草のIR割合が他の年と比較して低かった

(表 2，5)。しかし，泥炭土草地は地耐力が低く

排水性が不良である場合が多く，更新時期にあた

る春先や刈取り時期に湛水することも多いことか

ら，作業可能な時期が短く，更新，刈取を適期に

行うことが困難な草地が多いことが予想される。

以上のことから，泥炭土で本技術を利用する場合

は，可能な限り適期を逃さずに作業が行えるよう

に，圃場の状況に注意することが他の土壌よりも

極めて重要である。

また，本技術は地下茎型イネ科雑草を防除する

第 2号 (2013年 4月)第80巻

期生育と再生力により，良好な組飼料を収穫しつ

つ除草剤を使用せず、に地下茎型雑草を防除する，

画期的な技術といえる。以下，その利点が本試験

で示されているか検証する。

2年間にわたる IRの施工期間中において，草

種構成はIRが概ね80%以上でイネ科雑草割合が

概ね15%以下と良好に推移した(表 5)。また，

2009年における IRの地下部乾物重量は2010年の

値 (84kg/mりと同等もしくはそれ以下と考え

られ， 2009年の地下部はほとんどがRCG等地下

茎型雑草のものと推察されることから，地下茎型

雑草の地下部は本技術により 2年間でほぼ消滅し

たと判断できる(表7)。一方でその期間IRを8

農~t 162 

草種別地下部乾物重量(g/mり

ライグラス リードカナリ j由3)

類) グラス等 間

IR2年区 2009 888 

2010 103 84 19 

2011 300 256 42 

除草剤区 2011 513 475 32 

既存植生 2009 2680 

1) 2010年はイタリアンライグラス(斜字)， 2011年はベレニアノレ

ライグラス(正字).

2) 2009年は地下部の選別を行っていない.

3) 20日年におけるその他は多くがギシギシ類.

晩秋の地下部重量

地下部乾物
年次

重量(g/m2
) 

表 7

一
0

2
一6
一一

処理

割以上含む良質な粗飼料が 2年間平均で950kg/

10 a収穫された。土壌の違いもあるが，近隣の天

北支場においてチモシーやPRを通常栽培した際

の乾物収量 (841-1102kg/10a ，岡元・古館:

2007)と比較しでも，十分な水準の粗飼料が防除

技術施工期間中の圃場から得られることが示され

た。さらに，施工後に導入したPR草地を，除草

剤を用いて更新したPR草地と比較すると収量は

同等，また草種構成は同等もしくはより良好であっ

た。これらのことから，本技術の優れた点は本試

験においても確認できたといえよう。

本技術はこれまで後作物の導入について十分な

検討をしておらず，問題点として残されていた。

今回，我々はIRの後作草種としてPRを用いた。

天北地方は気象条件からみてPRの栽培適地であ

り，放牧のみならず採草・兼用利用に対しでも，

酪農家のPRに対する期待は大きく，天北農試，

上川農試天北支場において放牧用に「ポコロ」
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が，耕起・撹持する毎に新たに実生から発生する

ギシギシ類等に対しては防除効果がないことが明

らかとなっている(佐藤ら:2009)。したがって，

本技術の導入予定草地でギシギシ類の混生割合が

高かった場合や，前回更新前にギシギシ類の発生

が多かった場合，さらにギシギシ類の発生リスク

の事前評価(新得畜試・根釧農試・天北農試:

1998) によりリスクが高いと判断された場合は，

本技術の適用を避けることが望ましい。

以上のことから， IIRを用いた雑草防除法」は

除草剤を使用した施工と同等の草地更新効果を有

することから天北地方の泥炭土草地でPRを更新

する際にも適用可能であり，さらに施工期間中に

もIR割合の高い良質粗飼料を確保できることが

示された。
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