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有機栽培を継続した水田で、はコナギが優占し，その

対応に苦労する栽培農家が多く（島宗・鈴木 2006)'

水稲有機栽培を行う上で雑草防除が大きな課題となっ

ている．

除草剤による雑草防除が出来ない有機栽培ほ場にお

いては，田畑輪換が有効な耕種的防除法となり得るが

（野口 1992），有機栽培での田畑輪換の知見は少ない．

水稲栽培の合聞に畑地で管理を行うと埋土種子数が減

少し発生数が減少するが（二瓶ら 2010），コナギ埋

土種子の減少要因は明らかにされていない．本研究で

は，有機栽培ほ場の田畑輪換におけるコナギ埋土種子

数の変化とその要因について検討した．

材料および方法

(1) ダイズ栽培期間のコナギ埋土種子の発芽率（試験 1)

2013年に有機栽培でフk稲連作を行っているほ場とダ

イズ畑へ輪換初年目のほ場において，作付け前にコナ

ギ種子を100粒ず、つ不織布袋へ封入し表層から約 5

～lOcmの深さへ埋設した（ 3反復）．種子は， 2012年産

の種子を風乾後，屋外で保管し使用した 作物の収穫

まで 1週間毎に掘り上げ顕微鏡下で種子を観察し，発

芽が見られる種子及び発芽痕の残るコナギ種子の数を

調査した

(2) ダイズ栽培前後のコナギ埋土種子数の変化（試験2)

2009年に水田からダイズ畑へ輪換し 2011年に復回

したほ場において， 2009年～2011年の3年間，作付け

前（ 3月）と栽培期間（ 8月），作付け後（12月）に土

壌を採取しコナギの埋土種子数を調査したほ場は

無農薬で栽培を行い，ダイズ栽培年は中耕2回，水稲

栽培年は無除草の管理を行った土壌の採取には鉄パ

イプの自作採土管を用い，直径3cm×作土層15cmx 5 

点分の土壌を混合し調査した（ 3反復）．調査は「埋土

種子調査マニュアル」（中央農研・東北農研・九州沖縄

農研 2009）に従い比重分離法により行った

(3) ダイズ栽培前後のコナギ発生数の変化（試験3)

試験2を行ったほ場において，ダイズ栽培前後の

2008年と2011年のそれぞれ 7月に， 50×50cmのコド

ラート枠を用いてコナギの発生本数と乾物重を調査し

た（ 3反復）．

結果および考察

(1) ダイズ栽培期間のコナギ埋土種子の発芽率

水田では，種子の埋設後1週間で20%の種子が発芽

し水稲作付け期間中に74%の種子が発芽した（第 1

図） ダイズ畑では水田に比べ発芽勢が悪く，埋設後

1週間で2%の発芽率であったが，ダイズの成熟期に

は49%の種子が発芽した．水田雑草で、あるコナギは，

通常は湛水条件下の低酸素条件で発芽・生育する（伊

藤 1993). そのため，通常の畑条件ではコナギの発

芽・生育は見られないが，降雨による一時的な土壌の

過湿により土壌が低酸素条件となることで発芽したと

考えられた．

(2) ダイズ栽培前後のコナギ埋土種子数の変化

コナギの埋土種子数はダイズ畑へ転換した初年目の

作付け前に比べ栽培期間には急激に減少した（第 2

図）．転換2年目の 3月から 8月にかけても減少は見

られたが初年日に比べ減少率は低下した 2年間で減

少率に差が現れた原因として，水稲残さによりコナギ

の暗条件下での発芽が誘発されるとの報告があり（川

口ら 1997，半田ら 2006），輪換2年目に比べ前作の水

稲残さの残る初年目で、減少率が高かった可能性が示唆

された．ダイズ畑では，コナギは発芽しでも水分不足

により生育途中で枯死する．よって，種子の再生産が

行われず埋土種子の減少が起きたと考えられたま

た，復田後の水稲栽培1年目で埋土種子数は大幅に増

加し，ダイズ作付け初年目の12月の埋土種子数を上

回った（第2図）．

(3) ダイズ栽培前後のコナギ発生数の変化

有機水稲栽培後に2年間のダイズ作付けを行うこと
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第l図 コナギ埋土種子の発芽率の推移 （2013年）
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第2図 ダイズ栽培前後のコナギ埋土種子数 （2009～2011年）
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第3図 ダイズ栽培前後のコナギの発生数と生育量 （2008,2011年）

で，復田後のコナギ発生本数は半分以下となったが，

乾物重に差は見られなかった（第3図）．発生本数が少

なくなった分， 11固体当たりの生育量が増加したため

と考えられる

以上のことから，田畑輪換によるコナギ発生数の低

下は，ダイズ畑で発芽したコナギが生育できず枯死す

ることによるものと考えられた しかし本研究では

2年間のダイズ畑への転換で、はコナギの発生数を減ら

すことはできたが，生育量には明確な差が出ない結果

となった 今後は水稲残さの有無や畑地における土壌

水分量とコナギの発芽メカニズムの関係についてさら

に詳しく解明することで，より有効な田畑輪換の手法

について明らかにする必要がある

なお，本研究は農林水産業 ・食品産業科学技術研究

推進事業「機械除草技術を中核とした水稲有機栽培シ

ステムの確立と実用化」により行ったものである．
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