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特集雑草の除草剤抵抗性

芝地における除草剤抵抗性雑草の現状と対策

土田邦夫*

〔キーワード):除草剤抵抗性，ゴルフ場，芝生，

スルホニルウレア系，ヒメクグ

はじめに

芝生は，ゴルフ場，サッカ一場をはじめとした運

動場，公園，校庭，家庭，道路周辺など様々な場面

で利用されている.このなかで最も広範かっ集約的

に管理がなされているのは，ゴルフ場である.ゴソレ

フ場では，ティーグラウンド，フェアウェイ，ラフ，

グリーンなどのプレーソーンごとに特定の芝草の

単純群落が形成され，それぞれのゾーンでの利用目

的に応じたきめ細かな管理が求められる.そのため，

専用の管理機器が使用され，多種類の資材が投入さ

れている.雑草防除については，多くの優れた除草

剤が開発されたことにより，ゴノレフ場の多様な状況

に対応した管理が可能となってきている.しかし，

一方で管理が画一化した場面では，それまで特定の

除草剤で容易に防除できた雑草種の感受性が低下

した事例が多く報告されるようになり，問題となっ

ている.

本稿では，近年ゴルフ場芝地で問題となっている

スノレホニルウレア系除草剤 (SU剤)に抵抗性を示

すヒメクグについての筆者らの研究内容の紹介と，

ゴルフ場芝地における除草剤抵抗性雑草対策につ

いて述べる.

1.芝地における除草剤抵抗性雑草の出現

わが国のゴ、ノレフ場芝地において除草剤抵抗性が

報告された雑草は，スズメノカタピラとヒメクグの

2種である.

スズメノカタビラについては， 1985年に小林らに

よりシマジン抵抗性が報告された.スズメノカタビ

ラはイネ科の一年生雑草であり，通常，秋期に発生

を開始し，翌年の春夏期に開花，結実する.小林ら

はシマジンが使用されていた関西の2カ所のゴルフ

場とシマジンが全く使用されていない水田と畑か

らスズメノカタピラを採取し，シマジンに対する感

. (公財)日本植物調節剤研究協会研究所 (KunioTsuchidal 

受性を比較した.その結果，ゴルフ場から採取した

スズメノカタピラには，水田と畑から採取したもの

に比べ著しく感受性が低い個体が高い頻度で存在

していた.また，感受性の低い個体の分布は，シマ

ジン散布地あるいはその周縁部のみに限られてい

た.

トリアジン系の化合物であるシマジンは，植物の

光合成を阻害し雑草を枯死に至らしめる作用を持

つ.シマジン製剤は 1958年から販売され，畑地や

樹園地の一年生雑草の防除に使用されてきた.芝地

においては，わが国で最も利用される芝草である日

本芝(コウライシパ，ノシパ)に安全性が高いこと

と安価で、あったことなどから，ゴルフ場のフェア

ウェイやラフを中心に広範に使用され続けた.その

結果，抵抗性雑草が出現した.シマジン抵抗性が顕

在化した後は，スズメノカタピラ防除には他の除草

剤が選択されるようになり，また， 1998年にシマジ

ンは水質汚濁性農薬に指定されたため，ゴルフ場で

の使用は急激に減少し，シマジン抵抗性の問題は自

然に消失した.

2011年には，筆者らにより SU抵抗性ヒメクグの

存在が報告された.ヒメクグはカヤツリグサ科の多

年生雑草で，地下茎(根茎)で繁殖するが種子でも

繁殖する.春期に発生し，夏秋期には多数の種子と

根茎を形成する.ヒメクグは日本全国に分布する雑

草であるが，水田畦畔など湿った場所を好み，散水

施設などにより土壌湿度が保たれているゴルフ場

にも発生が多い.1980年代まではヒメクグに卓効な

除草剤がなかったため，ゴ、ノレフ場の代表的な難防除

雑草として位置づけられていた.しかし， 1990年代

初頭に SU剤が登場してからは，ヒメクグ防除には

主に SU剤が利用されてきた. SU剤は，分岐鎖ア

ミノ酸の生合成に関わるアセト乳酸合成酵素

(ALS) を一次作用点とする，いわゆる ALS阻害

剤の中の化合物群である. SU剤は，ヒメクグに有

効なものが多く，他の多くの雑草にも効果が高いこ

とから，現在ではゴルフ場での使用面積が 12万ha

0369-5247/15/￥500/1論文/JCOPY
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を超え，芝地で最も使用されている化合物群となっ

ている.しかし，近年，各地のゴルフ場で今まで

SU剤によって防除できていたヒメクグが枯れずに

残存する事例が増えてきた.

2.芝地雑草ヒメクグの SU剤に対する

感受性と抵抗性

筆者らは， SU剤散布により残存したヒメクグに

ついて， SU剤に対する感受性を調査するとともに，

遺伝子解析により ALS遺伝子の変異部位を特定し

た.

2010年に， SU剤を4年以上使用し続けた関東か

ら九州の4カ所のゴルフ場およびSU剤使用経歴の

ない茨城県の運動公園の計5カ所から採取したヒメ

クグをポットに植栽し， SU剤(ハロスルフロンメ

チル，フラザスルフロン)に対する感受性を調べた.

運動公園から採取したヒメクグは SU剤処理でほぼ

完全に枯死したが，各ゴルフ場から採取したヒメク

グには明らかに除草効果が劣り，除草効果には採取

地聞で差があった.このことから， 4つのゴルフ場

から採取したヒメクグは，いずれも SU抵抗性バイ

オタイプであり，これらは異なるバイオタイプであ

る可能性が示唆された.

そこで，これらヒメクグの ALS遺伝子を単離，

解析した.その結果，これらは全て ALS遺伝子が

変異しており， ALSの 376番目のアスパラギン酸

(Asp376)がグルタミン酸 (G1u)に， 197番目の

プロリン (Pro197)がセリン (Ser)に， 574番目の

トリプトファン (Trp574)がロイシン (Leu)に置

換した 3種の変異タイプが存在していた.さらに

これらについて SU剤に対する感受性を詳細に調査

したところ， ALSのアミノ酸置換部位が同じヒメク

グは，採取地が異なっても特定SU剤に対する抵抗

性の程度が同等であることが分かつた.

また，これらのヒメクグを採取した中の 2カ所の

ゴルフ場について，各ホールでサンプリングしたヒ

メクグの ALS遺伝子を解析したところ，同ーのゴ

ルフ場では，ヒメクグサンプルの ALSのアミノ酸

置換部位が同一であった.このことから，これらの

ゴルフ場では， 1カ所で出現した SU抵抗性バイオ

タイプのヒメクグがゴルフ場全体に拡散した可能

性が高いと考えられた.

3. SU抵抗性ヒメクグに対する

除草剤の効果的使用法

SU抵抗性雑草の防除には SU剤以外の除草剤を

使用する方法が確実である.

筆者らが， SU剤とは作用性の異なる種々の除草

剤についてヒメクグに対する除草効果を検討した

ところ，雑草発生前に使用する土壌処理剤や雑草生

育期の茎葉処理剤のなかには SU抵抗性ヒメクグに

高い除草効果を示すものがあった.これら有効薬剤

を活用した除草剤処理体系を設定し， SU抵抗性ヒ

メクグが蔓延したゴルフ場において実証的に除草

効果，薬害を評価するとともに，各体系処理の特性

に即した活用方法を考察した.

試験区域全体に3月にアラクロールを散布した後

に，表 lに示す①~③の処理体系で順次除草剤処理

を行い，ヒメクグの残草量，コウライシパに対する

薬害，被度等を調査した.

対照として設置した早春期 (3月)にアラクロー

ルを l回のみ処理した試験区では，ヒメクグの発生

が5月上旬より始まり，その後は増殖を繰り返し被

度が拡大した.それに伴い 9月以降はコウライシパ

の被度が徐々に減少し， 10月のヒメクグ枯草期には

裸地部分が多くなった.

①土壌処理剤の反復処理

5月， 7月に同一除草剤を繰り返し散布した.除

草剤処理時にはヒメクグが発生前から発生初期 (3

葉期)の状態であり，被度も小さい状態であった.

いずれの処理区とも， 9月調査時までヒメクグの被

度はごくわずかで推移し，コウライシパに薬害は認

められず，芝の被度も増加し裸地が少ない状態で経

過した.このことから，本体系はフェアウェイ等景

観を重視する場面においての全面処理が可能な処

理体系と考えられた.

②土壌処理剤と茎葉兼土壌処理剤の混用処理

両処理区とも5月の処理時に発生していたヒメク

グが枯殺され，再生，後発生もごくわずかであった.

アラクロールとシアナジンの混用処理では，コウラ

イシパに対し薬害が認められず芝の被度の減少も

なかったことから，フェアウェイを含めた全面処理

が可能と考えられた.アラクロールと DCBN2gの

混用区で、は除草効果が高かったものの，コウライシ

パが変色，葉枯れし裸地が生じた.このため，ラフ
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区分* No. 3月 5月 6月 7月 8月
(3/16) (5/26) (7/28) 

(ヒメクグ発生前)
対) アラクロール

(ヒメクグ発生前) (ヒメクグ発生前~発生初期) (ヒメクグ発生前~発生初期)
2 アラクロール

ー

アラクロール 除 アラクローノレ
3 アラクロール

ー

s-メトラクロール ， s-メトラクロール
① 

4 アラクロール • カフェンストローノレ 除 カフェンストローノレ

5 アラクロール 1， カフェンストロール・レナシノレ 除 カフェンストロール・レナシル
6 アラクロ ノレ

ー

クミノレロン - クミ Jレロン
(ヒメクグ発生前) (ヒメクグ発生前~発生初期)

② 7 アラクロール • アラクローノレ+シアナジン

8 アラクロ ノレ

ー

アラクロ ノレ:l-DCBN2g
(ヒメクグ発生前) (ヒメクグ生育期)

③ 9 アラクロール DCBNlg 

10 アラクロール ベンタゾン

11 アラクロール トリクロピノレ
注)*区分

対):対照区

①~③ :3月アラクロール処理剤処理後の処理薬剤により，以下の体系に区分
①土壌処理剤の反復処理
②土壌処理剤十茎葉兼土壌処理剤
③茎葉兼土壌処理剤または茎葉処理剤
(2011年実施)

等における局所的な散布にとどめるべきと考えら

れた.

③茎葉兼土壌処理剤または茎葉処理剤

7月のヒメクグ生育期の DCBN19およびベンタ

ゾン処理でヒメクグのほとんどが枯死し，再生，後

発生はなかった.これら試験区ではヒメクグの枯死

部分が裸地となった.トリクロピル区では，枯死す

るヒメクグPは少なかった.コウライシパに対して

DCBNlg区とベンタゾン区で薬害が生じたが軽微

であった.このため，ベンタゾンおよび DCBNlg

は，ヒメクグの発生が少ない場合は種々の場面で全

面処理が可能で、あるが，多発する場所では枯死後の

裸地が目立つことから，フェアウェイ等においては

局所処理等景観に留意した使用方法を選択すべき

であると考えられた.

試験で供試した数種の薬剤については， (公財)

日本植物調節剤研究協会によりヒメクグを対象と

した適用性試験が行われ，実用化されている(表 2).

4 ゴルフ場芝地における抵抗性雑草防除の要点

su抵抗性バイオタイプへの変異は，自然界では

一定の割合で起きている. su剤の使用により，抵

抗性バイオタイプのみが生き残り，さらに su剤を

繰り返し使い続けることで，毎年，種子などの発生

源の生産を繰り返して蔓延することになる.su抵

抗性に限らず，除草剤抵抗性雑草がまだ出現してい

ない芝地では，同ーの作用を持つ除草剤の連用は避

け，作用性の異なる除草剤のローテーション使用を

行い，出現を予防することが重要である.

除草剤抵抗性雑草が出現してしまった場合は，徹

底防除を目的とした長期的な計画を立てるべきで

ある.この際，種子，地下茎等の発生源の形成を阻

止し，次年度に持ち越さない事を最重視する.当該

雑草に有効な土壌処理剤でも，春期の土壌処理剤 1

回のみの散布では秋期までの防除効果は期待でき

ない場合が多いため，年 2~3 回の反復処理や作用

性の異なる有効薬剤の体系処理により長期間にわ

たり雑草を防除することが可能である.さらに，こ

のような防除方法を 2~3 年継続することで，発生

源を著しく減少させることができるものと考える.

なお，茎葉処理剤については，使用に際して留意

しておく点がある.抵抗性雑草が蔓延した場面では，

夏期など雑草が繁茂した時期の使用では変色，枯れ

上がりや枯れ跡により景観が悪化する.また，その
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表 2 ヒメクグに適用のある登録除草剤(非 SU剤)

登録種類名 作物名 使用量1m2 使用時期 使用方法 本剤の

(商品名) 使用回数

カフェンストロール水和 日本芝 0.25~0.5mL 雑草発生前 全面土壌散布 2回以内

剤(ハイメドウフロアブ (こうらいしば) (200~300此)

ノレ，ラポストフロアブノレ)

S-メトフクローノレ乳剤 日本芝 0.25~0.4mL ヒメクグ発生前~発 全面土壌散布 3回以内

(シバッチ) (こうらし、しば) (200~300mL) 生初期

(芝生育期)

アフクローノレ乳剤(ハ 日本芝 0.6~1.0mL 春夏期ヒメクグ発生 全面土壌散布 3回以内

プーン) (こうらいしば) (250叫) 前~発生初期

DCBN水和剤(ベンポー 日本芝 1~2g 春期芝生育期(雑草 局所散布 l回

ル，グラスダン，クサピー (150~200mL) 発生前~生育初期)

ス)

DCBN粒剤(ベンポール， 日本芝 1O~20g 春期芝生育期(雑草 局所散布 l回

シパキープ) 発生前~生育初期)

DCN粒剤(カペレン 2.5) 芝 1O~15g ヒメクグ生育初期 全面土壌散布 2回以内

(日本芝)

べンタゾン液剤(パサグ 日本芝 0.5~lmL 春夏期雑草生育期 雑草茎葉散布 3回以内

ランターフ) (100~200mL) (芝生育期)

2014/10/7現在.

後，秋期までの芝の被覆も遅れプレーに悪影響を及

ぼすこともある.このため，前処理として雑草発生

前に有効な土壌処理剤を散布し雑草の発生密度を

低下させ，芝の被覆を確保した上で茎葉処理剤を使

用することが望ましい.このように，ゴ、ルフ場等の

芝地においては芝生の機能の維持を重視しながら

防除計画をたてることが必要で、ある.

さらに，ゴルフ場はプレーヤーや管理機器が頻繁

に往来することから種子の拡散は容易である.この

ため，除草剤の散布は，スポット処理ではなく可能

な限り全面散布を行うことが望ましい.また，管理

機器の清掃，洗浄を徹底すること，刈草の処分を適

切に行うことも拡散を最小限に抑えられる.

抵抗性雑草が出現しなければ，使用する除草剤の

選択肢は広い.しかし，いったん出現すると，その

消滅までの聞は抵抗性雑草に有効な薬剤のみを使

用し続けなければならないこととなる.芝地に限ら

ず抵抗性雑草が蔓延した最大の原因は，同一の作用

を持つ除草剤を使用し続けたことである.従って，

同一除草剤を連用しないことが，抵抗性雑草の出現

を回避する最も有効な手段といえる.既に抵抗性雑

草の存在を確認している場合は，徹底的に防除し発

生源を形成させないことに留意するとともに，耕種

作業等による拡散を阻止することが重要である.

そのためには，管理者が雑草の発生，生育の状況

を常に観察すること，除草剤散布時の降雨，温度，

風などの気象条件に留意し使用基準に定められた

薬量，使用時期等を守ることなど，有効薬剤の効果

を最大限に発揮する条件作りが前提となる.
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