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一般的な図鑑類
 種子や幼植物の同定に際しては、本マニュアルのほか、以下の文献も参考にしてください。これ
らはいずれも一般的な図鑑類で、入手も容易です。なお、本マニュアルの執筆にあたってもこれら
の文献を参考にしましたが、引用箇所は個別に示していません。
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東北農業研究センターカバークロップ研究チーム

好野奈美子 東北農業研究センターカバークロップ研究チーム
渡邉寛明

中央農業総合研究センター雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム
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雑草名の索引

アオゲイトウ・・・・・・・・・・・26,54,62

タカサブロウ・・・・・・・・・・・・ 46,62

アキメヒシバ・・・・・・・・・・・28,57,63

タマガヤツリ・・・・・・・・・・・・ 61,63

アゼガヤ・・・・・・・・・・・・・・ 57,63

チョウジタデ・・・・・・・・・・・・ 50,62

アゼトウガラシ・・・・・・・・・・・ 48,62

ツタノハルコウ・・・・・・・・・・・・・22

アゼナ・・・・・・・・・・・・・・・ 47,62

ツユクサ・・・・・・・・・・・・・・ 61,63

アブノメ・・・・・・・・・・・・・・ 47,62

テリミノイヌホオズキ・・・・・・・・ 50,62

アメリカアサガオ・・・・・・・・・・・・22

トキンソウ・・・・・・・・・・・・・ 46,62

アメリカアゼナ・・・・・・・・・・・ 47,62

ヌカキビ・・・・・・・・・・・・・・・・28

アメリカコナギ・・・・・・・・・・・・・36

ネズミムギ・・・・・・・・・・・・・ 58,63

アメリカセンダングサ・・・・・・・20,46,62

ノハラスズメノテッポウ・・・・・・32,58,63

アレチウリ・・・・・・・・・・・・・ 52,62

ハルタデ・・・・・・・・・・・・・24,52,62

イガホビユ・・・・・・・・・・・・26,54,62

ヒデリコ・・・・・・・・・・・・・・ 60,63

イヌタデ・・・・・・・・・・・・・24,53,62

ヒナガヤツリ・・・・・・・・・・・・ 60,63

イヌビエ・・・・・・・・・・・・・38,56,63

ヒメイヌビエ・・・・・・・・・・・38,56,63

イヌビユ・・・・・・・・・・・・・26,54,62

ヒメタイヌビエ・・・・・・・・・・38,56,63

イヌホオズキ・・・・・・・・・・・・ 49,62

ヒメミソハギ・・・・・・・・・・・・ 50,62

イヌホタルイ・・・・・・・・・・・40,59,63

ヒロハフウリンホオズキ・・・・・・・ 50,62

イボクサ・・・・・・・・・・・・・42,61,63

ホシアサガオ・・・・・・・・・・・22,48,62

オオイヌタデ・・・・・・・・・・・24,52,62

ホシクサ・・・・・・・・・・・・・・・・17

オオイヌホオズキ・・・・・・・・・・ 49,62

ホソアオゲイトウ・・・・・・・・・26,54,62

オオクサキビ・・・・・・・・・・・・ 57,63

ホソバコナギ・・・・・・・・・・・・・・36

オオハルタデ・・・・・・・・・・・・ 53,62

ホソバヒメミソハギ・・・・・・・・・ 51,62

カズノコグサ・・・・・・・・・・・34,59,63

ホナガイヌビユ・・・・・・・・・・26,55,62

カヤツリグサ・・・・・・・・・・・・ 60,63

マメアサガオ・・・・・・・・・・・22,48,62

カラスノエンドウ・・・・・・・・・・ 51,62

マルバアサガオ・・・・・・・・・・22,49,62

カラスムギ・・・・・・・・・・・・30,58,63

マルバアメリカアサガオ・・・・・・22,49,62

キカシグサ・・・・・・・・・・・・・ 51,62

マルバルコウ・・・・・・・・・・・22,48,62

キクモ・・・・・・・・・・・・・・・・・17

ミズアオイ・・・・・・・・・・・・・・・36

クサネム・・・・・・・・・・・・・・ 51,62

ミゾハコベ・・・・・・・・・・・・・・・17

コアカザ・・・・・・・・・・・・・・ 55,62

メヒシバ

コゴメガヤツリ・・・・・・・・・・・ 60,63

モトタカサブロウ→タカサブロウ

コナギ・・・・・・・・・・・・・・36,55,63

ヤエムグラ・・・・・・・・・・・・・ 47,62

サナエタデ・・・・・・・・・・・・24,52,62

ヤナギタデ・・・・・・・・・・・・24,53,62

シロザ・・・・・・・・・・・・・・26,54,62

ヤハズエンドウ→カラスノエンドウ

スズメノカタビラ・・・・・・・・・・ 59,63



スズメノテッポウ・・・・・・・・・32,58,63

注）斜字は本文中の説明のみの草種

スベリヒユ・・・・・・・・・・・・・ 53,62
タイヌビエ
タイワンヤマイ
タウコギ

・・・・・・・・・・28,57,63

・・・・・・・・・38,56,63
・・・・・・・・・59,63
・・・・・・・・・・・46,62
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