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東北地域のＳＵ抵抗性雑草の出現実態とその背景

東北農業研究センター 中山壮一

抵抗性雑草の出現実態

chlorsulfuron 1982世界 初のスルホニルウレア系除草剤 ＳＵ剤 が市販 使用されたのは（ ） ，

年のことであるが，そのわずか２年後の 年には において，小麦作中に1984 United Kingdom
1980イネ科雑草 のＳＵ抵抗性生物型が出現したとされる その後Alopecurus myosuroides １）。 ，

年代後半以降には欧米各国でＳＵ抵抗性雑草確認の報告が相次いだ。

我が国へのＳＵ剤の導入は， 年の水稲作におけるベンスルフロンメチル含有剤，1987
いわゆる一発処理剤の実用化が 初であった。つまりは，世界的に見るとこの前後には既

にＳＵ抵抗性雑草の発生が確認されていたことになる。しかしＳＵ剤を含有する一発処理

剤の普及当初は，我が国においては複数の成分からなる混合剤の使用が一般的であったこ

ともあり，ＳＵ抵抗性雑草が問題化することは無いのではとの楽観的認識が一般的であっ

た 。ところが 年になって，古原ら により初めてのＳＵ抵抗性ミズアオイが北海２ ３）） 1996
道で確認・報告されて以降，寒冷地を中心にＳＵ抵抗性水田雑草の発生が確認・報告され

た。さらに 年にはイヌホタルイ ， 年にコナギ といった，全国的な強害雑1998 2000４ ５））

草とされる草種についてもＳＵ抵抗性生物型が確認されるに至り，ＳＵ抵抗性雑草は全国

的な問題として認識されるようになった。その後， 年には多年生雑草であるオモダ2002
カでもＳＵ抵抗性生物型が確認されている 。多年生雑草に対しては，ＳＵ剤以外の有６）

効剤の選択肢が乏しいことから，今後の動向に特に注目する必要があると言えよう。

現在東北地方では６県全てでＳＵ抵抗性雑草の発生が確認されており，さらに市町村単

位で見ても( 年現在）４割以上の市町村で発生が確認されている（表１） 。こうし2003 ７）

た広範かつ急激な抵抗性雑草の発生域の広がりは，特定の地域で生じた１抵抗性変異個体

に由来する種子や花粉の拡散・侵入によるものでは無く，各地で別個に抵抗性変異を生じ

たことによると考えられている。このことは，アゼトウガラシでＳＵ抵抗性個体群の変異

は同地域に分布する感受性個体群の変異に包含されることからも裏付けられている 。８）

， ，こうしたことから 現在ＳＵ抵抗性雑草が顕在化していない県あるいは市町村においても

除草剤の種類や使用法が変わることで，短期間で抵抗性雑草が問題化する可能性があるこ

とには常に注意を払う必要がある。

抵抗性雑草出現の背景

意外に思われるかも知れないが，除草剤のなかでその生理的作用点，作用機作が完全に

表１　スルホニルウレア系除草剤抵抗性バイオタイプが確認された東北６県の市町村数と割合7)

総 検定
市町村数 市町村数 確認数 割合(%) 確認数 割合(%) 確認数 割合(%) 確認数 割合(%) 確認数 割合(%)

青森県 66 46 18 27.3 7 10.6 40 60.6 3 4.5 42 63.9(91.3)
岩手県 58 14 10 17.2 9 15.5 13 22.4(92.9)
宮城県 70 51 40 57.1 5 7.1 23 32.9 4 5.7 48 68.6(94.1)
秋田県 69 19 3 4.3 7 10.1 14 20.3 2 2.9 17 24.6(89.5)
山形県 44 35 25 56.8 7 15.9 14 31.8 2 4.5 32 72.7(91.4)
福島県 89 33 26 29.2 6 6.7 7 7.9 1 1.1 27 30.3(81.8)
合計 396 198 122 30.8 32 8.1 107 27.0 12 3.0 179 45.2(90.4)
注）割合は総市町村数に対する割合。（）内は検定市町村数に対する割合。

合計イヌホタル コナギ アゼナ類 その他
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明らかになっているものは比較的少ない。それは複数の作用点，作用機作が存在する場合

が多く，現象を複雑にしているためとされるが，そんな中にあって，ＳＵ剤は植物に存在

するＡＬＳという酵素を唯一の作用点とすることが明らかにされている。こうした特性は

ＳＵ剤の高い人畜への安全性にも貢献している。

高い安全性に加えて，ＳＵ剤は水田に発生する幅広い草種に高い効果と長い効果の持続

性を有することから，ＳＵ剤（とノビエ対象剤）を含有する一発処理剤は急速に普及面積

をのばしていったのは周知の通りである。

ところが，こうしたＳＵ剤の優れた特性は，抵抗性雑草の出現させやすい特性でもあっ

た。単一の酵素を作用点とすることは，そのターゲットとなる酵素の突然変異により効果

が失われる可能性があることを意味する。実際，これまで確認されているＳＵ抵抗性のメ

カニズムはＡＬＳの変異，それもＤＮＡ上のわずか１塩基の入れ替わりによる点突然変異

によることが明らかにされている。またＳＵ剤の高い効果と長い持続性とは，それはその

まま抵抗性変異に対する強い選択圧として作用し，抵抗性の顕在化を急速に進める役割を

果たしたと考えられている。

ところで，前述の通り地域的にみると寒地，寒冷地で抵抗性雑草の顕在化が先行した。

その原因にとしては，抵抗性変異に対する選択圧が寒地，寒冷地においてより強く作用し

たと考えられる。もちろんそれに関与する要因は多様であるが，考えられる幾つかについ

て挙げておく。

寒地，寒冷地の一般的特性としては，田植後の低気温，低水温が上げられる。田植後の

低水温は（地域によっては遅い雪解けと相まって ，水田雑草の発生を長期に渡らせるこ）

ととなる。この点は従来の除草剤による雑草防除の不安定化要因とされていたが，ＳＵ剤

は，こうした寒地，寒冷地の雑草発生消長に良くマッチしている。即ち，ＳＵ剤がもつ長

い持続性のおかげで，特に寒地，寒冷地でその有効性が発揮され高い防除効果が実現され

たと考えられるのである。しばしば誤解を生じている点であるが，除草剤抵抗性の出現に

は除草剤自体の高い除草効果が促進的に作用する。高い除草効果は，イコール抵抗性個体

に対する高い選択圧となるからである。

また田植後の低気温，低水温は，水稲の植被形成を遅らせ，水稲自身の抑草効果の発揮

， 。 ，を遅らせたり 不十分なものとしがちである 多くの作物に共通して言えることであるが

雑草防除の成否は作物自身による抑草効果の関与が大きい。こうした観点からすると，水

， ，稲の植被形成が悪いケースでは 除草剤の抑草効果に対する依存度が極端に高まっている

即ち専らＳＵ剤による選択圧が強く作用し，他の選択圧がほとんど作用しない条件にあっ

たと考えられるのである。こうした特定の選択圧だけが強く作用する条件下では，その条

件に適応した特性（この場合はＳＵ抵抗性）が急速に広まることは言うまでもない。同様

の理由で，かつて頻繁に見られた水田の水張り減反もＳＵ抵抗性の出現を助長したと考え

られる。

本研修の概要

以上，東北地域を中心としたＳＵ抵抗性雑草の出現実態およびその背景について概観し

た。ここで述べた内容の多くは，以降の各講義でより深く論じられることになる。以下，

本研修における各講義の概要と位置づけを述べておく。
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内野講師の講義では，ＳＵ抵抗性のメカニズムおよび抵抗性検定法の種類とその活用場

面を中心に聴講いただく。合わせて，抵抗性雑草の全国的な発生動向についても解説があ

るはずである。

田中講師の講義では，ＳＵ抵抗性対策剤の種類とその全国的な使用動向を中心に聴講い

ただく。特に，北海道における迅速な対策剤の導入は今後のＳＵ抵抗性対策の指針になり

うるものと考えている。そのあたりについても言及があるものと期待している。

第２日目の，橘講師の講義では，水田雑草の生態的特性の概要と見分け方について聴講

いただく。これは，ＳＵ抵抗性雑草対策といっても，一般の雑草対策と同様，まずは種の

， 。同定が先決であるし またその種の生態特性に関する基本的な知識は不可欠だからである

とは言え，雑草の生態的特性について，今回のような短時間の講義では十分な解説は不可

能なので，講義の内容は基礎的な内容とならざるを得なかった。この講義を復習の材料と

してさらに理解を深めていただければ幸いである。橘講師からは，引き続き圃場見学にお

いて，雑草見本園および水稲の抑草効果の積極的利用をめざした試験を解説する。

伊藤講師，久保田講師の講義と実習では，幾つかある抵抗性検定法の中で も操作が簡

便な発根法による検定方法を修得していただく。

後の大谷講師の講義では，除草剤に変わる抑草手段として期待が高い，除草機の開発

動向と将来展望について聴講いただく。特に農薬の成分数に縛りを掛ける 近の減農薬栽

培においては，ＳＵ剤に対する依存度が高まりがちで，抵抗性雑草の出現を助長しやすい

条件は揃っている。このため除草機による抑草は，ＳＵ剤以外の選択圧という意味で，Ｓ

Ｕ抵抗性雑草出現を抑止する効果が期待されるものである。
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SU抵抗性機構と抵抗性雑草の判別法 

中央農業総合研究センター 内野彰 

1. はじめに 

 日本の水田雑草にスルホニルウレア系除草剤(SU 剤)抵抗性バイオタイプが報告されたのは 10 年前

（1996 年）である。発生の報告はしばらく北海道・東北・北陸・関東に限られていたが、2000 年頃

には九州でも確認されるようになり、今では全国的に見られている。最初の発生報告から 10 年を経

た現在では、SU 抵抗性バイオタイプに有効な一発処理剤が多く市販され、水稲移植栽培などでは問

題が沈静化しつつある。今のところ水田で問題となるのは有効除草剤が使用できない減農薬栽培など

に限られているが、減農薬栽培面積が拡大すれば蔓延地域が広がる可能性もあり、減農薬栽培に利用

可能な防除技術の開発も課題となっている。一方、畑雑草では麦作に蔓延したスズメノテッポウでSU 

抵抗性バイオタイプが報告されている。昨年報告されたこの SU 抵抗性バイオタイプは同時にトリフ

ルラリンにも抵抗性を示しており、麦作では今後の抵抗性雑草の広がりが強く危惧される。 

 除草剤を継続して使用する上では、今後も新たな除草剤抵抗性が発生する可能性があり、SU 抵抗性

について得た知見はその対策にも役立つと期待される。本稿では、最近の研究を中心にこれまでの SU

抵抗性雑草の研究を紹介するとともに抵抗性雑草の試験方法、抵抗性雑草の判別法、現場での対応策

等の資料もあわせて掲載する。なお除草剤抵抗性に関する情報は、日本除草剤抵抗性ワーキンググル

ープ(JHRWG:Japan Herbicide Resistance Working Group)のホームページ(http://jhrwg.ac.affrc.go.jp 

/JHRWG.html)にも公開されているので、こちらも参考にされたい。 

 

２．発生草種、発生地域 

 水田雑草では 1996 年に北海道で報告されたミズアオイ 1)が最初の SU 抵抗性バイオタイプである。

1997 年以降はアゼナ、アメリカアゼナ、タケトアゼナ、アゼトウガラシといったアゼトウガラシ属

(Lindernia属)の水田雑草で SU 抵抗性バイオタイプが報告され 2)、これらは収穫作業の障害として問

題視された。しかし、アゼトウガラシ属の水田雑草はいずれも小型の雑草であるため、収量に大きな

影響を及ぼす程ではなかった。1998 年にはイヌホタルイ 3)、2000 年にはコナギ 4)で SU 抵抗性バイオ

タイプが報告され、これらが水田に蔓延するようになると収量への影響が現場で大きな問題となった。

2002 年には多年生雑草のオモダカにも SU 抵抗性バイオタイプが報告され 5)、現在水田雑草では 12 草

種に SU 抵抗性バイオタイプが報告されている。 

 SU 抵抗性バイオタイプは外見で判別できないこともあり、その正確な発生面積については不明な部

分が多い。2000 年のアンケート調査では 12 道府県で抵抗性が確認され、草種としてはイヌホタルイ

やアゼトウガラシ属水田雑草及びミゾハコベが多く確認されている 6)。2004 年のアンケート調査では

抵抗性の確認が 30 道府県以上に増加し、イヌホタルイとコナギで顕著な増加が見られている 7)。抵

抗性の検定には酵素活性を利用した方法があり、この方法を中心に東北で行った抵抗性検定調査では、

2003 年までに東北の 45%の市町村において 514 件の抵抗性事例が確認されている 8)。これらの調査は

いずれも網羅的なものでないため、実際の数値がこの数値よりも高い可能性は十分考えられる。 

 畑雑草では、麦作において 2005 年にスズメノテッポウで SU 抵抗性バイオタイプが報告された 9,10)。

このスズメノテッポウは九州で報告され、トリフルラリンにも抵抗性を示すバイオタイプであった。

今のところ抵抗性が確認された事例は限られたものであるが、スズメノテッポウが蔓延する事例は他

の地域でも見られており既に広い地域で発生している可能性も高い。麦作では SU 剤に代わる茎葉処

理剤がないため今後は麦作地帯での抵抗性バイオタイプの蔓延を注意する必要がある。 

 



３．防除対策 

 SU 抵抗性バイオタイプの防除は、SU 剤以外の有効除草剤成分を使うことで可能である。こうした

有効成分は初期剤と中期剤に含まれる場合が多く、1990 年代後半の発生当初は体系処理による防除が

中心であった。イヌホタルイやコナギなどで SU 抵抗性バイオタイプが発生した後は、現場での問題

が大きくなったこともあり、SU 剤と有効な成分の両方を含む一発処理剤が多く市販されるようになっ

た。現在では直播栽培でもこうした一発処理剤が多く登録され、多くの場面で対策が可能となってい

る。イヌホタルイとコナギ、ミズアオイに有効な除草剤については、日本植物調節剤研究協会が 1999

年より水田除草剤第２次適用性試験で効果確認試験を行っており、その結果がホームページ

（http://www.japr.or.jp/gijyutu/index. html#01）で公開されている。 

 オモダカの防除についてはこれまで SU 剤に依存する割合が高かったため、SU 抵抗性バイオタイプ

の出現による蔓延が危惧されている。オモダカでは SU 抵抗性バイオタイプに対する効果試験がまだ

進んでいないが、今のところベンゾフェナップを含む初期剤と中期剤の体系処理が効果的であること

が確認されている 11)。今後はオモダカについても有効成分の効果確認試験を進め、様々な場面で SU

抵抗性対策を可能にする必要がある。 

 麦作のスズメノテッポウについては SU 剤に代わる茎葉処理剤がなく、当面は耕種的防除法などを

組み合わせた総合的防除で対応することになろう。今後の蔓延を防ぐためにも、スズメノテッポウに

ついては早急な対応が求められる。 

 

４．抵抗性バイオタイプの遺伝的変異 

 SU 剤の作用点は分岐鎖アミノ酸生合成経路の酵素である ALS（アセト乳酸合成酵素）であり、抵抗

性バイオタイプの多くの場合は、この ALS 遺伝子が変異して SU 剤に強い抵抗性を示すことが分かっ

ている 12)。抵抗性を引き起こす変異部位は既に特定されており、SU 抵抗性を引き起こす変異部位と

しては Pro197 部位と Trp574 部位がよく知られている 13)。（アミノ酸の後の番号はシロイヌナズナの

ALS のアミノ酸番号に相当する番号を示し、植物間で異なるアミノ酸番号を標準化するために使用さ

れている。）すなわち、多くの SU 抵抗性バイオタイプでは ALS 遺伝子が変異することで 197 番目のプ

ロリンが別のアミノ酸になる、あるいは 574 番目のトリプトファンが別のアミノ酸になっていること

が分かっている。 

 日本の SU 抵抗性雑草では、これまでアゼトウガラシ属水田雑草、イヌホタルイ、コナギ、キカシ

グサ、キクモ、オモダカで ALS 遺伝子の解析が行われている。これらの結果でも抵抗性バイオタイプ

のほとんどの場合で Pro197 部位か Trp574 部位での変異が見つかっている。アゼトウガラシ属の 4種

の水田雑草でALS遺伝子を解析した結果ではいずれもイントロンをもつ2種類のALS遺伝子が単離さ

れ、片方の ALS の Pro197 部位における変異が見つかっている 14)。イヌホタルイでもイントロンをも

つ 2 種類の ALS 遺伝子が単離され、Pro197 部位に加えて Trp574 部位の変異が見つかっている 15)。コ

ナギでは少なくとも 3 種類の ALS 遺伝子があり、そのうちの 2 つに Pro197 部位における変異が見つ

かっている 16,17)。キクモでは 1種類の ALS 遺伝子が解析され、Pro197 部位でPro から Gln へのアミノ

酸置換が報告されている 18)。オモダカでは 1 種類の ALS 遺伝子が単離され、Pro197 部位で Pro から

Ser へのアミノ酸置換が報告されているが、Pro197 部位と Trp574 部位のどちらにも変異のない系統も

報告されている 15)。コナギ 16)やキカシグサ 19)でも Pro197 部位に変異が見つからない抵抗性系統が報

告されており、これらについては今後の他の部位の解析を待つ必要があり、他の ALS 遺伝子の存在や

解毒代謝機能が向上している可能性も否定できない。 

 

 



５．抵抗性の発生機構 

 上述のような SU 抵抗性を引き起こすアミノ酸置換は、1塩基の DNA の変異で起こる。DNA の突然変

異は自然に起こっており、年あたり塩基サイトあたりの突然変異率は4.7×10-9と推定されている20)。

従って、計算上は少なくともこの突然変異率でSU抵抗性個体が自然界に供給されていることになる。

一方、Lolium rigidumの自然集団を使った実験では、2.2×10-5~1.2×10-4の頻度で SU 抵抗性個体が

存在することが示されている 21)。突然変異によって集団中に出現した突然変異個体は、その個体の

fitness に従って集団中の頻度を増減させると考えられており 22)、L. rigidumの高い SU 抵抗性個体の

頻度はその fitness に応じて高まった結果と理解される。いずれにしろ、SU 抵抗性個体は少なくとも

4.7×10-9 以上の確率で存在している可能性があり、SU 抵抗性の発生は、こうして低い頻度で存在す

る抵抗性個体を選択的に増加させた結果ととらえることができる。これは新たに発生する抵抗性にも

あてはまることであり、今後はこうした抵抗性個体の出現と増殖過程への理解を深めていくことが重

要であろう。 
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除草剤抵抗性の試験法 
中央農業総合研究センター 内野彰 

１．材料の取り扱い 
 
●水田での雑草採取と雑草の育成 
 現地で水田雑草を採取する際には、ビニール袋、マジックを用意して行く。雑草を採取した時は、
その都度忘れずにビニール袋に採取地などの情報を書く。別に調査用紙も用意して、詳細な情報を書
いておくとよい。水田雑草は根の周りの土ごと採取してビニール袋に入れる。試験場に持ち帰った雑
草はワグネルポット等に植えつける。ポットの土は通常の水田土壌をつめて代かきをしておけば良い
が、育苗用の床土を代かきして使用しても問題ない。土には肥料（6kgN/10a 程度）を加え、タチガ
レエースなどの土壌殺菌剤を混入しておくと雑草の病害予防になる。ポットに入れる土の量は多くて
も8割くらいにしておき、少なくとも水深が5cm以上になるようにしておくと後の灌水が楽である。
植え付けた後は、屋外又は温室において種子を採取する。 
 
●種子から雑草を育てる方法 
 水田雑草の多くの場合、秋～冬に自然光で育てると大きく育たず正常な生育にならないため、自然
光下で育てる場合は試験時期に注意する。補光して日長条件を調整しても正常に育たないことが多く、
秋～冬期に育てる場合は人工光下で育てる方が良い。人工光であれば、夏期ほどの生育量は示さない
が比較的正常な生育になる。播種する土は、土からの種子の混入をさけるために滅菌土壌を使うのが
好ましいが、実験する草種の種子が土に混入していないことが確認できていれば問題ない。催芽した
種子を格子状に植えたり、一旦滅菌土壌で育てた後に移植したりするなどの工夫をすれば、土からの
自然発生との区別がしやすい。雑草種子の取り扱いについては草種によって異なるため、種子の採種
法、保存法、休眠覚醒方法、播種方法などについて以下に草種ごとに記す。 
 
●コナギの取り扱い 
○生育と種子の採取・保存：生育させて種子を採取する場合、1/5000a ワグネルポットであれば 2-3
株程度以内になるよう間引きする。コナギは 7-8 月に開花し、開花後 30日程度で種子が熟す。花に
は虫がくるが、ほぼ自殖であるため、袋掛けをしなくとも他と交雑することがほとんど無い。熟した
果実（さく果）は自然に落下して裂開するため、落下する前にさく果を採取する。触って落ちるさく
果だけを採取すると熟した種子を確実に採取できる。大量に種子を採取する場合は、さく果が茶褐色
になった頃に房ごと切り取って風乾する。風乾後にさく果を手でもみ、落下した種子を回収する。秋
に採取した種子は、管瓶などに入れて水中低温貯蔵すると1-2ヶ月で休眠が覚醒し、その後6-8ヶ月
くらい覚醒状態が続く。水にカビが生える場合があるため、2ヶ月に1回程度の割合で管瓶の水を交
換する方がよい。翌年の秋以降は発芽率が落ちてくるので、その場合は低温風乾貯蔵した種子を使う。
この場合、試験直前に3-7日ほど低温水中貯蔵してから使用する。すなわち、前年産の種子を使う場
合は水中低温貯蔵種子を使い、それ以前の種子を使う場合は低温風乾貯蔵種子を使う。 
○播種：湛水代かき条件ではほとんど地表からしか出芽しないので、土に撒く場合は 1.5mm程度の
深さになるように撒く。それより浅いと根が浮いてしまい、深いと出芽がばらつく。催芽させてから
移植する場合は、水を入れたシャーレや試験管に種子を沈め、30℃明条件におく。発芽には低酸素条
件が必要で、湿潤ろ紙上ではまず発芽しないことに注意する。また，催芽させる際、水中にイネ籾を
加えておくと発芽が揃う。2日ほどで9割の種子が発芽するので、発芽した種子をピンセットでワグ



ネルポットに移植する。根や葉が伸びたものは、根の先をピンセットでつまんで土に沈めるとうまく
移植できる。育ちすぎると移植が難しくなるので、発芽したら早めに移植する。 
 
参考文献 Kawaguchi ら 1997. 雑草研究42：262-267. 
 小荒井晃ら 2002. 雑草研究47:14-19. 
 植物調節剤研究協会2000. 除草剤試験の手法(i)植調 34:109-112. 
 汪光煕ら1996. 雑草研究41:241-246. 
 汪光煕ら1996. 雑草研究41:247-254. 
 
●イヌホタルイの取り扱い 
○生育と種子の採取・保存：イヌホタルイを生育させる場合、1/5000aワグネルポットあたり2-3株
以内になるよう間引きする。株が多いと生育が抑制されて種子生産量が減少する。イヌホタルイは
7-8 月に開花し、開花後 30 日程度で種子が熟す。風などで他の個体と容易に交雑するため、まわり
に他の系統がある場合は開花前に袋掛けをする必要がある。各小穂に袋掛けを行うと袋の重みで花茎
が折れるため、園芸用の支柱をたてて袋ごと支えるとよい。筋入り封筒などを用いて80-100cm程度
の長い袋を作成し、数本の花茎を丸ごと袋かけすると比較的簡単に自殖種子を採種できる。ただし封
筒を使う場合は雨に弱いため、温室内で育てる。種子の登熟を見ながら、多くの種子が脱粒する前（１
～２ヶ月後くらい）に花茎ごと袋を採取し、手もみして種子を集める。 
 秋に採取した種子は、水中または湿った土（対乾土重量比で約30%水分、ぐっと握ってかたまる程
度の水分）に混ぜて、低温保存して休眠覚醒を行う。イヌホタルイの種子は 1mm 前後なので、
0.1-0.5mm程度の細かいふるいにかけた土を使用すると、後で種子を土から洗い出すのが容易になる。
種子の大きな系統であれば1mm目でふるった土でも使用可能である。十分な休眠覚醒種子を得るた
めには90日程度の低温保存期間を要する。休眠覚醒した種子は水中低温保存で300日以上覚醒状態
が維持される。水中保存する場合は、2ヶ月に1回程度の割合で管瓶の水を交換する方がよく、より
長期に保存する場合は湿った土で保存した方がよい。1年以上保存する場合は低温風乾貯蔵し、試験
の3ヶ月以上前から休眠覚醒処理を行っておく。 
○播種：イヌホタルイも低酸素状態で発芽するため、湛水土中（深さ 2cm 以内）に散布する。発芽
をよくするためには、水に浸透して 8 時間以上光照射してから播種する。ポットの表層 3-5cm の土
を1mm目でふるった土にしておくと、土壌からの自然発生をかなり抑えることが可能である。 
 発芽をそろえるためには催芽種子を植えた方が良い。水をいっぱいに入れた試験管に種子を入れ、
空気をできるだけ入れないようにゴム栓をし、30℃明条件に1-2日ほどおいておくと、9割以上が発
芽する。発芽した種子はピンセットでつまみ、芽が上になるように土に移植する。 
 
参考文献 片岡孝義ら 1978. 雑草研究23:13-19. 
 住吉正 1996. 雑草研究41:9-23. 
 植物調節剤研究協会2000.除草剤試験の手法(i)植調 34:109-112. 
 渡邊寛明ら1991.雑草研究36:153-161. 
 渡邊寛明ら1991.雑草研究36:362-371. 
 
●アゼトウガラシ属水田雑草の取り扱い 
○生育と種子の採取・保存：アゼトウガラシ属水田雑草は1/5000aワグネルポットあたり5-10株程
度に間引きする。アゼナ類（アゼナ、アメリカアゼナ、タケトアゼナ）は出芽後 2-3 ヶ月で開花し、



2-3 週間で種子が熟す。アゼトウガラシについてはアゼナ類より開花が遅く、種子が熟すのも数週間
遅い。アゼトウガラシ属水田雑草は虫媒によって他殖すると考えられ、自殖種子をとるためには虫が
来ないように閉鎖温室で生育させるか、人工光のグロースチャンバー内で育てた方がよい。袋掛けを
しても良いが、小形の植物なので袋掛けが難しい。アゼナ類は多くのさく果をつける上、１つのさく
果に多数の種子が実るため容易に多量の種子が採取できる。さく果ひとつひとつを丁寧に採取すれば
他の種子の混入を避けることができる。大量に採取する場合は地上部を刈り取って風乾し、手もみし
て種子を集める。採取した種子は風乾した後、過乾燥にならないようにふた付きの容器に低温保存す
る。系統によって休眠特性は異なるが、通常はあまり深い休眠に入らず、採取後1-2年はそのまま高
い発芽率を保つようである。 
○播種：アゼトウガラシ属水田雑草種子は非常に小さいため、播種は数十粒ずつ薬包紙にとり、2-3cm
に湛水したポットの水面上に撒くようにする。水面上に落ちた種子は比較的均等に散らばり、ポット
のゴム栓を抜いておくと自然に落水して種子を土壌表面に付着させることができる。発芽は嫌気的条
件でも好気的条件でもあまり差が無いとされるが、落水状態の方が早く生育する。アゼトウガラシ属
水田雑草は小形の雑草であるため、2ヶ月以内の実験であれば、シードリングケースなどの小さな実
験系で試験することも可能である。 
 
●オモダカの取り扱い 
○生育と塊茎の採取・保存：塊茎を採取する場合、1/5000aワグネルポットあたり1-2株程度で生育
させるのが良い。7-10月に開花し、9月に塊茎形成を開始する。地上部が枯れた後に、ポットの土か
ら塊茎を洗い出す。ポットの側面、底面にそって塊茎が形成される。1/2000a ワグネルポットで生育
させても塊茎形成数が顕著に増えるわけではないので、1/5000aワグネルポットで生育させた方が塊
茎を洗い出す効率が良い。洗い出した塊茎は休眠しているため、直ぐに使う場合は 30℃畑水分土中
に1週間おいて休眠を覚醒させる。通常は、洗い出した塊茎を乾かないようにふた付きの容器にいれ
て春まで低温保存する。湿った土（対乾土重量比で約30%水分）に入れて低温保存してもよい。また、
冬期の低温条件で塊茎の休眠が徐々に覚醒するため、春まで屋外に置いて気温が上がる前に洗い出し、
試験開始まで低温保存するのも良い。 
○塊茎の埋め込み：休眠覚醒した塊茎を芽が上になるように土に埋め込むと、比較的そろった出芽が
見られる。あまり浅く埋めると根が塊茎を押し出して浮いてくるので、芽の先端が地下 1-2cm くら
いの深さになるように埋める方が良い。塊茎の大きさによって生育量が変わってくるので、各ポット
に大小の塊茎ができるだけ均等に入るようにすると、データのそろいがよくなる。 
 
参考文献 植物調節剤研究協会2000.除草剤試験の手法(i)植調 34:109-112. 
 伊藤一幸ら2005.東北の雑草5:9-12.など 
 
 
２．ポット試験による除草剤反応試験とGR50の計算方法 
 
 抵抗性バイオタイプの除草剤感受性を調べる場合、通常はポット試験を行って感受性バイオタイプ
の除草剤感受性と比較する。ポットから発生する雑草に対して適期に標準量の除草剤を散布し、通常
通り枯死すれば感受性バイオタイプ、枯死しなければ抵抗性バイオタイプと判定できる。この場合、
無処理区も設け、無処理区であれば通常通り生育することを確認する。別の要因で枯れる場合もある
ので、3反復程度の試験を行った方がよい。 



 ポット試験で薬量反応曲線まで調べると、よりバイオタイプ間の差異が明確になる。薬量反応曲線
は通常の数十倍以上の濃度で除草剤処理を行って反応を調べるため、市販の混合剤を使用すると他の
成分の影響が無視できなくなる。従って薬量反応曲線を調べる場合は単剤を使用してポット試験を行
う。ただしスルホニルウレア系除草剤は水稲用除草剤として単剤では市販されていないため、製造メ
ーカーに依頼しないと単剤の入手が困難である。畑作物用であればチフェンスルフロンメチル水和剤
（商品名ハーモニー75DF 水和剤）が単剤として市販されており、この成分を用いて試験することも
可能である。 
 薬量反応曲線は、除草剤濃度を対数表示にして横軸とるとS字曲線になることが知られているため、
ポットに処理する各薬量は標準薬量に対して等比的に増減させて設定する。例えば、抵抗性バイオタ
イプに対しては標準量の 1/4 倍、1 倍、4 倍、16 倍、64 倍程度に設定し、感受性バイオタイプに対
しては標準量の 1 倍、1/4 倍、1/16 倍、1/64 倍といったように設定する。無処理区も忘れずに設定
し、それぞれ3反復以上の試験になるようにポット数を揃える。試験は、発生してくる雑草に対して
処理適期に除草剤を処理し、1ヶ月程度経過した頃に地上部の生育量を測定する。生重や草丈で生育
量を測定しても良いが、乾物重を測定すると比較的きれいなデータを得られる。 
 抵抗性バイオタイプと感受性バイオタイプの差は GR50（生育量 50%阻害濃度）で比較される場合
が多く、薬量反応曲線を Log-logistic 曲線に非線形回帰すると、GR50を計算することが出来る。回帰
の方法にはさまざまなものがあるが、著者らはSeefeldt ら (1995)の方法を使用している。この方法は、
得られたデータを y=C+(D-C)/(1+exp(b(log(x)-log(GR50))))、（y,生育量；C,生育量の下限；D,生育量
の上限；b,曲線の傾き）の式に非線形回帰する方法で、GR50 がパラメータとして表示されているの
で便利である。生育量のデータを対無処理区比に換算し、便宜的に C=0、D=100 として計算すると
比較的簡単にGR50を求めることができる。非線形回帰の計算は計算ソフトに頼ることになるが、カ
レイダグラフというソフトを使う場合は回帰曲線のメニューを使い、一般回帰曲線として100/ (1 + 
exp (m1 * (log(m0)-log(m2)))); m1=2; m2=20のような式を入力して計算させている。（本ソフトで
m0は xを示し、m1、m2は各パラメータを示している。また式の後の数値は各パラメータの初期値
で、グラフを見ながら適当な数値を設定して計算させる。） 
 低濃度の除草剤処理区で無処理区より旺盛な生育がみられる場合があり、これは hormesis 効果と
呼ばれる。この場合は上記の式を使うとデータが曲線から大きくはずれるため、Brain-Cousens の式
y=C+(D-C+F*x)/(1+w*exp(b(log(x)-log(GR50)))), （w=(1+2*F*GR50/(D-C)), Fは xの初期上昇率）を
使うとあてはまりが良い。 
 
参考文献 汪光煕 2001.日本雑草学会編「雑草科学実験法」,362-363. 
 Seefeldtら 1995. Weed Technology 9:218-227. 
 Brainら 1989. Weed Research 29:93-96. 
 Schabenberger ら 1999. Agronomy Journal 91:713-721. 
 
 
３．抵抗性雑草の判別法 
 
 抵抗性の検定方法には、上記のポット試験の他、「発根法」「地上部再生法」「ALS 活性を利用した
迅速検定法」がある。これら3つの検定法はイヌホタルイ、コナギ、アゼナ類では判定可能な事が確
認されているが、これら以外の草種でうまくいくかどうかは確認されていない。特にオモダカで発根
法を行うと感受性バイオタイプでも発根が認められるため、発根法ではオモダカが検定できないこと



が分かっている。他の草種についても確実な判定が補償されていないため、イヌホタルイとコナギ、
アゼナ類以外の草種については、上記のポット試験を使って確認する必要がある。以下、「地上部再
生法」について紹介する。「発根法」、「ALS活性を利用した迅速検定法」は別紙を参照。 
 
●地上部再生法 
  圃場から採取した植物サンプルを洗って茎葉部と根部を基部から 2cm の長さに切りそろえ、ポ
ットに植えて除草剤処理を行い、2-3 週間後に除草剤処理区で新葉の展開あるいは新たな花茎の伸長
が認められれば抵抗性と判定する方法である。原報では検定にベンスルフロンメチル単剤を使用して
いるが、市販のスルホニルウレア系除草剤含有混合剤で検定しても問題ないと考えられる。ただし、
対象雑草に効く成分を他にも含んでいる場合は純粋なスルホニルウレア系除草剤抵抗性の検定がで
きないので、商品に含まれる他の成分には十分注意する。具体的な手順は以下の通り。 
 
１）採取した植物サンプルをよく洗い、茎葉部と根部を基部から 2cm の長さに切りそろえる。イヌ
ホタルイであれば花茎 5cm以上、コナギは 3葉期以上、アゼナ類は草丈 5cm以上の植物体を使う。
アゼナ類の場合は茎先端部より2cm程を切りとって、これを材料とすることも可能である。 
２）100-500cm2程度のポットに土を詰めて代かきを行い、植物体の基部が約1cmの深さになるよう
にポットあたり1-2個体植える。土の肥料は3-6kg 窒素/10a程度とし、タチガレエースなどの土壌殺
菌剤を混入しておくと雑草の病害予防になる。 
３）移植翌日に水深4cmの状態で除草剤を標準処理量で処理する（処理区）。対照区として、除草剤
を処理しない無処理区も用意する。 
４）温室内または屋外で水がオーバーフローしないように育て、適宜灌水することで湛水深 4cm を
維持する。 
５）2-3 週間後に処理区で新葉の抽出・展開あるいは新たな花茎の伸長が認められれば抵抗性、無処
理区で新葉・新花茎が認められ、処理区で認められなければ感受性と判定する。無処理区で新葉・新
花茎が認められなければ、検定がうまく行っていないことをしめすので、再検定が必要となる。なお、
切断された花茎や既に抽出していた葉などはバイオタイプに関係なく処理区で成長することがある
ので注意する。 
 
参考文献 大野修二ら2004.雑草研究49:277-283. 



水田雑草におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性の迅速検定法 

      中央農業総合研究センター 内野 彰 

 

 スルホニルウレア系除草剤（SU 剤）抵抗性を

迅速に検定する方法は海外の畑雑草で提唱され

ており 1)，この方法では，SU 剤の作用点であるア

セト乳酸合成酵素 (acetolactatesynthase：ALS)

の in vivo assay 法を利用することにより，SU

抵抗性を視覚的に判断できる。筆者らはこの方法

に改良を加えて，アゼトウガラシ属水田雑草やイ

ヌホタルイ，コナギについて 2~3 日間で迅速検

定が可能な方法を確立している 5,6)。以下，この

迅速検定法の原理や実際の操作，注意点などにつ

いて記す。 

 

検定法の原理 

 

ALS は分岐鎖アミノ酸合成経路の酵素であり，

ALS 阻害型除草剤である SU 剤はこの酵素を阻害

する（図 1）。 
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図 1 バリン、ロイシンの生合成経路の流れと SU 抵抗性検定

法の原理 

ALS；アセト乳酸合成酵素（Acetolactate synthase），KARI；

ケ ト ー ル 酸 リ ダ ク ト イ ソ メ ラ ー ゼ （ Ketol-acid 

reductoisomerase），SU；スルホニルウレア系除草剤，CPCA； 

1,1- cyclopropanedicarboxylic acid，⇦； 阻害効果を示す。

*アセトインは比色分析で赤色に発色する。 

 
 

 ALS の活性によって合成されるアセト乳酸は，

図 1 に示したような分岐鎖アミノ酸合成経路の

中でケトール酸リダクイソメラーゼ（ketol-acid 

reductoisomerase: KARI）によって更に代謝され

るため，KARI の阻害剤を処理するとアセト乳酸

が代謝されず組織内に蓄積する。この蓄積量は

ALS 活性に依存するため，蓄積量を定量すれば

ALS 活性を測定できる。KARI 阻害剤を処理した植

物組織と，KARI 阻害剤に加えて SU 剤を処理した

植物組織との間でアセト乳酸の蓄積量を比較す

れば，ALS 活性が SU 剤によって阻害されている

かどうかが分かる。すなわち，SU 剤を処理して

蓄積が阻害されれば，ALS 活性が阻害されている

と判断し，SU 剤感受性と判定できる。SU 剤を処

理してもアセト乳酸が蓄積する場合は，ALS 活性

が阻害を受けていないと判断し，SU 抵抗性と判

定できる。アセト乳酸はアセトインに変換後，比

色分析によって赤色に発色するため，その蓄積量

は視覚的に容易に判定できる。 

 この方法で重要なのは，SU 剤処理をしない場

合に強い赤色の発色が得られる系を作ることで

ある。SU 剤処理をしない場合の赤色の発色が不

明瞭であれば，SU 剤による阻害効果の有無を判

定することはできない。従って，除草剤無処理の

場合に安定して高い ALS 活性が検出できるよう，

下記に記すように検定試料や処理条件などに注

意することが重要となる。 

 

実際の操作手順・注意点 

 

 実際の手順は，（1）対象雑草から葉などを採取

して試薬処理を行う（表 1），（2）処理試料から

アセト乳酸を抽出して比色分析する（表 2），と

いう手順となる。結果は，比色分析による赤色の

発色程度によって診断する。以下に各段階での操

作と注意点を記す。 

 

 

（1）試薬処理 

 処理溶液を調製して試験管に分注し，雑草の葉

（花茎）を切り取って入れ，約 2 日間，明条件で

静置する（表 1）。この静置の間に，ALS 活性に依

存して試料内にアセト乳酸が蓄積する。 



 実際には一つのサンプルに対して 2 本の試験管

を用意し，片方だけに SU 剤を加える。両方に加

える処理溶液の組成は 25%ムラシゲスクーグ培

地用混合塩類，500μMCPCA（KARI の阻害剤），10mM

ピルビン酸ナトリウム（ALS の基質）とする。こ

の処理溶液は冷凍保存が可能であるため，あらか

じめ調整して小分けしたものを冷凍保存してお

けば毎回調整する手間が省ける。検定に使用する

SU 剤には，SU 剤の単剤として市販されているチ

フェンスルフロンメチル水和剤（商品名: ハーモ

ニー）を使用する。チフェンスルフロンメチル水

和剤の濃度を 100ng/ml となるように調製すると

感受性ではアセトインの蓄積による発色がほと

んど見られず，抵抗性との差異が明確に区別でき

る。アゼトウガラシ属水田雑草のうちのアメリカ

アゼナ，タケトアゼナ，アゼトウガラシ，および

イヌホタルイでは，上記の除草剤濃度が適当であ

ることを確認しているが，アゼナでは感受性個体

にごくまれに薄い発色が見られることがある。ア

ゼナの検定で薄い発色が見られた場合には他の

方法による確認を要する。 

 原著では溶液の葉への浸透性を高めるため，処

理溶液に界面活性剤（0.025% Triton X-100）を

加えている 1)が，水田雑草の場合は原著の濃度で

界面活性剤を加えると葉の周辺部が白化して損

傷がみられる場合がある。水田雑草の場合は界面

活性剤を加えなくても検定に問題は無く，加える

場合でも 1/10 程度の濃度で十分である。 

 検定試料としては，どの草種でも生育が旺盛な

個体の生育が旺盛な部位を使用する必要がある。

アゼトウガラシ属水田雑草では展開中の葉 2-4

枚を含む茎頂部をまるごと切り取って使用する。

イヌホタルイでは伸長中の花茎の小穂着生部位

近辺（5cm 程度）を 1-3 本使用する。イヌホタル

イを処理溶液に浸す際には，浸透性を良くするた

めに花茎を 2-5mm 程度の長さに細断してから浸

す必要がある。コナギでは展開した葉でほとんど

発色が見られないため，株元に隠れている未展開

葉を 1-2 枚使用する。開花期のコナギでは未展開

葉を採取するのが難しくなるため，開花期前のコ

ナギを試料とする。 

 処理溶液に浸した後は 2日間ほど明条件で静置

する。ALS 活性が高い場合は 1 日でも十分な活性

を検出できるが，2日間の静置によってより明瞭

な結果が得られる。処理が終わった試料は冷凍し

て保存する。一旦冷凍する事によりアセト乳酸の

抽出効率が良くなるため，処理後すぐにアセト乳

酸を抽出する場合でも一旦冷凍した方がよい。 

 
表 1 試薬処理の手順 

 

（1）1 サンプルにつき 2本の 15ml 試験管を用意し、4ml の

処理溶液*を入れる。 

 ↓ 
（2）2 本の試験管の片方に除草剤**を加える。 

 ↓ 

（3）各試験管に 30~60mg の検定試料を入れ***、30℃明条
件で 2日間(40-55 時間程度)静置する。 

 ↓ 

（4）試験管から試料を取り出し，冷凍保存する。 

*処理溶液 

 25% ムラシゲスクーグ培地用混合塩類 

 500μM 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid 
 10mM ピルビン酸ナトリウム 

**試験管内で 100ng/ml となるように，10mg/L に調整した 75%

チフェンスルフロンメチル水和剤（商品名ハーモニー）
を 40μL 加える。 

***アゼトウガラシ属水田雑草では成長点を含む茎頂部及び

幼葉 2~4 枚、イヌホタルイでは花茎上部約 5cm を 1~3
本、コナギでは未展開葉 1~2 枚を試料とする。イヌホ

タルイは花茎を 3~5mm に切断する。検定試料は生育の

旺盛な個体から採取し、採取後直ちに試薬処理を行う。 
 

 

表 2 アセト乳酸の抽出と比色分析 
 

（1）1.5ml チューブに 300μl の蒸留水を入れて凍結保

存試料を浸し、60℃で 5 分間静置する。 
 ↓ 

（2）常温で 45 分間静置する。 

 ↓ 
（3）試料が入らないように 100μl とり、新たな 1.5ml

チューブに移す。 

 ↓ 
（4）10μl の 5%(v/v)H2SO4を加え、60℃で 30 分間静置

する。 

 ↓ 
（5）50μl の 0.5%(w/v)クレアチン溶液と 50μl の

5%(w/v)1-ナフトール溶液*を加える。 

 ↓ 
（6）37℃で 30 分間静置し、赤色の発色により抵抗性を

検定する**。 

 

*1-ナフトールは 2.5N NaOH 溶液に溶かして 5%（w/v）溶液と
する。また，使用直前に調製する。 

**除草剤無処理試料で赤色の発色がない場合は再検定が必要。

除草剤処理試料で赤色の発色があれば抵抗性、無ければ
感受性と判定。  

 

（2）アセト乳酸の抽出と比色分析 

 原著では乳棒と乳鉢を用いて葉を磨砕している
1)が，試料中のアセト乳酸は蒸留水に浸して撹拌

するだけでも抽出される（表 2）。 

 抽出液に硫酸を加えて 60℃に 30 分間静置する

ことで，アセトインの脱炭酸が進みアセトインが

できる。その後，クレアチンと 1-ナフトールを

加えることにより，アセトインが赤色に発色する。

1-ナフトール溶液は，2.5N の NaOH 溶液に溶かし



て 5%（v/v）溶液とし，毎回使用直前に調製する。

アセトインの発色は，時間とともに濃くなり約

30~40 分で最大となる。アセトインの定量は

530nm の吸光度の測定によって可能であるが，検

定では特にアセトインを定量しなくとも，赤色の

発色で視覚的に診断できる。写真 1 に示すように，

除草剤処理で赤色の発色がなければ感受性，発色

があれば抵抗性と診断される。 

 

 

写真 1 左側 2 本は感受性バイオタイプ，右側 2 本は抵抗性
バイオタイプの結果。それぞれ左側は除草剤無処理，右側は

100ng/ml 75%チフェンスルフロンメチル水和剤処理。感受性

バイオタイプでは除草剤処理によって赤色の発色が阻害され
るが（左側の 2本），抵抗性バイオタイプでは，除草剤無処理

の場合と同じように赤色に発色する（右側の 2本）。  

 

 以上が実際の手順である。検定に使用する SU

剤にチフェンスルフロンメチル以外の化合物（例

えばベンスルフロンメチルなど）を使用する場合

は，適切な処理濃度が異なると予想されるので，

処理濃度の再検討を要する。 

 この方法は，2~3 日で抵抗性の検定が可能で，

夏期の圃場で採種した雑草について短期間に多

数の検体を検定できるところに利点がある。しか

し，種子や発生初期の雑草を検定する場合にはあ

る程度生育するのを待つ必要があり，短期間では

検定できない。また，ある程度の実験設備を要す

るために，設備のないところでは検定できない。

こうした場合は，ポット試験 7)や発根法 2,3)，地

上部再生法 4)などの他の検定方法を検討し，効率

の良い検定を行うことが重要である。 
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水田における SU 抵抗性雑草への対応策 
 

中央農業総合研究センター 内野彰 

 

 10 年ほど前から水田に除草剤を散布してもあ

る種の雑草が数多く残るという問題が起こって

います。最近は一発処理剤と呼ばれる除草剤が

広く使われおり，その中の成分としてスルホニ

ルウレア系除草剤（SU 剤）と呼ばれる成分が入

っています。SU 剤は非常に広い範囲の雑草に効

く成分ですが、問題の雑草を調べたところ，こ

の SU 剤が効かなくなっていることがわかりまし

た。SU 剤の効かないタイプが報告された雑草は

これまでのところ 12 種類になっています(表-1)。 

 

表-１ 日本で SU 抵抗性が確認された雑草 

 雑草名 報告年 

ミズアオイ 1996 年 

アゼトウガラシ 1997 年 

アゼナ 1997 年 

アメリカゼナ 1997 年 

タケトアゼナ 1997 年 

キクモ 1998 年 

ミゾハコベ 1998 年 

キカシグサ 1998 年 

イヌホタルイ 1998 年 

コナギ 2000 年 

タイワンヤマイ 2001 年 

オモダカ 2002 年 

 

 
写真-1 アメリカアゼナ(左)とイヌホタル(右) 

右下はイヌホタルイの小穂 

 

 

ノビエを除く多くの雑草に効く SU 剤 

 

 SU 剤はノビエを除けば多くの雑草に効くため、

一発処理型除草剤にはノビエに効く成分や他の

成分と混合した形で SU 剤が入っています。具体

的には、ベンスルフロンメチル、ピラゾスルフ

ロンエチル、イマゾスルフロン、アジムスルフ

ロン、エトキシスルフロン、シクロスルファム

ロン、ハロスルフロンメチルといった除草剤成

分が SU 剤に当たります。これら SU 剤は、少量

で高い効果を示し、人や動物に対して毒性が低

く，作物に対する薬害も出にくいなど，とても

優れた除草剤成分とされています。 

 

 
写真-2 水稲株間に高い密度で繁茂した 

SU 抵抗性のアゼトウガラシ 
 

 

外見では見分けにくい SU 抵抗性個体 

 

 SU 剤の効かない雑草（SU 抵抗性雑草）は，今

までの「効く」雑草と外見上は全く同じため，

外見だけで判別するのは困難です。水田に多数

残っているというだけでは，水管理を失敗した

など，除草剤がもともと効かなかった可能性も

あります。では，どうやって見分けるのでしょ

うか？ (1)ある雑草が稲の株間にまで生え，異

常なくらいの高い密度で残っている，(2)ノビエ

など他の雑草が全く残って無い，というふたつ

の特徴がある場合，SU 抵抗性雑草が出現した可

能性がかなり高いと思われます。逆にいえばノ

ビエなど多くの種類の雑草が残っている場合は，

抵抗性ではなく，水管理の失敗などの除草剤処

理そのものの失敗である場合が多いことに注意

して下さい。 

 他に、ここ 2,3 年で急激にある種の雑草だけ

が増えてきた場合は特に抵抗性バイオタイプを

疑う必要があります。また、近年は抵抗性雑草

が全国的に増え、2 種類や 3 種類の抵抗性雑草

が同時に蔓延している水田も見られることもあ



りますので注意してください。 

 

SU 剤以外の除草剤で防除する 

 

 SU 剤の他にもこれらの雑草に効果のある成分

があります。SU 剤の効かなくなった雑草（SU 抵

抗性雑草）の防除には、除草剤をその「SU 剤以

外の効果のある成分」を含む除草剤に変える必

要があります。具体的には下記に示すような除

草剤成分が有効です。 

 

●抵抗性イヌホタルイ 

 ブロモブチドの効果が高く、シメトリンと

MCPB の混合剤やベンタゾンを含む中期剤、後期

剤も高い効果を示します。また、ベンゾビシク

ロンやクロメプロップも高い効果を示し、プレ

チラクロール、ブタクロール、クミルロン、ダ

イムロン、ベンフレセート、ピラゾレートなど

も有効です。 

 

●抵抗性コナギ 

 クロメプロップの効果が高く、シメトリンと

MCPB の混合剤やベンタゾンを含む中期剤、後期

剤も高い効果を示します。また、ベンゾビシク

ロンやブロモブチド、ピラゾレート、メフェナ

セットの効果も高く、プレチラクロール、ペン

トキサゾン、ピラクロニル、テニルクロール、

ビフェノックス、カフェンストロール、ベンゾ

フェナップなども有効です。 

 

●抵抗性アゼナ類 

 有効な成分は数多くありますが、発生後の処

理で効果が低下する場合があるため、初期剤散

布が有効です。発生後でもクロメプロップは効

果が高く、シメトリンと MCPB の混合剤やベンタ

ゾンを含む中期剤、後期剤も高い効果を示しま

す。発生前に処理する場合には、プレチラクロ

ール、ビフェノックス、ピラゾレート、ペント

キサゾン、ベンチオカーブ、ベンゾフェナッブ、

カフェンストロールなど数多くの成分が高い効

果を示します。 

 

 

●抵抗性オモダカ 

 ベンゾフェナップを含む初期剤と MCPB を含む

中期剤との体系処理が有効です。ピラゾレート

を含む除草剤も効果があります。 

 

 市販の除草剤には複数の除草剤成分が混合さ

れており、上記の成分を含む除草剤でも濃度や

組み合わせによって効果が変動する場合があり

ます。市販の除草剤の効果については、日本植

物調節剤研究協会で SU 抵抗性雑草（ミズアオイ、

イヌホタルイ、コナギ）に対する効果確認試験

を実施しており、ホームページ（http://www. 

japr.or.jp/gijyutu/index.html#01）に「SU 抵

抗性雑草について実用化可能と判定された除草

剤」の一覧を掲載しています。SU 抵抗性雑草の

防除対策では、このホームページを参考に除草

剤の選択を行ってください。 

 
SU 抵抗性雑草が出てしまったら・・ 

 

 抵抗性が出た水田は来年度以降上記のような

対策をとり，出たその年は，バサグラン（又は

水中 MCP）を散布する以外はあまり有効な手段

がありません。また，いったん SU 抵抗性雑草が

でて，多数の種子が土中に入った水田では，少

なくとも数年間はその雑草が発生するので，上

記の対策を長期間に渡って毎年採用する必要が

あります。SU 剤をやめるとクログワイやオモダ

カといった多年生雑草が増えますので，水田に

よっては SU 剤を利用した除草体系も必要になり

ます。 

 

同じ除草剤の連用を避ける 

 

 SU 抵抗性雑草を防除することは可能ですが，

いったん出てしまうと防除にかかる経費を増加

させることになります。抵抗性雑草の出現を未

然に防ぐためには毎年同じ除草剤だけを使わな

いことが最も重要です。まだ，抵抗性雑草が出

ていない水田でも，同じ除草剤の連用を避け，

あらたに抵抗性雑草が出現しないよう気をつけ

て下さい。



 

各有効成分を含む商品名の一覧（2006 年 2 月） 
 

＜ブロモブチドを含む商品＞ 

ｵﾘｻﾞｶﾞｰﾄﾞ粒剤、ﾉｯｸﾜﾝ粒剤、ｸﾞﾗﾅｲｽ粒剤、ﾘｰﾄﾞｿﾞﾝ粒剤、ﾘﾜｰﾄﾞ粒剤、ｼｰｾﾞｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾜﾝﾍﾞｽﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、

ｲﾉｰﾊﾞ DX1 ｷﾛ粒剤 75、ｶﾙﾀﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ｸｻｶﾘﾃｲｵｰ 1 ｷﾛ粒剤、ｸｻﾄﾘｰ DX ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｼｮｷﾆｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｽﾐｸﾚｰﾄ粒剤、

ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ 1 ｷﾛ粒剤 51、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ A1 ｷﾛ粒剤 36、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ GT1 ｷﾛ粒剤 75、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝｼﾞｬﾝ

ﾎﾞ、ﾄﾞﾆﾁ S1 ｷﾛ粒剤、ﾅｲｽｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾊﾞｲｴﾙｲﾉｰﾊﾞ DX ｱｯﾌﾟ 1 ｷﾛ粒剤 51、ﾊﾟﾜｰｳﾙﾌ 1 ｷﾛ粒剤、ﾋﾞｯｸﾞｼｭｱｴｰ

ｽ 1 ｷﾛ粒剤、黒帯ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｲﾉｰﾊﾞ DX1 ｷﾛ粒剤 51、草闘力ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰﾙﾜﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ｷﾗ星

1 ｷﾛ粒剤、ｷﾘﾌﾀﾞｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｸｻﾄｯﾀ 1 ｷﾛ粒剤、ｸｻﾄﾘｰ DX1 ｷﾛ粒剤、ｸｻﾄﾘｰ DX ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾑﾗｲｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾑﾗｲﾌ

ﾛｱﾌﾞﾙ、ｼｮｷﾆｰ 250 ｸﾞﾗﾑ、ｼﾝｴｰﾄ 1 ｷﾛ粒剤、ｽﾗｯｼｬ 1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾁｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾎｰﾑﾗﾝｷﾝｸﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛ 1

ｷﾛ粒剤、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾚﾄﾘｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、協友ｷﾘﾌﾀﾞｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、

黒帯 1 ｷﾛ粒剤、草かちどきｼﾞｬﾝﾎﾞなど 

 

＜クロメプロップを含む商品＞ 

ｾﾝﾃ粒剤、ﾄﾚﾃﾞｨﾌﾟﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾄﾚﾃﾞｨﾌﾟﾗｽ顆粒、ﾀﾞｲﾅﾏﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾀﾞｲﾅﾏﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾀﾞｲﾅﾏﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾀﾞﾝｼﾝ

ｸﾞﾊﾟﾜｰ A500 ｸﾞﾗﾑ粒剤、ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ L500 ｸﾞﾗﾑ粒剤、ﾄﾚﾃﾞｨﾌﾟﾗｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾄﾚﾃﾞｨﾜｲﾄﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾟｯﾄﾌ

ﾙｴｰｽ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾊﾟｯﾄﾌﾙｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾏｻｶﾘ A ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾏｻｶﾘ L ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾐｽﾀｰﾎｰﾑﾗﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾐｽﾀｰﾎｰﾑﾗﾝｼﾞｬ

ﾝﾎﾞ、ﾐｽﾀｰﾎｰﾑﾗﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、黒帯 1 ｷﾛ粒剤、黒帯ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、草仁ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ RX ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰﾙﾜﾝ 1 ｷﾛ粒

剤、ﾀｰｼｬﾙｶｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾎｰﾑﾗﾝｷﾝｸﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、草若丸ﾌﾛｱﾌﾞﾙなど 

 

＜ベンゾビシクロンを含む商品＞ 

ｼｮｳｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｼｮｳｴｰｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻｺﾝﾄ 5 袋ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾝｻｰﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰ SB ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｲｯﾃﾂ 1 ｷﾛ粒

剤、ｲｯﾃﾂｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｲﾈｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｵｰｸｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻｺﾝﾄ E5 袋ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻｽｹ-ﾗｼﾞｶﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾝｻｰﾙ 1 ｷﾛ粒

剤、ｻﾝｻｰﾙ顆粒、ｼﾘｳｽﾀｰﾎﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ｼﾛﾉｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰ SB1 ｷﾛ粒剤、ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰ SB 顆粒、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ

1 ｷﾛ粒剤、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾃﾛｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾃﾛｽ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾃﾛｽﾌﾛｱﾌﾞ

ﾙ、ﾄﾋﾞｷﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾌｫｰｶｽｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾎﾞｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｼﾛﾉｯｸ L ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾌﾟﾚｯｻﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｲｯﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻｺﾝ

ﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、草若丸ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｽﾏｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾃﾝｶﾑﾃｷﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｳｴｽﾌﾛｱﾌﾞﾙなど 

 

＜ピラゾレートを含む商品＞ 

ｻﾝﾊﾞｰﾄﾞ粒剤、ｸｻｶﾘﾝ粒剤 35、ｳﾘﾎｽ粒剤 15、ｸｻｶﾘﾝ粒剤 25、ｸｻﾎｰﾌﾟ粒剤、ｳﾘﾎｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｴｽﾄﾞﾗﾑ粒剤、

ｸｻﾎｰﾌﾟ D 粒剤、ｴｲﾄﾊﾟﾝﾁ粒剤、ｳｴｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｲﾈｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｳﾘﾎｽ粒剤 10、ｸｻﾄｯﾀ 1 ｷﾛ粒剤、ｽﾗｯｼｬ 1 ｷﾛ

粒剤、ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾘｰﾄﾞｿﾞﾝ粒剤、ﾘﾜｰﾄﾞ粒剤、ﾅｲｽｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞなど 

 

＜メフェナセットを含む商品＞ 

ｸﾛｱ SM 粒剤、ｻﾞｰｸ粒剤 25、ﾋﾉｸﾛｱ粒剤、ｱｸﾄ粒剤、ｻﾞｰｸ D 粒剤、ﾊﾞﾄﾙ粒剤、ﾘｰﾄﾞｿﾞﾝ粒剤、協友ｱｸﾄ粒剤、

ｱｸﾄ 1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰｸ 1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰｸ A1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰｸ D1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰｸ DA1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾞﾄﾙ 1 ｷﾛ粒剤、ｲﾈ

ｸﾞﾘｰﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ｲﾈｸﾞﾘｰﾝ D1 ｷﾛ粒剤、ｸﾞﾗﾋﾞｯｸ 1 ｷﾛ粒剤、ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ 1 ｷﾛ粒剤、ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌ

ｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｳﾙﾌｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ A1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ粒剤、ｸﾐｼｮｯﾄ SM1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾟﾜｰｳﾙﾌ 1 ｷﾛ粒剤、

ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ A1 ｷﾛ粒剤、ﾗｲｶﾞｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾛﾝｹﾞｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ST ﾊﾞﾄﾙ 1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ L ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｳﾙﾌｴｰｽ 1 ｷﾛ

粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ粒剤、ﾊﾟﾜｰｳﾙﾌ 1 ｷﾛ粒剤、ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ 1 ｷﾛ粒剤 

 

＜プレチラクロールを含む商品＞ 

ｸｻﾎｰﾌﾟ粒剤、ｱﾋﾟﾛﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｺﾞﾖｳﾀﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｺﾞﾙﾎﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾞﾚｰｼﾞ粒剤、ﾌﾗﾃｯｸ SM1 ｷﾛ粒剤、ﾗｲｻﾞｰ

粒剤 20、ﾙｰｷｰ 1 ｷﾛ粒剤 75、ﾜﾝｵｰﾙ粒剤、ｱﾋﾟﾛﾌｧｲﾝ D ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｳﾘﾎｽ粒剤 10、ｴﾘｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｸｻﾄｯﾀ粒剤、

ｸｻﾎｰﾌﾟ D 粒剤、ｼｪﾘﾌ 1 ｷﾛ粒剤、ｽﾊﾟｰｸｽﾀｰ 1 ｷﾛ粒剤、ｽﾗｯｼｬ 1 ｷﾛ粒剤、ｾﾝﾃ粒剤、ﾄｯﾌﾟﾗﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾔﾃ 1

ｷﾛ粒剤、ﾎｸﾄ 1 ｷﾛ粒剤、ﾗｲｻﾞｰ粒剤 15、ﾜｲﾄﾞﾘｰ A1 ｷﾛ粒剤 36、ﾜﾝｵｰﾙ S1 ｷﾛ粒剤、ｸｻｺﾝﾄ 5 袋ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｼﾝ

ｸﾞ乳剤、ｿﾙﾈｯﾄ 1 ｷﾛ粒剤、ﾌﾞﾛｰﾀﾞｯｸｽ乳剤、ｴﾘｼﾞｬﾝ EW 乳剤、ｸｻﾅｲﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｳﾘﾎｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾟﾃﾞﾎｰﾌﾟ 1

ｷﾛ粒剤、ﾎﾞﾝﾊﾞｰﾄﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ﾁｮｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾕﾆﾊｰﾌﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、農将軍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱﾋﾟﾛｽﾀｰ 1 ｷﾛ粒剤、ｱﾋﾟﾛﾄｯ



ﾌﾟ 1 ｷﾛ粒剤 51、ｱﾋﾟﾛﾄｯﾌﾟ A1 ｷﾛ粒剤 36、ｱﾋﾟﾛﾌｧｲﾝ顆粒、ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ S1 ｷﾛ粒剤 51、田美人 A1 ｷﾛ粒剤 36 

 

＜ビフェノックスを含む商品＞ 

ﾓｰﾀﾞｳﾝ粒剤、ﾘｰﾀﾞﾙ粒剤、ﾓｰﾀﾞｳﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾗﾑｼﾞﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾘｰﾀﾞﾙ 1 ｷﾛ粒剤、ﾌﾞﾛｰﾀﾞｯｸｽ乳剤、ﾌﾟﾚｶｯﾄ

乳剤、ﾚﾄﾘｰﾌﾛｱﾌﾞﾙなど 

 

＜ペントキサゾンを含む商品＞ 

ﾕｰﾄﾋﾟｱ 1 ｷﾛ粒剤、草笛ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾍﾞｸｻｰ 45 ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、草笛ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻｶﾘﾃｲｵｰ 1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞ･ﾜﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ｽ

ﾀｰﾎﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ﾕｰﾄﾋﾟｱ粒剤 13、ｻﾞ･ﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾃﾏｶｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｽﾀｰﾎﾞ顆粒、草闘力ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻﾊﾟﾝﾁ 1 ｷﾛ

粒剤、ｻｷﾄﾞﾘ EW、ｼｮｷﾆｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ GT1 ｷﾛ粒剤 75、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ L250 ｸﾞﾗﾑ、ﾄｯﾌﾟ

ｶﾞﾝ L ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾌｫｰｶｽｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾌｫｰﾏｯﾄ 1 ｷﾛ粒剤、ﾀﾞｯｼｭﾜﾝ 1 ｷﾛ粒剤、ﾃﾞﾐﾀｽ顆粒、

ﾌﾟﾚｯｻﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾀﾞｯｼｭﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｻｷﾄﾞﾘ 1 ｷﾛ粒剤、ｼｮｷﾆｰ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ 1 ｷﾛ粒剤 51、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ A1 ｷﾛ

粒剤 36、ﾍﾞｸｻｰ 1 ｷﾛ粒剤、ｽﾋﾟﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾍﾞｸｻｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ L ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 

 

＜ベンチオカーブを含む商品＞ 

ｻﾀｰﾝﾊﾞｱﾛ粒剤、ｸﾐﾘｰﾄﾞ SM 粒剤、ｻﾀｰﾝﾊﾞｱﾛ乳剤、ｻﾀｰﾝ乳剤、ｻﾀｰﾝ粒剤 

ｻﾀﾆｰﾙ乳剤、ｻﾀｰﾝ S 粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｳﾙﾌｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ A1 ｷﾛ粒剤、ｳﾙﾌｴｰｽ粒剤、ｸﾐｼｮｯﾄ

SM1 ｷﾛ粒剤、ﾊﾟﾜｰｳﾙﾌ 1 ｷﾛ粒剤、ﾘﾜｰﾄﾞ粒剤 

 

＜ベンゾフェナップを含む商品＞ 

ﾕｶﾜｲﾄﾞ粒剤、ｼｰｾﾞｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾊﾋﾞｺﾗﾝ粒剤、ﾕﾆﾊｰﾌﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾃﾝｶﾑﾃｷﾌﾛｱﾌﾞﾙ、草闘力ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｽﾏｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、

ｻﾑﾗｲｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻﾑﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾁｮｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾊﾁｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾗｸﾘｰﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｽﾃｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙなど 

 

＜カフェンストロールを含む商品＞ 

ｲｯﾃﾂ 1 ｷﾛ粒剤、ｲｯﾃﾂｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｲﾈｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤、ｳｨｰﾄﾞﾚｽ 1 ｷﾛ粒剤 51、ｳｨｰﾄﾞﾚｽ A1 ｷﾛ粒剤 36、ｳｨｰﾄﾞﾚｽ A

ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｳｨｰﾄﾞﾚｽ粒剤、ｸｻﾄﾘｴｰｽ 1 ｷﾛ粒剤 51、ｸﾗｯｼｭ 1 ｷﾛ粒剤、ﾀﾞｲﾊｰﾄﾞ顆粒、ﾃｸﾉｽﾀｰ粒剤、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ 1 ｷ

ﾛ粒剤 75、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ 250 ｸﾞﾗﾑ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾈﾋﾞﾛｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾈﾋﾞﾛｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾈﾋﾞﾛｽ-

ﾗｼﾞｶﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛ 1 ｷﾛ粒剤、ｲｯﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｸｻﾄﾘｴｰｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｼﾛﾉｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾗｸﾀﾞｰ H ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾗｸﾀﾞ

ｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｵｰｸｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｼﾛﾉｯｸｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｶﾙﾀﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ｷｸﾍﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｸｻﾄﾘｴｰｽ 5 袋ｼﾞｬ

ﾝﾎﾞ、ｸｻﾄﾘｴｰｽｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｸﾗｯｼｭ EX ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｻｽｹ-ﾗｼﾞｶﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｼﾞｮｲｽﾀｰ 1 ｷﾛ粒剤 51、ｼﾞｮｲｽﾀｰ A1 ｷﾛ粒剤

36、ｼﾞｮｲｽﾀｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｼﾞｮｲｽﾀｰ粒剤、ｼｮｳﾘｮｸｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｽﾄﾗｲｶｰ 1 ｷﾛ粒剤、ﾃｸﾉｽﾀｰｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾃｸﾉｽﾀｰﾜｲﾄﾞｼﾞｬﾝ

ﾎﾞ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ 1 ｷﾛ粒剤、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ L250 ｸﾞﾗﾑ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ L ｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾃﾗｶﾞｰﾄﾞ L ﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾃﾛｽ 1 ｷﾛ粒剤、ﾃﾛｽ

250 ｸﾞﾗﾑ、ﾃﾛｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ﾄﾋﾞｷﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾅｲｽｼｮｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾗｸﾀﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾚｵﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ、ﾚｯﾄﾞｽﾀｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ、

ｱﾋﾟﾛｲｰｸﾞﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙなど 

 

＜シメトリン、MCPB を含む商品＞ 

ｸﾐﾘｰﾄﾞ SM 粒剤、ﾀﾞｲｾｯｸ SM 粒剤、ﾏﾒｯﾄ SM 粒剤、ﾓｹﾞﾌﾞﾛﾝ粒剤、ｸﾐｼｮｯﾄ SM1 ｷﾛ粒剤、ｸﾛｱ SM 粒剤、ｻﾞｰ

ﾍﾞｯｸｽ DX1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰﾍﾞｯｸｽ SM1 ｷﾛ粒剤、ｻﾞｰﾍﾞｯｸｽ SM 粒剤、ﾊﾟｳﾅｯｸｽ M 粒剤、ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ SM 粒剤、ﾌﾗﾃｯｸ

SM1 ｷﾛ粒剤、ﾏﾒｯﾄ SM1 ｷﾛ粒剤など 

 

＜ベンタゾンを含む商品＞ 

ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ M ﾅﾄﾘｳﾑ粒剤、ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)、ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ M 粒剤、ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ D 粒剤、ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ M 水和剤、

ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ液剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩)、ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ ML 粒剤、ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ SM 粒剤、ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽ ME 液剤、ｸﾞﾗｽｼﾞﾝ M ﾅﾄﾘｳﾑ液剤

など 
 



抵抗性雑草の対策と予防  
田中十城 (植調研究所 ) 

 
１．はじめに  
 スルホニルウレア抵抗性ミズアオイが 1993 年に北海道において初めて確認されて

以来、現在までコナギ、アゼナ、キカシグサ、ミゾハコベ、イヌホタルイ、タイワン

ヤマイ等のスルホニルウレア抵抗性雑草が日本各地で次々と発見され報告されている。 
ノビエ以外の雑草に幅広く効果があり、残効期間も長いスルホニルウレア成分に、ノ

ビエに効果のある成分を混合した一発処理剤が 1987 年から市販され始め、多くの農

家が、それまで使用してきた除草剤及び除草体系から、省力的で効果も高いこのタイ

プの除草剤を選択し、1990 年代以降 90％以上の水田で使われ続けてきたためと考え

られている。従って、スルホニルウレア抵抗性雑草が発生した水田では、連用してき

た除草剤とは、異なるタイプの除草剤あるいは除草体系により当該雑草を防除するこ

ととなる。  
 
２．スルホニルウレア抵抗性雑草対策剤  
（財）日本植物調節剤研究協会 (以後植調協会 )では、スルホニルウレア抵抗性雑草対

策に活用出来るよう、スルホニルウレア抵抗性雑草のなかで特に防除の重要性が高い

と考えられるイヌホタルイ、コナギ、ミズアオイに対する有効除草剤の効果確認試験

(適用性試験及び作用性試験 )をポット或いはスルホニルウレア抵抗性発生現地圃場に

おいて行っている。  
 スルホニルウレア抵抗性雑草に有効な除草剤は、該当する草種を防除対象としてい

る ALS 阻害以外の作用性を有する成分が含まれる混合剤であり、主に体系処理の前処

理として水稲生育初期に使用される除草剤 (以後初期剤 )や主に体系処理の後処理とし

て水稲生育中期あるいは後期に使用される除草剤 (以後中・後期剤 )の多く、それとス

ルホニルウレア成分を含まない一発処理剤が該当する。このタイプの除草剤のスルホ

ニルウレア抵抗性雑草に対する適用時期は、それぞれの除草剤に定められている使用

基準に記された適用時期となる。  
 スルホニルウレア成分を含む一発処理剤に、スルホニルウレア抵抗性雑草に対する

効果を補強した成分を加えたタイプの混合剤もスルホニルウレア抵抗性雑草対策とし

て開発・普及されている。但し、このタイプのスルホニルウレア抵抗性雑草を防除す

るための適用時期は、補強の目的で加えられた成分の当該雑草に対する適用時期であ

り、使用基準に記された適用時期とは異なる場合がある。従って、このタイプによる

スルホニルウレア抵抗性雑草防除は、適切な指導のもと行われる必要がある。  
 スルホニルウレア抵抗性雑草対策剤は、上述のように含有成分により特色があり、

処理時期に注意を要するタイプの対策剤もある。各地域の指導機関では、対策剤の特

色をタイプ別に把握しながら、植調協会で行っている効果確認試験 (適用性試験及び作

用性試験 )の結果などを有効に活用することで、これら対策剤の適切な使用方法の指導

に取り組んでいるものと思われる。  

本資料は日本雑草学会 45 周年記念 (第 21 回 )シンポジウムに提出した講演要旨を一部修正したものである  



 
３．対策剤のタイプ別使用状況と今後の予測  
 スルホニルウレア抵抗性雑草対策剤のこれまでの使用状況と今後の予測を、除草剤

メーカーの協力のもと植調協会で独自に行っている出荷量調査と植調協会で実施して

いる除草剤試験点数をまとめることで行った。対策剤は、上述ように含有成分の構成

内容やその除草剤が体系処理前提であるのか一発処理剤として使用するのかですべて

の薬剤をいくつかのタイプに分けてまとめた。  
 

1)対策剤タイプ別使用状況  
 使用状況を除草剤出荷数量から算出された推定使用面積により整理するにあたり、

まず、出荷されている除草剤のうち、スルホニルウレア抵抗性雑草対策剤を、上述し

たいくつかのタイプに独自に分類した。また、一発処理剤については、比較及び参考

のために、対策剤ではない混合剤 (抵抗性雑草に対する効果補強成分が加えられていな

いスルホニルウレア成分混合剤 )も含めて以下の A、B、C の３つにタイプ分けした。  
 一発剤 A：スルホニルウレア成分を含まないタイプの一発処理剤  
 一発剤Ｂ：スルホニルウレア成分を含むが、スルホニルウレア抵抗性雑草に対する

効果補強を目的とした成分が加えられたタイプの一発処理剤  
       含有成分の混合例 ヒエ剤＋スルホニルウレア＋ブロモブチド  
      ※スルホニルウレア抵抗性雑草に対する効果補強を目的としてブロモブ

チド、ベンゾビシクロン、クロメプロップ、ベンゾフェナップ、ピラ

ゾレートが加えられている一発処理剤をこのタイプに分類した。  
 一発剤Ｃ：スルホニルウレア抵抗性雑草に対する効果補強を目的とする成分が加え

られていない、Ｂ以外のスルホニルウレア成分含有の一発処理剤（対策

剤ではない）  
      ※連用されることによりスルホニルウレア抵抗性雑草発生の危険性が高

いタイプ  
 一発処理剤以外の薬剤については、初期剤タイプと中･後期剤タイプ (スルホニルウ

レア成分やノビエのみを防除する剤は除く )に分類した。  
 以上で分類したタイプ別の推定使用面積を全国及び全国の 6 地域 (北海道地域、東北

地域、北陸地域、関東･東海地域、近畿･中国･四国地域、九州地域 )別に集計し、水稲

作付け面積で除した数値を除草剤使用割合とし、スルホニルウレア抵抗性雑草防除を

目的とした除草剤が販売され始めた 1999 年～2005 年までグラフ化したのが、図１及

び図２である。  
 全国の一発処理剤全体の使用割合は、2005 年までほぼ 100％で経過し、その間大き

な変化は見られていない。ただし、タイプ別に見ると、一発剤Ｃが減少し、その減少

部分を補うように一発剤Ｂ及び一発剤 A が増加している。特に一発剤Ｂの増加は著し

く、2005 年においては、一発処理剤全体の 4 割程度を占めるようになった。一発剤Ａ

も増加しているものの、2005 年における割合は、一発処理剤全体の 1 割程度であった。 
 地域別にみると、いずれの地域も一発処理剤全体の使用割合が 100%前後で推移し、

大きな変化は見られないものの、地域により分類別の使用割合の傾向がやや異なって



いる。スルホニルウレア抵抗性雑草の出現 (発見 )が早かった北海道地域や東北地域で

は、一発剤Ａ及びＢの使用割合増加の速度が早く、南の地域ほどその速度は遅い傾向

がある。  
北海道地域は他地域とは異なり、一発剤Ａの使用割合が非常に多い。この地域は

1999 年時点でも、一発剤Ａの使用割合が 2 割程度で、他地域に比べ多かった。それが

年を重ねる毎に増加し 2005 年では一発剤全体の 6 割を占めるようになった。一発剤

Ｂも増加しているものの、2003 年をピークにその後の増加は見られない。2005 年の

一発剤Ｃの使用割合は 1 割程度と他地域に比べ最も少ない。  
 東北地域は、1999 年時点でほとんど一発剤Ｃのみの使用であったが、一発剤Ｂの使

用が、この種類の除草剤の販売が本格化してきた 2001 年から急激に増加し、2005 年

には一発処理剤全体の 7 割程度を占めるようになった。一発剤Ａも増加しているもの

の、その使用割合は僅かである。北陸地域、関東･東海地域、近畿･中国･四国地域は、

東北地域より一発剤 B の増加速度はやや遅く、2005 年で一発剤全体の 3～4 割程度で

ある。一発剤Ａの使用割合は東北地域より多いものの 2005 年時点で一発処理剤全体

の 1 割以下である。  
 九州地域は、1999 年時点では、一発剤Ａの使用割合が比較的多い地域であり、2005
年においてもその割合は殆ど同程度である。一発剤Ｂの使用割合が他地域に比べ最も

少なく、一発剤Ｃの使用割合はおよそ 7 割を占め最も多い。  
 
 初期剤と中･後期剤の全国的な推移については、どちらの使用割合も増加しているも

のの、その程度は僅かである。各地域の使用割合は、どの地域も殆ど同じ傾向で、初

期剤及び中･後期剤とも 2005 年の使用割合は、1999 年に比べ僅かな増減がみられる

程度である。  
 

次に、使用されている除草剤数の推移についてグラフ化したのが図 3 である。1999
年で最も除草剤数が多かった種類は一発剤Ｃで、次いで中･後期剤、初期剤、一発剤Ａ

の順に少なくなり、最も少なかったのは数剤しかなかった一発剤Ｂであった。この後、

一発剤Ｃは 2001 年まで急激に増加した後、徐々に減少してきているものの、2005 年

時点でも最も除草剤数が多い。最も急激に増加したものは、一発剤Ｂであり 2005 年

において一発剤総数の 3 割以上を占めるようになった。一発剤Ａも 2005 年時点で

1999 年よりも 3 倍ほど増加しているものの、一発剤Ｂよりも増えてはいない。初期剤

及び中･後期剤は 2005 年まで大幅な変化はみられていない。  
地域別にみた場合、一発剤Ｃの減少速度が最も早いのは北海道地域で次いで東北地

域である。他地域は 2001 年から 2002 年でピークに達した後は 2005 年時点において

もその数は殆ど減っていない。一発剤Ｂについてはいずれの地域も全国の傾向と同様

に急激に増加しているが、九州地域については、他地域に比べその増加速度はやや緩

慢である。一発剤Ａについても、全国の傾向と同様に 2005 年の薬剤数は、1999 年よ

り 3 倍程度増加している。  
初期剤及び中･後期剤は、いずれの地域も大きな変化はみられない。  
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図1　一発処理剤使用割合の推移(1999年～2005年)　植調協会調べ

　　　*使用割合=推定使用面積(出荷数量から算出した推定値)÷水稲作付け面積

　　　**一発剤A：SU成分を含まない混合剤、一発剤B：SU抵抗性雑草対応成分を補強したSU成分を含む混合剤、

              一発剤Ｃ：Ｂ以外のSU成分を含む混合剤  
 



北海道

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

年次

使
用

割
合

初期剤 中･後期剤

北海道

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

東北

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

 

北陸

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

関東・東海

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

y

近畿・中国・四国

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

九州

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

初期剤 中･後期剤

図2　初期及び中・後期除草剤使用割合の推移(1999年～2005年)　植調協会調べ

　　　*使用割合=推定使用面積(出荷数量から算出した推定値)÷水稲作付け面積
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図3　出荷されている除草剤数の推移(1999年～2005年)　植調協会調べ

　　　 **一発剤A：SU成分を含まない混合剤、一発剤B：SU抵抗性雑草対応成分を補強したSU成分を含む混合剤、

              一発剤Ｃ：Ｂ以外のSU成分を含む混合剤

 



 以上の出荷量調査から集計したデータから、スルホニルウレア抵抗性雑草に対応し

た除草剤のうち、最も多く使用されている種類は一発剤Ｂということになる。この種

類は、市販されている薬剤数も多い。ただ、一発剤Ｂに、同じスルホニルウレア抵抗

性雑草対策剤である一発剤 A を加えた使用割合は約 50％になり、この種類の除草剤

が、日本の水田の約半数で使用されている計算になる。スルホニルウレア抵抗性雑草

は現時点ではそれほど拡がってはいない、あるいは確認されていないことから、対策

剤の使用面積＝スルホニルウレア抵抗性発生水田ではないと思われる。従って、この

種の除草剤は、スルホニルウレア抵抗性雑草が発生してしまったから、その対策とし

て使用するというよりも、スルホニルウレア抵抗性雑草が拡散・蔓延しないように、

あるいは発生しないように「予防」的に使用されている水田も地域的に多いのではな

いかと推測できる。  
一方、スルホニルウレア抵抗性雑草に有効な対策方法の一つである体系処理で使用

する初期剤或いは中･後期剤の使用割合が余り増加していない原因の一つとして、体系

処理は、予防的な使用目的で農家が選択する処理方法ではなく、スルホニルウレア抵

抗性雑草が発生した段階で選択する防除方法ではないかと推測できる。  
 
2)開発状況からみた対策剤使用の今後  

 スルホニルウレア抵抗性雑草対策のために欠かせない除草剤のタイプと販売数は、

除草剤メーカーの開発方針に大きく左右される。新たに除草剤を市販するためには農

薬登録が必要であり、農薬登録のためには、色々な種類の試験が必要となる。除草剤

の特徴となる薬効及び薬害の検討も必要な試験の一つであるが、その薬効及び薬害を

試験する第一段階に植調協会が実施する作用特性試験がある。この作用特性試験に供

試する殆どの薬剤は、数年後に市販することを目的としているものである。その後、

全国の試験機関により適用性が確認された薬剤については、使用方法や使用に際して

の注意などを定めた使用基準が作成され、農薬登録された時点で市販可能となる。こ

の作用特性試験の試験薬剤数と新たに使用基準が定められた薬剤数を出荷量調査集計

時と同様にタイプ別にまとめ、1999 年と 2005 年を比較したのが図 4 と図 5 である。 
 新たに使用基準が作成され、はやければ翌年には市販される除草剤をタイプ別に比

較すると、1999 年では一発剤 C が約半数を占めていたが、2005 年には 4%にまで減

少し、1999 年でも 32%と比較的多かった一発剤Ｂが、2005 年には約 60%を占めるよ

うになっている。一発剤Ａ或いは初期剤については、大きな変化はみられない。中･

後期剤が増加しているが、ALS 阻害作用を示す薬剤が含まれ、スルホニルウレア抵抗

性雑草に有効な除草剤のみに限ると特に変化はみられない。  
作用特性試験を実施する薬剤は、開発メーカーが新たに開発を進める薬剤で、ほど

の薬剤が 2 年後以降に市販されることを目標としている。これらについてもタイプ別

に比較した場合、一発剤Ｃは 1999 年では 36%であったが、2005 年には 1 剤もない状

況となっている。一方、一発剤Ｂは 1999 年の 13%から 2005 年には 60%近くまで急

激に増加している。一発剤Ａは減少傾向で、初期剤及び中･後期剤に大きな変化はみら

れない。  
 以上のことから、2006 年以降に新たに販売される除草剤は、一発剤Ｂが圧倒的に多



く、一発剤Ｃの減少傾向を加味すると、いずれ一発剤Ｃの除草剤数を超えることが予

想される。一発剤Ａの除草剤数は、一発剤Ｂの増加速度には及ばないものの、新規成

分の開発が進んでいることもあり、徐々に増加していくものと思われる。初期剤及び

中･後期剤は出荷量調査の結果を加味すると現状維持か僅かに増加するのではないか

と思われる。  
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図4　新たに使用基準が設定された水稲除草剤のタイプ別比率の年次比較

　　＊新たに使用基準が設定された薬剤数：1999年　41剤、2005年　26剤

　　　**一発剤A：SU成分を含まない混合剤、一発剤B：SU抵抗性雑草対応成分を補強したSU成分を含む混合剤、

         一発剤Ｃ：Ｂ以外のSU成分を含む混合剤
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図5　水稲除草剤作用特性試験植調協会委託薬剤のタイプ別委託比率の年次比較

　　＊作用試験委託薬剤総数：1999年　31点、2005年　32点

　　　**一発剤A：SU成分を含まない混合剤、一発剤B：SU抵抗性雑草対応成分を補強したSU成分を含む混合剤、

         一発剤Ｃ：Ｂ以外のSU成分を含む混合剤
 

 
４．スルホニルウレア抵抗性雑草多発水田について  
 以上のように、スルホニルウレア抵抗性雑草対策剤の普及が急速に進んでいること

から、スルホニルウレア抵抗性雑草問題も徐々に解消していくのではないかと期待し

たいが、そもそもスルホニルウレア抵抗性雑草は、発生しただけでは問題とならない。

問題となるのは、多発化することによる雑草害である。今後対策剤の薬剤数が増加し

ていく傾向にあるため、高密度に発生する前に、対策剤を使用する機会も増えて多発



化することも少なくなることが予想されるものの、スルホニルウレア抵抗性雑草対策

が施されていない一発処理剤 (上述の一発剤 C)も依然として多い事から、多発化して

しまう水田も出てきてしまうことも予想される。一度多発化した場合は、それらの防

除に多大な労力を要してしまう。  
 表１にスルホニルウレア抵抗性イヌホタルイ多発田における防除の一例を表示した。

場所は宮城県古川市内にある 50a の水田で、㎡当たり約 2,000 本のイヌホタルイが発

生する多発水田である。防除に用いたのは、スルホニルウレア抵抗性雑草に対する効

果補強を目的とした成分がスルホニルウレア成分と共に混合された一発処理剤 (上述

の一発剤 B)である。散布時期はイヌホタルイの発生始から 1 葉期であり、混合された

スルホニルウレア抵抗性雑草に対する効果補強成分の適用範囲であった。処理後約 30
日目に水田内 3 調査地点の残草量を、同圃場内に設置した除草剤無処理枠内発生雑草

の量と比較した。イヌホタルイの残草比率は、本数で 30％、重量比で 13%、その他の

雑草も含めた全体の残草比は 9％と大きな効果であった。  
しかしながら、イヌホタルイの残草本数は、平均で約 600 本 /㎡で、最も多い地点

では約 1,200 本 /㎡であった。除草効果は発揮されているものの、前年までに蓄積され

た種子数が非常に多いために、発生深度や発生消長のバラツキにより残草する個体が

多くなったものと思われる。イヌホタルイの個体当たりの種子生産量は、出芽時期に

もよるが、約 100 粒 /個体程度とする文献 1)もある。発生した個体が全てスルホニルウ

レア抵抗性個体であると仮定した場合、この水田では単純計算で、残存個体数 (出穂個

体数 )を 2,000 本 /㎡ (無処理発生個体数 )÷100 粒＝20 本 /㎡以下に抑えなければ、スル

ホニルウレア抵抗性個体は減少することはない。従って、このような多発化水田では、

出来るだけ残存させない (出穂させない )管理を、多発化状態が解消される (多発化前の

発生量になる )まで続けていくという労力が強いられることとなる。  
 

表1　SU抵抗性イヌホタルイ多発田における除草効果例

○水田場所：宮城県古川市内水田

○水田面積：50a

○移植時期：5月上旬

○使用薬剤：SU抵抗性雑草対応成分を補強したSU成分を含む一発処理剤

○処理時期：イヌホタルイ発生始～１葉期

○調査時期：6月中旬

残草量(/㎡)
イヌホタルイ その他発生草種 合計

本数 無処理比 生重g 無処理比 ﾉﾋﾞｴ生重 無処理比 広葉生重 無処理比 生重 無処理比

無処理枠内 1952 100% 197.7 100% 92.7 100% 3.9 100% 294.3 100%

調査地点Ⅰ 1208 62% 56.8 29% 1.6 2% 0.1 2% 58.4 20%

調査地点Ⅱ 248 13% 8.9 5% 0 0% 0 0% 8.9 3%

調査地点Ⅲ 312 16% 12.6 6% 0 0% 0 0% 12.6 4%

全体 589 30% 26.1 13% 0.5 1% 0 1% 26.7 9%  



 スルホニルウレア抵抗性コナギ発生水田において、毎年、有効剤による防除を続け

ることで発生数がどう減少するか調査した (図 6)。コナギの残存が確認されたら後処

理剤で枯殺し、種子の結実、落下を防止した。スルホニルウレア抵抗性コナギ発生数

調査は、スルホニルウレア成分のみを処理した 1 ㎡枠を水田内に設けて、移植後 50
～60 日目に残存しているコナギを計測した。計測後はベンタゾン剤で枯殺した。  
 その結果、単年度の防除により発生量が 20 個体 /㎡程度とかなり少なくなる圃場も

みられる一方で、半減するのに 3～4 年要する圃場もみられた。これは、試験開始ま

でに蓄積された種子数の違いによると思われる。コナギは個体あたり 1,300～1,500
粒の種子を生産し 2)、水田によっては地表面から 15cm までの土壌中に 10,000 粒 /㎡
以上の種子が埋蔵されている 3)。従って、一度でも防除が不十分であったり、防除を

放棄してしまうと、大量の種子が生産され、土壌に蓄積されることとなる。土壌に蓄  
積された種子量が多ければ多いほど「Ａ」圃場あるいは「Ｆ」圃場のように 5 年以上、

有効な除草剤による体系処理を行うための労力と経費を費やすことになる。一方、「Ｂ」

圃場～「Ｅ」圃場のようにスルホニルウレア抵抗性雑草の発見と対応が早ければ、数

年で通常の発生量まで低減できると考えられる。  
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図6　SU抵抗性コナギ完全防除圃場におけるSU抵抗性コナギ発生数の推移

　　※2000年にSU抵抗性を確認後、2001年から防除を開始

　　　※※体系処理により新たな種子の結実及び落果を防止

　　　※※※SU剤単剤を処理した1㎡枠内の50～60日後のコナギ発生数  
 
５．おわりに  
 5～6 年前までは、スルホニルウレア抵抗性雑草対策用の除草剤数が少なく、多発化

の危険が非常に高い状況であったが、今後は上記の現状から対策剤が不足することは

ないと思われる。農家においても、スルホニルウレア抵抗性雑草を認識することなく、

対策がなされた除草剤を新商品というかたちで購入している事も予想され、残存した

雑草がスルホニルウレア抵抗性雑草なのかどうかを判別することは、以前より重要性



が低くなってきているようにも感じられる。但し、対策が施されていないスルホニル

ウレア成分混合の一発処理剤も依然として販売されている現状では、多発化の危険性

はなくならない。多発化の危険をなくすため＝スルホニルウレア抵抗性雑草問題を解

消するためには、農家のスルホニルウレア抵抗性雑草に対する認識とそれらに有効な

除草剤に関する知識が求められていると考えられ、既に各指導機関により対策が進め

られ、その効果が現れてきている地域も少なくない。  
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主要水田雑草の生態とその見分け方 

東北農業研究センター東北飼料イネ研究チーム 橘雅明 

 

わが国に発生する水田雑草の種類は，1970 年代に 43 科 191 種と算定されていますが１），

近年増加した帰化雑草や基盤整備などによって水田内に発生するようになった新規草種な

どを加えると，現在では 210 種前後と見積もられています３）。しかし，実際に防除上問題と

なる種数は 30 種程度で２），それほど多いわけではありません。 

水田雑草を覚えて見分けるという作業にはいくつかの要点があります。防除の現場では

幼植物の段階で草種を見分ける必要が生じるかもしれません。幼植物と成植物では葉の形

が違う草種も多く，幼植物の時には似通った形をしているため，判別が難しいこともあり

ます。そのような時には，まずその雑草を引き抜いて見ましょう。種子やあるいは塊茎な

どの栄養繁殖器官が一緒についてくることがあります。これが，草種を見分ける際に非常

に役に立ちます。つまり，幼植物の形態を覚えるとともに種子の形や栄養繁殖器官の形を

覚えておくことが要点の一つです。形態については，子葉があるのかないのか，葉が抽出

する方向や付き方はどうなっているのか，葉の形はどんな形なのか，葉の周縁には切れ込

みかあるのか等を観察してください。葉や根の色も判別に有効な場合があります。また，

その雑草がどのようなところに生えているのかということも重要な情報です。田面がでて

いるところや畦畔際に発生しているのか，水深がある程度あるところから発生しているの

か等です。さらに，土中のどれくらいの深さから出芽しているのかということも観察する

と役に立つでしょう。発生の時期や葉齢も草種の見当をつけるときに有益な情報です。実

際には採取してきた雑草について図鑑で絵合わせや記述の参照を行うことになりますが，

いくつかの草種を覚えて，科の見当や属の見当がつけられるようになれば，形態用語を勉

強して図鑑の検索表などを用いて同定することも可能です。 

水稲は人の手で育てられる植物ですが，雑草は人が育ててくれるわけではありませんの

で，水稲を作るという攪乱の多い場所において自分自身で生きていかなくてはなりません。

そのために作物と異なるいくつかの生態的特性を備えています。一般に水田雑草は好適な

環境条件下では水稲に比べて小さな種子を非常に多く生産し，不良な環境条件下でもその

生育量に見合った幾らかの種子を生産するという特徴を示します。また，雑草は種子を自

分自身で脱落させ散布します。ところがこの種子が秋に発芽したのでは冬の寒さで死んで

しまいます。そのために生産された種子や塊茎は通常休眠状態にあります。これらの繁殖

体は冬の低温を経過し，春の変温条件や湛水などによって休眠が覚醒していきます。また，

休眠覚醒の程度は種子の個体内変異や置かれた土中の位置などの環境条件によっても異な

るため，雑草の不斉一発生の原因の一つとなっています。雑草の防除を考える上で，除草

剤の残効期間と雑草の発生消長との関係は，その成否を左右することにもなりますので，

個々の雑草のおおよその発生消長を把握しておくことは重要です。発生消長は温度の影響

を受けるので，特に寒冷地では発生が長期にわたるといわれます。発生消長との関連で，

出芽という言葉があります。これは発芽・萌芽した幼芽が地表に出てくることを言います

が，繁殖体の埋没深度によってその早さが違うため，これも不斉一発生の一因と考えられ

ます。多くの一年生雑草は地表下 5mm 程度の層内から出芽しますが，一部の草種で深いも



のは地表下 3cm からでも出芽します。さらに，多年生雑草の栄養繁殖器官の場合は地表下

30cm からでも出芽するものがあります。それらの幼芽の分化する位置は草種で異なり，除

草剤の効果変動にこの位置が深く関わります。ところで，先程の休眠覚醒した種子は全て

が発芽するのでしょうか。実際には発芽は休眠覚醒後に温度，水分，光，酸素などの環境

条件が整ってはじめておこります。したがって，土中深くに埋没された種子などは夏季ま

で発芽に適した環境条件が整わない場合に再び休眠状態に入っていきます。いくつかの雑

草で種子がこのようなサイクルを何年も繰り返すことが報告されています。一般に種子の

寿命は長く，15 年以上生存する場合もあります。各草種の埋土種子量を制御しようとした

場合，繁殖体の寿命に関する知見は重要で，防除対策を考える上でも必要な情報です。種

子に比べると塊茎などの栄養繁殖器官の寿命は短いのが一般的ですが，その期間は草種に

よって大きく異なります。 

 

以下に寒冷地で代表的な水田雑草について記載します。 

 

１．一年生雑草（種子繁殖） 

タイヌビエ（イネ科）： 

イネに似ていますが，第１葉はイネと異なり完全葉であ

ること，葉舌がないことなどから区別できます。水田で最

も一般的な雑草で，イネに対して養分競合，光競合を生じ

ます。 

イヌビエ（イネ科）： 

生育地が畑地～水田と広いです。タイヌビエに極似しま

すが，分げつがやや開張気味であり，茎の基部が赤紫色に

着色することが多いです。種子の大きさがタイヌビエに比

べて小さいことや第一苞頴が小穂長の1/2以下であること

などで区別します。 

タマガヤツリ（カヤツリグサ科）： 

3 稜形の葉を叢生し，球形の花穂をつけます。引き抜い

てみると根が赤みを帯びています。 

 

 

コナギ（ミズアオイ科）： 

ハート形で濃い緑をしたや

や厚い葉をつけます。葉柄の

基部に房状に青紫色の花が付

き，その位置は葉よりも低い

です。引き抜いてみると根が

青紫色を帯びています。湛水の低酸素条件下でも発芽は良好です。他の雑草に比べても

窒素を多く吸収するため，養分競合で雑草害を引き起こします。 



 

ミズアオイ（ミズアオイ科）： 

ハート形でコナギよりも大きな葉をつけます。葉よりも高

く直立した茎の上部に青紫色の花をつけます。 

 

 

アゼナ（ゴマノハグサ科）（写真左）： 

卵状楕円形の葉を対生します。葉は全縁で鋸歯はありません。 

アメリカアゼナ（ゴマノハグサ科）（写真中央）： 

卵状楕円形の葉を対生します。葉は明瞭な鋸歯があって基部が細く葉柄状になってい

ます。 

タケトアゼナ（ゴマノハグサ科）（写真右）： 

卵状楕円形の葉を対生します。葉には鋸歯があり，基部が茎を抱きます。 

 

 

 

 

 

 

キカシグサ（ミソハギ科）： 

小型でやや厚みのある倒卵状楕円形の葉を対生します。葉の

中心部が赤みを帯びます。 

 

クサネム（マメ科）： 

ネムノキのような羽状複葉で小葉

が 15～30 対着生します。果実は莢で

す。種子は硬実性をもちます。湛水

では 2cm 以内からの出芽ですが，多

くの種子は莢ごと水に浮いた状態で発芽し，田面の高い

ところや畦畔際に吹き寄せられて定着します。 

 

タウコギ（キク科）： 

葉には深い切れ込みがあります。茎は円柱状

で大きくなると高さ 1ｍ以上にもなります。秋

に黄色の頭状花をつけます。果実は扁平で，逆

とげのついた 2本ののぎがあり，衣服などに付

きやすいです。 

 

 



 

アメリカセンダングサ（キク科）： 

北アメリカ原産の帰化雑草です。葉には長い

葉柄があり，対生し深く切れ込み，3～5枚の

小葉をもった完全な複葉となります。タウコ

ギと比べて葉脈が明瞭です。茎はやや角張っ

た四角柱状で大きくなると高さ 1.5ｍ以上に

もなります。果実は扁平で，逆とげのついた

２本ののぎがあり，衣服などに付きやすいで

す。 

イボクサ（ツユクサ科）： 

披針形の葉は互生でやや厚く柔らかいです。成

植物になると茎の下部は地上を這い，節から根を

出して数本に分枝し，茎の上部は斜立します。発

生時期が極めて早く，代かき時に埋没されなかっ

た実生が再び活着して生長することが多いです。 

 

 

２．多年生雑草 

イヌホタルイ（カヤツリグサ科）：  

細い円柱形の茎を叢生します。

茎の先に釣鐘状で松ぼっくり

の様な小穂がかたまってつき，

茎の延長線上に苞葉が伸びる

ので，まるで茎の途中に小穂がついているように見えま

す。果実についた刺針状花被片は果実と同長かやや短い

です。種子と茎基部の越冬芽で繁殖しますが，ほとんど

種子繁殖です。発芽は低酸素条件で促進されます。 

タイワンヤマイ（カヤツリグサ科）： 

イヌホタルイと似ていますが，小穂は尖り，成熟期で

も緑色を保ちます。果実についた刺針状花被片は果実の

2 倍程度長いです。種子と茎基部の越冬芽で繁殖します

が，ほとんど種子繁殖です。 

コホタルイ（カヤツリグサ科）： 

イヌホタルイと似ていますが，茎が細く，苞葉が長く，

小穂が小さいです。果実の大きさがイヌホタルイ，タイ

ワンヤマイと比べてかなり小さいので区別できます。種

子と茎基部の越冬芽で繁殖しますが，ほとんど種子繁殖

です。 



 

クログワイ（カヤツリグサ科）： 

イヌホタルイより太く，緑色の光沢のある棒

状の茎を叢生します。イヌホタルイの茎の中は

海綿状であるのに対し，クログワイの茎の中は

中空で横の隔膜で仕切られているため区別でき

ます。生育期に分株によって増殖します。種子

と塊茎により繁殖しますが，ほとんど塊茎によ

る繁殖です。塊茎は土中 0～20cm 深に形成され

ますが，15～20cm の層に多いです。塊茎には数

個の芽があり，出芽期間は非常に長く，塊茎の寿命も約 8年と長いです。 

ミズガヤツリ（カヤツリグサ科）： 

葉の表面中央にくぼみがあり，平滑で緑色

の葉を３方向に開出します。茎は 3稜形。生

育期に分株によって増殖します。種子と塊茎，

株基部，匐枝により繁殖しますが，塊茎によ

る繁殖が多いです。塊茎は土中 0～15cm 深に

形成されますが，5～10cm の層に多いです。

塊茎は休眠性を持たず，10℃という低温で萌

芽します。低酸素条件では萌芽できません。 

シズイ（カヤツリグサ科）： 

ミズガヤツリに似ていますが，葉がやや細

いです。花序は散房花序で 5～9 個の長楕円

形の小穂をまばらにつけます。種子と塊茎に

より繁殖しますが，ほとんど塊茎による繁殖

であり，種子発生個体を見つけることはまれ

です。塊茎は5～7段連なって形成されます。

塊茎の寿命は 1～2年です。 

 

マツバイ（カヤツリグサ科）： 

松の葉に似た 5cm くらいの針金状の細く短い茎を叢生し

ます。生育期に分株によって増殖します。種子と地下茎，

越冬芽で繁殖しますが，ほとんどが越冬芽です。 

 

ウリカワ（オモダカ科）： 

細長い線形の柔らかな葉を叢生します。生育期に分株に

よって増殖し，種子と塊茎で繁殖しますが，ほとんどは塊

茎による繁殖です。塊茎は日長の影響を受けずに，発生後

50～60 日経つと土中 0～15cm 深に形成されますが，5cm 深



までの浅いところに多いです。塊茎は休眠性を持ちません。 

オモダカ（オモダカ科）（写真左）： 

生育初期は細い線形かへら形の葉ですが，その後矢尻形の葉をつけます。葉の間から，

葉の高さ程度の花茎を抽出し，白い花をつけます。種子と塊茎で繁殖します。塊茎は土

中 0～25cm 深に形成されます。塊茎の休眠は深く，発生がばらつき長期間にわたります。

しかし，塊茎の寿命は約１年と短いです。 

アギナシ（オモダカ科）（写真中央）： 

オモダカと極似しますが，葉の基部に多数の小球芽をつけること，花茎が葉よりも上

に高く抽出すること，葉の側裂片の先が丸いことなどから区別できます。 

ヘラオモダカ（オモダカ科）（写真右）： 

へら状長楕円形の葉をつけます。種子と株基部の越冬芽で繁殖します。 

 

ヒルムシロ（ヒルムシロ科）： 

沈水葉は柔らかく細長い披針形，浮水葉は葉柄が長く長

楕円形で，緑色が濃く光沢があり，水をはじきます。種子

と鱗芽で繁殖します。塊茎は土中 0～20cm 深に形成されま

すが，15～20cm の層に多いです。 

 

セリ（セリ科）： 

葉は羽状に切れ込んだ複葉で小葉には不揃いの鋸歯があ

ります。茎は四角柱状で四方に這います。種子と匍匐茎の

節からでた新苗の越冬芽で繁殖します。 

 

キクモ（ゴマノハグサ科）： 

葉はキクのように輪生し羽状に切れ込みます。種子と地下

茎で繁殖します。 

 

エゾノサヤヌカグサ（イネ科）： 

茎は円筒形でイネよりも細く，株際から叢生します。

葉をさわるとざらつき，手に引っかかります。種子と

地下茎で繁殖しますが，地下茎の寿命は約１年と短い

です。 
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・「日本の野生植物 草本Ⅰ～Ⅲ」奥山春季、大井次三郎 平凡社
・「増補 日本イネ科植物図鑑」 長田武政 平凡社
・「日本水草図鑑」 角野康郎 文一総合出版

・「日本帰化植物図鑑」 長田武政 北隆館
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・「ミニ雑草図鑑 雑草の見分け方」 廣田伸七編著 岩手県農業改良普及会
・「野外観察ハンドブック 新・校庭の雑草」 岩瀬徹、川名興 全国農村教育協会
・「地下で拡がる多年生雑草たち」 伊藤操子編 京都大学
・「図解 多年生雑草の生態」 宮原益次編 デュポンジャパン
・「雑草の博物誌 －水田雑草編－」 芝山秀次郎、森田弘彦著

（社）全国農業改良普及協会
・「耕地雑草ハンドブック 雑草の見分け方」 （財）日本植物調節剤研究協会
・「－日本雑草学会ブックレット－図と写真で見る似た草８０種の見分け方」

浅野貞夫、廣田伸七編・著 全国農村教育協会
・「牧野新日本植物図鑑」 牧野富太郎 北隆館
・「日本水生植物図鑑」 大滝末男、石戸忠 北隆館

・「日本雑草図説」 笠原安夫 養賢堂
・「新版 日本原色雑草図鑑」沼田真、吉沢長人 全国農村教育協会
・「原色 雑草の診断」 草薙得一編著 （社）農産漁村文化協会
・「原色図鑑 芽生えとたね－植物３態/芽生え・種子・成植物」 浅野貞夫

全国農村教育協会

・「原色日本植物図鑑」 北村四郎、村田源、小山鐵夫 保育社
・「日本の野生植物 草本Ⅰ～Ⅲ」奥山春季、大井次三郎 平凡社
・「増補 日本イネ科植物図鑑」 長田武政 平凡社
・「日本水草図鑑」 角野康郎 文一総合出版

・「日本帰化植物図鑑」 長田武政 北隆館
・「日本帰化植物写真図鑑」 清水矩宏、森田弘彦、廣田伸七 全国農村教育協会
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［課題名（水田のスルホニルウレア抵抗性雑草を簡易に検定するキット）]

[宮城県古川農業試験場]

［研究の背景・ねらい］

お米を作るためには、水田に生える雑草を除草剤で防除します。その除草剤の成分のひとつにスル

ホニルウレア（以下、SU といいます。）がありますが、最近、それに対し抵抗性をもつ雑草が出て

きました。そこで、雑草が SU 抵抗性かどうかを知り、適切な除草剤を選択することが必要になりま

した。これまでの抵抗性の検定方法は手間のかかるものでしたが、誰でも簡単に、短期間で検定を行

いたいという要望から、従来の発根法を改良し、そのキット化を図りました。

［成果の内容・特徴］

１．このキットは、「発根法 ITO (Instant Test in Office) キット」といいます。

２．このキットで、アゼナ類・イヌホタルイ・コナギとイヌホタルイ越冬芽の SU 抵抗性が発根の有

無により１～２週間で検定できます(図１）。

３．必要な全ての器材と検定マニュアルをクーラーバッグに同梱しました(図２）。ほ場に持ち出して、

その場で使えるようになっています。

４．検定に必要な薬液は、結晶化して検定チューブに封入しました。硬水（キットに附属のもの、ま

たは市販のミネラルウォーター）を目盛りまで加えて振るだけで準備できます(図３）。

５．未使用の検定チューブは、室温で２年間保存できます。

６．該当する草種の SU抵抗性検定は、年間を通じて実施できます(図４）。

［成果の活用面・留意点］

１．検定をはじめるには、キットに付属の検定マニュアルの記載をよく読んで守ります。

２．検定中の検定チューブは、日光の当たる室内に置き、低温や日陰の部屋は避けます。

３．アゼナ類・イヌホタルイ・コナギ以外の草種に応用する場合は、ポット法など別の方法で得られ

た検定結果と比較し判断します。

４．発根法 ITO キットは、公的機関が検定する場合であれば、共同開発者のデュポン社を通じて入

手できます。

［知的財産権取得状況］

特許共同出願（H15.8.18)：宮城県古川農業試験場、デュポン株式会社



↑ 検定中のコナギ

図１ コナギの発根の有無による確実な SU抵抗性検定
（開発したキットを使用）

図３ 薬液の準備

図２ 発根法 ITOキット（別に検定マニュアル添付）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

< ｱｾﾞﾅ類・ｲﾇﾎﾀﾙｲ・ｺﾅｷﾞ(成植物) >
<ｲﾇﾎﾀﾙｲ(越冬芽)>

図４ 草種別の検定可能時期

［共同研究テーマ・機関］デュポン株式会社

［問い合わせ先：宮城県古川農業試験場水田利用部水稲作チーム TEL 0229-26-5106 ］

S.Nakayama
資料




機械除草の現状と今後の展望 

 
東北農業研究センター 大谷隆二 

 
 
１．はじめに 
稲作を中心とした水田農業を基幹とする東北地域においては、担い手の減少が進行するととも

に、米価の下落等から米の生産額は昭和 60 年水準の 53％まで落ち込んでいる。このため、担い

手の育成による大規模農業・集落営農への転換や、売れる米づくりによるブランド化等の推進が

急務となっている。一方で、安全・安心な農産物に対する消費ニーズや自然循環機能の維持・増

進による地域の環境保全に対する関心の高まりから、環境負荷の低減に向けた化学合成農薬・化

学肥料等の使用量の削減が可能となる新しい技術の導入が重要となっている。このようなことか

ら、近年、有機栽培米や特別栽培米等の有利販売への取り組みが拡大しており、高精度水田除草

機をはじめとする除草機の導入が部分的に進められている。 

ここでは、現在市販されている代表的な除草機の構造を整理するとともに、東北農業研究セン

ターで取り組んでいるハイブリッド除草技術について紹介する。 

 

２．市販水田除草機 

市販除草機の除草方式の概要 

ここ数年間で様々な機種が市販されるようになり、公立試験研究機関を中心に、作業性や除草

効果について試験が行なわれている。現在市販されている主な機種の構造を類別して表１に示す。 

 

表１ 主な市販除草機の除草機構 

条間 株間

 強制駆動ロータ  揺動レーキ 図１

 転動2軸ロータ  固定タイン 図２

 ３輪ミッドマウント  転動かごロータ  固定タイン 図３

歩行型  ２輪前装  転動かごロータ  駆動スクリュー 図４

除草機構

乗用型
 田植機後部装着

走行方式 除草部装着方式

 

 

乗用型は作業速度・作業能率が高いが、除草部を後部に装着するタイプでは、オペレータが除

草部を確認できないため、苗の損傷・欠株が発生することがあり、そのため精神的な負担がある。

歩行型では乗用型に比べ作業速度・作業能率が低く労働負担も大きいが、オペレータから除草部

が確認できるため、欠株となるような苗損傷が発生しにくい。乗用型の３輪ミッドマウント型は、

乗用型でありながらオペレータが除草部の確認しながらの作業が可能である。 

除草機構についても様々な方式が開発されている。条間の除草機構では、強制的に攪拌し、雑

草に対し埋没・切断・浮遊の効果をねらう強制駆動ロータ型と、かつての手押し除草機のように

主に埋没効果をねらった転動ロータ型がある。強制駆動ロータ型は、雑草の生育程度等の適応条

件が広いが作業速度・作業能率では転動ロータ型に劣る。何れの除草機構においても、株間は条



間ほどの効果は期待できないが、株間への適応性向上をねらった駆動スクリュー型が開発されて

いる。作業方法については、移植 10 日前後から 10 日おきの３回作業が推奨されている。 

 
１）乗用型 

(1) 強制駆動ロータ・揺動レーキ型（高精度水田除草機） 
稲の条間は高速回転ロータ、株間は進行方向に対し左右に揺動するレーキで除草効果をねら

っている。生研センターが緊急開発プロジェクトでメーカーと共同開発し、平成 15 年には 6
条用と 8 乗用が市販されている。作業能率は 6 条で 20a/h、8 条で 35a/h 程度。 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 強制駆動ロータ・揺動レーキ併用型 

  
(2)転動２軸ロータ・固定タイン型   
除草剤が使われるようになる以前に使用された手押し除草機のように転動する２軸ロータで

条間の雑草を埋没させ、株間は「くの字」状のタインで引き抜き・浮遊の効果をねらって除草 

する。除草部に動力を必要としないため、作業速度が 0.8m/s 程度と速く、8条型の場合作業能

率は 50a/h 前後であるが、稲わらなどの残渣がある場合に転動ロータに絡みつくことがある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 転動２軸ロータ・固定タイン併用型 

 
(3)３輪ミッドマウント型   
3 輪型田植機の走行部を台車として、苗植え付け部の代わりに転動除草ロータとタインを装

着したもので、除草部を交換することで水田と畑に使用できる。最大の特徴は、オペレータが



作業中に除草部を確認できることである。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ ３輪ミッドマウント型（左：水田用、右：畑用） 

  
２）歩行型 

(1)スクリュー型 
1 条の稲列に対し 1 対 2 個のスクリューを下から掻き揚げるように回して雑草を掘りあげ、

水面に浮かせて除草する新しい方式である。スクリューで堀り上げ、雑草を浮遊させ枯死させ

るため、作業時にはある程度の水深（8～10cm）が必要。作業速度は 0.2～0.3m/s で、作業能

率は６～９a/h。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 転動ロータ・駆動スクリュー併用型（写真提供：岩手県農業研究センター） 

 
３．ハイブリッド除草技術 
東北農業研究センターでは、除草剤の施用量の大幅な削減を目指し、条間の機械除草と株間・

株元への除草剤の局所散布を組合わせたハイブリッド除草技術の開発を平成 12 年より実施して

いる。除草剤を局所散布する方法として、カメラで稲列を画像検出して、薬液散布ノズルの位置

を自動制御する高精度型と、薬液散布ノズルを固定した簡易型について研究を進めている。高精

度型、簡易型のどちらも研究段階であるが、概要を紹介する。 

 

１）高精度型 

高精度型ハイブリッド除草機は、株間・株元へ薬剤を高精度に局所散布するため、画像検出し



た 6 本の稲列に対し、7 本の薬液ノズルを独立で位置決め制御し、条間は前部の機械除草部で除

草する構造である（図 5，6）。将来的には、水稲と雑草を分離認識できれば薬液のスポット施用

に発展させ得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 高精度型ハイブリッド除草機         図６ 稲列の検出例 

 

１）簡易型 

 より実用化に近い方式として、機械除草部の除草ロータのカバーに薬液散布ノズルを稲列方向

へ向けて固定する方式とし、作業時期・回数や湛水深などの条件を変え、平成 16 年に除草効果を

調査している。 

 

 
   

 
 
 
 
 

図７ 簡易型ハイブリッド除草の概念図          図８ 除草作業の様子 
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図９． シハロホップブチル乳剤を使用した場合の除草効果と水稲収量（東北農研圃場・H16年）

（品種：あきたこまち，稚苗移植，タイヌビエ多発水田，シハロホップブチル乳剤のみ散布， 

作業時水深0cm，機械除草耕深3～4cm，作業速度0.4m/s，ヒエ乾物重は移植後14週間目に調査）



条間除草の幅を 20cm、株間・株元部分の幅を 10cm として、シハロホップブチル乳剤を１回当

り全面施用の１/３の施用量で、移植３週間後と６週間後の２回ハイブリッド除草した場合、タイ

ヌビエの残草量は 12kg/10a 以下に抑えられ、タイヌビエによる減収は無かった（図９）。市販の

高精度水田除草機との比較では、ヒエ残草量は少なかったが収量差は無かった。さらに、水深（0cm

と 5cm）による残草量の差は確認できず、水深の影響は明らかになっていない。 
 

４．機械除草技術の今後の課題と展望 

社会的なニーズや農家の関心の高まりから、ここ数年で様々な様式の除草機が市販されるよう

になった。しかし、現在の除草機を用いた水稲の有機栽培では、除草剤を用いた防除水準には達

しておらず、手取り除草を必要とする労働集約的な技術に留まっている。この原因としては、雑

草の種子密度、雑草の種類、生育等の条件に対応した利用法が未確立であることや、除草機構お

よび除草機の操作性等に改善の余地があることがあげられる。そのため、①水稲収量に対する雑

草害の定量的なモデル化と雑草の発生許容限界および防除目標の設定、②雑草の生育ステージ別

の除草機の作用強度と土壌への埋没、引き抜き、切断等の作用メカニズムの解明、が必要である。 

機械除草に、深水管理や２回代掻きなど耕種的方法を組み合わせた方法や、米ぬかやくず大豆

などの抑草資材の併用が試みられているが、抑草資材を併用する方法は、一定の効果が認められ

るものの、土壌の種類による効果の変動や土壌還元によるイネの生育阻害が認められており、効

果が発現する条件の解明が必要である。 

ハイブリッド除草技術については、東北農業研究センターでは 3 輪ミッドマウント車両をベー

スに簡易型の実用化をめざした研究に着手しており、今後は直播栽培や畑作用に展開予定である。

さらに、研究課題「小型畝間自律走行車両の高頻度反復走行による機械除草技術の開発」では、

高頻度反復走行する小型車両に物理的除草機構を搭載し、十分な効果を持つ無人除草手段を開発

する予定である。エネルギー供給システム、走行駆動方式、作物列認識、位置認識、操舵システ

ムなどが、いかに低コストに構成できるかがカギである。 
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