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外来難防除雑草の侵入・拡散経路と飼料作雑草の特性、近年の対策技術

中央農業総合研究センター　生産体系研究領域　黒川俊二

1. はじめに
１９８０年代後半以降、様々な外来雑草が飼料畑を中心に侵入し、甚大な被害をもたらしてきた。問題が顕在化

して 20年以上経過するが、沈静化するどころか、新たな種の侵入など問題はさらに大きくなっている。さらに、近
年では外来雑草による被害は飼料畑にとどまらず、固有の生態系を有する河川敷などの非農耕地への侵入や、

水田地帯への侵入による水田転換畑での大豆作への侵入など、被害をもたらす場面も多様化している。これら

外来雑草への対策を講じるためには、問題が生じている現場での対策技術の開発だけでなく、侵入経路、拡散メ

カニズムなどを理解し、侵入防止や拡散防止なども含めた総合的な対策を進めていく必要がある。

ここでは、主な外来雑草の侵入経路について解説するとともに、流域スケールでの拡散メカニズムについて、

アレチウリで行われた研究例を紹介する。さらに、飼料作で問題となる主な外来雑草の特性とそれらに対する対

策技術についても解説する。

2.  侵入経路
外来雑草が外国から入ってくる主な侵入経路は、輸入飼料への種子混入によるとされている。１９９３年から１９

９４年にかけて行われた輸入穀物（濃厚飼料の原料）への雑草種子混入実態の調査では、調査したすべての輸

入穀物に多種多様な外来雑草種子が多量に含まれていることが確認された（清水ら１９９６;浅井ら 2009）。現在
では、穀物生産国での混入物除去処理などもされており、20年前ほどの混入はないかもしれないが、それ以降
調査が行われていないので不明である。たとえ混入割合が低下していても、年間 2,600万トン以上も穀物（トウ
モロコシ、大豆、大麦、小麦）を輸入している日本にとって、輸入穀物による外来雑草の非意図的導入は引き続き

重要な侵入経路であると考えられる。

輸入穀物に混入した外来雑草種子は、図１の経路で飼料畑にまで到達する。その過程では、飼料工場での高

温蒸気による圧ぺん処理や家畜糞尿の堆肥化過程での発酵熱などによって、ある程度の種子は死滅すると考

えられる。しかし、飼料工場で粉砕のみされるものや未熟堆肥で発酵熱が上がらなかった場合などを経た種子は、

生きたまま飼料畑に到達することとなる。

図 1. 輸入穀物への種子混入による外来雑草の侵入経路
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このようにして侵入した外来雑草が飼料畑で蔓延すると、それらは飼料作物と一緒に収穫されることになるの

で、飼料畑で生産された外来雑草種子は、一部はそのまま飼料畑に、残りはまた飼料と一緒に家畜に摂食され、

家畜糞尿とともに飼料畑に投入されることとなる。こうして畜産系内での爆発的増殖が生じていると考えられる。

以上のような侵入経路の中で、最初の輸入段階での種子混入については、雑草種子は検疫対象生物ではな

いため、国境段階で取り除かれることはない。唯一侵入経路を断つことができるのは家畜糞尿の完熟堆肥化で

ある。堆肥化過程での最高温度が６０℃以上になれば、ほとんどすべての雑草種子が死滅することが知られてい

る（Nishidaら 1998）。できるだけ完熟堆肥化をすすめ、新たな外来雑草の侵入を防ぐことが重要である。

3. 拡散経路
外来雑草は飼料畑で蔓延した後、様々な経路で拡散すると考えられる。近隣への種子散布は当然のこと、水

や風によって長距離を運ばれるケースも多いと考えられる。さらには、堆肥を流通させることによる拡散や、蔓延

圃場で作業した機械に付着した土によって違う圃場に運ばれることもある。ここでは、流域スケールで拡散する

アレチウリの研究例について紹介する。詳細は関連論文を参照されたい（Kurokawa ら 2009 ;Kobayashiら
2012）。
アレチウリも輸入飼料を介した侵入経路によって侵入していると考えられるが、20年前の調査では種子が検

出されず直接的証拠は見つかっていない種である。

まず東北地方、中部地方、東海地方に分布するアレチウリの遺伝的変異を解析した結果、集団間で遺伝的な

違いが明確ではなく、遺伝的変異のほとんどは集団内に見られることが分かった。また、遺伝的変異に地理的な

傾向が見られなかったことから、同じ多様な遺伝子プール（北米の多様な集団）から各地域にまんべんなく多くの

アレチウリ種子が侵入し、それぞれで集団を形成していると考えられた。次に、直接輸入資材が投入される機会

が乏しい河川敷集団の由来を探るべく、阿武隈川河川敷に分布するアレチウリ集団のソースを見つけ出す調査

を行ったところ、最上流域周辺では、畜産地帯にのみアレチウリが蔓延していることが明らかとなった。この結果

と先の集団の形成状況を勘案すると、やはり他の外来雑草同様に、輸入飼料を介して飼料畑に侵入・蔓延し、そ

れらが河川敷に流れ込んでいると考えられた。こうした流れ込みは他の畜産地帯からも同様にあると考えられ、

乳牛の飼養頭数と水の流れからアレチウリの流れ込みを推定すると、中流域に流れ込む地点があり、その地点

以降には上流域には見られない遺伝子型が分布していることが明らかとなった。

このように、アレチウリは近隣への分布拡大だけでなく、水の流れによって長距離にわたって急速に分布拡大し

ているものと考えられる。このように水で大規模に移動する種については（オオブタクサも同様と考えられる）、圃

場スケールや集落スケールだけでなく、流域スケールでも対策を講じる必要があると考えられる。このようにして

河川敷に蔓延したアレチウリは水路を通じて水田地帯にも広く侵入しており、一部の地域ではすでに水田転換

畑での大豆作で甚大な被害をもたらしている。河川敷や水田地帯での蔓延を防ぐためにも、それらのソースと

なっている最初の侵入地の飼料畑での防除が非常に重要である。

4. 外来雑草の特性と対策
上記の 2.で説明した通り、外来雑草の主な侵入経路は輸入穀物への種子混入である。つまり、北米などの穀

物生産国における穀物畑の雑草が収穫物に混入し、穀物とともに輸入されているのである。これは、北米などの

防除プログラムで防除できなかった雑草種子が選抜されて輸入されていることを意味するため、日本に侵入する

外来雑草の多くが難防除雑草である所以である。日本は、難防除雑草を大量に輸入し、それを拡散するシステ

ムを持っている、ということである。このため、圃場に侵入してから対策を立てるのではなく、これらの外来雑草を

できるだけ早期に発見して早期に対策を講じることにより侵入防止に努めることが重要である。

圃場内に侵入した外来雑草については、それぞれの雑草種の特性を知り、それに応じた対策をする必要があ

る。ここではいくつか代表的な外来雑草について解説する。

4.1. イチビ
中国あるいはインド原産の一年生雑草である。日本にも古くから分布していたが、雑草化して問題となってい

るのは新たに輸入穀物に混入して侵入した強害性を有する系統である。茎が繊維質であることが最大の特徴で、

収穫作業の阻害となる。また、特有の臭いがあり、それが牛乳へ移行するのではという懸念もある雑草である。た

だし、乳牛への給与試験の結果では悪臭の移行は判然としていない。種子寿命が長いため、一旦種子を落とす

と駆除することは難しい。すでに北海道から九州まで広く飼料畑に蔓延しており、分布拡大を防ぐなどの予防的

Kouryu-1
タイプライターテキスト
２



対応ができる段階ではない。圃場での被害回避のための現実的な対応をとることとなる。アトラジンなどの土壌

処理剤による初期発生個体の防除とベンタゾンなどの茎葉処理剤と組み合わせた体系処理が効果的である。

イチビばかりが蔓延している圃場ではフルチアセットメチルやハロスルフロンメチルなどを茎葉処理剤として用い

ると効果的である。最近登録されたトプラメゾンも効果が高い。ただし、土壌処理剤だけでもある程度抑えること

ができるため、茎葉処理剤を組み合わせるかどうかはコスト・ベネフィットバランスを考えて決める必要があるかも

しれない。

4.2. アレチウリ
北米原産の一年生つる性雑草である。自然生態系への影響も大きいことから特定外来生物に指定されてい

る。最大の特徴は 10m以上に伸びることもあるツルである。だらだら発生し、後発生した個体でもツルでトウモロ
コシをよじ登り、最後には引き倒すなどの被害をもたらす。たとえ少量の発生であっても、最悪のケースでは収穫

不能となる場合もある。広い地域に蔓延しているが、圃場への侵入は限られているため、新たな地域・圃場への

分布拡大を防ぐことが重要である。種子が大きく発生深土が深いことから土壌処理剤による防除効果は期待で

きない。ニコスルフロンの効果が確認されている。また、短日性が強いため、9月上旬までに収穫する体系であれ
ば種子生産を防ぐことができ、その後の蔓延を防ぐことができると考えられる。

4.3. オオブタクサ
北米原産の一年生雑草である。河川敷など非農耕地での蔓延が著しいが、近年飼料畑での蔓延が各地で拡

大している。最大の特徴は成長が早く、草丈が大きくなることである。トウモロコシ播種後 1ヶ月程度で 2m以上
になる場合もあり、防除をしないとトウモロコシが覆い尽くされる結果となる。さらに最終的には 6mになることも
あり、大型化したオオブタクサによってコーンハーベスタによる収穫ができなくなることもある。被害が大きく、まだ

飼料畑への侵入が限られているので、侵入防止・拡散防止に努めるべき雑草である。

土壌処理剤や茎葉処理剤で効果的なものがなかったが、最近登録されたトプラメゾンの効果が高いことが確

認されている。

4.4. ワルナスビ
北米原産の多年生雑草で、主に根で繁殖する。種子でも繁殖するが、自家不和合性であるため近くに別の遺

伝子型が存在しないと結実しない。実際にはあまり種子由来の個体は見つからない。茎や葉に鋭いトゲがあるの

が特徴である。そのため放牧草地では家畜が食べないで繁茂する。飼料畑に侵入すると、耕起作業により根が

断片化し瞬く間に圃場全体に蔓延する。有効な除草剤がほとんどないため一旦侵入すると防除が困難である。

侵入防止・拡散防止が重要である。大型のイネ科牧草を高密度に栽植することでワルナスビの生育を抑制でき

る。蔓延したトウモロコシ畑ではイネ科牧草の採草地に一時的に転換する方法も考えられる。

4.5. ヨウシュチョウセンアサガオ
熱帯アメリカ原産の一年生雑草である。名前はアサガオだが、アサガオ類（ヒルガオ科）ではなく、ナス科の植

物である。全草に神経毒であるアトロピンやスコポラミンなど猛毒のアルカロイドを含むのが最大の特徴である。

通常の除草体系で防除が可能であるが、少量でも飼料に混入すると問題となるため、完全防除が求められる。

一旦蔓延すると駆除が困難となるので、侵入防止・拡散防止に努める必要がある。

5. おわりに
以上のように、大量に輸入している穀物に混入して多種多様な外来雑草が侵入している。また、それらは飼料

として全国の畜産農家に配られるため、全国各地で一斉に問題になることもある。入ってくるものが難防除雑草

ばかりであり、さらに次々と新しい種が入ってくることから対策を立てることが難しい。その一方で、飼料畑は面積

が限られるため、問題の重要性とは逆に市場がないという理由で除草剤開発は他の作物に比べてはるかに進ま

ない。今年になってトプラメゾンという新たな除草剤が登録され、こうした難防除外来雑草（一年生）に広く効果

が確認されたことは非常に嬉しいニュースであるが、今後この様な除草剤が次々と登録されることは期待できな

い。こうした状況の中、侵入した際の被害の深刻さと対策の少なさを考えると、早期発見・早期対策に努めること

が最も将来的なコストを下げる手段となるだろう。今後は各地域で早期発見のシステムを作ることが重要である。
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麦作の外来難防除雑草の特性と近年の対策技術 

 

中央農業総合研究センター 生産体系研究領域 浅井元朗 

 

１．はじめに 

日本の麦作の雑草ではスズメノテッポウ，ナズナ，ノミノフスマなどが主要な防除対象であった。これ

らは通常，播種後の土壌処理型除草剤（以下，土壌処理剤）が十分効果を発揮していれば問題になること

は少ない。日本の麦作には 2013 年現在，生育期のイネ科雑草対象除草剤が登録されていないこともあり，

外来草種を含めたイネ科雑草の被害が顕在化している。また近年，外来の広葉雑草もまん延が確認されて

いる。さらにシロザ類，タデ類など，早春期に出芽して収穫までの短期間に結実に至る草種も現地ではし

ばしば確認される。その他，出芽期間が長いために土壌処理剤の効果が低く，生育期の追加防除が必要と

なる代表的な草種としてヤエムグラとカラスノエンドウがある。後者は種子が大きいために収穫物への

混入が問題視されている。 

このため被害地域ではその防除対策の確立が強く求められている。こうした草種の発生実態を把握

するための現地調査（木田ら 2007）や被害実態の簡易査定（鈴木ら 2010）とともに，有効な除草剤選

択のための現地試験も行われている。その際に幼植物段階で正確に草種を識別する必要がある。 

麦作の雑草問題の様相は麦作の体系や期間に応じた地域差がある。ここでは，関東地域で確認されて

いる外来広葉雑草，麦類と麦ほ場およびその周縁に生育する冬緑型のイネ科草種約 20 種，主に暖地で

問題となっている広葉雑草について，その識別点と生態等について概説する。次に，診断後に防除対策

を検討していく際の考え方について解説する。草種はおもに関東・東海地域を対象としたアンケート調

査結果および既存の文献による知見を総合し，必要に応じて各地域で現地を確認した情報にもとづいて

選んだ。本稿では可能な限り国内の冬作麦の雑草を網羅するように努めたが，関東地域における情報が

中心となっている。また，北海道の一部でおこなわれている春播麦類に関しては，情報収集が及ばなか

ったため除外する。 

 

２．外来広葉雑草の同定と防除 

近年，関東地域ではクジラグサ(Descurainia sophia)，ヒメアマナズナ(Camelina microcarpa)，グン

バイナズナ(Thlaspi arvense)，ツノミナズナ(Chorispora tenella)（いずれもアブラナ科），ノハラジャ

ク(Anthriscus caucalis)（セリ科），ヤグルマギク(Centaurea cyanus)（キク科）といった外来草種の侵

入事例が確認されている。このうち，グンバイナズナ，ヒメアマナズナ，ヤグルマギクは輸入麦類中への

種子混入が確認されている（浅井ら 2007）。 

北日本ではハルザキヤマガラシ（Barbarea vulgaris）（アブラナ科），カミツレモドキ（Anthemis cotula），

イヌカミツレ（Matricaria inodora），ナタネタビラコ（Lapsana communis）（キク科）といった北方系の

帰化雑草の侵入，被害が認められている。 

暖地ではアメリカフウロ（Geranium carolinianum）（フウロソウ科），マツバゼリ（Apium loptophyllum）

（セリ科），トゲミノキツネノボタン（Ranunculus muricatus），イボミキンポウゲ（Ranunculus sardous）

（キンポウゲ科）がしばしば麦ほ場に侵入，蔓延する（川名 1997）。 

各地域での出芽時期や麦作ほ場での越冬性，既存除草剤の効果等いずれも情報が少ない。種子サイズ

の小さい草種については関東地域の麦作ほ場で通常の土壌処理剤＋茎葉処理剤の防除体系でおおむね防

除は可能と推測される。グンバイナズナ，クジラグサ，ヒメアマナズナに対しては播種後土壌処理剤によ

る防除が有効であり，湛水土中で種子が死滅しやすいことが確認されている（青木ら 2012）。一方，ツノ
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ミナズナ，ヤグルマギクについてはより長期の湛水が必要であることが示唆されている（青木 私信）。北

東北の帰化草種に対しては土壌処理剤＋茎葉処理剤，あるいは土壌処理剤＋中耕除草の防除体系で防除

が可能である（橘ら 2008）。セリ科雑草のノハラジャクについては，トリフルラリン，リニュロン両剤の

効果が劣ることが現地調査から示唆されている（岡田・浅井 2010）。ツノミナズナ，ヤグルマギク，アメ

リカフウロは種子サイズに比例して幼植物が比較的大きいことから，土壌処理剤のみでは効果が不足す

ると予想されるものの，今後の検討が必要である。 

 

３．麦作イネ科雑草の形態と生活史 

麦作に発生するイネ科雑草としてはスズメノテッポウ，スズメノカタビラが従来から全国的に問題

であった。北海道において多年生のシバムギ，コヌカグサ（レッドトップ）がコムギ連作ほ場で問題と

なる。カラスムギやネズミムギ（イタリアンライグラス）といったイネ科雑草の被害が関東・東海地域

（浅井・與語 2005）をはじめ，長野県（青木・酒井 2004）など，本州以南の麦作で顕在・常態化して

いる。また，暖地において除草剤抵抗性スズメノテッポウ（内川ら 2007）やカズノコグサによる被害

も顕著である。被害ほ場ではもちろん，その周囲のほ場でも，蔓延を未然に防ぐために毎年，抜き取り

作業に相当の労力が費やされている。また，被害が著しい場合には，麦類の収穫放棄や次作の作付断念

を余儀なくされている。地域によってはこうした雑草の問題が麦作振興上の一大阻害要因となってい

る。 

一方，麦ほ場周囲の農道や法面には，イヌムギ，ネズミムギ，オニウシノケグサ（トールフェスク），

カモガヤ（オーチャードグラス），オオアワガエリ（チモシー），ナガハグサ（ケンタッキーブルーグラ

ス），ホソムギ（ペレニアルライグラス），といったおもに外来牧草に由来する草種が優占することが多

い。また，カモジグサ，アオカモジグサといった在来野草も生育している。そうした草種はしばしばほ

場の周縁部から内部へ侵入し，一部は麦類の害草となる。 

 

３−１．「冬緑型」イネ科草種について 

麦作のイネ科雑草の生活史について本稿では「冬緑型」という用語を用いる。生活史による雑草の分

類は，一年生，越年生，多年生とすることが一般的である。一年生は夏生一年生，越年生は冬生一年生

ともいう。本稿で対象とするのは主に冬生一年生草種であるが，夏期を根茎または越夏株の状態で過ご

し，秋期に新たなシュートを抽出して越冬し，春期から初夏にかけて出穂・開花する短年生（寿命の短

い多年生）の草種も含む。短年生の草種では種子あるいは株による越夏，どちらを主体として繁殖して

いるかは草種や立地によって異なる。潜在的に多年生であっても，麦圃内では種子で繁殖する一年生植

物としてふるまう草種も多い。そこで，冬生一年生と冬生短年生の両者を包括した用語として「冬緑型」

を用いる。 

なおスズメノカタビラなどのように，同一種内でも，低緯度地域では冬緑型（冬生），高緯度地域で

は夏緑型（夏生）の生活環をとるものもある。イネ科以外にも，コハコベ，ナズナなど，冷涼な地域が

原産のこのような種を cool season annual，それに対して完全な夏生一年生を warm season annual と

する。 

 

３−２．イネ科植物の穂の形態 

出穂後のイネ科植物は穂の形態で識別できる。イネ科植物の穂の基本形はカラスムギの構造がわか

りやすい。穂はいくつもの小穂 spikelet からなり，小穂の最下部は苞穎 glume がある。２枚ある苞穎

のうち，外側に重なる方を第一苞穎（first glume, lower glume），内側の方を第二苞穎（second glume, 

upper glume）とよぶ。苞穎の内側に小花 floret がある。カラスムギの場合，通常１小穂内に２〜３の
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小花があり，基部側から第１小花，第２小花，とよぶ。小花は護穎（外穎，lemma）とその内側に包ま

れた内穎（palea）がその内側のりん皮 lodicule，葯，柱頭などを包み，これが１つの花，である。こ

れを基本構造として，その変化型がイネ科のさまざまなグループの穂の形態を特徴づける。イネ科植物

の穂の形態に関しては，長田(1993)を参考にするとよい。 

 

３−３．イネ科植物の葉の形態 

麦作で問題となる雑草種の多くが，秋期に出芽し，越冬後に開花結実するという冬緑型の生活環を

もつ。したがって，防除上重要となる麦播種後から冬期は栄養生長期にあたり，形態的特徴が乏しい。

イネ科は非常に種数が多く，冬緑型の草種も少なくない。多年生の草種であっても，麦ほ場内では種子

に由来する幼植物も多い。そのため従来の図鑑（長田 1993）等で用いられている，根茎などの地下部

形態による検索は雑草防除を目的とした調査や診断においてはあまり有用ではない。 

出穂前のイネ科植物は形態的特徴が乏しく，その同定は困難である。しかし乏しいといえども，種

ごとに特徴的な葉の構造がある。そこに着目すればある程度まで草種の識別が可能である。識別の着眼

点は葉（葉身）の付け根（葉節部）にある。イネ科植物の葉は上半部が細長い葉身 leaf-blade となり，

下半部は葉鞘 leaf-sheath とよばれる。葉鞘と葉身の連結部が葉節部である。葉鞘は円筒形の鞘となっ

て桿 culm を包んでいる。幼植物の場合は桿が未発達である。新たな葉は古い葉の内側から抽出する。 

葉身と葉鞘の連結部の内側に葉舌 ligule という扁平でうすい膜質の付属物がある。その大きさ，色，

毛の有無などが種によってさまざまに異なり，識別に役立つ。ビエ類（Echinochloa spp.）は葉舌がな

いことが特徴である。代表的な夏生一年生雑草のエノコログサ類（Setaria spp.）ではこれが毛状とな

る。葉身の下端の両部が三日月型や半円形に突きだしたものを葉耳 auricle とよぶ。コムギ，オオムギ

は葉耳がよく発達するが，これが発達した雑草種は少ないので有用な識別点である。 

長田（1993），Hubbard（1984）等の文献から，前述した種について葉の形態に関する記載を整理し

た。さらに，植物体を種子から育成して，葉身の抽出様式，葉耳・葉舌の有無とその形態といった葉節

部の特徴を詳細に観察・調査し，文献情報と照合した。そうして，リストした草種を冬期に野外で識別

す る た め に 必 要 な 形 態 情 報 を 図 — １ に と り ま と め た 。 各 草 種 の 葉 節 部 の 画 像 は ，

www.affrc.go.jp/ja/research/seika/data_narc/h12/narc00S078 に掲載されている。 

ただし，４葉期以前では，植物体が小さく肉眼での観察が難しいこと，また，葉耳や葉舌が十分に発

達していないことなどから，この段階での同定が困難な草種もある。５葉期以降で分蘖のある個体であ

れば，特徴がほぼ明瞭になる。桑原(2008)には幼植物の形態も記載されている種がある。 

地上部のみでは種の判別が困難な場合でも，根に穎果が残っていれば，その形態を参考にすればよ

り確実に識別できる。穎果の形態は既存の文献（長田 1993）を参照するとよい。 

図—１では全国的に草種を網羅した。そのため，地域によってはほとんど出現しない草種も含んでい

る。実際に一地域で対象となる草種は麦類を含めて 10 種程度であろう。そこで必要に応じて図１を簡

略化すれば，識別の着目点はより少なくなる。 

 

４．主要な麦作イネ科草種の特徴と麦ほ場での生態・防除 

図—１にしたがって，ここでは冬緑型イネ科草種を，葉が二つ折りで抽出するもの，葉が巻いて抽出

し葉耳があるもの，葉が巻いて抽出し葉耳のないもの，の３グループに分けて解説する。 
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＜葉が二つ折りで抽出する＞ 

葉の先端がボート状になっていればスズメノカタビラの仲間（Poa 属）またはドジョウツナギ属

(Glyceria)である。後者は近年，九州において帰化種 Glyceria declinata と思われる種の麦ほ場への

侵入・定着が確認されている。 

スズメノカタビラ（Poa annua L.）：葉舌が明瞭で，葉は柔らかい。出穂期間は幅広く関東以西であれ

ば冬期でも出穂する。高緯度地域では夏生一年草の生活環をもつ。草丈が低いので目につかず，麦類の

収穫期には枯死している場合が多い。そのためあまり害草とはみなされていないが，多発すれば麦類の

減収をもたらし，麦類への追肥を収奪して品質面にも影響を及ぼしている可能性が高い。 

オオスズメノカタビラ（P. trivialis L.）：牧草，芝生として栽培されるナガハグサ（ケンタッキー

ブルーグラス，P. pratensis L.）に似るが，葉舌の長さが異なり，オオスズメノカタビラは長く，ナ

ガハグサはごく短い。また植物体全体がざらつくこと，葉鞘が赤褐色を帯びることが多い点がスズメノ

カタビラと異なる。出穂期間が初夏に限られることもスズメノカタビラと異なる。出穂時の草高はオオ

ムギを上回り，出穂直後の穂は緑色だが，開花，結実が進むとともに紫色を帯びる。 

帰化雑草と考えられており，路傍に多い。路傍，畦畔では多年生，麦圃内では冬生一年生として生育

葉耳はあっても短く奇形 葉鞘は平滑で基部は赤い 葉身下面光沢
上面脈打つ
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ホソムギ
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カモガヤ*
（オーチャードグラス）

葉舌は切形で短い

葉舌は先が尖り長い

葉鞘平滑 葉身ざらつく ナガハグサ*
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葉鞘平滑
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葉耳は爪状 葉鞘は密毛~ 無毛白粉 葉身ざらつく アオカモジグサ  /カモジグサ

葉耳はわずかにあり 葉鞘は白毛 葉身上面ざらつき下面平滑
有毛または無毛

葉身は右回りに捻れる ライムギ

葉鞘は白毛密生

葉鞘は毛疎ら

葉鞘は平滑
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ざらつく
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（レッドトップ）

葉身明緑色でやや幅広，根は白色

葉身緑色でやや幅狭い，根は赤褐色を帯びる

カズノコグサ

スズメノテッポウ
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にならない

葉耳なし

エンバク
Avena  sativa
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図－１：麦類および主要冬緑イネ科雑草幼植物の葉の形態による検索．
太字は栽培麦類，（　）内は英名，＊は寒冷地以北に多い草種，下線は多年生，点線部分は穂の形態

＜新葉は二つ折りで抽出＞

＜新葉は巻いて抽出＞
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していると考えられる。香川県で多発が確認され（藤田ら 2010），北陸地域のオオムギ転作ほ場でも侵

入を確認している。香川県では水稲−麦類の二毛作体系での発生が確認されていることから，カラスム

ギ，ネズミムギとは異なり，夏期湛水による耕種防除は期待できない。 

 

その他，二つ折りで抽出し，わずかでも葉耳があり葉に光沢があればホソムギ（Lolium perenne L.），

葉耳がなく全草ざらついていればカモガヤ（Dactylis glomerata L.）の可能性が高い。両種とも多年

生で，牧草として導入されて北日本で広く自生し，農地周辺に多いが，麦ほ場の内部まで侵入すること

は少ない。ホソムギについてはネズミムギの項であわせて解説する。 

 

＜葉が巻いて抽出し，葉耳のあるグループ＞ 

葉耳の大きさと葉鞘の毛で識別できる。麦類ではオオムギ（Hordeum vulgare L.），コムギ（Triticum 

aestivum L.）の葉耳は大きく発達して茎を抱くが，オオムギの葉耳は特に発達し，相互に重なり合う。

ライムギ（Secale cereale L.）の葉耳はあっても目立たず，葉鞘に毛が密生する。 

雑草では，シバムギの葉耳が明瞭で茎を抱くが，他の草種ではそれほど発達せず，痕跡程度のものも

ある。 

オニウシノケグサ（Festuca arundinacea Schreb.）：葉耳の縁にごく短い毛があり，葉の縁はざらつ

く。牧草および緑化用に全国各地に導入された多年生草種で，ネズミムギ，イヌムギなどと混生するこ

とが多い。農道，法面に普通にあるが，ほ場内に侵入することは少ない。 

ネズミムギ（イタリアンライグラス，Lolium multiflorum Lam.）：葉鞘および葉身背面に光沢がある

ことが特徴である。典型的なホソムギは葉が二つ折りで抽出することで識別できる。しかし，自生する

ライグラス類はかなりの頻度でホソムギ，ネズミムギ両者の中間的な形質をもっており（山下 2002），

DNA レベルでの雑種はごく普通である(Tobina et al., 2008)。ライグラス類は自家不和合性をもつ他

殖性で相互に交雑可能であることから，連続的な変異の両極がネズミムギ，ホソムギである，とみなし

た方がよいかもしれない。 

全国各地に自生している。ライグラス類は牧草として栽培されるほか，法面緑化資材として農耕地周

辺に大量に導入され，周辺に逸出・自生している（山下 2002）。実際，現地の状況から法面など周辺緑

地から耕地内に侵入したと考えられる現場も多い。東北以南の麦作で近年，その被害が年々増加傾向に

あると思われる。青森（前嶋 私信），長野（青木・酒井 2004），静岡（平野ら 2000），三重，愛知（徐 

2007），京都（女坂 私信），兵庫（鍋谷 私信），九州地域（西脇・寺本 2002）等でライグラス類蔓延事

例の報告があり，近年はむしろカラスムギ以上に蔓延地域が拡大していると思われる。カラスムギの発

生ほ場にはネズミムギも侵入している場合が多い。 

多発した場合，コムギの減収率は 80％に達する（鈴木ら 2010）。ネズミムギの侵入した集団転作地

において発生量を連年観測した結果から，水稲作への復田後には発生量が激減する事例が多いことが確

認されている（木田ら 2007）。ネズミムギ種子の湛水土壌で 90%以上死滅させるには２ヶ月近い連続し

た湛水が必要である（木田・浅井 2006）。そのため，漏水するような条件ではむしろ代掻きによってほ

場全体に拡散する可能性がある。実際，温暖地の砂壌土の二毛作ほ場のコムギにおいてネズミムギのま

ん延が続いているという地域がある（宮田 私信）。 

つくば市内のネズミムギ発生ほ場において出芽時期とその後の運命を調査したところ，コムギ登熟期

に出穂していたネズミムギの 90％以上がムギ播種前に出芽していた個体が播種時（11 月下旬）に埋没・

枯死しきらずに生残・再生したものであった。ムギ播種後の出芽個体の大半が出穂に至らず冬期に枯死

していた（浅井 2005）。このことは関東平野の平年条件では，効果の高い土壌処理型除草剤を適期に処

理してネズミムギの年内出芽集団を防除できれば，収穫期の雑草害にはほとんど至らないことを示唆す
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る。関東地域の３年４作ブロックローテーションがなされている地域でのモニタリングによれば，コム

ギ作において，ネズミムギはほ場周辺からの侵入と思われる低密度の発生が散発的に確認される程度で

ある（浅井 未発表）。一方，静岡県中遠地域の転作ほ場では２〜３月にかけてもネズミムギが出芽を続

ける（稲垣ら 2009; 石田ら 2012）ため，温暖で出芽期間の長い地域では播種後土壌処理剤以外の防除

手段も必要である。同じジニトロアニリン系除草剤でもペンディメタリン剤よりトリフルラリン剤がネ

ズミムギの防除効果が高く，プロスルホカルブ剤はトリフルラリン剤と同等以上の効果を示すことが確

認されている（浅井・與語 2010）。現地ほ場での効果の確認が期待される。 

グリホサート剤による雑草防除を連年継続してきた静岡県の水田畦畔において，グリホサート抵抗性

のネズミムギの出現が確認された（Niinomi et al. 2013）。グリホサート剤を主体とした畦畔管理は

日本各地で行われていること，ネズミムギのグリホサート抵抗性集団は日本に先立って世界各地で出現

していることから，今後他地域でも確認される可能性があり，要警戒である。 

 

シバムギ（Elymus repens (L.) Gould.）：コムギほどではないが，葉耳が明瞭に発達する。葉鞘に短

い毛を密生することが多いが，その密度には変異がある。東北地方以北で，地下茎由来のクローンが主

に繁殖し，後述するコヌカグサ（レッドトップ）と同様，小麦の連作ほ場で問題となる。侵入ほ場では

小麦播種前の非選択性除草剤による防除が求められる。 

シバムギと同じ Elymus 属に分類されるカモジグサ（E. tsukushiensis Honda var. transiens 

(Hack.) Osada），アオカモジグサ（E. racemifer (Steud.) Tsvel.）は農道，法面に多い多年生の在

来植物である。ほ場周辺部に侵入することがあるが，全面に蔓延することはない。葉耳はあるが爪状で

ごく小さい。カモジグサは栄養生長期の葉の広げ方が他草種と比べてやや乱雑で‘寝乱れた’印象を受

けるのも特徴といえる。カモジグサが畦などの湿った，硬い土地に主に生育するのに対し，アオカモジ

グサは乾いた草地に生える傾向がある。 

 

＜葉が巻いて抽出し，葉耳はない＞ 

葉鞘に毛があるものにはカラスムギとイヌムギがある。 

カラスムギ（Avena fatua L.）：葉鞘から葉身基部にかけてまばらに毛があるが，その密度は種内の変

異が大きい。幼植物の葉は幅，長さともにコムギ，オオムギ並みで，種子由来の葉ではここに挙げた草

種のうちで最も大きい。葉身の捻れ方向がコムギ，オオムギと異なり，カラスムギでは左（反時計）回

り，コムギ，オオムギでは右（時計）回りに捻れる。また，コムギ，オオムギに比べてやや葉身が灰色

を帯びた印象がある。 

カラスムギとよく混同さていれる‘エンバク’には，飼料として栽培される６倍体種（A. sativa L.）

と，ヘイオーツとして知られる緑肥用の２倍体種（A. strigosa Schreb.）が含まれる。後者は紛らわ

しいことに“野生エンバク”とも称される。両種ともにカラスムギに比べて葉鞘の毛が少ない場合が多

いが，穂の形態を確認しないと識別は難しい。 

カラスムギは麦作の世界的な雑草で，日本でも温暖地以西の畑地，固定転作ほ場で大きな被害を及ぼ

している（浅井 2007）。関東東海地域を対象とした 1999 年のアンケート調査では茨城県西部〜埼玉県

東部に激発地が集中していた（浅井・與語 2005）。その後栃木，群馬両県でも多発事例が確認されてお

り，静岡（木田 2004），佐賀（西脇・寺本 2002）にも被害地域がある。被害が著しい場合には，当年

の収穫を放棄するのみならず，翌年以降の麦類の作付けを断念する事例も少なくない。1990 年代後半

の麦類振興政策による転作の拡大が頭打ちとなったことで作付地域の絞り込みが進んだ結果，カラスム

ギの多発地域から麦作を撤退した事例もあるようで，そのために被害の進行の割に被害面積は拡大して

いないといった側面があると思われる。さらに近年，北海道中央部の秋播コムギ−春播コムギの輪作畑
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でも被害が確認されている（平田 私信）。 

麦作期間に実行可能なカラスムギの防除手段は限られているため，麦類が栽培されていない夏場に種

子の密度を減らすことが重要となる。よく知られていることだが，夏期湛水条件でカラスムギ種子は比較

的容易に死滅し（鶴内 1986），地温約 25℃の湛水土壌中では２週間程度で全滅する（木田・浅井 2006）。

このため，まん延による被害はこれまで畑作および固定転作畑に限られている。深耕による種子の埋め込

みは翌年の発生抑制には効果が高い（青木・戸田 2000; 金井 2002）が，連年継続した場合の効果は未検

討である。 

既登録除草剤ではトリフルラリンが最も効果が高い（浅井・與語 2004）が，その効果はほ場レベル

では不十分で播種後約１ヶ月以内に出芽した個体の半数程度が枯死するにすぎない（浅井ら 2010）。そ

のため通常，麦類の遅播きによる防除効果の方が高く（浅井・與語 2010），激発地では収量を犠牲にし

て一般に行われている対策である。 

カラスムギ種子は脱落後，地表面で越夏した場合に１〜２ヵ月出芽時期が前進し，冬期の出芽数は減少

する（浅井 2007）。実際に，ムギ類−夏期不耕起−ムギ類の体系ではカラスムギ密度が減少することがほ場

試験レベルで確認されている（浅井 2007）。カラスムギの総合的防除にこの点の活用が期待され，ムギ後

不耕起ダイズの栽培体系はそれ自体がカラスムギの増加を抑制している可能性がある。ただし，不耕起期

間の地表面のカラスムギ種子の減少には昆虫等による種子食害も関与する（浅井ら 2008）ため，現地で

の効果には変動があるだろう。 

 

イヌムギ（Bromus unioloides H. B. K.）：葉鞘に白毛が密生する。本州以南の路傍にネズミムギ，オ

ニウシノケグサとともに優占草種となっている。農道，路傍では株で越夏している。関東地域では農道

際から麦圃周縁部にイヌムギが侵入したほ場をしばしばみかける。同属のスズメノチャヒキ（B. 

japonicus Thunb.）が関東地域内の麦ほ場で近年散見されるようになった。これも葉鞘に白毛が密生す

るが，イヌムギは葉鞘が扁平であるのに対し，スズメノチャヒキは円筒型である。 

以下の草種は葉耳がなく葉鞘が無毛である。コヌカグサ，オオアワガエリ，オオスズメノテッポウは

東北以北に多く，葉身がざらつく。 

コヌカグサ（レッドトップ，Agrostis gigantea Roth）：シバムギと同様，東北以北で問題となる。葉

耳が無いことでシバムギと区別がつく。地下茎由来のクローンが主に問題と思われるが，麦圃内で種子

由来とどちらがどの程度寄与しているのか不明である。北海道でオオスズメノテッポウ（Alopecurus 

pratensis L.）がときおりほ場内に侵入する。穂の外見はオオアワガエリ（チモシー，Phleum pratense 

L.）に似るが，小穂の構造は明らかに異なり，また，出穂前でも葉舌の形状が異なることで識別できる。

オオスズメノテッポウの葉舌は切形（途中で切りおとしたたように平ら）で他の草種に比べて厚みがあ

る。オオアワガエリの葉舌は波打つかなめらかだが，コヌカグサの葉舌は距歯となる。 

スズメノテッポウ類とカズノコグサは葉鞘，葉身ともざらつかない。カズノコグサはスズメノテッポ

ウと比べてやや葉身が幅広く，葉色が明るいが，葉の形質のみでスズメノテッポウ幼植物と識別するの

は難しい。根の色が異なり，スズメノテッポウはやや赤褐色を帯び，カズノコグサは白色である（森田

ら 1990）。生育のごく初期については幼植物をていねいに堀取れば，基部についている穎果の形態で

識別できる。 

スズメノテッポウ（Alopecurus aequalis Sobol.）：日本の麦作では従来，最も問題になっていた草種

である。広義のスズメノテッポウを「水田型」「畑地型」の２変種に分類する考えがあり，両者はその

形態，生態に明瞭な差異がある（松村 1967）。前者を狭義のスズメノテッポウ Alopecurus aequalis 

Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi とし，畑地型に対してはノハラスズメノテッポウ var. aequalis

とする見解がある。 
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スズメノテッポウに極めて近縁な種にセトガヤ（A. japonicus Steud.）がある。穂が大きく，葯の

色が白色であることが橙色のスズメノテッポウと異なる。関東地方以西で見られ，西日本では麦作の雑

草となる。その麦圃内での発生実態，スズメノテッポウとの生態的差異はよくわかっていない。 

セトガヤ，スズメノテッポウ，ノハラスズメノテッポウは穎果のサイズが明らかに異なり，セトガヤ

が最も大きく，ノハラスズメノテッポウが最も小さい。それに相応して幼植物の葉のサイズも異なる。

したがって，同じ葉齢であっても草種ごとに除草剤に対する感受性が異なると考えられる。例えば，一

般にスズメノテッポウ５葉期までとされているチフェンスルフロンメチル剤の処理葉齢限界は実際に

は草種毎に異なる可能性が高い。 

メーカーの自主調査などにより関東以西の広い地域においてチフェンスルフロンメチル抵抗性とみ

られる集団が気づかれ，問題となっている。さらに，福岡県で確認されたチフェンスルフロンメチル抵

抗性のスズメノテッポウ集団の一部が，トリフルラリンに対しても抵抗性の複合抵抗性であることが確

認された（大段ら 2005; 内川ら 2007）。その後，複合抵抗性スズメノテッポウは北部九州に広域に存

在していることが大段らの調査によって確認された。関東地域においても確認されている（大谷 2010）。

除草剤の使用歴から考えると，トリフルラリン剤の長年の連用によって選抜された同剤抵抗性集団が後

にチフェンスルフロンメチル剤に対しても抵抗性を獲得した可能性が高い。 

抵抗性スズメノテッポウ対策として新規の土壌処理剤の効果の検討が行われており，インダノファン

フロアブル剤，エスプロカルブ・ジフルフェニカン乳剤，プロスルホカルブ乳剤の除草効果が高い（西

田ら 2009）ことが報告されている。2010 年から登録，販売された新規剤について，販売メーカーの技

術資料を参考に，様々な条件での効果実証が期待される。農研機構・九州沖縄農業研究センターではこ

れらの新規剤と浅耕播種，不耕起播種を活用した抵抗性スズメノテッポウの防除体系の効果を実証し，

技術紹介パンフレットを公開している（農研機構・九州沖縄農業研究センター 2012）. 

 

カズノコグサ（Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald）：排水不良な転換田など土壌水分条件の

高い立地で発生が多い。特に西日本で問題となっている。 

スズメノテッポウとの成長点深度の違いがジニトロアニリン系除草剤による効果の差をもたらすこ

とが解明されている（森田 1994）。スズメノテッポウに比べて既存の土壌処理剤の効果が低い（大段

ら 2004）。また，チフェンスルフロンメチル剤の効果が発揮されるのは，スズメノテッポウが５葉期

であるのに対し，カズノコグサは３葉期以下である（大段ら 2003）。カズノコグサの防除対策として

新規の土壌処理剤の効果の検討が行われており，インダノファンフロアブル剤とエスプロカルブ・ジフ

ルフェニカン乳剤の安定した除草効果が確認されて，後者は 2010 年に農薬登録された。現地での効果

実証が期待される。 

 

葉が巻いて抽出し，葉耳のないグループでは近年，ヒゲガヤ（Cynosurus echinatus L.）が北海道，青

森県の麦ほ場で，ヒエガエリ（Polypogon fugax Nees ex Steud.）が暖地の麦ほ場での蔓延が確認さ

れている。また，樹園地の草生栽培に利用され，道路法面に自生している帰化植物ナギナタガヤ（Vulpia 

myuros (L.) C.C.Gmel.）もしばしば麦ほ場内でも見つかる。 

 

４．在来の広葉雑草 

４−１．カラスノエンドウ（Vicia angustifolia） 

マメ科でヤハズエンドウとも呼ばれる。本州から九州にかけて広く分布している。地下子葉性で種子

の出芽可能深度は深い。葉は複葉で互生し，第１葉は１対の２小葉である。成植物では 12〜14 枚の小

葉をもつ偶数羽状複葉となる。葉の先端に巻きひげがあり，麦ほ場内では麦に巻き付きながらはい上が
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って成長する。莢は熟すと黒色となり弾け，種子は径約 3mm，千粒重 14〜15g となり，麦の収穫子実に

混入すると選別が困難で大きな問題となっている。近縁種にスズメノエンドウ（V. hirsuta）とカスマ

グサ（V. tetrasperma）があるが，これらの草種に比べてカラスノエンドウは植物体や花冠，種子サイ

ズが明らかに大きい。１花柄の花数が少ないが，１莢種子数は多い。緑肥や被覆植物として利用されて

いるヘアリベッチ V. villosa も麦畑に逸出した場合，カラスノエンドウと同様に麦類に絡みつく害草

となる。 

カラスノエンドウに限らず，種子サイズが大きく出芽期間が長い草種の防除は通常，土壌処理剤のみ

では不十分である。土壌処理剤ではペンディメタリンが比較的高い効果を示す（大段ら 2005）。生育期

茎葉処理型除草剤（以下，茎葉処理剤）ではアイオキシニル剤が高い効果を示し，チフェンスルフロン

メチルはそれに劣り，ピラフルフェンエチル剤はほとんど効果を示さない（大段ら 2006）。発生密度に

応じた体系処理の効果，経済性の検討が求められる。 

 

４−２．ヤエムグラ（Galium spurium） 

アカネ科で日本全国に分布する。子葉の先端がわずかにくぼみ，第１葉は４枚の葉が輪生し（正確に

は１対の葉と托葉），生育が進むと６〜８枚の葉が輪生する。茎は四角柱状で稜に沿って逆向きの棘が

ある。葉の縁にも棘があり，麦圃内では麦にこれらの棘を引っかけながらはい上がるように成長する。

種子の表面には鈎状の毛が生えており，衣服などに付着する。 

カラスノエンドウ同様，出芽時期が長引くため，播種後土壌処理剤のみでは防除は不十分である。処

理時期の幅広い茎葉兼土壌処理剤の場合，処理時期が遅いほどヤエムグラに対する効果の高い成分があ

る。茎葉処理剤ではピラフルフェンエチル剤が生育の進んだ個体に対しても高い効果を示す（大段ら 

2003）。 

 

４−３．‘春雑草’ 

早生型のシロザ(Chenopodium album ?)，コアカザ(Chenopodium ficifolium)（アカザ科），ミチヤナギ

(Polygonum arviculare)，ハルタデ(Persicaria maculosa)，サナエタデ(Persicaria lapathifolia var. 

incana)，ソバカズラ(Fallopia convolvulus)，イシミカワ（Persicaria perfoliata），ママコノシリヌ

グイ（Persicaria senticosa）（タデ科）といった，越冬能力を持たない草種が麦類収穫期に蔓延してい

るほ場が散見される。タデ類など，春雑草の問題は西日本で近年顕著になっている（大段 私信）。ハルタ

デとサナエタデは托葉鞘の縁に毛がある（ハルタデ），ない（サナエタデ）が識別点となる。ソバカズラ

はつる性で麦類に絡みつき，イシミカワ，ママコノシリヌグイでは刺のある茎で寄りかかり，収穫時に倒

伏を招くこともある。 

関東地方でこれらの草種が問題となる場合の多くは，遅播きあるいは出芽不良によって麦類が生育不

良となって春期に土面が露出している場所である。早春期にこれらの雑草が出芽し，麦収穫期までの短期

間に開花・結実に至る。このような耕種的要因とは別に，近年の暖冬傾向の継続がこれら草種の出芽時期

の変化および麦作ほ場内での冬期の生存率に及ぼしている影響についても今後解析が必要である。 

近年，九州地域でタデ類の多発圃場が増加傾向にあり，先述した抵抗性スズメノテッポウの対策剤導

入・普及ほ場においてそれが顕著である（大段 私信）。茎葉処理剤として評価されてきたチフェンスルフ

ロンメチル剤の冬期処理による春期の広葉雑草に対する土壌処理効果の再検討が必要と思われる。 

前作がソバ（Fagopyrum tataricum）であった場合，こぼれ落ちた子実が翌春に出芽し，麦類の収穫期

までに結実する。これも春雑草の一種といえるだろう。広葉雑草対象の茎葉処理剤の処理晩限以降にもソ

バが出芽することや，その時期に全面処理した除草剤は群落下層のソバ実生には届きにくいため，防除が

難しい。ソバ跡には麦類を作付けしない，あるいは麦作予定地にはソバを栽培しないことが抜本的な対策
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である。 

 

５．診断・同定から現地試験へ 

このような，麦作の難防除雑草の問題は近年，各地で増加していると思われる。‘思われる’とした

のは，発生動向を全国統一して経年的に観測する体制が存在しないので，増加を裏づけるデータがほと

んど存在しないためである。しかし，現地の実状を知る各地の担当者の多くが問題の増加を感じている。

筆者の見解だが，ある程度以上の栽培規模をもつ固定化された麦の転作団地には，かなりの割合でイネ

科雑草の問題が既に生じているか，今後生じる可能性が高いと考えている。 

イネ科雑草の防除が困難である理由の一つは，麦類生育期に処理可能なイネ科用除草剤が日本では

2012 年時点で登録されていないことである。そのため，発生ほ場ではジニトロアニリン系，チオカー

バメート系等，イネ科植物に効果が高い有効成分を含む土壌処理剤に加えて，一部の草種にある程度の

効果が認められているスルホニルウレア剤，IPC を含む混合剤の体系処理等によって，かろうじて増加

を抑えている場合が多い。今後，担い手を主体とする麦作経営の規模拡大と省力化が進むとすれば，現

状のイネ科雑草の防除手段はそれに応えるものとは言いがたい。 

麦作に発生する難防除雑草に対する診断と防除対策の策定は，次のような段階で現場と研究が連携・協

力して取り組みを進めることが望ましい。詳しくは浅井(2006, 2008)を参照されたい。イネ科を主体とし

た記述であるが，広葉雑草の場合は，茎葉処理剤の効果（処理時期，処理濃度，処理時期の雑草のサイズ

分布）検討を考慮に加えればよい。 

 

５−１．防除試験の設計：出芽時期の確認 

麦播種前，越冬前，越冬後のいずれの時期に出芽した個体が減収をもたらすかを特定する。それぞれ

の時期ごとに実施可能な防除手段を絞り込む。特に雑草害の主因が麦播種前から生えていた個体であっ

た場合は，播種前の耕起または非選択性茎葉処理剤による防除を徹底する必要がある。麦類播種後の出

芽個体による雑草害も大きい場合，その出芽パターンを経時的・定量的に把握する。出芽の観測には幼

植物の識別が必須である。そして既登録の土壌処理剤の効果を確認し，効果の高い除草剤を選抜する。 

生産現場は早急な雑草対策を求める。そこで有効な除草剤を選ぶために現地試験を行うことが多い。

しかし‘急がば回れ’である。ほ場に対象雑草が均一に生えていたのか？ 現地担当者が幼植物の識別

ができるのか？ そうした点を踏まえていない拙速な現地試験では結果の解釈ができず，その後に繋が

らない。条件が整わないままに現地試験はすべきでない。また，有効な既登録剤が見つからなかった場

合にも，そのまま放置せず，その後に繋げることを想定して試験設計やデータの公表を考えてもらいた

い。まず防除試験に先立って行うべき出芽調査について述べる。 

日本の麦類用除草剤の多くは土壌処理剤または茎葉兼土壌処理剤である（付表）。したがって，現状

で最適な除草剤もその中から選択される。土壌処理剤の防除効果は雑草の出芽パターンと除草剤の効果

持続期間との関係に左右される。防除対象とする草種の出芽パターンが把握できれば，除草剤の効果を

評価しやすい。雑草の出芽と生育は地域の気象条件の影響を受ける。したがって他地域の知見はあくま

で参考程度であり，現地での出芽パターンの観測が不可欠である。その地域での対象雑草の出芽時期が

特定できれば，土壌処理剤の効果持続期間との関係が理解できる。さらに，体系処理の必要性やその効

果についても仮説や予測が提示できる。出芽調査を防除試験に先立っておこなうべきである。 

 

５−２．ほ場試験にあたって：現地と場内ほ場 

ほ場試験では，現地の出芽調査で得られた結果から防除要件を明確化し，既存の土壌処理剤のみで防

除が期待できるか否か，また遅発生個体の割合とその収量・次年度発生への影響がどの程度かなど，仮



15 

 

説を立て，それを検証する。少なくとも現地で防除が必要な草種群に対しては最も効果の高い除草剤が

どれであるのか，が答えられる必要があるだろう。 

土壌処理剤の効果確認は，現地での出芽挙動を再現した条件で試験を行うことが望ましい。防除効果

を比較・検証する試験は試験場内のほ場で実施できれば望ましい。まず目的とする雑草が発生するほ場

を準備する。ほ場に雑草種子を均一に播種し，出芽可能深度全層に混和する。しかしそのようなほ場試

験が可能な研究機関はきわめて限られている。そのため現地ほ場での試験が必要となる。 

実態調査の際にできるだけ雑草が均一に発生しているほ場と試験に協力してくれる生産者を選んで

おく。供試薬剤メーカーの現地担当者への呼びかけ，現役の職員以外にも現場の栽培，農家事情を熟知

している OB 等の助力が得られれば力強い。 

現地試験の場合は，無処理対照区において定期的な出芽観測を行い，出芽パターンのデータが得られ

れば，試験結果の解釈を補助し，適用範囲がより明確になる。試験場内の試験結果と現地でのそれとの

ずれを正しく認識し，そのズレが何によって生まれ，それをいかに技術的に評価・解決するのかという

視点が常に必要である。 

 

５−３．おわりに 

現場から問われるのは，“この草は何か，何が効くのか？”である。幼植物時の雑草の診断について

は浅井(2012)を有効活用されたい。効果のある剤について情報を集め，紹介するだけあれば，農協の営

農指導員，農薬メーカーの営業担当者でもできる仕事である。効果のある剤が存在しない場合に，中期

的にいかに対策プランを立て，行政事業と連動させるのか，こそが普及指導員でなければできない役割

である。 
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大豆作の外来難防除雑草の特性と近年の対策技術 

中央農業総合研究センター 生産体系研究領域 澁谷知子 

 

１.はじめに 

 大豆作で発生する主要問題雑草は、従来は、ヒエ類やメヒシバなどのイネ科雑草、タデ

類、シロザ、スベリヒユ、転換畑で排水が不良な場合にはカヤツリグサ、タカサブロウ、ア

メリカセンダングサなどであった。大豆作の除草体系として、播種後の土壌処理除草剤と生

育期のイネ科雑草対象の茎葉処理除草剤に加え、広葉雑草対象の茎葉処理除草剤の使用が

一般的になったことから、広葉雑草対象の茎葉処理除草剤の効果が低いシロザ、ホソアオゲ

イトウやホナガイヌビユなどのヒユ類、帰化アサガオ類、イヌホオズキ類やホオズキ類、オ

オオナモミ、アレチウリ、アメリカツノクサネムなどの外来雑草が難防除雑草として問題と

なっている。一般的な防除体系で防除できない雑草は、いったん侵入するとあっという間に

まん延していく。このため、侵入前から警戒し、侵入初期に種子などの繁殖期間を形成させ

ないタイミングでの防除を徹底する必要がある。 

 

２.難防除雑草の特性 

(1)外来雑草の侵入 

難防除雑草のほとんどは種子繁殖する一年生の帰化雑草である。侵入経路については

「研修科目 1. 外来難防除雑草の侵入経路と飼料作雑草の特性，近年の対策技術」を参照

していただきたい。このような外国からの帰化雑草が大豆圃場内に侵入する経路は完全に

は解明されたわけではないが、一つの経路として堆きゅう肥を介した侵入が考えられてい

る。輸入飼料には外国で防除されなかった雑草の種子が混入しており、飼料と一緒に

家畜の体内に入った雑草の種子はほとんどが死滅せずに排泄される。雑草種子は湿潤

条件で加温されると死滅するため、最高温度が 60℃以上になる様に作られた堆きゅう

肥では、その中の雑草種子はほとんどが死滅する。逆に言えば、未熟な堆きゅう肥の

中には生きた雑草種子が含まれている。外来雑草の圃場への侵入を遮断するために

は、完熟した堆きゅう肥の使用を徹底することが重要である。 

このような雑草は圃場内に侵入していなくても、畦畔等で繁茂し、種子が生産され

ている状況がよくみられる。畦畔等で生産された種子は圃場への侵入源となる。圃場

周辺では草刈り機による機械的防除や非選択性茎葉処理除草剤による化学的防除による管

理が可能なので、雑草が種子を作る前にタイミングよく防除することが重要である。花が

咲いたものを刈り取って放置すると種子が後熟するので、圃場周辺に放置することなく適

切に処理しなければならない。 

また、水稲作においてはこれらの雑草は問題にならないことが多いため、水田畦畔や水

稲刈り後に生育していても見過ごしてしまい、大豆に転換した際に大問題となることがあ

る。輪作体系の中で連携して防除し、大豆圃場への侵入を防止することが重要である。 

(2)種子に関する特性 
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難防除雑草は種子に関して以下の特性のいくつかを持っている。 

①休眠性を持ち、寿命が長い 

②発生期間が長い 

③種子が大きく深いところから出芽する 

これらの特性から土壌処理剤が効きにくく、中耕等の機械的防除をしてもその後に出芽

してくるので、一度種子を落としたら何年も防除し続けなければならないことがわかる。 

(3)生育期の特性 

難防除雑草は生育期に関しては以下の特性のいくつかを持っている。 

①大豆の生育期に全面処理できる除草剤に対する感受性が低い 

②生育が早いか再生力が大きい 

③大型草種のため光や養分の競合により減収をもたらす 

④つる性のため除草防除作業の妨げとなったり、大豆を覆いつくす 

⑤大豆の収穫期まで生育が旺盛で葉や果実が汚損粒の原因となる 

⑥短日性で早く出芽すると種子を多量に生産し、遅く出芽するとすぐに種子を生産する 

土壌処理除草剤が効きにくく、かつ、大豆生育期に全面処理できる茎葉処理除草剤が効

きにくいとなると、機械的防除や非選択性茎葉処理除草剤の畦間処理等が有用となる。し

かし、生育が早くて再生力が大きいと機械的防除でも防除困難となり、つる性で大豆や雑

草同士で絡みつくと管理機等も入れなくなる。ただ、難防除雑草といえども大豆が完全に

畦間・株間を覆ってしまえば、その下では光が届かないために生育できない。それまでの

防除をどのようにするかが重要となる。 

(4)各地域での生育特性 

 問題雑草の生育特性は一般的なものとして把握するだけではなく、その地域での気象、

栽培体系での生育特性を把握することが最も重要である。畦畔及び圃場内での出芽、開

花、結実の時期、耕起や中耕の時期、除草剤の種類や散布時期、冬季の管理方法など、現

場の観察で得られる情報は非常に多く、そこから防除体系の組み立てが始まる。そして、

問題となっている現場での観察と情報収集によって、防除方法の改善点や現在の技術で解

決可能かなどを考えることができる。 

 

３.近年の対策技術 

大豆作の雑草防除の基本は、播種前に生育していた雑草の枯殺（耕起あるいは非選択性

茎葉処理除草剤の処理）、播種後出芽前の土壌処理除草剤の処理、生育期の中耕培土ある

いは茎葉処理除草剤の処理であるが、何よりも大豆の出芽苗立ちを確保することが重要で

ある。近年、新しい除草剤成分や既存除草剤の新しい使い方、新しい機械除草機などが開

発されているので、以下に解説する。本稿では除草剤は成分名で記載するが、同じ成分で

も登録内容が異なるものもあるので、注意が必要である。また、2013 年 8 月 6日の農薬登

録に基づいて記載しているので、常に最新の農薬使用基準を参照していただきたい。 

これら近年の対策技術は新しい機械の導入が必要なものもある。それぞれの地域の生産

者に受け入れられるのかなど現場を把握している者の判断が重要である。 

(1)播種前に生育している雑草の防除（耕起または非選択性茎葉処理除草剤の利用） 
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 大豆播種前にすでに発生している雑草は完全に防除する必要がある。耕起は丁寧に行い

雑草を埋没させ、再生を防ぐ。すでに耕起で埋没できないほど生育している雑草に対して

は非選択性茎葉処理除草剤の耕起前処理が有効である。不耕起播種栽培では非選択性茎葉

処理除草剤の使用が不可欠となる。播種後大豆の出芽前までに処理できる薬剤が多い。非

選択性茎葉処理除草剤は、数種が販売されているが、それぞれ効果完成までの速さや移行

性に特徴があるので、発生雑草種に応じて選択する。 

非選択性茎葉処理剤の 2種類の混合剤であるグリホサートイソプロピルアミン塩・ピラ

フルフェンエチル水和剤は、広葉雑草に効果が高く速効性成分のピラフルフェンエチルと

根まで移行して枯らすグリホサートイソプロピルアミン塩の混合剤で、帰化アサガオ類な

どにも効果が高いとされている。 

(2)広葉雑草対象の土壌処理除草剤 

大豆作で使用できる広葉雑草対象の土壌処理除草剤として、フルミオキサジン水和剤が

農薬登録された。海外ではすでに使用されており、イヌホオズキや帰化アサガオ類への効

果が認められていることから、効果が期待されている。ただし、日本の使用基準は濃度が

やや低いこと、イネ科雑草にはほぼ効果がないこと、今までの大豆作用の土壌処理除草剤

と比較して使用量が少ないこと(製剤として 5－10g/10a)、専用の洗浄剤で散布器具(ホー

ス)を洗浄する必要があるなど、注意すべきことがあるので、効果的に使用するために使

用者、指導者、メーカーの協力体制を整える必要がある。 

(3)土壌処理除草剤の畦間処理 

 大豆生育期に中耕を行った後に出芽してくる雑草に対して畦間に処理する土壌処理除草

剤としてトリフルラリン乳剤および粒剤がある。畦間処理とは大豆にかからないように

畦間のみに散布する処理法である。トリフルラリン剤の適用雑草は「一年生雑草（ツ

ユクサ、カヤツリグサ、キク・アブラナ科雑草を除く）」と記載されている。ここには

除く雑草として記載されていないが、イヌホオズキ類等のナス科の雑草に効果が低い

ことが報告されているので、発生雑草種を把握して使用する必要がある。 

(4)茎葉兼土壌処理除草剤の畦間・株間処理 

 畦間処理に加えて株間処理もできる茎葉兼土壌処理除草剤として、リニュロン水和剤、

DCMU 水和剤、フルアジホップ P・リニュロン水和剤がある。株間処理の場合は、大豆の株

元に生えている雑草や土壌に対しても散布できるので、防除効果が高まる反面、大豆への

薬害が心配される。薬剤によって、使用できる大豆の最小葉令が異なり、リニュロン水和

剤では大豆本葉 3葉期以降、DCMU 水和剤とフルアジホップ P・リニュロン水和剤では大豆

本葉 5葉期以降であるので、使用基準を遵守し、大豆の本葉にかからないように処理する

必要がある。これらは、茎葉兼土壌処理剤であり、発生初期の雑草(草丈 15cm 以下)に対

しても効果が認められ、対象雑草は一年生雑草となっているが、草種間差があるので注意

が必要である。リニュロン水和剤と DCMU 水和剤は、種子の小さな広葉雑草に対する効果

が高い傾向にある。フルアジホップ Pはイネ科雑草対象の成分であり、リニュロンとの混

合剤は殺草スペクトルが広がり、使用しやすくなっている。 

(5)選択性茎葉処理除草剤の畦間処理 

 ベンタゾン液剤は大豆生育期に全面処理できる選択性茎葉処理除草剤である。大豆に対

する初期薬害の問題があるため、多くの薬効薬害試験がなされた。ほとんどの主要品種で

は初期薬害は問題とならずに収量への影響もないが、品種によって初期薬害の程度が異な
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るので、初めて使用する場合は確認が必要である。また、雑草種によって効果が異なるの

で、処理にあたっては発生雑草種も把握する必要がある。大豆への薬害を回避し、効果の

低い雑草種への効果を高めるため、使用薬量を高めた畦間処理が行えるようになった。シ

ロザ、ヒユ類に対しては畦間処理(製剤として 300－500ml/10a)が勧められている。 

(6)非選択性茎葉処理除草剤の畦間処理あるいは株間処理 

 大豆生育期に畦間処理ができる非選択性茎葉処理除草剤として、グリホサートアンモニ

ウム塩液剤、グリホサートカリウム塩液剤、ジクワット・パラコート液剤、グルホシネー

ト液剤、グルホシネート P液剤がある。さらにグルホシネート液剤は株間処理ができるよ

うに登録拡大され、大豆本葉 5葉期以降に大豆の本葉にかからないようにして株元まで散

布することができる。いずれも難防除雑草の対策として有効であるが、畦間処理だけが認

められている薬剤は大豆にかかることがないよう、十分な注意が必要である。 

(7)非選択性茎葉処理除草剤の塗布処理 

 大豆の着莢期以降、大型の広葉雑草が大豆よりも大きくなってしまった場合の対策とし

て、グリホサートカリウム塩の 2倍希釈液を専用の塗布機を使用して広葉雑草 1株当たり

1～3カ所 0.1ml 塗布する方法が登録された。この処理によって、大型雑草の手取りと搬出

という重労働が削減できる。処理タイミングとしては、当年の収穫作業の阻害回避のため

だけでなく、翌年以降の埋土種子を増やさないように種子生産開始前に処理するとよい。 

(8)ディスク式中耕除草機やレーキ式畦間除草機 

 中耕の作業効率の向上や除草精度の向上のために、中耕作業機の改良・開発がされてお

り、畦幅が狭い場合でも使用できる除草機や中耕作業した後に除草剤を散布するユニット

がつけられるような工夫もされている。 

(9)その他 

 この他、蒸気を土壌表面に吹き付けて雑草種子の死滅や休眠打破をねらう除草機の実用

化研究が行われている。また、大豆作で問題となる雑草の防除を大豆の作付期間だけでな

く、不作付期間や他の作物が栽培されている期間においても総合的に防除する研究、たと

えば、冬季の管理方法、耕起時期や不耕起、湛水の利用が研究されている。 

 

４.雑草種別の特性と対策 

(1)ヒルガオ科帰化アサガオ類 

帰化アサガオ類は種子や幼植物が大きく、つる性の雑草で、大豆畑に侵入しているのは主

に 4種である（写真 1～5）。種子は硬実であるが、風雨や気温の変化にさらされることで硬

実が打破されて吸水可能になり、平均気温 15℃位から出芽する。関東以西ではダイズ播種

前に一面に出芽することもある（写真 6）。一般的な土壌処理除草剤の効果はほとんどない

が、フルミオキサジンは一定の効果があるので、密度を減らすことで次の防除技術が入れや

すくなる。ベンタゾン液剤の効果は低いが、幼植物に対しては一定の効果が認められること

から、帰化アサガオ類が小さいうちに（3葉期位まで）処理する必要がある。出芽期間が長

く、つるになって絡みつくと機械除草も困難となる。条件が良いと 2～3 週間でつるになる

ので、防除も 2～3 週間ごとに行う必要がある。防除例としては大豆播種と同時に出芽した

ものに対しては大豆の 2 葉期になるのを待ってすぐにベンタゾン液剤を散布する。その後
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に出芽したものに対しては中耕培土や非選択性茎葉処理剤の畦間処理等を行い、必要に応

じて繰り返す。グルホシネート液剤の効果が高いので、大豆の 5 葉期以降の畦間・株間処理

が有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ナス科イヌホオズキ等 

ナス科のイヌホオズキ類（写真 7）やホオズキ類（写真 8）は寒さに強く、大豆収穫期で

も青々としており、液果の汁液で大豆の汚損粒が問題となる。イヌホオズキ類の中には温暖

地で越冬する個体の報告もある。土壌処理除草剤のトリフルラリン剤の効果が低いが、リニ

ュロンの効果が高い。ベンタゾン液剤の効果が低いので、土壌処理除草剤による出芽阻害を

防除の主体とする。後発生にはリニュロン水和剤の畦間・株間処理が有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2．マルバアメリカアサガオ

（アメリカアサガオの葉の 
切れ込みがないもの） 

写真 1．アメリカアサガオ 写真 3．マメアサガオ 

写真 4．ホシアサガオ 写真 5．マルバルコウ 

写真 7．オオイヌホオズキ 写真 8．ヒロハフウリンホオズキ 

写真 6．大豆播種前に発生した
マルバルコウ（2013/7/4 撮影）
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(3)キク科オオオナモミ 

 オオオナモミは種子が大きく、土壌処理除草剤の

効果はほとんどなく、大型で大豆の上に出て葉を広

げる（写真 9）。ベンタゾン液剤の効果が高いので、

見逃さないように大きくならないうちに処理する。

種子に休眠性があり、後発生してくるものについて

は中耕培土や非選択性茎葉処理除草剤等の畦間処理

で対処する必要がある。 

(4)マメ科アメリカツノクサネム等 

アメリカツノクサネムは 1.5ｍ以上の大型草種で大豆の上に大きく出る（写真 10）。 

マメ科の雑草としてはこの他にもエビスグサや在来種のクサネム等があるが、大豆と同

じマメ科であるので、ベンタゾン液剤の効果も期待 

できず、大豆に害がなくてこれらだけを枯らす選択 

性のある除草剤の開発は難しいと考えられる。 

クサネムに関しては、土壌表面に落下した種子を

冬期間そのまま放置すると硬実による休眠が打破さ

れることが明らかになった。種子の休眠が打破する

ことで埋土種子を減らしたり、大豆生育期の発生を

抑制する栽培管理方法の開発につながると考えら

れ、今後の研究の進展が期待される。 

マメ科の雑草が発生してしまった場合には、現在 

のところ、効果的な防除技術が確立されていないこ 

とから、発生本数が少ないうちに非選択性茎葉処理 

除草剤の畦間処理や手取りを含めて徹底防除し、種子生産を防止してまん延を防ぐ必要が

ある。 

(5)ウリ科アレチウリ 

アレチウリ（写真 11、12）は帰化アサガオ類よりも種子や幼植物が大きく、生育の早い

つる性の雑草である。土壌処理除草剤の効果はほとんどなく、中耕培土でも埋め込むことは

難しく、後発生したものも大豆の上に這い上がって覆ってしまい、さらにつるとつるが絡み

合って、最終的に大豆を押しつぶしてしまって収穫不能になるケースが見られる。大豆畑へ

の侵入が報告されつつあり、最も警戒すべき雑草である。河川に近い水田転換畑で侵入が多

い。特定外来生物に指定されており、試験研究をするのにも許可がいるため、現場での生態

の観察や防除試験が非常に重要となる。宮城県等でベンタゾン液剤や非選択性茎葉処理剤

の処理時期と効果、大豆の生育と出芽特性などが調査されている。防除技術については研究

段階であるため、侵入を防止し、侵入してしまった場合には、初期の発生本数が少ないうち

に手取り除草によって徹底防除し、種子生産を防止してまん延を防ぐ必要がある。 

写真 9．オオオナモミ 

写真 10．アメリカツノクサネム 
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５.おわりに 

大豆作でこのような難防除雑草が増えている背景には、飼料の輸入量の増加、大豆栽培の

大規模化・省力化、温暖化や異常気象など、社会的あるいは気象的な様々な要因がある。大

豆作への侵入・まん延を防ぐには、完熟堆きゅう肥の使用、雑草種子の生産防止のための圃

場周辺の雑草防除や侵入初期の徹底防除が重要である。まずは警戒情報の共有化によって

警戒すべき雑草種を知り、地域全体で雑草の警戒、防除を行う体制作りをする必要がある。 

さらに、現在の防除方法で防除できない場合（作業体系として時間的に無理がある場合や

効果が不安定な場合も含む）、どうすれば効果的で生産者に受け入れられる技術になるのか

を具体的にかつ積極的に提案していく必要がある。現場では地域に適する防除体系を組み

立てて実践し、どこに問題があるのかを把握する。試験研究機関では諸外国の例も参考にし

て（例えば、アメリカではベンタゾン液剤の全面処理 2 回が認められている）、新しい技術

の基礎的試験データの蓄積を行い、両者が連携して、生産者に受け入れられる新しい対策技

術を開発していく必要がある。 
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除草剤畦間処理を基軸とした除草体系による帰化アサガオ類の除草効果 

写真 11．アレチウリ（生育初期） 写真 12．アレチウリ（開花期） 
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http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto22/09/22_09_12.html 

温暖地以北の大豆畑における帰化アサガオ類の発生状況と被害内容

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2009/narc09-13.html 

温暖地での帰化アサガオ類の出芽開花結実時期に基づく圃場周辺の要防除時期

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2009/narc09-34.html 

帰化アサガオ類の圃場への侵入を防止するための圃場周辺管理技術

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2011/152d0_01_23.html 

ダイズほ場におけるヒロハフウリンホオズキの防除技術

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto21/09/21_09_14.html 

湿潤土壌でも土を練りにくく高速作業が可能なディスク式中耕培土機 

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/brain/2008/brain08-04.html 

帰化アサガオ類地域全体へのまん延を防止するためのほ場周辺技術 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/publication_narc_ki

ka_asagao_00.pdf 

大豆畑における帰化アサガオ類防除技術 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/publication_narc_ki

ka_asagao_boujo.pdf 

警戒すべき帰化雑草 

 http://www.naro.affrc.go.jp/narc/contents/n_weeds/index.html 

 

本テキストは、平成 24 年度農政課題解決研修「水田及び畑地の雑草防除技術」の「大豆作難防除雑

草の特性と近年の対策技術」に加筆し、改訂した。 



  
 

雑草生物情報データベースとその活用 (Ver.2) 

中央農業総合研究センター 中谷敬子 

 

１．はじめに 

 国内における雑草問題は、輸入作物の増大にともなう帰化雑草の増加、温暖化にともなう雑

草被害の変化、増大、農薬依存による除草剤抵抗性雑草の出現と蔓延、一方で環境保全型農業

推進、減農薬有機栽培の需要にともなう脱除草剤による雑草防除方法の開発の緊急性等、農業

そのものが抱える問題と密接に関わりながら多様化しているのが現状である。また、これらの

問題に対し、あらゆる適切な防除技術を組み合わせて、雑草の発生を経済的被害が生じないレ

ベルに抑え、総括的に雑草を管理防除する技術すなわち総合的雑草管理技術（Integrated Weed 

Management , IWM）の構築が推進されている。これらの現状をふまえ、課題を解決するた

めには、発生・被害情報、生態的特性、防除等に関する情報、雑草と他の生物との相互作用に

関する情報、診断や雑草害予測等、雑草に関する種々様々な情報を一元的に収集、整理、蓄積

するとともに、研究開発の現場とその成果の普及現場、すなわち雑草に関する研究者、技術開

発者と農業従事者が双方向に情報を共有、利用できるシステムの構築が必要となっている。そ

こで、農研機構の生態的雑草管理プロジェクトでは中央農研が主体となって、上記のシステム

として「雑草生物情報データベース」の構築を開始している。 

 

具体的には「雑草生物情報データベース」を利用することにより次のことが可能になる。 

○調べる、情報を得る：利用者がデータベースに直接アクセスして雑草に関する多様な情報を

検索して得る。 

○情報を伝える：雑草の発生情報、被害情報、防除事例などをポータルサイトの専用フォーム

を利用して農業現場からデータベース（管理者）にアクセスして伝える。 

○問い合わせをする：ポータルサイトの問い合わせフォームを利用して雑草管理プロジェクト

担当者に直接、雑草の名前や防除方法など、聞きたい情報を問い合わせる。 

 

２．システムの概要 

本システムは、ウェブブラウザから利用するウェブアプリケーションによって構築されて

おり、ポータルサイトとデータベース検索サイトから構成されている。ポータルサイトは、

プロジェクトに関する情報を提供し、利用者からの情報提供を受け付け、データベース検索

サイトへの入り口のウェブサイトになるよう設置されており、コンテンツマネジメントシス

テムを用いて作成されている。 

データベース検索サイトでは、データ検索用 Web アプリケーションが管理サーバのデー

タベースマネジメントシステム（DBMS）に必要最小限の権限で接続する、もしくは、管理

サーバ上にある検索用のWebサービスの APIを通してデータ検索を行うことにより、雑草

生物情報に関するデータベースサービスを提供する。一般利用者がデータを検索、閲覧する

際は認証を必要としないが、データ管理者がウェブアプリからデータを編集する場合は認証

を必要とする。 

データベースの検索項目は、学名、科名、分布、生態情報、雑草害、作目別防除管理情報、

除草剤抵抗性に関する情報、利用に関する情報などであり、完成時の登録草種数は国内に発
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生する 200 種以上を予定して

いる。 

現在、防除管理情報を主とす

る雑草情報、除草剤抵抗性雑草

に関する情報、外来雑草早期警

戒情報について、試験的公開を

行っており、一般利用者はウェ

ブブラウザを通して情報検索

および情報提供を行うことが

できる。 

 

３．システムへの接続方法 

 ウェブブラウザにて、下記

URLに接続する。 

ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト    

http://weedps.narc.affrc.go.jp/http://weedps.narc.affrc.go.jp/http://weedps.narc.affrc.go.jp/http://weedps.narc.affrc.go.jp/    

    

雑草生物情報データベース 

http:// weeddb.narc.affrc.go.jp/ 

    

４．ポータルサイトの操作方法 

 ここではポータルサイトの主要なページについて説明する。 

 

4.1ポータルサイト「ホーム」画面   

「ホーム」画面には次のリンクがあり、クリ

ップすると該当ページにジャンプする。 

＜ページ上部＞ 

・「ホーム」 

・「プロジェクト」 

・「データベース」 

・「新着情報」 

・「お問い合わせ」 

・「情報提供のお願い」 

・「サイトマップ」 

 

＜ページ内部＞ 

・「雑草生物情報データベース」ボタン 

データベース検索ページにジャンプする。 

・リンク 

研究所内の雑草防除技術に関連する研究成果のマ

ニュアル（ｐｄｆファイル）や関連サイトへのリンク

図 ポータルサイト、雑草生物情報データベースのシステム構成 
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を提供する。 

 

4.2ポータルサイト「お問い合わせ」画面 

この画面では、雑草の名前を教えてほしい、防除方法が知りたいなどの雑草に関する問い合わ

せ情報を受け付けることができる。 

ポータルサイトのメニュー「お問い合わせ」をクリックするとお問い合せフォームを表示する。 

 

 

対象とする雑草が発生した作物の栽

培状況、問い合わせ内容などをフォ

ームにしたがって入力すると、管理

者に対してメールが送信される。 

発生の確認場所を地図上で入力する

と草種・対象作物別の分布情報とし

て蓄積される。 

雑草の画像も合わせて送信できる。 

各問い合わせについては、管理者が

内容を確認後、個別に回答が送信さ

れる。 

 

4.3 ポータルサイト「情報提供のお願い」画面 

この画面では一般利用者からの除草

剤抵抗性雑草の発生に関する情報提

供を受け付けている。 

入力フォームにしたがって入力す

ると、管理者に対してメールが送信

される。 

提供された情報もデータとして蓄

積される。 
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５．雑草生物情報データベースの操作方法 

 5.1 データベース検索システム呼出画面（ポータルサイト内） 

 

「生態的雑草管理プロジェクト」ポータルサイ

トの「雑草生物情報データベース」ボタンをク

リックすると「雑草生物情報データベース検索

システム」の「免責事項同意確認画面」が表示

される。 

 

 

 

 

 

5.2 雑草生物情報データベース検索システム 

 「免責事項同意確認画面」で免責事項同意の確認により 3つの検索システムを利用できる。 

 

5.2.1 雑草情報検索システム 

「免責事項同意確認画面」で「同意し

て雑草情報検索システムに進む」を選

択すると「雑草情報検索システム」の

TOPページが表示できる。 

5.2.1.1 草種検索 

草種を和名（行指定）、学名（アルファ

ベット指定）、作物別で検索することが

できる。 
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科名、形態（形態識別、大きさ、

作物別）等を選択して検索ボタ

ンをクリックすると、検索条件

に該当した草種の画像を草種

別に最大 20枚表示する。 

表示された画像から草種を特

定する。 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 草種情報詳細 

各検索（和名、学名、生育場所、事項、形態）結果より草種を選択し、草種名をクリックす

ると草種情報が表示される。 

 

「作物別発生場所」で作物をチェックする

と、発生都道府県がカラー表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 作物別管理方法（防除事例） 

草種情報詳細画面の作物別管理画面より、作物（「水稲作」、「大豆作」、「小麦・大麦作」、「飼

料用トウモロコシ」、「果樹園」、「圃場周辺」、「その他」）を選択しクリックする。 

 

作物別の「雑草生物情報 管

理方法」の画面となり、「有効

な防除ツール」、投稿された「防

除事例」が表示される。 
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5.2.1.4防除事例新規投稿 

各雑草種の作物別「雑草生物情報 管理方法」の画面で「新しく防除事例を投稿する」ボタ

ンをクリックする。 

雑草の草種名が記載された

専用入力フォームが表示され

る。 

フォームに従い、「地域」、

「作物」、「栽培体系」、「防除

体系と効果」等を入力後、「保

存」ボタンをクリックすると

「入力内容確認画面」が表示

される。ここで入力内容を確

認後、再度、「保存」ボタンを

クリックすると、防除事例の

新規投稿が完了する。 

 

※投稿された時点では、一

覧表示されず、管理者が内容

確認後、公開手続き（承認）

したときに表示される。 
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5.2.2 除草剤抵抗性雑草検索システム 

「免責事項同意確認画面」で「同意して除草剤抵抗性雑

草検索システムに進む」を選択すると「除草剤抵抗性雑

草検索システム」の TOPページが表示できる。 

 除草剤抵抗性雑草検索システムは図 2に示す 6種のデ

ータが登録されている。 

・一般情報：除草剤抵抗性を示す雑草の草種名、学名、

生態的特徴、確認圃場の作物、抵抗性を示す除草剤、

防除法の概要等。 

・確認情報：草種名、発生地域、確認場所、事例数、

抵抗性示す除草剤、報告年、文献情報等。 

・防除情報：草種名、対象作物と栽培法、防除に有効な

除草剤の成分：効果の大きさ、散布時期、防除に関す

る注意点等。 

・文献情報：草種名、著者、年号、文献タイトル、書誌事項、抵抗性を示す除草剤、「発生事

例」や「防除」などの記載されている試験項目。 

・有効成分情報：有効成分名、登録除草剤商品名。 

・除草剤商品情報： 農薬の種類、商品名、会社名、剤型名、 登録年月日、登録有効期限等。 

 

5.2.2.1 

「情報分類－除草剤抵抗性関連項目」―「一般情報・一覧」 

「除草剤抵抗性雑草検索システム」の TOPペー

ジとして、情報分類「除草剤抵抗性」の「一般情

報・一覧」の画面が表示される。 

ここでは、除草剤抵抗性を示す雑草の草種名の

一覧が表示される。 

草種ごとに除草剤抵抗性カテゴリに属すデー

タ、すなわち、「一般詳細」「確認情報」「防除情

報（有効除草剤）」「文献情報」を選択して情報を

検索表示することができる。 

「一覧」表示中は、リスト上部に、テキスト

入力欄（例：「草種名」）が表示される。この入力

欄に草種名を入力し、「抽出（草種名）」ボタンを

クリックすると、表示情報を絞込むことができる。 

左の画面の例では、キーワード「オモダカ」で

絞込み検索している。 

検索された行は２件で「オモダカ」、「ヘラオモ

ダカ」を表示している。 

各行の右側にある「一般詳細」「確認情報」「防

除情報（有効除草剤）」「文献情報」のボタンをク

リックすると各情報の「詳細」の画面を呼び出す

図２ 除草剤抵抗性雑草カテゴリにお

けるデータのテーブル関連図 
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ことができる。 

「雑草生物情報データベースシステム・情報分類－除草剤抵抗性関連項目」では、全画面共

通に画面左側に、「一般情報」「確認情報」「防除情報」「文献情報」「有効成分情報」「除草剤商

品情報」の「操作」メニューを表示している。「操作」メニューを選択して「一覧」のボタン

をクリックすると、該当する情報の一覧が表示される。 

 

5.2.2.2  一般情報・詳細 

「一般情報－一覧」画面で「一般詳細」ボタンを押すと、該当行の「一般情報－詳細」の画

面を表示する。 

 

左および下の画面は、「オモダカ」の詳細情報

の表示例。オモダカには、リンクされている情

報として「確認情報」「防除情報」「文献情報」

があるため、それぞれ関連する情報を一覧表示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.3. 本データベース検索システムは、画面

の「リンクされている情報」のうち、各列の「詳

細」ボタンを押すと、「詳細」情報の画面を表示

することができる。 

例えば、「一般情報・詳細」の「リンクされてい

る情報」にある「確認情報」の「詳細」ボタン

を押すと左の様な「確認情報 – 詳細」画面に移
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動する。 

5.2.2.4. 同様に、「一般情報・詳細」の「リンクされている情報」にある「防除情報」の「詳

細」ボタンを押すと、「防除情報 – 詳細」画面に移動する。 

 

「防除情報 – 詳細」画面の「有効成

分」項目に「ベンゾフェナップ」と

いう情報がリンク付きで表示されて

いる。このリンクをクリックすると、

「有効成分情報 – 一覧」画面に移動

し「ベンゾフェナップ」の検索キー

ワードによる検索結果を表示できる。 

 

「有効成分情報－一覧」に「ベンゾ

フェナップ」に該当する情報が１件

あるのがわかる。 

ここで「ベンゾフェナップ」行の「詳

細」ボタンをクリックすると、「成分

情報 - 詳細」画面を表示する。 

 

 

「有効成分情報 – 詳細」画面では、

関連する「除草剤商品情報」を「リ

ンクされている情報」として表示し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「除草剤商品情報」の「詳細」ボタ

ンをクリックすると各除草剤の、

「除草剤商品情報- 詳細」画面を表

示する。 
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5.2.2.5 同様に、「一般情報・詳細」の「リ

ンクされている情報」にある「文献情報」

リストの「詳細」ボタンを押すと「文献情

報 – 詳細」画面に移動する。 

「文献情報」に「リンクされている情報」

がある場合は、関連する情報のリストも表

示される。 

 

以上のように、「詳細」画面の「リンクさ

れている情報」の「詳細」ボタンを押して

関連情報をたどっていくことができる。 

 

5.2.3 外来雑草早期警戒システム 

「免責事項同意確認画面」で「同意して外来雑草早期警戒システムに進む」を選択すると「外

来雑草早期警戒システム」の TOPページが表示できる。 

外来雑種早期警戒システム

は、作物別による外来雑種重

要度ランキングを表示する。 

 

TOP ページで作物を選択

すると作物別の「外来雑草重

要度ランキング」が表示され

る。 

 

「外来雑草重要度ランキ

ング」はWAR値による「侵

入警戒ランキング」、防除優

先判定値による「防除優先ラ

ンキング、被害面積による

「被害ランキング」、それぞ

れの 1～5 位の表示より示さ

れる。 

なお、WAR（Weed Risk 

Assessment）値は雑草リス

ク評価値であり（数字が大き

いほどリスクが高いことを

示している。 
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６．今後の雑草生物情報データベース構築とその活用 

試作公開内容について一般利用者の意見をもとにした検討結果をふまえ、データ項目仕様の

変更等のデータマネージメントを行う予定である。今後、このシステムを活用して、研究者、

技術開発者と農業従事者が双方向に情報を共有、利用することにより、生物情報に基づく長期

的雑草管理法を構築することを目指している。 

  

７．その他の雑草関連情報サイト 

中央農業総合研究センター「総合的雑草管理(IWM)マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/naro-se/iwmmanu.pdf 

 

中央農業総合研究センター「警戒すべき帰化雑草」 

http://www.naro.affrc.go.jp/narc/contents/n_weeds/index.html 

 

中央農業総合研究センター「帰化アサガオ類まん延防止技術マニュアル」 

http://narc.naro.affrc.go.jp/chousei/shiryou/kankou/kasagao/kasagao.pdf 

 

中央農業総合研究センター「雑草イネまん延防止マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/zassoi.pdf 

 

中央農業総合研究センター「カバークロップ導入支援データベース検索システム」 

http://ccropps.narc.affrc.go.jp/ 

 

畜産草地研究所「写真で見る外来雑草」 

http://nilgs.naro.affrc.go.jp/db/weedlist/title.html 

 

岡山大学「日本の帰化植物種子画像 Database」 

http://www.rib.okayama-u.ac.jp/wild/okayama_kika_v2/Seed-image-database-J.html 

 

環境省「特定外来生物等一覧」 

http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html 

 

国立環境研究所「侵入生物データベース」 

http://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/ 

 

北海道ブルーリスト 2010 

http://bluelist.ies.hro.or.jp/ 

 

Invasive Species Specialist Group -Global Invasive Species Database 

http://www.issg.org/database/welcome/ 

 

Convention on Biological Diversity -Invasive Alien Species 
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http://www.cbd.int/invasive/ 

 

CABI Invasive Species Compendium (Beta) 

http://www.cabi.org/isc/ 

 

USDA PLANTS database 

http://plants.usda.gov/ 
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雑草の増減モデルを利用した防除意志決定と対策立案 

 

中央農業総合研究センター 生産体系研究領域 浅井元朗 

 

１．実態の数値化と具体的目標の設定 

難防除雑草の問題に対して，現場としてまずなすべきは被害実態の把握である。現地における雑草の

発生程度と，それによる被害面積や被害推定額をできるだけ数値化する。こうした実態の数値を，作物

の生産や防除を管轄する行政部局や除草剤メーカーに対して提示することは，被害補償や駆除事業の予

算化，研究課題化，さらには新たな除草剤とそのニーズの検討に対して大きな説得力を持つ。農業場面

での生産阻害要因は数多い。そのうち何が重要で優先して対策をはかる必要があるのかを判断するには

実態の数値が必須である。数値化されない問題は問題としてすら伝わらない。風評被害を怖れるなど，

その時点の担当者の責任を回避するために，調査をしないのは，問題の本質的解決を先送りし，被害を

拡大させるだけである。調査後の実態公表の時機，手法については関係部局の入念な検討が必要である。 

しかし，雑草による被害を数値化するための共通した手順が現状で確立されているわけではない。経

営調査の基本的事項を踏まえつつ，気象災害や病虫害の被害調査方法を参考にして，推定値とともに採

用した調査手法を公開し，その汎用性を広域に検討することが必要だろう。一例として，固定転作団地

のコムギ作でネズミムギが激発していた静岡県中遠地域において，ほ場ごとのネズミムギの繁茂度の達

観査定とコムギ減収率がおおむね相関を有することが確認されている（鈴木ら 2010）。こうした調査法

の年次間・ほ場間の安定性や草種間の差異については，より多くの事例での検討が必要であり，それ自

体が十分研究テーマでもある。このような定量的な推定が難しくとも，簡便な調査によっておおよその

減収程度は現場の農家と技術者が把握・共有し，それを情報として行政部局等へ発信すべきであろう。 

被害ほ場の調査は，現地踏査によりGPSを利用して被害ほ場を特定し，ほ場別の識別番号をつける。こ

の段階で後述する現地実証試験ほ場の目星をつけることも重要である。地形図や航空写真等でデジタル

化されたほ場マップでデータベースを作成することにより発生面積や発生集中エリアの特定，発生面積

の経時変化の定量化に有用となる（大川 2009）。地理情報システム（GIS）の利用は急速に発展してお

り，調査対象地区のGIS構築を意図することは研究者間の情報共有に極めて有効である。問題ほ場の数の

第４表　ネズミムギ発生量に関する達観調査の査定基準とネズミムギの相対植被率，個体数，全乾物重およびコムギ減収率の関係

ネズミムギ コムギ

査定ランク 査定基準（ネズミムギの発生状況） 　相対植被率 個体数  全乾物重 減収率

％ /㎡ g/㎡ ％

無 なし

微 ネズミムギが部分的に散見

少 ネズミムギが全体に散見 30 (20-41) 8.5 （2.2-18.7） 130.0 (86.0-180.7) 8.2 (0-24.7)

中 ネズミムギが全体に目立つがコムギは見える 51 (37-65) 15.9 (7.0-25.3) 185.3 (86.2-273.0) 14.9 (-10.0-37.8)

多 ネズミムギによりコムギが部分的に見えない 65 (58-71) 35.7 (20.0-48.0) 356.5 (228.2-452.6) 40.9 (23.7-54.6)

甚 ネズミムギによりコムギが見えない 82 (67-96) 50.8 (35.7-79.3) 558.9 (428.7-732.6) 68.5 (55.7-75.1)

ネズミムギの相対植被率は2007年のデジタル画像より算出した。( )内の数値は95％信頼区間。

ネズミムギの個体数，全乾物重，およびコムギ減収率は2004年~ 2007年の平均値。( )内の数値は年次平均のレンジ。

コドラート調査では「無」と「微」を区別できなかったため，「無・微」とした。

04 (0-8) 0.8 8.8 (0-17.6)
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経年変化を可視化すれば，対策の成果を大きくアピールできるであろう。また調査により得られた発生

ランクの平均値を「地域被害度」と定義すれば，○年後の地域被害度を×以下にする，という具体的な

目標も設定できる。 

固定畑を前提とした場合と輪換を前提とした場合とでは発生する草種もその動態も異なり，防除対策

の設計が異なってくる。どの地域に何割ぐらいの固定畑が存在するのか。それは今後どの程度増えるの

か？ 具体的な数値があれば本州以南の畑作の雑草防除の目標設定が具体化し，行政側にもメーカー側

にもかなり明確な要望が出せるだろう。 

現地ほ場での継続したモニタリング（木田ら 2007）は作付体系や防除指針の提示においても有用であ

る。上述した簡易な査定方法で長期間，多数のほ場で発生草種と作付履歴との関係のデータを収集して

それを解析すれば，雑草発生量の変化を確率予報的に提示しうる。輪換の中で麦作では除草剤無しでも

雑草が少なく，十分に麦の均一な生育が達成されるという事例はあるだろう。これを“たまたま”では

なくて，生態的，確率的根拠にもとづいて意図した無除草剤栽培への推奨指針にできないだろうか。ま

た，雑草の繁茂によって結果的に“捨てづくり”になっていた体系から，雑草の動向を推測した上での

計画的輪作の検討が可能な基礎データともなる。提示された確率から農業者が判断して作付や防除体系

を選択する，そうした指導・普及の方法が模索されてよいだろう。 

 

２．モデルによる仮説提示と総合的管理 

現地ほ場の調査は一作限りとせずに，翌年の発生量も調査しておけば，残草量と発生量との関係につ

いて予備的なデータが得られる。このような試験を継続することで得られる土中種子の盛衰や，防除率，

種子生産量といった基礎的なデータを統合することで，雑草の増減に関する定量的な予測がある程度可

能である。水田輪作における一定の防除圧と栽培体系のもとで雑草の増減を試算するモデルのプロトタ

イプが考案されている(浅井・松田 2009，参考資料)。これを畑輪作での各種の栽培体系にも拡張し，現

地対策への仮説提示や，技術の導入効果の予測，さらには現地モニタリングと連動した現地の取り組み

に利用できる。モニタリングにおいてはできれば達観評価とあわせて土中種子密度の調査もおこなうの

が望ましい。診断手法全般については小林・渡邊(2010)，麦作のイネ科雑草については浅井ら(2010)の

総説が参考になる。 

技術で解決することと，社会のしくみで解決すべきことを見きわめ，双方に提言することも研究であ

り，技術者の役割である。技術では解決不可能な課題に対して，社会的なアプローチで問題解決をはか

ること，対策に要する費用や期間を見積もること，地域住民や利害関係者の参加を促すあるいは自発的

に参加できるしくみをつくること，その活動の効果を評価し，必要に応じて手法や目標を修正すること，

これらも雑草防除研究である。剤の変更にとどまらず，栽培体系の変更まで含めた総合的雑草管理（IWM）

が求められることもありえる。IWMを設計し，現地の営農主体に提言し，その効果を検証・修正するには，

モデルを利用した雑草動態の試算と仮説提示が有用である。 

（１）個体群動態モデルを利用した増減の試算 

雑草種別の出芽率，種子生産量および種子死滅率といった生物的パラメータと，除草剤による死亡率，

耕起による種子の移動といった耕種的パラメータを実測，推定して計算に組み込むことで，ある栽培体

系における雑草の増減が試算できる。異なる草種および栽培体系間の増減を比較すれば，長期的な管理

体系に対して示唆や指針を与える。耕地一年生雑草の増減を試算するモデルのプロトタイプが公開され，
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Webから入手できる1。 

（２）水田輪作における増減試算 

図２は上記モデルを用い，水田輪作体系のダイ

ズ作に発生する夏生一年生草種（オオイヌタデな

ど）を想定した増減の試算例である。初期の種子

密度1000/㎡，シードバンクからの出芽率20%，土

壌処理型除草剤の効果99％，茎葉処理型除草剤の

効果90%，播種後出芽個体（残草）あたり種子生

産量1500粒（水稲期の繁殖０），ダイズ期のシー

ドバンク死滅率20%，水稲期のシードバンク死滅

率30%として試算したものである。パラメータは

実測値でなくとも，おおよそ想定される値の代入

でかまわない。 

（３）モデルの応用 

モデルを目的に応じて改良すれば，さまざまな試算ができる。例として，麦作の難防除イネ科雑草に

対する隔年休耕の効果（図３）を示す。 

経営的な試算も同時におこなうとよい。雑草密度と作物減収率との関係を同時に示せる。仮に体系処

理によって高い防除効果が得られたとして，それが現在の生産者価格のもとで収支に合うのか？ 単年

度では効果が不十分であったり，収支がマイナスであったりした場合，どの程度継続して行うことが最

適なのか？ という査定もできる。仮このような複合的な検討を種々雑多な仕事を抱える現場担当者の

みで進めることは難しい。独法・公設農試・普及・大学・民間・現地集団，複数の関係機関が協力して

手法や知見を交換，分担することで前進する課題である。 

（４）モデルと順応的管理 

モデルで仮説を立てて効果を試算し，現地の実証結果とすり合わせる。試算の幅以内であれば，その

まま対策と観測を継続する。試算から外れるようであれば，対策を変更するか，モデルで前提とした数

値が間違っていた可能性を検討し，モデルを修正して新たな仮説を立てて取り組む。このやりかたを順

応的管理という。 

                         
1 「耕地雑草の個体群動態モデルプロトタイプ」の Excel シートは下記から落手できる。

http://cse.naro.affrc.go.jp/masai/weedmodel.html 

図２ 水田輪作体系における雑草の個体群動態試算例 

図３．コムギ作の総合防除体系および隔

年休耕体系におけるネズミムギの

増減試算例 
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３．集団レベルの面的対応へ 

難防除雑草が農地へ侵入する場合，いきなり麦ほ場内に定着するのではなく一度周辺域に定着し，そ

れが個体群のソースとなっている場合も多い。雑草の侵入・定着を防ぐためには，侵入初期に発見し，

その時点で予防的な防除をおこなうことが最も経済的である。 

農道脇や水路際など，ほ場周辺域が雑草の拡散源と見受けられる現場が少なくない。府県では転作ほ

場での地権者と耕作者が異なるといった事情などから，適切な周辺の植生管理がなされていない現場も

少なくない。こうした耕地周辺の管理も考慮した，面的な取り組みを進める必要がある。ある程度以上

の面積を有する転作団地においてこうした難防除雑草のまん延を防ぐには，ほ場内では作物収穫後の雑

草による種子生産を防止することや，ほ場周辺域を地域集団で管理するしくみを整えることが長期的な

雑草防除につながる。 

周辺管理や休耕地の管理の重要性を“お題目”としてだけ唱えるのではなく，実際に地域での周辺管

理の試行錯誤そのものを研究の俎上に載せ，その過程を研究・普及の実績として表現するための工夫が

いるだろう。有効な防除手段が確立される見通しが当面立たない草種に対しては，侵入ほ場とその周辺

域に対して徹底した駆除事業を実施し，その後の周辺部からの侵入を未然に防ぐような地域社会の仕組

みをつくりあげることが必要である。たとえば，「農地・水保全管理支払い交付金」事業の「農用地の保

全管理」内容には，”畦畔・農用地法面・防風林等の草刈り”が挙げられ，「農村環境の保全」の実践活

動として“外来種の駆除”が挙げられている。この事業の活動計画に「難防除外来雑草の識別，地図化，

選択的除草」を加え，その策定，モニタリングに研究者や普及指導員が参加するという事例が一部で始

まっている。新規資材を導入した技術普及だけではなく，研究者・普及指導員らが支援しつつ，地域社

会の合意形成や調整によって全体としての外来種の定着を防ぐ取り組み−まさに総合的管理−が求められ

る。 

 

浅井元朗・松田裕之 2009 耕地雑草の個体群動態モデルプロトタイプ．平成20年度共通基盤研究成果情報．

http://cse.naro.affrc.go.jp/masai/weedmodel.html 

浅井元朗・大段秀記・市原実・石田義樹 2010 ムギ作における難防除雑草の埋土種子調査法．雑草研究 

55(3),218-227 

木田揚一・稲垣栄洋・浅井元朗・市原実・鈴木智子・山下雅幸 2007 静岡県中遠地域の転作圃場における夏期

の管理条件とネズミムギ及びヒロハフウリンホオズキの発生の関係．雑草研究 52(別), 22-23 

小林浩幸・渡邊寛明 2010 雑草研究における埋土種子調査の目的と手法. 雑草研究 55, 194-207 

大川茂範 2009 水田難防除雑草発生状況調査の地理統計情報を基にした解析．日本植物調節剤研究協会東北支

部会報 44, 24-29 

鈴木智子・足立有右・市原実・山下雅幸・澤田均・稲垣栄洋・石田義樹・木田揚一・浅井元朗 2010. コムギ

ほ場におけるネズミムギによるコムギ減収率の簡易査定法．雑草研究55, 174-182 
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参考資料 

雑草動態モデルの作成と活用 

http://cse.naro.affrc.go.jp/masai/weedmodel.html 
概要 

WeedModel は耕地雑草の個体群の変化をグラフ表示する簡易シミュレーションシートです．Microsoft 

Excel 2004 のデータファイルですから，Excel（Windows 版または Macintosh 版）で動作します． 

栽培体系や防除手段が雑草の増減に与える影響を試算し，総合的雑草防除の立案を支援したり，個体群

動態のパラメータ推定をするためのツールとして利用できます． 

 

重要 

データ入力と結果の解釈は必ず雑草の生態と防除について基礎知識のある方がおこなってください（単

に学習のため使用する場合を除く）． 

 

ReadMe シートの説明を全部読み，十分に理解した上で使用してください． 

 

WeedModel 1.04 

 

注意 

このファイルは WeedModel ver.1.04 です．本バージョンは暫定版なので二次配布を禁止します． 

重要：データ入力と結果の解釈は必ず雑草の生態と防除について基礎知識のある方が行ってください．（単

に学習のために使用する場合を除く）． 

以下の説明を読み，十分理解した上で使用してください． 

 

概要 

個体群動態パラメータをもとにして，雑草の増減を変化をグラフ表示する簡易シートです．ver. 1.0 では代

表的な水田輪作，米麦二毛作，麦作の総合的防除を想定し，さまざまな草種の埋土種子量と成熟個体数の経

年変化を試算します． 

 

動作環境 

Microsoft(R) Excel 2004 for Mac のブックですから，Excel 2003 以降で読み込めば動作します．Windows

版ではフォントの関係で表示のずれる部分があるかもしれません． 

 

著作権と使用条件 

農業・食品産業技術総合研究機構 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の

浅井元朗が農研機構交付金プロジェクト「総合的雑草管理」もとで作成したので著作権は浅井にあります． 

製作にアイディアと労力を費やしたとはいえ，独占的な使用を主張するものではありません．したがって

free software としてどなたでも自由に使っていただいて結構です．ただし，以下の条件があります． 

1)何らかの実用的な用途に使用する場合は必ず事前にお知らせ下さい．個人的な学習以外の目的に連絡無く

無断で使用された場合，または連絡されても使用法等が著しく不適切な場合は使用をお断りすることがあり

ます． 

2)これを使用した仕事を何らかの形で発表するときには，使用した旨をクレジットしてくださるようお願い

いたします． 

3)使用に当たって，計算式の一部を変更したり，パラメータを追加する際には必ずお知らせ下さい．変更の

ない場合でも使用した感想や，不都合な点，バグ，改良のアイディアなどをお知らせ下さい．これらはユー

ザ共有の財産としてモデルの発展に活かしていきます．また，差し支えなければ，改訂版のマニュアルにな

お，フォントの位置や種類，サイズ，グラフの記号などの変更についてはこの限りではありません． 

4)本シートは逐次，改訂を加えていきます．ユーザ登録された方にはメールにて改訂のお知らせをお送りし

ます．使用にあたっては必ず最新バージョンを用いてください． 

5)これを使用したために何らかの損害が発生しても，作者および作者が所属する組織・団体は一切責任を負

いません． 

6)他に再配布しないでください． 
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次のシートがあります． 

説明 説明書（このシート） 

水田輪作 大豆連作，大豆−水稲，大豆−水稲−水稲，水稲連作の４体系での畑雑草の増減を試算し，

結果をグラフ上に出力します． 

水田輪作（不確実性） 「水田輪作」のシートにパラメータの確率的変動を加えて試算しています．乱

数を用いて指定した範囲でパラメータの値を決定するので，再計算する度に異なる出力が得られます．

緑色のセルに確率変動を加味した計算式が入っています． 

田畑共通 「水田輪作」のシートを拡張して，水田雑草，畑雑草の双方に対応できるシートです． 

麦総合防除 麦類連作での夏作期の管理変更による雑草の増減を試算し，結果をグラフ上に出力しま

す． 

麦総合防除（不確実性） 「水田輪作（不確実性）」と同じです 

米麦二毛作 麦類連作（夏期は休耕），麦類−水稲，水稲連作の３体系での冬生雑草の増減を試算し，結

果をグラフ上に出力します． 

米麦二毛作（不確実性） 「水田輪作（不確実性）」と同じです． 

モデルの仮定とパラメータに関する解説 

入力パラメータは年間の実際の事象順に上から下に配列しています． 

「水田輪作」のシートを例に説明します． 

 

初期の埋土種子 

m2あたりの種子密度を入力します． 

便宜的に「出芽可能層」「出芽不可能層」としています．例えば，雑草の侵入初期に地表面のみに種
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子が存在する場合，「出芽可能層」＝1000，などとするのが入門的な使い方です． 

雑草の種類によって，出芽可能深度は異なります．一般的に，種子サイズが大きいほど出芽可能深度

は深くなります．ですから，「可能層」「不可能層」が具体的に何 cm 以上，以下なのかは草種によって

異なります．10cm 以上，以下と想定すれば，ほとんどの草種にあてはまります．ただしこれは，次の

耕起による土中垂直分布の変化（後述）を考えると不都合が生じます．また，地表面近くの種子の挙動

や運命がそれより深い位置の種子とは異なるであろうことも考慮に入れるべきかもしれません．深度別

の出芽割合や，土壌の硬軟によるその変化に関する定量的なデータが蓄積され，「出芽可能層」ではな

く，「0-1cm」「1-5cm」「5-10cm」「10-20cm」 といった区切りでデータの解析や試算をすることが望ま

しいことです．便宜的に，としたのはそういう意味です． 

 

耕起による種子の垂直移動率 

耕起によって種子の土中垂直分布が変化する確率です．初期設定では Moss ら(1990)のデータを引用

した値を入れています．「浅い層→深い層」＝0.2 というのは，耕起によって層（出芽可能層）の種子

の 2 割が深い層（出芽不可能層）に移動し，8 割はそのまま浅い層に残ることを意味します．また，「深

い層→浅い層」=0.05 というのは，深い層の種子の 5%が浅い層に移動し，95％は深い層に残ることを示

します．これは通常のロータリー耕を想定した値です．プラウ耕や他の耕起作業では異なる値になりま

す．プラウ耕の場合，「浅い層→深い層」=0.95，「深い層→浅い層」＝0.35 というデータがあります． 

 

代掻きによる種子の垂直移動率 

代掻きによって種子の土中垂直分布が変化する確率です．ここでは，“もっともらしい”数値を初期

値として入れています．“もっともらしい”の前提は， 

1)雑草種子は土粒より比重が軽いため，代掻き後はより表層への分布率が高まるはず 

2)丁寧な代掻きほど沈降速度が遅くなると考えられるので，荒代よりも本代作業の方が表層への分布率

が高いはず， 

3)比重が関係しない畑条件での耕起作業よりも表層に集まる率が高いはず 

という点を考慮した仮の数値です． 

現在のモデルでは，ある程度の範囲でこの数値を変化させても，動態に大きな影響を及ぼすことは確

認されていません．しかし，クサネム，アメリカセンダングサ，カズノコグサといった種子が浮遊しや

すい草種が，実際にどの程度，代掻きによって種子の土中分布が変わるのかを確認することはその後の

出芽数を推定するために重要です（なお，カズノコグサについては，当年産種子は浮きやすいが，一度

埋土された種子は，土塊と一体化するため代かき前後で垂直分布の顕著な変化は確認されないとのこと

です（大段 私信））．また，代掻き以外でも，機械除草などで湛水期に土壌を撹拌した場合，作業後に

表層に雑草種子が集中すると予想されます．コナギではそれがその後の動態に大きな影響があると考え

られます． 

 

出芽率 

埋土種子から出芽する種子の割合です．0.2 であれば，出芽可能層の種子のうち 20％がその年に出芽

することを示します．このセルは計算式には引用されていませんので，どんな値を入れても，結果に反

映されません．本モデルでは，出芽時期別に幼植物の繁殖成功が異なると仮定し，出芽時期を以下の３

つに分割しています． 

 

１．作物播種前（出芽１） 

２．土壌処理剤効果持続期間内（出芽２） 

３．土壌処理剤効果切れ後（出芽３） 

 

ムギ作雑草カラスムギを例に取ってみましょう（図）． 

シートの「大豆」のセルでは，出芽１=0.02，出芽２=0.15，出芽３=0.03 と入力してあります．

0.02+0.15+0.3=0.2 で，その年の総出芽率と一致します．土中の出芽可能種子のうち，2%が作物播種前

に出芽し，15%が土壌処理剤の効果持続期間内，3%がその後に出芽すると仮定したものです．1,2,3 の

配分を変えることで，草種ごとの，栽培体系ごとの出芽パターンの違いを表現することができます．た

とえば，播種後１ヶ月間に出芽が集中する場合には 0.01，0.18，0.01 といった値になるでしょうし，
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出芽がだらつく場合には，0.02，0.10，0.08

といった値になるでしょう．「水稲」のセルで

は，0.02，0，0 となっています．これは入水

前に土中種子の 2%が出芽し，湛水後は出芽し

ないことを示します． 

 

耕起/非選択性除草剤による死滅率 

作物播種前に出芽した幼植物（出芽１）は通

常，播種前の耕起作業や，その前の非選択性茎

葉処理剤で防除します．このセルには１，つま

り 100%死滅・完全防除を仮定した数値を入れ

ています．試しに 1 以下の数値（播種前の出芽

個体を取りこぼす）を入力してみて下さい．そ

の後の密度が大幅に増加してしまいます． 

 

除草剤の効果 

播種後出芽前の土壌処理剤と生育期の茎葉

処理剤の効果をそれぞれ別に数値化していま

す．当該セルの 0.99 は土壌処理剤による 99％

枯殺を，0.8 は茎葉処理剤による 80％枯殺を示しています．“出芽２”集団は土壌処理剤と茎葉処理剤

の両方の影響を受け，“出芽３”集団は茎葉処理の効果のみを受ける設定にしています．つまり，土壌

処理剤の効果を免れて生残した 1%の“出芽１”集団の 80%が茎葉処理剤の効果で死滅するという仮定

です． 

しかし，土壌処理剤の効果を受けなかった，出芽時期の早い個体は茎葉処理剤の適期には葉齢限界を

超えている可能性もあります．その場合には，茎葉処理剤の効果の数値と体系処理の効果の前提を変え

た計算式にする方がより現実に近い試算になるでしょう． 

 

途中の枯死 

作物の庇陰や競合によって生育途中で枯死する“出芽３”個体の割合です．リビングマルチ条件での

雑草動態を試算する場合，このパラメータが重要となります． 

 

種子生産量 

雑草の出芽時期が早いほど，個体サイズが大きくなり，その結果，より多数の種子を生産します．し

かし，一定面積内の生育量には限界があり，密度が高すぎると逆に個体あたりの種子生産量は減少しま

す．面積あたりの個体数と種子生産量には下式のような関係が成り立つとされています（図）． 

 Si：出芽 i 集団の種子生産数 

 Smaxi：出芽 i 集団の個体あたり最大種子生産数 

 Amaxi：出芽 i 集団の面積あたり最大種子生産数 

 di：個体密度 

 

種子食害率 

地表面に落ちた雑草の種子は，齧歯類，鳥類，節足動物

による食害によって減少します．食害の程度は季節や，不

耕起期間，周辺環境によって異なると考えられます．夏秋

期は節足動物による摂食圧が高く，降霜後，節足動物の活

動が停止した冬春期には鳥類による摂食圧が高まると考え 個体密度と種子生産量，出芽時期との関係
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られます．種子食動物の繁殖地，居住地である農地周辺の草地面積が種子食者の密度を大きく左右する

はずです．たとえば，周辺に採草地が存在する耕地や，畦畔面積比の高い農地，不耕起栽培を取り入れ

た輪作では摂食の影響が大きくなると考えられます． 

「水田輪作」シートでは種子生産後（作物収穫後）に秋耕され，種子が土中に埋没されることを想定

しているため，低い値(0.01)としています．秋耕をせずに冬期に不耕起状態で維持した場合，どの程度

種子が減少するかについては今後のデータ蓄積が必要です． 

 

年内の出芽率 

生産された種子が越冬前に発芽し，枯死してしまう割合です．これも初期値では低い値(0.01)として

おり，通常は無視してよいかもしれません．ただし，冬生一年生草種が夏までに発芽・出芽して種子生

産に至る前に枯死することは珍しくありません．また，石灰窒素処理による休眠覚醒・出芽促進効果や

熱処理による当年産種子の死滅効果を評価する場合には必要なパラメータとなります． 

 

土中の種子死滅率 

出芽しなかった種子が土中で何割死滅するかの値です．土

壌環境や管理条件に変動がないならば，生存種子は指数関数

的に減少し，その割合は草種ごとに異なるとされています

（図）．初期値では大豆期，水稲期ともに 0.25 としています．

年に 25%ずつ死滅する場合，1/100 に減少するのに 16 年要す

ることになります． 

一般的にはイネ科の草種は死滅率が高く，種子サイズの小

さい広葉草種（風散布型のキク科を除く）は死滅率が低いと

されています． 湛水土中で死亡率が高い草種では水稲期のセ

ルにより高い値を入力します．さまざまなデータを入れて，

経年変化の違いを確認してみましょう．従来言われてきた，

定性的な“田畑輪換は理想的な耕種的防除”とか，“雑草種

子は寿命が長い”ことがモデルでいかに定量的に表現される

のか，確認してみましょう． 

 

不確実性 

パラメータの値は毎年一定ではありえません．生物的な特性には環境による年次変動がありますし，

防除の効果にも変動が生じます．したがって，パラメータはある分布幅を持つ確率変数ととらえるべき

です（図）．だだし現状では，どのパラメータがどんな分布型を持つのか，というほどのデータは蓄積

されていません．（不確実性）のシートでは，緑色の文字のセルで正規分布乱数を用いて毎回異なる値

を発生させています．正規分布乱数を生成させ

るには標準偏差を指定する必要があり，この値

は当該セルに隣接した下線の数値です．パラメ

ータの値が 0 以下，1 以上とならないような工

夫を施す必要があります．経年変化の試算は乱

数によって生成された新たなパラメータの組

合せごとに毎回異なる出力となります． 

例えばある条件で計算を 100 回試行すると，

A 年後の密度が B/㎡以下になる確率が C％，と

いう推定ができます。 
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GPS/GIS を利用した現地雑草調査法 

 

宮城県古川農業試験場水田利用部 大川茂範 

 

はじめに 

 

 宮城県古川農業試験場では，水田難防除雑草（大川ら 2008）や特定外来種アレチウリ（安

藤ら 2012）の現地発生状況調査とその要因解析に取り組んでおり，2011 年 3 月 11 日の東

日本大震災以降は，被災農地に特化した雑草植生についても調査を行っている（大川ら

2013）。現地で問題化している雑草の発生状況（雑草種，発生密度や発生面積）と多発圃場・

地域の特徴（圃場履歴や地理的特性）を把握することは，問題雑草種の多発要因の解明と防

除法の確立および，当該圃場のみならず隣接地域における予防も含めた防除計画を策定す

る上で重要と考えるからである。すなわち，これら現地情報を関係各機関に正確かつ迅速に

伝達し問題意識を共有することが，各機関の協調した円滑な対応を図るためにも重要と思

われる。そこで著者らは，多種多様な問題雑草についての現地事例を効率的に収集・解析し，

関係各機関との正確な現地情報の共有を行う目的で，一連の雑草発生状況調査に GPS

（Global Positioning System；全地球測位システム）と各種 GIS (Geographical Information 

System；地理情報システム）の利用を推進してきた（大川 2007， 2008a， 2008b， 2009）。

ここでは，これまでの現地雑草調査において用いてきた GPS および GIS について具体例を

示し解説する。 

 

GPS の現地調査への導入 

 

GPS（Global Positioning System；全地球測位システム）とは，複数の人工衛星からの

時刻信号を受信することで全地球上における位置情報（経緯度座標）を測定・記録する装置

であり，カーナビゲーションや携帯電話サービスの中で広く利用されているシステムであ

る。GPS 専用の受信端末としては山登り等レジャー目的に利用できる安価な（１万数千円

～）ものも市販されているが，現在ではほとんどの携帯電話等の通信端末や一部のデジタル

カメラにも GPS 機能が内蔵されている。GPS は古くから林業・森林生態学分野での植生調

査等に使用されており，雑草分野でも外来雑草の拡散状況のデータベース化に利用されて

きた（渡辺ら 2000）。著者らが GPS を本格的に現地調査に使用し始めたのは 2006 年頃か

らで，中央農研センターの浅井氏の勧めによる（浅井 2006）。これまで使用した GPS 機器

の特徴を以下に示すので，調査目的にあった導入機種の選定に活用願いたい。 

 

各種 GPS 機器の特徴 

携帯電話・スマートフォン・タブレット端末 ：著者らの現地調査において，当初は，地点記録のため
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に個人所有の GPS 機能付き携帯電話（通信会社は AU；KDDI）を利用していた。これは GPS 衛

星の信号と携帯基地局の位置情報を併用するシステムであるが，田園地帯の見晴らしの良い地点

でも 10～50 m 程度の誤差が生じていた。しかし近年の GPS 付き携通信端末の普及と精度向上は

目覚ましく，携帯基地局からの電波と共に wi-fi 電波による補正等も併用することにより，同条件下

であれば誤差は少なく，安定して 10m 以内となっている（著者は自己所有の iPhone5：Softbank， 

京セラ製 Android 端末 ISW11K：au と SIM フリーのタブレット iPad mini，Nexus7 等を併用）。特に

スマートフォン・タブレット端末向けには様々な GPS 機能対応アプリが提供されている。モバイル端

末向けのアプリでは，新たな地点登録や複数のデータレイヤの重ね合わせ表示等は難しいため探

索的な調査には不十分であるが，既知調査地点の再踏査時のナビゲーションとしては手軽で十分

な役割を果たす。なお，各タブレット端末等は通信契約を行わなくても単独で GPS 機能が利用で

きるが，地図表示やアプリ設定等には通信環境が必要なため，著者らは別途データ通信専用回線

を契約し，複数機器を同時接続できるモバイル wi-fiルーター端末（BF-01B；NTT docomo FOMA

回線契約：LTE 回線より最大通信速度は劣るが通信量制限が無い）をあわせて携帯している。 

専用 GPS 受信機 ：一般的に生態学分野等で調査地点や調査経路の記録に使用されているのは

携帯型の専用 GPS 受信機である。著者らが使用している GARMIN 社の端末（GPSMAP60CS と

etrex LEGEND HCx を併用）等は静止衛星型衛星航法補強システムを併用することで誤差±5m

以内での測位が安定して得られている。気圧高度計も内蔵しているが，高度については気象条件

の影響で 10 メートル以上の誤差が生じることもあり，調査の度に補正が必要である。本体に記録し

たデータは本体画面にも表示されるが，パソコンにケーブル接続し，専用アプリケーション「Map 

Source」等を通じてデータを出力するが，後述する Google™ Earth との連携も容易である。GPS本

体に事前にアップロードする地図データとして，標準で道路地図が付属しており，10m 間隔の標高

データが含まれる地形図等も別売りで提供されている。著者らの調査では各地点の緯経度座標の

他，測位日時および調査ルートログ等の各データを利用している。本機種は多機能ではあるが，

電池（単３×2 本）の消耗が早く電源を入れたままにしておくと１日約 8 時間の調査でバッテリー切

れとなることが難点である（オプションパーツとしてカー電源用アダプターが用意されている）。  

GPS デジタルカメラ・カメラ用データロガー ：近年は各メーカーから GPS 機能を搭載したデジタル

カメラ機種が販売されている。基本的には画像データの標準フォーマット jpg ファイルの付加情報

領域（exif 形式）に撮影時に測位した GPS ユニットからの経緯度座標を記録するもので，一般的な

カメラ GPS 付携帯電話で撮影した場合と同様の画像ファイルが作成される。機種によっては，経緯

度座標のみならず，撮影方位の記録や移動経路（ログ）の記録も可能である。また，GPS 機能の無

いカメラと併用することで，後から撮影写真に位置情報を付加することを目的とした GPS ロガーも

比較的安価（1 万円以下から）で提供されている（Holux 社 m-241 等）。これらは数秒間隔で現在

地点を記録していき，デジタルカメラの撮影時刻情報を基に，当該写真画像の撮影地点の経緯度

座標を割り出し exif 形式で付加することが出来る。当然，カメラ時刻と GPS ロガー時刻の同期作業

が必要であり，exif 形式を編集するアプリケーションも別途必要となるが（無料入手可），導入コスト

は低く抑えられる。GPS カメラは対象物の撮影と位置情報の記録が同時に行えることから，雑草分
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布等の調査には非常に有効なツールである。しかし，GPS ユニットの性能により，起動から位置情

報の取得までに時間がかかったり，測位精度のムラがあったりするので，使用機種の特徴を十分

理解したうえで利用する必要がある。ちなみに著者らは，CASIO 社 EX-H20G（製造終了；モーショ

ンセンサー搭載で遮蔽下・移動中の再測位が俊敏で撮影方位の記録も可能。10 倍ズーム等光学

機能も高いが防水機能が無いことに注意が必要）や PENTAX 社の WG-2GPS（測位精度高くログ

の記録が可能；最新モデル WG-3GPS では方位記録も可。耐衝撃・防水性に優れる。再測位には

若干時間がかかり，移動中の車窓撮影時等にタイミングを逃すことが多いのが難点）を用いている。  

 

GIS による地点情報の管理・解析・表示 

 

 前述のように GPS 受信機自体は経緯度座標（位置情報）を測定するための装置でしかない。こ

れを様々な研究・調査の手段として用いるためには，各調査地点に付帯する様々な地点情報を管

理・解析・表示するための GIS（Geographical Information System；地理情報システム）が

必要となる。カーナビゲーションや前述の携帯電話による GPS 情報の送受信や写真画像ファイル

への位置情報付加機能も一種の GIS といえるが，一般的には経緯度座標とその地点の付帯情報

（標高や地目，土壌区分や気象情報等）を結びつけたデータベース，もしくはこれを利用するアプ

リケーションやインターネット上で利用できる電子地図を指すことが多い。具体的にはレイヤと呼ば

れる，各種データを示すポリゴン（多角形），ポイントそしてラスタ画像からなる地図を各種重ね合わ

せて示したり，さらには各レイヤ間の空間的関連性を統計演算により導き出す機能等が備わったも

のが GIS アプリケーションであり，有償・無償で数多く提供されている。ここでは，著者らがこれまで

用いた GIS アプリケーションを 3 つの利用場面を想定して紹介する。 

 

各種 GIS アプリケーションの特徴 

Exif 形式画像管理用 GIS ：特定の調査地点の記録は，精度の高い GPS 専用端末で行うことが

多いが，移動中に見つけた希少種や要注意種をとっさに写真に撮るという機会も少なくない。これ

らの GPS デジタルカメラ等で取得した画像データを地図上に表示したり，通常のカメラで撮影した

写真画像ファイルに GPS ロガーからの位置情報を付加する GIS アプリケーションがあれば，無作

為に撮影した写真データからも貴重な分布図を作成することができる。無償のものが多く，例えば

登山者の登頂ログ等を立体地図として表示することを目的に開発された「カシミール３D」（ダン杉

本氏：http://www.kashmir3d.com/）や，Google™ 社の「Picasa」を初めとする写真管理ソフト，

GPS デジカメに付属する各種アプリケーション等にもこのような画像ファイル中の位置情報を表示

する機能がある。著者らは，単純に撮影位置情報の取得の際には，比較的安価な地図太郎（日本

カートグラフィック社：http://www.tcgmap.jp/；ダウンロード版 3，500 円～）を用いており，撮影

地点の精度確認等には Google™ Earth と連携できる Picasa を用いて位置情報の修正を行ってい

る。 

空間解析・地理統計解析用 GIS ：調査地点の地理情報や多様な既存統計データを基にした空
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間解析については，その導入コストは非常に高いものの（１ライセンスあたり 40 万円台～），業界標

準の GIS アプリケーションともいえる ESRI 社の「ArcGIS」の機能が最も充実している。例えば各調

査地点から最も近い河川までの距離を求めるとか，調査地点の属性に様々な空間データ（ESRI

社開発の標準フォーマットである Shape 形式で公開されているものが多い）を付加することも可能

である。一方，有償 GIS と同等の機能を無償で提供することで GIS 利用を推進しようとする動きも

ある。中でもオープンソース GIS である「Quantum GIS」 （略称 QGIS；http://www.qgis.org/）は

一定の予備知識は必要であるが，様々なプラグインを組み合わせることで，ほぼ市販 GIS と同等

の空間解析が可能となる。著者らは事業導入した ArcGIS を利用しているが，さらに高額な拡張ア

プリケーション（682，500 円～）が無ければ動作しない機能も数多くあるため，必要に応じて QGIS

も併用している。 

なお，農業系の統計情報を利用するために特記すべき GIS アプリケーションとして「GEOSTAT」

（地理統計情報株式会社，http://www.tiritoukei.co.jp/）がある。この GIS は，財団法人農林統計

協会（http://www.aafs.or.jp/）が発刊する農林業センサスの統計データの地図表示に特化したもの

で，統計データとアプリケーションをセットまたは別個に購入することができる。 

データ管理・ナビゲーション用 GIS ：実際の調査にあたり過去の調査地点を参照したり，一連の

調査結果を基に特定雑草の分布等を電子地図に示して公開する場合には，より汎用性のある

GIS が必要とされる。前述の ArcGIS も当然この用途にも耐えるものであるがやや操作が煩雑なと

ころがある。そこで著者らは直感的な操作性と，圃場一筆毎の識別が可能な程に詳細な衛星写真

が無償提供されている GIS アプリケーション「Google™ Earth」と，Google™社のクラウドサービスに

も対応している Google ™Earth の標準フォーマット kml（Keyhole Markup Language）ファイルを日

常的に利用している。現地調査の際は，ノート PC にインストールした Google™ Earth に，過去の

調査地点や解析結果を表示させ，リアルタイム GPS 機能（GARMIN 社 GPSMAP60CS を接続）に

より定点までのナビゲーションとして使用したり，新たな調査地点の選定や簡易 CAD 機能による圃

場区画の記録にも利用している。最近は無償のモバイル用 Google™ Earth アプリとも連携使用し

ている。モバイル版は複数レイヤの表示機能や地点情報の描画機能に制限はあるものの，

Google™クラウド上の登録地図を表示させ，スマートフォンやタブレット端末をナビゲーションとして

利用することができる。複数チームで現地調査にあたる場合も，共通の Google™アカウントを準備

し，該当エリアの共有地図を Google™マップ上でマイマップとして登録しておけば，異なる複数の

端末からも各チームの調査状況を把握できるため便利である。雑草種別の多発リスクマップ等の成

果地図の公開に際しても，専門家向けには shape 形式（拡張子 shp， dbf， sbx 等の複数のファ

イルから構成される）が必要な場合もあるため，ArcGIS による作業が中心となるが，一般への公開

にあたっては圧倒的に普及している kml（Google™マップで表示可能；圧縮形式は kmz）形式のフ

ァイルが望ましいと考える。ちなみに shape 形式と kml 形式へのスムースな変換が可能なアプリケ

ーションは今のところ限られており，著者らは必要な属性情報を絞って，前述の地図太郎により相

互変換している。 

 また，特定のエリア・圃場を対象とした場合には，近畿中国四国農業研究センターにおいて開発
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された「作業計画・管理支援システム」（http://www.aginfo.jp/PMS/index.html）も無償で利用でき，

有用な数値データの管理アプリケーションとなるだろう。 

調査データ解析に利用できるデータベース：現地調査に GPS・GIS を導入する目的は，調査地点

の正確な記録と共に，調査データと既存地理情報との照合・解析を行うことにある。各種の Web マ

ップサービスで表示される基本的な道路地図や航空写真の他，標高や水域等の地形データ，土

壌や地質・植生等の過去の調査データ，アメダス地点の気象データや演算処理により得られたメッ

シュ気象データ，市町村界・農村集落界・圃区等の区域情報やそこに結びつけられた各種統計情

報等が上記の解析用 GIS で利用可能である。 

政府の地理空間情報活用推進会議による GIS ポータルサイト

（http://www.gis.go.jp/index.html）には GIS 関連のデータ閲覧・提供サービスが紹介されている。

特に国土交通省国土政策局が運営する GIS ホームページ

（http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/index.html）からは様々な既存の調査データが検索・ダ

ウンロードできる。著者らは標高（平均，最高，最低），最大傾斜角度・方角，最小傾斜角度・方角

を格納したメッシュデータ，河川基盤地図に基づく河川のラインデータや海岸線，土地分類基礎調

査に基づく地形分類図や土壌図等を利用している。環境省自然環境局生物多様性センター

(http://www.biodic.go.jp/)では自然環境保全調査に基づく現存植生図を shape 形式で提供してお

り，農耕地以外の植生を知る上では参考になる。一方，農耕地の GIS データベースはネット経由

で入手可能なものは現状少ないものの，前述の農林業センサスの統計データの他，各地方農政

局農村計画部農村振興課に申請すれば最新の農業基盤整備基礎調査における圃区の面整備状

況（面積，形状区分，農道・用水・排水の整備状況等）の shape データを無償で利用可能である。

全国土地改良事業団体連合会が運営する水土里情報センター

（http://www.inakajin.or.jp/midoricenter_g/index.html）には，市町村単位で整備された，農地の航

空写真や筆毎の区画形状，農道・用水路等の詳細なデータが整備されているが，個人の資産情

報を含む場合があるため，申請・審査に基づいた利用許可をうけることとなる。当県では，東日本

大震災の後に宮城県土地改良事業団体連合会により整備された津波被災農地の 10ha メッシュ毎

の地盤沈下量や堆積土厚，被災直後の土壌の電気伝導度等，農地の被災程度に関するデータ

ベースの提供を受け，被災地の雑草植生調査の解析に活用している（大川ら 2013）。 

 

地点情報の取り扱いについて 

 

著者らが，特定圃場（場合よっては任意圃場）の経緯度座標とその付帯情報について調査する

目的は，あくまで問題雑草多発の要因を探り，防除対策を検討することにある。しかし，耕地は私

有財産であり，正確な圃場の特定は管理者個人の特定に他ならない。したがって，関係機関の間

でその地点情報を共有する場合であっても，情報利用の目的とその公開範囲を明確にし，取り扱

っている情報を適切に管理する必要がある。また，特定の地域に雑草多発圃場を図示した地図等

の印刷物やその地域名を，流通・消費者段階まで公開してしまうと，該当地域のイメージ低下をも
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たらしかねず，米穀等農作物販売上の不利益を生じかねない。得られた情報はあくまで，関係者

間の現状把握，問題意識の共有のために用いることが基本ではあり，むやみな一般公開は慎むべ

き場合もあることに留意する必要がある。 
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簡易植生調査とそのデータ解析 

 

（独）農研機構 中央農業総合研究センター 

西村 愛子 

 

はじめに 

作付けされる作物の種類や管理方法により，耕地や草地における雑草の発生状況は異なる。このよう

な管理体系の影響や雑草の防除対策の効果を評価するためには，雑草の発生状況を正確に定量化する必

要がある。雑草は多くの圃場において，複数の草種によって構成される「雑草群集」を形成している。雑

草の群集構造は，立地環境や管理体系によって異なる（Hawes et al. 2010; Hanzlik and Gerowitt 2011）。ま

た，常に人為的な管理とその影響下にあるため，優占種の交替や侵入種の導入を引き起こしやすく，その

組成は継時的に変化しやすい（伊藤 1993）。そのため，雑草群集の評価には，農耕地におけるさまざまな

環境や管理体系下でのモニタリングが必要となる。 

これまで，雑草の発生状況を定量化する手法として，個体密度や乾燥重量，葉面積指数などが利用さ

れてきた。これらの手法は測定が複雑で時間を要し，破壊的であること，さらには膨大な作業量により雑

草群集を対象とした多種および多地点の調査には不向きである。 

群集構造の定量化には，一定の区画内における植物の種組成や量的構造をまとめて評価できる非破壊

的調査法として植生調査が広く利用されてきた。雑草管理の現場で，評価対象となる必要な情報は，1) 管

理対象とする種の検出，2) 管理対象種によって構成される種組成と量的構造を表す数値である。すなわ

ち，詳細な植物相の把握や出現頻度の低い種の検出よりも，出現頻度の高い種の存在量（アバンダンス）

の数値化が重要となる。既存の植生調査法は，雑草管理の現場では管理上不必要な情報も収集すること

が多く，効率性に欠ける。雑草管理の現場に適した調査手法として，より簡素な植生調査法が望ましい。

本稿では，雑草管理の現場に有効な簡易植生調査法（以下「簡易法」）を提案し，その調査精度と利用側

面について説明する。 

 

簡易法による調査方法 

簡易法は，既存の植生調査法であるラインセンサス法やポイント法を改良した手法で，調査エリア内

を歩行するライン軌条で接した種をカウントする手法である。本稿では，実際に行った調査事例を用い，

具体的な調査方法について説明する。圃場の管理体系が雑草の群集構造に与える影響を検討するため，

管理状況の異なる（不耕起刈取り区，耕起放任区）コムギ作付け後の非作付け圃場（6m×35m サイズ）

2 区画を用いて調査を行った。 

調査対象とする圃場区画内を圃場畦畔際からスタートし，圃場長辺に対し平行に任意の直線ライン上

を歩行する。歩行軌条 2 ないし 3 歩間隔で足の指先に接した種を 1 種記録する。複数種が接した場合は，

指先において接地面積の も大きい種を記録対象種とする。接する種がなかった場合は「なし」と記録す

る。1 種の記録を 1 ポイントとして，本例では圃場長辺に平行な往復軌条およそ 70m の歩行で 50 ポイン

トの記録を行った。 

記録方法は，既存の植生調査表と同様に，調査日，調査者および調査圃場に帰属する情報（調査圃場
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ID，作目，管理状況，優占種，植被率，植生高など）

も同時に記録する（図-1）。データは 1 ポイントから

50 ポイントまで種名を列記し，調査終了後，出現種

ごとにポイント数の頻度を集計する（図-2）。集計し

た頻度データは，出現した種ごとの出現ポイント数と

全調査ポイント数の割合に 100 を掛けた値を各出現

種の被度と定義とする。得られたデータは，出現した優占種の量的比較や（図-3），多変量解析等を用い

た群集の構造比較に利用することができる。 

 

簡易法による調査精度 

では，簡易法で得た調査データは，既存の植生調査手法と比較して，どの程度の精度があるのか？ 簡

易法による調査データの精度を検証するため，既存の植生調査法である目視法によるデータとの比較を

行った。目視法は，一定面積において各草種が占める面積率を算出する被度法の一つで，調査対象エリア

に設置したコドラート内の植被を目視によって推定する方法である（根本 2001）。調査は前述のコムギ収

穫後の管理体系が異なる 2 圃場（不耕起刈取り区，耕起放任区）を対象に簡易法と目視法による植生調査

を行った。簡易法は，植生調査の経験値の異なる観測者 39 名により，前述のように任意のラインを歩行

し，各圃場 50 ポイントの種名の記録を行った。目視法は，同じ圃場内に 1m×1m のコドラートを 1 圃場

20 個設置し，目視によって全出現種の被度を記録した。 

目視法による調査の結果，コドラート単位での植被率の平均値は不耕起刈取り区，耕起放任区でそれ

ぞれ 60.8%，75.3%，平均種数は 4.1 種，5.8 種，平均植生高は 33.5，49.0cm であった。上位優占種と各種

の平均被度は，各圃場それぞれメヒシバ 39.0，50.8%，スベリヒユ 12.6，13.4%，イヌビエ 10.4，18.5%，

エノキグサ 0.0，2.4%，コニシキソウ 0.7，2.1%，カヤツリグサ 0.5，0.1%であった。すなわち，耕起放任

区で 

調査場所
調査日
調査者

圃場ID E圃場 圃場ID F圃場
作目 前作ムギ 作目 前作ムギ
管理状況 不耕起刈取り 管理状況 耕起放任
優占種 メヒシバ 優占種 メヒシバ
植被率 20% 植被率 80%
植生高 25㎝ 植生高 60㎝

調査
ポイント

NO.
出現種

調査
ポイント

NO.
出現種

1 メヒシバ 1 メヒシバ

2 メヒシバ 2 メヒシバ

3 イヌビエ 3 スベリヒユ

4 なし 4 エノキグサ

48 スベリヒユ 48 イヌビエ

49 なし 49 イヌビエ

50 メヒシバ 50 メヒシバ

植生調査表

つくば市観音台　中央農研　
20##年　#月　#日
○○　○○

図‐1 簡易法調査による植生調査表 記入例

図‐2 簡易法調査によるデータの集計例

※
出現頻度

調査ポイント数 (50)
× 100 ＝ 被度 (%)

出現種 E 圃場 F 圃場 E 圃場 F 圃場
スベリヒユ 20 25 40 50
メヒシバ 14 7 28 14
イヌビエ 5 7 10 14
エノキグサ 0 7 0 14
ホナガイヌビユ 1 0 2 0
カヤツリグサ 0 1 0 2

出現頻度 被度 (%)

※

0

20

40

60

被
度

(%
)

E 圃場（不耕起刈取り区）

F 圃場（耕起放任区）

図‐3 簡易法による集計データからの作図例
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は不耕起刈取区に比べ，植被率，植生高，イネ科の優占度が高い植生であった。本調査に利用した圃場の

管理体系の違いによる種組成への影響は少なく，量的構造の違いに反映された。 

目視法，簡易法による被度データを用いて単回帰分析を行った結果，両手法のデータは高い相関を示

した（図-4）。両手法の被度が完全に一致する場合，傾き 1 の直線となる。それに対し，不耕起刈取り区

では簡易法で目視法より被度を高く見積もり，一方，耕起放任区では低く見積もる傾向があった。また，

手法間のデータの一致性は，被度，植生高とも低い不耕起刈取り区で高く，耕起放任区では信頼区間から

観測者間の誤差が大きいことが示された。さらに，各観測者のデータ精度と再現性の検討を行った結果，

精度・再現性ともに高い結果が得られた。 

以上の検証の結果，簡易法の調査による被度データは，目視法による被度データと概ね高い一致性を

示すことが確認され，簡易法による出現ランク上位種の量的・構造的評価の妥当性が示された。また，被

度，植生高とも高い耕起放任区のデータが，簡易法において観測者間のばらつき，目視法との違いともに

大きい傾向が検出された。被度の測定値は，調査手法により植物の生活形の影響を受けやすいことが指

摘されている（Floyd and Anderson 1987; Andujar et al. 2010）。簡易法では，足先に接した 1 種のみを記録

する。そのため，スベリヒユなどの群集下層で優占する種を検出しやすい傾向にある。その結果，不耕起

刈取区に比べて群集の垂直構造が発達していた耕起放任区において，上層部のキャノピーを優占するメ

ヒシバやイヌビエの被度が過小評価されたと考えられる。植生調査において，目視法は観測者の主観に

左右されやすく，それに対してポイント法は客観性やデータの再現性が高い手法であるとされる

（Symstad et al. 2008; Godinez-Alvarez et al. 2009）。簡易法は，既存のポイント法を模した手法であり，本

研究では観測者の調査経験値にばらつきがあったにも関わらず，観測者間で高い再現性を示した。 

 

簡易法の活用面と留意点 

既存の植生調査の手法と比較して，簡易法の も異なる利点は調査の効率性である。目視法では，1m2

のコドラート 1 圃場 20 個調査するのにおよそ 110 分必要であった。これは，目視法だけでなく密度やバ

イオマス測定など，これまで活用されてきた既存の手法と比較しても，同じ所要時間で，より多くの圃場

調査が可能であることを示している。また，簡易法ではコドラート枠の設置，持ち運びとも不要であるた

 

図‐4 簡易法と目視法による被度データの関係．

直線は各データ間の回帰分析結果を表す。破線は推定された回帰直線
結果．実線は，簡易法と目視法によるデータが完全に一致したときに推
定される結果を表す．灰色部分は，95%信頼区間を示す．
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め，調査の即応性，機動性ともに高める。多数の圃場を調査したり，経時的経年的な雑草植生の追跡を行

う場合，調査スケールは大幅に増大することが想定される。このように多くの圃場を対象とした連続的

かつ広域モニタリングには，簡易法の効率性は非常に有益である。簡易法に限らず多くの植生調査では，

調査対象となる群集構造や調査スケールに対して適正なサンプルサイズが設定されているかどうかが重

要である（Klimes 2003; Helm and Mead 2004）。雑草の群集構造は，作付けや耕起，除草などのさまざまな

管理体系によって異なる（Meiss et al. 2010; Fried et al. 2012）。そのため，調査対象となる圃場の面積や異

なる群集タイプごとに，適正な歩行距離，調査ポイント数，反復数などの検討する必要がある。今回の調

査結果から，簡易法では植被率，植生高など量的構造の違いが，被度の精度に影響を与えることが分かっ

た。しかし，畦畔や草地，路傍などといった草本種が優占する植生は，常に人為的な管理とその影響下に

あるため，複雑な階層構造を発達させることは少ない。そのような植生の調査には，簡易法が有効と考え

られる。連続的広域モニタリングのように評価対象のスケールを拡大するほど，調査には時間的経済的

制約がともなう。これらの制約を緩和し，データの蓄積と評価を進めるためにも，簡易法の幅広い活用を

期待する。 
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雑草分布図の可視化・共有化手法 

 

信州大学農学部 渡邉 修 

 

１．はじめに  

国内では物資や人間の移動がグローバルになるにつれ，すでに 1200 種を超える外来植物

が確認されている（榎本 1997）。侵入した外来植物が全て雑草化するとは限らないが，農業

生産や生態系に大きな被害を及ぼす要注意外来生物や特定外来生物は，今後さらに増加が

懸念される（清水 1998）。農業生産に被害を出す外来植物の蔓延防止と効果的な防除対策に

は，全国レベルでの早期警戒体制，侵入種の発生場所や発生規模についての情報共有が必要

であるが（浅井 2012），どこにどのような外来雑草があるのか，基本的な分布情報やマップ

はほとんど整備されていない。国や自治体において，どの組織が主体的に情報収集するのか，

どのような草種を対象とし情報発信をするのか，いくつかの課題を抱えているのが現状で

ある。現在，農研機構（2011）で公開されている「警戒すべき帰化雑草」のアレチウリとマ

ルバルコウは，農耕地に加え路傍，河川敷，水路沿いなど非農耕地にも発生し，圃場外から

の侵入が想定されることから，農地周辺環境や都市域との境界エリア（アーバンエッジ）で

の発生状況も把握する必要がある。 

 近年，GPS 機器の小型化，端末機器の高性能化など情報通信技術（ICT）の発達によって，

位置情報の取得と地図情報の利用が進み，農業生物情報の収集とデータベース化が容易と

なっている。農業関連の有害生物（病害虫雑草，鳥獣）について，特に生産性を大きく阻害

する種の発生状況とデータベース化は，被害対策を進める上で極めて重要であり，簡易に位

置情報を収集する方法を確立する必要がある。 

 ここでは，GPS カメラを利用した雑草の簡易調査法について概説するとともに，フリーウ

エア（カシミール３D）を利用したマップ作成の方法について述べる。 

 

２．GPS 機器を利用した雑草分布調査 

 雑草の分布調査を行うとき，地図上で現在位置を確認しながら発生場所を記録すること

が基本となるが，現在地をすぐに確認することは難しい場所では，携帯型 GPS を利用するこ

とが有用である。GPS 端末は衛星を４機以上補足することで現在位置を取得でき，高層建築

物や山林が近接していない場所では位置精度の誤差は比較的小さいため，単独測位が可能

である。2010 年から日本が運用している準天頂衛星「みちびき」の運用も始まっており（松

岡 2011），みちびきから出される補完信号を利用できる端末を利用することで更に精度が上

がると期待される（eTrex 30J が対応）。GPS は高機能携帯電話にも搭載されており，WIFI 基

地局や３Gネットワークによる位置情報の補正も有効である。さらに，GPS を搭載した市販

のデジタルカメラで，３軸ジャイロセンサーを搭載した機種は，衛星をロストした時，位置

情報を高精度に補正する特徴がある。ここでは市販の GPS カメラを利用した雑草調査法を
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紹介する（渡邉 2013）。 

 

３．現地における雑草分布調査法 

 現地調査では，労力・コスト・時

間・予算等が有限であるため，調査

スケール（範囲）と調査精度の３要

素を考慮する必要がある（図１）。雑

草の分布を調べる場合，限られた調

査人員で広域をカバーし，かつ効率

的に情報を収集する必要があるた

め，１地点での情報収集の時間をな

るべく少なくする必要がある。 

（１） 調査スケールの設定 

雑草分布調査を行う場合，調査ス

ケールを常に意識する必要があり，個体→個体群→局所個体群（≒圃場）→地域個体群（≒

数圃場）→メタ個体群（≒団地・集落）のレベルを考える必要がある。現在問題となってい

る外来雑草は，分散力や繁殖力が高いこと，機械による圃場間の移動が生じやすいことから，

圃場内の調査精度を上げるよりも，地域個体群もしくはメタ個体群のスケールで分布や発

生量を把握することが重要である。ここでメタ個体群とは，局所個体群（圃場内の雑草群落）

の個体補充が，外部の局所個体群から生じる範囲（団地・集落内程度）の個体群を指す。ま

た，地域個体群とは，局所個体群とメタ個体群の中間的な位置付けで，ここでは数個から数

十個の近接圃場を想定する。 

（２） データのサンプリング法 

雑草分布調査を実施するとき，全筆で行う

のか，ランダムサンプリングによって行うの

かは，時間，労力，コストの面から決定される。

ダイズ等の転換畑で雑草分布調査を実施する

場合，市町村において転作確認のために利用

されている圃場図等があれば，比較的短時間

で全筆調査が可能である。また，地域内の至る

所に問題雑草が発生している場合，広域調査

とランダム調査を組み合わせたテリトリーマ

ッピング法による調査法も有効である（図

２）。この方法は鳥類の生息範囲を推定すると

きに利用され，地域を任意の大きさのメッシ

ュで分割し，メッシュ内をランダムかつ一定距離移動することで，遭遇した個体群の位置を



60 
 

GPS 等で記録することによって分布図を作成することができる（渡辺 2002）。この方法では，

メッシュ内で遭遇した割合を算出できるため，定量的な比較が可能となり，GIS で作成した

マップで発生場所の経年変化を比較するときに有用性が高い（渡邉 2006）。 

（３）雑草個体群のアバンダンス 

圃場における雑草の存在量（アバンダンス）は，通常，コドラート調査や坪刈りなどを実

施し，被度やバイオマス量を測定するが，多くの調査地をカバーするには現実的でない。そ

こで達観（例えば４段階程度）による発生カテゴリを設定し，各圃場における発生量の達観

評価法が，短時間で広域をカバーするために有用である（平岩ら 2009，保田 2010）。また，

達観による評価ランクと作物との被害程度の関連性を把握することも重要である，実際に

問題となる雑草がどの程度被害を出しているのか，モデル地区を設けて実施することも有

用である（足立ら 2005）。 

 GPS カメラを利用した雑草の分布調査は，携帯型 GPS による調査と比較して多くの利点が

ある。GPS カメラであれば雑草の写真同定が容易な種に限るが，個体撮影によって，位置情

報を付与した雑草発生の証拠を残すことができる。携帯型 GPS で測位した緯度経度のテキ

スト情報のみでは，どのような物体を対象にデータを取得したのか，情報を共有するときに

分かりにくい場合があるが，画像データと位置情報がセットであれば，情報共有の確認作業

が容易である。また，達観によるアバンダンスを記した札や色を写真内に映し込むことによ

って，雑草発生量の写真による整理を簡易にする方法もある（実習内で説明）。 

 

４．汎用ソフトを利用した雑草分布図の作成法 

 GPS カメラを利用した雑草分布調査を長野県内で実施した例を紹介し，マップ作成方法に

ついて概説する。ここではダイズ圃場で多発するマルバルコウの発生状況を簡易に把握す

るため，転作圃場を予め記録した 1:7500 の縮尺の圃場図を利用し，車で移動しながら，圃

場内の雑草発生量を調査した。調査人員は３人ｘ車６台で，調査時間は２時間弱である。GPS

カメラを利用する場合，以下の点に留意した。１：圃場の確認は車から降りて圃場の中央部

付近で圃場全体を撮影する（調査を実施した地点を記録するため，雑草がなくても撮影す

る），２：マルバルコウの発生程度（１＝数個体，２＝散発，３＝多発）に応じて撮影し，

撮影枚数によって雑草個体群の発生程度を記録する。車で調査を行う場合，車窓から確認し

て撮影することも可能であるが，GPS カメラの位置情報は，カメラを持っている人の位置が

記録されるため，そのままでは道路の位置が記録される。そこで，圃場確認の精度を上げる

には圃場内に立ち入ることが重要である。また，撮影枚数によって，達観のカテゴリを判別

することは，調査時間を短縮するために有効である。GPS カメラで撮影された画像の位置情

報は EXIF（Exchangeable image file format）に保存されるため，EXIF の中から緯度経度

情報を抽出して，半自動的に分布図が作成できる。ここでは，フリーウエアのカシミール３

Dとデジカメプラグインを利用し，２時間弱で調査を行った圃場の画像フォルダの管理と簡

易表示を行った（図３）。カシミール３D は利用できる地図の種類が豊富なことや，独自地
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図の組み込みが可能なこと，また距離等の計測もできるため，簡易的な GIS として応用範囲

が広く，コスト的にも有用である。独自地図をカシミール３Dに組み込んで，実習内で取得

した GPS カメラ情報を表示する方法を当日の演習で紹介する。 

 

電子化された位置情報は，緯度経度を XY 座標値として GIS の汎用ファイル形式のシェープ

ファイルとして利用できる。EXIF 画像から緯度経度情報のみを抽出する応用的な使い方に

ついても当日の演習内で紹介する。 

 

５．位置情報のデータベース化に向けた今後の課題 

雑草の位置情報のデータベース化を進め，最新の分布情報に基づいてマップ化を進める

ことは，雑草を含む有害生物管理の観点から極めて重要な情報を提供する。防除対策を強化

すべき地域の選定や対策を実施する範囲に関わる意思決定，防除対策を進めるためのコス

ト算出のための基本情報を提供し，一般市民への啓蒙活動を進めることもできる。防除に関

わるコストを考慮すると，本来ならば問題雑草が地域全体に蔓延する前に対策を強化する

ことが大切で，問題となる雑草の早期発見，早期対策がもっとも有用である。一方，収集し

たデータをどのように管理すべきかいくつかの課題がある。GPS カメラで収集した画像ファ

イルは膨大な数になることが予想され，簡易にデータを管理する技術修得が必要である。位
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置情報データベースのクラウド的活用は「CartoDB」などの利用が考えられるが（図 4），自

治体等で運用するには多くの課題がある。また，iPhone アプリ「ここピン」では（図５），

雑草の位置情報収集に特化したプロジェクトを構築することによって，画像ファイルと位

置情報を一元的に管理することも可能である。どのようなファイルサーバを用いるか，また

はクラウドシステムを利用するかは，県によって対応が異なると思われるが，位置情報を付

与した農業関連生物の情報収集の重要性は今後ますます高まっていくであろう。 
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