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長野県における石灰窒素を組み合わせた
雑草イネに対する防除技術体系の確立
長野県農業試験場
１ 背景および目的

青木政晴

石灰窒素は、有効成分 55.0％の粒状を用いた。

長野県では、雑草イネの発生、拡大を受け、平成

（１）試験１

雑草イネ種子に対する防除効果

19 年度に雑草イネ対策チームを発足させ、平成 25

ア

試験条件、処理方法

年度に「雑草イネ総合防除マニュアル」を発行するな

水稲収穫以降の土壌水分条件が異なる３圃場で

ど、全県で防除対策に邁進してきた。雑草イネの発

実施した。長野県農業試験場内圃場（細粒グライ土、

生圃場における防除技術は、水稲作付けを継続する

標高 350m、以下半湿潤圃場）、雑草イネが発生して

場合は、雑草イネに有効な除草剤を３回使用するとと

いた現地圃場（灰色低地土・標高 363m・以下湿潤圃

もに、残草を手取り除草し、冬期間は不耕起状態を

場、灰色低地土・標高 593m・以下乾燥圃場）におい

維持することとしている（図１）。また、多発圃場では畑

て、試験を行った。試験概要を表１に示す。金ザルに

転換を推奨している。これらを実行したことで雑草イ

充填した水田土壌表面に雑草イネ D タイプ種子を播

ネが多発する圃場数は大幅に減少したが、発生面積

種し、土壌表面が揃うように各圃場に金ザルを埋設し、

は大きくは低下していない。こうした状況にあって、雑

石灰窒素を処理した。半湿潤圃場の一部では、稲わ

草イネが発生する地域からは、手取り除草の軽減に

らを敷設後に石灰窒素を処理した。冬期間は不耕起

つながり、水稲の不作付期間に実施できる新たな防

状態として、春期耕起前に回収し、発芽試験および

除技術が求められていた。そこで、「漏生イネ種子を

TTC 検定により生存を判別した。

死滅させる石灰窒素処理」（大平ら 2014、2015）を従

イ

結果

来の防除体系に組み入れ、雑草イネに対する防除効

土壌水分条件の異なる３圃場（湿潤、半湿潤、乾

果を評価および実証した。併せて、畑転換による防

燥）において、稲わらがない条件ではいずれも生存

除必要年限を検討した。

種子割合は１割以下に低下した。一方、半湿潤圃場
での稲わらがある条件では両処理時期とも生存種子

２ 水稲の不作付け期間における雑草イネに対す

割合は２～３割と死滅効果が低下した。このことから、

る石灰窒素処理による体系防除

稲わらを除去し、水稲収穫後から春期の間に石灰窒
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14～20日後

主な雑草イネ防除技術体系の概要
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表１

試験１の概要

圃場 雑草イネ種
石灰窒素
稲わら
1)
子埋設日
処理量
処理期
(年.月.日)
(kg/10a)
(年.月.日)
湿潤
H28.10.21
0、50
H28.10.21
無
H29.10.26
0、50
H29.10.26
無
半湿潤 H28.10.26 0、30、50、70
H28.10.26 無、50kgのみ有無
H29.3.1 無、50kgのみ有無
H29.11.24 0、30、50、70
H29.11.24
無
H30.3.1
無
乾燥
H28.12.2
0、50
H28.12.2
無
H29.11.16
H29.11.16
無
1)半湿潤圃場における3月処理は、前年秋期に雑草イネ種子を埋設し、処理期まで無処理状
態とした。

表２

試験２の雑草イネに対する除草体系

区

平成28年
平成29年
水稲収穫後の
水稲収穫後の
水稲作付中 1)
石灰窒素
石灰窒素
実証区
50kg/10a
有効剤 手取り除草
50kg/10a
対照区
50kg/10a
無効剤 手取り除草
－

平成30年
水稲
作付中 1)
有効剤
無効剤

1)有効剤は雑草イネ防除に効果のある除草剤を3回使用し、無効剤は効果のない除草剤を
体系処理した。

実証区

残草対比（％）
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２年目
湛直栽培

石灰窒素を組み入れた体系防除による雑草イネ多発圃場におけ
る防除実証（平成 30 年、長野農試）
残草対比：平成 28 年水稲収穫前の雑草イネ株数に対する比率

素を 30～70kg/10a 処理することが、土壌表面の雑草

は不耕起状態とした。除草体系を表２に示す。

イネ種子防除に有効であることが明らかになった。

イ

（２）試験２

石灰窒素および有効な本田除草剤との体系処理

現地発生圃場における防除効果

結果

ア 試験条件、処理方法

を行った移植栽培の実証区では雑草イネの発生量

雑草イネが中程度発生した試験１の湿潤圃場にお

が３％に低減した。さらに、手取り除草したうえで石灰

いて実施した。翌年から２年間の試験を行い、初年目

窒素および有効な本田除草剤との体系処理を行った

は移植栽培、２年目は湛水直播栽培とした。冬期間

湛水直播栽培においても、雑草イネの発生量を６％
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に抑制した（図２）。このことから、雑草イネ発生圃場

石灰窒素処理と有効な本田除草剤の組み合わせ

において、非作付け期間の石灰窒素処理および作

により、残存個体数はいずれも無処理区比で 15%以

付け期間中の有効剤体系処理との組合せが、雑草イ

下となった。一方、水稲の収量及び品質への影響は

ネに有効であることが明らかになった。

小さかったが、苗立ち数は低下傾向だった。このこと

（３）試験３

から、雑草イネ発生圃場での湛水直播栽培において、

石灰窒素処理による施肥効果

ア 試験条件、処理方法

石灰窒素処理を組み入れた体系処理の有効性が示

試験１と同様に３圃場で試験を行った。湿潤圃場

されたものの、苗立ち低下への影響及び石灰窒素の

では移植および湛水直播栽培、半湿潤圃場では湛

散布方法について継続検討が必要である。

水直播栽培、乾燥圃場では移植栽培とした。施肥窒
素は各圃場の慣行量から０～4.5kg/10a を減量し、水

４

稲の窒素吸収量、生育、収量、玄米品質から適正な

畑転換による防除必要年限
雑草イネ動態モデルを用いて、畑転換による雑草

減肥量を検討した。

イネに対する防除効果を試算した。ダイズ作に比べソ

イ 結果

バ作において雑草イネ発生の低減が早く、水稲作の

石灰窒素処理区において 2.3～4.5kg/10a の減肥

継続に比べ防除期間が短縮されることを明らかにし

をした場合には倒伏、収量、玄米品質への悪影響は

た。また、雑草イネが多発した圃場において、４年間

なかった。一方、０～1.5kg/10a の減肥とした場合に

ソバ作に畑転換したのち、水稲作への復帰したところ、

は、倒伏程度が大きく、整粒率が低下した。このこと

雑草イネの発生および生存埋土種子の検出がないこ

から、50kg/10a の石灰窒素を処理した場合は、翌水

とを確認した。このことから、雑草イネが発生した圃場

稲作における施肥窒素を３kg/10a 程度減肥する必要

では、動態モデルに示された４年間の畑転換により

があることが示された。

雑草イネを根絶できることが示された。

３ 水稲湛水直播栽培の播種前における石灰窒素
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