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(研究括支)

沖縄本島におけるスルホニルウレア系除草剤抵抗性コナギの発生について

後藤健志・ 二 村l和 靖 1) ・伊志嶺正 人2)

(沖縄県北部農林水産振興センター 1)沖縄県農林水産部営農支援諜，

2)沖縄県中部農業改良普及センター)

Kenshi GOTO， Kazuyasu FUTAGAMI， Masato ISHIMINE: 

Sulfonylurea-resistant biotypes of Monochoria vaginalis in paddy fields of 

Okinawa Island， Japan. 

はじめに た.また当地域のコナギの発生状況とコナギ

コナギ ωI/onochriavaginalis) は， ミズアオ の発生した水田における稲の生育状況について

イ科に属する一年生草本である.窒素吸収量が も調査を行ったので併せて報告する.

稲に比べて 2倍程度と高く(千坂. 1966). 稲

と肥料養分を競合する水田の主要雑草の一つで

ある.1980年代後半から水田雑草対策には，ス

ルホニルウレア系除草剤(以下SU剤)が広く

使用されるようになり，それに伴って1990年代

からSU剤に抵抗性を示す雑草が確認され始め

た. SU剤抵抗性コナギについては.1998年に

秋田県と茨城県で初めて確認され(小荒井・森

田. 2002). これまで，青森， 秋田，福島，山

形，茨城，長野，京都，徳島，福岡などから報

告されている(内野. 2003;山本ら. 2008;井

上・山川. 2006). SU剤抵抗性雑草が発生した

圃場では，特定の雑草のみが高密度で発生する

事が知られている(内野. 2006).沖縄県名護

市川|上地域の水田においてコナギのみが高密度

で発生する状況が見られ. SU剤抵抗性コナギ

の発生が疑われた.抵抗性の確認について，内

野 (2006)は，発生した雑草が抵抗性か感受性

かは外見からは判断が難しい為，直接植物体に

対して検定を行い判断する必要性を指摘してい

る.そこで， 名護市川上地域の水田において発

生したコナギに対してSU剤抵抗性検定を行つ

材料および方法

1. SU抵抗性検定

調査地とした， 名護市川上地域は，二期作の

水稲栽培が行われている.調査は2009年 9月 1

日に，コナギのみが高い密度で発生した 5筆の

水田で行ったこの地域は. 2009年 8月7日前

後に二期目の移植が行われており. 8月20日ま

でに除草剤が使用されている.

選定した 5筆の水田から 5株ずつ根を傷つけ

ないようにコナギを採集し，ユニパックに入れ

た後，保冷剤を入れた保温バッグに入れて実験

室に持ち帰った

検定は，ペンスルフロンメチルの入った薬剤

中でのコナギの発根の有無によ ってSU剤への

抵抗性を判断する発線法ITOキット(吉田，

2008) を用いた.まず，採集してきたコナギを

水洗いし，検定用チューブに入る大きさに葉や，

分げつ した部分を切り取った さらに泥や腐植

部分を取り除いた後，根を 2cmに切りそろえ

た.各水聞について，対照区チューブ2本， 処

理区チューブ 3本を lセットとして，それぞれ
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のチューブでコナギを茎葉基部まで薬剤に浸け，

25
0

Cの明条件のインキューベーター内に静置し

た.また，発根の確認は， 7日後に行った

2. コナギの発生状況調査

調査は，9月16日に名護市川上の水田82筆を

対象とし， 1筆ずつ畦畔からの達観調査によっ

てコナギの発生状況を確認した.発生状況は，

水田一筆中のコナギが発生している面積の割合

によって，発生なしを iOJ，1 %以下の発生を

i1J， 1 ~25% を í2J ， 26~50% を í 3 J. 

5 1 ~75% i4J， 76~100% を í5J の 6 段階に分

級し，地図上に記録した.

3. 稲の生育状況調査

調査は， 10月20日に登熟期の「ひとめぼれj

と 「ミルキーサマーJを対象に行った iひと

めぼれ」については，コナギの発生レベルが 0，

3， 5の水田を l筆ずつ選定し iミルキーサマー」

についてはコナギの発生レベルが 0，2， 5の水

田を l筆ずつ選定し，各水田において30株の全

長と稗長を計測した.また，全長と稗長の差を

穂長とした.

結果

1. SU剤抵抗性検定

コナギを採集した 5筆の水田，全てにおいて

対照区，処理区ともに発根が見られた また水

田Vからは，処理区の 3本中， 1本のみが発根

し，残り 2本からは，発根が見られなかった

(表 1).

2. コナギ発生状況調査

表 2より ，調査を行った82筆の内 iOJの水

田は， 35.5% (29筆)， ilJの水田は， 20.7% 

(17筆)， i2J の水田は22.0% (18筆)， i3J の

水田は， 8.5% (7筆)， i 4J の水田は，9.8% 

(8筆)， i5Jの水田は， 3.6% (3筆)であった.

調査した水田の半数以上の64.6% (53筆)から

コナギの発生が確認された.また，発生状況に

地図上での明維な偏りは見られず，川上地域全

域にコナギの発生が見られた(図 1).

3.コナギの発生状況別の稲の生育状況

表 3及び表 4より iひとめぼれ」と 「ミル

キーサマー」の全長，稗長は，各コナギ発生レ

ベルに有意な差が見られ，コナギの発生レベル

が大きくなるに従って，全長，稗長が短くなる

表 1. 発根法 ITOキッ トによる検定によって確認された発根数.
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表 2 コナギの発生レベル別の水田割合と水回数

5 2 3 4 

%(筆) 20.7(17) 

(発生なし) (1%以下の発生) (I ~25%) (26~50%) (51 ~75%) 

3.6(3) 

(76~100%) 

35.4(29) 22.0(18) 8.5(7) 9.8(8) 
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1崎以下

1 -25% 

DレベルO 発生なし

図 レベル1

圏 レベル2

図 レベル3

闇レベル4

76-100崎. レベル5

図 1 名護市川上の水田におけるコナギの発生状況.
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図 2.コナギ発生レベル別の「ひとめぼれJの全長，得長，穂長の平均値

※全長，稗長，穏長について各コナギレベルにおいて異符号問は 1%水準で有意であることを示す

(Tukey-Kramer HSD検定)

圏稗長回全長
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図 3 コナギ発生レベル別の「ミルキーサマー」の全長，稗長，穂長の平均値
※全長，稗長，穂、長について各コナギレベルにおいて奥符号聞は 1%水準で有意で-あることを示す

(Tukey-Kramer HSD検定).

傾向を示した.また 「ひとめぼれ」ではコナギ 事から，今回確認されたSD剤抵抗性コナギも，

発生レベルが 5の穂長のみ有意に短かった. 当地域においてSD成分を含んだ除草剤の連用

考 察

検定結果から，コナギを採集した名護市川上

の5筆の水田においてSD剤抵抗性コナギの発

生が維認された.また，コナギの発生状況調査

から，名護市川上の水田では，コナギが広く発

生している状況が明らかとなり，当地域に広く

SD剤抵抗性コナギが発生している可能性が示

唆された.

さらに除草剤抵抗性雑草は，特定の除草剤を

連用することによ って発生 し(松本 ・白井，

1994)，それぞれの地域ごとに独立して生じる

ことが指摘され て い る (Ohsako and 

Tominaga， 2007;稲垣ら， 2008). これらの

によって発生したと推察される.沖縄県内の他

地域においても， SD成分を含んだ除草剤を多

用している場合はSD剤抵抗性コナギの発生が

危倶される

沖縄県外からは，コナギ以外にも数種のSD

剤抵抗性雑草が報告されており(内野， 2003)， 

それらの中にはアゼナ (Lindernia戸rocumbens)

やアゼ トウガラ シ (Linderniamicrantha)，ミ

ゾハコベ CElatinetriandra)，イヌホタルイ

(Scirtus juncoides) など沖縄県でも見られる

(初島・天野， 1994) 種も含まれている.今後

は，沖縄県においても コナギ以外のSD剤抵抗

性雑草の発生に注意が必要であると考えられる.

コナギの稲への影響について千坂 (1966)は，
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コナギの窒素吸収量は，稲よりも高く，肥料分

をめぐり競合する事を指摘している.またコナ

ギが鳩加すると稲の穂数が減少することも明ら

かになっている (JhonL Breen et al， 1999). 

松江 ・尾形 (1999) は，稲の稗長と穂、長が短く

なると収量が減り，食味も悪くなることを報告

している.本調査における稲の全長，稗長及び

穂長が短くなる結果もコナギによる窒素分の競

合による影響であることが推察され， コナギの

発生が稲の収量の減少および品質の低下に影響

していることが示唆された.

SU剤抵抗性コナギの対策では， SU成分以外

の除草剤成分によって防除できることが明らか

になっている(内野，2006;山本 ・中野， 2008; 

内川 ら， 2002). しかしコナギの種子は士嬢中

でシードバンクを形成し10年以上生存する事が

報告されており(千坂ら， 1985;小荒井ら，

1998)，一度，SU剤抵抗性コナギが発生すると

長期間に渡る対策が必要になる事が指摘されて

いる(内野， 2006).また，同じ除草剤を連用

しない等の除草剤抵抗性雑草の発生の予防策の

必要性も指摘されている(内野， 2006). 今後

はSU剤抵抗性コナギ対策を早急に行うととも

に，SU剤抵抗性雑草の発生を防ぐ為にSU成分

を含んだ除草剤を連用しない除草体系の構築や

除草剤のみに頼らない雑草管理について検討が

必要である.
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Summary 

Susceptibility of Monochoria vaginalis to 

bensulfron-methyl was investigated collected 

from individuals in five paddy fields in 

Kawakami region， Nago city of Okinawa 

pr巴fecture，where the species had been grow-

ing profus巴ly.The susceptibility was assayed 

by studying their rooting responses in a 

bensulfron-methyl solution. These five paddy 

fields which occurred the Sulfonylurea-

resistant biotype of M. vaginalis. 
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