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平成 30年度関東地域マッチングフォーラム開催要領 

第１部 「スマート農業の実現に向けて」 

第２部  「水田畦畔・圃場周辺の雑草管理の省力化」 

１．趣  旨 

農家の高齢化や担い手不足により、水田の畦畔や水路周辺の管理が大きな負担となっています。

とりわけ、大規模営農では畦畔等の管理作業が省力化や労働時間短縮の障害となっており、少人

数で効率的に対応できる技術が求められています。また、畦畔や用水法面で残存する帰化アサガ

オ類等の難防除雑草が圃場に侵入して繁茂し、作物栽培に甚大な支障や損害を与えることも多く

なっています。 

これらに対応する技術として、畦畔の除草作業を省力化するための畦畔草刈機やカバープラン

ツの利用技術が開発され、普及が期待されます。また、除草剤に関しても、従来の雑草を枯殺させ

る方法から、雑草の生育を抑制して畦畔の植生を維持して管理する方法についても検討が進んで

います。そこで、これらの新技術を紹介するとともに、地域の取り組み事例として、カバープラン

ツによる畦畔や法面の管理や、地域が一体となって難防除雑草を防除した事例を紹介することで、

関東地域における当該技術の迅速な普及と適用拡大を図ります。 

また、スマート農業の推進のため「農業データ連携基盤(WAGRI)」と「スマート農業技術の現場

への実装」について、農林水産省から最新情報を提供し、会場参加者と情報交換や議論を行いま

す。 

２．開催日時 ： 平成 30年 12月 3日（月） 10:30～17:00 

３．開催場所 ： 農研機構農業技術革新工学研究センター はなの木ホール 

（埼玉県さいたま市北区日進町 1丁目 40番地 2） 

４．テ ー マ ： 第１部「スマート農業の実現に向けて」 

第２部「水田畦畔・圃場周辺の雑草管理の省力化」 

５．主 催 ： 農林水産省大臣官房政策課技術政策室 

農研機構中央農業研究センター 

６．後 援 ： 全国農業協同組合連合会 
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議事次第 

開会 10:30 

挨拶 10:30～10:40 

第１部「スマート農業の実現に向けて」（説明と意見交換、10:40～11:55） 

(司会:農林水産省大臣官房政策課技術政策室) 

(１)農業データ連携基盤（WAGRI）について 

(２)スマート農業技術の現場への実装について 

（意見交換） 

＜昼休み、ポスター・機械の展示・説明＞ 

(1)展示機械の概要説明（11:55～12:00） 

 高機動畦畔草刈機（株式会社ササキコーポレーション） 

(2)説明・技術相談（12:00～13:00） 

第２部「水田畦畔・圃場周辺の雑草管理の省力化」（13:00～17:00） 

（司会：農研機構中央農業研究センター  小荒井晃） 

１）講演（13:00～15:40）

(1)畦畔等圃場周辺の省力的雑草管理に向けた課題と展望 

農研機構中央農業研究センター           澁谷知子 

(2)スマート農業を目指した高機動畦畔草刈機の開発 

農研機構農業技術革新工学研究センター   栗原英治 

(3)植生に応じた除草剤等による畦畔雑草管理技術 

農研機構中央農業研究センター    井原 希 

(4)グランドカバープランツによる畦畔雑草管理と地域の取り組み事例 

茨城県県北農林事務所 常陸大宮地域農業改良普及センター 松﨑誠司 

(5)田谷川土地改良区における地域活動組織と圃場周辺管理の取り組み 

旭ヶ丘地区活動組織（田谷川土地改良区）   鈴木岳行 

＜休憩、ポスター・機械の展示・説明＞ 

説明・技術相談（15:40～16:20） 

２）パネルディスカッション（16:20～17:00）

(司会:農研機構中央農業研究センター  吉永悟志) 

パネラー:鈴木岳行（田谷川土地改良区）、松﨑誠司（常陸大宮地域農業改良普及センター）、

戸田勉（株式会社ササキコーポレーション）、栗原英治（農研機構農業技術革新工学研究

センター）、澁谷知子（農研機構中央農業研究センター）
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会 場 図 

図１ 農業技術革新工学研究センター内の建物配置 

図２ 農業技術革新工学研究センター周辺の地図
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畦畔等圃場周辺の省力的雑草管理に向けた課題と展望 

所属：農研機構中央農業研究センター

氏名：澁谷知子

講演要旨

 畦畔は適期に雑草を管理することによって、その機能を維持している。しかし、

慣行で行われている雑草管理は主として刈り払い機によるもので、夏季を中心

に数回行われる作業は重労働であり、危険を伴う。生産者の高齢化や担い手不足

に伴い、生産の場ではない畦畔の雑草管理の負担はますます大きくなっている。 
適期に管理ができず、畦畔で雑草が繁茂すると、雑草の種類によっては、圃場

内に侵入したり、病害虫のすみかとなったりして、直接的あるいは間接的に農業

生産現場に様々な害をもたらす。さらに、用水路や農道の周辺などでは、大豆圃

場などに侵入すると防除困難な雑草が繁茂している所も多く、圃場周辺から圃

場内への侵入を防止する必要がある。このような場所は地域全体で管理してい

く必要がある。

このような状況の中、畦畔や圃場周辺の雑草管理の省力化は関係者の連携を

密にして解決すべき重要な課題である。本講演では、雑草管理作業の現状や雑草

発生実態を紹介し、雑草管理の問題点と基本的な考え方を整理するとともに今

後の省力的雑草管理のあり方について考えたい。

連絡先 e-mail: CARC-Comm@ml.affrc.go.jp   電話: 029-838-8979 

用水路周辺で繁茂する帰化アサガ

オ類

圃場周辺で繁茂するオオブタクサ
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スマート農業を目指した高機動畦畔草刈機の開発

所属：農研機構革新工学センター 

氏名：栗原英治 

講演要旨 

１．開発の背景 

草刈り作業は夏期の過酷条件時に行われ、担い手に草刈り作業が集積される

中、労働負担はむしろ増大し、大規模化の阻害や耕作放棄地増加の一因になって

いる。慣行の自走式草刈機では、作業者が機械のハンドルを握り歩行しながら作

業を行うことが多いため、エンジンの振動・排ガス・騒音等の影響が大きく、さ

らに操作性に課題があると言われている。また、中山間地域では、法面割合が高

く、草刈り作業は重労働かつ危険を伴う作業であるため、高齢者や女性でも安心

して操作できる新たな草刈機が求められていた。そこで、主に水田や転換畑の除

草作業を対象とし、畦畔や整備法面を安定走行できる走行部を備え、一定条件下

では畦畔に沿って自動走行しながら草刈り作業を行う機能を有し、遠隔操作等

により、取扱性や安全性を高めた高機動畦畔草刈機を緊プロにて開発した。 

２．開発機の概要 

開発した高機動畦畔草刈機は、走行部、刈取部、操作部等から構成されるリモ

コン式の電動草刈機で、１台で畦畔及び整備法面における草刈り作業が可能で

あることを特長としている。各部の電源はバッテリから供給され、走行部は走破

性の高いクローラ式で、刈取部は走行部の前側に位置する２連式のカッタユニ

ット構造である。畦畔作業では畦畔上面幅が 50cm以上必要であるものの、畦畔

法面に接地して走行を誘導する倣い車輪を用いた機構（左右クローラの速度差

制御含む）により、畦畔に沿った自動走行での作業も可能である。高機動畦畔草

刈機は、無線リモコンによる遠隔操作機能を有していることから、作業者は機械

から離れて作業できるため安全性が高く（飛び石軽減等）、振動・排ガス・騒音

の影響が小さく作業環境を大幅に改善できるものと期待される。 
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 1

農研機構 農業技術革新工学研究センター

栗原英治

●草刈作業は夏期の過酷条件時に行われ、労働負担大。
（６月～８月にかけて、３～４回草刈作業を実施）

●畦畔草刈は依然として刈払機中心。担い手に作業が集
積される中、労働負担はむしろ増大。
（大規模化の阻害や耕作放棄地増加の一因）

●市販の自走式草刈機は、エンジンによる振動、騒音、
排ガス等の影響大。さらに安定性が低く、操作性に課題。

●中山間地域では、法面割合が高く、草刈作業は重労働
かつ危険を伴う作業。
（高齢者や女性でも、安心して操作できる草刈機が必要）

※畦畔や法面における草刈作業の軽労化、作業者の安全
性向上は重要な課題であり、新たな機械開発のニーズが
非常に高いため、研究に着手。

研究の背景

2
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主に水田や転換畑の除草作業を対象として、
畦畔や整備法面を安定走行できる走行部を
備え、一定条件下では畦畔に沿って自動走行
（以下、倣い走行）しながら草刈り作業を行う
機能を有し、遠隔操作等により、取扱性や安
全性を高めた高機動畦畔草刈機を開発する。

研研究の目的

法面畦畔畦畔

3

開発機の概要①

●●開発機は走行部、刈取部、操作部から構成される電動式
の草刈機。走行部は走破性の高い一対のクローラ式で、刈
取部は２連式カッタユニット（回転刃）構造で、操作部は無線
リモコンによる遠隔操作が可能。

4

試作３号機（改）の主要諸元

試作３号機（改）の外観
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開発機の概要①

●●開発機は畦畔及び整備法面における草刈り作業が可能。

5

整備法面（無線リモコン操作）畦畔（無線リモコン操作）

※補助輪を用いて最大傾斜３５度まで適応可能
（但し、土壌条件による）

・作業者は、従来機のようにハンドルを持って機体を支える必要がなく、エンジン

の振動による影響が少ないため、作業者負担が大幅に軽減→軽労化を期待
・作業者は草刈機本機から離れて作業できるため、飛び石、塵、埃の影響や作

業機の反発を受ける危険性が大幅に減少→安全性向上を期待

開発機の概要②

6

●畦畔作業時は、刈取部が畦畔上面および畦畔法面に適
用するよう、フレキシブルアームによって左右刈取部の位
置を変更でき、２つの作業パターンが可能。

→①畦畔上面作業、②畦畔法面作業

畦畔
断面

①畦畔上面

畦畔
断面

②
畦畔
法面

②
畦畔
法面

20



●開発機は、途中に障害物（石礫、溝、杭、廃棄物等）が無
く、比較的平坦で直線的かつ十分な強度を有する畦畔（畦
塗機等で成形され、上面幅50cm以上、高さ30cm以上、法面
傾斜角度が60度程度）では、畦畔法面に接地して走行を誘
導する倣い車輪を用いた機構により、畦畔に沿った自動走
行が可能。

倣い車輪

倣い車輪（フリー車輪）側のクローラ速度を反対側
のクローラよりも速くし、倣い車輪を畦畔法面に常
に押しつけながら自動走行

開発機の概要③

7

●試作３号機（改）による現地試験

8

開開発機による現地試験（ビデオ①）

岩手県農業研究センター
21



●●試作３号機（改）による現地試験

9島根県農業技術センター

開開発機による現地試験（ビデオ②）

●現地試験（Ｈ２９岩手）の結果、開発機は刈払機
と比較し作業能率が向上（10a当たり作業時間：畦
畔では約６割低減、法面では約５割低減）し、作業
精度は概ね同等であることが分かった。

●遠隔操作（無線リモコン）により機体から離れて
作業できるため安全性が高く（飛び石軽減）、作業
環境改善（振動・排ガス・騒音軽減）を期待できる。

●一定条件下では畦畔に沿った自動走行が可能。

●今後、(株)ササキコーポレーションから市販化見
込み。

●行政部局と連携を図り、普及・広報活動を継続。
10

ままとめ
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高機動畦畔草刈機と本質的構造が同じ電動リモコン作業機「スマモ」が市販開始。

11

参参考情報

電動リモコン作業機「スマモ」による法面作業（ビデオ）

12

参参考情報
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植生に応じた除草剤等による畦畔雑草管理技術 

所属：農研機構 中央農業研究センター

氏名：井原 希

講演要旨

除草剤等の散布による畦畔の雑草管理は、草刈り作業と比較して省力的な管

理技術の 1 つである。畦畔に使用可能な薬剤は複数あり、薬剤の種類によって

効果のある草種や散布時期が異なる（図）。その為、薬剤による効果を充分に発

揮させるには、管理の目的や管理場所の植生、立地に合った薬剤を選択しなけれ

ばならない。逆に誤った薬剤を選択すると、散布しても十分な除草効果が得られ

ないばかりか、畦畔の極端な裸地化や崩れ、畦畔から圃場への雑草の侵入が生じ

るリスクがある。

近年、畦畔から圃場に侵入し問題となっている雑草の１つに「帰化アサガオ類」

がある。帰化アサガオ類は、特に大豆栽培圃場に侵入した場合に減収などの甚大

な雑草害を引き起こす難防除雑草である。その為、特に圃場へはまだ侵入してい

ないものの畦畔で発生しているところでは、適切な畦畔管理を行って圃場への

侵入を防ぐことが極めて重要である。

本講演では、目的と現在の植生に応じて薬剤を選択する重要性を、上述した帰

化アサガオ類の畦畔での防除試験を例に挙げて説明する。

図 広葉雑草を枯らすビスピリバックナトリウム塩液剤（左側）と、ほとんどの

雑草を枯らす非選択性除草剤（右側）を散布した後の様子

連絡先 e-mail: CARC-Comm@ml.affrc.go.jp   電話: 029-838-8979 
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グランドカバープランツによる畦畔雑草管理と現地の取組事例 

茨城県県北農林事務所 

常陸大宮地域農業改良普及センター 

松﨑誠司 

 茨城県県北地域は中山間地域に位置するため水田の畦畔割合が高く，畦畔管理の省力化

は重要な課題である。そのため，茨城県県北農林事務所では，畦畔管理省力化技術プロジ

ェクトチームを立ち上げ，「グランドカバープランツによる畦畔雑草管理」と「土壌処理除

草剤による畦畔雑草管理」について現地試験と検討を行い，畦畔雑草管理マニュアルを作

成した。今回はその内「グランドカバープランツによる畦畔雑草管理」について紹介する。 

 グランドカバープランツは，地表を植物体で被覆して雑草の生育を抑制する草種の総称

である。試験では「センチピードグラス」と「クリ－ピングベントグラス（以下ベントグ

ラス）」を使用した。「センチピードグラス」は暖地型の芝で，夏に著しく生育するが，冬

は生育が止まり葉が枯れる。主な施工方法は移植が適しており，労力はかかるが定着すれ

ば強靱となる。「ベントグラス」は寒地型の芝で，生育はセンチピードグラスよりも早く，

冬も緑色を保つが，暑さに弱く夏枯れを起こすことがある。主な施工方法は直播で，刈り

払い機による除草作業では生長点が切られやすく，枯死する危険性が高い。どちらも定着

までの雑草管理が非常に重要であり，定着すれば年 0～2回程度の刈り払いや除草剤散布等

の管理で維持することができる。 

 畦畔 100 ㎡当たりのコスト（資材費・労働費）は 1年目の費用でセンチピードグラスは

約３万円，ベントグラスでは約 1万 6千円となった。移植で労力がかかる分，センチピー

ドグラスのコストが高くなる。また，年ごとのコストはベントグラスで約 6年後，センチ

ピードグラスで約 10 年後に慣行刈り払い法よりもコストを低減できる見込となった。 

現在，常陸大宮地域農業改良普及センター管内では，センチピードグラスが 5地域，ベ

ントグラスが 3地域で導入されている。

図 1．畦畔 100 ㎡当たりの累積コスト（労働＋資材） 
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田谷川土地改良区における地域活動組織と 

圃場周辺管理の取り組み 

所属：旭ヶ丘地区活動組織 副代表

（田谷川土地改良区 事務局長）

氏名：鈴木岳行

講演要旨

 本講演で紹介する旭ケ丘地区活動組織は，茨城県筑西市田谷川土地改良区内

に位置する旭ケ丘地区という場所で活動を行っている．この地域は，稲-稲-麦-
大豆の 3 年 4 作のブロックローテーションを基本とする水田農業地帯である． 
 近年，土地改良区全域で帰化アサガオ類がまん延し，大豆作で大きな雑草問

題を引き起こしている．帰化アサガオ類は，畦畔や用排水路周辺など圃場周辺

にもまん延しており，その管理に苦慮している．これまで，財政的な問題もあ

り，年１-２回程度の草刈りや除草剤による防除などを行ってきたが，全く効

果がない状況が続いていた．

 そのような状況の中，農地・水・環境保全向上対策（現多面的機能支払交付

金）が５年の区切りを迎えるタイミングで，筑西市の方からその活用を持ちか

けられたのがきっかけで，「外来駆除」を主な目的として平成２４年に旭ケ丘

地区活動組織を立ち上げた．なお，土地改良区全域で活動をするという提案も

一部あったが，面積で予算が決まることもあり，初めからあまり大きくならな

いように，土地改良区の南部に位置する旭ケ丘地区に限定することとした．

組織メンバーは旭ケ丘自治会の全員（約１００世帯）で，そのほとんどはサ

ラリーマンである．考え方がバラバラであること，地域の行事が多すぎると嫌

がる人もいたため，うまくまとめる必要があった．そこで，気をつけたのが，

強制しない，メリット（日当，地域がキレイに）を示す，常に低姿勢，ビジョ

ンを明確に，という点である．また，成功体験を作り出すため，デモンストレ

ーション用の場所を設定し重点的に活動を行った．その結果，徐々に賛同者が

増え，年間９０人くらいが活動に参加してもらえるようになった．除草作業は

少人数で行っているが，カバープラントの設置などについては多人数で行って

いる．

 その結果，地域全体として帰化アサガオ類の発生を減少させることに成功す

るとともに，失敗する場所はあるものの，多くの場所でカバープラントによる

景観向上にも成功している．こうした活動を通じて地域全体としての活性化に

もつながり，活動組織の直接的な成果ではないが，その副次的効果として，旭

ケ丘自治会が平成２５年に住まいのまちなみ賞も受賞している．

本講演では，その取り組みについて報告するとともに，今後の課題について

も議論する．
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旭ケ丘地区の位置

茨城県ウェブサイトより

背景

稲―稲―麦―大豆の3年4作ブロックローテーションが
基本の水田農業地帯

そんな中，帰化アサガオ類がまん延してきた

集落営農組合ではこれをなんとかしたいという思い

特に排水沿い

財政面の問題もあり年1-2回草刈りや除草剤で防除

⇒全く効果ない
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実際の当時の様子

きっかけ

農地・水・環境保全向上対策（現多面的機能支払
交付金）が5年の区切りを迎え，事例が増えないで
困っていると市役所から持ちかけられた

田谷川協業組合の組合長がそれなら外来種駆除
としてアサガオ防除がいいのではと提案

自治会長に相談→外来種まみれの地域をキレイ
にしたい
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きっかけ

関係者が集結したが，考え方がバラバラ

地域の行事が多すぎると嫌がる人も…

↓

キーマンが必要⇒自分が調整役に

思いがバラバラの人たちをまとめる

強制しない

メリット（日当，地域がキレイに）を示す

常に低姿勢

ビジョンを明確に

成功体験を作り出すため，デモンストレーション用の場所
を設定

⇒徐々に賛同者が増えていった

自治会長がそれぞれの地区の下部組織の代表者にお願
いして，人手が必要なときだけできる人を出してもらうよう
呼びかけ
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地域の設定

地域の設定は，農地の持ち主
が住んでいる地域がバラバラな
ので，持ち主に関係なく設定

特に，用水路と排水路を管理す
ることを重視してそれでつなが
っているひとまとまりの地域とし
て設定

面積で予算が決まるので，初め
からあまり大きくならないように
考えた

平成24年活動開始（第2期農地・水）

組織メンバーは自治会員全員（約100世帯）

ほとんどサラリーマン

最初の駆除活動で集まったのは30人

カバープランツの植栽が始まると40人くらい一度に
集まる

年間90人くらいは参加
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平成24年活動開始（第2期農地・水）

除草の実働体制は少人数（アサガオ駆除ユニット
は２つ）

月1回の役員会で合議のもとに活動を行っている

斜面など管理しにくいところから優先的にカバープ
ラント設置

毎年勉強会も開催

活動の様子
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活動の様子

活動の様子
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勉強会の様子

活動の成果
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活動の成果

活動の成果
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活動の成果

活動の成果
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活動の副次的効果

アサガオがひどかった場所に，幹線排水
路整備が行われ，キレイになった．

活動の副次的効果

地域の活性化にもつながった
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今後の課題

課題としては、中心人物の負担が大きすぎる

少なくとも３〜４人の中心人物が分担する体制が
必要

持続性をどのように保つのか

制度を利用すると報告書の作成が大変．もっと簡
単にして欲しい

ご清聴ありがとうございました
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付  展示ポスターのタイトル 

畦畔等圃場周辺の省力的雑草管理に向けて 

－問題点の整理と基本的な考え方－ 

（農研機構中央農業研究センター 澁谷知子 

スマート農業を目指した高機動畦畔草刈機の開発

－リモコン式の電動草刈機により、作業環境の改善を期待－

（農研機構農業技術革新工学研究センター）

植生に応じた除草剤等による畦畔雑草管理技術 

（農研機構中央農業研究センター 井原 希） 

グランドカバープランツによる畦畔管理省力化 

－中山間地域の畦畔雑草管理について－ 

（茨城県県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター 松﨑誠司） 

田谷川土地改良区における地域活動組織と圃場周辺管理の取り組み 

（旭ケ丘地区活動組織副代表（田谷川土地改良区事務局長） 鈴木岳行） 

電動リモコン作業機【スマモ】 

（株式会社ササキコーポレーション） 

改良センチピートグラス ティフ・ブレア 

－中山間地域の畦畔雑草管理について－ 

（タキイ種苗株式会社）
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雑草制御グループ
E-mail : CARC-Comm@ml.affrc.go.jp中央農業研究センター

⽣産者の⾼齢化・担い⼿不⾜などに伴い、畦畔等圃場周辺の雑草管理の負担は
ますます⼤きくなっており、省⼒化が急がれます。慣⾏の刈り払いによる草刈
りは重労働で危険も伴います。雑草管理の作業の現状や雑草が繁茂して農業⽣
産現場に様々な害をおよぼしている実態を紹介し、雑草管理の問題点と基本的
な考え⽅を整理します。

畦畔等圃場周辺の省力的雑草管理に向けて
－ 問題点の整理と基本的な考え方 －

農研機構・中央農業研究センター・澁谷知子

1. 畦畔等圃場周辺の雑草管理の現状

畦畔等圃場周辺の雑草管理⽅法と回数
⇒刈り払い機の草刈りが主体
草刈り ３〜５回
（除草剤との組み合わせもある）

刈り払い機の事故が多い
⇒作業負担が⼤きい
⇒危険を伴う

⽣産の場でないのに管理が必要
2. 畦畔等圃場周辺の雑草の発⽣実態

4. 畦畔等圃場周辺の雑草管理法の総合化と
地域で管理することの重要性

3. 雑草管理の問題点と基本的な考え⽅

イネ科雑草の穂で斑点⽶カメムシが増え、
イネの穂に害を及ぼす

⽤⽔路の周辺で⼤⾖栽培の難防除雑草の
アサガオ類が繁茂して圃場内に侵⼊する

⽞⽶にアサガオ類の種⼦が混⼊
アサガオ類が侵⼊すると⼤⾖栽培の時に防
除できずに⼤問題となる

つる性で⽣育が早いアレチウリ

超⼤型雑草のオオブタクサ

このような現状になっているのはなぜ？

畦畔等圃場周辺には、
それぞれの⽴地条件に応じて
いろいろな種類の雑草が⽣育している。

「⽬的」どんな植⽣にしたいかと
「現状」⽴地や雑草の種類によって、
「⼿段」が異なる。

やみくもに作業してもうまく管理できない。

⽬的と現状をしっかり把握して、適した⼿段
を⼊れて管理することが⼤事です。

○主な管理⽅法の種類と特徴
・機械的防除 雑草の種類で刈り取り反応が違う
・化学的防除 雑草の種類で除草剤の反応が違う
・耕種的防除 グランドカバープランツの種類選択

や栽培が難しい
・これらの組み合わせも必要

⽤⽔路や道路はつながっている
→⽔の動きや⼈の動きで雑草の種⼦が移動
→難防除雑草のまん延が問題
→地域で管理することが重要
→そのためには合意形成・組織作りが重要
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農業技術革新工学研究センター

－ －
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雑草制御グループ
E-mail : CARC-Comm@ml.affrc.go.jp中央農業研究センター

農研機構 中央農業研究センター 井原 希

植⽣に応じた除草剤等による畦畔雑草管理技術

場⾯A アサガオ＋イネ科雑草が発⽣する
場所での試験
処理前

処理後
7⽇⽬

・アサガオは枯死
しました
・イネ科雑草が⼀
時的に⻩〜褐⾊に
変⾊しましたが、
枯れることなく⽣
育が抑制されまし
た

除草剤は種類によって効果のある草種や期間が異なります。畦畔管理でその効果を発揮させるには、管
理⽬的や現在の植⽣に合った薬剤を選択しなければなりません。畦畔から侵⼊し、⼤⾖ほ場で問題にな
る難防除雑草（帰化アサガオ類）の防除試験を例に、植⽣に応じた選択をする重要性を説明します。

斑点⽶カメムシ
対策として草刈
り作業などを組
み合わせましょ
う

・アサガオの徹底防除が
効果的です

アサガオの防除 成功植⽣の維持 失敗アサガオが後から発⽣
植⽣の維持はできなかった

・防除後には新たな侵⼊
を防ぐ技術を導⼊しま
しょう

●畦畔での帰化アサガオ類の防除
●畦畔機能の維持のために、完全に裸地化さ
せずに雑草を残す（植⽣維持）

⽬的 2つの⽬的を達成できそうな選択性除草剤（広
葉剤）を利⽤
＊ビスピリバックナトリウム塩液剤（グラスショート液剤）

●イネ科雑草も発⽣している場所（場所A）では⽬標達成
●アサガオが寡占する場所（場所B）ではアサガオ防除、植⽣の維持どちらも失敗

結論

→ 処理場所の植⽣に応じて薬剤・技術を変える必要があります

・裸地化したところにア
サガオが⼤量に発⽣し、
繁茂しました

処理後
38⽇⽬

・アサガオは枯死しまし
た

・植⽣が無くなり裸地化
しました

処理後
7⽇⽬

場⾯B アサガオが寡占する場所での試験

処理前

広葉を選択的に枯ら
す薬剤を散布

けいはん

かせん

処理後
36⽇⽬

・アサガオの後発
⽣はほとんどあり
ませんでした

・イネ科雑草が繁
茂、出穂しました

はんてんまい
→斑点⽶カメムシ
対策が必要です
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E-mail : miyanofu@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県県北農林事務所
常陸大宮地域農業改良普及センター

目的
茨城県県北地域では畦畔雑草管理が営農継続や規模拡大の障害となっている。この技術はグランド

カバープランツにより雑草の繁茂を防ぎ，除草等の管理を省力化できる。

グランドカバープランツによる畦畔管理省力化
－中山間地域の畦畔雑草管理について－

ベントグラスセンチピードグラス
暖地型の芝で，夏季の生育は旺盛だが冬季は生育が

停止する。生育はベントグラスより遅いが踏圧に強く，
高めに刈払いを行うと，生育が促進される。
施工方法は播種と移植があるが，播種は定着が悪く，

移植は労力がかかる。
定着後は年0～2回の管理で維持できる。

寒地型の芝で，冬季も生育するが暑さに弱い。生育
が早く，管理次第で施工した年内に被覆が完了する。
施工方法は播種のみのため，急斜面では流亡に注意

が必要である。草刈りは枯れる危険があるため，雑草
管理は主に除草剤を使う。
定着後は年0～1回の管理で維持できる。

センチピードグラス被覆完了 ベントグラス播種後10ヶ月

グランドカバープランツの栽培スケジュール

グランドカバープランツの施工コスト試算
（１年目・畦畔100㎡当たり）

グランドカバープランツの施工コスト試算
(累積版・畦畔100㎡当たり)

※３年目でグランドカバープランツによる被覆が完了した場合の試算

時　　期

※２年目以降は，畦畔の被覆状況に応じて必要な除草作業をしてください。

※２年目以降は，畦畔の被覆状況に応じて必要な除草作業をしてください。

ベントグラス
（１年目）

ベントグラス
（２年目）

除草剤散布
（必要に応じて）

除草剤散布
（1回目）

除草剤散布
（2回目）

雑草除去

肥料散布 施肥・播種

雑草防除
（必要に応じて）

センチピード
グラス
（1年目）

除草剤散布（1回目） 除草剤散布（2回目） 除草作業

セルトレイ
への播種

ポット苗
の移植

畦畔雑草の発生

中上 中 下 上 中 下

７月 ８月 ９月 10月

下上 中 下 上 中 下 上 中 下 上下

11月 12月 1月 2月
３月 ４月 ５月 ６月

上 中 下 上 中

春雑草 夏雑草

松﨑誠司
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田谷川土地改良区

田谷川土地改良区は稲-稲-麦-大豆の3年4作のブロックローテーションを基本とする
水田農業地帯です。全域で帰化アサガオ類がまん延し、大豆作で大きな雑草問題となっ
ています。区内の旭ケ丘地区活動組織では、駆除活動を行うにあたり、ほとんどがサラ
リーマンで考え方もバラバラな構成員を動員し、賛同者を増やす環境を整えることによっ
て取り組みの効果が高まり、地域全体として帰化アサガオ類の発生を減少させることが
できました。

田谷川土地改良区における地域活動組織と
圃場周辺管理の取り組み

旭ケ丘地区活動組織 副代表（田谷川土地改良区 事務局長） 鈴木岳行

茨城県ウェブサイトより

田谷川土地改良区旭ケ丘地区の位置

帰化アサガオ類が特に排水沿いでまん延

年1-2回草刈りや除草剤での防除⇒全く効果ない

外来種まみれの地域をキレイに

キーマンが必要⇒自分が調整役に

カバープランツの植栽に40人，年間90人くらい参加

対策前の様子

勉強会の様子 活動の様子

住まいのまちなみ賞

用排水路

〇強制しない 〇メリット（日当，地域がキレイに）を示す

〇常に低姿勢 〇ビジョンを明確に 〇成功体験を作り出すため，
デモンストレーション用の場所を設定

旭ケ丘自治会

所在地：茨城県筑西市下岡崎3−15
TEL：0296-22-4088

活動の成果
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電動作業機
スマモ

RS400-1・2

型式
末尾

1：バッテリー1個付属　
2：バッテリー2個付属

スマモは人が入りにくい 低くて狭い場所 に最適！

smamo
電動リモコン作業機【スマモ】 走行ユニット

M700草刈アタッチ

smart more

“草刈機”

果樹園などでの運搬

トレーラー台車として

傾斜地（※）

（※傾斜最大35度まで）

走行ユニット 草刈アタッチ

太陽光パネル下の草刈り
低木果樹の下草刈り

太陽光パネル下の草刈り

特許出願中

全長×全高×全巾 
重量（バッテリ含む）
走行部
クローラ外巾
クローラ駆動モータ

速度（速度調整）

装備仕様
走行距離
騒音レベル

付属品

970mm×400mm×655mm

2クローラ式
580mm

250W相当×2
前進0～3.2km/h（0～100％/5%刻み）
後進0～2.8km/h（0～100％/5%刻み）

60db（走行時 /5m離れた距離での測定値 (当社調べ））
無線リモコン (1個 )、無線リモコン用バッテリー（1個 )

バッテリー充電器 (1個 )

型　式 RS400-1 RS400-2

バッテリー1個付属
10km（速度3.2km/h 時）

バッテリー２個付属
20km（速度3.2km/h 時）

91kg 103kg

走
行
ユ
ニ
ッ
ト

■主要諸元
型　式

全長×全高×全巾 

刈　巾
重　量
刈取刃
刈取モータ
刈高さ
刈取り適応草丈
作業能率
傾斜
騒音レベル

620mm×355mm×845mm（草刈アタッチのみ）
1480mm×400mm×845mm（走行ユニット+草刈アタッチ装着時）

716mm
23kg

フリーナイフ　8本
300W相当×2
約 50mm

300～500mm（基本400mm）
840㎡ /h（※）
最大35°

80db（草刈作業時 /5m離れた距離での測定値（当社調べ））

※ 草丈約30cm/速度1.5km/hの場合。（草密集度等の草刈条件により変わります。）

M700

草
刈
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

※ この商品は農研機構との共同研究の成果の一部を使用しております。
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付  パネルディスカッション 

司会:農研機構中央農業研究センター 吉永悟志 

パネラー: 鈴木岳行（田谷川土地改良区） 

松﨑誠司（常陸大宮地域農業改良普及センター） 

戸田勉（株式会社ササキコーポレーション） 

栗原英治（農研機構農業技術革新工学研究センター） 

澁谷知子（農研機構中央農業研究センター） 

＜メモ＞ 
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