
１牧草と園芸・第４９巻第４号（２００１）

　のどかな田園風景は，美しい自然・故郷を演出

しています。しかし，山沿いのあちこちに木の生

い茂った荒廃農地が，そして草ぼうぼうの畦畔が

平坦地でもみられます。

　水田を支える畦畔は，かつては畔豆が作られ，

刈り草は飼料にと有効利用されていました。しか

し，畔豆はなくなり，畦畔の草刈りは直接生産に

結びつかないため，手抜きされつつあります。

　県全体が中山間地といってもよい長野県では，

水田の畦畔率は１３．２％（全国平均６．１％）と日本一

です。傾斜地の大型畦畔の草刈りは，大変な重労

働で，畦畔管理・畦草刈りは，水田営農の大きな

問題となっています。

　高齢化している農村で，大規模農家にとって畦

畔の省力管理は大きな課題です。そして，畦畔の

管理は，水田の機能維持や農村の景観形成からも

重要な課題です。

１　放任管理と畦畔

　草刈りをしないと，１年も経たない間にヨモギ

やススキ，さらにはヨシやササ等の大型多年性雑

草に覆われてしまいます（図１）。こうなると，草

刈りは年数回は必要。そして大きな草は草の量も

多く，草刈りも，刈り草の処理も大変で，害虫や

ネズミ・モグラの住処ともなっています。

２　除草剤の使用

　除草剤の使用は省力的にみえますが，除草剤は

多年性雑草まで枯殺してしまい，根張りの弱い１
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年性雑草主体となってしまいます（図２）。このた

め，畦畔強度が弱まり，畦畔が崩れやすくなって

しまいます。

３　畦畔の省力管理には，ノシバのような草種がよい

　畦畔は適度な草刈りにより，ノシバあるいはチ

ガヤ主体の人為的植生が維持され（図１），これら

の草種は地下茎で畦畔を支えているため，畦畔強

度も高く，比較的草刈り労力も少なくてすんでい

ます。

　特にノシバは，ほふく茎でがっちりと畦畔を支

え，草丈短く草刈り労力が少なくてすみ，雑草の

侵入も少ないため，畦畔の省力管理に最も理想的

といえます。

　しかし，ノシバは出芽が劣り，種子導入が困難

で，芝張りにならざるを得ません。また，畦畔全

体を芝張りすることは極めて大変です。

　そこで，畦畔の省力管理には，草丈短く，種子

増殖可能で，永年性で繁殖力強く，畦畔支持力が

強く，草刈り労力の少ないノシバに代わりうる草

種の導入が必要です。

４　畦畔導入適草種の選定試験結果

　アンケート調査によると（表１）農家の畦畔の

草刈り時の平均草高は４２�であり，草丈４０�以上

の草種は不適と判定した。

　日本在来のノシバは出芽が劣り，初期生育も小

さく，雑草に生育を抑制されてしまうので，種子

導入は困難であった。

　シバザクラ，ダイカンドラ等の広葉植物は，被

覆度と根張りが不十分で，大型畦畔では畦畔の浸

食が発生し不適である。

　暖地型で越冬性の劣る草種・バミューダグラス

及びダイカンドラは，越冬性が劣り２年目ないし

３年目でほとんど消失した。

　株立型のイネ科草種は，株間に雑草の発生が多

いことと，２年目以降被度（被度：地表面積に対

する各草種の被覆面積比率）の増加が少なく，株

枯れにより次第に消失することから不適であっ

た。

　導入３年目では，センチピードグラスとペレニ

アルライグラスが被度高く，草丈も比較的低く有

望と思われたが，ペレニアルライグラスは比較的

短年性であるため，導入４～５年目でほとんど消

失した（表２）。

　導入５年以上経過し，草丈低く，高い被度を保

ち，雑草の侵入の少ない草種はセンチピードグラ

スのみであった（表２）。センチピードグラスは導

入初期に生育の劣った畦畔でも，年を経る毎に被

２

中山間地畦畔

表１　水田畦畔の管理に関するアンケート調査結果

（平成７年，調査地：阿智村・駒ヶ根市）

回答内容調査項目

平均５８．５歳（３５～７８歳）
平均５７ｍ（２５～２００ｍ）
平均２．８ｍ（０．５～５．０ｍ）
平均３．３回（１～５回）
平均４２．５�（１０～８０�）
平均５６分／ａ（０．３～２．７時間）
平均３１分／ａ（０．１～２．７時間）
堆肥４８，飼料１６，焼却２８，放置８
非常に大変６０％，やや大変４０％

畦畔の主な管理者
畦畔の形　長さ
　　　　　法面の幅
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度は増加し，３～５年後にはほぼ１００％の被度に達

した（図３）。

　以上から，センチピードグラスが畦畔の被覆植

物として有望であると判断した。

播種量

　播種量は多いほど生育初期の被度が大きいが，

１年目秋までには３０ｇ／�播き以上では被度に大

きな差がみられなくなり，雑草繁茂時に草刈りを

励行することにより，１０ｇ／�播きでも芝張り以

上の被度８０％が可能であるので，播種量は１０ｇで

よい（図４）。

播種法

　播き幅５�条播と散播で検討し，散播の方が播

種初年目の被度がやや高いが，法面の大きい畦畔

および急傾斜畦畔等は，散播では種子や表土が流

亡する場合もあるので，畦畔条件によって播種法

を使い分ける必要がある。

施肥の効果

　造成初年目で肥沃度の劣る畦畔では初期生育が

劣るので，窒素施肥（８ｇ／�）によりセンチピー

ドグラスの生育が増進し，初年目の越冬前被度は

１５％向上した。

５　ノシバとセンチピードグラスの導入初期の生育差

　ノシバの市松張り（５０％）とセンチピードグラ

スの１０ｇ／�播きと導入初期の生育を比較したと

ころ，導入初年目の被度は８０％で，ノシバの６０％

に優った。しかし，センチピードグラスは播種初

年目は生育量の小さい株は，寒害・凍上害で７０％

程度が枯死し，翌春の被度は３０％に低下した。２

年目はほふくが伸長し，７月下旬には被度７５％ま

で回復し，１０月には被度８５％となり，張り芝と同程

度の被度となった（図４）。

センチピードグラスの特徴

　～畦畔に導入しやすい～
　センチピードグラス（和名ムカデシバ）は，草

丈短く，ほふく茎で畦畔を支え，畦畔の支持力が

強いノシバに似た東南アジア原産のイネ科の多年

性・ほふく型植物です。

　種子増殖が容易で，草高は１０～１５�と短く，マッ

トを形成すれば雑草の侵入もノシバ同様に少な

く，草刈り労力は大型草種畦畔より大幅に削減で

きます。ノシバ同様畦畔管理の容易な被覆植物と

して有望です。センチピードグラスの主な特徴は

次のとおりです。

①草丈はノシバ並，１０～１５㎝と短い�
②種子による導入が容易（出芽率高い）�
③ほふく茎で増殖�
④畦畔の支持力が強い�
⑤マットを形成すれば雑草の侵入も少ない�
⑥草刈り労力を大幅に軽減�
�

�
　寒冷地では越冬できない�
　　　長野県では標高７００ｍまで�

表２　畦畔導入草種の特性と生育 　　　　 （南信農試）

被度（％）越冬良否播種量
草　種　名

５年目３年目２年目２年目１年目ｇ／㎡

出芽不良で試験できずノシバ

１００８５６３良や良１０センチピードグラス

１０５０７０良良２０ペレニアルライグラス

草丈長く中止７０良良２０トールフェスク

００５５良良２０ケンタッキーブルーグラス

０００否良２０バーミューダグラス

０２７０否良１０ダイカンドラグラス
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導入のポイント

①播種期…５月末～６月

　　　　　出芽適温は２０�以上

　　　　　播種から出芽まで　７～１５日

②播種量…１０ｇ／�

③新規造成畦畔は吹き付け法，または種子シート

張りが省力的。

④既成畦畔は，雑草を除去してから播種する。

　雑草は非選択性茎葉処理除草剤を散布後，地上

部が枯れたら多年性雑草の地下茎等を除去し，

畦畔をならし，播種する。

⑤吹き付け法，または種子シート張りできない場

合は，散播または条播し，播種後で浅く覆土し，

種子と畦畔の流亡を防止するため鎮圧する。

⑥播種１～２年目は，夏雑草が２０�以上に繁茂し

たら刈取り，生育を促進させる。

　初期生育量が小さく，草丈が短いので，夏雑草

に被覆されると十分な生育が確保できない。

⑦播種初年目は，夏の間に生育量が確保できない

と寒害・凍上害により越冬率が劣る。

⑧２年目にはほふく茎（ランナー）が伸び，張り

芝と同等の生育になる（図４）。

６　おわりに

　良く手入れされた水田を見ると，心がやすらぎ

ます。しかし，このためには永年にわたり農家の

多大な労苦がありました。畦畔管理がおろそかに

なったときは，耕作の放棄・農地の荒廃化・農村

の荒廃化の始まりです。

　日本の水田農業を支え，美しい農村風景を形

作ってきた畦畔。センチピードグラスの導入は畦

畔の省力管理の一方法ですが，多くの皆さんが畦

畔の省力管理に目を向けていただけることを期待

します。
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