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１．はじめに 

 法面や畦畔の植生管理問題は中山間地や地域の土地利用問題として顕在化している。

畦畔管理は、農業経営上は生産活動の一部に位置づけられるが、作業負担が大きく、そ

れが経営面積の制約になり、省力的管理法が強く望まれている。一方、水田畦畔には田

園風景には欠かせない地域の景観形成機能があり、植生による管理が望まれている。ま

た、河川敷や河川堤防の管理も、畦畔管理と類似した問題点があり、除草剤・抑草剤に

よる管理は環境影響からの批判がある。除草機械による管理が現在もっとも行われてい

が、コストがかかり、労務災害の危険性もある。そこで、将来発展すべき手段としての

被覆植物による管理、とくに雑草や病害虫に強い他感作用活性の強いイネ科の被覆植物

による管理が有力な手段となってきた。ここでは、多年性で実用性が高いと考えられる

センチピードグラスについて、その他感作用と作用物質の解明に関する研究を行う。 

 

２．センチピードグラス等の被覆植物の他感作用について  

１）他感作用（アレロパシー）とは 

 植物が持っている天然の化学物質が、他の植物・昆虫・微生物などに、阻害や促進な

ど何らかの作用を及ぼす現象をアレロパシー（他感作用）と呼ぶ 9）。植物は、自分自

身が生きていくためには必要ではない物質を、時には多量に持っていることがある。タ

ンパク質、核酸、脂質などの全ての生物に共通で、生きていくのに不可欠な物質を、一

次代謝物質と言うのに対し、タバコに含まれるニコチン、コーヒー豆やお茶の葉に含ま

れるカフェイン、薬草に含まれるアルカロイドやサポニンなど、特定の植物にのみ含ま

れる成分を二次代謝物質という。このような物質の存在理由は長く不明であったが、最

近、その役割が、「動くことができない植物が、身を守ったり情報を伝えるために進化

の途上で身につけた手段、すなわち他感作用」であることが明らかになって来た。 

 一般に、他感作用は他の競合因子である、光の競合、養分・水分の競合、物理的競合

と区別しにくいことが多い。また、これらの競合に比べて他感作用の寄与は小さいとい

う指摘もある。しかし、現実の雑草制御には、これらの競合因子も含めて総合的に活用

すれば良く、他の競合因子が同じ場合、他感作用の寄与が重要になる。逆に他感作用が

強い植物でも、生長速度や被覆力が強くないものは実際の雑草抑制力も弱い。従って、

これらの競合に優れた被覆植物の利用が最も実用的であると考えられる。 



２）他感作用検定手法 

  他感作用の作用経路には、根からの滲出(exudation) 、生葉や落葉などの残さから

の浸出（溶脱）(leaching)、葉などからの揮散(evaporation) がある。そこで、各作用経

路毎の生物検定手法が必要である。著者らは、発芽・生育試験をロジスチック関数で解

析する手法を開発した。また、葉から出る物質による他感作用を検定するサンドイッチ

法、根から出る物質による作用を検定するプラントボックス法、揮発性物質を分析する

ディッシュパック法という、他感作用に特異的な生物検定法を開発した。ここでは、根

から出る物質と葉から出る物質の作用を検定するので、サンドイッチ法とプラントボッ

クス法を用いた。以下にその概略を説明する。 

①サンドイッチ法 サンドイッチ法は、他感作用の中で、葉からの溶脱を検出する手法

であり、特に樹木落葉や植物残さに由来する物質による作用の検定法として有効であ

る。同様の形態で同量の落葉が地表に蓄積するとき、光の遮蔽や水分等の物理的要因以

外に、他感物質による他の植物への影響がある場合を想定し、その応用面として、植物

マルチや『敷きわら』の他感作用効果の検証と雑草防除への利用に用いることができる。 

 具体的には、落葉を寒天培地にサンドイッチ状に包埋し、この上で検定植物を栽培す

ることにより、通常下方へ溶脱される物質を上方へも移動させ、その上で栽培した検定

植物の生育に及ぼす影響を調べることにより、他感作用を特異的に検出するものであ

る。参考図１に概略を示した。 

②プラントボックス法 

 プラントボックス法は、寒天培地中で植物を混植し、生きている植物の根から滲出さ

れる物質による作用を検出する手法である。栄養素を入れない寒天を用い光の競合をな

くしたファイトトロン内で検定するので、根から出る物質による作用のみを検定でき

る。 

  検定に用いる植物は、あらかじめ、よく洗った川砂に播種し、Hoagland の培養液等の

培養液で約 1～3 カ月栽培しておき、根の生体重が１～２ｇになった植物体を用いる。 

 供試する植物の根を、直径 32mm のナイロン製網を張った筒（根圏仕切り筒）に入れ、

組織培養用プラントボックス（Magenta 社製、60x60x100mm)の一隅に置き、40℃～45℃

の 0.5～0.75 %(W/V)寒天（低温ゲル化寒天、ナカライテスク、30～31℃でゲル化）を

満たし、氷水で急冷してゲル化させる。寒天上の 10mm 間隔の格子点にレタス(Great 

lakes 366)を穿刺播種し、５日後に幼根長、下胚軸長を測定する。阻害活性がある場合、

根からの距離が近いほど、検定植物の根の伸長が抑制されているので、活性の測定には、

仕切筒の網からの距離を横軸に、伸長を縦軸にとったグラフを作成し、一次回帰式を求

め、直線の傾きと網に接した点における伸長から活性を求める。参考図２に概略を示し

た。 

 



 

参考図１ サンドイッチ法の概略 

参考図２ プラントボックス法の概略 
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サンドイッチ法（ＳＷ法）
葉から出る物質によるアレロパシーの検定

６穴マルチディッシュ

葉（乾燥 50 mg/10 cm2 )
寒天にてサンドイッチ状に
包埋し、物質を移行させる

レタス、メヒシバ等で検定

落ち葉によるアレロパシーを検定するために開発
落葉量は一定（３トン／ha）

樹木葉の検定（日本、東南アジア、ブラジル）



３．畦畔管理に適した他感作用活性の強い植物の選抜とその特徴 

 被覆植物を草花や緑肥類の他感作用を、根から出る物質による作用を検定するプラン

トボックス法と、葉から出る物質による作用を検定するサンドイッチ法で検定した。そ

の検定結果の一部を表１にまとめた。 

 

検定の結果、マツバギク、リュウノヒゲ、センチピードグラスがサンドイッチ法で特

に強い活性を示したが、水田畦畔に導入され好評のアジュガ、アークトセカの活性は強

くなかった。アークトセカは生長速度が早く速やかに被覆することから、アジュガは生

育速度が遅いが耐寒性が強く、地面を這う特質から雑草抑制力が強いと考えられる。 

 最も活性が強かった、ラミウム・ガレオブドロンは、シソ科の被覆植物である。他感

作用は強いが、成育速度がたいへん遅く、実用性が低いと考えられる。マツバギク、リ

ュウノヒゲは、すでに被覆植物として利用されている。リュウノヒゲは日本在来種であ

り、雑草抑制能も強い。その作用成分については、筆者らの研究室で、研究を進めてお

り、作用本体を明かにしたので、現在論文を投稿中である。 

 本研究では、タキイ種苗から発売され、河川敷や畦畔管理に利用が拡大しているセン

チピードグラスの他感作用について研究する。 

表１　アレロパシー活性の強い実用的な被覆植物の検定結果

植物名 ＳＷ ＰＢ 生育 評価 学名 科名
ラミウム・ガレオプトロン 4 25 Lamium galeobdolon シソ科

マツバギク 6 34 * *** Lampranthus spectabilis ツルナ科
リュウノヒゲ 7 41 * *** Ophiopogon japonicus ユリ科
センチピードグラス 22 40 * *** Eremocholoa ophiuroides イネ科
ポテンティラ 31 77 * Potentilla fruticosa バラ科
アジュガ 31 81 * * Ajuga reptans シソ科
コクマザサ 33 2 * * Sasa veitchii イネ科
シバザクラ 37 33 ** *** Phlox subulata ﾊﾅｼﾉﾌﾞ科
イワダレソウ 37 74 ** * Lippia nodiflora ｸﾏﾂﾂﾞﾗ科
ヘデラ・ヘリックス 41 27 * * Hedera helix ウコギ科
ヒペリカム・カリシナム 43 80 * Hypericum calycinum ｵﾄｷﾞﾘｿｳ科
セダム (コーラルカーペット) 44 45 ** ** Sedum album ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科
メキシコマンネングサ 44 67 ** ** Sedum mexicanum ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科
オオイタビ 51 54 * Ficus pumila クワ科
ニシキテイカカズラ 63 66 * Trachelospermum asiaticum ｷｮｳﾁｸﾄｳ科

イブキジャコウソウ 64 37 ** **
Thymus serphyllum subsp.
quinquecostatus シソ科

ビンカ・ミノール 65 24 ** ** Vinca minor ｷｮｳﾁｸﾄｳ科
ツルマンネングサ 68 42 ** * Sedum sarmentosum ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科
アークトセカ 73 68 *** *** Arctotheca calendula キク科
ルブス・カリシノイデス 102 43 * Rubus calycinoides バラ科

１）ＰＢはプラントボックス法、ＳＷはサンドイッチ法による結果（レタス幼根伸長）

２）「生育」は生育速度のめやすで＊が多いほど生育が早い

３）「評価」は総合的に見た雑草抑制力の強さを示す。



 

４．センチピードグラス（Centipede grass）とは 

 学名は，Eremocholoa ophiuroides、イネ科。中国南部で 1916 年アメリカ合衆国農務省

（USDA）の Frank Meyer が遺伝資源を採取したが、本人は行方不明となり船に残され

た鞄からこの草が見つかったという‘いわく’のある植物である。通常種は霜で褐色に

なり耐寒性は強くないが、北関東でも越冬可能である。これまでに新潟大学の廣田先生、

長野県農試の斉藤さんらが畦畔管理に導入されて良い成績を報告されている。急速に畦

畔を覆い、雑草抑制能大。雑草化の恐れは少ない。繁殖は匍匐茎による。セントオーガ

スチングラスと同様に、適宜刈り取りが必要。線虫や害虫にやや弱いことが欠点とされ

る。また、アメリカでは、Centipedegrass decline という原因不明の枯れ上がり現象が、

多肥・過湿・低い刈り取り時に起こることが知られている。 

 センチピードグラスには、Common, Oklawn, Centennial, Tifblair, Tenn Turf といった耐

寒性を向上させた品種が知られている。このうち、タキイ種苗で販売しているティフブ

レアは耐寒性が強く、マイナス２３度まで耐えるという優良品種である。 

 1999 年以降、アメリカ農務省のグループは中国大陸で新たな探索を行い、新たに４

系統を導入している。これらからさらに有望な品種が生まれることも期待される。 

 

５．センチピードグラスの他感作用の検定 

 サンドイッチ法でセンチピードグラスの葉や根から出る物質による他感作用を検定

した結果を表２と図１に示す。「50mg での検定」は，１ヘクタールあたり５トンの植

物量に，「10mg での検定」は１ヘクタールあたり１トンの量に相当する。前者は実際

に畑で被覆しうる最大量に相当し，後者は常識的な量になる。その結果は、他の植物と

比べると（表１参照）、最強ではないものの、被覆植物の中では強い阻害作用がある。 

 

表２ センチピードグラスの葉や根から出る物質がレタスの成長に及ぼす影響の 

   サンドイッチ法による検定結果 

No. 供試植物名 R-10mg H-10mg R-50mg H-50mg
- 対照区 100 100 100 100
1 センチピードグラス-葉 56 107 22 66
2 センチピードグラス-根 36 69 25 62

伸長率（%）
１０ｍｇで検定 ５０ｍｇで検定

 

 Ｒはレタスの幼根伸長を，Ｈはレタスの下胚軸伸長を示す。 対照区に対する伸長率で示す。 
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図１ センチピードグラス（ティフブレア）の葉や根から出る物質 
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図２ センチピードグラス（ティフブレア）の他感作用の 
プラントボックス法による検定結果（検定例、表３の 
９月１７日の結果で、最も活性が強かったときのもの） 



 

表３ センチピードグラス（ティフブレア）の他感作用のプラントボックス法による 
検定結果の総まとめ 

測定日 植物名 播種日
根乾物
重(mg)

回帰線の
傾き（ｒ）

切片の
長さ(mm) 活性（％） 相関係数 ｎ

2003/9/17 センチピード　グラス　 2003/5/15 351 0.767 9.9 26.0 0.8607 28
2003/9/17 センチピード　グラス　 2003/5/15 486 0.785 6.6 17.0 0.9289 30
2003/9/18 センチピード　グラス　 2003/5/15 358 0.138 17.3 36.0 0.2961 29
2003/9/25 センチピード　グラス　 2003/5/15 338 0.629 34.2 62.0 0.8022 29
2003/9/25 センチピード　グラス　 2003/5/15 440 0.158 16.4 30.0 0.2196 29
2003/9/25 センチピード　グラス　 2003/5/15 497 0.047 9.9 18.0 0.2833 31
2003/10/8 センチピード　グラス　 2003/5/15 654 0.721 30.9 57.2 0.9003 33
2003/10/8 センチピード　グラス　 2003/5/15 565 0.67 30.8 57.1 0.8143 29
2003/10/8 センチピード　グラス　 2003/5/15 499 0.725 30.6 56.8 0.8421 30

平均値 465 40.0
標準偏差(n-1) 106 18.3  

 種子から栽培した植物で検定した。播種日は５／１５．活性は、対照区に対する切片の長さ(mm)の生育

率(%)で示す。今回は９反復繰り返して平均値を求めた。 

 

次に、プラントボックス法で、根から出る他感物質による作用を検定した結果を、表

３と図２に示す。５月に播種した植物体を、９月に検定した場合は阻害活性が強かった

が、１０月になるとやや弱まる傾向が見られた。生育が盛んな時期の活性が高いものと

考えられる。 

 

６．センチピードグラスの他感物質の単離・同定 

定まった方法で、センチピードグラスに含まれる他感物質を、レタスの生育阻害活性

を指標に単離した。 

材料と方法：  

タキイ種苗から供与して

いただいた苗を農環研のガ

ラス室で更に１～２ヶ月栽

培し、７月１日に、センチ

ピードグラスの根と葉を水

洗し、すぐに成分の抽出に

供試した。洗浄状況を写真

１（右）に示す。 

 

写真１ センチピードグラスの根を洗浄しているところ。 



 

 

 

 

写真２ バットに栽培したセンチピードグラス（左）と、根を解体したところ 

植物は、４５ｘ３５ｃｍのバットに栽培したもの（上図左）を４枚用いた。根の状況

は上図右のとおりである。 

このようにして洗浄した根と地上部の水分を切ったあと、一次冷蔵庫に保存したが、

できるだけ速やかに抽出操作に供試した。水洗した液にも活性があるかもしれないの

で、水洗液もレタスを用いた生物検定で活性を測定した。根の水抽出物は阻害作用が小

さく、低濃度では促進活性が認められた。これに対し、地上部の水抽出物にはレタスの

根の伸長阻害活性

が 認 め ら れ 、

100ppm の濃度で

50%の阻害が認め

られた。 

そこで、センチピ

ードグラスの地上

部 100 g を 80 % 

のエタノールで抽

出し、濃縮して、茶

褐色のガム状物質 7 

g を得た。この画分

を粗抽出物 Fr-1 と

図３ センチピードグラスの粗抽出物がレタスの根と 

胚軸伸長に及ぼす影響 
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名付けた。この画分の活性を図３に示す。根の伸長を 50%阻害する濃度(EC50)は約

100 ppm で、下胚軸の成長を阻害する濃度は 250 ppm であった。 

次に、このセンチピードグラスの粗抽出物を水に溶解し、ヘキサン、クロロホルム、

酢酸エチル、および含水メタノール画分を得た。これらの画分の阻害活性を調べた結果、

クロロホルム画分の活性が最も強く、酢酸エチル画分がこれに次いだ。酢酸エチル画分

をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにかけ、クロロホルム－メタノールを溶出溶媒

として分画した。その結果、 5 % メタノールで溶出する画分の活性が最も強かった。

この画分をさらに中圧ローバーカラムクロマトグラフィーにて分画した結果、化合物

１，２，３を得た。化合物１はトリプトファン(L-tryptophan), 化合物２はバニラ酸(vanillic 

acid), 化合物３はフェルラ酸(ferulic acid)であった。一方、クロロホルム画分を精製した

結果、活性成分として、パラヒドロキシ安息香酸(p-hydroxyl benzoic acid) と、未同定の

成分を分離した。これらの全ての成分は 600MHz の NMR によって確認した。 
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OH
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H3CO

HO

O
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図４ センチピードグラスから単離した植物生育阻害物質 

 

結果と考察： 

得られた物質のうち、パラヒドロキシ安息香酸、バニラ酸、フェルラ酸はフェノール

性酸であり、トリプトファンはアミノ酸である。前者のフェノール性酸は、いろいろな

植物の他感物質としての報告があるが、その活性は 10-3～10-4モル程度で作用するため、

天然物としては強い方であるが、よく検出される阻害物質で、特異的なものではない。



一方、トリプトファンは、必須

アミノ酸であり、人間にとって

必須の栄養成分であるが、近年、

植物生育阻害活性をもつことが

既に報告されている。著者らの

研究室でも、マメ科の灌木であ

るメスキートではトリプトファ

ンが他感物質として、葉に含ま

れ、溶脱して作用することを実

証した研究を発表している。ト

リプトファンは植物ホルモンで

あるインドール酢酸の前駆体で   

図５ トリプトファンのレタス生育阻害活性    あり、また、フィゾスチグミンや      

トリプタミンなどの生理活性物

質に変換する可能性がある。その植物生育阻害濃度は、図５に示すように、レタスに対

して、10ppm で根の伸長を 50%阻害する天然物としては強い阻害活性がある。トリプト

ファンは動物に必須のアミノ酸であり、安全性の高い物質であることから、この除草・

抑草活性を利用することは、環境にやさしい方法といえる。しかし、トリプトファンの

植物生育阻害機構については今後さらに研究が必要である。なお、今回検出されたセン

チピードグラスにおけるトリプトファンの含有量は生重あたり 0.003%程度であり、こ

れでセンチピードグラスの他感作用の全ての阻害活性を説明できない。また、他のフェ

ノール性物質の阻害活性を併せても、粗抽出液の活性の全てを説明できず、これらの他

に未同定の他感物質（クロロホルム可溶性画分）が存在する。今後さらにこの物質を同

定する必要がある。 
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