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センチピ ー ド グラスの畦畔等植栽地からの逸出について

井上拓弘* ・川 口佳員IJ* * 

〔キーワード〕 グラウンドカバープランツ，セン

チピードグラス，畦畔管理，外来種，逸出

1 . 目的

センチピードグラス [Eremochloaophiuroides 

(Munro) Hack. ]は中国原産の暖地型イネ科草種

である CIslamand Hirata 2005) .センチピードグ

ラスは，急速に拡大する旬旬茎によって草丈が低く

、密な草地を形成し，肥料要求量も小さいため，道路

などにおける平面や斜面の緑化に適するとされる

(広田ら 1987，Islam and Hirata 2005) .このため，

雑草管理省力化や土壌浸食防止を目的として，セン

チピードグラスの水田畦畔への植栽やそれに伴う

試験研究がわが国の各地で行われている(長野県農

業総合試験場 1999，荒井 2003，大橋 ・川 口 2003，

井上 2005).その中でも滋賀県では 2000年から全

国に先駆けてセンチピードグラスの水田畦畔への

大規模植栽が進められており(図1)(井上 2005)， 

県内の植栽面積は 2007年現在約 27haとなっている.

しかし，2005年の特定外来生物による生態系等に

係る被害防止に関する法律(し、わゆる外来生物法)

の施行などに伴い，センチピー ドグラスもその利用

を問題視する声がきかれるようになってきた.

このため，すでに現場に広がったセンチピードグ

ラスが人間の健康，農林水産業および生態系に悪影

響を及ぼすか否かについて，早急に明らかにするこ

とが求められている.これらへの悪影響が許容範囲

内であれば，畦畔での利用に差し支えはないと言え

よう

外来植物のリスク評価については，農業環境技術

研究所が 2006年からプロジェクト「外来植物のリ

スク評価と蔓延防止策」を実施している(藤井

2007) .その中で，海外からわが国に持ち込まれる

外来植物の生態系等へのリスク評価法について研

究が進められているものの(西田 2007) ，センチ

ピードグラスも含めた個々の外来植物のリスク評

事滋賀県高島県事務所燦産普及課(百kuhirolnoue) 
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図 1 200l年にセンチピードグラスを
播稜した畦畔の状況 (2007年 6月)

価については研究例が非常に少ない

センチピードグラスが人間の健康および農林水

産業に悪影響を与えたとする報告は，現時点ではみ

られない.また，センチピードグラスが属する

Eremochloa属の植物はわが国には自生せず，属が異

なる種間での遺伝的交雑の可能性は通常低いため，

センチピードグラスが在来種に対して遺伝子撹乱

を起こす可能性は低いと考えられる.したがって，

センチピー ドグラスが問題となる外来種であるか

否かを判断する上で最も重要な観点は，センチピー

ドグラスが植栽地から逸出 して在来生物を駆逐す

るか否かであると考えられる.そこで，本研究では，

滋賀県内のセンチピードグラス植栽畦畔において，

これらの植栽地からの逸出状況を調査した.

2. 材料および方法

(1)調査地

調査地は滋賀県大津市のセンチピードグラス植

栽地のうち，播種または百移植から 2年以上経過し

ており，かっ 2006年以降に追加播種がされていな

い地点とその周辺とした.播種または苗移植から 2

年以上経過した地点を選んだ理由は，センチピード

グラスが種子生産を開始するのは主に播種または
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苗移植の翌年以降であり，その穏子が発芽して生長

する(目視で確認できる個体サイズになる)のはさ

らにその翌年夏であることである.また， 2006年以

降に追加播種がされていない地点を選んだ理由は，

2006年に畦畔上で生産された種子から生長した実

生と，追加播種された種子から生長した実生との区

別がつかなくなっては調査に支障が出るためであ

る.

(2)調査方法

2007年 8月 10日と 9月 11日に，センチピードグ

ラス植栽地およびその隣接地において，下記の項目

について調査した.なお，本研究においては逸

出Jという用語を「センチピードグラスが植栽地内

で生産された種子から発芽した実生または旬旬茎

によって植栽地外に出ることJと定義した.

1)セ ンチピードグラス植栽地の調査項目

.植栽年と播種または首移植の別

-土地利用区分

・センチピードグラスの被度(%)

-侵入雑草の種と侵入量(侵入量は目視によって

多，中，少の 3段階で評価)

・管理状況(刈込または放任)

2)隣接地の調査項目

-土地利用区分

・土壌の乾湿(乾燥，普通，湿潤，湛水または流水

の5通りに達観で分類)

-地際の明暗(明，中，暗の 3段階に目視で分類)

・植生(種と被度)

・センチピードグラス逸出の有無

-逸出形態(旬旬茎または種子)と植栽地との

連続性

-最大逸出距離(旬旬茎による逸出は植栽地から

旬旬茎の先端までの長さ)

3. 結果

隣接地の土地利用区分によって，調査地点を 6通

り(1作付水田， 2耕作畑， 3水路， 4農道， 5樹林，

6雑草地)に区分して調査結果をとりまとめた(表

1).以下に隣接地区分ごとの逸出状況について述

べる.

(1)作付水田(地点 No. 1 -1 ) 

センチピードグラス植栽畦畔から隣接図面内に，

旬旬茎による逸出がみられたが，その距離は 5~

10cmと短かった.観察では，センチピードグラス

は旬旬茎の先端が水没すると，水深 5cm程度で伸長

が止まる様子がみられた.このため，作付水田内に

は短い距離しか逸出できなかったと考えられた.

. (2)耕作畑 (地点 No.2-1)

調査地点は小豆を栽培していた 小豆の生育ス

テージは本業出業期と小さく，全体としてほぼ裸地

状態で地際は明るかった.

畑に隣接する畦畔のセンチピードグラスは伺旬

茎で畑内部へ逸出していて，その最大逸出距離は約

20cmで、あった.また，その先の畑内部には，メヒ

シパがわずかにみられるだけで，センチピードグラ

スは確認されなかった.

なお，この小豆畑は小豆播種前の 7月上旬に耕転

されたと推定され，仮にそれまでに逸出したセンチ

ピードグラス伺旬茎があったとしても，耕転によっ

て切断されたと考えられた.したがって，調査時点、

に確認した逸出旬旬茎は，7月上旬以降に新たに逸

出したものであると考えられた. 6月以前にも逸出

した旬旬茎はあったかもしれないが，仮にあったと

しても，それらは耕転により切断されて枯死したと

推察される.

(3)水路 (地点 No目 3-1 ) 

調査地点では，水路法面に植栽されたセンチピー

ドグラスの旬旬茎が，水路のコンクリート製壁面に

垂れ下がって逸出していた.しかし，それらの旬旬

茎の逸出距離は概ね水面下 5cm程度であったこれ

は， (1)作付水田における結果とも共通するが，セ

ンチピードグラスの旬旬茎は水没すると生長が止

まるようである.

(4)農 道 (地点 No.4-1. 4-2) 

調査地点 2カ所の植栽地は水路の農道側法面で，

いずれもセンチピードグラスの旬旬茎が隣接農道

内部へ逸出していた.しかし，その逸出限界は通常

農道を通行する農耕車両の轍付近まで‘で、あった.逸

出先農道が未舗装の場合は逸出旬旬茎は発根して

農道に着生していたが，舗装の場合は逸出旬旬茎か

らの発根はみられなかった.

(5)樹林(地点 No.5-1)

調査地点の隣接地はツバキ，ヒノキ，コナラが主

な樹種の樹林で地際は暗く，センチピードグラスの

逸出はみられなかった.
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表 1 センチピードグラスの逸出状況

植栽地の状況
市町

隣接地地点 集落 概積年土地被度 侵入雑草
区分 No. 小字) または 利用 (%)量)

移植年区分

隣接地の状況
葱
出逸出形態最大逸出
有連続性距隊(cm)
盤

旬旬茎
約5~ 10

連続

管理土地利 地際
乾湿

状況用区分 明暗

大津市
2001年

作付 卜l 木戸 畦畔 100 ギョウギシノ<(少) 刈込
播種

水田 (小村田)

植生(%)

作付 稲作期間
水田 ほぽ溢水

中水稲(100)

大津市 2003年
2-1 畦畔

耕作畑 北船路 播種
エノコロ(少)，ヨモギ

70 放任
(少)，その他(少)

耕作畑 普通
明 小豆(5)，他は裸地，メヒシパ有 銅旬茎

(極少) 連続
約20

大津市 2002年水路
3-1 100 なし

水路 北小松嬬種法面

水路
壁面乾燥

刈込 (コンクリ 明なし
水面流水

墜)

有銅剣茎 水面下
連続 約5まで

大海市 2002年水路 ススキ(少)，チガヤ
4-1 100 放任

北小松 橋種 法薗 (少)，ヨモギ(少)
明

4 
農道

大津市 2002年水路 チガヤ(少)，ヨモギ
~2 100 放任

北小松 播種 法函 (少)

農道
乾燥

未舗装
有 制旬茎 轍跡まで

連続 約40

農道
舗装

有 傭旬茎 轍跡まで
連続 約30

乾燥 明

大津市 2002年水路 ススキ(少)，チガヤ
5-1 50 放任

樹林 北小松播種法面 (少)
樹林 乾燥

ツバキ(30)，ヒノキ(30)，コナ 血
日音 盤

ラ他(40)

ヨモギ，セイタカアワダチソ
暗 ウ，ススキ，クズの4種(ほぽ 無

100) 

大津市 舗装
2001年

6-1 木戸 農道
機種

(南畑) 法面

ヨモギ，セイタカアワ
5 ダチソウ，ススキ，ク放任

ズクズの4種(多)

耕作
普通

放棄田

大津市 在

2000年
6-2 伊香立 T 畦畔 95 チガヤ(少) 刈込

指種
(城垣内)

大津市
2000年 チガヤ(少)，ススキ

6-3 伊香立 畦畔 95 メ'1込
播種 (少)，イタドリ(少)

(城垣内)

大津市
2001年農道 ワラビ(少)

6-4 木戸 100 
嬬種法面 クメ(少)

(小村田)

大津市 2003年
6-5 畦畔 100 スギナ(少)

北船路 媛種

隣接 エノコログサ(50)，ヨモギ
普通~農道 卦岨 暗(10)，ススキ(10)，ツユクサ他無

法面 判 開 。0)
隣接 自クローパー(50)，エノコロ
農道 湿潤 暗グサ(20)，ススキ(10)，ツユク無
法面 サなど(20)

林地付 ワラビ(30)，クズ(20)，ササ 旬旬茎
刈払 普通中 有 約50

雑草地 (10)，ヒメシャガ他(40) 連続

セイタカアワダチソウ，クズ，
銅剣茎

放任 普通 中タデ エノコログサの4種 有 約50
放棄回 ' 連続

(100) 
6 

雑草地 大津市 2004年 メリケンカルカヤ
6-6 畦畔 100 刈込

南比良 移植 (少)，カラムシ(少)

隣俊
普通~

農道
乾燥

法面

ヨモギ(20)，タデ(20)，ススキ
旬旬茎

中(10)，メヒシパ(20)，クワクサ有 約 140
連続

他(30)

隣接
般任 一

畦畔
中チガヤ(100)

2002年
大津市 人

6-7 生禅 婚種υ 畦畔 100 自クローバー(中)，
(平田∞3年 チガヤ(少)

移縮

大法市
2000年

6-8 伊香立 畦畔 100 チガヤ(少)
機種

(谷昼)

大津市
2000年

6-9 伊香立 畦畔 100 チガヤ(少)
幡種

(谷屋)

メ1)込

刈込

隣接 チガヤ(60)，メリケンカノレカ
骨司旬茎

農道 乾燥 明ヤ(30)，ススキ他(10)，地際有 約200
連続

法面 にはハイゴケびっしり

大棒市 2004年
6-10 畦畔 100 ススキ{少)

上在地 移植
刈込

普通

制旬茎
約300

有 連続

種子 ?2J 約50

接
道
面

一
接
畔

隣
農
法

一
隣
畦

乾燥 明 チガヤ(ほぽ100)
旬旬茎

車力50
連続

明チガヤ(100) 有種j旬茎 約 130
連続

普通

1)2002年に婿種したがアリの種子持ち去りによりほとんど発芽せず，ヨ翌年に苗移値した
2)本葉5枚で分けつもランナーの発生もない個体で抹元は湾曲していた株元の湾曲は種子発芽個体の特徴ではなく，本個体が明らかに種子発芽個体であるか不
明

(6)雑草地

1)地際 が暗い雑草地 (地点 NO.6-1-

6-3) 

地点 No.6-1の逸出元は センチピードグラス植

栽後 6年経過した農道法面で，隣接地はその下の耕

作放棄回であるが，そこには草丈の高いヨモギ，セ

イタカアワダチソウ，クズ，ススキが密に繁茂して

いて地際は暗かった.この雑草地へのセンチピード

、グラスの逸出はみられず，逆に隣接地の雑草が植栽

地に侵入してセンチピードグラスをほぼ駆逐し，セ

ンチピードグラスの被度はわずか5%で、あった

地点No.6一2，6-3の2カ所の逸出元は，センチピー

ドグラス植栽後 7年経過した畦畔で，隣接地は草丈

30cm程度の低い広葉雑草が密に繁茂した雑草地で

地際は暗かった.両地点とも逸出は見られなかった.
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図 2 逸出先で先端枯れした伺旬茎

2)地際 が明るいか中程度の明るさの

雑草地 (地点 No.6-4-6-10) 

調査地点 7カ所の植栽地は，センチピードグラス

植栽後 3"'7年が経過した畦畔や農道法面で，隣接

地は雑草を人為的な刈り払いで管理している畦畔

または農道法面や林地付き雑草地，耕作放棄回，チ

ガヤ放任畦畔とさまざまで、あったが，共通して地際

が明るし、か中程度の明るさであった.これら 7地点

すべてで，まばらな旬旬茎による逸出があり，その

最大逸出距離は概ね 50"'300cmで、あった.

地点 No.6-5， 6-7の逸出先はそれぞれセイタカア

ワダチソウやクズ，チガヤが優占しており，それら

群落内に逸出した旬旬茎の先端には枯れ込み(図 2)

が見られたことから，これら草丈の高い雑草との競

争があることが推察された.

地点 No.6-10では，逸出元から 50cm程度連続し

て粗いターフ形成が見られた.

また，地点 No.6-7では，逸出種子からの発芽株

の可能性がある本葉 5枚で分げつ，旬包茎ともに発

生がない個体がみられた.しかし，この個体は株元

が湾曲しており，これは発芽個体では見られない特

徴であることから，観察レベルで、は発芽個体で、ある

とは断定できなかった.

4. 考察

本研究において逸出がみられた 12カ所の調査地

は，いずれも逸出先の地際が明るいもしくは中程度

の明るさでAあった.これに対して，逸出がみられな

かった 4カ所の調査地は，いずれも隣接地の地際が

暗かった.すなわち，地際が暗い場所には旬旬茎で

逸出しにくいが，地際がある程度以上明るければ旬

旬茎で逸出しやすい傾向がみられた.センチピード

グラスは C4植物であるが， C4植物は強光条件下に

適するとされている (Wallerand Lewis 1979) .ま

た，センチピードグラスは 50%遮光条件下では 2

次分げつの数，葉数，葉面積，根数および根重が低

下したと報告されている(広田ら 1987) .これら

のことから，本研究において地際が比較的明るい場

所で逸出がみられた要因として，このような環境条

件がセンチピードグラスに適していたことが考え

られる.

本研究においては，逸出した伺旬茎の逸出距離は

3m 以内であった.本研究における調査地は播種ま

たは苗移植後 3"'7年が経過していることを考慮す

れば，センチピードグラスの逸出速度は速いとは言

えないであろう.また，隣接地に草丈の高い雑草が

繁茂している場合には，その雑草地に逸出した旬旬

茎の先端部に枯込みが観察され，逸出先でのターフ

形成もほとんど見られなかったことから，逸出先の

草丈の高い雑草との競争においてセンチピードグ

ラスは劣勢になる場合が多いと思われた.

また，本研究の結果から，隣接地が湛水水田や水

路のように水が溜まった場所である場合は，センチ

ピードグラスの旬旬茎は逸出しでも水面下 5cm 程

度までしか伸長しないと考えられた.逸出先が農道

の場合はトラック等の踏圧により，耕作畑の場合は

耕転により，旬旬茎の伸長は阻害されると考えられ

た.

なお，本研究においては，種子によって植栽地外

に逸出したとみられる個体は，疑わしい個体が l個

体みられた以外はみられなかった.したがって，種

子による逸出のリスクは比較的小さいと思われた.

以上のことから，限られた数の調査地点の調査結

果に基づく結論ではあるが，センチピードグラスを

水田畦畔で植栽利用する場合，周辺環境への逸出に

よる雑草化リスクおよび既存植生への生態的影響

は比較的小さいと考えられた.したがって，水田畦

畔管理省力化のためにグラウンドカバープランツ

としてセンチピードグラスを利用することは，許容

されてよいと思われる.

なお，今後は，とくに地際の照度に着目して，セ



井上 ・川口:センチピードグラスの畦畔等植栽地からの逸出について 769 

ンチピードグラスが逸出しやすい環境条件につい

て明らかにし，逸出リスクをより小さくする研究が

行われることが望ましい.
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Linquist， B. A目，E. Byous， G. ]ones， ]. F. Williams， ]. 

Six， W. Horwath and C. V. Kessel 2008. Nitrogen and 

potassium fertility impacts on aggregate sheath spot 

disease and yields of rice. Plant Production Science. 

11 (2) : 260-267. 

Rhizoctonia属の糸状菌によって引き起こされる褐色

菌核病は世界中に蔓延するイネの病気である.水面に浮遊

する病原菌が付近の傷口から侵入し，水面に近い薬鞘に符

円形の病斑ができ，やがて中央部が灰白色，周囲が褐色の

病斑となる.病斑は上位の節の葉鞘や止薬に広がり，光合

成の低下によって収量が最大で 20%減少することもある.

アメリカ ・カリフオルニア州では 1960年代後半より褐色

菌核病が流行しているため，収穫後の稲わらのすき込みを

禁止したその結果，病気の発生が抑制された.窒素とカ

リウムの適切な施肥はイネの病気の発生抑制に大きく貢

献することが広く知られており，褐色菌核病についても肥

培管理で抑制できることが示されている.そこで，本研究

では窒素とカリウムの施肥条件とすき込みの有無が褐色

菌核病の抑制と収量に与える効果について検証した.

実験は 1999年から 2001年までカリフオノレニア米産地サ

クラメントバレーにて行われた 各々3haの水田を収穫

後稲わらのすき込みをする処理区，すき込みをしない処理

区とし， 各水田で施肥条件を窒素 0~200kg ha-'の5段階，

カリウム 0~104kg ha-'の6段階に振り分けた計 30処理区

を設けた.幼穂形成期における上位展開葉の窒素，カリウ

ム含量と収穫期における収量，稲わら乾物重を測定し，上

位 4葉の葉鞘における病斑形成度合いを比較した

窒素施肥が収量形成に与える影響について，すき込みの

有無に関わらず施肥量が多いほど収量が多く，窒素施肥

150kg ha-'で最大値を示した また，Okg ha-'においては

すき込みを行った処理区のほうがすき込みを行わなかっ

た処理区より収量が多かったが，その他の施肥条件下では

すき込みによる影響はみられなかった.また，カリウム施

肥が収量形成に与える影響について，毎年稲わらのすき込

みを行わなかった場合は施肥量が多いほど収量が多く，カ

リウム施肥 Okgha-'と104kgha-'の処理区間で 3年間平均

560kg ha-'の差がみられた 一方，すき込みを行った場合，

カリウム施肥が収量に与える影響は認められなかった.こ

れは，イネが吸収したカリウムのうち約 85%が稲わらに

蓄積すると考えられており，すき込むことによって再びカ

リウムが土壌に還元されるためである.

褐色菌核病の病斑形成について，窒素施肥量が多いほど

また小穂形成期における葉の窒素濃度が多いほど上位の

葉の葉鞘における病斑形成が少なくなっていたこの原因

について，高窒素条件下では茎の成長が病斑拡大速度より

も速く ，感染を免れているためであると考えられたカリ

ウム施肥についても施肥量が多く，葉のカリウム濃度が多

いほど病斑形成が少なくなっていた.

以上より，窒素とカリウムの多肥によって収量向上なら

びに褐色蘭核病の抑制が実現されるが，過剰施肥は収量低

下や他の病気をもたらす可能性もあるため，最大収量を得

られる施肥を行い，病気を抑制する取組みが必要となる

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

川|上陽)
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