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原著論文

水ストレスに対するイヌビ工(広義)の生態的反応

中山祐一郎*・坂井雅子山口裕文*

要 約:イヌピエ (Echinochloacηω galli)におけ

る生態的分化の実態や住み分けの仕組みを考察する

ために， 異なる水ストレスを与えてヒメイヌピ、エ (var

praticola) ， ヒメタイヌビ、エ (var.戸rmosensis)および

イヌビ、エ(狭義， var. crus-galli)の生態的な反応を

解析した。畑状態(対照区)では，ヒメイヌピエは低

い草丈と多い分げつとなり，早生で高い繁殖分配率を

示し小さな種子を多産した。ヒメタイヌビエは，高い

草丈と少ない分げつとなり，晩生で低い繁殖分配率を

示し大きな種子を少産した。イヌピ、エ(狭義)は，

ヒメイヌピエとヒメタイヌビエの特性にまたがる広い変異

を示した。湛水条件では， 3変種に共通して良好な

生長や繁殖，根への乾物分配率の増大がみられ，

広義のイヌピエは基本的に湿性地に適応した生態的

特性をもっと考えられた。乾燥条件では， ヒメイヌピエ

は幼植物の草丈を増加させ，根への乾物分配率を減

少させず、に生長を維持し，種子サイズを小さくして，

種子生産数の減少を小さくした。一方， ヒメタイヌピエ

は，乾燥条件において生長や繁殖を顕著に抑制され

た。イヌピエ 3変種の水ストレスに対する反応の違い

から，水分の多い立地で、良好に生育するイヌピエの

特性を基本として，ヒメイヌピエは乾燥ストレスに対する

耐性を獲得して路傍や畑地などの不安定な環境に適

応しており， ヒメタイヌビエは湿性地のなかでもとくに除

草とし吟人為撹乱のある水田においてイネと共存するよ

うに適応したと考えられた。

キーワード・イヌピエ，水ストレス，住み分け，生態的

反応， ヒメイヌピエ， ヒメタイヌピエ

緒言

雑草種内における生態的分化の実態や成立過程

の解明は，雑草の広範な生態的適応性や生物多様

性の維持機構を理解する上で重要である。イネ科ヒエ
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属 (Genus Echinochloa)の野生種は，水田や畑の

代表的な雑草である。広義のイヌピエ (E. crus-galli 

(L.) Beauv.) は， 多型種であり， ヒメイヌピエ (E.

crus-galli (L.) Beauv. var. praticola Ohwi) ， ヒメタイヌ

ピエ (E. crus-g，伊al.ω'li (包L.) B巴伺au肌 var. formosensis 

Ohwi) および、狭義のイヌピエ (E. crus-galli (L.) 

Beauv. var. crus-galli)などに分けられ，顕著な生態

的分化を示す(薮野 2001; 山口 1997)0ヒメイヌビ

エは，空き地や路傍などの乾性地に生育し，植物体

や小穂は小さく，晩春から初夏にかけて発生して盛夏

には種子を散布する。ヒメタイヌピエは，主に暖地の

水田に生育し草型などイネに対する擬態性を示す

(西 2001)0イヌピエ(狭義)は，乾性地からiillH生地

まで広範囲に生育し，その外部形態や生態的な形質

はきわめて変異に富んでいる(薮野 2001)0 

ヒメイヌピエとヒメタイヌビエは， それぞれ乾性地と湿

性地という対照的な水分環境に住み分けているが，

その住み分けの仕組みについては，種子発芽時の酸

素要求度がヒメタイヌビ、エよりヒメイヌピエで大きいこと，

湛水下で、の実生の伸長がヒメイヌピエでL劣っているこ

と，ヒメタイヌピエは嫌気条件下で高い ADH活性を

示すこと，幼植物においてヒメイヌビエは水節約型で、ヒ

メタイヌピエは水利用型の気孔の開閉習性をもつことな

ど(山末 1992)，種子や幼植物の生理学的な側面

が分析されているだけで，生長から種子繁殖に至るス

テージでの生態的な適応現象やその分化の実態は解

明されていなし、。本研究では，イヌピエ(広義)に異

なる水ストレスを与えて，生態的な反応を調査して，イ

ヌビ、エ(広義)における生態的分化の実態や住み分

けの仕組みを考察した。

材料および方法

供試材料

水ストレスに対する生態的反応について，産地によ

る違いと生育地による違いとを識別できるように， 日本

を含む東アジアの各地で採集され大阪府立大学に保

存されているヒメイヌビ、エ， ヒメタイヌピエおよび、イヌピエ

(狭義)から， 3つの地域(茨城県，岡山県および、



240 雑草研究Vol.54 (2009) 

第 1表 f共試材料

変種名 系統名 産地 生育地

ヒメイヌピエ Ec/99-J田209茨城県阿見町 梨園

Ec/99ふ471 福井県永平寺町 農道

Ec/99-J-08 大阪府河内長野市 畑地

Ec/99-J-187 岡山県岡山市 路傍

Ec/96-C-111中国四川省西昌市 路傍

ヒメタイヌピエ Ec/99-J田257茨城県牛久市 *田

Ec/99-J-197 岡山県岡山市 放棄田

Ec/96-C-15 中国四川省西昌市 水田

イヌピエ(狭義)Ec/99-J-423 北海道深川市 水田

Ec/99-J-443 北海道芽室町 畑地

Ec/99-J-249 茨城県美浦村 水田

Ec/99ふ035福井県永平寺町 水田

Ec/99-J-037福井県永平寺町 農道

Ec/95-J-18 大阪府河内長野市 水田

Ec/99-J目 086大阪府堺市 空き地

Ec/99-J-196 岡山県岡山市 放棄回

Ec/96-C-0 16中国四川省西昌市 水田

中国四川省)で採集された l系統ずつを選んだ。さ

らに，福井県および、大阪府から，ヒメイヌピエを l系

統ずっと，水田と空き地や農道由来のイヌピエ(狭

義)を 2系統選び，北海道の水田と畑で採集された

イヌピエ(狭義)を l系統ずつ選んだ。これらのヒメイ

ヌビエ 5系統， ヒメタイヌピエ 3系統および、イヌビエ

(狭義)9系統を実験に供試した(第 l表)。

2000年 5月19日に，種子の発芽を揃えるために，

小穂、をゴムシートの聞に挟んで、擦り合わせて穎を取り除

いた後，直径 8cm・深さ 4cmのフ。ラスチック容器に

入れた 0.5%寒天培地の上に系統あたり 20粒ずつの

種子を播種した。播種後ただちに容器を明期 13時

間，暗期 11時間で気温 300Cに設定した人工気象

器に入札種子を発芽させた。 5月23日に，発芽し

た個体を育苗用培土を詰めたセルに移植して， 6月15

日まで大阪府立大学実験圃場のフ。ラスチックハウス内

で十分潅水して育苦した。 6月16日に， 1200Cで45

分間オートクレープやで殺菌・殺種子処理した砂壌土を

詰めた 1/5000aワグネルポットに l個体ずつ移植した。

実験設計と形質の測定

水ストレスの影響を評価するために， 3水準の水分

条件として，畑区(対照区)，乾燥区および、湛水区を

フ。ラスチックハウス内に設置して，生育と繁殖に関わる

形質を調査した。実験区は水分条件を主区，系統を

副区として，系統あたり 3個体のくり返しを乱塊法で

配置した。

対照区の畑区では，毎日 2回から 3回，十分に濯

水した。乾燥区では，夏季は隔日で約 400mlを濯水

し，それ以外の時期には 1週間に 1回，約 400ml

を謹水したO 草丈の計測日(後述)に測定した土壌

水分量は，乾燥区では 9.4-22.4%(平均 14.2%)， 

畑区では 17.6-32.0% (平均 25.9%) で、あった。土

壌水分量は墓水の直前に各区から無作為に 6つの

ポットを選ぴ， ポットの深さ 10cmから土壌約 20mlを

採取し， 800Cで24時間乾燥させ，乾燥前後の重量

を比較して算出した。湛水区では，ワグネルポット内が

水深約 5cmの湛水状態になるように頻繁に潅水した。

6月21日から 8月14日にかけて， 2日-2週間ごと

に10回，草丈を計測し不伸長茎部(山口・大江

2001) からの分げつ数(以下では分げつ数とする)

を計数した。葉鞘から穂首(花序の最下部)が抽出

した状態を出穂とみなして出穂日を記録し，播種目から

出穂日までの日数を出穂迄日数とした。 10月4日に草

丈，分げつ数および守恵数を測定した後，地上部を収

穫し，根を堀上げた。地上部は穏(未熟種子を含

む)と茎葉に分け，根はよく水で可克って土を落として，

直ちに 800Cで48時間乾燥し，器官別の乾燥重量

(乾物重)を電子天秤で測定した。収穫した穂の脱

粒痕から，登熟・脱粒した種子の数(種子生産数)

を推定した。また，生育期間中に複数の穂から完熟

した種子(小穂)を採取して，種子 100粒あたりの

乾燥重量(種子 100粒重)を測定した。種子生産

数の推定値と種子 100粒重の測定値から，登熟・脱

粒した種子の総重量(全種子重)を推定した。植物

体全体の乾燥重量(全乾物重)は，個体ごとに地

上部と根の乾物重に全種子重の推定値を加えて求

め，全乾物重に対する根.茎葉および繁殖器官(穏

および種子)の乾物重の割合を乾物分配率とした。

測定値の解析

イヌピエ 3変種において，平均値と標準偏差を算出

し，さらに系統間分散の全分散に占める割合(群内

相関，広義の遺伝率)を変種ごとに最尤法で推定し

て，生態的特徴の変異を評価した。

草丈と分げつ数について，時間的な変化量と方

向，すなわち生長速度が，水ストレスによって異なるか

どうかを， 変種ごとにプロフィール分析 (Profileanaly-

sis)によって評価した。プロフィール分析では， 隣接

する測定日間でのデータの差を従属変数として，水分
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条件と系統を固定因子として多変量分散分析し，反

応曲線の水平性と平行性を検定した(田中ら 1990; 

von Ende 2001)。水平性と平行性の仮説が棄却され

た場合には，草丈や分げつ数が時間的に有意に変化

し，その変化速度が水分条件や系統によって異なるこ

とになる。次に，測定日間ごとに分散分析を行い，平

行性の仮説をボンフエローニの修正を加えた有意水準

で検定して，草丈と分げつ数の変化速度の水分条件

関での違いがどの期間でみられるかを評価した (von

Ende 2001)。

ワグネルポットへの移植5日後にあたる 6月21日で

の幼植物の草丈，収穫期の 10月4日の草丈と分げ

つ数，全乾物重，出穂迄日数，穂、数，種子生産

数，種子 100粒重について，変種ごとに水分条件と

系統を因子とした分散分析を行い，個体サイズと繁殖

特性が水ストレスよって変化するかを検定した。

変種ごとに繁殖器官(種子と穂)，茎葉および、根の

乾物分配率を従属変数として，水分条件と系統を固

定因子とした多変量分散分析を行い，同化産物の器

官への投資が水ストレスによって変化するかを検定し

た。次に，器官ご、とに分散分析を行いボンフエローニ

の修正を加えた有意水準で検定して，どの器官の乾

物分配率が変化したかを評価した。

なお，それぞれの分散分析はくり返しを乱塊法で入

れた分割区法に従い，一次誤差が有意でない場合に

は一次誤差を二次誤差にプールして主効果(水分条

件と系統)とそれらの交互作用を検定した(鷲尾

1988)。交互作用が有意で、ないときには，水分条件

問で、の差異をボンフエローニの方法により多重比較し

た。交互作用が有意であるとき，すなわち水ストレスに

対する形質の変化の量や方向が系統ごとに異なる場

合には，水分条件ごとに系統聞の単純主効果検定を

ボンフエローニの修正を加えた有意水準で、行い(宮本

ら1991)，さらに処理区(水分条件)ごとに系統平

均値を算出し，畑区(対照区)の系統平均値に対

する乾燥区および、湛水区の系統平均値の比を求め

て，各形質の水ストレスに対する変化の量と方向を示

した。計算には SPSS13.0J for Windowsを用いた。

結果

畑区(対照区)における形態的・生態的形質の変

異

畑区(対照区)では，広義のイヌビエは，変種や

系統によって形態的・生態的特徴に多様な変異が認

められた(第 2表)。

ヒメイヌピエで、は，草丈は 40~60 cm，分げつ数は

第 2表畑区(対照区)における形質の変異

* 質 ヒメイヌピエ ヒメタイヌピエ イヌピエ(狭義)

草丈 (cm) 6月21日 8.0:t 2.5 12.8土4.8 10.8:t 4.6 

0.00 0.46 0.52 

草丈 (cm) 10月4日 53.4土 10.5 83.3:t 17.8 78.4:t 20.7 

0.80 0.84 0.80 

分げつ数 10月4日 24.8:t 4.2 20.3 :t 7.3 17.8:t 5.5 

0.40 0.68 0.85 

出穂迄日数 73.2:t 23.4 105.2:t 9.5 77.5:t 17.8 

0.99 0.95 0.95 

穂数 71.7:t 32.0 30.2:t 11.9 29.5:t 15.4 

0.89 0.08 0.74 

種子生産数 10294.0:t 8518.2 4503.8:t 2815.4 5090.8:t 3760.8 

0.56 0.00 0.22 

種子 100粒重 (g) 0.11 :t 0.03 0.18:t 0.05 0.15:t 0.03 

0.01 0.18 0.17 

全乾物重 (g) 43.7:t 10.2 74.1 :t 20.3 47.0:t 14.4 

0.57 0.37 0.74 

乾物分配率 繁殖器官 0.30:t 0.18 0.13:t 0.07 。目23:t 0.20 

0.77 0.00 0.81 

乾物分配率 茎葉 0.47:t 0.09 0.52土0.06 0.50:t 0.12 

0.44 0.00 0.65 

乾物分配率 中良 0.23:t 0.11 0.35:t 0.06 0.26:t 0.12 

0.88 0.00 0.78 

各形質について，上段は平均値±標準偏差，下段は群内相関をそれぞれ示す。



25 本程度で、あったO 出穂迄日数は系統により約 50~

120 日と大きく異なり，約 50~100 本の穂に小さな種子

(小穂)を約 4，400~17，600個つけた。穂数は分げ

つ数の約 2~5 倍あり，伸長茎部からの上位分校が

多かった。個体サイズは全乾物重で40g前後と小さ

く，乾物分配率は繁殖器官(種子と穂)へは約 30%

あり，根への分配率より多かった。

ヒメタイヌビエでは， ヒメイヌピエより草丈は高く， 分

げつ数は少なく，晩生で，より少ない穏に大きな種子

を少数つけた。個体サイズは大きく，乾物分配率は繁

殖器官よりも根で、高かった。

狭義のイヌビエでは，各形質の平均値はヒメイヌピ

エとヒメタイヌビ、エの中間的であったが，系統ごとの変

異が大きく，ほとんどの形質で群内相関が0.5を超え

ていた。

水ストレスに対する草丈と分げつ数の変化

プロフィール分析では，草丈と分げつ数は 3変種と

も有意に変化し(水平性の仮説は有意水準 1%で棄

却)，水分条件と系統および、両者の交互作用は有意で、

(平行性の仮説は有意水準 1%で棄却).生長速度

が水分条件や系統により異なっていた。

移植後 5日目にあたる 6月21日には，畑区(対照

区)と比較して， ヒメイヌピエでは乾燥区において， ヒ

メタイヌピエでは湛水区において，それぞれ草丈が有

意に大きくなったが， イヌピエ(狭義)で、は水ストレス

に対する有意な変化はなかった(第 3表および、第 1

図)。移植後 10日目までは，草丈は 3変種ともどの水

分条件でもほぼ同じ速度で直線的に増加した(第 l

図および、第 4表)。その後も，畑区と乾燥区では移植
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水分ストレス下でのイヌビ、エ3変種の草丈の推移
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第 1図

イヌピエ(狭義)

水分条件 系統 交互作用
併 2 dj主8 併 16

0.294 0.000 0.224 

0000 0.000 0.004 

0.000 0.000 0.217 

0.000 0.000 0.000 

0.000 0.000 0.001 

0.000 0.000 0.020 

0.006 0.003 0.264 

0.000 0.000 0.000 

0.014 0.000 0.038 

0.000 0.000 0.007 

0.000 0.000 0.000 

第3表水ストレスに対する反応性の差の分散分析による検定

ヒメイヌピエ ヒメタイヌビエ

水分条件 系統 交互作用水分条件 系統 交互作用
4"2 d.F4 併 8 併 2 d.F2 併 4

0.000 0.060 0.405 0.030 0.293 0.126 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 

0000 0.014 0目054 0.000 0.000 0.060 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 

0.000 0.000 0.157 0.008 0.000 0.038 

0.000 0.000 0.462 0.000 0.118 0.281 

0.023 0.010 0.299 0.331 0.184 0.465 

0000 0.000 0.012 0.000 0.043 0目611

繁殖器官 0.003 0.000 0.112 0.225 0.314 0.522 

茎葉 0.000 0目000 0.162 0.000 0.326 0.639 

根 0.000 0.000 0.000 0.000 0.274 0.211 

数値はP値を示す。ただし 0.000はP値が0.0005未満であることを示す。

6月 21日

10月 4日

10月 4日

形質

分げつ数

出穂、迄日数

穂数

種子生産数

種子 100粒重

全乾物重

乾物分配率

草丈
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第4表草丈の変化速度の違いに関する検定

変種名 要 因
期 間(移植後日数)

5~8 8~10 1O~!3 !3~17 17~21 21~31 31~45 45~59 59~1 1O 

ヒメイヌピエ 水分条件 ns ns ** ns ns ** ** ns ** 
系統 ns ns ns ns ns * ns ns ns 

交互作用 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

ヒメタイヌピエ 水分条件 ns ns ** ** ns * * ns ** 
系統 ns ns ns ns * ns ns ns ns 

交互作用 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

イヌピエ(狭義)水分条件 ns ns ネ* ** ** ** ** ** ** 
系統 *キ ns ns ** * * ** ** *司ド

交互作用 ns ns ns ns ns ** ** ** 
ボンフエローニの修正を加えた有意水準 ** : P<O.Ol， *・P<0.05，ns : P三0.05

後 17日目までほぼ直線的に草丈が増加し続けたが，

湛水区で、は草丈の増加速度が有意に低下したO 移

植後 17日目以降には，畑区と乾燥区では草丈の増

加速度が低下し始め，移植後 31日目には平衡状態

に達した。一方，湛水区では，移植後 17日目以降

に再び草丈の増加速度が高くなり，移植後 31~45 日

日には草丈の平均値が畑区と乾燥区を上回った(第

l図および第4表)。移植後 45日目以降の草丈は， 3 

変種とも湛水区では増加したが，乾燥区ではほとんど

変化しなかった。畑区では， ヒメタイヌピエとイヌピエ

(狭義)では緩やかに増加したが，ヒメイヌピエではほ

とんど変化しなかった。イヌビエ(狭義)では水ストレ

スによって草丈の増加速度が変化する時期が系統に

よってやや異なっており，草丈の変化に対する水分条

件と系統の交互作用は移植後 21日日以降の時期で

有意で、あった(第 4表)。

分げつ数は， 3変種ともどの水分条件でも S字曲

線状に増加し，移植後 45日日にあたる 7月31日に最

大となった(第 2図)。ヒメイヌピエでは，移植後 21

日日までの分げつ数の増加速度には水分条件聞に有

意な差が認められなかった(第 5表)。その後，畑区

と乾燥区では分げつ数の増加速度が低下したが，湛

水区では増加速度が高く維持され，分げつ数の平均

値が畑区と乾燥区を上回った。移植後45日目以降，

畑区と湛水区で、は枯死する分げつがあったため分げ

つ数が減少したが，乾燥区では分げつ数にほとんど

変化はなかったO ヒメタイヌピエでは，移植後 10日日

までの生育初期における分げつ数の増加速度は乾燥

区において最も低く，畑区と湛水区で、は同程度で、あっ

たが，移植後 13日目以降の分げつ数の変化パターン

はヒメイヌビエの場合とよく似ていた(第 2図)0イヌビ

エ(狭義)では，移植後 17日目までの分げつ数の

増加速度は畑区において最も高く，湛水区と乾燥区

で、は同程度で、あったが，それ以降の分げつ数の増加

パターンはヒメイヌピエやヒメタイヌビエと似ていた(第

2 IZ]) 0 

10月4日(収穫日)での草丈は，水ストレスに対し

て変種や系統によって異なる変化を示した(第 3表)。

乾燥区ではほとんどの系統で草丈が減少したが，ヒメ

イヌピエでは減少の程度が小さく，増加する系統 (EC/

96-C-lll)もあり，湛水区で、はすべての系統で噌加

した(第 3図)0 10月4日での分げつ数は，乾燥区

ではどの系統も畑区との聞に有意な違いはなく，湛水

区ではすべての系統で増加した(第 3表および、第 2

図)。

水ストレスに対する繁殖特性の変化

出穂迄日数，穂数，種子生産数および、種子 100

粒重は水ストレスに反応して変化した(第 3表)。種

子 100粒重を除く形質では，すべてあるいはいくつか

の変種において水分条件と系統の交互作用が有意で

あり，変化の量や方向が系統により異なっていた(第

3表および、第 3図)。

出穂迄日数は，多くの系統で乾燥区において2日か

ら25日長くなり，湛水区において 3日から 17日短く

なった。しかしヒメイヌピエの l系統 (EC/

99-J-209) ， ヒメタイヌピエの l系統 (EC/99-J-197)

およびイヌピエ(狭義)の 2系統 (EC/99-J-423， 

EC/99-J-443)では，水ストレスによる出穂、迄日数の有

意な変化はなかった。また，ヒメイヌビエの l系統 (EC/

96-C-lll)とイヌピエ(狭義)の l系統 (EC/99-J-37) 

では，湛水区において有意な変化がなかった。

穂数は，多くの系統で乾燥区において 4本から 33
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分げつ数の変化速度の違いに関する検定第 5表

期 間(移植後日数)

13-17 17-21 21-31 

** 

因要変種名
59-110 45-59 31-45 

** 

10-13 8-10 5-8 

ns ns ns ns ns ns ns ヒメイヌビエ

ns 

キ

ns ns ns ns ns ns ns ns 

ns ns ns 

** 

ns ns 

** 

ns ns ns 

** ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

* 

ns 

ns 

** 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

* 
ns 

** 

ns 

ns 

** 

** 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

** 
ns 

** 
+ 

ヒメタイヌピエ

本，湛水区において 6本から 64本，それぞれ多く

なったO しかし， ヒメタイヌピエの l系統 (EC/99-J-197)

では乾燥区における穏数の有意な変化はなく，ヒメイヌ

ピエの l系統 (EC/96-C-111)とイヌピエ(狭義)の

l系統 (EC/96-C-16)では乾燥区において減少した。

種子生産数は，ほとんどの系統で乾燥区において

畑区の約 2/3から1/20に減少したが，ヒメイヌビエで

は他の変種ほと守減少しなかった。また，湛水区で、は

種子生産数は畑区の1.2倍から 3.4倍に大きく増加し

たが，イヌピエの2系統 (EC/99-J-423，EC/99-J-443) 

では湛水区においてやや減少した。

種子 100粒重は， ヒメイヌビエとイヌピエ(狭義)

では乾燥区おいて畑区より有意に減少した(減少の

程度はヒメイヌピエの平均値で 79.6%，イヌピエ(狭

義)の平均値で 82.0%)が，ヒメタイヌビエでは水スト

レスに反応しなかったO

水ストレスに対する全乾物重と乾物分配率の変化

全乾物重は水ストレスによって変化したが，ヒメイヌ

ピエとイヌピエ(狭義)では水分条件と系統の交互作

用が有意であり，変化の量や方向が系統により異なっ

ていた(第 3表および、第 4図)。全乾物重は，湛水

区ではほとんどの系統において畑区の 2倍前後に増

加したが，イヌピエ(狭義)の 1系統 (EC/99-J-423)

で、は有意な変化はなかった。乾燥区では，全乾物重

はヒメタイヌピエにおいて畑区の 1/2程度に減少した

が，ヒメイヌピエではわずかに減少するか変化せず，

イヌピエ(狭義)で、は減少程度が系統によって違って

いた。

乾物分配率は水ストレスによって変化し， 3変種とも

多変量分散分析での水分条件の因子が 1%水準で、

120 
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系統

交互作用

イヌピエ(狭義)水分条件

系統

交互作用 ns ns ns ns ns 

ポンフエローニの修正を加えた有意水準 **: P司 ρ1，*: Pく0.05，ns: P三0.05

100 80 60 

ヒメタイヌピエ

イヌピエ(狭義)

40 

エビヌイメヒ

ハ
υ

ハυ
ζ

J

A

U

ζ

J

A

U

，3
n

υ

，3
n

U

A

υ

，
コ
ハ
u

q

d

n

u

，3
A

V

ζ

J

A

U

A
守

今

3

今

3

吋

4

今

4

2

且

1

l

A

守

内

角

M

内
角
M

今

必

司

L

t

i

t

i

20 

緩
や
む
h
m

議
p
b
h
m

剖
酬
の

ι
b
h
m

120 

水分ストレス下でのイヌピエ3変種の分げつ数の推
移

.: i甚水区，マ:畑(対照)区， 0 乾燥区

100 80 60 

移植後の回数

40 

第 2図



中山ら 水ストレスに対するイヌピ、エの生態的反応 245 

有意であった。繁殖器官，茎葉および、根のいずれの

器官への乾物分配率も，ヒメタイヌピエにおける繁殖

器官への分配率を除き，水ストレスによって有意に変

化した(第 3表)。ヒメイヌピエとイヌビエ(狭義)で

は水分条件と系統の交互作用が有意であり，変化の

量や方向が系統により異なっていた(第 3表および、第

4図)。

繁殖器官への分配率は，ヒメタイヌピエのすべての

系統とヒメイヌピエおよび、イヌピエ(狭義)の多くの系

統で有意な変化はなかった。しかしヒメイヌピエの l系

統 (EC/99-J-209)では乾燥区と湛水区で減少し，イ

ヌピエ(狭義)の 2系統では乾燥区 (EC/99-J-423) 

と湛水区 (EC/99-J-443) においてそれぞれ減少し

た。

茎葉への分配率は，ヒメイヌピエとヒメタイヌビエで

は乾燥区において増加し湛水区で、は有意な変化は

なかった。イヌピエ(狭義)では， 2系統 (EC/

99-J-423， EC/99-J-249)では乾燥区において増加

し l系統 (EC/95-J-18)では湛水区において減少

したが，他の系統で、は有意な変化はなかった。

根への分配率は，湛水区では，ヒメタイヌビエのす

べての系統とヒメイヌピエおよび、イヌピエ(狭義)の多

くの系統で増加した。しかしヒメイヌピエの l系統 (EC/

99-J-471)とイヌピエ(狭義)の 3系統 (EC/

99-J-423， EC/99-J-196， EC/96-C-16)では湛水区

における有意な変化はなかった。また，乾燥区では，

ヒメタイヌピエのすべての系統で減少した。ヒメイヌピエ

では，乾燥区において l系統 (EC/99-J-08)で増加

し， 1系統 (EC/96-C-111)で減少し， 3系統で有

意な変化はなかった。イヌピエ(狭義)では，乾燥

区において l系統 (EC/99-J-423)で増加し， 3系統

(EC/99-J-249， EC/99-J-35， EC/99-J-37)で減少し，

5系統で、有意な変化はなかった。

考察

一般に，一年生植物は，乾燥ストレス下では生長

速度をできるだけ高く維持するように根への分配率を増

加させて水分の供給を高めるが，根への酸素供給量

の不足する湛水ストレス下では植物体全体や繁殖器

官のバイオマスを減少させる (Iwasaand Roughgarden 

1984; Sultan and Bazzaz 1993)。しかし，湿性地に

適応した植物には，湛水ストレス下で根を発達させて，

+直草創本全体や繁殖器官のノTイオマスを維持する場合

カfある (Carterand Grace 1990; Sultan and Bazzaz 

1993)。イヌピエの 3変種は，湛水条件において，共

通して良好な生長や繁殖(第 1，2および3図)と根

への乾物分配率の増大(第4図)を示しこれは実

生から繁殖にいたる生育段階には湿性地に適応した

生態的特性をもっと考えられる。

水田由来のイヌピエは， ~甚水条件下で、幼百期の個

体サイズや根重を畑状態よりも低下させ， 同時期に冠

根に通気組織を形成する (Ogasawaraet al. 2000)。

また，水田雑草のタイヌピエは，湛水深約 30cmで栽

培すると，分げつの増加を一時的に停滞させ，その

後に再び増加させ，その聞に水面下の節に不定根と

通気組織様の間隙を発達させる(清田ら 2003)。本

研究では，広義のイヌビエは湛水条件において生育

初期に生長速度を一時的に低下させ，その後に顕著

に増加させた(第 lおよび2図，第4および5表)。

この一時的な生長速度の低下は，生育初期に不定

根や茎の通気組織を形成させて，湿性地の低酸素

条件に可塑的に反応した結果かもしれない。

乾燥ストレスに対する反応は，変種間，とくにヒメイ

ヌビ、エとヒメタイヌピエとにおいて顕著に異なっていた。

ヒメイヌピエは，乾燥条件において幼植物の草丈を増

加(第 l図)させ，その後も根への乾物分配率をあ

まり減少させずに生長を維持し(第 4図)，さらに種

子サイズを小さくして，種子生産数の減少を小さくして

いた(第 4図)。これらは 乾燥ストレス下で種子生

産数を維持するために働く仕組みであると考えられる。

一方，ヒメタイヌビエは，乾燥条件において生長や繁

殖を抑制されたことから(第 1，2， 3および4図)， 

乾燥ストレスには弱いと考えられた。乾燥ストレスに遭

遇すると，ヒメイヌピエの幼植物は迅速に気孔を閉じ

て蒸散を防ぐのに対し，ヒメタイヌピエは極めて鈍く反

応する (Yamasueet al. 1989b)。乾燥ストレスに対する

このような生理的な反応の違いが， ヒメイヌピエとヒメタ

イヌピエの生長や繁殖の違いに影響したと推定される。

撹乱依存性植物は，人為環境下ではたらく自然選

択に適応した生態的特性をもっと考えられる(山口

1997)。ヒメイヌピエの生育する路傍や畑地では，日照

りによる乾燥ストレスを受けやすい一方で、，梅雨期には

一時的に冠水状態になることもあり，年間を通じて水

分環境が変動する。また，ヒメイヌピエは水田や休閑

田に見られることもある (Yamasueet al. 1989a)。ヒメイ

ヌピエの種子は嫌気発芽能力を欠くため，湛水条件

では発芽できない (Yamasueet al. 1989a)が，本研

究では幼植物は湛水条件でも良く生長し(第 lおよび
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第 3図 水ストレス下のイヌピエ 3変種の

草丈と繁殖特性

畑区(対照区)の系統平均値

に対する乾燥区および湛水区の

系統平均値の比を表示。軸は

対数日盛。
4 0:ヒメイヌピエ..:ヒメタイヌ

ビエ."1":イヌビエ(狭義)

4 

第 4図 水ストレス下のイヌピエ 3変種の

全乾物重と各器官への乾物分

配率

畑区(対照区)の系統平均値

に対する乾燥区および湛水区の

系統平均値の比を表示。軸は

対数目盛。
4 O ヒメイヌピエ..・ヒメタイヌ

ピエ"1":イヌピエ(狭義)
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2図)，高い繁殖効率で種子を多産した(第4図)0

ヒメイヌピエは，湿性地に適応した広義のイヌピエに共

通の特性を残しつつ，乾燥ストレスに対する耐性を獲

得しているので，発芽から定着まで、の段階には湛水

条件に適応しにくいとしても，定着後に経験する水分

環境の変動に対して可塑的に戦術を変化させる能力

をもち，路傍や畑地などの不安定な環境に生育できる

のであろう。

一方，ヒメタイヌビ、エの生育地で、ある水田は，一定

の耕種操作が毎年繰り返されるより安定な環境である

(松村 1967)。水田に生育する雑草は，イネとの競争

にさらされ，また除草という人為撹乱を受ける。安定し

た環境下では成熟個体に対して方向的で密度依存的

な死亡要因が働くため，長い栄養生長期間をもっ個

体が競争に有利で高い適応度をもっ (Si1vertown

1992)。また，種子サイズは実生のサイズと相関のあ

る適応的な形質で，大きな種子は競争条件下での定

着に有利である(菊沢 1995)。さらに，大きな種子

は，嫌気発芽能力を維持する上でも必要とされる

(Yamasue et al. 1989a) 0 ヒメタイヌピエにおける， 伸

長茎部からの分げつの少ないイネに類似した草型

(西 2001)やより晩生の出穂習性，サイズの大きな種

子(第 2表)と，湛水条件での大型化した植物体と

旺盛な繁殖(第 1，3および、 4図)は，イネへの擬態

により除草という人為撹乱を回避し，長い栄養生長期

間を確保してイネとの競争力を高めて，水田という特

殊な環境に適応した結果と解釈できる。
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Ecological responses to water stress in 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. s. 1. 

Yuichiro Nakayama， Masako Sakai and 

Hirofumi Yamaguchi 

Summary 

Responses of the ecological traits in Echinochloa 

crus-g，α l的li(仏L.)B 巴悶a飢叩u肌 var. praticola， var. formo-

sensis and var. crus-galli were investigated under 

drought， upland and fiooded conditions in order to 

define the ecological differentiation and habitat seg-

regation of E. crus-galli s. 1.. In the upland (con-

trol) condition， var. praticola showed lower plant 

height， more tillers， earlier fiowering， higher repro-

ductive allocation， small巴rs巴巴dsand more seed pro-

duction than var. formosensis， and var. crus-gαlli 

had wide variations across the characteristics of the 

two vanettes. 

All vari巴tiesshow巴dvigorous growth and repro-

duction， and increased root allocation in response to 

the fiooded condition， therefore it was suggested that 

E. crus-galli s. 1. possessed ecological characteristics 

that adapted to th巳 waterloggedhabitat. In the 

drought condition， var. praticola increased its seed-

ling height， grew without reduction of root alloca-

tion， and did not decrease its number of seeds as 

much by reducing the s巴巴dsize. On the other hand， 

var. formosensis remarkably restrained growth and 

reproduction in the drought condition. 

Therefore， it appears that var. praticola adapted to 

unstable environm巴ntssuch as roadsides and upland 

fields by acquiring tolerance to drought stress， and 

var. formosensis adapted to coexist with rice in the 

paddy field with disturbance of weeding， based on 

the characteristics of E. crus-galli s. 1. that grew vig-

orously in the waterlogged habitat 

Keywords: Echinochloa crus-galli var. crus-galli. 

E. crus-gαlli var. formosensis， E. crus-galli var. 

praticola， water stress， habitat segregation，巴cologi-

cal response 
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