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湛水下におけるホシアサガオおよびマメアサガオの

水中茎部からの不定根発生*

徐錫元*ネ
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緒言

近年，各地の田畑輪換のダイズ畑においてホシアサガオ

(Jpomoea triloba L.)，マメアサガオ (1.laclInosa L.) ，アメリカ

アサガオ(I.heder，α'ceaJaα1.)，マルパルコウ (1.coccinea L.)な

どの帰化アサガオ類が多発し陪題となっている(平岩ら

2∞5; t高見・山下2∞5;徐 2005;保田・住吉 2007)。このよ

うな踊場では，輪作として水稲を栽培した捺に，帰化アサガ

オ類が発生し，蔓延化することがある(王子岩ら 2∞5;橋見・

山下 2∞5;徐 2007)。水稲栽培時の帰化アサガオ類の発生は

中干し期に見られるが(福見・山下2∞5;徐2∞7)，その後

の入水により大部分の個体は冠水し生育が停止しやがて死

滅する。しかし生長点部分が冠水を免れるとそれらは生育

を続け，格体に絡みつきながら穂上まで伸長して蔓延するた

め，収穫作業の妨げとなるとともに，未熟な果実や種子が根

穫物に混入するなどの問題を引き起こす(徐2∞7)。

著者は，熔地雑草の帰化アサガオ類が，なぜ水田中でも生

育できるのかという疑問から，湛水条件下における帰化アサ

ガオ類の生脊を観察した。その結果，湛水条件下では水仁t茎

部から多数の不定根を発生させることを観察したので報告す

るO

材料および方法

1. 水稲作付固とダイズ畑におけるホシアサガオの茎下部

からの不定根発生の透い

2007年9月21日，前年の夕、イズ栽培時にホシアサガオが

傘本研究l土日本雑等学会第 45問講演会 (2008:q三 4月)において
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多発した愛知県安城市内の登熟期の水田 (30a) で，穏上ま

で伸長したホシアサガオの水中茎部を観察した。観察時の水

深は約 7Cl11であった。水中茎部を観察対象としたのは，他

の水稲作付回において生脊中のホシアサガオを事前に観察し

た際，水中茎音防、ら多数の不定根が発生しているのを達観に

より確認したことによる。比較として， 9月 12日に鴎辺のダ

イズ畑に発生したホシアサガ、オを観察した。調査個体数はい

ずれも任意に選んだ 10個体であり，各々の偲体での不定根

の発生の有無を調べた。地際を徐く茎下部から不定根が発生

した個体を「不定根発生倒体J.不定根が見られなかった個

体を「不定根非発生個体Jとした。

2. 海水処理によるマメアサガオの水中茎部からの不定根

発生

2∞6年 12月に愛知県安城市で採稜したマメアサフゲオの麓

子を供試した。 2∞7~三 8 月 12 臼に， 5∞ml カップ(直

径 IOcm，高さ 11cm) 内に 6Cl11の高さまで市販の罰芸土壌

を詰め，播種深度が Icmとなるように 16粒を播種した。多

くの俄体の子葉がほぼ完全展開した 8月 19Bにカップ当た

り 14 個体となるように間引きし湛水ほ(常時 4~5α11 の

水深，ただし生長点は水町よりも上)およびI源地区に分けた。

処理は 9月2Bまでの 14日間継続した。処理後，全{図体の

不定根の発生の有無について上項 lと同じ基準で判別した。

本実験は 3反復とした。

車吉 果

1.水平l富作付聞とダイズ焔におけるホシアサガオの茎下部

からの不定根発生の濃い

水稲の穂上にまで達していたホシアサガオ(第 i図)では，

水中茎部からの不定根発生個体の割合は 100%であり(第 l

表)，会個体とも地捺のみならず第 l図のように水中茎部か

ら不定根が多数発生し，長く伸長していた。一方，近くのダ

イズ畑に生育するホシアサガオでは，いずれの偲体も第2図

のように地際を除く茎の下部からの不定根の発生は見られな

かった。

2. 甚水処理によるマメアサガオの水中茎部からの不定根

発生

i甚水区のマメアサガオの生育は，畑地区よりやや劣った(第

3悶)。しかし i甚水区のマメアサガオでは水中茎部からの不

定根発生個体の割合は 1∞%であり(第2表)，すべての個体



236 事íf~主主研究 Vol. 56 (201 1) 

第 1図 水田に発生し穏上まで伸長したホシアサガオ (1i.悶)とその水中主部(中凶・布図) (2007 i1三9月21日)

右図は茎を少し持ち上げて撮影。

第 2図 ダイズ1:11!に発生し蔓延したホシアサガオ(左閲)とその茎下部(お図) (2007年9月12日)

第 3図 滋水区とj:1Il地区でのマメアサガオの地上部(1i.IlI)と菜下部(右図)

各図とも左は滋水区，右は畑地区。

第 1表 水稲作1'.l出あるいはダイズ畑にE色脊したホシアサガオの茎下

部からの不定線発生の迷い

第 2表 マメアサガオの茎下部からの不定絞発生に及{安す辺水の52野

認ままf医科乙数不定根発生↑悶f本の割合 不定根非発生
(俄(%) 似体の割合(%)

不定根発生{岡本の割合 不定根非発生個体の割合
(%) (%) 
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1)調資日は水稲作付聞では2007:fド9月21氏ダイズ:j:1I!では2007年

9月12日。

2)不定根発生↑団体の定義:地僚を[;余く水中または茎下部から不定l'良

が発生したf間体を「不定根発生個体J.また発生しなかった倒体を

「不定根非発生個体Jとした。

1)様子1(処理は子繋がほぼ完全渓関した後に 14日間，生長点が水聞

とにくるように水i*を4-5cmとして行った。

2)不定根発生似体の定義は第 l去に基づく。
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第 4~ 甚水区のマメアサガオの水中茎音r;から発生した不定根

(第 3~の水中菜音1;を拡大)

から多数の不定根が発生していた(第 3関，第4閏)。本試

験では不定根の長さは測定しなかったが，第3図のように各

似体の不定娘は直夜lOcmのポット内で伸長しており，各個

体の最長の根長は lOcm前後，ないしはそれ以上であった。

一方，焔地区では会個体とも地際を除き，地上部芸部からの

不定根の発生は見られなかった(第2表)。

考察

畑作物のダイズ (Gl;ωlemω(L.)Merill)では甚水条例二下

に霞かれると一般的には枯死するが，一部の品種では佐軌や

恨の 2次通気組織が発達し，小現になるものの枯死すること

なく収穫まで至る(島村ら 2∞3)。この通気組織は地上部と

り，大気を地下の根部に供給できるために湛水条件下で

も生存できる。また，短期間の湛水処理はダイズ、において不

定根の発生を増加させ，耐湿性を増大させることが知られて

いる(李ら 2∞>3)。このような通気組織の発達や不定恨の増

加は甚水条件において生存するための植物の適応能力であ

ると考えられている。本研究におけるホシアサガオおよびマ

メアサガオは甚水条件下で、生育すると水中茎部に多数の不

定根を発生させていたが，焔地条件下では池際を除き茎下部

からの不定根の発生は見られなかった。すなわち，ホシアサ

ガオおよびマメアサガオは湛水条{牛に遭遇することによって

水中の芸部に不定根を発生させることが明らかになった。こ

れは，水中のi容存酸素を植物体内に摂取する上で大きな役割

を果たしており，そのために熔地雑草であるホシアサガオお

よびマメアサガオが湛水条件下でも生育できると考えられ

る。なお，田畑共通雑草であるクサネムやアメリカセンダン

グサでも海水条件下で水中茎部から多数の不定恨が発生する

ことが観察されている(徐2∞8) ことから，今後はそれら内

部組織の構造等について調査が必要であろう。
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