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水生バイオマス「マコモ」の環境保全機能および

生産性・機能性に関する研究
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Studies on the Function ofEnvironmental Preservation and 

the Productivity of Aquatic Biomass “Wild Rice" 

Yuki NAKAGAWA， Hironobu NI悶，Daisuke HASEGAWA， Ayuka HASHIMOTO， 

Chiho TAKAHASHI， Yuka KAWAJ， Kensho HONDA， Chinobu OKAMOTO， 

Chikako MASUOKA， Shin Y ASUDA and Kiyotaka KABATA 

(Received 19 November 2014; Accepted 19 December 2014) 

In this research， it was aimed to explore the function of environmental preservation and productivity， functionality of wild 

rice (Zizania latifolia) that is an aquatic plant belonging to Gramineous. The influences on the soil by cultivation of wild rice 

were examined for preservative function. It was suggested that the cultivation of wild rice influences on the total carbon of the 

experimental fi.eld soil. About productivity and functionality， three cultivars (Azumi， Ittenkou and Aogara) were compared. In 

the result， it was suggested the yield of Azumi was the highest among the three cultivars in both edible part and stem and leaf 

part. Functionality of wild rice was evaluated by analysis of ariti oxidative function and anti allergic function and the highest 

anti oxidative action of three cultivars was seen in stem and leaf pa口ofAzumi. Furthermore， its value exceeded BHA which is 

used as anti oxidant. The differenc巴 inanti allergic function was not seen in edible part and stem and leaf part of the three 

cultivars. However， the values were higher than tranilast in all sample ofwild rice. From these result， a further expansion ofthe 

wild rice usage was suggested. It is necessary to clarifシthedepuration fr・omboth sides ofthe soil and the water quality. 

緒昌

マコモ (ZizanialatifoUα)は植物分類学上イネ科に

属する多年性の水生植物で、ある 中国，韓国，シベリア

東部， インドシナ半島に至る までの熱帯から寒帯に広く

自生し，我が国でも全国的に分布している (1).黒穂

菌 (Ustilagoesculenta) の感染により肥大した茎部はマ

コモタケと呼ばれ，中国では夏野菜として料理に用いら

れる.マコモは水辺に生息し，河川や湖沼などで育つ.

また，水田での栽培が容易であり， 休耕田の有効活用と

いった観点からも期待できる. 更に，マコモは様々な健

康的機能を持つと言われている.その例として中国明代
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に編集された本草綱目にマコモによる抗炎症作用，利尿

作用などが記載されている また，マコモ茎葉部におけ

る抗酸化作用なども報告されている(2). しかし 品

種間における生産性および機能性の差など，未解明な点

が存在することも現状である.

一方，地球上において人口増加は深刻な問題であり，

2050年までに90億人を超えると試算されている (3 ) 

また，小麦，大豆， トウモロコシなどといった穀物の価

格高騰が起こっている このような情勢下で世界的な食

糧不足が問題となることは明らかである.日本の食料自

給率はカロリーベース当たり 39%であり (4)，今後起

こり得る食料危機を考えると， とりわけ不安な状況であ

る

加えて，我が国の水質および土壌環境は，高度な経済

成長に伴い，急速に富栄養化が進んでおり(5)，これ

らによる農業への悪影響が懸念される.また，畜産にお
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いては多頭飼育の環境に及ぼす影響が問題視されている

(6) .今までに水質・土壌環境の改善策としてj如来，曝

気，オゾンを利用した物理 ・化学的処理等が行われてき

たが，高コストである上，持続的な改善が行えないとい

う側面を持っ そのため，低コストで持続可能な手段が

望まれており，これまでフk生植物を利用した生物的浄化

に関する研究が行われてきた (7-10). 

本研究では，品種別でマコモの生産効率および機能性

を比較した 更に，土壌における浄化作用の検討を行い，

総合的にマコモの持つ農産物としての付加価値を評価し

た.

材料および方法

材料

あずみ，一点紅，青殻といったマコモ3品種は学内に

て栽培した.縦3.5m，横12.0mの水田に株分けした苗を

各品種4か所ずつ植え付け，これを 2区用意した 2013 

年5月27日に植付けを行い，2013年10月4日に各品種の可

食部および茎葉部を収穫した

Fig. 1. Cultivation experiment of wild rice (Zizania lat扮lial
on the日eldofTokai University 

Fig. 2. Edible parts of wild rice. 

マコモ栽培による土壌浄化作用の検討

土壌浄化作用については pH，総有機物含有量，全炭

素含有量の測定から評価を行ったなお，本実験では 1

区のみを用いた.まず，対照区および試験区に分割する

前に， 3か所からランダムサンプリング法により，土壌

を採取した (2013年5月15日).その後， Fig.3に示した

通り，対照区試験区をそれぞれ設置し，マコモ収穫前

の2013年10月2日に土壌を採取した この時も同様にラ

ンダムサンプリング法を用いた.採取した各土壌は撹祥

後，室内にて常温で約 1週間乾燥させ，移植ゴテなどを

用いて細かく裁断した.更に 1mm以下のふるいにか

け，これを実験用サンプルとして用いた.

Fig. 3. Installation of experimental group and control group for 

soil remediation experiments. 

品種別での最大高推移および収量の比較

最大高推移，収量に関しては， 1区に l品種当たり 4

株植え付けであるため，それぞれ2区から計8株の平均

を求めた.まず，最大高は6月から10月にかけて月に l

度，計4回の測定を行った 収量においては，可食部お

よび茎葉部の質量，可食部の収穫個数から，各品種にお

ける差を検討した

マコモ各品種における可食部および茎葉部の機能性に関

する検討

機能性においては抗酸化作用および抗アレルギ一作用

の検討を行った マコモ各品種の可食部および茎葉部を

収穫後， 60tで72時間の乾燥を行い，粉砕機にかけた

更に，それぞれ 5gを80%メタノ-)レ100mlで抽出し，

機能性試験のためのサンプルとして用いた 抗酸化作用

においてはロダン鉄法を用いて検討を行った (11).こ

の時，比較対象として BHA，DLーロートコフエロ ール

に加え，高い抗酸化作用 ・抗アレルギ一作用等が期待さ

れるスイゼンジノリ (12)，有機イグサ(岡山3号)を

用いた (13) 十克アレルギーイ乍用では， Davidsonらによ

るヒアルロニダーゼ活性阻害試験により検討を行った

(14). また，比較対象にはトラニラスト， DSCG，スイ

ゼンジノリ，有機イグサを用いた.
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結果および考察

マコモ栽培による土壌の pH. 総有機物含有量および

全炭素含有量に及ぼす影響を検討した結果を Table1に

示した 本実験を通じて pH.総有機物含有量において

は，マコモ栽培による影響は見らなかった.全炭素含有

量に関しては，対照区と比較して，試験区に低い値が見

られた今後は，土壌だけでなく，溶存酸素，硝酸性窒

素，アンモニア性窒素などを含めた水質における影響

(15) .品種における浄化作用の差などを検討していく必

要がある

Table 1. Examination ofthe depuration on soil by cultivation ofwild rice. 

2013/10/2 

2013/5/15 Control Experimental 
group group 

pH 
6.49 6.37 6.45 

:t0.08 士0.06 :t0.08 

Total 

orgamc 33.71 29.20 30.15 

matter :t0.21 :t0.16 士0.07

(%) 

Total 6.19 4.34 3.38 
carbon 
(%) 士1.10 :t0.23 士0.11

各品種別で最大高推移を調査した結果を Fig.4に示し

た 7月の時点ではあずみに最も速い成長速度が見られ

たが. 8月には一点紅および青殻が追いつき，最終的に

は品種聞における大きな差は見られなかった 各品種の

収量に関しては.Table 2に示した通りの結果となった

可食部および茎葉部の収量， 可食部収穫数の全てにおい

てあずみが最も高い生産性を示す傾向にあった.このこ

とから，本実験で用いたマコモ 3品種のうち，あずみは

阿蘇地域において高い生産効率を有することが示唆され

た. 一方，可食部においては青殻の収穫量および収穫数

250 

200 

150 

cm 
100 

50 

。
2013/6/4 20131714 2013/8/5 

Fig. 4. The maximum height ofwild rice on each cultivar 

が最も低かったしかし 茎葉部の収穫量を見てみると

青殻は一点紅を上回った.茎葉部はこれまでにサイレー

ジ原料 (4).お茶(2) などとして用いられており，

今後の更なる用途拡大が考えられる.このことを考慮す

ると青殻も有用品種の lっとして期待できる.

Table 2. The yield of wild rice on each cultivar 

Edible Stem and leaf 

part part 

Number 
Weight Weight 

(kg) (kg) 

Azumi 
8.38 1.41 2.16 

:t2.62 土0.49 :t0.73 

Ittenkou 
4.63 1.18 1.24 

:t2.33 :t0.45 土0.50

Aogara 
1.88 0.57 1.91 

:t2.59 士0.73 :t0.44 

ロダン鉄法により各サンプルの抗酸化作用を評価した

結果は.Fig.5に示した通りとなった.まず，マコモ各

品種の可食部および茎葉部で比較してみると，全ての品

種において茎葉部に可食部を上回る抗酸化作用が見られ

た.その中でも特に，あずみ茎葉部に高い活性が観察さ

れた また，あずみ茎葉部の抗酸化作用は，有機イグサ

やスイゼンジノリには劣るが，酸化防止剤として用いら

れる BHAを上回った. Fig.6に示したヒアルロニダー

ゼ活性阻害試験による抗アレルギ一作用の評価を行った

結果からは，誤差が大きく，各品種の可食部および茎葉

部における差は見られなかった また，こちらでも，マ

コモ全てのサンプルにおいて有機イグサやスイゼンジノ

リには劣るものの，医薬品として知られるトラニラスト

を超える抗アレルギ一作用が観察された.しかし全体

的に誤差が大きく，繰り返し検討する必要がある また，

抗酸化作用においても現在主流の ORAC法などを用い

て，ロダン鉄法と同様の傾向が見られるか確認すること

も今後の課題である.

ー・- Azumi

ー噌ー Ittenkou

ー・-Aogara 

2013/9/4 2013/10/2 
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Azumi (edible part) 

Azumi (stem and leaf part) 

Ittenkou (edible part) 

Ittenkou (stem and leaf part) 

Aogara (edible part) 

Aogara (stem and leaf part) 

Organic rush 

Suizenjinori 

DL-α-tocopherol 

BHA 

Control 

o 20 40 60 80 100 

Anti oxidative activity (%) 

Fig. 5. Anti oxidative activity of the each 80% methanol ex仕acts.The final concentration of each sample tested was 0.02% (v/v). 
The value of the ethnol control represents 100% lipid peroxidation 

Azumi (edible part) 

Azumi (stem and leaf part) 

Ittenkou (edible part) 

Ittenkou (stem and leaf part) 

Aogara (edible part) 

Aogara (stem and leaf part) 

Organic rush 

Suizenjinori 

DSCG 

Tranilast 

。 20 40 60 80 100 

Inhibition rate on the activation of hyaluronidase (%) 

Fig. 6. Inhibitory e百ectof the each 80% methanol extract on the activation of hyaluronidase. 

阿蘇地域における栽培試験，機能性試験の結果，今回

検討を行ったマコモ 3品種の中であずみが最も有用な品

種であることが示唆されたまた，マコモ茎葉部に可食

部を超える抗酸化作用が見られ，今後の用途拡大が期待

される.マコモ栽培が及ぼす環境保全機能に関しては，

本実験では土壌における pH，総有機物含有量への影響

は見られなかった しかしながら，水質浄化に関する

データ(未発表)においては，浄化能が認めら'れ，現在，

詳細な分析を継続中である.今後は，土壌，水質両者に

おけるマコモの保全機能および可食部の更なる付加価値

を検討する必要がある

要約

本研究では，イネ科に属する多年性水生植物で、あるマ

コモ (Zizanialatifolia)の環境保全機能および生産性・

機能性に関する研究を行った環境保全機能に関しては，

マコモ栽培による土壌への影響を検討した 土壊中全炭

素においてはマコモによる影響が示唆さ れたが，pHお

よび総有機物には差が見られなかったー生産性に関して

は，今回比較を行ったあずみ， 一点紅，青殻の3品種の

うち，可食部，茎葉部の双方にてあずみに阿蘇地域で多

収性を示す傾向が見られた.機能性においても3品種の

うち，あずみに最も高い抗酸化作用が見られたまた，

可食部と比較して茎葉部の活性が高く，酸化防止剤とし

て知られる BHAを上回る値を示し用途拡大が期待さ

れる 抗テレルギ一作用においてはマコモ各品種の可食

部および茎葉部で，医薬品として用いられるトラニラス

トを超える効果が見られた.今後は，マコモ栽培時にお

ける環境への影響について，水質を含めた多面的方向か

らの作用機作の解明および生産物の活用を進展させる必

要がある.
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