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近年、サロベツ湿原では乾燥化によるササの侵入が懸案となっている。 
 著者らは地下水位調節によるササ植生の抑制可能性を検討するため、ササ地下茎の湿潤条件

下における耐性実験と、湿潤条件下での生育後に乾燥条件下に移植する実験を行い、発芽・発

根数と、TTC染色による吸光度から、ササ地下茎の活性度を判定した。その結果、ササ地下茎は

湿潤条件下に置かれて３週間程度から、生育に重大な影響を受け始めることが示された。 
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1. はじめに 

 北海道北部のサロベツ湿原では、近年乾燥化により湿

原域へ非湿生植物であるササ植生が侵入し、湿原植生が

失われる危険にさらされている。 

 著者らの既往の研究1）により、地下水位を高く維持し

た箇所ではササ植生の活性が低い傾向があることが示さ

れた。このことから、湿潤な環境を作ることで湿原に侵

入したササを抑制し、湿原域の保全・復元に資すること

ができると考えられる。 

 そこで、地下水位を一定に保てる模型を用いたササ地

下茎の地下水に対する耐性実験と、湿潤条件下での生育

後に乾燥条件下に移植し、さまざまな地下水条件下によ

るササ地下茎の生育抑制効果実験を行った。この実験に

より、高い地下水位の維持によるササ植生の生長抑制可

能性を把握する。 
 
 

2.  実験概要 

 
 地下水位に対するササ植生の耐性を把握するため、ま

ず地下水位を一定に維持できる実験模型（図-1に模式図

を示す）を3つ用意し、ササ地下茎の地下水耐性実験の

予備実験を行った。 

 地下茎設置深さの決定根拠を以下に示す。既往研究1）

の試験地において、ササ地下茎は地下8cm程度、根系は

地下20cm程度の深さとなっていた。そこで、低地下水

位・高地下水位の両地点でそれぞれ根系、および地下茎

の深さにまで地下水位が達した期間(2006年のデータ)を 

 
 
図-1 予備実験模型模式図(ケースA～Cは地下茎位置概略) 

 
表-1 既往研究試験地における地下茎・根系の水没期間 

平均水没
回数

（回/月）

平均水没
期間

（日/回）

最長水没
時間
（日）

平均水没
回数

（回/月）

平均水没
期間

（日/回）

最長水没
時間
（日）

低地下水位地点 0.6 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0
高地下水位地点 2.1 6.2 23.0 1.7 1.1 4.0

根系（地表から20cm） 地下茎（地表から8cm）

 
 
 
表-1に示す。表-1に示されるように、低地下水位地点で

は根系の深さまで地下水が上昇することは少なく、地下

茎の深さまで地下水位が上昇することは全くなかった。 
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サロベツ試験地でササ地下茎を採取

採取した地下茎を実験用に処理：
・発芽可能な節部を4つ含む、長さ20cm程度に切る
・根系を除去

実験模型一つにつき3本、計9本処理した地下茎を用意し、
以下の条件で設置する

3ヶ月間生育させる

生育期間終了後に地下茎を採取し、
発芽・発根数と根系の総延長を調査

地下茎
設置深さ
（地表からの

相対値）

地下水位
（地表からの

相対値）

地下茎に対する
相対的な地下水位
（地下茎の状態）

ケースA
-5cm

-10cm 5cm下（乾燥状態）

ケースB -5cm ±0cm（湿潤状態）

ケースC 0cm 5cm上（完全水没）

 
 

図-2 地下水に対する耐性実験手順 
 
 

試験地と同種のササ（クマイザサ）地下茎を
5本×20セット採取

地下水位を一定に保てる実験模型に20のブロックに分けて
地表面から2cmの深さに設置し、冠水させる（写真-1）

各ブロックごとに一定期間が経過するごとに地下茎を採取し、
地下水位が地表面から9ｃｍの実験模型に深さ2ｃｍで移植、
ササ地下茎の生長に良好と思われる乾燥状態に置く

乾燥状態への移設タイミングは下記のように設定：
・ブロック1～10 ：1～10日まで1日置きに1セットずつ
・ブロック11～20：12～30日まで2日置きに1セットずつ

各ブロックにつき、乾燥状態に移植後100日間生育させる

以下の項目について調査：
・乾燥状態に移植する際の発芽・発根数
・乾燥状態に移植してから地表まで発芽するまでの日数
・生育期間終了後の発芽・発根数と根系の総延長

採取した地下茎を実験用に処理：
・発芽可能な節部を4つ含む、長さ20cm程度に切る
・根系を除去

 
 

図-3 ササ地下茎への生長抑制効果実験手順 

 
 

写真-1 地下水耐性本実験 
     （上：地下茎設置状況、下：冠水状況） 

 
 
対して、高地下水位地点では根系が頻繁に地下水面下の

湿潤な条件下に晒され、地下茎も月平均1回以上は湿潤

な状態に置かれていることが分かる。このことから、根

系あるいは地下茎が湿潤な状態に置かれることがササ植

生の活性に影響を与える可能性が考えられた為、地下茎

が地下水面上の乾燥状態のケースA、根系が水面下にな

る湿潤状態のケースB、地下茎が完全に地下水面下に没

する状態のケースCを設定した。なお、この予備実験は

図-2に示す手順で行い、実施期間は2007年7月末～10月

末である。 

 さらに、予備実験の結果をもとに、地下水耐性実験の

本実験として、予備実験と同様の原理で水位を一定に保

つ模型を用意し、図-3に示す手順で実験を行った。この

実験は2008年6月2日から冠水を開始し、冠水させた期間

の一番長いブロック20の生育期間が終了したのが2008年

10月10日である。 

 なお、根系の総延長の計測はフリーの画像解析ソフト

と木村ら２）が公開している根長測定用マクロRootlength 

1.80 winを用いて根長を推定する方法で測定を行った。

これは、地下茎から切り離した根系をスキャナーで取り

込んだ画像を二値化画像に変換し、根系の中心線を抽出

し細線化した画像から、画素の連結方向別の連結箇所数

を算出して根長を推測する手法である。 
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ケースA

ケースB

ケースC

乾燥状態

ケイ砂

地下水

湿潤状態

ケイ砂

地下水

完全水没

ケイ砂

地下水

 
 

写真-2 採取した地下茎の写真と各ケースの地下茎状況模式図 

（円は確認できた新芽） 

 

表-2 室内実験終了時のササ生育状況 

ケース
地下水面に対する
地下茎設置深

発芽数
芽の長さ

（ｃｍ）
発根数

根系の長さ
（ｃｍ）

A  5cm上 4
8.0，1.5，
2.0，1.8

1
7.8

（289.4）

B ±0ｃｍ 1 2.0 0 -
C 　5ｃｍ下 1 0.9 0 -  

 

 

3. ササ根の地下水耐性実験結果 

 

(1)地下水耐性実験 予備実験 

 生育期間中に2週間に1度、地上部観測を行ったが、

地上部までの発芽は確認できなかった。生育期間終了後、 

実験模型から採取した地下茎を写真-2に示す。 

表-2 に示した数値は採取したサンプルの発芽数、発

根数を各ケース別に合計し、芽の長さと根系の長さを測

定した結果である。なお、根系の長さの（）内の数値は

総延長を示す。  

 ササ地下茎が地下水面より上の乾燥状態にあるケース

Ａのサンプルではもっとも多くの発芽が確認された。ま

たこのケースのサンプルでのみ発根も確認された。地下

茎設置深さが地下水面と同じケースＢと、地下茎が完全

に地下水面下に沈むケースＣのサンプルにおいても発芽

は少数確認されたが、サンプルを実験模型から取り出し

た段階で芽はすでに枯死しており、とくにケースＣの芽

は腐敗していたことから早い段階で枯死していたと推察

される。 

以上の結果から、ケースＡとケースＢ・Ｃ間で発芽数

において明らかに差があるなど、ササ地下茎が長期にわ

たり地下水面下の湿潤状態に置かれることで、ササの生

長が抑制される可能性が高いと考えられる。しかし、発

根についてはケースＡでも3サンプル中で1つのみしか確

認されず、残る2ケースと明確な差があるとは言い難い。

これは実験を行った時期やサンプル数も関係あると考え

られる。 

また、ケースＡで発芽があったものの、地上部まで芽

が到達することはなかった。試験地現地ではササ地下茎

は地表面からおよそ8ｃｍの深さに存在しており、栄養

条件の違いや切断した地下茎を使う事などから本実験で

はそれよりも浅い5ｃｍと設定したが、これでも深すぎ

たと考えられる。その為、次章の生育抑制効果実験では

地下茎の設置深さを2ｃｍとしている。 

 

（2）地下水耐性実験 本実験 

予備実験の結果からササ地下茎は地下水面下に没する

ことで大きなダメージを受けていたことから、冠水状態

を地下茎へのダメージ期間とし、本実験を行った。 

a)乾燥状態への移植時調査 

写真-3に冠水期間が10日のブロック10、冠水期間が20

日のブロック15の2つのブロックにおける冠水前と乾燥

状態移殖時の写真を示す。この2つのブロックの写真を

示した理由は、次項に示す乾燥状態への移植から発芽ま

での期間を調査した結果から、ブロック1～5では地下茎 

 
 

 

 

写真-3 ブロック10、15における採取直後と移植時の地下茎 
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を採取してからの日数を考えてもおよそ10～20日に発芽

が確認されており、10日、或いは20日を経過した地下茎

であれば平常ならば発芽・発根などの変化が見られるブ

ロックであると考えられるためである。 

写真-3に示される通り、ブロック10、ブロック15とも

すべての地下茎は採取直後と移殖時までに変化は見られ

ない。同様に、他の全ブロックでも移植する際の観測で

は発芽・発根ともに確認されなかった。この結果から、

冠水して、地下水中に没した状態では地下茎は生長して

いないことが確認された。 

b）乾燥状態移植後の発芽調査 

次の調査項目として、乾燥状態への移植後から地表ま

で発芽するまでの期間を表-3に、冠水期間と発芽までの

日数との相関を図-4に整理した。 

表-3に示される通り冠水期間が4週間を超えるブロッ

ク19、20を除いて発芽が確認された。冠水期間が26日と

なるブロック18においては発芽まで37日と長くなってい

るが、図-4のグラフをみるとそれ以外のブロックでは冠

水日数と発芽までの日数に明確な差は見られない。前節 

 

 

表-3 各ブロックにおける移植後の発芽までの日数 

地下茎採取、冠水開始日（6月2日）
ブロック 移植日 冠水期間 発芽日 発芽までの日数（日）
ブロック1 6月3日 1 6月14日 11
ブロック2 6月4日 2 6月24日 20
ブロック3 6月5日 3 6月20日 15
ブロック4 6月6日 4 6月19日 13
ブロック5 6月7日 5 6月19日 14
ブロック6 6月8日 6 6月30日 22
ブロック7 6月9日 7 6月28日 19
ブロック8 6月10日 8 6月28日 18
ブロック9 6月11日 9 6月30日 19
ブロック10 6月12日 10 7月1日 19
ブロック11 6月14日 12 6月26日 12
ブロック12 6月16日 14 7月4日 18
ブロック13 6月18日 16 7月7日 19
ブロック14 6月20日 18 7月7日 17
ブロック15 6月22日 20 7月16日 24
ブロック16 6月24日 22 7月10日 16
ブロック17 6月26日 24 7月11日 15
ブロック18 6月28日 26 8月4日 37
ブロック19 6月30日 28 未発芽
ブロック20 7月2日 30 未発芽  

 

 

 

図-4 冠水期間と乾燥状態移植後の発芽までの日数の相関 

で述べた、乾燥状態への移植時点ではいずれのブロック

でも地下茎に変化は見られなかったことも含めて考える

と、地下水面下の湿潤状態では地下茎はほとんど生長を

行わず休眠に近い状態で耐えており、乾燥した生育に適

した条件になってから発芽や発根などを行っている可能

性などが考えられる。また、28日間および30日間冠水さ

せたブロック19とブロック20で発芽が確認されなかった

ことから、ササ地下茎の耐水能の限界が1カ月前後だと

考えられる。 

c)生育期間終了後の調査 

図-5に、全てのブロックにおいて乾燥条件下への移植

後100日を経過した地下茎を採取し、発芽数・発根数や

根系の総延長等を調査した結果を整理したグラフを示す。 

  

 

 

 

図-5 移植後100日を経過したササ地下茎の生長状態 
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表-4 発芽・発根していた地下茎の数 

ブロック
冠水期間

(日)
発芽・発根

(本)
発芽のみ

(本)
発根のみ

(本)
変化なし

(本)

ブロック1 1 4 1 0 0
ブロック2 2 4 0 1 0
ブロック3 3 4 1 0 0
ブロック4 4 5 0 0 0
ブロック5 5 3 1 0 1
ブロック6 6 3 0 2 0
ブロック7 7 4 0 1 0
ブロック8 8 4 0 1 0
ブロック9 9 3 1 1 0
ブロック10 10 3 0 1 1
ブロック11 12 4 0 1 0
ブロック12 14 4 1 0 0
ブロック13 16 3 0 1 1
ブロック14 18 4 0 1 0
ブロック15 20 2 0 2 1
ブロック16 22 3 0 1 1
ブロック17 24 2 0 3 0
ブロック18 26 1 0 3 1
ブロック19 28 0 0 0 5
ブロック20 30 0 0 0 5  

 

 
 

図-6 発芽・発根していた地下茎数のグラフ 
 
 

図-5をみると、どの項目においても冠水期間が28日を

超えた以降は0であり、前節の予測の通りブロック19お

よびブロック20は耐水能の限界を迎えて全地下茎が枯死

したものとみられる。しかし、それ以前のブロックの値

をみると、発芽数では冠水期間が長くなるに従いやや減

少する傾向がみられるものの、発根数、根の延長では一

定の傾向は見られない。 

そこで、ブロック全体の発芽数・発根数だけでなく、

各ブロック5本の地下茎のうち、発芽・発根の確認でき

る地下茎の数に着目した。発芽・発根両方が確認できる 

地下茎、発芽か発根のどちらかしか確認できない地下茎、

発芽・発根いずれも確認できなかった地下茎の数を整理

したものを表-4に、冠水期間の違いによる推移をグラフ

化したものを図-6に示す。 

 表-4および図-5をみると、冠水期間が18日のブロック

14までは発芽・発根両方が確認できる地下茎が3本以上

あり、発根がなくとも発芽している地下茎もみられるの

に対し、冠水期間が20日間となるブロック15以降は発

芽・発根両方を確認できる地下茎は少なくなり、それ以

外の地下茎についても発根のみのものや、発芽・発根と

もに確認できないものが増えてくるという傾向がみられ

た。 

 このことから、ササ地下茎は冠水期間が3週間を経過

した前後から生育に大きな抑制効果を受け始めるのでは

ないかと考えられる。 

 

4.  ササ地下茎の染色による評価 

 
 3章の検討においてササ地下茎の活性度を発芽・発根

など定性的な指標を用いて評価していたが、発芽等を確

認するためには長期間の生育が必要であるとともに、定

量的な評価が難しい。 

 そこで、TTC(トリフェニルテトラゾリウムクロライ

ド)溶液によって染色し、吸光度を計測することでササ

地下茎の活性度を定量的に評価できる可能性を検討した。 

これは、TTCが水素で還元されることにより水に不溶

で赤色のTPF(トリフェニルフォルマザン)を生成するこ

とを利用した方法である。植物のミトコンドリア内の脱

水素酵素が活動することにより遊離した水素でTTCが還

元されることでフォルマザンが生成され赤色を呈するこ

とにより、酵素活性が高い(生細胞)ほどフォルマザン色

素が蓄積され発色し、酵素活性が低い(死細胞)と発色し

にくい。このことから、植物の活性度が高ければ高いほ

ど強く発色することになる。 

地下茎のうち、発芽・発根部であり活発と思われる節

部にTTC染色が適用可能か、染色実験を行った。手順と

染色済みの切片の顕微鏡写真は図-7に示す通りである。

図-7に示した写真から、この手法でササ地下茎を染色し、

地下茎の活性度を把握することが可能と考えられる。 
 

 

地下茎の節部を薄く(1mm程度)切断し、切片を作成
※資料を細断するほど色素の生成量が増す傾向にあるが、
細かくしすぎると組織液が流出するため定量的な扱いが困難

２N硫酸を２ml加え反応を停止させる

試験官に地下茎切片0.5gを入れ、TTCを含むリン酸緩衝液
(10ml)に浸し30℃の恒温層で２時間静置

節部接線面の顕微鏡写真
(６００倍）：

生細胞の内部に赤い色素が
発生していることがわかる

 

 

図-7 ササ地下茎の染色手順と染色後写真 



Takashi Akaiwa, Yasuhiro Murakami, Shoji Yamashita 

 
 

図-8 ササ地下茎染色吸光スペクトル 
 
 

さらに定量的な評価手法として、吸光度の計測がある

が、フォルマザン色素は水に不溶なため、切片を粉砕し

細胞内の色素を抽出する必要がある。酢酸エチル20mlを

加えた上で切片を粉砕する必要があるが、染色をより適

切に行うために薄く裁断した本実験の切片では、ホモジ

ナイザー等の機械による粉砕では刃がうまく切片に当た

らないなどの理由から切片の状態を見ながらの長時間の

粉砕が必要となり、それでも完全に粉砕することが難し

い。そこで、TTC染色を用いた松本らによる既往研究3）

から、すり鉢に切片と石英砂を投入し、人力ですり潰す

方法をとれば、切片はムラなく完全に粉砕できることを

確認した。しかし、この方法をとる場合は実験の再現性

等が問題になる可能性が考えられる。 

以上の方法で染色・粉砕した後の上澄み10mlを光路長

50mmのセルに入れて分光光度計（日本分光工業社製、

V520－SR）で吸光度を計測する。吸光度（ABS）とは以

下の式（1）で示される無次元数であり、光の吸収割合

が大きい（入射光強度に対して透過光強度が小さい）ほ

ど値が大きくなる。 
 

ABS 吸光度 =log10
I0 入射光強度

I 透過光強度    （1） 

 

生きた地下茎として採取直後の地下茎と、既に活性を

失った地下茎として120日間放置した地下茎、採取後に

熱湯処理後に冷却した地下茎の3ケースについて計測し

た結果を図-8に示す。活発な地下茎では波長480nm付近

でピークが現れ、吸光度が1.0付近となっているのに対

し、枯死等活性を失ったと考えられる地下茎ではピーク

も見られず数値も低いことが分かる。この結果から、

TTC染色による吸光度の測定がササ地下茎の生死判定や

活性度の計測に使える可能性が示された。 

 

5.  まとめ 

  

以下に実験結果のまとめを示す。  

 ササは、地下茎が地下水面より下の湿潤状態に置かれ

ることで生育にダメージを受けると示唆された。また、

水没期間が3週間を越える頃から生育に影響が現れ始め、 

30日を越えると発芽・発根が確認できなくなるなど重大

な影響を受けていると考えられる。また、TTCを用いた

染色を行うことで、ササ地下茎の活性を定量的に評価で

きる可能性が示唆された。 

 ただし、本実験は無栄養状態でササ地下茎を生育させ

た他、根系の生長量を把握するために根茎を除去したサ

サ地下茎を用いるなど、限定的な条件で行っており、今

後、地下水位維持によるササ地下茎の生育抑制効果を詳

細に検証するには現地の条件を含めて実証していく必要

があると考えられる。 
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