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有機イグサの機能性と豚補助飼料としての
活用に関する研究
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Studies on the Functionality and Utilization as Supplement for P igs of Organic Rush

Y uki NAKAG AWA, Shin Y ASUDA, Ryoji NAG AI , Akiko KOI KE,

C hinobu OKAMOTO, Kunihiro FUC HI KAMI , Keisuke MATSUKUBO,

Takahiro NI KI , Keiji I G OSHI , Masateru ONO and Kiyotaka KABATA
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　I n Kumamoto prefecture, rush ( Jncus effuses L .  var.  decipiens Buchen. )  has been producted for 95%  or more of the domestic 

production.  Rush known as material of tatami mat was used as medical herb before.  But now utilizations other than tatami mat 

are small portion. About the domestic pig industry, there are various problems such as a decrease of feed efficiency in summer. 

　I n this research, it was aimed to ex plore the function of rush and use effectively as a supplemental feed for pigs.  First of all, 

it was considered rush is suitable as a supplemental feed because of high fiber content from the result of general ingredient 

analysis.  And, it was shown rush has high anti-ox idative activity that is difference of cultivar and harvest season by 

measurement of DP P H radical scavenging activity.  I t was done analysis about fatty acid composition and free amino acid of 

pork loin that was feed rush powder.  But, it was not seen large change by the addition of rush from 0. 05 to 0. 2 percent.  I t is 

carried out identification of compound to support the functionality of rush and indentified luteolin that is known as an active 

ingredient. Therefore, it is neccessary to study influences of rush powder for pigs in more practical circumstance with trying 

resolution of further effects.

緒　　言

　日本を含むアジア圏で畳表やゴザの原料として知られ
るイグサ（藺草，Jncus effuses L .  var.  decipiens Buchen）
はイグサ科の多年生植物であり，熊本県が国内生産の
95% 以上を占めている（１）．平安時代以降には薬草と
しても用いられており（２），現存する日本最古の本草
薬名辞典である本草和名や，江戸時代に完成した図入り
の百科事典である和漢三才図絵にもその記録がある．例
として，イグサ地上部は漢方薬では灯心草（とうしんそ
う）と呼ばれ，煎じて飲むことにより，利尿薬や消炎薬

としての薬効があるとされている．また，打撲部位に塗
布することで症状緩和をもたらすとされている（３）．
近年の研究報告からは品種や収穫時期の違いによる機能
性の研究は見受けられないものの，高い抗酸化作用（４‒
６）や抗菌作用（２，４）を有することが報告されてお
り，これらの機能性を有効活用した新たな活用法が期待
される．
　しかし現在，敷物以外のイグサの用途はごく一部であ
り，国内での生産量は減少傾向にある．1995年には約
58,000トンあった生産量は2010年には約11,000トンまで
減少した．これには中国からの安価な輸入品の増加，住
宅の洋風化や景気低迷による畳表に対する国内需要の減
少などが背景にある（７，8）．
　一方，国内の養豚においては夏場における飼料効率の
低下が問題の一つとしてある．また，この他にも狭い空
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間で多頭飼育を行う中で，尾かじり等のストレス行動に
よる生産効率の低下や，悪臭による近隣住民への被害な
ど様々な問題を抱えている．また，現在では安価な輸入
品が国内に多く流通しており，これに対抗する方策の一
つとして，国内産畜産物のブランド化が挙げられる．
　そこで，本研究ではイグサの持つ作用機作を探索する
と共に，イグサを粉末化したものを豚補助飼料として活
用し，体重測定や屠畜後の肉の分析等を行うことにより
有効性を検討することを目的とした．なお，本研究は農
林水産省・実用化技術開発「イグサ・畳表生産量の向上
と豚補助飼料への利用に対応したイグサの品種開発」
（2011年４月～2014年３月）の一環として行われた．

材料および方法

材料
　本研究で用いたイグサ乾燥粉末は全て共同研究機関で
ある熊本県農業研究センターい業研究所より提供された
ものである．豚ロース部位の分析も熊本県農業研究セン
ター畜産研究所より提供されたものを用いて行った。
一般成分分析による栄養価の検討
　28品種・系統のイグサの乾燥粉末についての粗タンパ
ク質，粗灰分，中性デタージェント繊維，酸性デター
ジェント繊維を測定し（９），それぞれの平均値を算出
した．更に各品種・系統のうち，ひのはるかについて日
本化学飼料協会に分析を依頼した．これらの数値を日本
標準飼料成分表1980年度版より引用したトウモロコシ，
アルファルファミール（デハイ）の数値（10）と比較し
て飼料としてのイグサの栄養価を検討した．
品種・系統別での抗酸化活性の評価
　DP P Hラジカル消去活性を指標とした抗酸化活性の測
定を37品種・系統および収穫時期別で行った（11）．イ
グサ乾燥粉末５gを総量100mlの80% MeOH中で溶出し
たものをイグサ抽出液とした．これを用いて，DP P Hラ
ジカル消去活性を測定した．その際，ポジティブコント
ロールに trolox を使用し，データは平均値±標準偏差
（n= 4）で示した．また，機能性食品として知られるヤー
コン（12）の乾燥粉末を比較対象とし，イグサ各品種・
系統および収穫時期別の抗酸化能を検討した．
イグサ添加割合の違いによる脂肪酸組成の検討
　ガスクロマトグラフ（G L C ）を用いて熊本県農業研究
センター畜産研究所より提供された豚ロース部位の脂肪
酸組成の分析を行い，イグサ乾燥粉末の添加割合の違い
による影響を検討した．提供されたロース肉は配合飼料
に対して，イグサ乾燥粉末の添加割合が０% （対照区），

0. 05% ，0. 1% ，0. 2% で給餌したものそれぞれ４頭ずつで
あり，添加割合別で平均を求めた．分析用試料の調製法
はまず，ロース肉中心部５gをクロロホルムとメタノー
ルの割合が２：１の溶媒100mlで抽出し，クロロホルム
５mlで保存したものを抽出液とした．このうち0. 5mlに
５ % 塩酸メタノール１mlを加え，メチルエステル化さ
せ，ヘキサン１ml中に移行させたものを分析用試料と
した．G L C は G C -8AP F（島津，京都），クロマトパッ
クは C -R6Ａ（島津，京都），を用いた．
イグサ添加割合の違いによる遊離アミノ酸の検討
　上記の脂肪酸組成の分析と同様のロース肉を用いて，
イグサ乾燥粉末の添加割合の違い（０% ，0. 05% ，0. 1% ，
0. 2% ）による遊離アミノ酸への影響を検討した．なお，
分析は自動アミノ酸分析計（生体用カラム）を用いた．
豚肥育段階におけるイグサ乾燥粉末の影響の検討
　本学内の養豚場にてイグサ乾燥粉末の給餌試験を行っ
た（13）．対照区，試験区それぞれバークシャーとデュ
ロックの交雑種を５頭ずつ用意し，28日間の試験期間で
週に一度の体重測定を行い，イグサ乾燥粉末の増体への
影響を検討した．飼料の給餌法は不断給餌，自由飲水と
した．なお，対照区には市販配合飼料のみを与え，試験
区には熊本県農業研究センター畜産研究所との共同見解
から，市販配合飼料に対してイグサ乾燥粉末0. 05% をよ
く混合したものを与えた．また，糞を採取し，試験的に
イグサ乾燥粉末による消臭効果の検討も行った．
イグサ中の化合物の同定
　上記の研究を通じてイグサには，抗酸化作用や消臭効
果などの機能性が期待された．そこで，これらの有効機
能をより明確なものとするため，イグサ中の化合物の同
定を行った．イグサ80% メタノール抽出物を酢酸エチ
ル層および水槽に分け，Sillica gel 7734を用いて酢酸エ
チル層を Fr. 1~ Fr. 18に 分離した．更に，このうち
Fr. 7~ Fr. 9を Diaionにかけ，Fr. 7~ 9‒1～ Fr. 7~ 9‒6に分離し
た．そして，Fr. 7~ 9‒4の吸引濾過を行い，得られた結晶
部を J EA‒1として NMR等で構造解析を行った．

結果および考察

　主に本学にて分析を行ったイグサ各成分の分析討結果
を Table 1. に示した．トウモロコシやアルファルファ
ミールといった一般的な飼料作物と比較して粗タンパク
質，粗脂肪含有量は低かった。粗繊維含有量ではトウモ
ロコシが2 . 1% ，アルファルファミールが21 . 5% （10）で
あるのに対し，イグサは31 . 5% と高い傾向にあった．こ
のことから，嗜好性や消化の面等を考慮した場合，豚に
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対しては乾燥して粉末化したものを補助飼料して給餌す
る方法が適していると判断した．
　DP P Hラジカル消去活性評価法によるイグサ各品種・
系統および収穫時期別での抗酸化活性の測定値のうち，
主要品種について Table 2. に示した．その結果，イグサ
はヤーコンよりも高い抗酸化作用を示すことが明らかと
なった．また，品種・系統および収穫時期により違いが
見られ，今回測定した中では早刈時のいそなみが75. 4%
と最も高い値を示した．このことから，現段階では

DP P Hラジカル消去活性の測定結果から，37品種・系統
の中で早刈時におけるいそなみが豚補助飼料として有効
であると考えられた．また，ヤーコンと比較して非常に
高い抗酸化作用を示すということから，人への機能性食
品としての用途も期待された．今後は，品種・系統およ
び収穫時期別で多面的な視点から機能性試験等を行うと
共に，栽培時における耐暑性や収量等も考慮して，豚補
助飼料や機能性食品として利用価値の高い品種を選定し
ていく必要がある。

Table 1．Result of analysis about each ingredients of rush

Table 2．DP P H radical scavenging activity of rush cultivars

Item MC（%） CP（%） CA（%） CFa（%） NFE（%） NDF（%） ADF（%） CFi（%） GE（%）

Rush① 10.2 7.9 4.8 - - 77.4 40.2 - -

Rush② 9.9 7.7 5.2 1.8 43.9 - - 31.5 4.05

MC；Moisture content，CP；Crude protein，CA；Crude ash，CFa；Crude fat，NFE；Nitrogen free extract，
NDF；Neutral detergent �ber，ADF；Acid detergent �ber，CFi；Crude �ber，GE：Gross energy．
Rush①；Average value of 28 cultivars rush made the analysis in Tokai university

Rush②；Analysis result of Hinoharuka that is a part of rush cultivar in Japan Science and Feed Association

Number Each cultivar of rush Harvest season Anti-oxidative activity （%） TEAC value

１ Okayama No.3
Early 50.3±7.2 0.65±0.08

Normal 60.0±4.8 0.78±0.09

２ Hinomidori
Early 45.5±3.8 0.59±0.05

Normal 65.0±4.4 0.91±0.15

３ Isonami
Early 75.4±1.2 1.33±0.05

Normal 75.3±4.9 1.33±0.21

４ Hinoharuka
Early 55.1±5.8 0.71±0.07

Normal 64.1±2.8 0.87±0.10

５ Yuunagi Early 51.8±2.9 0.67±0.03

Control Yacon 20.8±9.8 0.30±0.12

Values are mean±SD

TEAC；Trolox equivalent antioxidant capacity (indicator of anti-oxidative activity as trolox equivalent)

　イグサ乾燥粉末の飼料添加割合の違いによる豚ロース
中の脂肪酸組成の分析結果を Fig.1に示した．今回の分
析結果からは大きな変動は認められなかったが，オレイ
ン酸に関しては0. 05% ，0. 1% 添加区で増加する傾向が見
られた．
　Fig.2に示した遊離アミノ酸の分析結果からは，イグ
サ添加区ではどの割合においてもグルタミン（G luNH₂）
が増加する傾向が見られた．これ以外に関しては，今回

の測定結果からはイグサ乾燥粉末の添加及び添加割合の
違いによる影響は見られなかった．
　イグサにはビタミン Aやビタミン E，β‒カロテンが
含まれており，ビタミン E濃度の高い豚肉は，その肉
質と保存性が向上することで知られている．しかし，
β‒カロテンは脂肪を黄色化するという問題がある．品
質には問題は無いが，枝肉格付けではランクが下がる．
そのため，イグサ乾燥粉末の添加により鮮度が維持され
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ることが明らかなのであれば，今後はこのような面も考
慮していく必要がある．また、今回の脂肪酸組成及び遊
離アミノ酸の分析結果からはイグサ乾燥粉末の添加割合
による大きな影響は見られず，また，有機イグサのコス

トを考慮し，現段階では販配合飼料に対して0. 05% のイ
グサ乾燥粉末を添加することが豚補助飼料として適して
いると判断した．

Fig.₁ A nalysis result of fatty acid composition in difference of rush addition rate.   V alues are meant± SD
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　本学養豚場におけるイグサ乾燥粉末の給餌試験で体重
測定を行った結果を Fig.3に示した．対照区，実験区の
間で差は見られず，イグサ乾燥粉末を添加しても，通常
通り体重は増加することが分かった．また，試験的に消

臭試験を行った結果，イグサ乾燥粉末の添加により糞中
の硫化水素およびアンモニア態窒素の濃度が減少する傾
向が見られ，消臭効果が期待された．

　構造解析の結果， J EA-1はフラボノイドのルテオリン
であると同定された．構造は以下の Fig.4に示した．ル
テオリンは高い抗酸化作用や癌細胞増殖抑制作用などを
持つといわれている上，花粉症やアレルギー性皮膚炎と
いったアレルギー症状を抑える効果も発揮される（₁₄）．
このことから，イグサ中のルテオリンが高い抗酸化作用
やその他の有効機能を示す要因の一つであることが考え
られた．現在，この他にもフラボノイド系の有効成分等
の同定を求めて研究を続けている．

　本研究を通じてイグサは高い抗酸化活性を持ち，それ
は品種・系統や収穫時期によって違いがあることが明ら
かとなった．また，脂肪酸組成及び遊離アミノ酸の分析
結果等から，現段階においてのイグサ乾燥粉末の最適給
餌方法も確立された．化合物の同定では，イグサ中にル
テオリンが含まれていることが明らかとなった．

　今後は，更なる作用機作の解明を試みると共に、最適
品種の選定を行う．また，給餌試験では次の段階として
一般養豚農家といった実践的環境にてイグサ乾燥粉末の
給餌試験を行い，肥育時および肉質への影響を検討する
必要がある．

要約

　本研究ではイグサの持つ機能性を探索すると共に，豚
補助飼料として有効活用することを目的とした．一般成
分分析の結果からは，イグサは繊維含量が高く，肥育豚
に活用する場合には粉末化したものを補助飼料として与
えることが適していると考えられた．DP P Hラジカル消
去活性指標とした抗酸化活性の測定では，イグサに高い
抗酸化作用が確認された上，品種・系統および収穫時期
による差が見られた．イグサ乾燥粉末を添加した飼料を
与えた豚ロース肉の脂肪酸組成および遊離アミノ酸の分
析結果からはイグサ乾燥粉末の添加割合が0. 05% から
0. 2% にかけては大きな差は見られなかった．学内にお
けるイグサ乾燥粉末の給餌試験からは増体に影響は無い
と考えられた．イグサ中の化合物の同定では有効成分で
あるルテオリンが含まれていることが明らかとなり，イ
グサの機能性を裏付ける一つの大きな要因となった．今
後は，更なる作用機作の解明を試みると共に，より実践
的な環境にてイグサ乾燥粉末の肥育豚への効果を検討す
る必要がある．
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阿蘇地域におけるムラサキマサリの栽培および
包括的活用に関する研究
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Studies on the C ultivation and the I nclusive Utilization of Murasakimasari in Aso area

Y uki NAKAG AWA,Y asushi MATSUDA,Naohiko TAG A,Shin Y ASUDA,Kensho HONDA，

 C hinobu OKAMOTO,Norifumi HATTORI ,Takeshi SHI BATA,Tatsuro MURATA，

Tomohiro ARAKI  and Kiyotaka KABATA

（Received 10 December 2013; accepted 22 J anuary 2014）

　 I n this research, the test research to aim the advanced circulation type brewing construction that uses high anthocyanin 

content sweet potato " Murasakimasari"  was done as part of industrial-academic-government cooperation project.  First of all, 

cultivation ex periment was done in Aso area, and the aptitude of Murasakimasari was studied.  Nex t, in the solid-liquid 

separation of the liquor residue, the effect by Y abuta type filtration compression method was newly studied.  Feeding 

ex periment of non-standard raw potato was done to evaluate an aptitude of Murasakimasari as feed.  I n addition, to aim using 

the liquor residue of Murasakimasari as full-dress feed, it was mix ed with wheat bran.  And it shows the good fermentation.  As 

a result, in the cultivation ex periment, yield of Murasakimasari ex ceeded control cultivar and high-yielding ability in Aso area 

was shown.  From this, it was shown that Murasakimasari has a high utility value on aiming the advanced circulation type 

brewing. n the solid-li uid separation used the Yabuta type filtration compression machine, it was gained good solid and li uid 

part of the liquor residue.  I n addition, the solid-liquid separation that does not need troublesome dilution was arrowed.  

Therefore, it was suggested that the utilization of Murasakimasari is useful for the cooperative project in Aso area.

緒　　言

　海洋投棄に依存していた焼酎粕の処理がロンドン条約
（廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関す
る条約）により，日本では2001年から全面禁止となった．
そのため，醸造業界では処理対策が必要となり，その一
つとして焼却処理が行われているが，焼却時の環境負荷
およびコストの増大が問題となっている（１）．焼酎粕
は水分含量が高く，処理が困難である一方，原料や酵母
由来の有効成分を多く含む高付加価値素材であり（２），
飼料や肥料にする取り組みがすでに始まっている．そこ
で，東海大学農学部では高アントシアニン含有甘藷であ
るムラサキマサリを芋焼酎原料として使用することによ
り，廃棄物を出さない高度循環型醸造を産官学連携で

行っている（Fig.1）．
　ムラサキマサリは九州沖縄農業研究センターにおいて
高アントシアニン含有品種であるアヤムラサキと，多収
量で高デンプン含量が特徴のシロユタカを交配して作出

＊東海大学農学部・＊＊東海大学農学教育実習場 Fig. 1 Schematic diagram of industry，government and school 
collaborative research．

料として使用することにより，廃棄物を出さない高度

循環型醸造を産官学連携で行っている（Fig．1）． 

ムラサキマサリは九州沖縄農業研究センターにおい

て高アントシアニン含有品種であるアヤムラサキと，

多収量で高デンプン含量が特徴のシロユタカを交配し 

 

Fig．1．Schematic diagram of industry，government 

and school collaborative research．  
 
て作出され，2001 年に命名登録されたものである（1）．

特に，抗酸化物質の一つであるアントシアニンを多く

含む．ムラサキマサリ等のムラサキイモに含まれるア

ントシアニンには試験管レベルでの抗酸化作用，抗変

異原作用，実験動物レベルでの血圧上昇抑制作用，血

糖値上昇抑制作用などが認められている．さらに，ヒ

ト臨床試験レベルでも血圧上昇を抑制することが報告

されている上，便通促進作用，血液流動性改善作用，

精神機能向上作用などの事例があり（3），健康に寄与

する機能性物質として注目されている（4）．また，ム

ラサキマサリのイモ部分，茎葉部分および焼酎粕固形

分，液分，それぞれの機能性試験を行った結果，イモ

部分に含まれるポリフェノール，フラボノイド，アン

トシアニンなどの生理活性成分は焼酎粕，特に固形分

中に機能性を強く保持した状態で残存することが報告

されている（5）． 

上記から，ムラサキマサリおよびその焼酎粕は高い

利用価値を有することが考えられるが，生産能力など

未だに解明されていない部分も多い．また，高度循環

型醸造の中でのもろみ酢および飼料生産に適した焼酎

粕の固液分離法と同時に，家畜への給与方法の確立が

課題となっている． 

本研究では本学圃場において高色素含有サツマイモ

の栽培試験を行うことにより，阿蘇地域においてのム

ラサキマサリの栽培適性を検討した．固液分離に関し

ては従来の連続遠心分離法から薮田式濾過方式に変更

し，その効果を検討した．飼料化においてはまず，ラ

ンドレース種を対象に規格外生芋（50g/個，以下）の

給餌試験を行い，ムラサキマサリの飼料としての適性

を検討した．さらに，試験的に焼酎粕とフスマを混合

して，サイレージ調製を行い，その最適混合割合を検

討した． 

 

材料および方法 
材料 

 本研究では，本学圃場での栽培試験において得られ

たムラサキマサリを用いた．収穫後，熊本県の房の露

株式会社にて醸造を行い，その過程で排出された焼酎

粕を薮田式濾過圧搾機により固液分離を行った．さら

に，焼酎粕固形分をサイレージの原料として用いた．

焼酎の原料とならなかった規格外生芋はブタへの給餌

試験に用いた． 

高色素含有サツマイモの栽培試験 

 2009 年から 2011 年の 3 ヵ年にわたり東海大学農学

部圃場（Fig．2）において７種のサツマイモ有色品種

（ベニアズマ，ヒタチレッド，ジェイレッド，パープ

ルスィートロード，アヤムラサキ，アケムラサキ，ム

ラサキマサリ）の栽培試験を行った．まず，各年度 3

月中旬に塊根を温室内で伏せこみ、萌芽を誘発した．

その後，5 月中旬から本学圃場に各品種の蔓先を定植

した．なお，定植前に窒素，リン，カリウムをそれぞ

れ 10a あたり 8kg，10kg，22kg 施肥した．耕運後，

ビニールでマルチングを行い，各品種の蔓先 30 ㎝を

畝間 65 ㎝，株間 30 ㎝で定植した．その後は，人的な

灌水は行わずに栽培した．10 月下旬に塊根を収穫し，

各品種１株当たりの重量を調査した．なお，各年度に

おける誤差を排除するため，同一条件下で栽培した最

も一般的な青果用品種であるベニアズマをコントロー

ル品種とした．本品種の塊根収量を 100％とし，この

品種の収量に対する相対値で収量に及ぼす品種の影響

（Received ; accepted ）
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され，2001年に命名登録されたものである（１）．特に，
抗酸化物質の一つであるアントシアニンを多く含む．ム
ラサキマサリ等のムラサキイモに含まれるアントシアニ
ンには試験管レベルでの抗酸化作用，抗変異原作用，実
験動物レベルでの血圧上昇抑制作用，血糖値上昇抑制作
用などが認められている．さらに，ヒト臨床試験レベル
でも血圧上昇を抑制することが報告されている上，便通
促進作用，血液流動性改善作用，精神機能向上作用など
の事例があり（３），健康に寄与する機能性物質として
注目されている（４）．また，ムラサキマサリのイモ部
分，茎葉部分および焼酎粕固形分，液分，それぞれの機
能性試験を行った結果，イモ部分に含まれるポリフェ
ノール，フラボノイド，アントシアニンなどの生理活性
成分は焼酎粕，特に固形分中に機能性を強く保持した状
態で残存することが報告されている（５）．
　上記から，ムラサキマサリおよびその焼酎粕は高い利
用価値を有することが考えられるが，生産能力など未だ
に解明されていない部分も多い．また，高度循環型醸造
の中でのもろみ酢および飼料生産に適した焼酎粕の固液
分離法と同時に，家畜への給与方法の確立が課題となっ
ている．
　本研究では本学圃場において高色素含有サツマイモの
栽培試験を行うことにより，阿蘇地域においてのムラサ
キマサリの栽培適性を検討した．固液分離に関しては従
来の連続遠心分離法から薮田式濾過方式に変更し，その
効果を検討した．飼料化においてはまず，ランドレース
種を対象に規格外生芋（50g/ 個，以下）の給餌試験を
行い，ムラサキマサリの飼料としての適性を検討した．
さらに，試験的に焼酎粕とフスマを混合して，サイレー
ジ調製を行い，その最適混合割合を検討した．

材料および方法

材料
　本研究では，本学圃場での栽培試験において得られた
ムラサキマサリを用いた．収穫後，熊本県の房の露株式
会社にて醸造を行い，その過程で排出された焼酎粕を薮
田式濾過圧搾機により固液分離を行った．さらに，焼酎
粕固形分をサイレージの原料として用いた．焼酎の原料
とならなかった規格外生芋はブタへの給餌試験に用いた．
高色素含有サツマイモの栽培試験
　2009年から2011年の３ヵ年にわたり東海大学農学部圃
場（Fig.2）において７種のサツマイモ有色品種（ベニ
アズマ，ヒタチレッド，ジェイレッド，パープルスィー
トロード，アヤムラサキ，アケムラサキ，ムラサキマサ

リ）の栽培試験を行った．まず，各年度３月中旬に塊根
を温室内で伏せこみ，萌芽を誘発した．その後，５月中
旬から本学圃場に各品種の蔓先を定植した．なお，定植
前に窒素，リン，カリウムをそれぞれ10aあたり8kg，
10kg，22kg施肥した．耕運後，ビニールでマルチング
を行い，各品種の蔓先30㎝を畝間65㎝，株間30㎝で定植
した．その後は，人的な灌水は行わずに栽培した．10月
下旬に塊根を収穫し，各品種１株当たりの重量を調査し
た．なお，各年度における誤差を排除するため，同一条
件下で栽培した最も一般的な青果用品種であるベニアズ
マをコントロール品種とした．本品種の塊根収量を
100％とし，この品種の収量に対する相対値で収量に及
ぼす品種の影響を比較した（６）．

焼酎粕固液分離法の検討
　焼酎粕の固液分離では，学内での連続遠心分離機によ
る方法から，鹿児島県，西酒造株式会社が所有する薮田
式濾過圧搾機（Fig.3）による方法に変換し，その効能
を検討した．

規格外生芋の給餌試験
　給餌試験の対象としてランドレース種を６頭用意し，
試験区，対象区それぞれ３頭ずつに分けた．試験区には

Fig.2 Field of school of agriculture at Tokai University．

Fig.3 Y abuta type filtration compression machine by Nishi brewing 
industry．
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市販配合飼料の50 % をムラサキマサリ規格外生芋に置
き換えたものを与え，対象区には市販配合飼料のみを与
えた．餌は１日２回給与し，自由飲水とした．試験期間
は43日間で，試験開始日と終了日に体重測定を行い，増
体変化を調べた．焼酎製造時，50g以下のイモ（Fig.4）
は使われずに残る．しかし，これらは大きいサイズと同
様の栄養価があり，利用価値の高い資源の一つとなる．
また，ムラサキマサリそのものの飼料としての適性を評
価するという観点からも，今回の給餌試験では生芋を餌
として使用した（７）．

サイレージ調製および発酵品質の評価
　サイレージ調製を行った後で薮田式濾過圧搾機による
方法を検討したため，今回は連続遠心分離によって得ら
れた焼酎粕固形分を原料として使用した．これとフスマ
の新鮮物重量比がそれぞれ70：30，60：40，50：50，
40：60，30：70となるように５種のサンプルを調製した．
その後，１Ｌのプラスチック容器に詰め，蓋を閉め，さ
らに空気が混入しないようビニールテープを蓋の周りに
巻き付け，密封状態とした．28日間室内（室温）にて保
管した後，開封した．発酵品質の評価では，まず，サイ
レージ70gに対して140mlの蒸留水を加えた後，４℃で
一晩放置して抽出したものを，ガーゼと№５Ａの濾紙を
用いて濾過した．この抽出液を用いて高速液体クロマト
グラフィー（HP L C ）による有機酸含量の測定を行い，
ムラサキマサリとフスマの混合サイレージの品質評価を
した．検出器には C C D‒6Ａ（島津，京都），分析カラム
には40℃に設定した Shim-pack SC R102HG （島津，京
都）を用いた．移動相としては p‒トルエンスルホン酸
水溶液を用いた（６）．

結果および考察

　高色素含有サツマイモの栽培試験の結果を Table 1. に

示した．今回の栽培試験に用いた７品種のうち，カロチ
ン含有品種はヒタチレッド，ジェイレッドの２品種，ア
ントシアニン含有品種はその他５品種である．カロチン
含有品種は，いずれもコントロール品種としたベニアズ
マ（100% ）に比べて50% ~ 70% 程度の収量となった．各
年度で比較してもベニアズマの収量を超えることはなく，
本学圃場の環境下ではこれらの品種はやや低収であるこ
とが明らかとなった．それに対してアントシアニン含有
品種では48% ~ 142% 変動し，収量に対する品種の影響が
大きいことが明らかとなった．最も低収量であったのは
48% のアケムラサキであり，58% のアヤムラサキがこ
れに次いだ．育成地ではベニアズマの125 % ~ 175% 程度
と多収であることが報告されているパープルスィート
ロード（６）は本試験地においても142% と多収であり，
ムラサキマサリも125% とベニアズマを上回る収量が示
された．また，各年度で比較しても，これら２品種は
３ヵ年全てでベニアズマの収量を上回り，阿蘇地域にお
いて多収であることが示された．以上の結果から，高ア
ントシアニン含有品種であるムラサキマサリは収量の面
からも，高度循環型醸造の中で利用価値の高い品種であ
ることが明らかとなった．

　次に固液分離法の検討では，学内での連続遠心分離機
（９）を用いた場合，分離液に若干の固形分を含んだ
（６）．高度循環型醸造の中で，この分離液を用いてもろ
み酢飲料を製造した場合，ここにも固形分が残り，消費
者からの懸念が予測される（７）．これに対して，本研
究で用いた薮田式濾過圧搾機による手法では，清澄度の
高い焼酎粕液分を得ることができた．それと同時に，水
分が十分に取り除かれた焼酎粕固形分を効率的に得るこ
とができた．また，連続遠心分離機の場合，焼酎粕を希
釈する必要があったのに対し（７），西酒造の所有する
薮田式濾過圧搾機では原液のまま固液分離することが可
能であった．これは，粘性のある焼酎粕の送液用ポンプ
としてダイアフラム式ポンプを用いたことにより，キャ
ビテーションを起こすことなく焼酎粕を装置内に充てん

Fig.4 Raw potato of non-standard．

Table 1.Relative yield value of various sweet potato against Beniazuma．

Cultivar name Amount(%)

Beniazuma 100.0

Hitachi-red 53.1

J-red 73.3

Purple sweet load 142.0

Ayamurasaki 58.8

Akemurasaki 48.2

Murasakimasari 125.3
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することが可能となったためである．以上の結果から現
在，薮田式濾過圧搾法はムラサキマサリを用いた高度循
環型醸造の中で最適な焼酎粕固液分離法であると判断し
た．
　ムラサキマサリ生芋の給餌試験の結果は Table 2. に示
す通り，増体に関しては試験区，対象区の間で変化は見
られず，ムラサキマサリは飼料としての活用が十分に可
能であると考えられた．肉色の変化（Fig.5）において
も肉眼では確認できず，肉質に大きな影響は無いと考え
られた．

　ムラサキマサリ焼酎粕とフスマの混合サイレージの発
酵品質においては，Table 3. に示す通り５種全てで1. 0%
以上の乳酸含量を示し，我々が以前50% のフスマと混
合調製したニンジンジュース粕サイレージ（10）および
豆腐粕サイレージ（11）と同程度の良好な乳酸発酵が行
われた．また，酪酸は検出されなかった．さらに，予備
的に行った給餌試験においても嗜好性等に問題はなく，
実用化可能であると考えられた．
　ムラサキマサリ生芋および焼酎粕混合サイレージの給
餌試験では，共に対象家畜の個体数が少なかった上，期
間が短かった．今後は本格的飼料化に向けて，長期的な
給餌試験やサイレージの成分分析，肉質の分析等を行い，
ムラサキマサリおよびその焼酎粕の飼料としての適性や
有効性を十分に検討していく必要がある．

要約

　本研究では産官学連携プロジェクトの一環として，高
アントシアニン含有甘藷であるムラサキマサリを用いた
高度循環型醸造の構築を目的とした試験研究を行った．
まずは，本学圃場で栽培試験を行い，阿蘇地域において
のムラサキマサリの適性を検討した．次に，焼酎粕の固
液分離では，新たに西酒造株式会社の所有する薮田式濾
過圧搾機による効能を検討した．ムラサキマサリの飼料
としての適性評価のため，ブタを対象に規格外生芋
（50g/ 個，以下）の給餌試験を行った．さらに，ムラサ
キマサリ焼酎粕の本格的飼料化を目指すため，フスマと
混合して発酵品質を検討した．その結果，栽培試験では
３ヵ年すべてにおいてコントロール品種であるベニアズ
マを上回り，阿蘇地域におけるムラサキマサリの多収性
が示された．このことから，ムラサキマサリは収量の面
からも高度循環型醸造を目指す上で高い利用価値を有す
ることが示された．薮田式濾過圧搾機を用いた固液分離
では，良質な焼酎粕固形分および液分が得られた．さら
に，従来手間となっていた希釈を必要とせずに固液分離
が可能であり，高度循環型醸造の確立に向けて大きく前
進した．今後は，焼酎粕の本格的な飼料化に向けた更な
る検討が必要である．

謝辞
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の皆様に，心より感謝の意を表します．なお，本研究は
東海大学総合農学プロジェクトの一環として行われまし
た．

Table 2.Weight change of pigs in feeding ex periment．

Experimental
group

Control
group

Initial BW（kg） 96.4±3.8 92.8±7.5

Final BW（kg） 118.3±4.3 115.0±4.4

Daily gain（kg/day） 0.8 0.8

Experimental term of 43 days

Values are mean±SD, BW; body weight

Fig.5 Meat comparison of ex perimental group and control group after 
the feeding ex periment．

Table 3. C ontent of organic acid of silage mix ed Murasakimasari and 
wheat bran．

Rate of
Murasakimasari and 

wheat bran．
Lactic acid Acetic acid

7：3 1.08±0.15 0.06±0.01

6：4 1.19±0.10 0.06±0.01

5：5 1.13±0.17 0.07±0.02

4：6 1.12±0.16 0.06±0.02

3：7 1.06±0.15 0.13±0.10

Values are mean ± SD
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酢酸発酵による紫芋焼酎粕のエタノール除去

多賀直彦・岩下小太郎 *・小林直幹・椛田聖孝・村田達郎
芝田　猛・荒木朋洋・安田　伸・松田　靖・本田憲昭 **

Removal of ethanol containing in Murasakimasari shochu distillery wastewater by acetic acid fermentation

Naohiko TAG A, Kotaro I WASHI TA, Naoki KOBAY ASHI , Kiyotaka KABATA, Tatsuro MURATA,

Takeshi SHI BATA, Tomohiro ARAKI , Shin Y ASUDA, Y asushi MATSUDA and Kensho HONDA

（Received 4 February 2014; accepted 8 February 2014）

　 I n this research, the test research to aim the advanced circulation type brewing construction that uses high anthocyanin 

content sweet potato “Murasakimasari” was done as part of industrial-academic-government cooperation project.  For using 

Murasakimasari shochu distilled wastewater as beverage, the solid-liquid separation and the removal of ethanol were studied.  

The solid-liquid separation of Murasakimasari shochu distilled wastewater was able to separate efficiently using Y abuta 

Automatic Filtration P ress.  The ethanol containing in Murasakimasari shochu distilled wastewater was able to be removed 

easily by acetic acid fermentation.  Therefore, the liquid part of Murasakimasari shochu distilled wastewater can be used for 

healthy beverage as alcohol-free.

緒　　言

　焼酎は，特に九州南部で生産される日本独自の蒸留酒
で，毎年大量に生産されている．それに伴って焼酎粕も
大量に発生する．焼酎粕の海洋投棄は，ロンドン条約に
より，日本では2001年から全面的に禁止となったので処
理対策が必要である．従来用いられてきた処理方法とし
て，焼却処理は環境負荷および高コストが，畑地還元に
は周囲環境や作物生育に対する影響が問題となるため，
新たな処理方法が必要となる．このような背景から，東
海大学農学部は，高アントシアニン含有甘藷であるムラ
サキマサリを芋焼酎原料として使用し，廃棄物を出さな
い高度循環型醸造を産官学連携で行っている（１）
（Fig.1）．
　焼酎の定義は，発酵したもろみを蒸留して製造される
蒸留酒であり，低沸点成分のエタノールが主成分となる．
また，焼酎の規格は，色調が定められており，色のつい
たものは税制上で焼酎以外のリキュール類となる．それ
に対して焼酎粕は，蒸発しにくい成分が残るため，原料

由来の色素などの成分が含まれる．また，焼酎粕には，
原料由来の成分以外に麹菌や酵母の菌体や代謝産物が含
まれており，それらはヒトの健康に良い機能性成分と考
えられている（２），（３）．焼酎原料のムラサキマサリ
は，紫色の色素かつ抗酸化物質の一つであるアントシア
ニンを豊富に含んでおり，そのアントシアニンは動物実
験およびヒト臨床試験において血圧上昇を抑制すること
が報告されている（４）．また，ムラサキマサリを原料
とする焼酎粕は，原料由来のアントシアニンの生理活性
を保持している（５）．以上から，ムラサキマサリを原
料とする焼酎粕は，機能性食品の原料として大いに期待
されると考えられる．
　近年，飲酒運転に対しての罰則が強化されるなどの背

東海大学農学部
＊東海大学農学研究科
＊＊東海大学農学教育実習場

Fig. 1　Schematic diagram of industry, government and school 
collaborative research.
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景から，ノンアルコールビールやノンアルコールカクテ
ルなどのアルコールを含まない飲料の開発が盛んに行わ
れている．また，アルコールを摂取できない人やアル
コールに弱い人および子供などが安心して飲用できるよ
うに，一般的な清涼飲料水でもアルコールフリーが求め
られている．そこで，ムラサキマサリを原料とする焼酎
粕を清涼飲料にする際は，焼酎粕に含まれる１％弱のエ
タノールを取り除く必要がある．酢酸発酵は，酢酸菌に
よりエタノールを酢酸にする発酵であり，焼酎粕のアル
コール除去への適用を検討した．酢酸生産を目的として，
焼酎粕にエタノールを原料として補填した焼酎粕の酢酸
発酵について報告されている（６）．
　本研究は，ムラサキマサリを原料とした焼酎粕を用い
たアルコールフリーの健康飲料開発を目的として，酢酸
発酵による紫芋焼酎粕液分のアルコール除去について検
討した．

材料および方法

焼酎粕
　紫芋焼酎粕は，ムラサキマサリを原料とする焼酎粕を
房の露酒造（熊本）から入手した．
焼酎粕の固液分離
　焼酎粕の固液分離は，小量処理では，遠心分離機
MX -305（TOMY ，東京）で，50 mL 容遠沈管を用いて，
₄℃，5,000 rpm，5 minの条件で遠心分離した．大量処
理では，西酒造（鹿児島）所有の薮田式濾過圧搾機を用
いて固液分離した．
酢酸菌
　酢酸菌は，鹿児島の黒酢（７）生産に用いられている
Acetobacter pasteurianus NBRC  3283を，独立行政法人製
品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター生物資
源課から分譲し使用した．本株は全ゲノム解読がなされ
ている（8）．
酢酸菌の培養
　 酢酸菌の培地は，804培 地（P olypeptone 5 g, Y east 

ex tract 5 g, G lucose 5 g, MgSO4・7H2O１g, Distilled water₁L , 

Agar（if needed）15 g, pH 6. 6－7. 0， autoclave 121℃ , 20 min）
を用いた．培養温度は，30℃で培養した．‒80℃保存株
は，50％グリセロール含有の対数増殖期の培養液１mL

を‒80℃ディープフリーザーで保存した．通常使用する
酢酸菌は，804平板寒天培地に画線培養して出来たコロ
ニーを用いた．平板寒天培地から平板寒天培地への継代
培養は，2週間毎に行って増殖活性を確認した．短試験
管培養は，804平板寒天培地のコロニーを１白金耳接種

し，804液体培地5 mL で120 rpm往復振とう培養した．
バッフルフラスコ培養は，短試験管培養液５mL を接種
し，500 mL 容バッフルフラスコに804液体培地50 mL で，
120 rpm回転振とう培養した．
焼酎粕液分の酢酸発酵
　酢酸発酵に用いる酢酸菌の菌体を得るために，バッフ
ルフラスコで酢酸菌を培養した．酢酸菌培養液50 mL は，
４℃，5,000 rpm，5 minの条件で遠心分離した．上清を
捨てて得られた菌体は，滅菌生理食塩水50 mL に懸濁し
た．菌体の滅菌生理食塩水懸濁液は，再度４℃，5,000
rpm，5 minの条件で遠心分離し，上清を捨て，洗浄菌
体を得た．洗浄菌体は，未滅菌の焼酎粕液分50 mL に再
懸濁し，500 mL 容バッフルフラスコを用いて培養温度
30℃，120 rpm回転振とう培養し，酢酸発酵による紫芋
焼酎粕液分のエタノール除去を行った．
分析方法
　酢酸培養液および焼酎粕液分の分析は，以下の方法で
行った．濁度は，波長660 nmの吸光度を分光光度計 U‒
1500（日立製作所，東京）を用いて分析した．pHは，
pH電極 HM‒30G （東亜ディーケーケー，東京）を用い
て分析した．グルコース濃度は，グルコースＣⅡ‒テス
トワコー（９）（和光純薬株式会社，大阪）を用いて分
析した．エタノール濃度および酢酸濃度は，F-kitエタ
ノール（10）および F-kit酢酸（11）（ともにロシュ・ダ
イアグノスティックス，東京）をそれぞれ用いて分析し
た

結果および考察

焼酎粕の固液分離
　Fig.2 に，ムラサキマサリを原料とする焼酎粕を示す．
ムラサキマサリ焼酎粕は，赤紫色をした泥状の物性であ
る．焼酎粕は，開放系で放置すると浮遊菌や接触等によ
る雑菌汚染により容易に腐敗する．また，焼酎粕を送液

Fig.2　Murasakimasari shochu distilled wastewater.
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する際に，送液管や容器などの無菌状態を維持しなけれ
ば，冷蔵においても短期間で腐敗する．焼酎粕を食用に
用いるためには，物性面および衛生面を十分に考慮する
必要がある．常圧蒸留直後の焼酎粕は，100℃付近まで
加熱されるため殺菌されているので，保管容器に密閉す
るまで無菌性を維持する送液および保管方法が望まれる．
　Fig.3 に，鹿児島の西酒造所有の薮田式濾過圧搾機を
示す．薮田式濾過圧搾機は，薮田産業が独自に開発した
空気圧搾機構付横型フィルタープレスで，焼酎粕のよう
な物性である清酒もろみの固液分離などに幅広く用いら
れている．また，食品産業以外の研究として，マイタケ
由来タンパク質分解酵素の食品加工利用（12）や醸造副
生物の利用のための廃水処理法の実証（13）などにも用
いられている．

　Fig.4 にムラサキマサリ焼酎粕液分を示す．ムラサキ
マサリ焼酎粕液分は，清澄かつ赤ワインのような美しい
色調であり，清涼飲料原料として用いることができる．
ムラサキマサリ焼酎粕液分の濁りや色調は，研究室での
遠心分離と薮田式でほぼ同じだった．西酒造所有の薮田
式濾過圧搾機により，ムラサキマサリ焼酎粕約1 tを1日
で固液分離できた．ムラサキマサリ焼酎粕の液分は飲料
に，固形分は飼料化に利用する（14）．

酢酸菌の培養
　酢酸菌未接種の804培地は，OD660が0. 083で，pHが6. 80
だった．酢酸菌の短試験管培養で，培養24 hの OD660が
0. 623で，pHが4. 37だった．酢酸菌のバッフルフラスコ
培養で，培養24 hの OD660が0. 621で，pHが4. 08だった．
804培地を用いた酢酸菌培養では，短試験管培養および
バッフルフラスコ培養ともに培養24 hの OD660が約0. 6で，
pHが約４だった．
焼酎粕液分の酢酸発酵
　Fig.5 に酢酸発酵によるムラサキマサリ焼酎粕液分の
エタノール除去を示す．ムラサキマサリ焼酎粕液分の酢
酸発酵での OD660および pHは，酢酸発酵開始時はそれ
ぞれ0. 440および4. 12で，酢酸発酵24 hはそれぞれ2 . 18お
よび3. 84だった．培養液濁度の上昇は，無滅菌の焼酎粕
液分を用いたため，酢酸菌以外の微生物の増殖による可
能性がある．低い初発 pHだったが，pHはさらに0. 28低
下した．pH低下により酢酸の生成が示唆された．
　ムラサキマサリ焼酎粕液分の酢酸発酵でのエタノール
濃度は，酢酸発酵開始時に7. 65 g/ L で，12 hに0. 0230 g/

L とほぼ除去され，18 hには検出下限界以下になった．
酢酸濃度は，酢酸発酵開始時に0. 295 g/ L で，12 hに
8. 99g/ L 増加し，24 hに9. 35 g/ L に達した．対照実験と
して，酢酸菌を接種しなかったムラサキマサリ焼酎粕液
分は，培養24 hでエタノール濃度は約2. 5 g/ L 低下したが，
酢酸濃度は変化しなかった．以上から，ムラサキマサリ
焼酎粕液分のエタノールは，酢酸発酵により除去可能で
あることが示された．生成した酢酸は，酢酸菌がエタ
ノールを発酵したものと考えられる．

Fig.₃　 Y abuta Automatic Filtration P ress at NI SHI  
SAKE BREWI NG  C O. , L TD

Fig.4　The liquid content of Murasakimasari shochu
distilled wastewater

Fig.5　Removal of ethanol containing in Murasakimasari shochu 
distilled wastewater by acetic acid fermentation.
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　今後は，焼酎粕のアルコール除去において，酢酸発酵
での酢酸菌の培養条件やアルコール除去での酢酸菌の接
種方法や接種量などの最適化および実用化に向けたス
ケールアップを検討する．

要約

　本研究では，産官学連携プロジェクトの一環として，
高アントシアニン含有甘藷であるムラサキマサリを用い
た高度循環型醸造の構築を目的とした試験研究を行った．
ムラサキマサリ焼酎粕を清涼飲料に用いるために，焼酎
粕の固液分離および酢酸発酵による焼酎粕液分のエタ
ノール除去を検討した．焼酎粕の固液分離は，薮田式濾
過圧搾機の使用により品質の良い固形分と液分が効率良
く得られた．酢酸発酵により焼酎粕液分に含まれるエタ
ノールが簡便に除去でき，アルコールフリーの飲料原料
が供給可能になった．
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ヒメイトアメンボの翅型および体色の変異と生息環境

村田浩平 *・竹田直樹 **・舩渡　亮 **・片野　學 *

Wing polymorphism and body color variations of Hydrometra procera（Heteroptera: Hydrometridae）
in relation to habitat environmental conditions

Kouhei MURATA, Naoki TAKEDA, Ryo FUNATO and Manabu KATANO

（Received 1 February 2014; accepted 20 February 2014）

　Hydrometra procera（Horváth, 1905）（Hydrometridae, Heteroptera） is one of the a semi-aquatic bugs dwelling found in 

mainly paddy fields and marshes in Japan. We investigated the habitat conditions, wing polymorphism and abdomen color 

variations of this species in relation to environmental conditions of its habitats in Kyushu, Japan. The results obtained are 

summarized as follows:（1） The wing forms polymorphism of this species was consisted of macropterous form and 

micropterous forms in the study area Kyushu, Japan. The high percentage of micropterous form was observed in confirmed at 

the marshes, or paddy fields, or an abandoned paddy field under the always consistently wet condition.（2） This species had 

two color types of abdomen, i.e., color type was brown type and black types. The number of brown type was tended to increase 

in August and September. Each abdomen color type has both macropterous form and micropterous forms.（3） The population 

of micropterous form was high at the habitat under the always wet condition. Especially, at the non-chemical paddy field, the 

population of microperous form was tend to high if strong surface drainage was avoid the larval season. These results 

suggested that strong surface drainage should avoid to conserve this species in paddy fields. The population survey of H. 

procera in an abandoned paddy field consistently flooded showed that the percentage of microptera was high from spring to 

autumn. Another population was also surveyed in a paddy field drained during October which was different from the season of 

larval development of H. procera. This population also had a rather high percent of microptera. Considering these results, we 

suggest that it is important to choose the drainage time of paddy fields other than the development period of H. procera larvae 

in order to conserve this bug as a biological control agent of rice pests.

緒　　言

　 ヒ メ イ ト ア メ ン ボ Hydrometra procera（Horváth,

1905）は，水田や沼地などの水面を主な生活場所とする
半水生昆虫であり，水面に落下したセジロウンカ
Sogatella furcifera（Horváth, 1899）やツマグロヨコバイ
Nephotettix cincticeps（Uhler, 1896）などを捕食する水稲
害虫の天敵でもある（村田ら，2007）．本種が属するイ
トアメンボ科 Hydrometridaeは，世界から３亜科７属
110種が知られているが，その多くの種は熱帯や亜熱帯

に集中的に分布している（Smith，1988）．我が国におい
ては，イトアメンボ Hydrometra albolineata Scott, 1874,
コブイトアメンボ Hydrometra annamana Hungerford et 

Evans, 1934, ヒメイトアメンボ，オキナワイトアメンボ
Hydrometra okinawana Drake, 1951の４種が水田内に生息
することが知られている（桐谷，2010）．また，Usui

（2010）は，青森県において外来種である Hydrometra 

gracilenta Horváth, 1899の生息を確認していることから，
これまでのところ，我が国に生息するイトアメンボ科は
合計５種となる．ヒメイトアメンボの生態に関する研究
としては，水田内における本種の捕食行動や餌昆虫の種
構成，室内における発育や産卵能力に関する研究（村田
ら，2007，村田，2009）がある．しかしながら，本種は，
水田や沼地に生息することが知られているものの，本種

＊東海大学農学部応用植物科学科
＊＊東海大学大学院農学研究科
短縮表題；ヒメイトアメンボの翅型と生息環境
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の生息環境や生態については不明な点が多い．また，本
種の翅型については長翅型と微翅型が存在することが報
告されている（川合・谷田，2005）が，翅型多型と生息
環境に関するまとまった報告はなされていない．一般に
アメンボ類は，多様な翅型を有することが知られており，
アメンボ科については，繁殖戦略と翅型に関する研究や
生活史，温暖化と休眠の関係解明に関する研究が進めら
れている（碓井，2006，Harada，2005）．アメンボ類の
翅型に関する用語は，長翅型（macropterous form），短
翅型（micropterous form），無翅型（apterous form）など
が用いられることが多いが，亜長翅型（submacropterous

form）などの用語の使用において一部に混乱も見られる
ようである．本研究では，川合・谷田（2005）のアメン
ボ類の翅型の形状と名称に関する定義に従い，短翅型を
中翅型（brachypterous form）と微翅型（micropterous

form）に区分し，前翅先端が腹部先端に達する個体を長
翅型，背面から前翅が認められるが前翅の先端が腹部第
2背板を超えない個体を微翅型とした．アメンボ類の翅
型多型がなぜ生じるかについては，アメンボ科の数種類
について生息場所の安定性や，幼虫期における日長の増
加と関係することが報告されているが（原田，1996），
イトアメンボ科については不明である．
　本研究では，これまで明らかでなかった本種の翅型と
生息環境との関係を明らかにすること，ならびに本種の
体色の変異や翅型の季節的な推移を明らかにすることを
目的として，九州内の沼地や水田，耕作放棄水田など生
息環境の安定性が異なる調査地において本種の生息状況
に関する調査を実施するとともに，熊本県阿蘇郡内の有
機栽培水田１か所と鹿児島県霧島市の耕作放棄水田1か
所において成虫の個体数の推移に関する調査を実施した．

材料および方法

本種の生息環境と翅型および体色の変異に関する調査
　調査地は，本種の生息を確認した10か所の沼地（福岡
県の１か所，佐賀県の１か所，熊本県３か所，大分県２
か所，宮崎県２か所，鹿児島県の１か所），７か所の水
田（熊本県２か所，大分県１か所，宮崎県２か所，鹿児
島県の２か所）および鹿児島県の耕作放棄水田１か所の
合計18か所とした．
　調査は，2011年から2013年までの３年間に村田
（2009）に従い，本種の成虫が見られる７月から９月ま
でに実施した．晴天の日の 9：00～13：00までの間に調
査地内で1時間，無作為に採集した本種成虫を研究室に
持ち帰って同定し翅型および体色を記録した．

翅型および体色の出現率の推移
　調査地は，年間を通して湛水状態が維持されている鹿
児島県霧島市の面積約15aの耕作放棄水田（東経130度
65分 北緯31度85分 標高330m，以後調査地 A）１か所，
熊本県阿蘇郡南阿蘇村の2007年以来，無農薬で冬期湛水
する東海大学農学部学内の面積約15aの有機栽培水田
（東経130度99分 北緯32度89分 標高483m，以後調査地

B）１か所の合計２か所とした（Fig.1）．
　調査期間は，調査地 Aでは2011年５月から12月まで
の8か月間とし，調査地 Bではイネ移植後２週間が経
過した６月から収穫後２週間が経過した12月上旬までの
６か月間とした．また，調査間隔は，両調査地とも30日
間隔とした．調査地で１時間以内に無作為に採集した本
種成虫を研究室に持ち帰って体色を判定した後，翅長に
ついては，実体顕微鏡でマイクロメータを用いて計測し，
全て液浸標本にした．なお，調査地の気温，降水量は，
調査地 Aは鹿児島県霧島市溝辺測候所（東経130度43分
北緯31度48分 標高272m）の観測記録を，調査地 Bにつ
いては，熊本県阿蘇郡乙姫測候所（東経131度２分 北緯
32度56分標高497m）の観測記録を使用した．

20m

20m B

A

Fig. 1 A map of the surveyed area in paddy fields 
A, Kirishima, Kagoshima Pref. ; B, Minamiaso, Kumamoto Pref.
Hatched areas show surveyed area

Fig. 1  A map of the surveyed area in paddy fields 　
　　　A, Kirishima, Kagoshima Pref. ;　B, Minamiaso, Kumamoto Pref.
　　　Hatched areas show surveyed area

p17-23cs6.indd   18 2014/03/15   21:56:59



─ 19 ─

ヒメイトアメンボの翅型および体色の変異と生息環境

結　　果

九州における本種の生息環境と翅型および腹部の体色の
変異
　九州の各県において採集した本種成虫の翅型は，微

翅型と長翅型に分類された（Fig.2）．また，本種には，
腹部の体色に褐色型と黒色型の２つの型が見られた
（Fig.3）．
　Table 1 は，沼地，水田，耕作放棄水田のそれぞれの
環境ならびに本種の微翅型と長翅型の割合およびその個

Fig. 3  The abdomen color variation of H. procera.
　　　Ⅰ ,  Brown type♂ ;Ⅱ ,　Brown type♀ ;Ⅲ ,　Black type♂ ;
　　　Ⅳ , Black type♀

Table 1　Wing polymorphism of H. procera under the different environmental conditions. 

Habitat
conditions Location Date of 

collection 
Water conditions 

at the habitat
Around

environment
Area
（a）

Macropterous 
form 

Micropterous 
form

Total
No. of 

individuals % No. of 
individuals %

Marsh

Fukuoka Pref. Itoshima 29 Sep., 2013 Always wet Forest 20 33 100 0 0 33

Saga Pref. Imari 16 Aug., 2013 Always wet Forest 30 2 100 0 0 2

Kumamoto Pref. Amakusa 2 Jul., 2013 Always wet Paddy �eld 20 0 0 26 100 26

Amakusa 28 Apr., 2013 Always wet Forest 30 4 100 0 0 4

Minamiaso 28 Jul., 2011 Always wet Arable land 20 6 86 1 14 7

Oita Pref. Bungoono 4 Aug., 2013 Always wet Marsh 20 0 0 5 100 5

Bungoono 4 Aug., 2013 Always wet Marsh 20 0 0 7 100 7

Miyazaki Pref. Nichinan 22 Jul., 2013 Always wet Forest 20 11 100 0 0 11

Nichinan 22 Jul., 2013 Always wet Forest 20 8 100 0 0 8

Kagoshima Pref. Satsumasendai 3 Aug., 2013 Always wet Marsh 30 0 0 15 100 15

Total 64 54 118

Paddy �eld

Kumamoto Pref. Aso 5 Sep., 2011 Intermittent wet Paddy �eld 15 30 75 10 25 40

Minamiaso 9 Aug., 2011 Intermittent wet Paddy �eld 15 4 40 6 60 10

Oita Pref. Bungoono 4 Aug., 2013 Always wet Marsh 20 1 9 10 91 11

Miyazaki Pref. Aya 15 Jul., 2013 Intermittent wet Paddy �eld 20 10 100 0 0 10

Miyakonojo 13 Jul., 2013 Intermittent wet Paddy �eld 20 14 100 0 0 14

Kagoshima Pref. Satsumasendai 25 May, 2013 Always wet Marsh 20 0 0 24 100 24

Satsumasendai 25 May, 2013 Always wet Marsh 20 0 0 25 100 25

Total 59 75 134
Abandoned 
paddy �eld

Kagoshima Pref. Kirishima 4 Aug., 2011 Always wet Marsh 15 0 0 36 100 36

Total 0 36 36

Fig. 2  Wing form of H. procera. 　　　　
　　　A, Macropterous form ♂ ;　B, Macropterous form♀ ;
　　　C, Micropterous form ♂ ;　D, Micropterous form♀
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Table 2　Abdomen color type and wing polymorphism of H. procera.

Habitat 
conditions Location Date of 

collection 

Brown type Black type

TotalNo. of 
macropterous 

form
%

No. of 
micropterous 

form
%

No. of 
macropterous 

form
%

No. of 
micropterous 

form
%

Marsh

Fukuoka Pref. Itoshima 29 Sep., 2013 13 100 0 0 20 100 0 0 33

Saga Pref. Imari 16 Aug., 2013 2 100 0 0 0 0 0 0 2

Kumamoto Pref. Amakusa 2 Jul., 2013 26 100 0 0 0 0 0 0 26

Amakusa 28 Apr., 2013 0 0 0 0 4 100 0 0 4

Minamiaso 28 Jul., 2011 1 100 0 0 5 83 1 17 7

Oita Pref. Bungoono 4 Aug., 2013 0 0 5 100 0 0 0 0 5

Bungoono 4 Aug., 2013 0 0 7 100 0 0 0 0 7

Miyazaki Pref. Nichinan 22 Jul., 2013 11 100 0 0 0 0 0 0 11

Nichinan 22 Jul., 2013 8 100 0 0 0 0 0 0 8

Kagoshima Pref. Satsumasendai 3 Aug., 2013 0 0 15 100 0 0 0 0 15

Total 61 27 29 1 118

Paddy �eld

Kumamoto Pref. Aso 5 Sep., 2011 10 50 10 50 20 100 0 0 40

Minamiaso 9 Aug., 2011 4 40 6 60 0 0 0 0 10

Oita Pref. Bungoono 4 Aug., 2013 1 9 10 91 0 0 0 0 11

Miyazaki Pref. Aya 15 Jul., 2013 10 100 0 0 0 0 0 0 10

Miyakonojo 13 Jul., 2013 13 100 0 0 1 100 0 0 14

Kagoshima Pref. Satsumasendai 25 May, 2013 0 0 24 100 0 0 0 0 24

Satsumasendai 25 May, 2013 0 0 25 100 0 0 0 0 25

Total 38 75 21 0 134
Abandoned 
paddy �eld

Kagoshima Pref. Kirishima 4 Aug., 2011 0 0 36 0 0 0 0 0 36

Total 0 36 0 0 36

Table 3　Body length and wing length of H. procera

Study site
Macropterous form Micropterous form

Body length　（mm） Wing length　（mm） Body length　（mm） Wing length　（mm）

♂
A 7.90±0.25ｂ（3） 3.97±0.63ｂ（3） 8.17±0.07ａ（56） 1.13±0.04ｂ（56）

B 8.70±0.10ａ（37） 4.24±0.07ａ（37） 8.87±0.13ａ（10） 1.19±0.10ａ（10）

♀
A 9.5ａ（1） 4.4ａ（1） 9.27±0.10ａ（58） 1.22±0.04ｂ（58）

B 9.67±0.17ａ（48） 4.53±0.17ａ（48） 9.80±0.42ａ（18） 1.24±0.19ａ（18）
1） Mean ± S.D. （n）
2）Different letter in same column shows significant difference at 5% level by Tukey-Kramer's test.

体数と採集時期を示している．
　微翅型の割合が高かった沼地は，熊本県天草市１か所，
大分県豊後大野市２か所，鹿児島県薩摩川内市１か所の
合計４か所であった．いずれも微翅型は，７月上旬から
8月下旬に得られ，これらの沼地では，微翅型が100％
を占めた．なお，これらの沼地は，周辺の水田もしくは
沼地から水が流入し，常に湛水状態が維持されている環
境であった．
　一方，水田では，大分県豊後大野の水田1か所で微翅
型の割合が91％と高く，鹿児島県薩摩川内の水田２か所

では微翅型が100％であった．これら合計３か所の調査
水田は，周囲を沼地に囲まれ，常に湛水状態が維持され
ている環境であった．なお，冬期湛水を2007年から実施
している熊本県阿蘇郡の東海大学の水田（調査地 B）に
おいては，これらの調査時期と同時期の8月上旬の微翅
型の割合は60％と高かった．
　各調査地で得られた微翅型，長翅型の褐色型，黒色型
の構成は，Table２に示す通り，褐色型，黒色型とも微
翅型，長翅型が出現することが確認された．しかしなが
ら，微翅型では，黒色型が１個体のみであった．

耕作放棄水田と無農薬水田における微翅型および長翅型
の個体数の推移
　Table 3 は，調査地 A, Bで得られた本種の翅長および
体長を示している．調査地 A, Bで得られた231個体中 ,

微翅型の翅長（Mean± S.D.）は，1.19±0.03mm，長翅
型の翅長（Mean± S.D.）は4.39±0.10mmであり，中間

型は得られなかった．オスの翅長は，長翅型，微翅型と
もに調査地間で有意な差が見られた（Tukey-kramer’s
test, p＜0.05）．メスの翅長は，微翅型のみ調査地間で有
意な差がみられた（Tukey-kramer’s test, p＜0.05）．調査
期間中に得られた本種の総個体数に対する長翅型の割合
は，調査地 Aでは118個体中4個体（3.39％）と少なかっ
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Fig. 4  Seasonal fluctuations in the mean water depth, the mean air temperature, the total amount of rainfall and the number of two wing 
　　　forms in H.procera.  A, Kirishima, Kagoshima Pref. ; B, Minamiaso, Kumamoto Pref.

たが，調査地 Bでは113個体中85個体（75.22％）と多
かった．調査地 A,Bで得られた長翅型の体長（Mean±
S.D.）は，9.18±0.14mmであり，微翅型の体長（Mean

± S.D.）は，8.86±0.12mmであった．長翅型が少なかっ
た調査地 Aにおける本種の体長（Mean± S.D.）は，長
翅型と微翅型の平均で8.69±0.11mm，長翅型が多かっ
た調査地 Bにおける本種の体長（Mean± S.D.）は，長
翅型と微翅型の平均で9.28±0.13mmであった．
　Fig.4は，調査地の水深，気温，積算降水量，本種の
長翅型および微翅型の個体数の推移を示している．
96.61％が微翅型であった調査地 Aでは，年間を通じて
水がなくなる期間がなく，５月から７月にかけては水深
が約10㎝と比較的十分な水位が維持されていた．一方，
調査期間を通じて長翅型の割合が高かった調査地Bでは，
約10㎝の十分な水位が維持されるのは，６，７月および
冬期（12月から翌年３月まで）であり，10月に１か月間
の落水期間があった．なお，本種の褐色個体の割合は，
両調査地とも8月と９月に増加する傾向が見られた．ま
た，黒色個体の割合は，調査地 Aで118個体中53.38％，
調査地 Bで113個体中54.87％であり大きな違いは見られ

なかった．

考　　察

　本種は，沼地や水田であればどこにでも生息している
わけではなく，本調査において本種の生息が確認された
のは，いずれも長期間，水が干上がることのない環境で
あった．本研究において九州各県において採集した本種
の成虫の翅型は，微翅型と長翅型が見られたが，特に微
翅型の割合が高い生息環境は，周辺の水田もしくは沼地
から水が流入し，常に湛水状態が維持されている沼地，
水田および耕作放棄水田であった（Table 1）．この結果
から，年間を通じて水が干上がることのない環境では，
その安定した環境により本種の微翅型の割合が高くなる
と推察される．また，Table 3 に示す通り，環境の異な
る調査地間で微翅型の翅長に有意な差が見られたことか
ら，水環境が安定しているか否かは翅型に影響を及ぼし
ているのであろう．
　本種は，主に水面に生息する昆虫や水面に落下した昆
虫を餌としており（村田ら，2007），本種の生息には，
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Fig. 4 Seasonal fluctuations in the mean water depth, the mean air temperature, the total amount of rainfall and the number of two wing 
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水の維持が必要であるが，多くの水田では，イネの生長
の調節のために中干しや間断灌漑が行われる．中干しや
間断灌漑が行われる水田においては，落水時期が長い場
合や，落水時期が本種の幼虫の発生時期と重なる水田は，
本種にとって安定した水田とは言えないであろう．村田
（2009）は，調査地 Bと同じ阿蘇地域の水田において本
種の幼虫と成虫の個体数の推移を調査し，本種の幼虫の
個体数の山が６月下旬と９月上旬に見られると報じてお
り，調査地 Bにおける10月の落水は，落水期間が本種
の幼虫期間とずれていたと考えられることから，本種へ
の悪影響は少なく，常に湛水状態にある耕作放棄水田や
沼地のような安定した水環境が維持されることによって
本種にとって好適な環境が維持され，微翅型の割合が高
くなったと考えられる．アメンボ類の翅型多型がなぜ生
じるかについては，アメンボ科の数種について，生息場
所の安定性や幼虫期の日長の増加と関係していることが
明らかになっているが（原田，1996），イトアメンボ科
については本研究のように湛水状態などの生息環境の安
定性も影響を及ぼしていることが示唆された．しかしな
がら，生息環境の安定性のみで翅型が決定されるとする
には矛盾もある．Fig.4の調査地 Bでは，春と秋に長翅
型の増加がみられ，これら長翅型の幼虫時期は，調査地
では，７月から９月にかけては日長が短くなる時期にあ
たることから，今後，詳細な調査が必要であろう．一方，
調査地 Bに比べて環境が安定している調査地 Aにおい
ても11月に長翅型が数個体見られた．本種は，安定した
環境では，その周辺で越冬するようである．矢野
（2002）は，水田の畦畔において本種の成虫の越冬を確
認しており，本調査における11月の長翅型は，越冬準備
のために周辺から移動してきた個体なのかもしれない．
また，本種と同じカメムシ目で有翅型と無翅型の2型を
もつケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi Scott,

1874について，有翅型の割合は密度に依存する（Muraji

and Nakasuji, 1988）ことから，本種の翅型と密度との関
係についても今後，調査が必要であろう．
　本種の腹部の体色には，黒色型と褐色型が確認された
が，増田・中尾（2013）は，エサキアメンボ Limnoporus

esakii（Miyamoto, 1958）の腹面色彩には黒色型と白色型
の季節型があり，黒色型の発現が休眠誘導と厳密には同
調しないものの，越冬と密接に関連すると報じている．
本研究において，ヒメイトアメンボの黒色型が占める割
合は，Fig.4に示す通り，春と秋に高かったことから，
本種においても黒色型の増加は，休眠誘導や越冬と関係
している可能性がある．
　これらのことから，本種を水稲害虫の天敵として活用

するためには，水田における落水時期を本種の幼虫の時
期と重ならないように選定することが重要であると考え
られた．
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要約

本研究の結果，次のことが明らかになった．
１．九州各県において採集した本種成虫の翅型は，微翅
型と長翅型に分けられた．微翅型の割合が高い生息環境
は，周辺の水田もしくは沼地からの水が流入し，常に湛
水状態が維持されている沼地，あるいは年間を通して湛
水状態が維持されている水田や耕作放棄水田であった．
このことから，本種の微翅型は，干上がることのない安
定した水環境が長く維持される場所で多く見られること
が示唆された．
２．本種の腹部の体色には，褐色型と黒色型があり，褐
色型が占める割合は，8月，９月に高くなる傾向が見ら
れた．また，褐色型，黒色型ともに微翅型，長翅型が見
られた．
３．年間を通じて干上がることのない耕作放棄水田にお
ける定期的な本種の成虫の個体数の調査を実施した結果，
水が干上がらない安定した環境では，本種の微翅型の割
合は，年間を通じて高いことが明らかになった．また，
落水期間が本種の幼虫期間とずれている水田においては，
本種の微翅型の割合が高くなることが示唆された．
　これらのことから，本種を水稲害虫の天敵として活用
するためには，水田における落水時期を本種の幼虫の時
期と重ならないようにすることが重要であると考えられ
る．
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