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９ 主要研究成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［成果の内容］ 

１．ソバに含まれる植物生長阻害物質としてこれまでに報告のある主要なフェノール性物質（ル

チン、ケルセチン、クロロゲン酸、カフェー酸、フェルラ酸、没食子酸、(+)-カテキン、 

(-)-エピカテキン）の、ソバの植物体中における含有量を分析した結果、ルチンが、葉・

花・茎のいずれにおいても、最も多く含まれていました（表１）。 

２．ソバの粗抽出液中に含まれる各フェノール性物質の比活性（EC50：生長を50%阻害する濃度）

を、純物質を用いて検定した結果、没食子酸が最も高い比活性を示し、カフェー酸がこれに

次ぎました（表２）。 

３．植物体内のそれぞれの生理活性物質の濃度（C）を比活性（EC50）で割った値を全活性と定義

しました。濃度は高いほど、比活性は小さいほど活性が強いので、濃度を比活性で割ること

で求められる全活性は、値が大きいほど活性が強いことを示します。全活性は、それぞれの

物質の阻害活性に植物体中のその物質の濃度を加味した値であり、どの物質が最も全体の阻

害活性に寄与しているのかを示す尺度となります。各成分の全活性を計算した結果、ルチン

がずば抜けて高い値を示しました（表２）。 

４．ソバの葉の粗抽出液が示すレタス生長阻害活性の図に、この粗抽出液中に含まれる各成分の

濃度から換算したそれぞれの成分が示す阻害活性を上書きした図を作成した結果、粗抽出液

の示す阻害活性は、含まれるルチンでほぼ100%説明できた（図１）ので、ルチンが阻害活性

の本体と結論しました。 
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ソバ粗抽出液に含まれる主要な植物生長阻害成分はルチン 

［要約］ 

ソバには周囲の雑草の生長を強く阻害する、いわゆるアレロパシー活性があります。ソバの植

物体から抽出した溶液中に含まれる各種植物成長阻害物質の量と性質を調べた結果、フェノー

ル性物質の一種であるルチンがアレロパシー活性の原因物質であることを突き止めました。 

［背景と目的］ 

ソバは、現場で雑草抑制作用が強く（農業環境研究成果情報第 20 集 p.38、写真１）、植物生長

阻害物質として、カテコール構造を持つフェノール性物質や特有のアルカロイドを持つこと報

告されていますが、どの物質が植物生長阻害の本体であるか不明でした。そこでこれまでに報

告のある主要な物質の植物体中の濃度と活性を検定・評価して、粗抽出液中での主要な阻害因

子を調べました。 
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ソバ植物体中に最も多く含まれるフェノール性物質はルチン
であり、他の成分の２０～１００倍も含まれています

ルチンは、濃度が高い（量が多い）ので
全活性では抜群に強い活性を示します

ソバ葉の粗抽出液による植物生長阻害活性は、含ま
れるルチンでほとんど説明できることが分かりました
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表２ ソバ植物体中の植物生長阻害物質の全活性

a 比活性は、レタス根伸長を50%阻害するのに必要な濃度で、

図２から計算した。
b 全活性は、植物体内における生理活性物質濃度が比活性の

何倍にあたるかを示す指標で、濃度(C)/比活性(EC50)と定義
し、表中の値は表１の濃度と図２の活性から計算した。

写真１ ソバを用いた現地での
雑草抑制試験。
左は対照の放任区

ソバの下には雑草がほとんど
生えないことはよく知られており、
すぐ下には雑草が生えません
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図１ ソバの葉の粗抽出液によるレタス伸長率と、
この中に含まれる各物質の濃度に換算した伸長率の比較

 表１ ソバ植物体中に含まれる主要なフェノール性物質の含有量

2.46  a9.14  b8.90  b組織毎の平均値

a0.980.21 ± 0.031.52 ± 0.281.22 ± 0.32(-)-Epicatechin

a0.220.03 ± 0.010.42 ± 0.110.22 ± 0.04(+)-Catechin

a0.420.18 ± 0.050.69 ± 0.200.39 ± 0.02Gallic acid

a0.050.02 ± 0.000.10 ± 0.030.04 ± 0.00Ferulic acid

a0.110.08 ± 0.010.03 ± 0.000.21 ± 0.01Caffeic acid

a1.790.46 ± 0.074.66 ± 0.600.26 ± 0.02Chlorogenic acid

a0.850.19 ± 0.070.95 ± 0.120.60 ± 0.03Quercetin

b50.518.50 ± 3.0564.70 ± 11.568.30 ± 11.2Rutin

mg g-1 DW

茎花葉

平均値
組織

化合物名

2.46  a9.14  b8.90  b組織毎の平均値

a0.980.21 ± 0.031.52 ± 0.281.22 ± 0.32(-)-Epicatechin

a0.220.03 ± 0.010.42 ± 0.110.22 ± 0.04(+)-Catechin

a0.420.18 ± 0.050.69 ± 0.200.39 ± 0.02Gallic acid

a0.050.02 ± 0.000.10 ± 0.030.04 ± 0.00Ferulic acid

a0.110.08 ± 0.010.03 ± 0.000.21 ± 0.01Caffeic acid

a1.790.46 ± 0.074.66 ± 0.600.26 ± 0.02Chlorogenic acid

a0.850.19 ± 0.070.95 ± 0.120.60 ± 0.03Quercetin

b50.518.50 ± 3.0564.70 ± 11.568.30 ± 11.2Rutin

mg g-1 DW

茎花葉

平均値
組織

化合物名

値は、平均値 ±標準偏差。数値の後につけた英小文字で同じ文字間には、 Tukeyの多重
検定において、５％水準で有意差のないことを示す。

ルチン
ケルセチン
クロロゲン酸
カフェー酸
フェルラ酸
没食子酸
(+)-カテキン
(-)-エピカテキン

組織毎の平均値

化合物名

器官の
平均値

値は、平均値±標準偏差。数値の後につけた英小文字で同じ文字間には、
Tukey-HSDの多重検定において、5%水準で有意差のないことを示す。

器官

乾燥重あたりの濃度 [ g kg -1 (乾物重）]

b b a

写真1 ソバを用いた現地での

雑草抑制試験 
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