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森林の物質循環の鍵となる樹木個体の衰退・枯死の要因を解明する

本研究では、亜高山帯の常緑針葉樹林で見られる縞枯れにおける林縁個体にかかっているストレス
を探ることを目的として、優占樹種であるシラビソを使って年輪解析、針葉の生理状態の測定、遺伝子
発現解析を行った。肥大成長や個葉面積の低下、5 月の顕著なデンプン濃度の低下から、衰退個体
は炭水化物飢餓に近い状態あることが示唆された。一方で光合成や水分生理に関するパラメータで
は顕著な差はなく、衰退個体は光合成生産が低い中で炭水化物収支をつり合わせるように馴化してい
ることが示唆された。遺伝子発現解析からは、衰退個体で夏でも乾燥ストレスや傷害応答に関連する
遺伝子が比較的多く発現していることがわかった。また、同じ種類のストレスに応答した場合にも健全
個体衰退個体とで異なる遺伝子が関わっていることもわかった。こうした違いは、健全個体と衰退個体
の炭水化物の状態の違いと関係する可能性もあり、今後は関連遺伝子のより詳細な文献調査とともに
生理的な影響について実験的に調べていく手立てを模索したい。
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目的と背景
日本の亜高山帯ではマツ科モミ属の常緑針葉樹が主要な構成種となり、特に本州の中部山岳では
オオシラビソやシラビソが純林に近い森林を形成する。こうした山の斜面では、しばしば等高線に沿っ
て白骨化した枯死個体が縞状の模様をつくりだす「縞枯れ」が見られる。枯死帯では高標高側の
個体で枯死が断続的に起こるので、結果として縞枯れは斜面をのぼっていくように移動する。縞枯れ
の起きている斜面では、稚樹から成木への成長、そして枯死までの樹木の一生が短い距離の間に観
察できることから、森林動態の研究が古くからおこなわれてきた（ Ooshimaら1958 ）。
しかし、縞枯れを駆動する枯死帯における成木の枯死の原因は解明されていない。風衝環境にお
ける亜高山帯針葉樹の研究では、冬季に起きる通水阻害が主要な原因であるという仮説が提案され
ている。冬季の卓越風により雪氷が針葉や冬芽を傷つけ（ Hadley and Smith 1986 ）、これが針葉
での乾燥ストレスを促進する。この乾燥ストレスと木部液の凍結融解が引き金となって枝の通水阻害が
起き、枯死を引き起こすという説である（ Mayr et al. 2007 ）。しかし、筆者らはこれまでにシラビソやオ
オシラビソでは通水阻害を起こした茎木部でも、展葉の時期までに水輸送が回復することを明らかにし
ており
（ Tanedaら 未発表 , Ogasaら2019, Maruta ら2020 ）
、冬季の通水阻害が枯死をひき起こす
要因にはならない可能性がある。樹木の枯死は、森林動態においては更新の始まりを意味する重要な
過程である。しかし、巨大な樹木がどのように枯死していくかは、縞枯れに限らず解明されていないこ
とが多い。したがって、縞枯れでの枯死過程や原因の解明は、樹木の個体生理や森林動態、物質循
環の回転率の予測にも貢献できる。
本研究では、縞枯れの主要構成種であるシラビソ（ Abies veitchii Lindl. ）で、枯死帯に生えていて
近い将来に枯死する衰退個体と林内の健全個体を材料にした。そして、シラビソの針葉における
生理特性と遺伝子発現を調べることで、衰退個体が受けているストレスを探索する。

材料と方法
植物材料
すべての測定は、日本の中部山岳の縞枯山南西斜面（北緯 36.07 °,東経 138.33 °,標高 2360m ）に
分布する常緑針葉樹のシラビソを用いた。5 個体の健全個体は縞枯れの枯死帯から10m ほど高標高
側にある森林内に生息し、5 個体の衰退個体は枯死帯のものを選んだ（図 1 ）。これらの個体は樹高
6m ほどで林冠に達していた。測定とサンプルの採取は 2019 年 5 月8日と8 月24日の 12 時から13 時の
間に行った。両日ともに朝から晴れていた。5 月8日は 50cm 以上の積雪があった。健全個体と衰退個
体から樹幹付近の2－3 年生枝を15m のカーボンロッド付き鎌（竹谷商会製）で採取した。光合成速度
と水ポテンシャルを測定したのち、主軸または側軸の当年生の枝についている針葉を採取した。一部
は RNA 抽出に使い、残りは針葉の NSC（非構造性炭水化物 , Non-Structural Carbohydrate ）や
形質の測定に用いた。
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図 1 縞枯れに分布するシラビソの様子．
（ a ）風背地である林内に生える健全個体（ Healthy tree ）と，
（ b ）風衝地である
林縁に生える衰退個体（ Declined tree ）．

年輪解析
健全個体と衰退個体の成長を比較するために年輪の解析を行った。2020 年 10 月 29 日に直径
12mm の成長錘（ Haglof 社製）を用いて胸高付近から幹のコアを抜いた。得られたコアは風乾したの
ち、表面をで削ったあと、実体顕微鏡（ S8AP0, Leica 社製）に取り付けたデジタルカメラで撮影した。
画像解析ソフト（ ImageJ, NIH, https : //image j.net/Fiji ）を使って、画像から年輪幅を測定した。
肥大成長を比較するために、それぞれの個体の2014 年から2019 年までの年輪幅の合計を算出した。
光合成と水ポテンシャルの測定
2019 年 8 月には、光合成速度と気孔コンダクタンスをガス交換測定器（ LI-6400XT, LI-COR
社製）で、当年生シュートの水ポテンシャルをプレッシャーチャンバー
（ Model 3000, Soil moisture
Equipment 社製）を使い、8 時から 15 時までの間で測定を行った。光合成速度と気孔コンダクタンス
は、当年生枝を針葉樹チャンバー
（ 6400-05, LI-COR 社製）にはさみ、白色 LED 光源を使って一定
の条件（ PPFD, 約 800μmol photon m－2 s－1；CO2 濃度 , 400ppm；葉温 , 20 ℃）で測定を行った。
針葉の水分生理パラメータの測定
2019 年の5月と8月に採取した枝で当年生の枝についている針葉一部を採取した。氷上に保管して
研究室に運び、一晩水切りしたのちに当年生シュートを用いて PV 曲線を作成した。シュートを風乾さ
せながら、水ポテンシャルと葉の重量の測定を約 10 分おきに行い、2つのパラメータの関係を定量した。
シュートから葉を取り除いたのち、茎の生重を測定した。LMA（ leaf mass ratio 、＝乾重 / 葉面積）
測定のために、20 枚の針葉を取りおいてスキャナーで取り込んで、画像解析ソフトを使って葉面積を
測り、残りの針葉とともにオーブンに入れて 80 ℃で 2 日間乾燥させた。そして、針葉の相対含水率
（＝（生重－乾重）/（膨潤状態での生重－乾重））と水ポテンシャルの関係を作り、この曲線から、膨潤
状態（水ポテンシャル＝0 ）のときの浸透ポテンシャル、針葉の葉肉細胞が膨圧を失うときの水ポテン
シャルと相対含水率、体積弾性率を計算した（丸山 & 森川 1983 ）。
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NSC 、C 、N 、P 含量、δ13C の測定
2019 年の 5 月と8 月に採取した枝から採取した当年生の針葉と茎のサンプルをアルミホイルで包み、
呼吸による炭水化物の損失を抑えるために、氷上に保管した。そして、下山後すぐに－20 ℃で研究室
へサンプルを郵送した。針葉と茎は、実験室で液体窒素により凍らせ、オーブンに入れて 80 ℃で
2日間乾燥させた。その後、ビーズシェイカーを使って粉末にした。NSC 含量の測定は、Yiら（ 2019 ）
に従って行った。粉末にしたサンプルに 80 ％エタノールを加え、上清と沈殿に分けた。上清はクロロホ
ルムによりグルコースとショ糖に分け、ショ糖はインベルターゼでグルコースに分解した。沈殿中のデンプ
ンをアミログルコシダーゼとインベルターゼによりグルコースに分解した。得られた各画分からのグルコー
ス溶液に発色試薬である Glucose-CII-test（富士フィルム和光純薬株式会社）を加え、分光的にそ
れぞれのグルコース濃度を定量した。サンプルの炭素と窒素の濃度は、粉末にしたサンプルを元素分
析装置（ vario MACRO cube, Elementar 社製）で燃やして濃度を測定し、これとつながった質量
分析装置（ Isoprime, Elementar 社製）で炭素の安定同位体分別（δ13C ）を測定した。リン濃度は、
Yi ら（ 2019 ）に従って測定を行った。粉末を電気炉で 500 ℃、5 時間で処理して灰化させ、これを
4N の塩酸で溶かした。そして、マラカイトグリーン液に混ぜて、分光器（ U-3310、HITACHI 社製）を
使って比色定量した。
遺伝子発現解析
2019 年の 5 月と8 月に健全個体 3 個体、衰退個体 3 個体より葉を採取し、すぐに RNAlater 液
（ RNAlater, ThermoFisher Scientific 社）につけて約 5mm 幅にはさみで切って、組織内に
液を浸潤させ保存した。計 12 個体の葉サンプルから RNA 抽出キット（ RNeasy Plant Mini Kit,
ThermoFisher Scientific 社）を使って 1 サンプルあたり42－122ng/μL の濃度で RNAを抽出した。
抽出した全 RNA は BrADseq 法（市橋・福島 2016 ）によってcDNAライブラリーを作成し、配列情報
はPaired-endで100bp ずつをNovaSeq 6000（Illumina 社）により読んだ。遺伝子解析用のソフトウェ
ア（ OmicsBox ver. 1.3.11, BioBam Bioinformatics 社および CLC Genomics Workbench ver.
20.0.4, Qiagen Bioinformatics 社）を用いて解析を行った。得られた配列情報（ raw read pairs ）は
トリミング後、De novo assembly を行い、298597 個のコンティグを得た。類似配列をクラスタリング後、
30 以上のアミノ酸を持つタンパク質をつかさどるコード領域を抜き出した。このうち、GO（ Gene
Ontology）によって機能が推定されたコンティグは 54936 個あった。リファレンス配列に 12 個体のリードを
表 1 De novo assembly により得られたコンティグのまとめ
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マッピングし、健全個体と衰退個体のそれぞれで 5 月と8 月でのリード数（転写量）が有意に異なってい
た遺伝子（以下、変動遺伝子と呼ぶ）を抽出し、GO に基づく機能推定を行った。さらに、5 月と8 月の
それぞれで健全個体と衰退個体で変動した遺伝子を比較し、転写量が多いほうから 7 つの遺伝子を
列挙した。

結果と考察
林縁に生える衰退個体では、林内の健全個体と比べて樹冠につく葉量が顕著に少なかった（図 1）。
こうした衰退個体の特異な樹冠は、林縁環境で冬季に風上側の枝へ雪や氷が吹き付けることにより針
葉が傷つき、結果として風上側の針葉や枝が枯死することが原因であると考えられている（ Hardley
and Smith, 1986； Ogasa ら 2019 ）。年輪の解析からは、5 個体の衰退個体では成長が大きく
低下した年代が異なっていたが（図 2ab ）
、ここ5 年間の年輪幅を比べると0.6-1.2mmと、どの個体も
極めて低い肥大成長しか行っていないことがわかった。これらの結果から、衰退個体では、葉面積の
減少により個体の光合成生産が低下して個体内での炭水化物収支が極めて厳しい状況にあることが
示唆された。
個葉や枝での炭水化物の状態を評価するために、針葉と当年生枝の NSC を測定した（図 3 ）。
NSC は季節変化することが知られており（ Furzeら 2019 ）、常緑針葉樹では秋から冬には低温馴化
のための適合溶質であるグルコースやショ糖を細胞にためることから、この時期に糖濃度が増加す
る。また、冬の終わりからデンプンの蓄積量が増加し始め、展葉前の時期にピークを迎える。シラビソ
の針葉と当年生の枝でも明確な季節変化があり、8 月に比べて 5 月で NSC が高い傾向があった。5 月
の NSC 濃度は衰退個体で低い傾向にあり、特に衰退個体の針葉のデンプン濃度は 8 月と同等の量し
か確認されなかった（図 3a ）。測定を行った 5 月初めには 50cm 以上の積雪があり、光合成は始まって
いなかったと考えられる。そこで、前年の貯蔵物質の量がこの時期のデンプン量に強く影響していて、
衰退個体では個体レベルでの炭水化物の貯蔵が少ない可能性が示唆された。
一方で、針葉での形態や生理状態においては、5 月の針葉の窒素濃度は衰退個体で低く、個葉
面積は衰退個体で低かった（表 2 ）。常緑針葉樹では、冬季の窒素の貯蔵を針葉で行うことが知ら
れており（ Millardら 2001 ）
、5 月の有意に低い窒素濃度は、秋の落葉時に回収した窒素量が少なく、
新しく展開する針葉に転流できる窒素量も衰退個体で低い可能性が示唆される。小さい個葉面積は、
当年生枝の成長が衰退個体で鈍く、葉の成長へ十分な量の炭水化物が投資されていないことを意味
している。一方で、夏季（ 8 月）の光合成速度や気孔コンダクタンス、窒素濃度、リン濃度などの光合
成に関連するパラメータに健全個体と衰退個体で差がなかった（表 3 ）。衰退個体では、成長への炭
水化物の投資を低く抑え、これは同時に針葉や辺材の現存量を減少させて維持呼吸のための炭水化
物の消費も減少させる。これにより、シラビソは炭水化物の獲得が低いながらも収支を安定させ、葉面
積の減少する林縁環境に馴化して少しでも長く個体を維持できるようにしているのかもしれない。
針葉の水分状態を示す形質では、5 月と8 月で明確な季節変化が認められた（図 4）。常緑針葉樹の
シラビソは、土壌や茎の凍結によって水の動きが止まる冬季に強い乾燥ストレスに曝される。このため、
浸透ポテンシャルや膨圧を失うときの水ポテンシャルは5月で8月よりも有意に低い傾向があった（図4ac）。
特に衰退個体で健全個体よりも低い値が確認されており、これは林縁の個体では強い風に曝されるこ
とでより強い乾燥ストレスがかかることによると考えられる（ Ogasaら2019, Marutaら2020 ）。
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図2 測定に用いたシラビソ個体の年輪解析．
1986 年から 2019 年の年輪幅を，
（ a ）5 個体の健全個体と，
（ b ）5 個体の衰退個体で観察した．さらに，
（ c ）木部
コアの画像（健全個体：左，衰退個体：右）と最近 5 年間の年輪幅の合計を示した．図（ a ）と（ b ）に示された矢印は，
各個体の年輪幅が 0.3mm を下回った年を示している．図（ c ）の点線は，形成層の部位を示し，この線よりも下側が
木部を示す．

図3 健全個体（HT）と衰退個体（ DT ）における5月と8月の非構造性炭水化物（ NSC ）量の比較．
（a）では針葉，
（ b）では当年生枝の茎の糖濃度（左図），デンプン濃度（中図），NSC（＝糖＋デンプン）濃度を示している．
図中のアルファベットは，分散分析とTukey の多重比較で平均値の有意差（P ＜0.05）があることを示している．
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表2 健全個体と衰退個体の針葉の特徴

Numeric figures in a column represent mean value and figures in a parenthesis represent ±1SE (n = 5).
Asterisk beside figure represent a significant difference by Student’s t-test at P < 0.05. Letters
beside figures represent a significant difference by ANOVA and Tukey’s multiple test at P < 0.05.
表3 2019年8月24日の正午付近の光合成関連パラメータ．

Numeric figures in a column represent mean value and figures in a parenthesis represent ±1SE (n = 5).

図4 健全個体（HT）と衰退個体（ DT ）における5月と8月の針葉の水分生理パラメータの比較．
（ a ）では膨潤状態での浸透ポテンシャル，
（ b ）では細胞の体積弾性率，
（ c ）では萎れ点における水ポテンシャルと
（ d ）では萎れ点における相対含水率を示している．図中のアルファベットは，分散分析と Tukey の多重比較で平均値
の有意差（P <0.05）があることを示している．また，
n .s . は有意差がなかったことを示している
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こうした健全個体と衰退個体の針葉について遺伝子発現解析を行った。健全個体と衰退個体、
そして 5 月と8 月との遺伝子発現をぺアワイズに比較したところ、360 個の遺伝子で転写量が有意に変
化した（図 5 ）。こうした変動遺伝子の数は、季節変化でより多く確認されており、健全個体では 386
（ 5月＞8月：198、8月＞5月：188 ）
、衰退個体では241（ 5月＞8月：183、8月＞5月：58 ）であった。
これらの遺伝子を GO の機能分類に従って 9 つのグループにまとめた（図 6 ）。それぞれのグループ
で重複した遺伝子もあったが、健全個体、衰退個体ともに変動した遺伝子の種類や転写量は、乾燥
ストレスや病害や虫害への防御応答、傷害応答に関係した遺伝子が健全個体と衰退個体ともに多
かった。乾燥ストレスに関連した遺伝子（図 6 の 1 ）では、5 月も8 月も比較的数多く変動遺伝子があり、
リード数からは 8 月で転写量の減少が確認された。5 月は太陽高度が高いにも関わらず、採取サイト
では多くの積雪があり土壌からの水の供給は小さく、健全個体と衰退個体ともに強い乾燥ストレスを
受けていることが示唆された。8 月での転写量の低下は健全個体で顕著で、これは衰退個体よりも乾
燥ストレスがより良く解消されたことを意味するであろう。防御に関係する遺伝子（図 6の2 ）では、変動
遺伝子の種類、転写量ともに 5 月が 8 月よりも高い傾向にあったが、その差は小さかった。これは病虫
害によるアタックが季節を問わず存在している可能性を示唆する。傷害や力学的ストレス応答に関係し
た遺伝子（図 6の3 ）は、衰退個体で5月、8月ともに遺伝子の種類、転写量が多かった。力学的ストレ
スには、風によって葉が揺られるような刺激も含まれていると考えられ、林縁個体は冬の終わりも夏の間
も同様に強い風とそれにともなう傷害を受けている可能性が示唆された。もうひとつ顕著な傾向があっ
たのは、図 6 の 7 で見られる糖やデンプン合成に関連した遺伝子における夏季の健全個体での顕著な
発現である。これは Granule-bound starch synthase Iに相同な遺伝子でデンプン合成を担っており
（ Hanashiroら2008 ）
、健全個体でより盛んな光合成が行われていることが示唆される。

図5 健全個体と衰退個体，5月と8月とで発現量が変動した遺伝子についてのヒートマップ．
赤色は5月または衰退個体で発現量が多くなった遺伝子を示し，緑色は8月または健全個体で発現量が
多くなった個体を示す．色の濃淡は，濃いほど発現量が多く，薄いほど少ないことを意味している．
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興味深いことに、同じ機能グループでも、変動遺伝子のほとんどが健全個体と衰退個体で異なる遺
伝子であった。変動遺伝子数の多い乾燥ストレスや防御応答に関連する遺伝子でも共通していたの
は全体の1 割に満たなかった。これは、同じ機能を果たすにも健全個体と衰退個体で異なるシステムを
稼働させている可能性を示唆している。
同じ季節でも健全個体と衰退個体で変動遺伝子が確認された（表 4）。5月では92 個の変動遺伝子
（健全個体で多く発現した遺伝子数：24 、8 月で多く発現した遺伝子数：68 ）
、8 月では 120 個の変動
遺伝子（健全個体で多く発現した遺伝子数：41 、8 月で多く発現した遺伝子数：79 ）があった。こうし
た遺伝子の多くは情報伝達に関わるもので、広範な応答に関与して、具体的な機能を特定するのが
難しかった。また、季節変化に比べて転写量が低く重要性を評価するには、より詳細な遺伝子機能に
ついての文献調査が必要であろう。

図6 5月と8月で発現量が変動した遺伝子の機能と転写量．
（ a ）では健全個体（ Health trees ），
（ b ）では衰退個体（ Declined trees ）を示す．遺伝子の機能は GO（ Gene
Ontology）の分類を参考にして，以下の 9 つに分けた．1：乾燥ストレスとアブシジン酸への応答，2：防御応答と差ル
チル酸への応答，3：傷害応答とエチレンへの応答，4：リグニンとスベリン生合成，5：テルペン生合成，6：脂肪酸やワッ
クス生合成，7：糖やデンプン代謝，8：呼吸，9：光合成．棒グラフで白色の棒は 5 月，黒色の棒は 8 月に発現した遺伝子
を示している．
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表4 5月及び8月における健全個体と衰退個体の変動遺伝子
（a）Genes expressed in healthy trees on May 8 th 2019

（b）Genes expressed in declined trees on May 8 th 2019

（c）Genes expressed in healthy trees on August 24th 2019
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（d）Genes expressed in declined trees on August 24h 2019

AGENET DOMAIN (AGD)-CONTAINING P1

結

論

本研究では、亜高山帯の常緑針葉樹林で見られる縞枯れにおける林縁個体の枯死原因を探ること
を目的として、優占樹種であるシラビソを使って年輪解析、針葉の生理状態の測定、遺伝子発現解析
を行った。肥大成長や個葉面積の低下、5 月の顕著なデンプン濃度の低下から、衰退個体は炭水化
物飢餓に近い状態あることが示唆された。一方で光合成や水分生理に関するパラメータでは顕著な
差はなく、衰退個体は光合成生産が低い中で炭水化物収支をつり合わせるように馴化していることが
示唆された。一方で、遺伝子発現からは、衰退個体で夏でも乾燥ストレスや傷害応答に関連する遺
伝子が比較的多く発現していることがわかった。これは、生理パラメータには現れないレベルでシラビソ
が様々なストレスを感知していることを意味している。また、同じ種類のストレスに応答した場合にも健全
個体衰退個体とで異なる遺伝子が関わっていることもわかった。こうした違いは、健全個体と衰退個体
の炭水化物の状態の違いと関係する可能性もあり、関連遺伝子のより詳細な文献調査とともに生理的
な影響について実験的に調べていく手立てを模索したい。
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