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熱帯林の保全から樹木の性転換まで
〜生物多様性の現場に挑む〜
「ノアの方舟」
の危機
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した種の個体数は減ってしまう危険

私たちは、
野生植物の生活史

植物園、植物の多様性、生存戦略
こんな
研究室

植物が見せる、さまざまな生存戦略
〜植物園の研究室でそのしくみ解明にせまる〜

植物機能生態学

害のリスクが上がるため、将来、こう

KEY WORD

植物の環境適応戦略を追究

植物進化適応学

ンが欠損した突然変異体は土壌病
原菌への抵抗力を失い、野外の土で

私たちの研究室は広大な植

さまざまな生物が暮らす熱帯林

性があります。動物の減少が熱帯林

と多様性維持機構の解明をめ

みずから移動することのできない

は枯死すること
（生きてはいけない

物園の中にあります。地球上の

は、多様な生き物を乗せた
「ノアの

の多様性に影響を与えていること

ざして研究しています。熱帯低

植物は、周囲の環境要因
（光・重力

こと）
がわかってきました。紫外線応

植物が、多様な環境に対しどの

方舟」
にたとえられることがありま

を具体的に示した研究はこれが初

地のフタバガキ林
（マレーシア）
、

など）
をシグナルとして読み取り、そ

答の研究も進めています。

ような戦略で適応し、進化して

す。今、この
「方舟」
が危 機に瀕して

めてですが、同様の状況は世界中の

いるかもしれません。

熱帯林ですでに起きているか、今後

私たちは、国際チームと協力しな

起きる可能性があります。生態系は、

がら、ボルネオ島の熱帯林、ランビ

さまざまな生物同士が複雑に絡み

ルの森で、20 年以上にわたり森林

あうことで保たれているのです。

熱帯山地のシイ・カシ林（タイ）、
暖温帯のシイ・カシ林
（奈良県）
の3ヶ所で、20年以上、森林の
▲マレーシア・ランビル国立公園にあった
最大級のフタバガキは後に枯死

大 規模な長 期モニタリングを
継続しています。これらを利用

れに応答して成長を調節しています。
この成長調節は植物の重要な適応

きたのか、これら生物学の普遍

突然変異という生存戦略

戦略です。また、植物は病害、紫外線

枝変わり突然変異は植物個体内

などの環境ストレスに応答し、それ

の一部の枝だけに突然変異が起こ

的な問いに対する答えを見つけ
出すべく、私たちは分類学、生態
学、生理学、遺伝学、分子生物学
などの手法を駆使して、研究を

めるために役立つのではという仮説

して、生物多様 性の解明と、群

に打ち勝つためのメカニズムを進化

る現 象で、動 物には見られません。

を DNA 解析なども用いて検証中で

集内での棲み分けなどの研究

させてきました。

品種改良によく利用されており、モモ

す。環境問題が急務の課題である今

をおこなっています。
また、
分子

全ゲノム配列が解読されたイネを

やミカンなどのくだものには枝変わ

いう過酷な環境に生息しています。

日、生物多様性の研究の重要性も

遺伝学的手法をもちいた個体

モデル植物にして、環境応答反応が

りで生じた品種がたくさんあります。

水中の岩に根が貼り付き、根の上に

年々増しています。

群内での遺伝的多様性の研究

変異した突然変異体を分離していま

ライフサイクルが長い樹木にとっ

葉や花が出る奇妙な形をした、コケ

満ちていることをご存知でしょうか。

などを、
他分野の研究者と共同

す。突然変異の原因遺伝子を解明し、

て、一個体内に変異を作り出すしく

そっくりな被子植物です。この植物

講師

たとえば、カエデは性転換すること

して進めています。

教授

が減ると、樹木の若木が増える一方

その遺伝子を手掛かりにして、環境

みを持つことは、環境の変化に適応

は、オトギリソウという普通の形をし

飯野盛利

植松千代美

で、その多様性は下がっていました。

で知られています。ウリハダカエデ

応答反応のメカニズムをあきらかに

するためにも重要な生存戦略と考え

た植物と近縁であることがわかりま

また、動物が種子を運ぶような種類

というカエデでは、健康状態が悪化

する研究を進めています。

られ、大変興味深い現象で、その解

した。植物体のパーツを置き換える

の樹木では、種子を運ぶ役割の動物

すると雌に、回復すると雄に転換す

明をめざしています。

ことで扁平な形を獲得し、渓流とい

が減ったため、種子が広がらず、若木

るという規則性があるのです。

の 変 化を調 べてきました。すると、
森から動物が急速に減ってしまい、
それが森の樹木にも変化をもたら
していることがわかったのです。
種子やその芽生えを食べる動物

元気なときは雄に性転換する植物
さて、植物は人間にとって身近な
存在ですが、その性はまだまだ謎に

が集まって生えるようになりました。

さらに、その性転換は、親の木の

実は、同じ種が集まると病気や虫

下で発芽した子どもの生存率を高

DNA 解析とは
何ですか？
ここでは対象から DNA
（遺伝
子の一部）
を抽出し、不純物を取り除
いたのち、マイクロサテライトという
方法で解析しています。各個体の遺
伝子型を決定することができます。

これまで、光や重力に応答して屈
曲する反応
（光・重力屈性）
に関与す
教授

准教授

伊東 明

名波 哲

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pecol/pecol.html
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せて生活しています。季節の変化を

生殖を停止し、冬などの不適切な季

無視して、適していない季節に成長

節をやり過ごすことです。たとえば、

や繁殖をおこなうと死につながるか

ホソヘリカメムシの成虫は日長が

らです。たとえば温帯の動物にとっ

14 時間以上という条件では卵巣を

ては、冬の寒さそのものがダメージ

発達させて産卵します。一方、日長が

になりますし、エサも少なくなりま

13 時間以下になると休眠に入り、卵

理学研究科生物地球系専攻、
理学部生物学科兼任
テニュアトラック
特任准教授

私たちは、動物が季節や環境
変 化に対応してい るしくみを、

細胞の自然死を制御するシステムの解明と応用をめざして

た細胞を取り除くために必要な、真核生物にとって必須なシステム

林など11の樹林型があり、各地の樹林散策を四季折々に体験できます。

ニューロン
（神経細胞）
」
を初めて
あきらかにしました。異なる日長

です。アポトーシスの喪失はがんを引き起こすということがよく知
られています。
これまで、バクテリアのような生物にはこのようなシステムは存
在しないと考えられてきましたが、最近の研究によりバクテリアに

ません。私たちの研究により、昆虫は

の多くは、たとえ太陽がなくても、一

ンで何が起こっているのか、遺

も細胞死を引き起こすシステムがあることがわかってきました。ま

実は温度というのは一日の中で

体内時計をつかって日長を測定して

日のうちでいつ朝が来るのか、いつ

伝子発現、神経繊維の形態にも

た、ほぼすべての原核生物に数多くの toxin-antitoxin (TA) システ

注目しています。また、昆虫の低

ム と呼ばれるシステムが存在し、細胞の生育と細胞死を制御してい

温耐性の獲得や光周性のプロセ

ることもあきらかになってきました。

夏もあり、あてになりません。温度

面からわかってきました。

の体の中には、こういったさまざま
な体内時計が存在して、活動をコン
トロールしてくれているのです。

マングローブスズという昆虫は、1

RNAi（RNA 干 渉 法）といった 技

日長
（明るい時間の長さ）
あるいは

日 2 回、潮の干満で地面が水没する

術を使うと、遺伝子発現を抑制して

夜長
（暗い時間の長さ）
は規則正しく

マングローブ林に住んでいます。こ

時計を止めることができます。時計

変化します。年によって違うこともあ

の虫は潮の干満に合わせ、水没しな

を止め、その影響を探ることで、遺

しょうか。それは
「日の長さ」
です。

りません。よって、季節の到来を知る

い時間に活動します。それは、この虫

伝子レベルからも体内時計につい

には大変都合のよい情報なのです。

が体内に潮の干満に合わせた体内時

て解明していくことが期待されます。

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/
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日本の代表的な11の森を復元展示
で見られる落葉樹林や本州・四国・九州の暖温帯域で見られる照葉樹

しょうか？温度によってでしょうか？

夜が来るのかを予測できます。動物

1950年に発足した教育・研究のための植物園です。
一般公開され、国内外の様々な植物が鑑賞できます。

体像をあきらかにしようとして

や温度においてこれらニューロ

いることが、遺伝子、神経細胞の側

国内外のさまざまな植物を収集・保存
〜市民にも開かれた総合植物園〜

皆さんは、アポトーシスという言葉を聞いたことがあるでしょう

の脳を研究し、
「休 眠に重要な

も変動が激しく、さらに、暖冬や冷

ຸԇഷരहോѓ

か。これは細胞の自然死
（自己細胞死）
のことで、分化や損傷を受け

計を持っているからです。また、生物

体内時計が知らせる潮の時間

厚井 聡

比較生理学的に解析し、その全

巣の発達を停止し、産卵もおこない

険です。では、確実な情報とは何で

講師

を私たちに伝えてくれています。

日本各地の森を自然に近い形で造成しています。北海道の冷温帯域

す。ではどうやって季節を知るので

だけで季節を知ろうとすることは危

植物は多彩な方法でその生存戦略

個体・細胞・遺伝子のレベルで

います。たとえば、ルリキンバエ
▲スズムシに似 たマングローブスズは
満潮前に地表から樹の上に移動します

わたしも皆さんを
指導します！

山口良弘

情報生物学

といい、多くの昆虫は、日長に反応し
て休眠に入ります。休眠とは、発育や

カワゴケソウは、河川の急流域と

う厳しい環境に進出できたのです。
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光周性、休眠、体内時計

生物が日長に反応する性質を光周性

多くの生物は季節の変化にあわ

た、ジャスモン酸という植物ホルモ

形を変えて適応する植物

展開しています。

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/ptaxo/

休眠するカメムシ・ハエ、潮の干満がわかる昆虫
〜季節を知らせる光周性、朝と夜を告げる体内時計の不思議〜
なぜ動物に季節がわかる？

る遺伝子をあきらかにしました。ま

▲枝変わり突然変異で生じたさまざまな
花色のハナモモ

スにはどのような遺伝 子が関
わっているのかも探っています。

私の研究室ではバクテリアで細胞死を引き起こす TA システム
について大腸菌を用いて研究しています。この研究は新しいバイオ
テクノロジー技術や医薬品の開発への可能性も秘めています。たと

研 究

収集植物 約 6,700 種類、約 34,000 本

国内外のさまざまな植物を生きた状態で収集・保存し、研究して
います。これらの研究は植物の保全や私たちの生活向上に役立ってい
ます。

絶滅危惧植物の保全
人間による自然環境破壊が主な原因で、多くの野生植物がかつてない
速度で絶滅しています。種が絶滅すると、貴重な遺伝子資源が失われる
だけでなく、生態系が崩れ、私たちも生きていけなくなります。本植物園
は、日本で絶滅が危惧される植物の収集・保全をおこなっています。

えば人の細胞から HIV ウイルスを排除するシステムが開発されて
います。TA システム を研究するなかで、新しいバイオテクノロジー
技術や医療へ応用できる研究をおこなっていきます。
教授

准教授

志賀向子

後藤慎介

植物園利用研究〜都市と森の共生をめざす研究会
森・動物・植物の様々な分野の研究者が、この植物園で基礎研究に取
り組んでいます。市民参加型の
「森の教室」
などを通じ、森や自然を守るた

担当科目：
1年生 「生物学の潮流」、 4 年生 「特別研究」
「演習」

→http://www.ocarina.osaka-cu.ac.jp/site/yamaguchi/Welcome.html

めに、都市に暮らす私たちに何ができるのかを模索しています。

→http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/
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