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Conservation of endangered plant species based on information from complete genotyping

井鷺 裕司＊

Yuji ISAGI ＊

京都大学大学院農学研究科森林科学専攻
Division of Forest and Biomaterials Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University

摘　　要
　個体レベルでは有限の寿命を持つ生物の種を保全するには，個体群を構成する個体
間で正常に交配させ，世代交代をはかっていく必要がある。その場合個体数が数百オ
ーダー以下にまで減少してしまった絶滅危惧植物を対象に，野生に生育する全個体の
遺伝子型を解析することで，より適切かつ効果的な生物多様性保全が可能である。こ
のようなアプローチの例として，ハザクラキブシとシモツケコウホネを対象とした解
析を紹介する。小笠原諸島母島の灌木林に生育する固有種ハザクラキブシは十数本の
野生個体と 100 本あまりの苗畑稚樹が現存するに過ぎないが，全個体遺伝子型解析を
行うことで，未知の野生個体の存在が明らかになった。北関東に生育する国内希少野
生動植物種シモツケコウホネは遺伝解析の結果，現存するクローン数が 100 に満たな
いことが判明した。すべてのクローンの生育場所が明らかになったことで，市場に流
通している個体の由来を特定することが可能となった。
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1． はじめに：日本における絶滅危惧種の現状と
保全活動の問題

　日本列島には亜種，変種も含めて約 7,000 種の維
管束植物が分布しているが，そのうちの 4 分の 1 が
絶滅が危惧される状況にある。生物多様性の重要性
は広く認識されつつあるが，種の絶滅に関しては依
然として状況は深刻である。日本産維管束植物を対
象としたレッドリストによれば，野生に生育する植
物種の中で，最も状況が厳しい絶滅危惧Ⅰ類にラン
クされているものが 1,000 種を超えている。これら
の種の多くは，野生に生育する個体数がおおむね数
百以下になっている。
　生物種はいわゆる「絶滅の渦」として知られてい
るプロセスをたどって絶滅に至ると考えられてい
る。すなわち，乱獲や生育地の破壊・汚染により個
体数が減少することで，人口学的揺らぎや突発的事
象の影響を受けやすくなり，また，個体数が減少す
ることで近親交配による近交弱勢が発現する。これ
らのことが個体群に複合的に作用し，最終的にすべ
ての個体群が存続できなくなる。絶滅の渦を構成す
るこれらの要素の中でも，遺伝的要因は，影響力の

大きなものである 1）。
　個体レベルでは有限の寿命を持つ生物の種を保全
するには，美術品や建築物を保管する場合と異な
り，個体群を構成する個体間で正常に交配させ，世
代交代をすることをはからなければならない。さら
に，生物種が保持している遺伝的多様性，遺伝子交
流の量とパターン，個体群の遺伝的分化（個体群間
で遺伝的特徴が異なっていること），交配様式，遺
伝的荷重（有害遺伝子を保持することによる個体の
適応度の低下），世代交代に伴う対立遺伝子頻度の
変化，更新個体の遺伝的特徴，人工繁殖における遺
伝的に適切な交配相手の選定，個体群レベルの遺伝
構造から判断した適切な移植場所の決定，等々，多
くの遺伝的情報が必要である 1）。
　絶滅危惧種の保全に関しては，努力が実り個体数
が維持・回復している事例もある。しかしながら，
絶滅危惧種を対象にした多くの生物保全活動では，
遺伝解析に余分にコストや手間がかかること，ある
いは遺伝解析そのものの必要性に対する認識の欠如
から，遺伝情報を用いないで，ただ単に個体数を増
大させることを目的とした生物保全が行われている
ことが少なくない。もちろん，これらの保全活動は
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善意で行われているが，特定系統の人工増殖と植え
戻し，空間的遺伝構造を考慮しない移植，血縁度を
考慮しない人工交配，近縁種との交雑による遺伝子
汚染など，遺伝的情報を考慮しない保全活動は，投
入したコストを無駄にするだけでなく，絶滅危惧種
の集団維持にとって致命的なダメージを与えうるも
のである。絶滅危惧種の遺伝子汚染に関しては，岐
阜県と滋賀県の清流のみに生育する絶滅危惧種であ
るトゲウオ科の魚類ハリヨの例が挙げられる。ハリ
ヨの滋賀県の生育地では，同じく絶滅危惧種である
近縁種のイトヨが人為的に持ち込まれた結果，現存
するほぼ全ての個体が交雑由来のものとなってい
る。滋賀県のハリヨは一見個体数は維持されている
ように見えても，遺伝的には絶滅しているといえ
る。

2．全個体遺伝子型解析

　近年著しく発展した遺伝子解析技術を用いれば，
絶滅危惧植物の中でも個体数が数百オーダー以下に
減少してしまった種を対象に，残存する全繁殖個体
の位置情報と遺伝子型を明らかにすることはさほど
困難なことではない。そして，そのような情報は，
絶滅危惧植物の現状を正しく評価し，より合理的で
適切な保全策を構築することに有効に活用すること
ができる 2）。

　この方法では，まず，個体数が数百未満に減少し
た絶滅危惧種を対象に，生育位置と繁殖状況を明ら
かにするとともに，DNA 解析用の葉サンプルを採
集する（図 1 上）。DNA 解析用のサンプルは 1 個体
あたり 1 cm2 未満の葉があればよく，希少な絶滅危
惧種の個体にダメージを与えることはない。葉サン
プルから DNA を抽出し，絶滅危惧種ごとにマイク
ロサテライト遺伝マーカーを開発した後に，全野生
個体の遺伝子型解析を行う。マイクロサテライトと
は，DNA を構成する 4 種の塩基が 2 ～ 6 塩基の長
さを単位として反復して配列しているものであり

（例えば AG を繰り返し単位として AGAGAGAGAG 
AG.... のように反復している），ゲノム内に多数座
位が存在するうえに，反復回数は個体ごと，座位ご
とに変化に富んでいる。マイクロサテライト遺伝マ
ーカーは，この反復回数の違いを個体識別や遺伝解
析のためのマーカーとして利用するものであり，こ
れを用いて得られた遺伝情報をもとに集団遺伝学的
解析を行い，生物保全に活用する。また，生活史特
性や個体群履歴の異なる多様な絶滅危惧種を対象に
データを蓄積し，メタ解析することで，種間や生育
地間の比較や，種や個体群の持続可能性について評
価・予測を行うことができる（図 1 下）。
　本稿ではこのアプローチによる絶滅危惧植物保全
の可能性について，小笠原諸島母島の森林のみに生
育するハザクラキブシと，北関東の森林に囲まれた
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図 1　全個体遺伝子型解析による絶滅危惧種の保全．
カッコ内の数字はマイクロサテライト遺伝マーカーの遺伝子型を示す．
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田園地帯に生育するシモツケコウホネの事例をふま
えつつ紹介する。

3．ハザクラキブシ

3.1　小笠原諸島に生育する絶滅危惧植物
ハザクラキブシ

　近年世界遺産に登録された小笠原諸島は，本州か
ら 1,000 km 離れた典型的な海洋島，すなわち一度
も他の島と地続きになったことのない島である。小
笠原諸島では，これまで生物の移入に強い制約がか
かってきたため，少数の個体に由来する個体群から
種分化と適応放散が起こってきており 3）－ 5），維管束
植物種の固有率は 44.6％にも達する 6）。残念なこと
に，現在，開発や移入種などの影響を受け，固有種
の 30％が絶滅危惧種となっている。また，小笠原
諸島では絶滅危惧種の割合が高いだけでなく，絶滅
危惧カテゴリーのより高度な，絶滅危惧Ⅰ類の種が
多いことも特徴として挙げられる。現存する個体
が，わずか数十～数百個体にまで減少してしまった
種も少なくない。
　ハザクラキブシ（Stachyurus macrocarpus var. 
prunifolius）は，小笠原諸島の母島にのみ生育して
いるキブシ科の灌木である。1939 年に Tsuyama に
より記載されたが 7），第二次世界大戦後からごく最
近まで母島乳房山の森林に 1 個体のみが生育するこ
とが知られていた。小笠原諸島の絶滅危惧植物の中
でも特に危機的な状況にある植物である。
　ハザクラキブシは雌雄同株であり，唯一の野生個
体は毎年のように開花はするものの，発芽能力のあ
る種子を結実しないことから，本種の保全状況は深
刻なものであった。しかしながら，幸いなことに，

2007 年に 14 個体が母島北部の石門地域において約
50 m2 の面積にわたって野生状態で新たに発見さ
れ 8），また 2008 年には，さらに 1 個体が石門で発
見された 9）。
　これらの新たに発見された野生個体のうち，3 個
体において結実が認められたので，人工播種が行わ
れた。その結果，約 300 個体の稚樹が母島内の個人
所有の苗畑で育つに至った。これらの稚樹は 3 個体
のみの繁殖個体に由来するため，野生に残存してい
る遺伝的多様性や特徴を完全に網羅しているとは限
らない。これらの稚樹をどのように生物多様性保全
に活用すればよいのであろうか。
3.2　ハザクラキブシの全個体遺伝子型解析
　この疑問に答えるために，野生状態で存在する全
個体と，苗畑で生育する稚樹を対象に，マイクロサ
テライトマーカー 8 遺伝子座 10）を用いて遺伝解析を
行った。図 2 には解析したマイクロサテライト遺
伝子座の 1 つ Smap058 における遺伝子型を例示し
た。
　この遺伝子座では，野生個体群に 4 種類の対立遺
伝子（A, B, C, D）が保持されている。図 2 の例では
苗畑稚樹の種子親である野生個体 1 は，遺伝子座
Smap058 において，対立遺伝子 C をホモ接合の形
で保持していたので，個体 1 に由来する苗木はすべ
てが対立遺伝子 C を保持している。また，既知の
野生個体群が持っていた 4 種の対立遺伝子のうち，
A は苗畑の稚樹個体群には伝わっていない。苗畑稚
樹個体群は少数の種子親に由来するものであるか
ら，世代交代に伴う対立遺伝子数の減少は容易に起
こりうることである。このことは，予想されていた
結果であるといえるが，苗畑に維持されている稚樹
を野生個体群の復元に用いる際には，野生個体群の

野生個体群が持つ対立遺伝子 
A, B, C, D 

(A, B) (C, D) (C, D) (C, B) 
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苗畑稚樹が持つ対立遺伝子
B, C, D, X 

(C, X) (C, C) 

(C, D) (C, D) (C, D) 
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野生個体 苗畑稚樹

(C, X) ? 
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X, 花粉の移動 

野生個体1 
野生個体1の 
種子 

図 2　ハザクラキブシ野生個体と苗畑稚樹の遺伝子座Smap058 における遺伝子型．
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遺伝的多様性を十分には反映したものではないこと
に留意した取り扱いが必要であることを示してい
る。
　これとは逆に，苗畑稚樹の一部が保持していた対
立遺伝子 X は既知の野生個体群には見られないも
のであった。この稚樹が保持していた対立遺伝子 X
は，解析時には発見されていなかった未知の野生個
体が生産した花粉によって，既知の野生種子親に運
ばれて受精し，稚樹に遺伝したものと考えられる。
これは，全個体の遺伝子型を明らかにしていたから
こそ可能だったのである。
　ハザクラキブシの生育地は，急勾配の斜面に成立
した低灌木林であり，野生個体の網羅的探索には多
大な労力を要するが，本解析アプローチによって，
未知の野生個体の存在が明確に示された。このこと
は現地における探索のモチベーションを上げること
につながり，その結果，野生個体を新たに発見する
ことにつながった 9）。
　絶滅危惧 IA 類にランクされる分類群は，野生個
体数がきわめて少ないため，全残存個体を対象とし
た遺伝子型解読を比較的容易に行えるが，そのこと
によって，種レベルで保持されている遺伝的多様性
を明らかにするだけでなく，未知の野生個体の存在
を予測することもできるのである。そして，個体数
が少ない絶滅危惧分類群の保全にとって，そのよう
な未知の野生個体の存在が非常に重要であることは
言うまでもない。

4．シモツケコウホネ

　シモツケコウホネ Nuphar submersa（スイレン科）
は，2006 年に新種として発表された北関東地方固
有の絶滅危惧水生植物である 11）（図 3）。日本に生育

するコウホネ属植物が，主に止水状態にある池や，
流れのきわめて緩やかな川の畔に生育するのに対し
て，シモツケコウホネは年間を通して清流が維持さ
れた比較的小規模の水田用水路を主要な生育地とす
る。したがって，本種の維持には，山地から安定し
た清流が供給されている田園地帯が保たれているこ
とが重要である。
　かつては，少なくとも栃木県の 16 カ所で生育し
ていたが，現在では主要な生育地は，栃木県内の
4 カ所に限られており，群落面積は合計 60 m2 程度
であるにすぎない。環境省レッドリストでは絶滅危
惧 IA 類に指定されている。シモツケコウホネは，
その希少性と外部形態の美しさから，園芸目的の盗
掘も行われており，この点に対する対策も必要であ
る。
　シモツケコウホネは種子繁殖も行うが，主に地下
茎で無性的に栄養繁殖し，遺伝的に同一の個体が繁
茂する。そのため，群落に遺伝的に異なった個体が
何個体あるのかを目視で判断するのは難しい。残存
するシモツケコウホネは遺伝的に何個体あるのであ
ろうか。それぞれの集団は遺伝的に分化しているの
か。遺伝情報を用いた盗掘防止策を構築することは
できないのか。これらの疑問に答えるために，志賀
ら 12）は，現存する個体群から網羅的なサンプリング
を行うとともに，インターネット上でシモツケコウ
ホネを販売している 2 社から個体を購入し，野生個
体と同様の DNA 解析を行っている。解析に用いた
マイクロサテライトマーカーは，Nupher lutea 用に
すでに開発されていたもの 13）に加えて，シモツケコ
ウホネ用に新たに開発されたもの 14）をあわせて，20
遺伝子座である。
　解析の結果，シモツケコウホネの野生個体群を構
成するクローンは 53 と，見かけの個体数よりは著

(a) (b) (c) 
図 3　北関東に生育する絶滅危惧植物シモツケコウホネ．

（a）生育地は年間を通して透明度の高い水が流れる小規模の用水路である．
（b）現存する最大の個体群．新種として記載された後に，地元の熱心な団体によって保護管理されている．
（c） 開花中のシモツケコウホネ．コウホネ属の他種と異なり，シモツケコウホネの葉は全てが沈水葉である．淡色の

細葉はミクリ属植物である．
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し く 少 な い こ と が 明 ら か に な っ た（Shiga et al., 
unpublished）。また，現存する個体群は地理的に隔
離しているだけでなく，遺伝的にも明確に分化して
いた。そのため，おのおのの個体群をそれぞれの地
域で，独自の保全対象とすべきであり，個体群間の
移植は行うべきでないといえる。
　シモツケコウホネに関しては，野生生育個体が少
ないにもかかわらず，インターネットでは盗掘由来
と思われる個体が販売されている。シモツケコウホ
ネは 2012 年 4 月 20 日より，環境省により国内希少
野生動植物種に指定され，捕獲・採取，譲渡等が原
則禁止となった。シモツケコウホネでは現存するす
べての野生クローンについて，生育位置と遺伝子型
が明らかになったので，その情報を活用して，流通
個体の種同定や由来を識別することも可能である。
インターネット上で流通していた個体について遺伝
子型の解読を行ったところ，T 社においてシモツケ
コウホネとして販売されていた個体は，日光市の生
育地内の上流部に生育するクローンと同一の遺伝子
型を示したことから，日光市生育地の上流部から採
取された個体であることが，強く示唆された 12）。ま
た，C 社において，シモツケコウホネとして販売さ
れていた個体は，シモツケコウホネとコウホネの雑
種であるナガレコウホネ 15）であり，佐野市菊沢川に
生育するクローンから採取されたことが判明し
た 12）。
　もちろん，全個体の遺伝子型が判明していること
のメリットは盗掘防止だけにとどまるものではな
い。生育地で野生個体群の持続的存続が困難な場合
には，生育域外保全が行われているが，その際には
遺伝的に異なった複数個体を保全個体として適正に
選定することや，生育域外における世代交代を通し
て遺伝的多様性が保持されているかどうか確認する
ことなどに関しても，遺伝情報は有用である。

5．全個体遺伝子型解析の生物保全への意義

　以上のように，現存する全野生個体の遺伝子型を
決定することで，絶滅危惧植物の現状に関して有用
な情報を得ることができた。その情報は，絶滅危惧
種の遺伝的状況に対する適切な評価，局所集団ごと
の特徴や保全上の価値の評価，遺伝的汚染の検出と
予防，盗掘の防止・検出，集団持続可能性の評価・
予測等を通して絶滅危惧種の保全に活用できるもの
と期待される。
　本稿で紹介した絶滅危惧種は，いずれも野生個体
数が数百レベル以下となったものであるが，現在の
技術を用いれば，そのような解析は比較的容易かつ
低コストに行うことができる。そして，現存するす
べての野生個体を対象に遺伝子型の決定を行うこと
で，次のような生物多様性保全に意義のある情報を
得ることができ，より効果的な保全策を構築するこ

とが可能になる。
（a） 残存するすべての個体に遺伝的なタグが付加さ

れた状況となり，個体の遺伝的同一性が明らか
になる。これにより，野生に生育する個体数を
遺伝的に評価できるし，違法盗掘によって市場
に流通した個体についても，由来が特定でき，
これが盗掘の抑制力として働くことも期待でき
る。

（b） 個体数が減少した生物においては，近親交配に
よる適応度の低下が大きな問題となる。一般
に，野生植物には家系図がないが，全個体間で
血縁度を推定すれば，残された数少ない個体間
で，近交弱勢リスクを防ぐような適切な花粉
親，種子親の選定を行うことができる。

（c） 多くの生物種は同一種であっても，遺伝的に分
化した局所個体群によって種全体の個体群が構
成されている。そのような局所個体群の分布と
遺伝的分化の程度は，これまでの種の進化と分
布変遷を反映したものであり，同一種であって
も，無配慮な移植は長い時間を経て形成された
種の歴史を破壊することにつながる。また，血
縁度が高い個体同士の交配は，近交弱勢という
弊害をもたらすが，これとは逆に，遺伝的に大
きく分化した個体間では，交配によって適応度
の低い子供が生まれることがある。これが外交
配弱勢であるが，種を構成する個体や個体群の
空間的遺伝構造を明らかにすることで，保全の
ための適切な移植場所の決定，外交配弱勢を回
避できる交配相手の選定が可能になる。

（d） 全個体の遺伝子型情報をもとに継続調査を行う
ことで，世代交代による遺伝的多様性・対立遺
伝子頻度の変化，個体ごとの適応度の差異，繁
殖個体の交配範囲，小集団ごとの遺伝的分化の
有無等を知ることができる。これらの項目は集
団の持続可能性を評価する上できわめて重要な
情報となる。

6．おわりに：大量遺伝情報時代の生物保全

　遺伝子解析技術は絶え間なく発展してきたが，こ
こ数年来，いわゆる次世代シーケンサー（Next 
Generation Sequencer, NGS）の開発と普及によっ
て，爆発的ともいえる量の遺伝情報が実現可能なコ
ストと手間で解読できるようになった。
　従来，生物保全を目的とした集団遺伝学，すなわ
ち，保全遺伝学においては，10 ～ 20 程度の比較的
少数の中立遺伝子座を対象とした解析が行われるこ
とが多かった。しかしながら，NGS を用いた解析
では，野生生物を対象に 1 万を超える遺伝子座につ
いて一度に遺伝子型を解読することも可能である。
この状況に対応して，ゲノムレベルの情報に基づい
て生物保全を行う保全ゲノミクスという研究分野も
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発展しつつある。ゲノムレベルの情報に基づくこと
で，中立遺伝子座の解析に基づく遺伝的多様性，遺
伝的分化，遺伝子流動などの情報に加えて，環境へ
の応答や進化に直接関連する適応的遺伝子座の解析
も可能になる（表 1）。本稿で紹介したような野生残
存個体が数百未満の絶滅危惧種についても，すべて
の野生個体についてゲノムレベルで解析を行い，よ
り適切な保全が行える時代が間近に迫っている。
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遺伝マーカーを用いて，森林に生育・生
息する動植物の生態や保全に関わる研究
を行っている。絶滅危惧種を対象に，野
生に残存している全個体の遺伝子型を解

析することや，花粉一粒遺伝分析，タケ群落の炭素循環，豊
凶現象のモデリングなどを行ってきたが，現在，最も興味を
引かれているのが，次世代シーケンサーから生み出される大
量の遺伝情報を生物の進化研究や生物多様性保全に活用する
ことである。

保全遺伝学 保全ゲノミクス
解析対象遺伝子座 比較的少数の

中立遺伝子座
多数の中立および
適応的遺伝子座

得られる情報 遺伝的多様性
遺伝的分化
遺伝子交流
親子判定
血縁度
など

環境適応メカニズム
環境応答予測
形質と遺伝子型の関連
進化プロセス
遺伝子発現
など

表 1　保全遺伝学と保全ゲノミクスにより得られる生物
保全のための情報．


