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【開催趣旨】 

 

多年性植物である樹木にとって、越冬は長年月にわたる生存に必須のプロセスである。

日本は国土の 80％以上の地域で年間最低気温が 0℃を下回り、冬季には多くの樹木が

“寒さ”に曝される宿命にある。樹木は、厳しい冬の寒冷環境へ適応するための越冬メ

カニズムを持っており、樹種だけでなく個体内の組織によってもその仕組みが異なると

考えられている。樹木の越冬メカニズムは、その多様性も含めて大変興味深いテーマで

あるものの、研究例が少なく十分に理解されているとは言い難い。 

また、地球温暖化による環境変動は、気温の上昇だけではなく気候変動の極端化が指

摘されており、かつて経験したことのない冬季の大寒波到来が予測されている。そのた

め、樹木の凍害や霜害などの寒冷害の増大が想定され、木材生産への負の影響が懸念さ

れる。環境変動下において、持続的な木材生産を実現するには、気温上昇だけでなく寒

冷害への対策も必要であり、樹木の越冬メカニズムに関する知見の蓄積が極めて重要で

ある。 

本シンポジウムでは、 “樹木の越冬メカニズム”について、細胞レベルから分子レ

ベルまで、芽や葉から樹木全体のフェノロジーまで、木材生産のための樹木から果樹に

至るまで、異なる着眼点から研究する専門家の方々に成果を紹介して頂く。樹木の生存

戦略・環境適応の一端を理解し、本研究分野のさらなる発展のための場としたい。 

 

企画担当：林木育種センター 遠藤 圭太 
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遺伝子発現からみたスギのフェノロジー制御機構 

 森林総合研究所 林木育種センター 

 能勢 美峰 
はじめに 

スギ（Cryptomeria japonica）は年間を通してフェノロジー（生物季節）を変化さ

せ、さまざまな形質の発達や生理現象を調節している。フェノロジーの制御機構を分子

レベルから明らかにするため、主に網羅的な遺伝子発現解析（トランスクリプトーム解

析）を用いて研究を進めてきた。このトランスクリプトームデータは膨大な情報を有し

ており、従来の観察では明らかなにできなかった樹体内部の生理状態などを推定するこ

とができる。本講演では、これまでのスギのフェノロジーに関する研究で得られた成果

を紹介する。 

遺伝子発現の日周性・年周性と環境との関係 

自然環境下で育成したスギから１日や１年を通して定期的に採取した日周性・年周性

サンプルや、日長や気温などを制御した人工環境下で育成したスギ苗木から採取したサ

ンプルなど、これまでに 300サンプル以上のトランスクリプトーム解析を行った(1-3)。

その結果、スギは日々刻々と変化する気温や日長などの環境要因に応答して遺伝子発現

を制御し、日周および年周リズムを変化させることで、様々な生理形質のフェノロジー

を精密に制御していることを明らかにした。 

スギの越冬に伴う発現遺伝子の変化 

発現遺伝子は冬の休眠期の間も変化し続けており、越冬のための生理形質（耐凍性や

休眠）に関わると推定される多くの遺伝子の発現が変動していることを明らかにした。

また、春の成長に関わると推定される遺伝子（アミノ酸合成関連など）の発現量が気温

と強い負の相関を示しており、冬の低温によって発現量が増加することも明らかになっ

た(3)。これらのことから、休眠期は冬の厳しい環境に耐えるだけではなく、春の成長に

向けた重要な準備期間であると推定される。 

今後の研究 -種内変異- 

スギにおいて、フェノロジーを示す形質には幅広い種内変異があることが分かってい

る。例として秋の成長停止時期や冬の耐凍性などがあげられ、林業主要樹種であるスギ

において、これらの変異は有用形質や環境適応に影響すると推定される。今後、種内変

異が生じる分子メカニズムの解明に向けて、全国から選抜された形質の異なる系統を用

いて研究を進めていきたいと考えている。 

引用文献 
1. Nose, M., Watanabe, A., Clock genes and diurnal transcriptome dynamics in summer and winter in the gymnosperm Japanese 

cedar (Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don). BMC Plant Biology 14(308), 2014 

2. Nose, M., Kurita, M., Tamura, M., Matsushita, M., Hiraoka, Y., Iki, T., Hanaoka, S., Mishima, K., Tsubomura, M., 

Watanabe, A., Effects of day length- and temperature-regulated genes on annual transcriptome dynamics in Japanese cedar 

(Cryptomeria japonica D. Don), a gymnosperm indeterminate species. PLOS ONE 15(3)(e0229843), 2020 

3. Nose, M., Hanaoka, S., Fukatsu, E., Kurita, M., Miura, M., Hiraoka, Y., Iki, T., Chigira, O., Mishima, K., Takahashi, M., 

Watanabe, A. Changes in annual transcriptome dynamics of a clone of Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) 

planted under different climate conditions. PLOS ONE (in press) 
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秋冬季におけるバラ科果樹越冬芽の発芽・開花抑制のしくみ 

京都大学農学研究科 

山根 久代 

 

１． はじめに 

 温帯や亜寒帯に分布する木本植物の多くは，四季の環境変化にあわせ夏から冬にかけ

て成長期から休眠期へと成長サイクルを転換させ，越冬芽を残して落葉して越冬し（落

葉樹の場合），翌春に一斉に発芽・開花する．休眠ならびに低温馴化能の獲得は，木本

植物が生活に不適な環境である冬でも生理機能を維持することを可能にした．  

 我々が研究対象とするバラ科植物には，リンゴ（Malus × domestica），ナシ（Pyrus 

pyrifolia），オウトウ（Prunus avium），モモ（Prunus persica），ウメ（Prunus mume）など

の主要温帯落葉果樹に加え，サクラ‘ソメイヨシノ’（Prunus × yedoensis）やバラ（Rosa 

spp.），イチゴ（Fragaria × ananassa）など，多くの重要な園芸作物が属している．成

長期から休眠期への移行（成長停止）を誘導する主要環境シグナルは短日や低温条件（一

般には約 15°C 以下）といわれており，休眠から発芽に至る主要環境シグナルは，一定

量の低温（一般には 5°C 程度）（chilling requirement, 低温要求性）と，その後の一定量

の好適温度（heat requirement, 高温要求性）への遭遇とされる.  

バラ科果樹の越冬芽には，花序や分化した花原基を含む花芽と，頂端分裂組織を含む

栄養芽（葉芽）がある．花芽では，春に開花する花の花原基の分化と発達が進行したの

ち，秋から冬にかけての低温要求期間中は，花芽の発達が緩やかあるいは停滞している．

栄養芽も花芽も低温要求量満了までは，たとえ好適条件に遭遇しても花原基の顕著な肥

大成長や発芽・開花は抑制されている．低温要求量満了後は適温遭遇に伴い発芽・開花

ステージが進行する．低温要求量や高温要求量は品種特異的であり，バラ科果樹の発芽

日や開花日決定に影響を与える重要な農業形質であるが，その制御機構に関する知見は

限られている． 

 

２．バラ科果樹における温度要求性制御候補因子 DAMおよび FLC-likeの同定 

我々は，遺伝子発現解析の手法から低温・高温要求性の制御機構に関する知見を得る

ことを試みた．バラ科果樹の栄養芽や花芽において低温要求期間に発現が多く，休眠/休

眠覚醒（越冬芽の潜在的発芽活性の強弱）と相関した発現を示す遺伝子を網羅的に探索
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した．その結果，SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP)/AGAMOUS-LIKE24 (AGL24)クレイ

ドの MADS-box 遺伝子[モモ難休眠導入変異体 evergrowing（evg）の原因遺伝子候補とし

て単離された SVP/AGL24クレイドのMADS-box遺伝子群のひとつと相同]である DAM6

を低温要求性制御候補因子として同定した．遺伝学的解析から，DAM6 が植物ホルモン

代謝や細胞周期関連遺伝子の発現を制御することで栄養成長抑制・発芽抑制機能をもつ

ことを明らかにした． 

種子休眠制御では ABA が休眠誘導ホルモンとして中心的役割をもつことが知られて

いるが，芽の休眠制御においても重要な役割をもつことが明らかとなってきている.バ

ラ科果樹においても，休眠が深い時期に ABA内生量が多く，休眠の季節変動と ABA内

生量に正の相関があることを明らかにした．さらに低温要求性の異なる品種間で顕著に

ABA 内生量が異なることも明らかにした．近年ポプラにおいて，SVP ホモログである

SVP-like（SVL）が ABA依存的休眠導入と休眠覚醒のハブ遺伝子として機能することが

明らかとなっている．DAM6 遺伝子は SVL と同じ SVP/AGL24 クレイドに属し，SVLと

同様 DAM6 遺伝子の発現量は，ABA処理により増大し，ABA生合成阻害剤処理により

減少し，DAM6 遺伝子発現量と ABA 内生量に有意な正の相関があることを明らかにし

た．ゆえに DAM遺伝子が ABA制御下で ABAと協調して休眠を制御している可能性を

考えている． 

最近我々は，網羅的遺伝子発現解析から，FLOWERING LOCUS C クレイドの MADS-

box 遺伝子である FLC-likeを高温要求性制御候補因子として同定した．FLC-likeは，低

温遭遇に伴って発現が増加し，低温要求量満了時から高温要求性期間となる冬季に発芽

が多く，開花ステージの進行に伴って発現が低下する発現パターンを示す．FLC-likeを

過剰発現するシロイヌナズナでは栄養成長が抑制されたたため，FLC-likeが低温誘導性

ならびに適温消失性の成長抑制因子として機能し，高温要求性に影響するのではないか

という作業仮説を立てている．現在，機能同定に向けさらなる研究を進めている． 

 

３． バラ科果樹の温度要求性制御にはヒストン修飾によるエピジェネティック制御が

影響している？ 

 ヒストン修飾によるエピジェネティック制御が植物の季節応答に重要な役割を果た

していることは，モデル植物シロイヌナズナの春化でよく知られており，シロイヌナズ

ナ花成制御遺伝子 FLCの低温遭遇による発現低下には，H3K4me3 や H3K27me3 による

ヒストン修飾や長鎖非翻訳 RNA を介したエピジェネティックな制御機構が働くことが

知られている．バラ科果樹休眠解除における温度要求性は，春化とよく似た季節応答の
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しくみととらえることもできる．我々は，遺伝子発現に影響を与える一般的なヒストン

修飾である，H3K4me3, H3K27me3 に対する抗体を用いたクロマチン免疫沈降法と次世

代シークエンサーを組み合わせた技術である ChIP-seq 解析と，RNA-seq 解析をおこな

い，秋の花芽休眠芽，一定量の低温に遭遇した花芽休眠芽（冬の花芽），その後適温に

遭遇した花芽休眠芽（発芽直前の早春の花芽）の間で比較した．モデル植物と同様に，

バラ科果樹のリンゴにおいても H3K4me3 と H3K27me3 によるヒストン修飾は，それぞ

れ遺伝子の転写活性化，転写抑制と関連すること，さらに休眠（秋）から開花（春）に

かけてのグローバルな遺伝子発現変化は，H3K27me3 のレベル変化とは相関しないが，

H3K4me3 のレベル変化とは強く相関することを明らかにした．低温要求量満了まで発

現が高くその後発現が低下する DAM 遺伝子群と低温要求量満了後に発現が上昇する

FLC-like の発現には，H3K4me3 によるヒストン修飾が関連することも明らかにした．

また H3K4me3修飾を受ける遺伝子群のプロモーター領域には，SVP 結合配列が有意に

濃縮されることがわかった．リンゴでは DAM が SVP とタンパク質複合体を形成して

標的遺伝子の転写を制御することが明らかとなっている．すなわち，DAM がヒストン

修飾を受けるだけでなく，間接的にヒストン修飾に関与する可能性が示された．この可

能性についてはさらなる検証が必要だが，バラ科果樹の温度要求性制御において，ヒス

トン修飾によるエピジェネティック制御機構が重要な役割をもつことを示唆している

かもしれない． 

 

４．おわりに 

 バラ科果樹などの木本植物では一般的に，秋に一時的に暖かい日が訪れても発芽や開

花の進行は抑制されている．一方，春になれば，暖かければ暖かいほど発芽や開花の進

行は促進される．すなわち秋から冬を経て春へと季節が移り変わる過程で，成長制御シ

ステムの転換が生じると考えられる．これを司る「低温要求性」の理解は，今後の温暖

化が樹木のフェノロジーに与える影響を正確に把握するために重要なカギとなる．一方，

バラ科果樹においては現在，温暖化による開花の前進と気候変動の極端化が合わさるこ

とで，晩霜害の危険性が増している．安定的なバラ科果樹生産を将来にわたって保証す

るためには，短期的には高温要求量の多い品種の，長期的には低温要求性の少ない品種

の育種が求められる．育種の進展のためにも，温度要求性制御機構のさらなる理解が望

まれる．  

 

（参考文献） 

Chen W, Tamada Y, Yamane H et al. (2022) H3K4me3 plays a key role in establishing permissive 
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chromatin states during bud dormancy and bud break in apple. Plant J 111: 1015-1031. 

Nishiyama S, Matsushita MC, Yamane H et al. (2021) Functional and expressional analyses of apple 

FLC-like in relation to dormancy progress and flower bud development. Tree Physiol 41: 562–570. 
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寒冷地で栽培される醸造用ブドウの冬芽の越冬機構 

帯広畜産大学 

春日 純 

 

近年、北海道内でも寒冷な道東地域においてワイナリーの新設が増えている。これに

は、ヨーロッパブドウ品種と寒冷地で生育する Vitis属樹種をかけ合わせて作出した高

耐寒性種間交雑品種の普及が大きく貢献している。晩秋から早春にかけて、ブドウの冬

芽の耐寒性は他の地上部に比べて低く、最も凍霜害を受けやすい。冬芽における凍霜害

の発生は、果実の収量や樹体の生存に大きな負の影響を与える。現在、我々の研究室で

は、十勝地域で栽培されている高耐寒性種間交雑品種や他地域のヨーロッパブドウ品種

を用いて、醸造用ブドウの冬芽の越冬メカニズムを研究している。本講演では、最近得

られたいくつかの研究結果について紹介する。 

ブドウの冬芽の凍結挙動 

多くの Vitis属樹種の冬芽は、氷点下温度において、内部を過冷却させることで凍結

を回避していると考えられている。一方で、北米原産の V. ripariaの冬芽のように、

冬芽内の細胞が凍結脱水を受けると予想されているものもある。我々は、低温走査型電

子顕微鏡を用いて、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所で作出された高耐寒性種間交雑品種

‘山幸’の冬芽内の細胞が氷点下温度で部分的な凍結脱水を受けている様子を観察した。

このとき、冬芽の内部には氷晶が見られなかったことから、‘山幸’の冬芽は器官外凍

結をすると結論付けた。また、いくつかのヨーロッパブドウ品種や国外で作られた種間

交雑品種についても、冬芽が凍結脱水を受けることを示す結果が得られ、器官外凍結が

Vitis属樹種の冬芽の一般的な凍結適応機構であることが示唆された。 

冬芽の脱馴化と道管形成 

ブドウの冬芽が氷点下温度で生存を続けるためには、冬芽と枝との間に、枝に存在す

る氷晶から冬芽を隔離するバリアとして働く構造が存在する必要がある。このバリアを

横断するように枝と冬芽内部との間に道管が形成されると、そこが凍結の拡大経路とな

ることから、道管形成が春の冬芽の耐寒性喪失に関与すると考えられている。我々は、

厳冬期に採取した−30℃程度の高い耐寒性を持つ‘山幸’の冬芽内部にリグニンが沈着

した二次壁を持つ細胞列が存在することを確認した。この細胞列を構成する細胞は、厳

冬期にはまだ細胞小器官を持っており、冬芽内の道管の通水機能獲得は脱馴化開始以降

に見られたことから、脱馴化過程で起こる道管要素の末端壁の分解が冬芽の耐寒性喪失

に関与すると予想した。 
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寒冷圏の常緑樹はどのようにして低温下で光化学系を保護して

いるのだろうか？ 

 北海道大学低温科学研究所 

 田中亮一 

 

 

光合成反応はその原理からいって、低温に弱いと考えられている。なぜなら、光合成の

最初の反応である光吸収は気温にはあまり関係なく進むが、光合成反応の下流に位置す

る各種の酵素反応は気温が下がると大きく低下するからである。実際、多くの植物では、

「低温」と「強光」という条件が重なると行き場を失った電子が活性酸素の発生を引き

起こし、細胞が障害を受ける。寒冷圏において低温強光下で緑色の葉を維持することは

植物にとっては簡単なことではなく、寒冷圏の常緑樹は、光化学系を保持したまま光障

害を回避する分子機構を有すると考えられている。このような分子機構の中で重要と思

われるのが、光化学系において光エネルギーを熱として放散する反応（熱放散または NPQ

とよばれる）である。すべての植物は共通の熱放散の分子機構を有するが、常緑樹はこ

れらとは異なる持続的熱放散とよばれる機構を持つ。この持続的熱放散の実体を明らか

にするために、演者の研究室では、イチイなどの常緑樹を材料に、トランスクリプトー

ム、光化学系複合体、光合成色素などの解析を行った。その結果、冬期のイチイのトラ

ンスクリプトームの 15%以上を ELIPとよばれるクロロフィル結合タンパク質の mRNAが

占めることが明らかとなった。さらに、冬期には光化学系のアンテナタンパク質に匹敵

する分子数の ELIP が蓄積していることがわかった。また、時間分解クロロフィル蛍光

測定によって、冬期には光化学系 II および I の両方において、クロロフィルの励起エ

ネルギーの熱放散が促進されていることが示唆された。これらの結果から、イチイでは、

大量の ELIP が冬季に蓄積し、熱放散によって光化学系の電子伝達を抑制していると考

えられる。本研究は、森林総研北海道支所・北尾光俊博士、神戸大学・秋本誠志博士、

基生研・横野牧生博士との共同研究によって行われた。 
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樹木細胞の凍結挙動とその関連成分について 

 北海道大学 

 荒川 圭太 

 

 

 温帯や冷温帯に分布する樹木は、冬期間の厳しい環境を乗り越えるための越冬能力を

備えている。なかでも気温の低下にともなって生じる水の凍結という状況変化の下で生

存するためには、凍結抵抗性という生理機能が重要となる。このような樹木では、秋か

ら冬にかけて季節的な低温馴化過程を経ることによって凍結抵抗性を向上させる。この

ような凍結抵抗性の上昇は、主に低温馴化過程で生じる様々な生理的、構造的変化によ

ってもたらされる。例えば、可溶性の糖類のような適合溶質や Late embryogenesis 

abundant proteins（LEA タンパク質）のような非常に親水性の高いタンパク質の蓄積

量が増加することが知られている。このような一連の変化は、凍結による負荷を緩和・

解消する役割を持つと考えられており、草本植物の低温馴化過程でも検出される、いわ

ば陸上植物に共通するような生理現象として位置付けられる。 

 このような低温馴化した樹木の細胞を、自然環境で生じる程度に緩やかな速度で冷却

していくと、まず細胞外に存在する水が凍結し始める。その理由は、細胞膜で区画化さ

れた細胞内の微量な水と比べ、細胞外の水は溶質濃度が低く広く分布することが挙げら

れる。さらに、細胞外には水の凍結を誘発するような因子の存在も知られている。この

ことは、前者には凝固点降下、後者には不均質核生成という現象が関与して細胞外の水

の凍結が始まると言い換えることもできる。 

 また、氷点下の気温のもとで生存できる細胞は、細胞外の水が凍結しても細胞内部の

水は凍結しない。例えば、樹皮組織の柔細胞では、ある氷点下温度において細胞外の水

が凍結し始めると、その時点で細胞内外にて形成された水蒸気圧差が平衡化するまで細

胞は凍結脱水される。このような凍結に対する細胞の応答（凍結挙動）は細胞外凍結と

呼ばれている。一方、木部組織の柔細胞では、同様に冷却しても凍結脱水せずに過冷却

を維持する。この凍結挙動は深過冷却と呼ばれ、日常生活でみられる水の一過的な過冷

却現象とは異なり、より低い温度で長期間安定して維持される。 

 今回、樹木でみられるこれらの凍結挙動や、樹木由来の水の凍結を促進する因子と水

の凍結を抑制する因子について紹介する。 
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MRIによる凍結様式可視化解析と凍結制御要因 

東京大学大学院農学生命科学研究科森林植物 

石川 雅也 

 

 

＜緒言＞ 温帯以北に生育する樹木等は冬季間、頻繁にマイナス温度に曝される。植物の最大成分は水

だ。水は一般的に氷点下で凍結する。これらの植物の越冬器官は、翌年の開花・成長に重要だが、どの

ように致死的な細胞内の凍結を回避するのだろうか？ 

耐寒性植物は、凍結温度下での致死的な細胞内凍結を回避するため、組織の凍結を制御する能力を進

化過程で獲得し、種および器官に特異的な凍結様式（凍結挙動・凍結戦略）をもつに到ったと考えられ

る。大まかには積極的に特定部位を凍らせる戦略と凍らずに過冷却を維持する戦略があり、種や組織・

器官により大きく異なる（図 1は典型例）。重要な耐寒性機構だが、複雑器官の凍結様式の多様性や制

御機構はよく判っていない。演者らは45年程前この問題に気づき 1-2）、ライフワークとして少しずつ研

究を進めてきた。特に、凍結様式の無侵襲可視化解析法の開発と解析、凍結様式を支える制御要因や凍

害機構の解明に取組んできた。今回、MRI解析と組織の凍結を制御する氷核活性について紹介する。 

＜MRI＞ 凍結様式の研究で障害となることは、冬芽や枝等複雑な植物器官の凍結様式や凍結動態（ど

のように組織が凍り始め、凍結伝搬、或いは阻止されるか）が、外部から見えず正確な把握が困難なこ

とだ。従前の解析法は主に示差熱分析だが、位置情報に欠け、どの部位が凍結・未凍結なのか不明だっ

た。問題解決には、複雑かつ厚い植物器官の凍結様式を無侵襲に可視化する手法の開発が必須で、演者

らは MRIを用いた凍結様式可視化法の開発と解析を機会に恵まれ、26年程前から行ってきた 3-5）。 

MRI法の基本原理は医療用 MRIと同じだ。超電導 MRIを使うため解像度が 20-100µｍで、組織レベル

の解析に適する。温度可変 MRIでは、組織の未凍結水の密度分布を可視化し、凍っていない組織を画像

化する。一方、水が凍結すると緩和時間 T2が著しく短くなり、凍結組織の画像コントラストが急激に低

下する（図２）5)。本原理により組織の凍結様式を無侵襲可視化できる優れた方法だ（図 2,３）3-8)。演

者らはこの数年、高分解能 MRI（600MHz）を用いた凍結様式の解析を試みてきた。その結果、組織の凍

結過程のセミリアルタイム可視化（どこから凍り始めて伝搬していくかが判る）や３D解析による凍結

様式の多様性解析や組織の凍結制御に重要な役割をもつ凍結バリア部位の可視化にも有効なことが判

った。従前のMultislice法も含め、実例を紹介する。MRI法では、適切な手法、Pulse-sequence、各種撮

像条件は、機材、試料や目的に応じて全く異なるため、毎回予備撮像を行いながら最適条件設定を行う。

試料の乾燥防止のため、試料全体をパラフィルムで包み試料管に挿入し、2-5℃/hで冷却、各凍結温度

で平衡化後、撮像を行う。MRIマシンタイム確保が重要だ。 
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＜氷核活性＞ 凍結様式に関わる凍結制御要因には、氷核活性の組織分布、凍結部位と未凍結部位の間

にある凍結バリア、凍結を伝搬させる機構、過冷却促進機構等がある。ここでは氷核活性について紹介

する。植物が氷点下に曝されると最初に起こることは凍結開始である。演者らは、組織の凍結開始に関

わる氷核活性が凍結様式成立に重要ではないかと考え、35 年程前から研究を行ってきた。越冬中の植

物の凍結開始は、霜や雪、氷核活性細菌によるという考えや、導管中の水やアポプラスト水は浸透圧が

低いので、そこから自発凍結する物理現象と考える人が多い。しかし、耐寒性のある木本植物は，外部

から植氷がない条件下でも－１～－3℃で自発的に凍結する。凍結開始能が、氷核活性を介して植物が

自ら制御する生理形質ではないかと考え、植物組織用の氷核活性検定装置・手法を作ることから始め、

冬芽については 200種以上の植物種の各組織について、枝は 600種以上について調査を行った 9-14)。 

器官外凍結をする花芽や葉芽では、Ice sink（氷析出部位）として機能する芽鱗片や細胞外凍結をす

る枝皮層部等で氷核活性が高く、高い温度で必要部位の凍結を即すと考えられる（図 4）11-12)。一方、

器官外凍結で過冷却状態を維持している小花などは、氷核活性が低く、合目的だ。レンゲツツジでは深

過冷却をする枝木部や髄なども氷核活性は低い。花芽、葉芽とも様々な凍結様式があるが、いずれにお

いても氷核活性の組織分布と非常によく対応することが多い 10-14)。 

氷核活性調査により、植物組織の氷核活性にはオートクレーブ耐性型（121℃15分）と同感受性型が

あることや、氷核活性のタイプは系統と密接な関係があることが判った。レンゲツツジでは、芽鱗片の

氷核活性は熱耐性、枝皮層部の活性は熱感受性だが、ヤマツツジでは、芽鱗片、枝皮層部のいずれの氷

核活性も熱感受性型だ。熱耐性・熱感受性の氷核活性を持つ種間の雑種実験から、組織の氷核活性タイ

プは遺伝することも判った 11-13)。 

更に、レンゲツツジ花芽鱗片の氷核活性の季節変化を調べた。レンゲツツジ花芽は 8月末の花芽形成

完了時点では、外鱗片にはある程度の氷核活性があるが、内鱗片には殆ど活性がない。しかし、初霜が

降りる 10 月下旬にかけて内外鱗片の氷核活性が急激に上昇し最大となり、冬季間維持された（図 5）

12)。この間、内鱗片の氷核活性の熱耐性は上昇し、熱耐性・感受性型は変換しうることも示唆された。

10年間の調査で、毎年同様の季節変化を示した。組織の氷核活性が初霜に合わせて高まることは、組織

内での氷核活性物質産生や初霜予知能力を想起させる。レンゲツツジ芽鱗の氷核活性は、粉末に摩砕し

ても活性は全く損なわれないこと、細胞壁画分に活性があること等が判っている 12)。植物組織の氷核活

性には内生菌や表在微生物の関与も否定できないが、微生物由来の氷核活性は熱感受性のため、レンゲ

ツツジ芽鱗などに見られる熱耐性の氷核活性は植物由来の可能性が高い。 

ブルーベリー枝では皮層部に高い氷核活性があり(図 6)、皮層部から凍結開始する 15-16)。レンギョウ

枝では髄に高い氷核活性があり、枝中心の髄近傍から凍結開始する。これまで枝は木部から凍結開始す

るとされてきた（定説）が、これらの植物では、氷核活性分布や凍結過程観察結果は定説を支持しない。 

以上は、植物は組織の氷核活性を制御していること（生理形質）を示唆する。器官や種に特異的な氷

核活性の組織分布が，凍結部位や凍結する順位を制御し、種，組織固有の凍結様式の成立に寄与すると

考えられる。凍結開始温度が低いと氷成長速度は著しく高く、細胞内凍結を起こしやすい。凍結開始温

度が高いと成長速度は遅い（－10℃での氷晶成長速度は－1℃での約 100倍速い）13-14)。確実に高い温度
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で細胞外や特定部位を凍結させるため、必要部位には高い氷核活性が局在し、凍結温度を感知するかの

ように組織凍結を開始させていると考えられる。氷核活性物質の本体解明が重要だが、これまでの調査

は植物の氷核活性物質は多種あることを示唆する。このうち一つは物質同定には成功したが、遺伝子同

定まで至ったのは、半世紀で氷核活性細菌だけで、植物、菌類ではまだ成功していない 13-14)。 
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図３.ハウチワカエデ花芽の MRI像。木部と花序と花序(infl)を包む幼葉（PL）が過冷却しているが、隣接する皮層部と

鱗片は-7℃までに凍結している。矢印部分には、明瞭な境界が見える。-14℃では、花序の基部(境界の部分)から

緩やかに花序が脱水されていく様子がわかる（花序も少し小さくなっている）。 
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図５ レンゲツツジ花芽各組織の氷核活性の季節変化 12)

（OS:外鱗片、IS:内鱗片、FL：小花）                                                            

0

10

20

30

40

50

C
u

m
u

la
ti

v
e

 #
 o

f 
tu

b
e

s
 f

ro
z
e

n

-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19

Temperature (℃)

DW

Floret

Inner scale

Outer scale

図 4レンゲツツジ花芽の氷核活性分布（左）と試験管法で示す組織の氷核活性測定例 12) 

図 6ブルーベリー枝の氷核活性の組織分布（A,B）と
－10℃での氷結晶分布（C）16) 

e, epidermis; p, parenchyma; f, fiber; x, xylem; a, air space; 

c, cambium 


	０．日本木材学会組織と材質研究会2022年冬季シンポジウム講演要旨集
	１．日本木材学会組織と材質研究会2022年冬季シンポジウム_要旨_能勢
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