
Ⅰ．はじめに

コシガヤホシクサ Eriocaulon heleocharioides 

Satakeは，ホシクサ科ホシクサ属の 1年生の水

生植物である（図 1）．1938年に埼玉県越谷市

で発見され記載されたが，その後確認された自

生地は茨城県下妻市砂沼のみであり（図 2），

合わせて 2ヶ所の自生地が報告されるのみの日

本固有種である．越谷市では 1938年の発見以

後再確認できず絶滅したと考えられていたが，

その後 1975年に茨城県下妻市砂沼で再発見さ

れた．砂沼においても 1995年に水管理方法が

変更され絶滅したが，直前に宮本　太氏（東京

農業大学）らにより種子が採取され，絶滅は回

避された．その後，国立科学博物館筑波実験植

物園などで生息域外保全が行われており，環境

省レッドリスト（2017）では，野生絶滅種に指

定されている．

日本では 10種の植物が野生絶滅種に指定さ
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野生絶滅種コシガヤホシクサ（ホシクサ科）は，これまでに 2カ所の自生地のみが知られる日本固有
の一年生の水生植物である．絶滅前に，1カ所の自生地の個体群が栽培保存されており，その野生復帰プ
ロジェクトが進行中である．その中で，野生復帰地の好適環境条件などと平行して，生息域外保全を行
うための種子保存・発芽特性，繁殖生態などを明らかにしてきたが，栽培保存期間の長期化に伴い，遺
伝的多様性の低下，近交弱勢に基づく適応度の低下が懸念されている．そこで本研究では，栽培下で想
定される交配様式（自家交配・他家交配）が繁殖および生存に与える影響を明らかにするとともに，遺
伝的マーカーとしてMIG-seq法の適用が可能かどうか検討した．一部の適応度指標形質において，自家
交配による近交弱勢が検出された．成長ステージや調査年によって異なるため今後の精査が必要である
が，この問題が本種の生息域外保全とそれを利用した野生復帰に影響を与える可能性が示唆された．
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図 1　コシガヤホシクサ（ホシクサ科）



れているが野生復帰が成功した例はない．しか

し，本種においては，最後の自生地である砂沼

における絶滅の主要因が水管理方法の変更にあ

ることが明らかであるため，自生地環境の復元

を含めた野生復帰の可能性が考えられた．そこ

で，2008年から国立科学博物館筑波実験植物

園が主体となり，砂沼への野生復帰プロジェク

トが開始された．

このプロジェクトにおいて，これまでに次の

ような成果が得られた．1）野生復帰地（砂沼）

の地元関係者と協議し，砂沼の水管理をコシガ

ヤホシクサ絶滅前と同様な方法（9月末～ 3月

末に水位を低下させる）へ戻す合意が形成され

た．2）野生復帰地へ播種を行い，発芽，成長，

開花，結実が可能であることが確認された．3）

野生復帰地における主な送粉者がハエ目

Dipteraであることが明らかとなった（Tanaka 

et al. 2015）．4）野生復帰地における生育・生

存には，土の粒径組成および水深が重要な要因

であることが示された．5）種子の発芽および

保存特性が明らかになった（Tanaka et al. 2014）．

生物の保全は，生息域内保全と生息域外保全

が相補的に機能することで完遂される．生息域

外保全の最重要目的の 1つは，生息域内への野

生復帰（再導入）の供給源を保存することにあ

るが，特に野生絶滅種においてはこの重要性は

極めて高い．しかし実際に行う場合，次の 2つ

の問題がある．1つは，生息域外保全個体群と

導入先の生息域内個体群との遺伝的差異による

遺伝子汚染である．これに関しては，既に様々

な生物群において種内の地理的・生態的・遺伝

的分化が明らかになり，その問題点と保全指針

の策定と周知が行われてきた（メダカ（日本魚

類学会 2005），ホタル（村上伸茲 2011），アマ

モ（水産庁 2007）等）．もう 1つの問題は，生

息域外保全過程での個体群の遺伝的劣化であ

る．つまり，栽培環境・管理方法に起因する遺

伝的多様性の低下，近交弱勢および形質の変化

とそれに伴う野生環境における適応度の低下で

ある．これを放置すれば，野生復帰や野生集団

再生の成功を妨げるだけでなく，野生集団へ悪

影響を与え，種の存続の障害となる可能性すら

ある．野生からの生息域外への救出時に一部の

遺伝子型個体の導入により生じる遺伝的多様性

低下については，研究も指針提示も多数行われ

ている（Guerrant et al. 2014）．しかし，生息域

外保全過程における劣化の問題は，理論上では

その懸念が指摘されてきたが，実験的検証は予

察的報告があるのみ（Gargano et al. 2011）であ

る．特に種子保存が困難な種では，植物体での

保存が必須となるため，特にこの問題への早急

な対応が必要である（Enßlin et al. 2015）．

この問題は近年になって顕在化してきてお

り，野生集団から救出された後に生息域外（植

物園）で栽培保全されていたアブラナ科植物

（Rucinska and Puchalski 2011）とナデシコ科植

物（Rucinska and Puchalski 2011）において，そ

の供給元野生個体群よりも低い遺伝的多様性が

報告された．また，遺伝的多様性の低下に伴う

適応度の低下に関しては，数世代後の生息域外

保全個体群においてすら，供給元の野生集団と

の間で適応度や表現型の変化が起こることが予

察的に報告されている（Enßlin et al. 2015）．本

来の生息域外でのみ個体群が維持されている野
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図 2　野生復帰地（茨城県下妻市砂沼）



生絶滅種において，この問題は特に深刻である．

しかし，これまでのコシガヤホシクサの野生

復帰プロジェクトにおいては，野生復帰の成功

がこの問題の解決になるという考えから，対策

を講じてこなかった．しかし，野生絶滅後 20

年以上が経過し，生息域外保全が長期化してい

る現状では，対応の避けられない課題に位置づ

けるべきと考えられた．

そこで本助成研究では，交配方法（自家受粉，

他家受粉）毎に得られた種子の適応度（種子重

量・発芽率・成長率）を明らかにすることによ

り，栽培保存下での交配による近交弱勢の懸念

を検証することを目的とした．また，遺伝的多

様性の点から栽培保存の問題点を検証するため

に，次世代シーケンサーを用いたMIG-seq法

の適用を検討した．

Ⅱ．材料および方法

1. 交配実験

試験対象株は国立科学博物館筑波実験植物園

の圃場にて生育した株から無作為に全 150株を

選択し，1株につき 6花序を交配実験の対象と

した．株内の 6花序の内 3花序について，袋掛

け（適当なサイズに調整した果物袋を利用）を

行うことで自家交配処理をした．残りの 3花序

について，除雄をしたうえで任意交配させるこ

とで他家交配処理をした．花序への交配方法の

割り当ては各株につき無作為に選択した．除雄

に関しては確実に他家交配処理のために登熟期

に移行するまで朝と夕方に雄花の有無の確認・

除去を毎日必ず行い，花粉供給株を試験対象株

の周囲に配置した．

交配実験後に登熟した全個体の全頭花あたり

の種子数及び果実数を計測し，結実率（種子

数／胚珠数）を算出した．種子重量に関しては

一頭花分の種子だけでは種子重量を計量できな

いことがあったため株内の同じ交配方法ごとに

まとめて種子重量を計測し，平均種子重量を株

における交配方法を代表する値として用いた．

ただし，以上の方法でも計量が不可能であった

ものは計測・解析からは除外した．

2. 発芽・成長・生存実験

得られた種子について圃場にて発芽・生育実

験を行った．発芽・生育実験には交配実験で得

られた種子を利用した．

本種の発芽様式には水中での発芽（以降，水

中発芽とする），湿地上での発芽（以降，湿地

発芽）が知られており（Tanaka et al. 2014），実

験に用いる環境条件として湿地環境と水中環境

を設定した．得られた種子を親株・交配方法ご

とに分けて，生育培土上（0.08 m2）に播種を行っ

た．発芽後の個体は，繁殖ステージまでの生存

について記録をした．

成長に関しては，4月上旬に播種を行い，湿

地環境下でのみ実験を行った．発芽一か月後か

ら栄養成長に関わる項目として個体あたりの葉

枚数，最大葉長，ロゼットサイズ（上方から見

た時の，成長点を中心とした葉の広がり直径を

計測），を 5月から 8月まで毎月計測した．

3. 統計解析

統計解析はMicrosoft Excelおよびフリー統計

ソフト R version 3.3.1（R DevelopmentCore Team）

を用いた．Rを用いた解析には一般化線形混合

モデル（以下，GLMMとする）を用いた． 

生存の有無に対し，誤差構造として二項分布

を仮定し，説明変数を交配方法・環境条件，変

量効果を親株とした．栄養成長形質・繁殖成長

形質に対し，誤差構造としてガンマ分布，負の

二項分布を仮定し，説明変数を交配方法，変量

効果を親株とした．また，一部の GLMMの結

果に対しては線形モデルだけでなく，非線形の

モデルでも多重比較できるように拡張された．

multicompパッケージの glht関数を使用するこ

とで多重比較を行った．
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4. DNA解析

交配実験の自家受粉および他家受粉によって

得られた種子の発芽・成長個体から，合計 169

（自家 48個体，他家 121）個体について遺伝解

析を行った．

各個体から葉を 3枚採取し，-80 ℃で保存し

た後，液体窒素で冷凍したままセラミックビー

ズで粉砕し，CTAB法（Doyle and Doyle 1990）

で全 DNAを抽出した．抽出後，マイクロプレー

トリーダー Infinite 200 PRO（テカンジャパン

（株））で濃度を測定した．

DNA変異の検出には，MIG-seq法（Suyama 

and Matsuki 2015）を用いた．1stPCRでは，1

サンプル当たり精製 DNA10 ngを，プライマー

に primer set1（Suyama and Matsuki 2015），酵素

に TAKARA Multiplex PCR Assay kit V2を用い

て，変性 94 ℃ -30秒，アニーリング 48 ℃ -60秒，

伸長 72 ℃ -60秒を 25回繰り返して PCR反応

を行い，テンプレート DNAを増幅させた．ア

ガロース電気泳動で PCR 増幅を確認後，

2ndPCRを行った．2ndPCRでは，1サンプル当

たり 1stPCR産物を 2.5 μl用い，プライマーに

インデックスプライマーセット，酵素に

TAKARA PrimeSTAR GXL DNA Polymeraseを用

いて，変性 98 ℃ -10秒，アニーリング 54 ℃

-15秒，伸長 68 ℃ -30秒を 12回繰り返して

PCR反応を行った．

2ndPCR産物をアガロースゲル電気泳動で増

幅とおよその濃度を確認し，Agilent 4200 

TapeStationを用いて，各サンプルの濃度を正確

に測定し，各サンプルの濃度が均一になるよう

に混合した．混合 DNA溶液を QIAquick PCR 

purification kitを用いてカラム精製し，Blue 

Pippin（日本ジェネティックス）を用いて，

300～ 1000 bpの範囲の DNA断片をゲル抽出

した．抽出断片を再度カラム精製し，Agilent 

4200 TapeStationを用いて濃度を 4 mMに調整

し，イルミナMiSeqでシーケンシングを行った．

得られたデータは，ソフトウェア FASTQC

（Andrews 2010）を用いてクオリティチェック

を行い，数値の低い先頭（～ 18 bp）と後半のデー

タ（67 bp以降）を FASTXツール（Pearson et 

al. 1997）を用いて削除し，残った領域をデー

タとして用いた．これを遺伝解析用ソフトウェ

ア Stacks ver1.47（Catchen 2013）を用いて，各

サンプル間の変異を検出した．

得られた塩基変異情報を用いて，GENEPOP 

on the Web 4.2 （Raymond and Rousset 1995）によ

り，ヘテロ接合度および FISを，自家交配およ

び他家交配それぞれの第 2世代について算出し

た．

Ⅲ．結果

1. 交配実験

図 3は，他家交配および自家交配で得られた

種子の重量（g）を示している．他家交配は二

峰性の分布を示し，平均値は 0.000188 ±

0.000018 gであった．自家交配は単峰性の分布

を示し，平均値は 0.000183± 0.000022 gであっ

た．最大値，最小値ともに自家交配よりも他家

交配から得られた種子の方が高かった．GLMM

からも，自家交配の種子の重量が小さいことが

示された（GLMM, 係数＝－ 0.028，p＝ 0.038，

表 1）．

2. 発芽・成長・生存実験

図 4は，他家交配および自家交配で得られた

種子の発芽率（%）を示している．発芽率の分

布は 2つの交配方法間で異なり，他家交配だけ

が 50 %を超える種子群（親株）があり，最大

で 88 %となった．自家交配では発芽率が 50 %

を超える種子群はなかった．発芽率の分布幅は，

他家交配の方が自家交配よりも大きかった．し

かし，GLMMによる解析では，交配方法間の

発芽率の有意差は示されなかった（GLMM，
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係数＝－ 0.417，p＝ 0.12，表 1）．

図 5は，他家交配および自家交配で得られた

種子の繁殖ステージまでの生存と生育環境条件

の違い（水中および湿地）との関係を示してい

る．生育環境条件による繁殖ステージまでの生

存は，交配方法ごとに異なるパターンを示した．
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応答変数 説明変数 係数 標準偏差 P値 AIC 分布族

(Intercept) -8.57688 0.00997 < 0.001

交配方法：自家 -0.0287 0.01386 0.038

(Intercept) -1.399 0.194 <0.001

交配方法：自家 -0.417 0.265 0.12

種子重量（／株） ガンマ分布4819.5

発芽率（／株） 643.5 二項分布

表 1　交配方法が繁殖成功度・種子における適応度に与える影響（GLMM）

図 5　異なる生育環境における自家交配および他家交配由来種子の生存．（a）湿地環境（b）水中環境．繁殖段階（開花・結実）

まで生存した個体を 1（●），繁殖段階まで到達しなかった個体を（×）と示した．同一環境条件下において，同一親の異なる

交配方法で比較した．予測生存確率を棒グラフで示した．
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図 3　他家交配および自家交配で得られた種子の重量（g）．

バイオリンプロットはデータの分布を示す．○は平均値，太

実線は標準偏差，細実線は最大・最小値を示す．
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図 4　他家交配および自家交配で得られた種子の発芽率（%）．

バイオリンプロットはデータの分布を示す．○は平均値，太

実線は標準偏差，細実線は最大・最小値を示す．
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湿地環境下では，他家交配で繁殖ステージまで

生存しないものが見られたものの，交配方法は

有意に影響しなかった（GLMM，係数＝ 19.97，

p＝ 0.79，表 2）．一方，水中環境下では自家交

配で繁殖ステージまで生存したものは 1親株分

だけであり，交配方法は有意に影響していた

（GLMM，係数＝－ 23.67，p < 0.001，表 2）． 

つまり，環境条件により交配方法の影響は異な

り，水中環境下の自家交配由来の個体では繁殖

段階まで生存しなかった．

成長実験では，自家交配と他家交配で得られ

た各個体の葉枚数（図 6），最大葉長（図 7），

ロゼットサイズ（図 8）ともにその平均値にお

いて差は見られなかった．

3. DNA解析

MIG-seq法による DNAシーケンスを行い，

クオリティチェックを行った結果，長さ 50塩

基の Stacks（DNA断片，ここではこれを遺伝

子座とする）が 1978個得られた．このうち，

変異が確認された遺伝子座は 423個であり，そ

の塩基配列上の 1481サイトにおいて塩基変異

が検出された．このうち，Stacksソフトウェア

を用いて，データの検出ができなかったサンプ

ルの割合が高い遺伝子座を解析用データセット

から除外し，さらに各遺伝子座から変異サイト

を 1カ所のみ選択し，集団遺伝学的解析に供し

た．

遺伝子座あたりの平均アリル数は，他家交配

の第 2世代（F2）で 1.75，自家交配の F2で 1.93

であった．平均ヘテロ接合度は，他家および自

家ともに期待値よりも観察値が高かった（表

3）．自家受粉の程度を示す FISは，他家および

自家において，それぞれ -0.194と -0.175であっ

た．
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応答変数 説明変数 係数 標準偏差 P値 AIC 分布族

(Intercept) 11.51 2.279 < 0.001

交配方法：自家 19.95 74.038 0.79

(Intercept) 10.64 1.867 < 0.001

交配方法：自家 -23.67 5.729 < 0.001

湿地環境での
繁殖段階までの

生存
二項分布24.39

水中環境での
繁殖段階までの

生存
36.35 二項分布

表 2　交配方法と環境条件が繁殖段階までの生存に与える影響（GLMM）

図 6　自家交配および他家交配で得られた個体の平均葉枚数
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図 7　自家交配および他家交配で得られた個体の平均最大葉長
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図 8　自家交配および他家交配で得られた個体の平均ロゼッ

トサイズ
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Ⅳ．考察

1. 交配方法が発芽・成長・生存に与える影響

本研究では，自家交配の種子が他家交配の種

子よりもその重量が有意に低下することが示さ

れた（図 3，表 1）．種子の形成には，親世代に

おける交配や熟成の背景が影響する（Gargano 

et al. 2011; Castro et al. 2015）．一年草であるコ

シガヤホシクサにおいて，種子は毎年の生活史

の初期を担う重要な段階である．今回の種子重

量の低下は，発芽および初期成長に影響するこ

とが推測されるため，自家交配は他家交配に対

して，生存適応度が低くなる可能性が考えられ

る．しかし種子の発芽率においては，他家交配

で高くなる可能性は示唆されたが，交配方法の

違いによる有意な影響は検出されなかった（図

4，表 1）．同様に，発芽後の成長に関しては，

成長の各段階を通じて，その葉枚数，最大葉長，

ロゼットサイズの自家交配と他家交配との間で

の明確な差異は検出できなかった（図 6，7，8）．

一方，発芽から繁殖に至るまでの生存において

は，自家交配に由来する個体は水中環境におい

て全く生存できず，異なる生育環境での生存に

対する交配方法の影響が明確に顕れた（図 5）．

以上のような，各データにおける交配方法の

影響の異なる挙動は，生活史段階によって近交

弱勢の程度が異なることを示しているのかもし

れない．一般的に，常習的自殖種では除去淘汰

によって生死に直結する致死遺伝子のような有

害遺伝子（生活史初期段階で発現し易い）は早

い段階で集団から除去されるが，生死には直結

しない弱有害遺伝子は除去しきれないために集

団中に残存してしまう（Frankham 2007）．実際，

自殖種では生活史の初期段階（発芽）では近交

弱勢の程度は小さく，生活史の中期・後期段階

（生存・繁殖）に進むにしたがって近交弱勢の

程度は累積的に大きくなることが知られる

（Husband and Schemske 1996）．常習的自殖種と

考えられるコシガヤホシクサ（図 9）において

も，生活史段階の違いにおける近交弱勢の変化

に同様の原因がある可能性も考えられる．しか

し，本研究の結果には，生活史の進行に伴う近

交弱勢の傾向は検出されていない．しかし，水

中環境における，他家交配と自家交配に由来す

る個体の生存率の差は極めて顕著であった．一

般的に近交弱勢はより厳しい環境で影響が大き

くなる（Frankham 2007; Gargano et al. 2011）．本

種は，水中および湿地（抽水）環境のいずれに

おいても生育が可能であるが，水中環境の方が

発芽・生存が難しいことを，著者らは経験的に
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表 3　各交配方法から得られた個体の遺伝的多様性

個体数
平均アリル数

（遺伝子座当たり）
平均ヘテロ接合度
（観察値）（H O）

平均ヘテロ接合度
（期待値）(H E) F IS

他家交配（Ｆ２） 49 1.75 0.239 0.160 -0.194
自家交配（Ｆ２） 120 1.93 0.251 0.165 -0.175

平均 84.5 1.84 0.245 0.163 -0.184

図 9　コシガヤホシクサの花序．雄花と雌花が交互に配置さ

れ，花序の下方から上方へ咲き上がる．開花状態の花のみに

着目すれば，相対的な配置は雄花が雌花の上方となる．花粉

は粘着性があるものの，一部の花粉は自然落下するため，花

序内での自家受粉は頻繁に起こる．



推測している．より厳しい環境である水中にお

いて，明確な近交弱勢が検出された可能性があ

る．

2. MIG-seqによる遺伝的多様性の検出

現存するコシガヤホシクサは，最後の自生地

から 1994年の野生絶滅の直前に種子として生

息域外に救出されたものであり，それが唯一の

個体群である．しかも，採種時に遺伝的なボト

ルネックが強く生じた可能性が高い．また，こ

れまでの葉緑体 DNA上の遺伝子および遺伝子

間領域のサンガー法による解析では，個体間の

遺伝的変異は検出できなかった（データ未発

表）．今回，次世代シーケンサーを用いたMIG-

seq法により，初めて遺伝的変異が検出された．

これにより，少なくとも完全なクローン集団で

はないことが遺伝的に明らかとなった．

他家交配および自家交配を 2世代繰り返して

得られた個体（F2）における平均ヘテロ接合

度の観察値と期待値において，いずれも観察値

の方が高かった．この理由は現時点では明らか

でないが，変異データ量は十分に得られている

ので，後述する課題を解決すれば，詳細な議論

が可能となるだろう．

また，平均ヘテロ接合度の差異は小さいもの

の，自家交配群のホモ接合度が他家交配群より

も高かった．この結果は，2世代の自家交配が

個体群のホモ接合度の上昇に影響していること

を示しており，種子重量や水中での生存におけ

る自家交配個体群の結果との関係を今後詳細に

検討する必要がある．

現時点では，得られたデータにおけるサンプ

ル間での欠失の存在が多いことや，クオリティ

の閾値の設定などに解決すべき課題が残されて

いることから，予察的な考察としておきたいが，

MIG-seq法が，本種の DNA多型の検出に有効

であることが明らかとなった．今後様々な遺伝

的解析に適用し，上述の課題をできる可能性が

示されたことは大きな進展である．

3. まとめ－今後のコシガヤホシクサの保全

本助成課題により，コシガヤホシクサの生息

域外保全における自家交配が，一部の適応度指

標において，近交弱勢を生じさせることが示さ

れた．コシガヤホシクサは，栽培環境・方法で

自家 /他家の割合が変化することがわかってい

るため，栽培環境・方法の選択が，本種の存続

と野生復帰地での自立個体群の形成を左右する

可能性がある．今後さらに世代を重ねた交配調

査と，今回有効性が確認された遺伝解析を進め

ることで，生息域外保全への重要な指針が得ら

れることが期待できる．
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Effect of mating method on propagation and survival  
of an ex situ conserved population of Eriocaulon heleocharioudes,  

an extinct species in the wild.

TANAKA Norio, HORIUCHI Yuju, HASEGAWA Seri, 
SUZUKI Kohei, NAGATA Shoh and KAMIJO Takashi

Eriocaulon heleocharioides (Eriocaulaceae) is an aquatic plant species, endemic to Japan, for which only two 
locations have ever been recorded. A project of returning the species to the wild is in progress using the population 
rescued from the last natural habitat. In the project, optimal growth environment conditions of the introduction site, 
seed preservation and germination condition, and reproductive traits were revealed. Declines of fitness caused by 
declines of genetic diversity are concerned by lengthening of the cultivation period. In this study, we aim to reveal 
the effects of breeding methods under cultivation on the propagation and survival of the species and to examine the 
possibility of application of the MIG-seq method. Declines of seed weight and survivability under the water were 
detected. Although the expressions of these trends are different from the growth stages and the year, breeding 
methods possibly influence on their propagation and survival. Genetic variation in this species was detected using 
MIG-seq method, which was shown to be effective tool for genetic analysis in E. heleocharioides in future.
Keywords: Genetic diversity, Inbreeding depression, Aquatic plant, Return to the wild
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