
Ⅰ．はじめに

四国には，日本に自生しているサクラ亜属

10種（勝木 2001）のうち，ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura，エドヒガン C. spachiana f. ascendens，

オオヤマザクラ C. sagentii，カスミザクラ C. 

leveilleana，ミヤマザクラ C. maximowicziiの 5

種が，また，タカネザクラ C. nipponicaとキン

キマメザクラ C. incisa var. kinkiensisとの自然交

雑種（久保田 1978）といわれているイシヅチ

ザクラ C. shikokuensisが自生している（川崎ら

1993）．このうちイシヅチザクラ（図 1）は，

四国固有種の低木で，石鎚山系～赤石山系の標

高 1,500 ｍを超える尾根や峰に自生すると報告

されている（川崎ら 1993）．本種は愛媛県，高

知県において絶滅危惧種に指定されており（愛

媛県 2014，高知県 2010，ともに絶滅危惧Ⅱ類），

温暖化などにより生育域の縮小が懸念されてい
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イシヅチザクラは，四国固有のサクラで，愛媛県，高知県において絶滅危惧種に指定されており，温
暖化などにより生育域の縮小が懸念されている．厳しい山岳地帯の限られた範囲で生育する本種の保全
に向けた基礎的な知見を蓄積するため，分布域，集団サイズ，遺伝的多様性，集団分化について調査研
究を行った．
水平分布では，石鎚山系岩黒山が南限で，赤石山系エビラ山が東北限であることが判明した．垂直分

布は集団によって異なり，最も低標高であった赤石山集団では，1,400～ 1,700 mであった．各集団のサ
イズは，50～ 1,000個体と推定した．植生では，標高や地質に応じた種が出現し，主に岩礫地のシラベ
林の林縁やギャップにナナカマド，ミネカエデ類等と低木林を形成していた．SSRマーカー 12座による
遺伝的多様性は，タカネザクラの南限集団と同等もしくは高かった．全体の G′STは 0.100（ヤマザクラ
0.050）で，集団間の遺伝構造の違いにより 5集団に分化し，うち 3集団で過去にボトルネックを経験し
ていることが推定された．赤石集団では，低標高域で生育する個体にヤマザクラとの交雑がみられた．
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図 1　開花期のイシヅチザクラ



る．

しかしながら，本種の自生地は険しい山岳部

に限定され，本種を認識しやすい開花時期も短

い期間に限られることから，これまで全体の分

布や生育環境，遺伝的多様性を調査した報告例

は見当たらない．また，温暖化の影響で生息地

が高標高に追いやられ，現在の生育地が高い峰

など，島状で逃げ場がない状況であることから

も，本種の保全を図るには，集団レベルでの詳

細な分布域や生育環境，遺伝的多様性，集団の

分化など本種に関する基礎データが必要であ

る．そこで本調査研究では，本種の保全に向け

た基礎的な知見を蓄積するため，現地踏査によ

る詳細な分布域の把握および簡易な植生調査，

集団サイズの推計を行なった．加えて，本種の

分布域の拡大，縮小の傾向を推測するために遺

伝的多様性パラメーターを近縁種と比較し評価

した．また，集団遺伝構造の違いによる集団分

化について解析を行なった．

Ⅱ．材料と方法

1. 分布域の調査とサンプル採集

分布域の調査及び DNAのサンプリングは，

分布の南側と東側，すなわち石鎚山系の南部と

赤石山系の東北部を範囲とし，主に脊梁山脈に

つながる標高 1,400 m以上の稜線や尾根などを

徒歩で探索した（図 2）．調査箇所が自然公園

等の範囲内であるため，原則として道路や登山

道に沿って行った．数個体ごとに DNA分析用

の葉を数枚，集団ごとに数個体から押し葉標本

用の枝を採集した．自生している地点の位置情

報は GPSにより取得した．ただし，道から離

れて自生している個体については最寄りの道上

の地点において仮の位置情報を取得した．集団

サイズは，生育を確認した個体数と垂直分布，

道の密度を勘案して，確認個体の 2～ 4倍数で

推計した．遺伝的多様性を近縁種と比較するた

め，奈良県天川村の八経ヶ岳から弥山，狼平，

頂仙岳に囲まれる範囲においてタカネザクラ

（森本 2007）を同様にサンプリングした（図 2）．

このタカネザクラ集団はタカネザクラの南限

（加藤 2016）集団であり，他集団，他のサクラ

種と地理的に隔離している．

2. 地質

地質は植生や氷期からの植生の変遷を考察す

る際に重要な要素になる．そのため，20万分

の 1地質図幅：高知（第 2版）（独立行政法人

産業技術総合研究所地質調査総合センター

2018），青矢ら（2013）を参考に現地踏査を行い，

生育地の表層地質を決定した．また，併せて地

形の分類も行った．

3. 植生

植生は，生育個体の半径 2 m程度の空間を占

める主に木本種について調査した．集団毎に特

徴的な環境を 11～ 27か所選び，層区分を上層

（3 m以上），中層（1～ 3 m），下層（1 m未満）

に分けて出現する種を記録した．種の同定につ

いては，木本は種レベルまで，木本以外の植生

についても大雑把な種類（例えば「クマザサ」
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図 2　調査対象としたイシヅチザクラとタカネザクラの集団
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など）にとどめた．これは，亜高山帯で自生し

ている植物種は種内変異が大きく，また固有種

が多いため同定が困難なうえ，変種レベルまで

同定する必要はないと判断したためである．特

にミツバツツジ節は複数の種が入り混じって分

布しており，中間的な特徴を持つものも見られ

るなど種同定が困難であるため「ミツバツツジ

類」とした．また，他種でも同様に「コツクバ

ネウツギ類」，「シャクナゲ類」，「ミネカエデ類」，

「ナナカマド」のように複数種をまとめて表記

した．植生の表記は，第 2回自然環境保全基礎

調査植生調査報告書（愛媛県 1979）を参考に

した．

4. DNA抽出とジェノタイピング

採取したサンプルは，凍結粉砕した後

DNeasy Plant Min Kit (Qiagen，Germany)を用い

て DNAを抽出した．遺伝的多様性，遺伝構造

等の解析には，核 DNAの共優性マーカーであ

る SSRマーカーで増幅された各対立遺伝子座

のフラグメントサイズを遺伝子型データとして

用いた．SSRマーカーには，モモの核 SSRマー

カー 4 座（Dirlewanger et al. 2002）と Tsuda et 

al. （2009）が開発したEST-SSRマーカー 8座 （表

1）のそれぞれ 5ʼ 末端を蛍光修飾したものを用

いた．PCRはType-it microsatellite PCR Kit （Qiagen, 

Germany）を用いて，反応容量 10 μL，プライ

マー濃度 0.05～ 0.4 μM，鋳型 DNA 1～ 5 ng

とし，PCR条件は 95 ℃ 5分，変性 94 ℃ 30秒，

アニーリング 60 ℃ 90秒，エクステンション

72 ℃ 90秒で 35サイクル，最終エクステンショ

ン 60 ℃ 30分とした．得られた PCR産物は適

当な濃度に調整し，DNAシーケンサー（ABI 

PRISM Genetic Analyzer310，USA）で泳動した．

泳動条件はポリマー温度 60 ℃，ポリマーは

POP4，サイズスタンダードは 600LIZを使用し

た．ジェノタイピングにはGeneMapper（Applied 

Biosystems，USA）を用い，12遺伝子座 24フ

ラグメントサイズの組み合わせをそれぞれの個

体のジェノタイプとした．

近年，DNAマーカーを用いた遺伝構造解析

から起源推定を行い，高精度なサクラの品種判

別（Kato et al. 2012）や園芸品種の成り立ちが

解明（森林総合研究所多摩森林学園 2013）さ

れるようになり，種間交雑由来の個体の推定が

可能となってきた．そのため，本種を含むサク

ラ亜属 10種 639個体の SSRジェノタイプの

デ ー タ セ ッ ト を 用 い て STRUCTURE2.3.4

（Pritchard et al. 2000）による起源推定を行い，

種間交雑個体を検出した．STRUCTURE解析

の設定は，混合モデルと LOCPRIORモデルを

組み合わせたモデルを用い，burn-inとして

100,000 回の試行を行った後，100,000 回の

MCMCを各クラスター数（K=1～16）に対し

て 20回づつ行った．クラスター数 Kは，相対

尤度がプラトーに達し，加えてばらつきが少な

い Kを採用した．共通祖先からの遺伝的要素

であるクラスターの割合を示す q 値は，

CLAMPP（Jakobsson and Rosenberg 2007）によ

り最適化し，そのうちのメジャーデータを用い

て，DISTRUCT（Rosenberg 2004）によりバー

プロットを図化した．

5. 遺伝的多様性と集団分化

遺伝的多様性の解析は，前述で検出した交雑
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表 1　解析に使用した SSRマーカー

種類
モモの核SSRマーカー BPPCT005 （FAM）

BPPCT014 （VIC）
BPPCT026 （NED）
BPPCT037 （PET）

EST-SSRマーカー1 AM287648 （FAM）
AM287842 （VIC）
AM288205 （NED）
DY640849 （PET）

EST-SSRマーカー2 DN554499 （FAM）
DY646168 （VIC）
DY647422 （NED）
DY650749 （PET）

マーカー名



個体を除外した SSRジェノタイプデータセッ

トを基に行い，対立遺伝子数，遺伝子多様度

HE，アレリックリッチネス AR，近交係数 FIS

と集団全体及び集団間の分化指数 FST（θ），

（Weir ＆ Cockerham 1984）については FSTAT 

2.9.3.2（Goudet 1995）を用いて算出・検定した．

G′ST，G″ST に つ い て は，GenAIEx6.5（Peakall 

and Smouse 2012）を用いて算出・検定した．

また，集団間の遺伝距離 Da（Nei et al.1983）を

算出し，近隣結合法による集団の系統樹を

Populations（Langella 2011）で作成した．

6. 集団遺伝構造

集団の遺伝構造と集団がこれまで受けた遺伝

的 浮 動 を 評 価 す る た め， 本 種 の み で

STRUCTURE解析による遺伝的クラスタリン

グを前述と同条件で行った．また，集団間の相

対的な遺伝関係を評価するため，集団間の遺伝

距離 Daから GenAlExにより主座標分析（PCA）

を行った．

Ⅲ．結果

1. 分布域の調査とサンプル採集

分布調査では，これまで未調査となっていた

地域を含めて踏査を行った結果，本種の分布の

南限と東北限が判明した（図 3）．石鎚山系では，

以前から土小屋（標高約 1,500 m）付近のウラ

ジロモミ林内に，衰退した本種 1個体が確認さ

れていた．ここから南には 1,800 mを超える峰

が複数あり，本種集団が存在してもおかしくな

い地理的環境であったため，南の岩黒山（標高

約 1,745 m），筒上山（標高約 1,859 m），手箱

山（標高約 1,806 m）にのびる稜線を中心に探

索したところ，岩黒山北陵で 2個体を確認した．

赤石山系では，登山が困難なためこれまで未調

査であった東赤石山東側の権現越～権現山～エ

ビラ山～二ッ岳を踏査したところ，権現越から

エビラ山にかけて断続的に 36個体を確認した．

そして，エビラ山頂西側においては最東端の個

体を確認した．そのうち，31個体から DNA抽

出用の葉を採取し，岩黒山 2個体を合わせて計

33個体の葉を採取した．

タカネザクラの南限（八経ヶ岳）集団は，本

種と同様に高標高地（1,600~1,800 m）の限定

された地域に分布していた．また，八経ヶ岳か

ら弥山，狼平，明星が頂仙岳で囲まれた地域は

吉野熊野国立公園に属し，その一部は特別保護

区にも指定され，開発の手から逃れている．分

布の中心は弥山頂上から狼平までの途中の大黒

岩付近と思われ，最も大きな集団があり，しば

しば大きな個体も見られた（図 4）．今回の調

査では 31個体の DNAサンプルを採取し，

2016年に特別保護区域内で採取した 11個体も

含めて解析に供した．

各集団で確認された個体数は，石鎚集団 85
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図 3　イシヅチザクラの分布の南限と東北限
図3　イシヅチザクラの分布の南限と東北限

分布の南限
分布の東北限

地理院地図 図 4　タカネザクラ大株．林床は苔が生え，画面手前にはシ

ラベとトウヒの稚樹がある．



個体，瓶ヶ森集団 366個体，伊予富士集団 29

個体，チチ山集団 196個体，赤石山集団では西

部 142個体，東部 22個体であった．それぞれ

2～ 4倍数で推計した結果，集団サイズは石鎚

集団，200～ 400個体，瓶ヶ森集団 700～ 1000

個体，伊予富士集団 50～ 100個体，チチ山集

団 400～ 800個体，赤石山集団では西部 300～

600個体，東部 50～ 100個体とした（表 2）．

タカネザクラ八経ヶ岳集団は 100～ 200個体と

推計した．

2. 地質

本種とタカネザクラの生育環境を表 2に示

す．本種が分布する石鎚山系二の森から赤石山

系エビラ山にかけての地質は，四国を西南西－

東北東に縦断する中央構造線南側の西南日本外

帯に属する三波川変成コンプレックスのうち，

白滝ユニット，東赤石ユニット，別子エクロジャ

イト相ユニットおよび石鎚層群である．石鎚集

団が分布する二の森から天狗岳東麓までの稜線

は，石鎚層群からなる石鎚コールドロンの内側

にあり，天狗岳火砕流堆積物安山岩質溶結凝灰

岩で構成され，その硬く柱状節理を持つ性質か

ら本種の生育地ではナイフリッジが多く見られ

た．瓶ヶ森集団が分布する瓶ヶ森男山から西黒

森山，自念子頭までは，白滝ユニット苦鉄質片

岩から構成され，岩礫地や険しい地形が見られ

た．一部には，久万層群の礫岩，砂岩上に分布

する個体も見られたが，生育地付近は苦鉄質片

岩の転石及びその風化土壌が存在していた．伊

予富士集団が分布する東黒森山から伊予富士，

桑瀬峠までとチチ山集団が分布する笹ヶ峰東麓

からチチ山東麓チチ山の別れまでは，瓶ヶ森と

同じく白滝ユニット苦鉄質片岩から構成され，

岩礫地や険しい地形が見られた．赤石山集団が

分布する，銅山越から西赤石山，物住頭までは，

別子エクロジャイト相ユニットのざくろ石含有

苦鉄質片岩，かぶと岩，前明石から八巻山，東

赤石山およびそれらの南斜面，権現越までは，

東赤石ユニットの超苦鉄質片岩（カンラン岩，

蛇紋岩），権現越から権現山，エビラ山までは，

別子エクロジャイト相ユニットのざくろ石含有

苦鉄質片麻岩で構成され，険しい地形を形成し

ている．別子エクロジャイト相ユニット中には，

小規模なカンラン岩の岩体が散在しており，そ

のような個所に生育個体が多く見られた．赤石

山集団は，その地質の違いから西部と東部に分

けられるが，本種が連続して分布しているため

集団として分けられなかった．そのため地質，

植生については，便宜上，赤石山－西部（カン

ラン岩地），赤石山－東部（ざくろ石含有苦鉄
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表 2　調査地の環境

項目
集団名

八経ヶ岳

石鎚

瓶ヶ森 ウラジロモミ林縁等 1,600～
1,900m

ウラジロモミ-
ササ群落

700-1,000
瓶ヶ森、西黒森山、
自念子頭

伊予富士 岩礫地、崖地、崩壊地 ササ原低木林 1,500～
1,750m

ササ-
ミツバツツジ群落

50-100 東黒森山、伊予富士

チチ山
シコクシラベ林
縁、低木林

1,600～
1,850m

シコクシラベ-
ササ群落

400-800 笹ヶ峰、チチ山

西部 東赤石ユニット カンラン岩 岩礫地、崩壊地
ロックガーデン、
蛇紋岩地帯低木林

1,400～
1,700m

イシヅチザクラ-
シロモジ群落

300-600
西赤石山、物住頭、前赤
石、八巻山、東赤石山

東部
別子エクロジャイト相

ユニット
ざくろ石含有
苦鉄質片麻岩

尾根部低中木林
低木林、亜高木の

林床
1,500～
1,650m ブナ-ミズナラ群落 50-100

権現山、黒岳、
エビラ山

シコクシラベ-
ササ群落

200-400
二の森、西ノ冠山、
石鎚山、天狗岳

1,600～
1,900m 100-200

八経ヶ岳、弥山、
明星ヶ岳

石鎚層群
安山岩質
溶結凝灰岩

岩礫地、崩壊地
シコクシラベ林
縁、低木林

1,700～
1,980m

主要な山岳、峰地質 地形 林況

赤石山

タカネザクラ

標高 植生

イシヅチザクラ

白滝ユニット
ざくろ石含有
苦鉄質片岩

集団サイズ

天川層群九尾層 砂岩
苔むした緩やかな尾
根、渓流、崩壊地

シラベ、トウヒ林
林縁、低木林



質片麻岩）に分けた．

タカネザクラ八経ヶ岳集団が分布している一

帯は，第四紀を通して隆起と浸食を続けている

紀伊山地脊梁部にあり，白亜紀日高層群（四万十

帯）に属する天川亜層群九尾累層の砂岩で構成

され，浸食による大きな崩壊が進んでおり，撹

乱が多く見られた．

3. 植生

全調査地の出現本数を集計したところ，木本

種（一部草本も含む）の出現率は，上層（3 m

以上）では，ナナカマド（21.7 ％），ウラジロ

モミ（14.2 ％），オオカメノキ（13.1 ％）が高かっ

た．中層（1～ 3 m）では，オオカメノキ（16.1 

％），クロヅル（10.6 ％），シロドウダン（16.6 

％），シロモジ（15.4 ％），ダケカンバ（12.0 ％），

ナナカマド（20.3 ％），ノリウツギ（16.4 ％），

ミツバツツジ類（25.1 ％），ミネカエデ類（18.6 

％），リョウブ（14.1 ％）が高かった（表 3）．

下層（1 m未満）では，ミツバツツジ類（41.8 ％），

クマザサ（47.7 ％），クロヅル（28.2 ％）が非

常に高く，コメツツジ（15.9 ％），シロドウダ

ン（13.0 ％），スズタケ（17.6 ％）が高かった．

また，集団ごとに特徴のある樹種が見られ，石

鎚集団，チチ山集団ではシコクシラベが，瓶ヶ

森集団ではウラジロモミが，赤石山集団の東部

ではアオダモが見られた．瓶ヶ森集団ではクロ

ヅルが出現せず，赤石山集団ではクマザサの代

わりにスズタケが見られた．集団ごとの平均出

現種数は，上層で 0.83～ 1.55，中層で 2.07～

4.92，下層で 1.59～ 4.83（図 5）で，上層では

集団間に有意差は見られなかったが，中層と下

層では赤石山－西部が他の集団間と比べて有意

に高かった（クラスカル =ウォリス -Steel，

p<0.01）．
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上層（3m以上） 中層（1-3ｍ） 下層（1ｍ以下）

集団名 集団名 集団名

項目（樹種）
西
部

東
部

樹種
西
部

東
部

樹種
西
部

東
部

調査地数 23 11 14 21 12 27 ウラジロモミ 4.3 ウラジロモミ 7.1 8.3
出現率　％ シコクシラベ 26.1 4.8 シコクシラベ（幼） 8.7 4.8

ウラジロモミ 4.3 54.5 7.1 8.3 11.1 カラマツ 8.3 ゴヨウマツ 8.3
シコクシラベ 17.4 9.5 ゴヨウマツ 8.7 9.1 25.0 ヒノキ 3.7
ゴヨウマツ 22.2 ヒノキ 8.3 シロモジ 7.1 16.7 3.7
ヒノキ 11.1 クロモジ類 7.4 ススキ 8.3
シロモジ 8.3 シロモジ 7.1 66.7 18.5 スズタケ 50.0 55.6
ヤマグルマ 3.7 メギ 16.7 クマザサ 73.9 90.9 64.3 57.1
イシヅチザクラ 4.8 イシヅチザクラ 87.0 100.0 92.9 90.5 83.3 96.3 イシヅチザクラ 13.0 7.1 16.7 3.7
ナナカマド 17.4 45.5 28.6 19.0 8.3 11.1 ナナカマド 43.5 9.1 21.4 47.6 ノイバラ類 16.7 7.4
ブナ 17.4 7.1 8.3 14.8 ブナ 7.1 4.8 3.7 ナガバノモミジイチゴ 50.0
ミズナラ 8.3 3.7 ミズナラ 21.4 16.7 3.7 ナナカマド 4.3
ダケカンバ 4.3 9.1 9.5 オオバヤシャブシ 9.1 イヨノミツバイワガサ 3.7
クロヅル 4.3 ダケカンバ 34.8 18.2 19.0 シモツケ 16.7
シラキ？ 4.3 シデ類 7.4 ミズナラ 14.3 33.3 3.7
ミネカエデ類 8.7 21.4 14.3 クロヅル 8.7 7.1 14.3 33.3 ダケカンバ 4.3
コハウチワカエデ 4.3 14.3 16.7 18.5 ヤマヤナギ 50.0 クロヅル 47.8 57.1 14.3 50.0
ヤマボウシ 3.7 ミツバウツギ 4.8 0.0 ヤマヤナギ 8.3
ノリウツギ 9.1 カエデ類 4.3 ミネカエデ類 8.7
タンナサワフタギ 9.1 コハウチワカエデ 4.3 9.1 7.1 4.8 3.7 コハウチワカエデ 7.1 9.5
リョウブ 3.7 ミネカエデ類 34.8 9.1 21.4 38.1 8.3 イタドリ 4.3 8.3
シロドウダン 7.1 ヤマボウシ 8.3 ノリウツギ 8.7 9.1 4.8 8.3 3.7
アオダモ 4.8 25.0 ノリウツギ 13.0 36.4 23.8 25.0 ツルアジサイ 4.3
オオカメノキ 13.0 27.3 21.4 9.5 7.4 タンナサワフタギ 18.2 8.3 ヤマアジサイ 4.3 11.1

リョウブ 14.3 33.3 37.0 タンナサワフタギ 11.1
シロドウダン 26.1 28.6 28.6 16.7 リョウブ 9.1 7.1 8.3 11.1
シャクナゲ類 4.3 3.7 シロドウダン 17.4 9.1 7.1 28.6 8.3 7.4
ミツバツツジ類 8.7 18.2 50.0 28.6 41.7 3.7 アカモノ 8.3
アケボノツツジ 8.3 11.1 ネジキ 7.1
コメツツジ 4.3 0.0 7.1 シャクナゲ類 4.3
アクシバ 4.3 4.8 ミツバツツジ類 8.7 54.5 42.9 52.4 66.7 25.9
アオダモ 4.8 コヨウラクツツジ 13.0 4.8 41.7
オオカメノキ 39.1 7.1 42.9 7.4 アケボノツツジ 4.3 7.1
ヤブウツギ 19.0 33.3 3.7 コメツツジ 18.2 14.3 38.1 25.0

アクシバ 21.7 21.4
アオダモ 8.3
ヤブムラサキ 3.7
コウヤボウキ 8.3
コバノガマズミ 4.3
オオカメノキ 4.3 9.1 4.8 3.7
コツクバネウツギ類 35.7
ヤブウツギ 8.7 4.8 8.3

石
鎚

瓶
ヶ
森

伊
予
富
士

ち
ち
山

赤石山 瓶
ヶ
森

伊
予
富
士

ち
ち
山

赤石山
石
鎚

瓶
ヶ
森

伊
予
富
士

ち
ち
山

赤石山
石
鎚

表 3　集団ごとの木本種の出現率



4. DNA抽出とジェノタイピング

本種は，今回採取した 33個体とこれまでに

採取した 229個体を合わせて 262個体，タカネ

ザクラは 31個体から DNAを抽出した．これ

ら DNAをもとにジェノタイピングを行ったと

ころすべての個体についてジェノタイプを決定

することができた．

サ ク ラ 亜 属 10 種 639 個 体 に つ い て

STRUCTURE解析による起源推定を行い，共

通祖先からの遺伝的要素であるクラスター数と

して，K＝ 13を採用した．サンプル数が多い

イシヅチザクラでは種内に 4つのクラスターが

検出されたが，その他はおおむね種ごとに優占

するクラスターが分かれ，遺伝構造が種分化を

反映したものとなった（図 6）．標高の低い場

所に出現したイシヅチザクラの中にはヤマザク

ラとの交雑個体が複数見られた（図 6，7）．また，

交雑個体の中には，イシヅチザクラ群落の中に

あって，外見がヤマザクラに見える個体もあっ

た．これら交雑個体は，対立遺伝子数やヘテロ

接合度など，遺伝的多様性のパラメーターに影

響を与えることが懸念されたため，この後の解

析には，交雑個体を除く 259個体分を用いるこ

ととした．タカネザクラには交雑個体と判断さ
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赤石-東部
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チチ山

伊予富士

瓶ヶ森
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団
名

* *

上層

中層
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図 5　層別の平均出現種数．複数の層に出現した種も重複し

て計上した．*他の集団と有意差あり．（クラスカル =ウォリ

ス -Steel，p<0.05）

図6　STRUCTURE解析によるサクラ亜属10種の起源推定
　　クラスター数K=13．矢印は交雑個体を表す．
　　イシヅチザクラに見られた種内の4クラスターは同色で示した．

図 6　STRUCTURE解析によるサクラ亜属 10種の起源推定．クラスター数 K=13．矢印は交雑個体を表す．イシヅチザクラに

見られた種内の 4クラスターは同色で示した．

図 7　イシヅチザクラ及びヤマザクラとの交雑個体が出現した位置
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れるものは見られなかった．

タカネザクラをアウトグループとして作成し

た分子系統樹は，大きく，石鎚集団－瓶ヶ森集

団のグループと赤石山集団－チチ山集団－伊予

富士集団のグループに分かれた．後者はさらに

赤石山集団とチチ山集団－伊予富士集団のグ

ループに分かれた（図 8）．

5. 遺伝的多様性と集団分化

タカネザクラ八経ヶ岳集団と本種各集団の遺

伝的多様性を比較すると，HEは，タカネザク

ラ 0.491，イシヅチザクラ 0.499～ 0.549であっ

た．AR（N＝ 25）は，タカネザクラ 3.581，イ

シヅチザクラ 4.597～ 5.752であった．FISは，

タカネザクラ 0.081，イシヅチザクラ 0.016～

0.160であった．HEはタカネザクラとイシヅチ

ザクラに有意差はなかったが，ARはタカネザ

クラと比較して有意に高い集団（石鎚，瓶ヶ森）

があった（Wilcoxson 符号付き順位検定，

p<0.05）．本種集団間を総当たりで比較した結

果，石鎚集団が伊予富士集団，チチ山集団に対

し有意に高かった（p<0.05）．また，瓶ヶ森集

団がチチ山集団（p<0.01），赤石山集団（p<0.05）

に対し有意に高かった．その他の比較では有意

差は見られなかった．FISは，赤石山集団で 0

からの有意なずれが見られた（p<0.05）．

本種全集団間の遺伝的分化度は，FST（θ）

は 0.090，G′ST は 0.1000，G″ST は 0.210 でそれ

ぞれ有意に分化を示していた．また，全ての集

団ペア間でも全ての集団がそれぞれ有意に分化

していた（表 4，p<0.05）．

6. 集団遺伝構造

STRUCTURE解析では K＝ 6となり，それ

ぞれの集団ごとに異なるクラスターが優占して

いた（図 9）．しかし，赤石山集団には，2つの

クラスターが見られ，赤石山系の西から東にか

けてクラスターの組成割合が連続的に変化して

いた．そのため，地理的に集団を分けず，地質

の違いから，赤石山－西部集団と赤石山－東部

集団とした．また，共通祖先集団から分化後受

けた浮動を示す F値は，赤石山－西部集団，赤
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図8　イシヅチザクラ5集団の分子系統樹
　　　　タカネザクラをアウトグループとして遺伝距離Daを用いて近隣結合法により作成した．
　　　　分岐部分の数値は，ブートストラップ（1,000回）確率（％）

石鎚

瓶ヶ森

タカネザクラ

伊予富士

チチ山

赤石山

41

46

28

0.05   Nei's Da

図 8　イシヅチザクラ 5集団の分子系統樹．タカネザクラを

アウトグループとして遺伝距離 Daを用いて近隣結合法によ

り作成した．分岐部分の数値は，ブートストラップ（1,000回）

確率（%）．

図 9　STRUCTURE解析によるイシヅチザクラ 5集団の集団遺伝構造，クラスター数 K=6のとき．1本のバープロットは 1個

体のクラスターの割合（q）を示す．
図9　STRUCTURE解析によるイシヅチザクラ5集団の集団遺伝構造
　　　　クラスター数K=6のとき．　1本のバープロットは1個体のクラスターの割合（q）を示す．

表 4　イシヅチザクラ集団間の遺伝的分化度．上表右上は FST

（θ），上表左下は G′ST，下表左下は G″STを示す．すべての集

団で有意に分化していた（p<0.05）．

集　団 石鎚 瓶ヶ森 伊予富士 チチ山 赤石山
　石鎚 － 0.057 0.119 0.120 0.070
　瓶ヶ森 0.057 － 0.123 0.111 0.060
　伊予富士 0.119 0.123 － 0.109 0.134
　チチ山 0.119 0.113 0.108 － 0.090
　赤石山 0.068 0.060 0.132 0.090 －
集　団 石鎚 瓶ヶ森 伊予富士 チチ山

　瓶ヶ森 0.125
　伊予富士 0.260 0.266
　チチ山 0.250 0.234 0.224
　赤石山 0.143 0.125 0.274 0.181

上段：F ST（θ），中段はG 'ST，下段はG ''ST
すべての集団で、有意に分化していた（P<0.05）。



石山－東部集団，チチ山集団，伊予富士集団で

優占するクラスター（0.3506，0.1866，0.2534，

0.2328）が石鎚集団，瓶ヶ森集団で優占するク

ラスター（0.935，0.0652）に比べて非常に高い

値を示した．

集団間の主座標分析（PCA）では，第 1およ

び第 2種座標の合計で 63.2 ％の寄与率が得ら

れた（図 10）．石鎚と瓶ヶ森が最も近い位置関

係にあり，その 2集団と赤石山が近い位置にあ

り，赤石山とチチ山が近い位置関係であった．

しかし，伊予富士はどの集団からも離れた方向

に位置した．

Ⅳ．考察

今回，調査した岩黒山～手箱山では，岩黒山

で確認した 2個体以外には本種は見つからな

かった．これら 2個体の生育場所は，石鎚集団

（約 4 km）や瓶ヶ森集団（約 5.6 km）から地理

的距離が離れており，恐らく集団の一部ではな

く，長距離散布された種子由来の個体であると

推察される．赤石山－西部集団から東部集団に

かけては，連続的に分布しており，権現山から

東では密度が低く断続的であったが，一カ所に

複数個体が生育しており，集団の一部と思われ

た．したがって，岩黒山付近を本種の南限，エ

ビラ山付近を東北限と推定した．また，赤石山

集団では，標高 1,700 mから 1,400 mまで分布

しており，権現越付近の最低部でも多くの個体

が見られたが，1,400 m以下の場所では見られ

ず，これが本種の分布の下限と考えられた．

本種は，シコクシラベ林の林縁やギャップな

ど，高木層がない箇所に生育していた．そして，

ミツバツツジ類，ミネカエデ類，オオカメノキ，

ノリウツギなどで構成される低木林の構成樹種

となっていた．しかし，シャクナゲ類など常緑

広葉樹が多い箇所，ダケカンバやリョウブ，ブ

ナなどが単一樹種で優占するような場所には生

育しないか，または稀にしか存在しなかった．

サクラ亜属の樹種は，一般的にその多くが植生

遷移における先駆種であり，高木・亜高木種が

優占する森林を形成するまでのいわば露払いで

ある．本種も例外ではなく，森林化した後でも

攪乱があれば，発生したギャップに侵入するこ

とができると考えられる．

さらに，植生は気候や気温だけでなく地質や

地形に大きく影響される．石鎚山を中心とする

四国西部の亜高山地帯は，地質上激しい浸食に

より硬い部分が残って切り立った形状を示し，

多くの場所で土壌が流失した岩礫地となったと

考えられる．このような場所ではシコクシラベ

などモミ属木本（赤石山系では，モミ属の代わ

りにゴヨウマツ）が優占する特有の植生が見ら

れ，土壌の移動が安定している箇所では腐植が

たまり，クマザサに被覆されている．また，集

団当たりの出現種数をみると，赤石山－西部集

団が他の集団と比べて有意に多かった．赤石山

－西部集団は，地表面にカンラン岩の岩礫が露

出する，いわゆる「蛇紋岩地」である．蛇紋岩

地は，発達の悪い特殊な植生が成立することが

多く（石川 2005），ロックガーデンと呼ばれる

岩礫地の低木－草原が多くみられる．本種が標

高の低い赤石山系でもいまだに分布しているの

は，生育地が蛇紋岩地における残存植生である

ためと考えられる．そして，赤石山－西部集団
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図10　集団ベースの主座標分析（PCA）によるイシヅチザクラ5集団の遺伝的位置関係
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で出現種数が多くなった理由は，本来蛇紋岩地

では植生が貧弱になるとされているが，もとも

と亜高山地帯は植生が貧弱なため，高木・亜高

木層が欠如することで，かえって本種のような

蛇紋岩地でも適応できる低木種の生育可能な空

間が広くなったためと推察された．

したがって本種の主な分布地は，石鎚山系で

は標高 1,700 m以上のシコクシラベなどの林

縁，尾根・稜線や高木層を欠く岩礫地の低木林

であり，赤石山系においては標高 1,400 m以上

の岩礫地及び蛇紋岩地であるといえる．しかし，

標高が低い場所では，ヤマザクラとの交雑が確

認されており，今後，温暖化によってヤマザク

ラの分布拡大が進んだ場合，浸透交雑の可能性

も出てくると思われる．

本種と比較したタカネザクラ八経ヶ岳集団の

分布地は，本種のそれと地理的環境や植生が似

ていた．分布域は標高 1,600～ 1,800 mで，頂

上や尾根部分まで針葉樹に覆われ，シラベ，ト

ウヒ，ミネカエデ類，コハウチワカエデ，ナナ

カマドが混生している亜高山特有の植生であっ

た．そして，シラべ・トウヒの林縁やギャップ

など高木層を欠いた場所に他の広葉樹（ミネカ

エデと思われるカエデ類など）とともに亜高木

林を形成し，その林床は苔むしているなど多湿

な環境を好むと推察された．加えて，オオヤマ

レンゲ自生地があるなど，本種の分布域と共通

点が多かった．しかし相違点もあり，タカネザ

クラは樹体サイズ（樹高 3 m以上）が大きく，

2次尾根など斜面上部だけでなく，渓流沿いな

どにも生育していた．現在シラベが縞枯れして

いる場所も多く，地表にはシラベやトウヒの稚

樹が数多く見られた．また，多雨および脆弱な

地質により，至る所で斜面が崩壊しており，シ

ラベの縞枯れと相まって，多くの攪乱が発生し，

サクラ類の分布拡大や個体数増加には好適であ

ると推察された．しかし植生を保護するために

設置されたシカ柵の外ではニホンジカの食害に

より，タカネザクラも含めて広葉樹の稚樹はほ

とんど見られなかった．

本種の遺伝的多様性は，タカネザクラ八経ヶ

岳集団との比較では，HEに有意差は見られな

かったが，ARはタカネザクラで有意に低かっ

た．一般的に，個体数が著しく減少するとヘテ

ロ接合度に比べて対立遺伝子数が急激に減少す

る（Maruyama and Fuerst 1985）と言われ，ボト

ルネックテストを無限対立遺伝子モデル（IAM）

においてWilcoxon sign-rank testで片側検定し

たところ，イシヅチザクラには近い過去におけ

るボトルネックは検出されなかったが，タカネ

ザクラ八経ヶ岳集団ではヘテロ接合度の過剰が

検出され（IAM p<0.01, Wilcoxon test p<0.05），

最近，集団サイズが縮小したことを示している．

おそらく，タカネザクラ八経ヶ岳集団は温暖化

による生育範囲の縮小やニホンジカによる食害

で個体数が減少していると推察され，本種より

もタカネザクラ南限集団のほうが心配になる結

果となった．

本種 5集団は，集団間の FST，G′ST，G″STす

べての指数で有意に遺伝的分化が認められた．

これらは，ヤマザクラ（FST＝ 0.052，G′ST＝

0.0500，西原（2018））と比較しても遺伝的分

化度は高い数値を示していた．また，集団の端

の個体で約 1.5 kmと地理的距離が最も近い

瓶ヶ森集団と伊予富士集団においては，分化度，

PCAにおける位置関係がともに最も遠く，石

鎚を除く集団では，最も地理的距離の離れた赤

石山集団が最も近い結果となった．本種と生育

域が一部オーバーラップするシコクシラベにつ

いて，岩泉ら（2016）は，ペアワイズ FST，

PCAにおいても石鎚－チチ山（笹ヶ峰）の集

団間で大きな分化が見られたことを報告してい

る．風媒花であるモミ属でわずか 30 kmの隔離

にもかかわらず，強い遺伝的浮動の影響で遺伝
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的異質性が強まっていると考察している．おそ

らく，過去に瓶ヶ森から笹ヶ峰の間に何らかの

地理的障壁が存在し，これらの地域が遺伝的に

分断されたものと考えられる．

STRUCTUREによる遺伝構造解析の結果か

ら，各集団が異なる固有の遺伝的個性を持って

いることが推察された．赤石山集団には異なる

2つのクラスターが東西で緩やかに組成を変化

させ，FISが有意に 0からずれていることから，

2つの集団が分布を拡大し，混ざりつつあるの

ではないかと推察された．そして，それぞれの

集団で優占するクラスターの F値が，伊予富

士集団（0.233），チチ山（0.253）で高く，赤石

山－東部（0.351）では非常に高く，これら 3

つの集団は遠い過去に共通祖先から分かれた

後，大きな遺伝的浮動，おそらくボトルネック

を経験したことを示唆している．また，前 2集

団と後者 1集団では F値が大きく異なること

から，集団分化が 1回ではなく複数回起こって

いることが推察され，系統樹とも一致する．イ

シヅチザクラはその分布を気候変動のみではな

く他の要因（人為も含む）によっても変化させ，

分化・統合を繰り返している可能性がある．

加藤（2016）は核マイクロサテライトマーカー

を用いて本種の近縁種であるタカネザクラの地

理的遺伝構造の評価を行ったところ，日本産の

他の高山植物種の傾向と類似しており，分布変

遷過程についても高山植物種と類似している可

能性は高いと報告している．山岳・高山地域と

いう地理的隔離条件が遺伝子流動を制限してい

ることから，他のサクラの野生種と比べて集団

間の遺伝的分化の程度が大きいのではないかと

述べている．また，分布の南限に位置する集団

が他地域の集団より遺伝的多様性が低い結果と

なっており，これは，高山生態系が地球温暖化

の影響を強く受けやすいためではないかと述べ

ている．四国は亜高山帯までしかないが，これ

らの研究事例から，イシヅチザクラにも同様の

影響が考えられ，集団間の地理的距離がたとえ

近距離でも遺伝子流動が妨げられることで集団

の分化が進んだと思われる．しかし今後，瓶ヶ

森集団と伊予富士集団のように地理的距離が非

常に近い集団では，森林化と攪乱のバランスに

よって，それぞれ集団の分布拡大に伴い遺伝子

流動が活発化するなど，赤石山集団と同様に集

団の孤立が解消される可能性も考えられる．

Ⅴ．まとめ

地球温暖化が進行する中，森林限界が上がっ

た事により森林化が進行し，本種分布域下部の

比較的低標高に生育していた大きな個体，集団

は衰退・枯死するなど，場所によっては，生存

個体が 1個体のみとなっている峰もあり，島状

に集団が分断されてきていると考えられてい

た．しかし，今回の調査から，ごく近接してい

る集団は分断されたものではなく，複数回の集

団分化（移住）による分布域の拡大によるもの

ではないだろうか．集団サイズの拡大や，2つ

の集団間が統合していることが示唆されている

ことからもその可能性もあると考えられる．繰

り返し訪れた氷期による気候変動は，本種の分

布，集団分化に大きな影響を与えたと考えられ

る．近年の温暖化の影響は，森林化の進行によ

る生育好適地の減少ばかりでなく，瞬間降水量

の増加による山腹崩壊など攪乱や土壌の流亡，

有機物の分解促進などイシヅチザクラにとって

プラスの要因もあると思われる．冷涼な時代に

は，シラベとともに分布を拡大してきたであろ

う本種は，これまでにも多くの気候変動を潜り

抜けて現在に至っている．シコクシラベはいず

れ姿を消す（Ogawa-Onishi et al. 2010）といわ

れているが，本種は力強く生き抜いていくかも

しれない．そのため，本調査研究で明らかになっ

た分布域，集団サイズ，遺伝的多様性，遺伝構
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造，集団分化などの基本情報は，今後の本種の

衰退程度の推移や保全施策，保護活動を行うに

当たって重要だと思われる．とりわけ，遺伝的

分化集団を保全単位として集団レベルでの保全

を考えていくべきであり，分化程度が大きい集

団間での人為による苗木や成木の移動（植栽）

は控えるべきであると思われる．
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Investigation on distribution and genetic diversity of endemic species 
of Shikoku "Ishizuchizakura" (Cerasus shikokuensis) for its 

conservation

NISHIHARA Yoshiaki and TSUBOTA Yukinori

Cerasus shikokuensis flowering cherry, which is endemic species of Shikoku area in Japan, has been designated as 
an endangered species in both Ehime and Kochi prefectures. There is a concern that the habitat of this species will 
decrease due to global warming and other factors. In order to accumulate basic knowledge for the conservation of 
this species that only grows in an extreme environment in the Shikoku mountainous regions, we investigated 
distribution area, population size, genetic diversity, and population differentiation in this species.

In the horizontal distribution, it was found that the southern limit of the distribution was located at Mt. Iwaguro in 
Ishizuchi mountainous region, and the northeast limit of the distribution was located at Mt. Ebira in Akaishi 
mountainous region. This species had a different vertical distribution among each population. The Akaishiyama 
population grows at 1,400 m to 1,700 m, which is the lowest altitude for growth of this species in Shikoku. We 
estimated that each population size is between 50 to 1,000 individuals in this species. In vegetation, it was shown 
that each species depended on altitude and geology factors. This species mainly consisted of the shrub with other 
species such as Acer austral, A. micranthum and with Sorbus species at forest edges and gaps in the Abies veitchii 
var. shikokuensis forest in rocky area. Genetic diversity of this species using 12 nuclear SSR markers was shown 
equal or higher values with the southernmost population of C. nipponica. The overall GʼST value was 0.100 (0.050 in 
the case of C. jamasakura) that indicated genetic differentiation among 5 populations due to the differences in 
genetic structure among populations. Moreover, we estimated that bottleneck effect occurred in 3 populations in the 
past. In Akaishiyama population, crossing with the wild cherry C. jamasakura was observed among those at low 
altitudes.

Keywords: flowering cherry, genetic structure, population differentiation, SSR marker
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