
1 はじめに

陸上植物は太陽からの光エネルギー
と，大気中の二酸化炭素を利用して光
合成をおこない，土壌から無機養分を
吸収する独立栄養生物と位置づけられ
ている。特に被子植物は光合成をおこ
なう葉と，無機養分を吸収する根を高
度に発達させてきた。しかし被子植物
の中には，これまで営々として作り上
げてきたこの独立栄養の体制を捨て，
他の植物に栄養を依存することで，自
らの光合成能力を退化させ，従属栄養
を選択した植物群が存在する。その中
で最も目立つ存在は，植物に寄生して
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図1  宿主に寄生するネナシカズラ（矢じり）
左；Cuscuta japonica，中央と右；Cuscuta campestris。
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生きる寄生植物である。
寄生植物は，被子植物の進化の過程

で10回以上も独立に出現し，その種類
は22科4,000種にも及ぶものと推定さ
れている。これは現在の地球上に生育
する全被子植物種の1％に当たるもの
で，植物に寄生する生命形態が例外的
なものではなく，陸上植物の有効な生
存戦略の一つであることを示唆してい
る。寄生植物は光合成能力を保持して
いる半寄生植物と，光合成能力を完全
に失った完全寄生植物に分けられるが，
現在見つかっている寄生植物のうち約
9割が完全寄生植物に属するものであ
る。独立栄養の能力を捨ててまで，寄
生戦略を取る寄生植物とは一体どのよ
うな植物なのであろうか。

本稿では，根と葉を捨て，茎で他の
植物に寄生する典型的な寄生植物であ
るネナシカズラ属に焦点をあて，その
生活環を紹介しながら，茎寄生の仕組
みが現在どこまで解明されているのか
を紹介し，ネナシカズラ属の生命戦略
について考えてみることにする。

2 光合成を捨てる寄生植物

ネナシカズラ属（Cuscuta）はヒルガオ
カ科（Convolvulacea）に属し，150か
ら200種から成る。知られる限りでは全
種が，葉と根が退化した蔓性の茎寄生植
物で，広く世界中に分布している（図1）。

一般に寄生植物は，宿主に栄養を依
存する機能を獲得したことにより，光
合成能力や養分吸収能力を維持すると
いう進化の選択圧から解放され，独立
栄養に必要なこれらの機能を放棄する
方向へ進化していると考えられる。

ネナシカズラ属の光合成能力は種ご
とに大きく異なり，機能を完全に消失
しているものから，低下しながらも保
持しているものまでさまざまである。C. 

reflexaなどでは，低いレベルで光合成
能力を確認できるが，C. gronoviiやC. 

campestrisでは微かな光合成能力をも
つのみで，C. grandifloraやC. odorata，
C. europaeaに至っては，まったく光合
成能力をもたないと考えられている1）。

光合成能力がネナシカズラ属の種間
で多様化している理由として，ネナシ
カズラ属は完全寄生へ移行する進化の
段階が種によって異なるとする説や，
多様な環境に適応する過程で光合成へ
の依存度に違いが生じたとする説，な
どが提唱されている。後者の説を吟味
する上で，発芽してから宿主に寄生す
るまでの間の栄養確保の必要性と，光
合成能力との関連が注目されるが，C. 

pentagonaなどではむしろ成長後期に
光合成能力が高い。この事実からする
と，成長初期の発芽から寄生に至るま
での期間に光合成が必要という視点か
ら，種間の光合成能力の多様性を説明
することは難しい。

3 葉緑体ゲノムから見た 
光合成能力

近年の寄生植物の葉緑体ゲノム＊の
解析では，光合成能力のレベルと葉緑
体ゲノム上の遺伝子欠損との関連性が
注目されている。たとえば，葉緑体ゲ
ノムにコードされている遺伝子を比較
してみると，真正双子葉植物であるタ
バコ（Nicotiana tabacum）では113個
の遺伝子があるのに対して，光合成能
力の低下したネナシカズラの一種（C. 

gronovii）では86個，光合成能力を失っ
たブナヤドリギでは40個まで遺伝子
数が減っている。また葉緑体ゲノムの
サイズを比べても，タバコで156 kb，
C. gronoviiで86.7 kb，ブナヤドリギで
70 kbと葉緑体ゲノム自体のサイズが小
さくなっている2）。

ネナシカズラ属内の種においても，
光合成能力のレベルと葉緑体ゲノムの
間の関連性に着目した研究が精力的に
進められている。光合成をおこなって
いるC. reflexaの葉緑体ゲノムは121 kb
であるのに対して，光合成能力の低下
したC. obtusifloraでは85 kbにまで縮
小している3）4）。しかし実際に葉緑体
ゲノム上の欠失した遺伝子を調べてみ
ると，光合成能力のレベルと遺伝子欠
損との関連性は，それほど単純ではな
い。たとえば，C. reflexaでは葉緑体の
呼吸に関する酵素であるNAD（P）Hデ
ヒドロゲナーゼ遺伝子群が欠損し，C. 

obtusifloraでは，さらに葉緑体の転写
に関わるRNAポリメラーゼの遺伝子
も失っているが，両種とも光合成の炭
素固定を触媒する酵素であるルビスコ

（リブロース1,5-ビスリン酸カルボキシ
ラーゼ／オキシゲナーゼ）をコードす
るrbcL遺伝子などはすべて維持してい
る。また，これらの光合成関連遺伝子
は，葉緑体RNAポリメラーゼを失って
も，核ゲノムにコードされているRNA
ポリメラーゼによって転写できること
が明らかになっている。

葉緑体での光合成に必要な遺伝子は，
核ゲノム上にも存在することが知られ
ている。したがって，光合成能力のレ
ベルと遺伝子欠損との関連性は，葉緑
体ゲノム上の遺伝子だけでは説明する
のは難しく，それを説明するには核ゲ
ノムの遺伝子情報が必要であるが，こ
れまでにネナシカズラ属で核ゲノム解
読に成功した例はなく，今後，その完
全解読が待たれる。

【葉緑体ゲノム】
葉緑体は光合成や遺伝情報発現に重要な遺伝
子をコードする環状二本鎖DNA分子を独自
に持つことが知られていて，葉緑体ゲノムと
よばれている。
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4 宿主へのアプローチ

ネナシカズラが寄生できる植物（宿
主）の種類は多く，宿主特異性は低い。
種子が土壌で発芽すると素早く茎を伸
ばし，回旋転頭運動をおこないながら，
宿主となる植物を探す。ネナシカズラ
の茎が宿主の茎に接触すると，巧みに
絡み付き，宿主を締め付けるよう巻き
付く。巻き付いたネナシカズラの茎か
らは，寄生根＊とよばれる特殊化した
器官が分化する。寄生根は宿主体内へ
と侵入し，宿主との間で維管束を連結
させる。こうして，両者の道管と篩管
が繋がると，ネナシカズラは維管束を
通して宿主から水や栄養素を吸収する。

ネナシカズラは一連の寄生行動に必
要な多様な機能を獲得するとともに，光
合成能力を低下させ，成長に必要なエ
ネルギーや炭素化合物を独自に調達す
ることがほとんど（あるいはまったく）
できない。そのため，発芽後はできる
だけ早く宿主を見つけて寄生しなけれ
ばならない。種により差はあるが，多
くのネナシカズラは，発芽後数日以内

に宿主に寄生できなければ，枯死する。
宿主を迅速に探して，それに接触す

るために，ネナシカズラの1種C. pen-

tagonaでは，宿主植物から発散する揮
発性物質を関知し，それに誘引される
ことが報告されている5）。この研究で
は，ネナシカズラが揮発性物質の種類
によって植物種を識別し，寄生対象に
適した宿主を選択していることも報告
されている。しかしながら，ネナシカ
ズラの宿主特異性が低いことや，非生
物に対しても寄生行動を誘起させるこ
となどから，自然環境下における揮発
性物質による誘引の重要性については
懐疑的な意見もある。

ネナシカズラは回旋転頭運動をしな
がら，宿主植物へと近づき，接触する
ことで巻き付きを開始することはすで
に述べた。この回旋転頭運動と，それ
に引き続き起こる巻き付き運動には青
色光による光刺激が重要な役割を担っ
ている6）。ネナシカズラは，青色光を
受容することで，回旋幅を大きくし，
また接触後には宿主により強固に巻き
付くことができるようになる（図2）。

5 寄生根形成

ネナシカズラは宿主に巻き付いた後，
寄生根を分化させるが，この過程には，
巻き付くことにより生じる機械刺激と，
遠赤外光などの光刺激が必要である。
これらの刺激を受けると，ネナシカズ
ラと宿主が接する面（接触面）で，表
皮の細胞分裂が開始し，その内側の皮
層に分裂組織ができる。その後，分裂
組織が接触面に向かって増殖するとと
もに，外側の表皮細胞が成長（表面に
向かって伸長）する。この表皮細胞と
分裂組織からなる器官は前寄生根とよ
ばれる。前寄生根ができると，宿主と
の接着がより強固となり，寄生根の発
達が促進され，宿主組織内への侵入が
始まる（図3）7）。

寄生根は，細胞がもつ膨圧などの物
理的な力と，細胞から酵素を分泌して
宿主の細胞壁を分解・軟化させる化学
的な作用を利用して，宿主組織内へ侵
入すると考えられる。寄生根侵入過程
では，宿主植物が傷害や病害を受けた
時にみられる反応がほとんど起こらな
いことなどから，細胞壁分解酵素の作
用は宿主の物理的な傷害を最小限に抑
え，宿主植物の傷害に対する防御反応
を発動させないようにしているのかも
しれない。実際，私達がおこなった網
羅的な遺伝子発現解析の結果によると，
植物の細胞間を接着しているペクチン
を分解する酵素の遺伝子が寄生根の侵
入直前に発現することがわかっている。

寄生根が宿主に侵入すると，寄生根の
先端細胞は探索糸に分化し，宿主の維管
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図2  青色光下におけるネナシカズラ（C. campestris）の回旋転頭運動
青色光下のネナシカズラの実生を4分ごとに撮影した連続写真。左上の数字は経過時間（分）を示す。

【寄生根】
寄生植物が宿主から栄養を得るために分化さ
せる組織。ネナシカズラの場合には根由来で
はなく，茎由来の組織である点に注意。ラテ
ン語（haustorium）で吸引器という意味。吸
器ともいう。
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束へと伸長する。探索糸は宿主の維管
束の方向に向かって伸長する傾向があ
ることから，誘因物質によって宿主の
維管束までガイドされている可能性や，
維管束の方向にのみ伸長するなんらか
の仕組みがある可能性などが推測され
ている。探索糸は，宿主の維管束に到達
すると，維管束への分化が誘導される。
寄生根内で新たに形成されたネナシカ
ズラ組織由来の維管束が，宿主とネナ
シカズラの既存の維管束との間を連結
することで，ネナシカズラ本体と宿主
の間の道管と篩管がつながる（図3）。

6 宿主から得るもの

両者の維管束がつながり，寄生が成
立すると，ネナシカズラは直ちに宿主
から水や栄養分の吸収（搾取）を開始
する。ネナシカズラが宿主より養分を
吸い上げる力は強く，宿主の成長を阻
害するだけではなく，ときには宿主を
枯死に至らしめることもある。この吸
収のための駆動力については不明な点
も多いが，高湿度下では宿主からネナ
シカズラへの物質の転流速度が減少す
ることなどから，ネナシカズラの蒸散
による水ポテンシャルの低下の重要性
が指摘されている。実際，ネナシカズ
ラの茎には多数の気孔が見られる。

ネナシカズラは，宿主から水や栄養
分を吸収するだけではなく，RNAやタ
ンパク質なども取り込むことが知られ
ている8）。こうして吸収した宿主由来
のRNAやタンパク質から，ネナシカズ
ラは宿主側のさまざまな情報を収集し
ている可能性がある。ネナシカズラに
とって，罹病した宿主や開花・結実を
終え枯死直前の宿主に寄生することは
生命戦略上致命的なことであり，宿主
となる植物の発生段階や生育状態を監
視するために，宿主由来のRNAやタン

パク質の情報が必要なのかもしれない。
また，ネナシカズラと宿主の間でRNA
が移動することによって遺伝子の水平
伝播＊が起きていることなども指摘さ
れている9）。これらのことを考え併せ
ると，ネナシカズラと宿主との間の分
子の伝達が多面的な役割を果たしてい
る可能性が考えられる。

7 今後の展望

ネナシカズラが宿主に巻き付き，寄
生根を形成し，維管束を連結して寄生
する仕組みや，宿主との間でRNAやタ
ンパク質などの情報分子をやり取りす
る仕組みは，未だほとんど解明されて
いない。しかし近年，次世代シークエ
ンサーを用いたRNAseq法＊を用いて，
寄生根の誘導・分化に関与する遺伝子
や，宿主由来のRNAの同定が進んでい
る10）。私達の研究室では，レーザーマ
イクロダイセクション法＊を利用して

（図4），いろいろな発生段階にある寄

生根から特定の組織を採取し，その
RNAseq解析をおこない，寄生根の誘
導・分化の過程で働く遺伝子群の発現
を高精度でプロファイリングすること
に最近成功した。

意外なことではあるが，ネナシカズ
ラを実験室内で栽培して繁殖させ，種
子を取ることは，これまでほとんどお
こなわれていなかった。しかし，現在，
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図3  ネナシカズラ（C. campestris）の宿主植物への寄生
a, b, c 宿主植物（シロイヌナズナ ; At）に巻き付くネナシカズラ（Cc）。b; aの囲い部分の拡大図。c; シ
ロイヌナズナからはがしたネナシカズラ（矢じりは宿主との接着面）。

d, e, f ネナシカズラ（Cc）の宿主植物（シロイヌナズナ ; At）への寄生根の侵入過程を観察した断面像。d; 

シロイナズナに接着したネナシカズラ。分裂組織（m）が形成されている。e; 寄生根（h）を侵入させた
ネナシカズラ。f; ネナシカズラとシロイヌナズナの道管（緑）を観察したもの。ネナシカズラの道管（Cx）
が，寄生根に形成された道管（Chx）を介して宿主の道管（Ax）と連結していることがわかる。

【水平伝播】
進化の過程において，母細胞から娘細胞への
遺伝とは別に，個体間や他生物種間で遺伝子
の取り込みが生じ，その遺伝情報が受け継が
れることがある。このような現象を遺伝子の

「水平伝播」という。

【RNAseq法】
大量の塩基配列を高速で決定することができ
る次世代シークエンサーを利用して細胞内の
mRNA（正確にはmRNAから逆転写した
DNA）の絶対数を数えることで，遺伝子の発
現レベルを解析する方法。

【レーザーマイクロダイセクション法】
顕微鏡下で組織切片を観察しながら，切片上
の目的とする細胞領域をレーザーで切り出し，
回収する方法。
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私たちの研究室では培養器内でネナシ
カズラを発芽させ，宿主への寄生から
開花，結実までの生活環を完結させる
ことに成功し，ネナシカズラを常時実
験材料として供給し，分子生物学の研
究に用いることが可能となっている

（図5）。さらに，実験室内でネナシカ
ズラの自殖を繰り返すことにより，純
化したネナシカズラ系統を作成し，寄
生植物のモデル植物として利用する準
備も進めている。遺伝子導入による形
質転換技術は，ネナシカズラではまだ
確立していないので，今後はその技術
開発が必要であるが，これらの技術が
整えば遺伝子機能の解明も進むことが
期待される。このような分子遺伝学的
研究が進展すれば，寄生根の発生制御
や，宿主との間の分子情報のやり取り，
さらには生理機能や器官の退化と獲得
など，ネナシカズラ属で目下進行中と
思われる進化の道筋を包括的に解明で
きるのではないかと考えている。

図5  ネナシカズラ（C. campestris）の栽培・繁殖風景
上段は宿主植物（シロイヌナズナ）に寄生させて数日後のネナシカズラ。
上段右は寄生部位を拡大したもの。下段は1ヶ月半ほど経過したネナシ
カズラ。花がついていることがわかる（下段右）。
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図4  レーザーマイクロダイセクションと遺伝子発現解析
上段はレーザーマイクロダイセクション法による寄生根のサンプリン
グ過程の写真。a; 寄生根を切り出す前の切片，b; 寄生根が切り出され
た切片，c; 切り出された寄生根。

下段は10種の細胞壁関連遺伝子の発現量を経時的に解析したグラフ。
寄生根侵入に伴い発現量が増加する遺伝子がある。
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［特集Ⅰ］ 4 光合成を捨てた植物の新戦略 ─分子メカニズムからの解明


