
  
  生理学と生態学をつなぐ数理モデリング

  誌名 日本生態學會誌
ISSN 00215007
著者名 関,元秀

佐竹,暁子
発行元 日本生態学会暫定事務局
巻/号 66巻2号
掲載ページ p. 489-500
発行年月 2016年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日本生態学会誌 66・489-500 (2016) 
J金鍾参事

特集4高等植物の道管流・師管流の計測技術と生態学における研究展開

壊割

生理学と生態学をつなぐ数理モデリング

ーイネの飾部ショ糖転流を例として一
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Mathematical modeling that connects ecology and physiology: phloem sucrose transport model as an example 

Motohide Seki* and Akiko Satake 

Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University 

要旨：維管束系の生理学的理解は年々深まっているが、飾部構造にはいまだわかっていない点が多い。また生態学的理

解、つまりなぜ現存する生物集団内で、特定の維管束系形態が維持されているかについては、アプローチ自体がほとん

どなされていない。本稿では、適切な量の栄養を適切な時期に適切な部位に供給することのできた個体が自然選択また

は人為淘汰によって子孫数を増やしてきたという観点に立ち、飾部ショ糖転流について、生理学モデルを用いた生態学

的理解を試みた。具体的題材としてイネを用いた研究を紹介し、ショ糖飾管輸送モデルをもとにイネ穂構造と収量の関

係について考察した。イネを用いた事例研究では、まず現実の個体の穂形が代入された際に現実的な成長パターンを再

現できるモデルが開発され、次に様々な仮想、穂形をモデルに代入し収量比較がなされた。シミュレーションの結果とし
えいか

て、個体収量はショ糖合成能や穎果総数だけでなく、穎果配置にも大きく左右されることが示された。モデルによって

同定された収量を最大化する穎果配置は、現在広く栽培されている品種のそれであることが指摘された。さらに、穎果

配置の大幅な改変をともなう改良品種では穎果総数が増加しでも平均玄米重が減少してしまうという現象が実際に知ら

れていたが、その原因がショ糖合成能の限界だけではなく、穎果配置構造の改変のせいでもあることが明らかにされた。

キーワード：圧流説、育種、作物理想型、ハーゲン＝ポワズイユ流れ、マレーの法則

Keywords: breeding, crop ideotype, Hagen-Poiseuille flow, Murray’s law, pressure-flow hypothesis 

はじめに

ある生物現象を真に理解するためには、生理学的理解

（その現象は生体内でどのようにして実現されるか）と生

態学的理解（その現象はなぜ現存する生物集団内で維持

されているか）の双方が必要である。生物現象の具体的

事例として維管束系に注目している本特集のなかで、本

稿では、生理学的理解と生態学的理解の総合を試みた飾

部ショ糖輸送モデル（Sekiet al. 2015）について解説する。

飾部は、ショ糖を生産するソース部分（葉部）とシヨ

糖を消費・蓄積するシンク部分（葉部以外）を接続する

飾管の集合体で、ショ糖は飾部を経由してソースからシ
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ンクへ輸送される。この飾部ショ糖輸送の生理学的理解

の基礎は、 Munch(1930）の圧流説である。圧流説では、

シンクからソースへと向かう飾管液の流れは、シンク付

近とソース付近の聞の静水圧差によって生じると説明さ

れる。ソース付近では飾管にショ糖が能動的に積み込ま

れ飾部ショ糖濃度が高くなるため、浸透圧差によって純

水が木部から飾部に流入し、飾部の膨圧が高くなる。対

照的にシンク付近では飾管からショ糖が能動的に積み下

ろされ飾部ショ糖濃度が低くなるため、浸透圧差によっ

て木部へ純水が流出し、膨圧が低くなる。このソース付

近で高くシンク付近で低いという膨圧差によって、飾管

液の流れが生じると考えるのである。

飾管流の勢いを表す流束は、上記した圧力差に正比例

する。圧力差以外に流束に影響する要因は、飾管液の粘
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性や管の構造であり、これらを「抵抗」として lつの項

にまとめると、流束は下記のように記述される。

1鯖管の流東〕＝ （ソースの圧力一シンクの圧力r)/

〔鯖管内の抵抗〕

ここでさらに備管を枝分かれのない I本の円筒とみなす

と、上記抵抗の値を Hagen-Poiseuille方程式によって求め

ることができる。この場合、抵抗の値は円筒の長さに比

例し、また半径の4乗に反比例する。

法事管内の抵抗；） ex: （ソース・シンク淘距離〕／

ぜ布管半径の4乗〕

以上の物理法則を用いた理論モデルがこれまでにいくつ

も提案され、飾板構造が抵抗の値にどのように寄与する

か等の詳細事項が考察されてきた（Thompson2006）。

しかしそれらのモデルは共通して、lつのソースを始点、

lつのシンクを終点とする、枝分かれも先細りもしない

管を想定してきた。この、構造上独立した管の集合が、

植物体の維管束系であるとされる。このような構造を仮

定するモテ寺ルの総称がパイプモデルである（Shinozakiet 

al. 1964）。パイプモデルによると、植物体の分枝点では、

束ねられた複数の管のうち一部が小さい束となって分校

へと入札残りはそのまま本枝を走行する。つまり、維

管束は分岐するが、それを形成する l本 l本の管は分岐

しないというのがパイプモデルの仮定である。

パイプモデルの対極にあるモデルは大動脈モデルであ

る（Murray1926）。晴乳類の動脈系は心臓の一端（ヒト

では左心室）を唯一の始点とし、無数の末梢を終点とする。

始点ではただ I本の太い管（大動脈）として存在してい

るものが、各分岐点で I本の太い管が2本の細い管に枝

分かれすることで、 lつのソースと複数のシンクを連絡す

るのである。大動脈モデ、ルはこのような構造を仮定する。

植物の維管束系でも実は動脈系のような、 l本の管そ

のものの分岐が起こっているらしいことが、まずは道管

系で、モデリングと計測データによって示された

(McCulloh et al. 2003）。 McCullohet al. (2003）によると、

蔓植物や木本植物の道管の半径分布を最もよく説明する

のは、完全なパイプモデルでも完全な大動脈モデルでも

なく、両モデルの組み合わせであった。

それでは飾部について、パイプモデルが正しいのか、

それとも l本の筒管が枝分かれすることがあるのか。現

時点では信頼に足る十分なデータが存在しないとされて
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いる。備管輸送の実測では限られた領域で測定するしか

ないという技術的限界が存在することが、データ不足の

一因である。そのような限界下でこそ、数理モデリング

が有効と考えられる。局所の観測で得られたデータを、

部分から個体全体の挙動を再構成する適切な飾管輸送機

構モデルに代入することで、維管束系の機能や挙動を理

解することも可能となるからである。しかしこれまでの

モデル研究は前記した通りパイプモデルを前提としてき

たので、新たに大動脈モデルを前提としたモデルを開発

し、両者を比較検討する必要があった。

では、飾部についての生態学的理解とはどのようなも

のだろうか。現状では生態学的アプローチはほとんどな

されていない。しかし例えば、適切な量の栄養を適切な

時期に適切な部位に届けることのできた個体が自然選択

または人為淘汰によって子孫数を増やしてきたという観

点に立てば、適応度や収量を最大化する飾部構造を予測

する、というアプローチが考えられる。これまでの収量

予測は、主に維管束機構をブラックボックスに入れたま

まの統計モデル（Brissonet al. 2003等）によってなされ

てきた。こういった統計モデルの予想には限界がある。

たとえば、既存の品種に比べて維管束サイズがあらゆる

部位で大きい品種の収量予測までは可能だろうが、より

複雑な構造変化への対応、たとえば分校では維管束サイ

ズが大きくなり代わりに本枝で維管束サイズが小さい品

種の収量予測は難しいと考えられる。このような場合に、

生理学的機構を捉えたモデJレが存在すれば、新奇品種の

収量予測が可能になり、それどころか、品種改良に先立

ってそのゴール、つまり理論上収量が向上すると考えら

れる植物体の理想型を設計することが容易になる（Donald

1968）。

著者らは収量予測を明確な目的とし、ソース組織であ

る葉部での炭素同化・飾部経由のショ糖転流・およびシ

ンク組織である穎果での炭化物蓄積の過程を総合して記

述した機構モデルを開発した。本モデルの詳細な解析は

Seki et al. (2015）で報告しである。本稿では維管束構造

に重点をおき、モデリング手法と結果の一部を紹介し、

さらに生態学的展開について議論する。

飾部輸送機構のモデリング

モデル対象としてのイネ

Seki et al. (2015）で具体的事例研究として分析された

のは、東～東南アジアの主要作物として我々になじみが

深く、産業的に重要なイネ （Oryzasativa）である。出穂、



イネ飾部ショ糖転流のモデリング

後のイネは、ソース部（葉）とシンク部（穂）が離れた

位置に lつずつ存在するという点では簡潔な構造をして

いる一方で、シンク部である穂のネットワーク構造は数

理モデルを用いた詳細な分析が必要な程度に複雑で、ある。

イネは主要作物として植物解剖・生理学の分野で精力的

に研究されてきており（たとえば星JI!1975）、モデルに

代入すべきパラメータの値を決定する際に豊富な文献デ

ータを参照できるという利点がある。さらに近年、単子

葉植物のモデル生物として分子遺伝学的にもよく研究さ

れているため、近代的育種手法によって、現行の栽培品

種とは穂構造や一穂穎果数が異なる様々な品種を作出す

ることがある程度可能となっている。こういった変異品

種を栽培し観察することで、一般性のあるモデルから出

てきた諸予測を検証することが見込まれる。

アジア栽培イネでは、収量に影響する多数の量的形質

座位（QTL）と幾らかの遺伝子が特定されている。その

大半はシンク容量（主に食用に供される部分である穎果

の数と、その最大サイズの積）の変化に関わるものである。

Gnla (Ashikari et al. 2005）や日WI (Yoshida et al. 2013) 

は穎呆数を増やし、GW2(Song et al. 2007）やqSW5(Shomura 

巴tal. 2008）は穎呆粒長または幅に影響する。これらに変

異を導入することで、穂、当りの穎果数または穎果サイズ

が大きな品種が続々と誕生した（Penget al. 2008）。とこ

ろが一穂穎果数を多くした品種で、全体的に登熟速度が

低下したり、多数の未成熟穎果が見られる現象が報告さ

れており、穎果数と登熟率の聞にトレードオフの関係が

あることが示唆される（Yangand Zhang 2010）。このトレ

ードオフのため、穎呆の総数と平均重量によって決まる

最終的な収量は思うように伸びない。このトレードオフ

の原因機構を理解し、トレードオフを緩和する品種を開

発していかねば、これ以上の収量増加は見込めない。

上記トレードオフはソース制約（光合成能不足）、シン

ク制約（炭素同化物吸収・蓄積能の不足）、輸送制約（葉

から穎果への同化物転流不足）などの要因が複合するこ

とで起こると考えられる。イネについて、一部の穎果を

切除した実験で、残存穎果のうち一般に不稔になりやす

い部分についているもの（弱勢穎果）の登熟率が向上す

ることから、トレードオフの主要因はソース制約だとす

る見方がある（Kato2004）。また、弱勢穎果ではそうで

ない穎果に比べてデンプン合成関連酵素の発現が低いと

いう実験結果（Umemotoet al. 1994）や、登熟過程でシヨ

糖積み下ろしを制御する遺伝子が存在すること（Wanget 

al. 2008）はシンク制約の存在を示唆している。一方で、、

シンク容量と同時に維管束数が増加する変異体では収量
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が増加することから、維管束数増加によって輸送制約が

改善されればトレードオフの効果は弱まるか消失するよ

うである（Teraoet al. 2010 ; Fujita et al. 2013）。上記諸研

究から、トレードオフはイネ個体のソースf生能、シンク

性能、転流性能が複雑に絡み合った結果として起こると

考えられる。

穂構造のグラフ化

イネ穂は、主軸（穂軸）と分校（枝梗・小枝梗）、およ

び開花・受粉を経て穎果を形成する部位（小穏）で構成

され、枝梗には穂軸から何度の分校を経たかに対応する

次数が割り振られる（図 lA）。 Sekiet al. (2015）は、全

ての葉を一組にした部位（ソース）がM個の小穂（シンク）

と簡管で繋がれた状況を考えた（図 lB）。

穂軸に始点をもっ校梗（一次枝梗）の数を L本とする。

japonicaイネでは穂軸に同数 （L本）の大維管束が存在し、

各々の中に数本の道管と飾管がある。穂軸上の分校点で、

l本の大維管束が 1本の一次枝梗に入る（星JI!1975；図

2A～B）。それ以降の分枝点で大維管束および各管がど

うなるかはほとんど調べられていない。そこで Sekiet 

al. (2015）は、次節で詳解する両極端なモデル、パイプ

モデルと大動脈モデルで、どちらがより現実的なイネ穎

果成長を再現できるかを検討した。

飾部構造を、簡管に対応する辺と、葉部（節点 O）・小

穂（節点 l～節点M）・交点（節点（M+l）～節点 （M+N))

の3種類に分類される M+N+l個の節点からなるグラフと

して扱う（図 lB）。辺Iは円筒とみなし、その半径を r；、

その筒長を l；とする。

簡部を捉えたパイプモデルと大動脈モデル

パイプモデルは元々 Shinozakiet al. ( 1964）によって提

唱されたもので、 Sekiet al. (2015）では、葉部にM本の

独立した細い飾管があり、各々が lつの小穂まで伸びて

穎果に栄養を供給する構造と定義された（図 2A)oM本

の簡管の半径は全て等しいとする。このパイプモデルで

は交点は存在しない （N=O）。

対称的に、太い管が分岐して各小穂に到達すると考え

るのが大動脈モデルである（Mccullohet al. 2003）。今回は、

穂軸から各一次枝梗が分校する点で各大維管束内に数本

存在する簡管を l本の太い飾管で近似した（図 2B）。葉

部に存在する L本の太い飾管の各々が、穏軸と一次校梗

の交点で一次校梗に入札それ以降は交点に到達するた

び2本の管（娘管）に分岐する（図 1B、2C）。 L本の太

い簡管の半径は全て等しいとし、枝梗レベルでの飾管の
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交占

節点 l

( ( 
: I ーーー 箭管（辺）

rT一旬Fヘ 木部

I ！ ~ T ¥-+ 飾管～木部間の純水の流れ

、 ト々 ／・・・ 箭管j夜の流れ
葉部い＼ LJ I ’ 

＼一一一一／ E二〉 ショ糖積み込み・積み下ろし

図l イネ穂飾部ネットワーク内ショ糖輸送モデルの概要図。（A）イネ穂構造の模式図。点線で固まれた部分は、

図18の点線で固まれた部分に対応する。（B）飾管 －木部聞の純水の流れ、飾管液の流れ、ショ糖積み込み・

積み下ろしの模式図。葉部、小穂、2個、交点2個に注目している 0 J;(t)、J/t）、み（1）はそれぞれ節点 t、j、kに

流れ込む飾管液の単位時間当り流量を表わす。

半径については次節で詳解する。

飾管系の実証研究は極めて少ない。Sekiet al. (2015) 

ではパイプモデルと大動脈モデルの双方を計算し、結果

が比較された。なお下記に詳解する通り飾管流速は飾管

半径の 4乗に比例するため、現実の飾管系構造が道管系

と同様にパイプモデルと大動脈モデルの組み合わせであ

る場合には、完全パイプモデルは飾管流を過小評価し、

完全大動脈モデルは師管流を過大評価することになる。

比較のため、パイプモデルの M本の飾管の断面積の総和

と大動脈モデルの分岐前のL本の飾管の断面積の総和を

揃えた。

大動脈モデルの1本の管の分岐

大動脈モデルでは、ある辺（親管）が交点を経て 2本

の辺（娘管）に分かれる際に姉妹の管がどのような半径

をとるか、ということが輸送効率を左右する。Durand

(2006）の理論研究によると、任意の輸送管ネットワーク

で管内流体の輸送効率を最大化（スタート地点とゴール

地点の位置を固定したときの、回路総抵抗を最小化）す

るためには、 2つの条件（流体の粘性と、回路の総長・

表面積・容積等のうちどれが保存量として一定に保たれ

るのか）によって定まるある正の数を K として、以下の

関係式が成り立っている必要がある。

K K K 

r. =r +r, 
l j k 、3

ノl
 

（
 

ここではハ［m］は親管の半径、 η［m］は娘管のうち親管の

延長（主管）の半径、 rk[m］は服へ伸びる管（側管）の半

径である（図 2C）。Murray(1926）は、動物の心臓から

伸びる大動脈では／（＝3であることを示した。植物につい

ても、道管の分岐では理論と実証の両面から 1(=3である

ことが示唆されている（Westet al. 1999 ; McCulloh et al. 

2003）。 この 1(=3という値を Durand(2006）の文脈で理

解すると、動脈系も道管系も、あらかじめ管系の総容積

として一定の値を与えられた上で、高粘度流体の輸送効

率を最も高くするような設計をした際に出来上がる輸送

管系ということになる。動脈系について、動脈血量は少

なすぎると酸素欠乏リスクがあるし多すぎてもコストが

かかることを考えれば、上記制約は納得しやすいだろう 。

道管系についても類似の制約の存在が示唆されたという

ことになる。一方、飾管についてはこれまでほとんど研

究されていない。Sekiet al. (2015）では、飾管系に課さ

れている最も基本的な制約が、道管系に課されている制

約と考えられるもの（総体積を一定に保ちつつ、高粘度
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図2 飾部ネットワークについての 2通りのモデルと半径配分ル

ール。（A）パイプモデル。l：本の節管が l個の小穏に栄養を

供給する。（B）大動脈モデル。複数本ある大維管束内の飾

管を、 l本の太い飾管に近似した。一次枝梗以降の分枝点の

各々 で、 l本の管が2本の娘管に分岐する。（C）大動脈モデ

ル飾管分岐時の親娘管。辺tが親管、辺jが娘管のうち主管、

辺kが側管。

流体を高効率で輸送すること）と共通であると想定し、

/(=3を用いた。

さらに、親管の半径を与えたときに各娘管の半径が一

意に定まるように、以下の式で記述される σルールを考

案した（図 2C）。

K K 

ri 二 σ1i

九K =(I－σ）イ

(2a) 

(2b) 

これらは、分配される総量（親管の半径 r;[m］の K乗）の

うち割合uが主管に、残り l一σが側管に配分されるこ

とを意味しており、 σが大きいほど主管が太くなる。本

稿では以降、 σ （1/2三σくI）を配分パラメータ と呼ぶ。加

えて、式（2）の分岐規則がどのレベルの分岐でも共通し

て適用されると仮定する。結果として l本の筒管は自己

相似型の分岐構造を呈する。上記仮定は、植物個体発生

の先行数理モデル（たとえば Steinand Boyer 2006）の自

然な拡張である。

筒管液の流れをモデル化する

時刻 t[s Jでの節点 tの飾管液ショ糖濃度をわ(t)[mol・m-3]

(iε｛O，…， M+N}）、小穂 tに積み下ろされたショ糖の量（穎

果サイズ）を w;(t)[mol] （疋｛I，…，M}）とする。

Seki et al. (2015）のモデルでは、ショ糖以外の溶質の

効果を近似的に無視し、はじめに紹介した圧流説（Mi.inch

1930）に従って、飾管内部のショ糖溶液流量および木部

との純水のや りとりを計算する。葉部側の節点 iから末

端側の節点jに流れ込む飾管i夜の単位時間当り流量を斗（t)

[mi・s-Iiと定義し、飾管液が逆に節点jから節点 iに流れ

込む場合は斗（t)[m3-s-1］が負の値をとるとする（図 IB、

2C）。飾管液流量は下記の Hagen-Poiseuille方程式で記述

される （Thompson2006）。

7ア r, I ¥ 

人（t)＝ムJー lP;(t)-p;(t))
J 8η lj、， J / 

(3) 

η［Pa・s］は粘性係数、 p;(t)[Pa］とめ（t)[Pa］はそれぞれ節点 l

とjの膨圧である。

木部と箭管の聞の純水の流れ

木部と飾部の間では、浸透膜を介して純水がやりとり

される。Sekiet al. (2015）では、純水の出入りは葉部と

各小穏でのみ起こり、各交点や各辺では起こらないと近

似された。よって、交点 iで分岐した 2本の娘管辺が節

点jと節点kに繋がっているとき、以下の関係式が成立

する （図 lB、2C）。

Ji (t) =Ji (t) + Jk (t) (4) 

式 （4）は、単位時間に節点 lに流れ込む飾管液の量と節

点 Iから流れ出る飾管液の量が等しいことを記述してい

る。なお、交点で生じる抵抗は、高粘度の流体を扱う際

には相対的に微量となると考えられ、 Sekiet al. (2015) 

では近似的にゼロとされた （考察を参照）。

葉部（節点 O）から隣接する節点へ流れ出る飾管液流

量の総和は、節点0に隣接する節点の集合を Dとして、

I;Eo-l;(t）とかける。Dはパイフモデルでは計M個の小穂
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節点から、大動脈モデルで、は一次枝梗の始点に位置する

計L個の交点節点から構成される。この流れの総和が、

木部から節点0に流れ込む純水の量に等しい。流入する

純水の量は、 van’tHoff方程式を用いて以下のように算出

した。

vk[mJ］はこの節点の容積である。右辺波括弧内の第 l項

は飾管液の流れJk(t)[m3・s-1］に載って単位時間に節点iか

ら流入するショ糖量、第2項は節点 iへ流出するショ糖

量を表わす。第3項はショ糖積み下ろし率で、これを穎

果サイズwk[mol］）の増加率とみなす。 Sekiet al. (2015) 

では、実際に測定されたイネ穎果の成長曲線をもとに、

エJ;(t)= m0(s0(t)RT-p0(t)) (5) 穎果は以下のロジスティック成長をすると仮定された（星
iεD 

R[J・K"1・mor1］は気体定数、T[K］は絶対温度、 m0[m3・s-1・Pa-1] 

は膜透過率と葉部がもっ膜面積の積である。同様に、小

穂k(kε｛l，…， M}；図 IB）に流入する飾管液の流量と、

小穂から浸透で流出する純水の流量は等しくなければな

らない。

Jll 1975 ; Song et al. 2007）。

色 lQ= as,_(t)w,_(t)( 1ー盟問 (9) 
dt 仇、，仇、，＼研r ) 

αは穎果のショ糖積み下ろし能力、 W[mol］は穎果 l粒が

蓄積可能な糖分量（最大穎果サイズ）である。

交点 i(iε｛M+l，…， M+N}；図 lBおよび2C）ではシヨ

Jk (t) = mk (pk (t）ーら（t)RT) (6) 糖積み込みも積み下ろしも起こらず、飾管液の流れに載

mk[m3・s-1・Pa-1］は膜透過率と小穂がもっ膜面積の積である。

各節点の飾管液流量J;(t)[m3・s-1］と静水圧p;(t)[Pa]

(i巴｛O，…， M+N｝） は、式（3）～（6）で記述された一次

方程式を連立して解くことで、ショ糖濃度的(t)[mol・m-3]

の関数として求められる。

ショ糖濃度動態と穎果成長

本節では、 3種類の節点（葉部・小穂・交点）の各々

でのショ糖濃度の動態について記述する。葉部（節点 O)

の飾管液ショ糖濃度動態は以下の式で与えられる。

宅金＝よ！神J1-+l+ L:(s;(t)[-J;(t)L) s0(t）工［J;<t)L~ 
品t Vo I I D I+ ieD 店D I 

(7) 

記号［勾＋は max{O,X}の略記で、 Vo[m3］はこの節点の容積

である。右辺角括弧中の第 l項は葉肉細胞からのショ糖

積み込みによる溶質の増加を表わす。パラメータ αは葉

肉細胞で合成されたショ糖が飾部に積み込まれる割合、

ゆo[mol-s-1］は時刻ゼロでの葉肉細胞のショ糖合成能で、シ

ヨ糖合成能は葉肉細胞の老化によって経時減少し、時間

b[s］後にはゼロになる（Hidemaet al. 1991）。第2項は単

位時間に簡管液に載って節点0に流入するショ糖量、第

3項は流出するショ糖量である。

節点1に隣接する小穂、k(iε｛1，…， M}；図 IB）でのシ

ョ糖動態は以下のようになる。

￥＝士｛s;(t）レ，ctJL_,,c1J[-J,CtJL -¥,} l 
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ったショ糖の流入と流出のみが起きる。

収量指数の定義

コメ農業では、ふるいを用いて充填の悪い小さな米粒

（網下米）をふるい落とす。このことを考慮し、時刻 t[s]

においてサイズw;(t)[mol］が闇値w*[mol］を上回っている

穎呆のみのサイズを合計し、さらに最大穎果サイズ Wで

割って無次元化したものy(t）が、収量指数と定義された

(O三y(t）くM）。また、最終収量が測られる時刻（収穫時刻）

は、葉から簡管に送り出せるショ糖量がゼロになる時刻

(t=b）とする。

仮想的なイネ穂ネットワークの構築

松葉（1991）は完全展開モデルという、自己相似形の

仮想的なイネ穂構造を提案した。完全展開モデルは、頂

芽優勢がなければ実現されたであろうネットワークであ

る（図 3A）。実際の栽培イネでは強い頂芽優勢があり側

校伸展と小穂成長が抑制されるため、完全展開モデルの

一部が実現される。

上記見方に沿って、図 3Bに示した 3つの仮想的な枝梗

ネットワークが、以下の 3種類のパーツを組み合わせる

ことで構築された。これらの他にも可能なネットワーク

は存在するが、現実の現行栽培イネで見られる構造を代

表するものとして上記3ネットワークが選び出された。

枝梗： 2cmの円筒。 3個の連結点（両端部の一方にホ

ゾl個、他方および中央部側面にホゾ穴計2個）

をもっ。

小穂： 1cmの円筒。両端部の一方に穎果、他方にホゾ

をもっ。
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図3 完全展開モデルと、仮想的な枝梗ネットワーク。（A）完

全展開モデル（左）と、1頁芽優勢による側枝成長抑制を経て

実現されるネットワーク（右）。本例の完全展開モデルには

四次枝梗まで存在するが、実現されるネットワークには二次

校梗までしか存在しない。影付き部分は、成長抑制により実

際は発生しない部分。（B)3種の仮想枝梗ネットワーク。

葉部 。2cmの円筒。両端部の一方に光合成器官、他方

にホゾ穴をもっ。

枝梗7個、 小穂 8個、葉部 l個を組み合わせ、穎果を 8

粒もつイネ穂ネットワーク を構築した。図3Bに示したよ

うに、ネットワークlは二次枝梗がなく、全ての小穏を

一次枝梗上にもつ。ネットワーク 2は二次校梗をもっ。

ネッ トワーク 3はさらに三次枝梗をもち、完全展開モデ

ルに対応する。一般的な栽培品種の枝梗ネッ トワークは、

ネッ トワークlまたは2の仲間と考えられる。三次枝梗

をもっネットワーク3のようなネットワークが栽培品種

で見られることは稀だが、穎果数が増加した変異体では

よく見られる（Yoshidaet al. 2013）。

パラメータ推定と数値計算

各節点問距離（l;[m］）、最大穎果サイズ（W[mo!J）、闘

値穎果サイズ（w*[mo!J）、シ ョ糖積み込み割合 （a）およ

び積み下ろ し能力 （α）は計測データを利用 して値を定め、
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その他の値については文献を参照した（詳細はS巴kiet al. 

2015を参照）。

モデル利用例：イ ネ飾部構造の理解

コシヒカリ穂ネットワークを用いた穎果成長シミュレー

ンヨノ

Seki et al. (2015）では始めに、スキャナでデータ化し

たコシヒカ リ品干重の干恵ネッ トワークを用いたシミュ レー

ションに よって、パイプモデルと大動脈モデルの結果が

比較された。なお、用いられたコシヒ カリ 品種の 3個体

の穂はいずれも二次枝梗までもっていた。

パイプモデルでは、現実の穂の重量変化にほぼ比例す

る収量指数は出穂後 20日前後から増加をはじめた （図

4A）。 飾管半径が全て等しいという仮定のため、輸送効

率はソース ・シンク聞の距離のみで決定され、業部に近

い穎果のほうが若干早く成長した。

大動脈モデルでは、穎果成長パタ ーンは配分パラメー

タσに強く依存した。σ＝0.5のときは、全ての分岐点で2

本の娘管の半径が等しい。この場合、枝梗基部から伸び

た穎果は十分に成長するが、一次枝梗先端の穎果は十分

成熟する ことができず、結果として低収量となった（図

48）。これは主管が多くの分岐を経験するためであり、 こ

の配分では先端に近い点で管が非常に細 くなり、 よって

先端へのショ糖輸送効率が悪い。σを大きくしていくと、

ショ糖は基部にも先端にもほぼ均等に輸送される ように

なり、この場合は穎果が穂上のどの位置にあっても同じ

ように成長する（図 4C）。uが上限に近い値a=0.99をと

るときは、。＝0.5のときと正反対に、先端の穎果は十分に

大きくなるが、基部の穎果は小さくなった（図 4D）。 収

量指数は出穂後 15日前後から増加をはじめたが、二次校

梗の穎果への輸送効率が悪すぎて成熟できないため、収

量増加は頭打ちとなった。

上記結果は、穎果関でショ糖を巡る競争が存在するこ

とを明示している。穎果関の優劣は、パイプモデルでは

単純にソースからの距離だけで決まるが、大動脈モデル

ではソースからの距離とσの値の双方に依存する。次に、

どのようなイネ穂構造が収量を最大化するかが検討され

た結果を紹介する。

収量を最大化する最適モデルと最適配分パラメータ値

前節の、大動脈モデルで配分パラメ ータσに様々な値

を代入したシミュレーション結果を uについて整理する

と、σがある特定の値をとると きに収量指数が最大化さ
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図4 各モデルのシミュレーション上の穎果成長曲線。（A）パ

イプモデル。（B）大動脈モデル、o=0.5。（C）大動脈モデル、

o=0.84。（D）大動脈モデル、 。＝0.99。左側の絵は下から 2番

目の一次枝梗の拡大図で、飾管の太さと収穫時穎果サイズを

表わす。未成熟穎果は市場に流通しない。中央の絵は穂全体

での収穫時穎果サイズを表わす。右側のグラフは各変量の時

間変化。細い線は各穎果の成長曲線、点線は平均穎果サイズ

の動態、太い線は収量指数動態。

れることが明示された（図 SAの「最適σ」； 2つのイネ

穂ネットワークで 0.84、残り lつでも 0.85）。最適uの値

を代入したシミュレーションでは、穂、上の別々の位置に

ついている穎果が、ほとんど同じように成長した（図

4C）。対照的に、極端に小さなまたは大きな値がσに代

入されたときは、穎果サイズの分散が大きくなる（図 4B

およびD）。よって、現実的なイネのソース能力とシンク

数を代入したモデルで、収量を最大化するためには、特

定の穎果に集中投資する一方で特定の穎果を見捨てるよ

うな配分パラメータではなく、どの位置にある穎果へも

ほぼ等しい量のショ糖が輸送されるような配分パラメー

タがよいといえる。
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図5 分配パラメータ oの最適値と尤もらしい領域。（A）収穫

時収量指数のモデル問および、u問比較。コシヒカリ 3個体か

ら得た 3通りのネットワークを用いた。点線は、大動脈モデ

ルで収量を最大化したuの値 0.84を示す。灰色で塗られた

領域は、図4Bに示した 2条件を満たすuの尤もらしい範囲

(0.73三σ'.S0.92）。（B）イネ穎果の成長を特徴づける 2つの

条件。条件 l一次枝梗上の穎果のうち最も基部側のもの（実

線）は先端のもの（破線）よりも大きい。条件2平均すると、

一次枝梗上の穎果（破線）は二次校梗上の穎果（実線）より

も大きい。エラーパーは標準偏差。

なおパラメータ σをもたないパイプモデルで算出され

た収量指数は、大動脈モデルで最適σの値を代入したと

きの収量指数よりも低かった（図 SA）。この主要因は、

飾管液が高粘度であるために式（3）で表された Hagen-

Poiseuille流れに従うからだと考えられる。この場合、大

動脈モデルの基部にある l本の太い管 （図 2B）の方が、

パイプモデルのような複数の細い管（図 2A）よりもはる

かに輸送効率が良いのである。

イネ穎果成長パターンはパイプモデルでは説明できない

シミュレーション上の穎果成長が現実的なものとなっ

ているかを知るための、観察データとの比較がなされた。
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ヒトメボレ品種で、穂上での位置がわかっている穎果（5

穂から 609粒を採集）の収穫時サイズから、現実的な穎

果成長を特徴づける 2つの条件が同定された。

lつめの条件（条件 I）は、一次枝梗に直接ついている

穎果の収穫時重量の位置依存性で、最も基部側の穎果が

先端の穎果よりも有意に重かった（対応のある t検定，

n=49, Pく.001；図 SB）。 2つめの条件 （条件 2）は、 一次

枝梗上の穎果と二次枝梗上の穎果の重量の差で、前者の

方が重いという傾向があった（分散分析， n1=290,

n2=319, P<.001；図 SB）。 なお戦前の文献まで遡ると、こ

れら 2条件がjaponicaイネのその他の栽培品種でも成立

していることが記載されている（長門 1941など）。

上記2条件をシミュレーション結果が満たしているか

どうかが検討された。大動脈モデルでは、条件lはσが0.73

以上のときに、条件2はσが0.92以下のときに満たされた。

よって、現実的な穎果成長を再現する「尤もらしい」 σ

の範囲は 0.73から 0.92の間であった（図 SA）。興味深い

ことに、前節で求めた最適σはまさにこの範囲の内にあ

る（図 SA）。一般的な栽培品種から得られた 2つの条件は、

収量を高めるための人為選択の産物である可能性が高い。

一方、パイプモデルでは、条件 lは満たされたが条件2

が満たされなかった。つまり、 Sekiet al. (2015）の開発

したパイプモデルでは現実的な穎果成長を再現すること

ができなかった。

Seki et al. (2015）では以降、大動脈モデルのみを用いて、

さらなる解析が行われた。ただし、現実には一次校梗基

部には簡管が複数本存在するので、該当部に自信管が l本

だけ存在すると仮定している完全大動脈モデルはこの点

では現実的ではない。上記結果から示唆される現実の飾

部構造は、道管構造と同様に、完全パイプモデルと完全

大動脈モデルの組み合わせ （各分岐点で l本の管が2本

の娘管に枝分かれする大動脈型の管が、複数本集合した

もの）である。

最適イネ穂構造の探索

高収量を実現する穂構造考案のため、穎果数増加が収

量に与える効果と穎果配置が与える効果が別々に評価さ

れた。まずは穎果数を 8としたときの最適穎果配置につ

いて、可能な配置の中から、現実のイネに見られる 3通

りのネットワークが選び出され、 分析された。

収量指数を最大化するネットワーク（最適ネットワー

ク）が3つのうちどれになるかは配分パラメ ータuの値

に依存し、尤もらしいσの範囲内ではネッ トワークlま

たは 2が最適であった（図6A～ C）。 一方、ネ ットワー

A E 
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図6 収量指数と各穎果成長曲線のネッ トワーク間比較。（A)

配分パラメータ uを横軸にプロットした各ネットワークの収

穫時収量指数。（B～D）左側の絵は、飾管の太さと収穫時

穎果サイズを表わす。未成熟穎果は市場に流通しない。右側

のグラフは各変量の時間変化 （a=0.84）。 細い線は各穎果の成

長曲線、点線は平均穎果サイズの動態。（E）ショ糖合成能世。

を2倍にし、配分パラメータσを横軸にプロ ットした各ネッ

トワークの収穫時収量指数。

ク3は他2つのいずれかに常に劣ることが明らかにされ

た。これは、尤も らしいσの範囲内では高次枝梗である

側管への半径割り当てが小さく、結果としてこれらの枝

梗（とりわけ三次枝梗）の輸送効率が悪くなり、高次枝

梗についている穎果が十分に成長できないからである（図

6D）。 上記の結果から、穎果配置がショ糖輸送効率を左

右すること、およびネッ トワーク 3では強力な輸送制約

が生じることがわかる。

続いて、ソース性能が最適穎果配置に影響するかどう

かを検討する ため、 ショ糖合成速度（式 （7）のゆ。）の値

が様々に変えられた。変更前の値では、図6A～ Dに示

した通り、どのネットワークでも収量指数が上限値 8に

十分近づくこ とはなかったが、ショ糖合成速度を 2倍に

するとどのネッ トワークでも、また σが比較的小さいと
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きでも、収量指数は上限に近い値になった。これは、元

のゆ。の値では存在していたソース制約が解消されたこと

を意味する（図 6E）。また、ネットワーク lと2のどち

らが最適で、あるかが入れ替わる配分パラメータ σの境界

は、ショ糖合成速度を 2倍にする前と同じ値0.81であっ

た（図 6E）。この結果は、穎果配置とソース性能が収量

に及ぼす影響は完全に独立であることを意味する。ある

ソース性能をもっ品種の分析で同定された収量最大化の

観点から好ましい穎果配置が、その品種のソース性能が

さらに向上したとしても不変で、あるという上記結果は、

育種の実用上は重要な結果であろう（考察の節を参照）。

また、ショ糖合成速度を 2倍にしても、ネットワーク 2

と3（特に 3）は、 σの値が大きな場合には十分な収量を

得られなかった。ソース制約が解消されても、輸送制約

がある限り穎果は十分に成熟できないのである。

なお以上の手順で最適ネットワークを求められるのと

同様に、本モデルを用いて最適穎果数を求めることもで

きる（Sekiet al. 2015を参照）。

考察

作物収量の決定プロセスにはソース性能、シンク性能、

輸送性能などの諸要素が複雑に絡まり合っている。 Seki

et al. (2015）のモデルは、あるソース容量およびシンク

容量をもっイネが、どのような穂構造をもてば収量を最

大化できるかという問題に数学的解答を与えてくれる。

モデルによって同定された最適イネ穂ネットワークは、

三次以上の枝梗をもたないもの（ネットワーク Iまたは2;

図3B）であった（図 6A）。対照的広、三次枝梗をもっネ

ットワーク（ネットワーク 3；図 3B）では強いショ糖輸

送制約が発生し、高次の枝梗から伸びた穎果の多くが未

成熟になる（図 6D）。上記結果から示唆されるのは、現

代の栽培品種（コシヒカリ、ヒトメボレなど）に共通す

る三次以上の枝梗をもたない形態への収数が、収量増を

目指した人為淘汰の結果だということである。

穂上の各点で飾管の太さがどうなっているか、また一

次枝梗より後で飾部がどのように分岐するかはほとんど

知られていなしミ。 Sekiet al. (2015）では飾管構造に異な

る仮定を与えた 2通りのモデjレが構築された。現実の穎

果成長パターンと比較した結果、飾部を構成する複数の

飾管の各々が 1つの小穏に栄養を供給するモデルよりも、

l本の飾管が分岐するモデルのほうが現実の穎果成長を

よく説明することがわかった。

上記の仮定と予測は、直接の計測によって検証される
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べきである。まずは、パイプモデルと大動脈モデルの比

較の結果として予測された、 l本の飾管が2本の娘管に

分岐する様を、最新のイメージング技術（Truernit2014) 

を用いて捉えることが重要で、ある。分岐の様子を複数の

部位で可視化できれば、同時に、今回の大動脈モデルの

仮定である、式（2）で記述された半径分配に関する自己

相似規則が、実際に成立しているかどうかを計測するこ

とができる。さらに、近似的にゼロとされた、各分岐点

において生じる抵抗の実際の大きさも、計測可能な調査

事項であろう。

また、モデルから間接的に推定した主要栽培種の飾管

半径配分とは異なる配分をもっ品種があれば、そういっ

た品種では高次の枝梗を生じさせることが収量増に繋が

るかもしれない。なぜなら、ネットワーク 3は配分パラ

メータ値が現行栽培種にとって尤もらしい値の範囲を外

れて、より小さい値をとる時には収量が大きいからであ

る（図 6A)oAPOJ遺伝子（Teraoet al. 2010）や SPIKE遺

伝子（Fujitaet al. 2013）がまさにそうであったが、飾管

数や半径配分規則を制御する遺伝子や QTLをさらに同定

することで、劇的な収量増加が見込まれる。育種・遺伝

と生理生態の研究者が協働することが重要である。

ネットワーク lや2がネットワーク 3に比べて収量最

大化の面で優れているという Sekiet al. (2015）の主要な

結論の lつは、ショ糖合成能を倍にしても不変であるこ

とがモデル上で確認された。この結果について詳細に考

察しよう。飾部ネットワーク構造がどのようになってい

るか不明の場合でも、ソース性能を向上させれば収量は

増加するという事実は、直観的に理解しやすいだろう。

本段落冒頭のシミュレーション結果が示唆するのは、そ

の逆の命題も真であること、つまり、ソース性能がどの

ようなものになるか未定の場合でも、配分パラメータの

値が確定すれば、その配分パラメータ下で収量を最大化

するネットワークが特定できるということである。以上

は、輸送管を抵抗付き回路とみなすことに慣れている一

部読者にとっては自明であるかもしれないが、品種改良

の現場にとって有用な知見と考えられる。なぜならば、

どの品種改良組織もあまり取り組んでいないイネ穂ネッ

トワーク構造の改善の試みは、多くの組織が取り組んで

きて現在も進行中であるソース性能向上の試みと完全に独

立並行して進められることが保証されているからである。

輸送制約は簡管数や飾管半径の減少等によっても起こ

り、それらは既に実験的にも確認されている（T1巴:raoet al. 

2010）。しかし、穎果配置が輸送効率や収量決定にどのよ

うに影響するかは、これまで研究されてこなかった。
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Seki et al. (2015）はこの未調査の項目に注目し、よく言

及されてきたソース制約やシンク制約が存在しない場合

ですら、高次の枝梗を持つ穏では強い輸送制約が働き収

量が制限される（図 6Aおよび6E）ことを数理モデルで

示したのである。

Seki et al. (2015）のモデルの予測精度には改善の余地

がある。第一に、全穎果で共通とされているショ糖積み

下ろし能力（式（9）のα）が穎呆ごとに異なる可能性があ

る（Yangand Zhang 2010）。この改良のためには、同一個

体上の複数の穎呆の積み下ろし能力を個別に測る必要が

ある。第二に、全小穂で同ーとされている受粉タイミン

グは実際には小穂ごとに異なっている（長門 1941；星川

1975）。詳細な開花状況モニタリングで得たデータをモデ

ルに代入することで精度向上が見込まれる。

Seki et al. (2015）のモデル研究からは穂構造が収量決

定の鍵であることが示されたが、それによって今度は進

化学の観点からの新たな疑問が生じた。なぜ、そしてど

のように穎果配置は多様性をもったのだろうか。穎果配

置の種間多様性は一目瞭然である（Bonnett1966）が、同

一種のイネでも野生品種と栽培品種の間で穎果配置は相

当異なる（Sw巴eneyand McCouch 2007）。よって、ある栽

培品種の穎果配置は、本来の生態環境下で繁殖成功度を

高める方向に働く自然選択と、人工的な環境下で収量を

高めるための人為選択の共同産物であると考えられる。

野生品種と栽培品種の詳細な比較研究は、有史以前から

の人為選択の足跡を明らかにするだけでなく、将来の高

収量作物の品種改良に役立つ知見をもたらすだろう。

また別方向の発展研究として、木本植物（およびクロ

ーナル植物）への応用が考えられる。パイプモデルは木

本植物の観察結果から提案されたものであるが（Shinozaki

et al. 1964）、その後の詳細な研究から道管については分

校があることが示唆されている（McCullohet al. 2003）。

前記の通り飾部についてはきわめて知見が少ないので、

まずは木本植物の飾部構造を適切に説明するモデルがパ

イプモデルなのか混合モデルなのか、局所で得られた観

測データと拡張された数理モデルを用いて検討する必要

がある。飾部輸送モデルをもとに枝問の資源分配の様子

を予測し、その予測を放射性同位体や安定同位体を用い

たトレーサ一実験によって検証することも可能だ、ろう。

ただし、木本植物個体には複数のソースと複数のシンク

が散在し、あるソースでつくられたショ糖は近くのシン

クには届くが遠くのシンクにはほとんど届いていないか

もしれないし、実は主幹を経由して遠くのシンクに届い

ているのかもしれない。 1ソースモデルでよく近似でき
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たイネのモデリングに比べて、木本植物の飾部輸送機構

モデリングは極めて複雑になると考えられる。しかし木

本植物の飾部構造の理解は、植物個体の栄養分配を介し

た成長・繁殖最適化戦略のさらなる理解へと繋がる極め

て重要な研究課題である。
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