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要旨：維管束植物の師部は、光合成生産物を植物体の各部位に輸送する通路であるだけでなく、生態系の炭素循環にお

いて炭素が大気から土壌への炭素の移動する際の重要な経路となっている。この師部における師液流を数値化するため

に有効な方法のひとつとして、炭素安定同位体パルスラベリングがある。これは、主にガス態の 13cを標識物質として、

光合成によって炭素を植物体へ取り込ませ、その後の移動過程を追跡する手法である。本稿では、森林を構成する高木

を主な対象として、このパルスラベリングの原理を解説し、師液流を評価するための方法を紹介する。また、樹木体内

の師部を介した生態系における炭素移動メカニズムに係わる研究動向を解説し、今後の課題を考察する。

キーワード：師液流速、師部、炭素安定同位体、炭素循環、パルスラベリング

Abs仕act:Phloem is the main pathway of photosynthate transport in vascular plants and it plays an important role in the forest 

carbon cycle by transferring carbon from the atmosphere to the soil. Pulse labelling using stable carbon isotope is one of the best 

ways to study phloem位ansportin仕ees.The carbon fixed by photosynthesis in a plant can be followed using 13C02 as a仕acer.This 

review in仕oducesa pulse-labelling technique for仕eesand the methods used to study phloem sap flow in the tre巴stemby following 

labelled carbon in both the phloem and during stem respiration. Recent studies coupling this technique with modeling approaches to 

clan今 themechanism of carbon flow in位eesare addressed. 

Keywords: carbon cycle, 13C, phloem, pulse lab巴lling,velocity of phloem sap 

はじめに

維管束植物の師部は、被子植物では師管、裸子植物で

は師細胞と呼ばれる輸送に特化した細胞を含み、光合成

を介して生成された有機物の輸送経路となる。師部は植

物体内の隅々にある組織にまで延びており、四方八方へ

長く伸びる枝や根を持つ植物の代謝や成長を支えている。

2015年 11月2日受付、 2016年 l月6日受理
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に（

個体スケールでの植物の生態を考えるときには、師部に

おける師液の流速や組成、師液流が生じる仕組みの解析

は、植物体およびその各部の成長速度や植物体内におけ

る物質分配の解釈を促し、植物種の炭素利用戦略の理解

を可能にする。

生態系スケールで植物群落と大気との聞の炭素の循環

過程を考えるとき、群落を構成する植物体の師部は大気

から地表面への炭素の通路とみなすことができる（図 1）。

植物は大気中の二酸化炭素を光合成とその後の一次代謝
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図 l 森林生態系における主要な炭素循環の経路。森林を構成す

る樹木 （高木）の師部は、光合成によって獲得した炭素を個

体内の各部に輸送しているだけでなく、森林生態系の炭素循

環に対しても重要な役割を果たしている。

によって糖や各種の有機物に変える。そして、師部を介

して葉、茎、根、繁殖器官といった空間的に異なる場所

にある組織に有機物を移動および蓄積させる。各部位の

有機物の一部は、呼吸（異化）によってそれぞれの組織

から二酸化炭素として大気中へと放出される。また一部

は昆虫や動物による生食連鎖に組み込まれていく 。一方、

可溶態の有機物は、植物体からの溶脱および浸出物（例

えば細根から浸出する有機酸やムシゲル）として主に地

表面へ放出される （リーチング）。同様に、植物体の炭素

骨格として各組織の細胞壁に固定された有機物は、器官

の枯死脱落にともなって地表面に放出される（リターフ

ォーjレ）。枯死脱落物は腐食連鎖として、微生物などによ

る分解過程を経て無機化に至ると、二酸化炭素として大

気に放出される （土壌呼吸）。従って、植物の師部は大気

から地表面への炭素の通路であるだけでなく、地表面へ

の有機物の供給経路すなわち土壌形成の要とも見なすこ

とができる。さらに、生態系における炭素分配の時空間的

な複雑性や多様性を生じさせている重要な経路と言える。

従来、植物の師液流が駆動される仕組みとして最も受

け入れられてきた理論は、E.Mi.inchにより 1930年に発

表された圧流説 （pressure-flowmodel）である（Mi.inch

1930）。 炭素のソースとなる葉では、光合成で固定された

有機物が、ショ糖やオリゴ糖、糖アルコールのかたちで
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葉の細脈の師管に積み込まれる。一方で玉、炭素のシンク

となる組織では、師管で運ばれてきたこれらの有機物が

積み下ろされる。これにともなって、ソースの組織にお

ける師管の細胞では、シンクの組織にある師管の細胞に

比べて浸透濃度や膨圧が高くなる。同時に、ソースでは

隣接する木部から師部へと水が供給され、シンクでは師

部から隣接する木部へ水が移動するという 、木部と師部

の水の循環が生じる。このように、圧流説では、ソース

とシンクの師管細胞の間の膨圧差を原動力とした師液の

流れが生じ、この流れにのってマスフローとして有機物

が運ばれるとしている。

実際に、圧流説に基づいて師液流が駆動されているか

は、師液流の流速の実測値と理論式で導かれた予測値と

を比較することで検証できる。この検証には師液流速だ

けでなく、理論式のパラメータを得るために組織の膨圧

や師液の糖濃度等の値が必要になる（Thompson2006 , De 

Schepper et al. 2013）。 こうした師液流速や師管にかかって

いる圧力、または師液の組成を計測するために、草本植

物を材料に複数の手法が開発されてきた。例えば、蛍光

色素を師管に取り込ませてその移動を追跡する方法

(Jensen et al. 2011）、放射性同位体である Ileを槌物体に

取り込ませてその移動を追跡する方法（Minchinand 

Thorpe 2003）、アブラムシやウンカを用いて師液を吸わ

せ、その口針から師液を採取して化学組成を分析する方

法 （Yoneyamaet al. 1997）などである。これらの手法で計

測される師液流の動きは、圧流説を取り入れるとよく理

解できることが裏付けられてきた。

しかし、これらの手法の適用対象は草本植物にほぼ限

られており、木本植物 （樹木）の事例は稀である。なぜ

なら、光があまり透過しない周皮組織に覆われた木本植

物の茎部には、蛍光色素法は適用できない。また、半減

期が極めて短い Ileを使った計測は、個体サイズが大き

く長時間の追跡が必要となる木本植物には適用しにくい。

さらに、樹皮の厚い木本植物の枝や幹に対して、昆虫を

用いて師液を採取することは現実的でないことが多い。

以上のことから、木本槌物を対象とした師液流速や飾液

組成の計測例は革本植物に比べて非常に少ない。さらに、

木本植物の師液流速を強く左右していると予想される師

部の形態や構造に関する情報も多くはない。細胞壁が厚

く肥厚した死細胞によって構成される木部に比べ、生細

胞によって構成される師部は軟らかい。このため、内腔

径などのような解剖学的な形質値を得るためには、対象

とする組織を樹脂包埋して切片を作成するなどの準備が

不可欠である。師板や師域といったより微細な構造には、



13cパルスラベリングによる師液流測定

観察のために特殊な前処理や観察方法が必要であるため

(Truernit 2014）、解析事例がさらに少ない。このように、

木本植物の師部は、樹体内だけでなく森林生態系におい

ても極めて重要な役割を持っているにもかかわらず、そ

の構造と機能が未だ十分に解明されていない。こうした

ことから木本植物の師部は、光合成産物の各部位への配

分を経済機能に見立て「enigmaticcen凶 lbanker：謎の中央

銀行Jとも称されている（RyanandAsao 2014）。

以上のような背景のもと、木本植物を対象とした師液

流速の計測手法の開発が試みられてきた。例えば、レー

ザーによって師部に加えた熱の移動から師液流速を求め

る方法は、木本植物への適用を念頭に開発された（Helfter

et al. 2007）。さらに、炭素安定同位体を指標物質として

用いるパルスラベリングも木本植物への適用がなされて

きた（Epronet al. 2012）。パルスラベリングとは、生体内

に指標となる標識物質を取り込ませ、生体内を標識物質

が移行する様子を追跡する実験のことで、代謝研究など

でもよく用いられる手法である（パルスラベル法、パル

スーチェイス実験とも呼ばれる）。使用機器によっては非

破壊的に標識物質を追跡することができるため、草本植

物だけでなく木本植物にも有効な方法となっている。近

年では、炭素安定同位体を使った高木における野外での

実施例が増えてきている（例えばPlainet al. 2009など）。

本稿では、森林生態系における炭素循環と森林を構成

する高木を介した光合成産物の移動の関係に着目し、筆

者がこれまでに取り組んできた木本植物を対象とした炭

素安定同位体パルスラベリングの方法の詳細を紹介し、

師液流研究への応用について概説する。さらに、師液流

に関する近年の研究動向について議論するとともに、植

物体内における炭素移動に関する理論的発展や、生態系

の物質循環の解明における新しいパラメータ形成の可能

性を示唆する。

炭素安定同位体パルスラベリング．

方法論とその実際

標識物質

パルスラベリングにおける標識物質として活用される

同位体とは、原子番号は同じであるが、中性子数の異な

る核種のことである。同位体には時間とともに放射性崩

壊をおこして別の種類の原子に変わる放射性同位体と、

原子の種類は変わらない安定同位体がある。炭素原子（存

在比で補正された平均質量は 12）の場合では、質量数8

～ 22の同位体が存在するが、標識物質として用いられる
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のは放射性同位体の 14cおよびucと、安定同位体の l3C

である。 14cの半減期は 5730年に及ぶ。これに対し、 llC

の半減期は約 20分ほどである。一方で、安定同位体であ

るl3Cの存在比は自然界でだいたい一定に保たれていて、

炭素全体の 1.11%である。

放射性同位体は加速器質量分析装置（AcceleratorMass 

Spectrometry, AMS）による検出が容易で、少量で、も精密

な追跡が可能な標識物質である。そのため、木本植物の

師部輸送を調べるために llcや14cを使用した研究例は少

なくない（例えばThompsonet al. 1979 ; Schneider and 

Schmitz 1989 ; Jahnk巴etal. 1998など）。しかし、その多く

は限定的な生育条件での実生や若木を材料としており、

大型の樹木や野外生態系が対象や実験地となることはま

れである。許可されている地域で許容された範囲のごく

少量の 14cを用いて野外で、実験を行った例もある（Carbon巴

and Trumbore 2007 ; Carbon巴etal. 2007）が、放射性同位

体を用いた実験を行うにあたっては、国・地域ごとに定

められた強い制約がある。

それに対して炭素安定同位体 13cは、同位体質量分析

計（IsotopeRatio Mass Spectrometer, IRMS）の活用が一

般的になった 90年代の初めから、野外における炭素動態

研究や高木を対象とした樹木生理研究の強力なツールと

して多く利用されるようになっている（例えばKagawaet 

al. 2005 ; Bahn et al. 2009 ; Dannoura et al. 2011など）。炭

素安定同位体は自然界にも存在することから、ラベリン

グは高濃度で行う必要があり、その操作自体が対象とす

る植物の振る舞いに何らかの影響をおよぼす可能性があ

る。一方、安定同位体の使用には、放射性物質ではない

ために取り扱いが容易であり、分析費用も抑制できると

いう大きな利点がある。そこで以下では、標識物質とし

てucを用いる炭素安定同位体ラベリングについて解説

する。

ラベリング

炭素安定同位体を標識物質として植物体内に取り込ま

せるためには、 13cを含む二酸化炭素 (13C02）を植物の

光合成活動を介して自発的に植物体内に吸収させる手法

が一般的である（Plainet al. 2009）。この手法ではまず、

十分な強度をもった透明のビニールシートなどで作成し

たラベリングチャンパーの中に、樹冠全体または対象と

なる植物の葉群（シュートや樹冠など）を挿入して密閉

する（図2）。次に、このチャンパー内に 13C02を注入する。

注入する t3C02源としては、市販のガスボンベを用いる

他に、 ucを含む炭酸カルシウムを酸と混ぜて発生させた
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13(02ボンベ
（ラベリングに必要な畳

の13(02を注入する）

ラベリングチャンバー
（足場等で樹木の

周りに設置する。
内部で、温度、湿
度、光合成有効放
射等をモニタリン
グする）

クーラー ・ファン
（温度を制御し、ラ

ベリングチャンJ¥-
内の宮寛を撹鉾す
る）

IRISあるいはIRGA
（ラベリング中の

13(02のモニタリング、
あるいは光合成速度
の計算に使用する）

図2 森林を構成する高木の樹冠を対象とした炭素安定同位体パ

ルスラベリングシステムの概略図。透明なピニール等で作成

されているラベリングチャンパーを樹冠にかぶせ、 ＇3co，を
注入して光合成を利用して樹体に取り込ませる。詳細は本文

を参照。

11C02を用いる方法もある （Kagawaet al. 2005）。

ラベリング中のチャンパー内の環境には留意する必要

がある。11C02を確実に植物に吸収させるためには、葉の

気孔開度とC02固定反応を保たなければな らない。閉鎖

系のチャンパーにおいて、長時間処理を行うと葉群から

の蒸発散によってチャ ンパー内が過湿状態になることが

ある。この状態が進行すると、 チャンパーの内面が結露

して曇り 、光合成に必要な入射光をさえぎってし まう。

一方、 十分な照射光の下ではチャンパー内が高温化し、

大気飽差の上昇による気孔の閉鎖と光合成活性の抑制を

招く 。こうしたことを防ぐためには、クーラーなどの空

調システムの利用が効果的である。ラベリング中にはチ

ャンパー内部の空気をファンで撹枠して通常の大気と

11C02が十分に混ざるようにする （図2）。葉が固定した

¥JC量は、2つの方法で確認できる。一つは、注入した

11C02の量とこの系全体の体積における日C02濃度から、

減少した 13C02の量を算出することで、ラベリング中に

植物体に吸収された 13C02の量を見積もる。また、ラベ
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リング前後に採取した葉の Ile含量（重量比）の増加分と、

ラベリングされた葉群の重量の積から、実際に固定され

た iic 量を推定することもできる。

ラベリングによって生成された＼Jcを含む光合成産物

は代謝の過程で移動および消費されていくので、ラベリ

ング強度 (13C02の曝露量，dosage）は研究対象に合わせ

て注意深く調節しなければならない。ラベリングの対象

とした葉群が取り込む 13C02の量は、与える 13C02濃度と

光合成速度と暴露時間で調整できる。高濃度の 13C02を

与える ことによ ってラベリング強度を高めることができ

るが、光合成環境は自然環境と異なる。葉群内の短期的

な光合成産物の挙動を対象とする場合には、暴露時間が

長くなるとその聞に生成された光合成産物が混合してし

まうため、暴露時間は短い方が好ましい。目的となる器

官までの到達時間を見たい場合などにも、よ り正確に光

合成産物が生成された時間を特定するために、 暴露時聞

が短いほうがよい。一方、業から土壌までのやや広範囲・

長期にわたる光合成産物の配分を対象とする場合には、

ある程度の強度で処理しておく必要がある。長期にわた

る炭素配分をみる場合には、光合成の時間による影響や

日ごとのばらつきをなくすために何回かに分けて暴露す

ることも考え られる。また、個体サイズにばらつきのあ

る樹木種を対象にして、例えば乾燥影響などの処理の違

いを診断したいときには、それぞれのサイズの個体に対

して同程度の強度で処理することが望ましい。例えば、

Epron et al. (2016）では、樹高9～ 13mの個体 12本の曝

露時間を1時間に固定し、個体あたり 0.34～ 0.81molの

11C02を曝露している。

その他の＼Jcを植物体に取り込ませる方法として、対

象とする植物体の木部にチューブを差し入れ Ile で標識

された炭酸ナトリウム溶液を注入するものがある（Powers

and Marshall 2011）。この方法では、木部に入った＼Jcで

標識された炭酸ナトリウムは蒸散流に乗って葉に運ばれ、

ここで師部に取り込まれる。

標識物質を上記のように短期間与える方法だけでなく 、

対象とする植物が生育する林分に開放系二酸化炭素添加

(Free Air C02 Enrichment, FACE）設備を設置し、 13C02を

長期間にわたって系内に添加する方法がある （isoFACE.

Talhelm et al. 2007）。この方法では系内の大気に 11C02を

拡散させ、個体だけでなく系内の群集スケールでのラベ

リングが可能で、ある。また、ラベリングチャンパーで対

象とする植物を覆う ことによ る微環境の特殊化やそれに

ともなう問題を回避できる。また、自然界における 11C02

の存在比から求められる 11C02濃度よりも低い濃度の
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i3C02を添加することでも、系内における 13cの挙動を検

出可能である。例えばHochet al. (2013）は FACE実験に

おいて添加された二酸化炭素の同位体比（一 13.8%。）が、

通常の大気中の同位体比（－8%。）よりも小さいことを利

用して、処理開始から一定期間を経過した後の系内の植

物体の各部位や、それを取り囲む大気や土壌などにおけ

る同位対比の値から、 13cがどこにどのくらいの割合で移

動および滞在したかを解析している。

炭素安定同位体比の測定方法

パルスラベリングによって植物体内に取り込まれた標

識物質 13Cは、光合成とその後の生合成により各種の有

機物となり、師部輸送を介して葉から茎（幹）、根そして

繁殖器官へと横物体内を移動する。そして、積み下ろさ

れた組織において、分解されて単糖となり呼吸に消費さ

れたり、重合されてデンプンとなり貯蔵物質として蓄積

されたり、セルロースなどとして細胞壁を構成したりす

る。こうした植物体内における様々な炭素の動きを明ら

かにするために、植物体各部や各部の構成要素、また各

部の呼吸における 13c量の経時変化を追跡する。例えば、

Streit et al. (2013）は、森林限界域の高山帯における地球

温暖化を模した環境操作実験において、炭素安定同位体

をカラマツ属の l種 （Larixdecidua）に光合成によって取

り込ませ、その後の行方を糖やデンプンや脂質などの代

謝産物に分類し、樹木個体内のどの要素に炭素が配分さ

れたかを解析している。

13c量を分析するために抽出する標本（サンプル）の種

類や気体・液体・固体などの相の選択には、炭素化合／物

および広義の有機物の化学的形態や代謝過程、それらの

実験系における移動・拡散および滞在・蓄積の過程を注

意深く考慮する。植物や土壌の呼吸によって排出される

炭素の量を把握したいときには、それぞれの呼吸に含ま

れる気体の二酸化炭素を採取する必要がある。葉や枝の

骨格として固定されている炭素の量を把握したいときに

は各器官の適切な組織を固体として採取することになる。

IRMSを活用することでいずれの相のサンプルも 13c含有

量の数値化が可能である。IRMSとはイオン化した物質を、

電磁気力を用いて質量ごとに各デイテクターに振り分け、

それらの質量比を測定するものである。イオン化するた

めに固体や液体は前処理の段階で気体にされる。 IRMS

で検出されるのは各物質の質量比であり、炭素の場合に

は質量数料、45および46のC02の割合から 13C/12C(isotope 

ratio, R）を求めることになる（佐藤・鈴木 2010）。炭素

安定同位体比（compositionaldeviation，δ；単位%。）は、

サンプルから得られた R (13C/12C）の値と、標準物質のR

（炭素の場合は ViennaPee Dee belemnite, VPDB ; Rstandard = 

0.0111802）との偏差で表される。すなわち、

δ13C（%。） = Rsa~ze-Rst~dαγd × 1000 
nstαndαrd 

）
 

噌

E
A

，，，a
，‘、、

となる。通常の大気中の炭素安定同位体比は－8%。である

が、これは標準物質よりも大気中の炭素安定同位体のR

が 1000分の 8ほど少ないことを示す。

検出の精度が高い IRMSはやや大型で設置条件が限定

される精密機械であるため、ほとんどの場合において専

用の施設内に設置されている。そのため、実験区や採取

地からサンプルを変質させずに施設へ運搬する必要があ

り、しばしばサンプル数を制限する原因となりうる。た

だし、実験現場に IRMSを設置して多数の計測を行った

事例（Subkeet al. 2009）もある。

他の同位体比の測定機器として光学的手法を用いた同

位体比赤外分光法（IsotopeRatio Infrared Spectroscopy ; 

IRIS）も活用されている。 IRISでは、 i2C02と13C02の問

で赤外線の吸収スベクトルが異なることに基づいて、サ

ンプルガスの同位体比を算出する。二酸化炭素濃度を測

定するために用いられている非分散赤外線分光法では光

学フィルターを用いて主に i2C02を測定するように設計

されているが（Tohjimaet al. 2009）、 IRISではレーザーを

用いて i2C02と13C02の両方を同時に測定することで同位

体比を測定することができる。特定の波長のレーザー（例

えば12C160I60、I3CI60I60、12c1601s0に対応したレーザー）

をサンプルガスに照射する半導体レーザー吸収分光法

(Tunable Diode Laser Abso叩tionSpectroscopy , TDLAS）、

広域波長のレーザーとそれらを吸収できる黒体を用いて

分光する（それゆえ複数の種類の分子を同時に扱える）

フーリエ変換型赤外線分光計（Fourier-TransformIn企ared;

FTIR）がある。 IRISにおける照身すシステムには、サンプ

ルガスで満たされた長いサンプルセルをレーザー光が通

過しその端にある受光部において波長域ごとの光量の減

衰を検出するタイプと、セルの中でレーザー光を何度も

往復させて減衰して消失するまでの時間を検出するタイ

プの二つがある。それぞれの測定機器の安定性や信頼性

は、レーザーのタイプ（量子カスケードレーザー、鉛塩

ダイオードレーザーほか）、吸収セル、反応器、レーザー

の安定性、波長などの種類によって差異が生じる（Griffis

2013）。 IRISは複数のメーカーから販売されているが、メ

ーカーごとに採用している分光法が少しずつ異なってお

り、かっ、炭素安定同位体比の計測精度や検出下限、試
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図3. 樹皮に由来する師部のコアサンプル中の炭素安定同位体比を測定する手順。コアサンプラーで採取さ

れた師部を浸水し、その抽出液を乾燥させる。この方法では師液だけでなく、その周りの細胞からの可

溶性物質も抽出されるが、師液内に取り込まれた同位体を直接測定できる点で優れる。

料ガスの流量や測定に必要な試料の最低容積が異なるの

で、目的や測定条件に合致する製品を選定することが肝

要である。IRISは IRMSと比較して、短時間での測定が

可能で、、測定費用も抑えることができる。また、 IRISは

IRMSのように超高真空を必要としないので、大型のポ

ンプやチャンパーが必要なく可搬性に優れており、物理

的な振動に対しでも頑健である。このため屋外での測定

に対応できる機種も多く 、パルスラベリングのほかにも、

森林生態系における樹木および土壌の呼吸に由来する炭

素安定同位体比の連続観測 （Wingateet al. 2010）、土壌呼

吸測定における独立栄養呼吸 （植物の根呼吸）と従属栄

養呼吸（微生物呼吸）の分離評価（Albanitoet al. 2012) 

などに利用されている。

炭素安定同位体パルスラベリングによる

師液流の解析方法

パルスラベリングでは 13cは師液に短時間だけ取り込

まれる。このため、パルスラベリング後に植物の師液中

の炭素安定同位体比 Co13c，以下、 13c同位体比と略す）

を師部の複数箇所で同時に測定したり、同じ箇所で時系

列に沿って測定すると、大きな 13c同位体比を持つ師液

の移動が一山型の波として検出される。このような情報

から、炭素の移動経路や移動速度を明らかにすることが

できる。同様に、植物の軸部（樹木の幹など）からの呼

吸によって放出される二酸化炭素の同位体比を計測し、

その波をとらえることによって植物体内における 13cの

移動過程を間接的に知ることができる。

師液中と呼気中の13c同位体比の測定方法

師i夜中の同位体比を測定するにあたり、師液を採取す

ることは最も準備と工夫を要する工程になる。従来から

用いられている出液採取法（phloembleeding technique) 

では、植物の軸部をナイフ等で傷つけ、師部内の陽圧に

よって徐々にi参出してくる師液を集めて採取する。しか

し、このようにして師液を採取できるのは木本植物では

樹皮が薄い樹種に限られ、師部内に顕著な陽圧がかかる

ような光合成が盛んな時期に限られる。また、 主な対象

は高木の主幹であり、高次枝よりも下位にある幹部を採

取のために傷つけると樹体内の師液流を妨筈してしまう 。

そのため、幹における採取時に枝などの別の部位で同時

に採取したいときには、この方法は師液流の評価におい

て適当で、はない。これに対して Gessleret al. (2004）が提

唱した師液浸出法（phloemexudation techniqu巴）では、コ

アサンプラ一等を用いて樹皮を採取し、その一部をエチ

レンージアミン ーテトラ酢酸（EDTA）とクロラムフエニ

コール（CAP）の混合液に一定時間以上浸し、師部内に

含まれる糖を溶出させる。さらに、 Devauxet al. (2009) 

はEDTAや CAPの代わりに純水を用いても十分に師液成

分を抽出できることを示している。この浸出液を乾燥さ

せると IRMSで同位体比を求めることができる（図 3）。

また、この方法では、樹種や樹体内の場所を問わず同時

にサンプルを採取する ことが可能で、ある。計測結果のば

らつきを抑えるためにはサンプル数を十分に確保する必

要があるが、経時的な評価に取り組む場合には採取によ

る対象植物へのダメージを小さくするとともに、採取前

後で師液流の挙動が変化しないよう留意しなければなら

ない。この師液浸出1去を採用した Dannouraet al. (2011) 
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では、胸高直径6.7～ 13.2cmの高木を対象として、直径 をもった一次反応速度式に従うと仮定すると、時間 tに

12～ 14mmの円形の樹皮サンプルを 2個ずつ採取し、パ おける師部内の 13c量の変化率は次のように表される。

ルスラベリング後4～ 5回にわたり師液中の 13c同位体

比の追跡を行っている。

呼吸中の炭素安定同位体比を計測する手法としては、

シリンジ等を使用して樹皮に設置したチャンパー内の空

気を手動で採取して IRMSで分析し、幹から放出された

平＝0 約 ＜Lp

I dCp(t) ,_ I戸 i，...〆、I,_ 
l~＝ kp I C0 -I Cp(f) 1-kP Cp(t） ザt'2.Lp

呼吸由来の 13c同位体比を決定する手法（Kodamaet al. J(2) 

2008）や、チャンパーと IRISをチューブで接続し、ポン

プによってチャンパーから分析機内までの空気を循環さ Cp(t）はパルスラベリング後の時間 t(h）における師液中

せ、連続的に IRISに採気して 13c同位体比を分析する手 の13c量であり、 c。は師部を通ってラベル部（葉群）か

法がある（Wingateet al. 2010）。後者の手法によって、非 ら移出してきた 13cの全量である。 Lp(h）はラベリング

破壊的かつ高頻度なデータを得ることが可能になった。 を開始してから師部に 13cが検出されるまでの時間（タ

例えば、 Dannouraet al. (2011）は、ラベリング後の樹木

の幹呼吸における 13cの追跡にあたって、幹からの呼気

を捕集するチャンパー（幹呼吸チャンパー）と IRIS

(TGAIOOA, Campbell Scientific）による 13c同位体比の分

析を組み合わせて、従来より飛躍的に高頻度のデータを

得ている。幹呼吸チャンパーと IRISの接続には閉鎖型と

開放型の2種類がある。閉鎖型では、チャンパーを密閉し、

その中の二酸化炭素濃度の上昇速度と 13c同位体比の変

化を測定し、呼吸量と呼吸による 13c同位体比の変化に

換算する。開放型では、チャンパーを通る前と後の二酸

化炭素の濃度と 13c同位体比を計測し、これらの値の差

と流速を用いて呼吸量と呼吸による 13c同位体比の変化

を評価する。幹の高さごとに複数のチャンパーを同時に

設置し、各チャンパーへの空気の流行を電磁弁で、制御す

ることによって、それぞれの部位からの呼吸で発生した

二酸化炭素中の 13c同位体比を l機の IRISで並行的に測

定することができる。これらのチャンパーへの接続やシ

ステムの構築は各研究者が目的に応じて適切な IRISを用

い、原理を把握したうえで試行錯誤しながら取り組んで

いる。

師部における炭素移動速度の算出方法

時系列に沿った師液の採取は多かれ少なかれ間隔が生

じ不連続となるため、現実には連続的に生じている師液

流に対し限られた情報しか得られない。この離散的なデ

ータを簡単な理論モデルに当てはめることによって、師

液流の挙動のより精密な解釈が可能となる。

師液中のパルスラベリングに由来する 13c量が上昇し

ピークを経て減少しτいく様子は、シングルプールモデ

ルで表現できる。すなわち、師部というプールに入る炭

素とこのプールから出ていく炭素が、ともに減衰率kp(h"1) 

507 

イムラグ）である。この解析解は

｛~p（刊0) if t <LP 

Cp(t) = Cp(O) + (c。－Cp(O))・kp・（t-Lp）・
exp(-kp ・（t-Lp)) if t三LP (3) 

となる。ここで、 Cp(O）は、ラベリング前の自然状態にお

ける師液中の 13c量であり、式3の右辺の第二項は、パ

ルスラベリングに由来する 13c量を示している。

組織における有機物の平均滞留時間（Meanretention 

time, MRT, (h））はんの逆数として計算される。んと

MRTは、師部組織以外にも葉や幹などの様々な組織を有

機物のプールと仮定することで、それぞれの器官におけ

る炭素が移動する様子を表す指標となる。 kpとMRTの値

は、プールとなっている組織（器官）からその外へ放出

される炭素量（幹呼吸や土壌呼吸など）を評価したい場

合にも良い指標となる。これらの指標を活用することに

よって、環境要因の変化にともなう有機物の移動パター

ンの変化も解釈が可能となる。例えば、カリウム欠乏下

にある樹木個体では師液中のパルスラベリングに由来す

る13cのMRTが大きくなる（Epronet al. 2016）ことや、

乾燥条件下にある樹木個体では師液（Epronet al. 2016）、

葉（Ruehret al. 2009）および土壌呼吸（Barthelet al. 2011) 

のMRTが大きくなることが示されている。これらは、環

境ストレスによって、有機物の移動が阻害されているこ

とを示唆している。

13cが光合成によって植物に取り込まれてから師部を通

して輸送され呼吸として検出されるまでの時聞を求める

には、ラベリング前の自然状態における呼吸に由来する

二酸化炭素の 13c同位体比に対し、ラベリング後に 13c同

位対比が有意に上昇した時間を推定する。時間 tにおけ
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図4.高木の幹に設置した複数の幹呼吸チャンパーを用いて幹を移動する炭素の移動速度を計算する方法。

(a）幹呼吸チャンパー内に安定同位体パルスラベリングにより添加された！JCが到達する時間を算定し

（詳細は本文を参照）、それをもとに炭素の移動速度を計算する。師液に取り込まれて移動したIle が幹

呼吸によって放出されるまでの時間差は、幹部のどの高さでも同じであると仮定している。（b）例えば、

幹の上部の斡呼吸チャンパーで 9時間後にラベリング由来の Ileが検出され、下部では 12時間後に検

出され、それらのチャンパ一間距離が2.4111だ、った場合には、移動速度は 0.8111 h＂＇となる 。

(5) 

すなわち師液流速 （V,m h・I）は、

V＝ー」一一
Ln-LTZ 

る呼吸による炭素安定同位体比（δ13CF）とすると、以下

の2つの式で1513CFを時間 tに回帰すれば、呼気捕集チャ

ンパー内の空気に初めてラベリングに由来する 13C02が

検出されるまでの時間 （Lr,h）を求めることができる。

と算出できる（図 4）。 Dannouraet al. (2011）は、このよ

うにして計算された師液流速が、針葉樹においては温度

と、広葉樹においては胸高直径と正の相関があることを

示している。

幹呼吸で放出される i3C02が検出されるには、標識さ

れた有機物が師液流によって採取位置まで運ばれたあと、

そこで積み下ろされて呼吸として消費される過程が必要

になる。 Dannouraet al. (2011）は、師液中の！JC濃度の

変化から直接的に測定したラベリング開始時間と師液中

で 13cが初めて検出された時間のタイムラグ （Lp）と、幹

呼吸によって放出された t3C02から間接的に測定したタ

イムラグ （Lr）とを比較して、こうした過程にかかる時

間を推測した。その結果、平均高さ 0.35mに設置された

o13CF ＝αif tく Lr

δ13CF ＝α＋ b(t -Lr)+ c(t-Lr)2 if t三Lr

(4) 
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この Lrは、同位体比がピークを迎えるまでの時間や、上

述した MRTと組み合わせることによって、植物体内の炭

素の挙動を知るための重要な手掛かりとなる。また、樹

木の主幹の上部と下部で得られた Lrの値の差し引きを活

用することによって、幹部の師液流速を求めることがで

きる。すなわち、幹の下部で測定されたタイムラグを

Lr，、幹の上部で測定されたタイムラグを Lr2、上部と下部

との聞の距離を d (m）とすると、幹内の Ile の移動速度
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幹チャンパーから求められたんは、高さ 1.3mで採取さ

れた樹皮サンプルから求められた幹のんよりも平均で6.5

時間ほど遅れていた。このとき、異なる 2地点における

'3C02から間接的に測定したタイムラグ （LT）を測定し、

式（5）を用いて計算された幹を通る師液流速の平均速度

が0.15m Vであったことから、師部サンプルを採取した

l.3m地点から、 LTが測定された幹の下部地点まで移動す

るには 6.3時聞が必要になると推定される。これは、 LT

の遅れにほぼ一致する。このことは、師部輸送によって

運搬される師液中の有機物が、比較的短時間のうちに呼

吸によって消費されることを示している。

今後の展開

高木を対象とするときの課題

以上のように、炭素安定同位体パルスラベリングと、

炭素安定同位体比の測定を組み合わせることで、これま

で困難で、あった木本植物における師液流を評価できるよ

うになった。しかも、対象とする師液流が係わる現象や

同位体比の測定のためのサンプルの採取の仕方を工夫す

れば、非破壊的で連続的な計測が可能である。こうした

方法を用いた測定によって、師液流速の樹種間差や個体

サイズ間差、そして対象とする樹木がおかれた環境問に

おける差などが徐々に明らかになっている。一方、これ

らの差違いが生じるメカニズムについては、未解明な点

が多い。例えば、筆者らが京都府山城試験地のコナラ

(Quercus serratα）を用いて行った測定では、外気温が低

下する夏から秋にかけて、師液流速が低下する（檀浦、

未発表）。この季節的な流速減少の原因としては、外気温

の低下による師液の粘性の増加、ソースやシンク活性の

低下による師液流の原動力の減少、それらにともなう師

部自体の活性の低下、師液の濃度の季節変化などを挙げ

ることができる。しかし、これらのうちのどの要因がど

れくらい師管流速の減少に影響していたのかを明らかに

するためは、各要因の変動を正確に計測する必要があり、

技術的な困難さや煩雑さがともなう。また、師液流速は、

樹体内の同じ位置でも個体の構造や個体内の炭素要求の

変動によっても大きく変化しうる（関・佐竹 2016）。植

物体が成長、代謝そして繁殖活動をするために必要な有

機物は、師管を通って各シンク器官に配分されるが、師

液流の方向は上から下への一方向だけでなく、高いシン

ク活性を持つ組織や器官がどこに表れるかでその方向性

は複雑に変化しうる。さらに、その配分比は、器官のタ

イプやフェノロジーなどによっても変わるだろう。実際
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に、結実に大きな経年豊凶を示す3種の高木（セイヨウ

シデCarpinusbetulus、ヨーロッパブナFagussylvatica、フ

ユナラ Quercuspetraea）に対するパルスラベリングから

は、葉や花の発育には古い（枝の辺材のデンプンに貯蔵

されていた）炭素、果実の充実には新しい（当年に葉で

生産された）炭素を使い分けることが示されている（Hoch

et al. 2013）。維管束植物中でもとくに大型化し長寿命を

持つ木本植物の個体内に若い組織と古い組織が共存して

いることは普通であり、同化器官である葉や繁殖器官で

ある花の挙動には明確な季節性や年変動がしばしば見ら

れる。また、冬季や乾期を迎える際などの落葉前には、

枯死脱落する器官からの資源回収や、茎や地下部におけ

る資源の蓄積と貯蔵も師液流速や方向性の複雑性に劇的

な影響を与えているはずである。

木本植物の師液流の計測から期待される理論的発展

このように複数の要因が絡み合う中で、近年、師部の

形態の違いによる師液流速への定量的な寄与が解析され

始めた。師液流速の樹種聞の違いとして、裸子植物であ

る針葉樹の師液流速は、被子植物である広葉樹に比べて

顕著に低いことが示されている（Epronet al. 2012）。例え

ば、 Dannouraet al. (2011）では、裸子植物の針葉樹であ

るフランスカイガンショウ （Pinuspinaster）における師

液流速は平均 0.15m h－＇であったのに対して、被子植物で

あるヨーロッパブナ （Fa伊 ssylvatica）では平均 0.76m t、

フユナラ （Quercuspetraea）では平均 0.59m h-1と高い値

を示した。 Liescheet al. (2015）は、これまで行われた木

本植物における師液流速研究に用いられた 26樹種の裸子

植物と 22樹種の被子植物のデータから、裸子植物の木本

植物では平均師液流速が0.22m h－＇であるのに対し、被子

植物の木本植物では 0.56m h-1と有意に高いことを示し

た。裸子植物の師部では、師細胞によって師液が輸送され、

隣り合った細胞聞では師域とよばれる細胞壁で覆われた

領域を通って物質の移動が起きる。一方、被子植物の師

部では、師管を通して師液が輸送される。師管は細胞の

両端に師板と呼ばれる構造をもっ。師板には師孔という

多数の小さな孔が聞いており、こうした構造によって、

被子植物は裸子植物よりも高い効率で師液を輸送できる

のかもしれない。

本論の前半で触れた圧流説の考え方をつかえば、師液

流の生じる仕組みを物理学的に解釈し、現象を理論モデ

ルにまとめることができる。これによって、師液流の性

質を規定する要因や、それぞれの要因による師液流速へ

の寄与を定量的に整理できる。 Horwitz(1958）は、師液
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流速が、ソースとシンクの圧力差を師部輸送経路の抵抗

で割って求められるとし、師部輸送経路の抵抗を流体力

学によるハーゲン・ポワズイユの法則を使って推定した。

ハーゲン・ポワズイユの法則とは、一定の内径をもっ円

筒を流れる粘性流体の流速を求める式で、土木技師であ

るハーゲンと血流の研究をしていた医師のポワズイユに

よって導かれた。ソースの組織とシンクの組織の水ホ。テ

ンシャルがともに同じであると仮定したとき、この考え

方を用いると師液の体積流速J(m3 s・I）は以下の式で表

せる（Sev担 to2014）。

－~伊4

J ＝....：.：：＿二一×（旦…￥~n - P~；nk) 
8XL×μ 、。υ叫，~~ OιHル J

一、，－4

がっているとすると、師液の流速として木本植物で測定

されてきたような計測値（lcmlmin I程度）を、式（6)

のような圧流説をもとにした理論式から算出するために

は、流れの原動力であるソースとシンクの圧力差がとて

も大きいか、抵抗が非常に小さいかのいずれかでなけれ

ばならない。長い師部輸送経路を持つ高木の形態から推

定される抵抗は高いはずだ、が、師部の圧力は、一般に草

本よりも木本植物で低い値が報告されている（Turgeon

2010）。例えば、細い針を利用してレッドオーク （Quercus

rubrum）の幹の 6-3mとL5mの高さで師部の膨圧を測定

した例では上部と下部の差が小さく、 0～ 0-3MPaであっ

た（Hammel1986）。圧流説の破綻は理論モデルを用いた

解析によっても示されており（Holttaet aL 2009 ; Turgeon 

＝....：.：：..：：ι ×R×T×（Cs叩 rce-Csiηk) 
8XLXμ (6) 2010）、高木においては師部輸送を圧力差だけではうまく

ここで、 Lは師管の長さ（m）、 rは師管の半径（m）、 μ

は粘性（Pas）、 Pso附e• Psinkはそれぞれソースとシンクの

圧力（Pa）、Rは理想、気体定数（8-314）、Tは絶対温度（K）、

csource、csinkはそれぞれソースとシンクの濃度（molm・3) 

である。式（6）からは、師液流速が、師細胞や師管の直

径、輸送距離（主個体の大きさ）、師液の粘性、師液の濃

度や温度の変化、流れの駆動力となるソース器官とシン

ク器官の活動の違いが生み出す圧力差、または圧力差を

産みだす浸透濃度といった複数の要因によって決定され

ることがわかる。また、師管の形態は内腔の半径の 4乗

で寄与するため、極めて重要な要素であることも示唆さ

れる。こうした要因をひとつひとつ丹念に検討していく

ことで、師液流速が変化する原因を明らかにできるかも

しれない。現在までに、式（6）は、シンクからソースへ

の移動過程を考慮したり、植物体のアーキテクチャーを

考慮したりといった、より現実的な仮定を加えて新たな

理論モデ jレ（浸透的に生じた陽圧流（Osmotically

Generated Pressured Flow: OGPF）モデル）へと発展してい

る（Thompsonand Holbrook 2003；関・佐竹 2016）。こう

した圧流説に基づいた理論モデルの発展については De

Schepper et aL (2013）、 Knoblauchand Peters (2010）およ

びThompsonand Holbrook (2003）の AppendixAに詳しく

解説されている。

圧流説の概念が草本植物にも木本植物にもあてはまる

という研究（Jensenet aL 2012 ; Sevanto et aL 2003）があ

る一方で、草本植物にはよくあてはまるが、木本植物、

とくに高木においては当てはまらないことも示唆されて

いる。高木において炭素のソース器官である葉からシン

ク器官である根まで、一本の師管、または師細胞がつな
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説明できない場合がある（Ryanand Asao 2014 ; De 

Schepper et aL 2013）。 DeSchepper et aL (2013）は、実測

される師液流速が、圧流説に基づいた理論値よりも高く

なる理由として、師液の一部が師部細胞の細胞質を出て

アポプラスト輸送を行っているという仮説を展開してい

る。これにより師部輸送経路における抵抗がはるかに小

さくなり、圧力差は同じでも高い師液流速を保つことが

できるとしている。

理論的な研究からは、高木において師部の形態が師液

流速を強く制限する要因であることは明らかであったが、

師部面積や師管や師細胞の形態の実測値を使った数理モ

デルによる解析が始まったのは、ここ数年のことである。

Jyske and H創出（2015）は、顕微鏡観察を基にして、木部

と師部の解剖学的な特徴である管径や密度を樹体内の高

さによって示し、理論モデルを使い木部と師部の通導度

を個体へとスケーjレアップした。 Woodruff(2014）はダ

グラスファー （Pseudotsugamenziesii）の50mを超える巨

木を対象に、樹木の個体内で高い位置にある幹ほど、師

細胞の内腔の直径が減少することを示した。式（6）から

は、この特徴が樹高の高い場所で師液流速を低下させる

ことが予測される。しかし Woodruff(2014）は同時に、

高い位置では師液の組成のうちスクロースが減少し、か

わりにフルクトースとグルコースの割合が増えているこ

とを示した。スクロースはフルクトースとグルコースか

ら成るので、個体内における高い位置でスクロースを分

割し分子量を増やし、浸透圧を高めて適応していること

を示唆している。また、 Liescheet aL (2015）は、師要素

の長さや直径、師域における師孔の密度などの解剖学的

特徴を整理して師域や師板の微細孔を通る経路を通る際

の抵抗（通孔抵抗）を理論的に推定した。その結果、こ



13cパルスラベリングによる師液流測定

の通孔抵抗は、師部を一本の管として単純に考えた際の

通水抵抗と同程度になることを予測し、師域や師板の微

細孔を通る経路が師液流速を制限する重要な要因である

ことを示した。このような新しい知見が、高木の師液流

における伝統的な圧流説からの逸脱を説明するのかもし

れない。師部の解剖学的特徴の観察や形態の測定はまだ

端緒についたばかりであるが、 Truernit(2014）などにみ

られるような走査型電子顕微鏡や共焦点顕微鏡による師

部の微細構造の観察方法や、観察画像からの計測手法の

進展とパルスラベリングとの組み合わせによって、今後、

これらの師部構造が理論モデルにおける実際的なパラメ

ータとしてさらに利用されることが期待される。

パルスラベリングの利点のひとつは、様々な要因から

導かれる師i夜流速に実測値を与え、師液流研究における

理論モデルからの予測値の検証を可能にすることである。

これまで述べてきたように、理論モデルでは、新たな仮

定を組み入れて新たな要因の重要性を予測することがで

きる（例えば、師部と木部での水のやり取りがあると仮

定する（Holttaet al.2009））。植物生理生態学的な研究は、

そうした要因について正確な測定値を与えることになる

（例えば、幹直径の増減の日変動測定（Sevantoet al. 

2011））。このパラメータを与えられ、再度、理論モデル

からの予測値と実測値を比較する（幹直径の増減の日変

動を水の蒸散だけで、説明した理論モデルからの逸脱を師

部の日変動だと考えてみる（Mencucciniet al. 20日））。そ

こで説明できない場合はまた理論モデルに戻り新たな仮

説を加えることができる（例えば重力は師部の物質移動

にプラスに働くが木部の水輸送にはマイナスに働くから

ではないか（Jyskeand Holtta 2015））。こうした理論と実

測のポジティブ・フィードパックを通して、少しずつし

かし着実に師液流の研究は進展してきている。圧流説に

係わる理論や実証は海外では研究が進められているが，

日本では試みが少ないのが残念である。また、ガラス管

を用いた Munchの古典的な実験以外にも、新しい素材や

テクノロジーを用いて師管と師液流を再現する実験が行

われでもいい頃ではないだろうか。今後も、パルスラベ

リングは、高木における師液流速という目的変数をもた

らすことで、この分野の発展に寄与し続けることが期待

される。

炭素循環をはじめとする生態系機能の評価への寄与

現在、気候変動予測のため、あるいは植物の環境応答

予測のための、様々なスケールの炭素循環に関するモデ

ルが存在する（松本 2016）。安定炭素同位体バJレスラベ
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リングは、師液流の研究以外にも、このような炭素循環

の研究において重要なツ←ルとなりうる。植物が必要と

する有機物の量やその期間は、組織～個体レベルの特性

や役割によって様々であり、それと連動して師液流によ

って運ばれる有機物の量と速度が植物群落と大気とを循

環する炭素の量と速度にも影響を与える。環境の変化に

ともなって生物群集や生態系の構造と機能がどのように

変動するかを予測する際にも、重要な情報を提供するだ

ろう。パルスラベリング実験では、どのフェノロジ一段

階で、どの時間に固定された炭素が、いつどのような運

命をたどるかを細胞や個葉、群落および生態系スケール

で追跡することができる。従って、これまでブラックボ

ックスまたは単純化して表されていたモデルのパラメー

タに対し、新しい情報を提供することができる。

森林生態系において植物の光合成によって固定された

炭素は、植物自身の呼吸によって消費されれば、比較的

短時間で大気に戻されるが、葉の炭素骨格としての構造

物質に使用されれば、落葉するまで数か月から数年の期

間、樹体にとどまることになる。また、高木の幹の木部

を構成するセルロース等として固定されれば、その個体

が枯死し分解されるまで、 100年単位で樹体の一部とし

て存在し続けることになる。このように、取り込まれた

炭素が樹体内のどの組織に固定されるかによって、炭素

が樹木を介して大気に戻されるまでの時聞が大きく変わ

る。パルスラベリングは、こうした光合成で取り込まれ

た炭素の移動を様々な時間スケールで追跡することがで

き、炭素循環モデルと、これまで発展してきた植物生理

生態学的な実測研究との聞をつなぐ有効な方法だといえ

るだろう。安定同位体の測定技術は日々進歩しており、

例えばIRMSの前処理としてガスクロマトグラフイーや

液体クロマトグラフイーを通し、ここで分離されるそれ

ぞれの物質の同位体比の測定も可能になりつつある。さ

らに炭素以外にも窒素や酸素の安定同位体も生態系機能

の評価に重要な情報を与えてくれ、それらの安定同位体

を用いたラベリングも可能である。これらを組み合わせ

ることで、植物研究に大きな可能性を開き、多くの新た

な知見を与えてくれるだろう。
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