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短 報

負の光屈性によるキヅタ筒旬シュートの伸長

加藤正吾氏1・細井和也2，3・川窪伸光1 ・小見山章 I

付着根型つる植物であるキヅタ(ウコギ科)の旬旬シュートの伸長方向と光環境の関係を実験的に解析した。旬旬シュート

に傾度のある光環境条件を与えた場合， 10mm以上伸長したすべてのシュートで，キヅタは負の光屈性を示した。また，その

負の光屈性は，シュートの先端が水平方向と垂直方向の光強度が均一に低下するような空間をめざして伸長するように生じて

いた。シュートの伸長量は光量の減少にしたがって低下したが， 20μmol!m'/sという弱光環境においても負の光屈性は生じて

いた。つまり，キヅタの旬旬シュートの負の光屈性は，単なる強光を避ける反応ではなく，三次元空間的な光環境で暗所方向

へ伸長する反応であったO この負の光屈性は，つる植物が林床の不均一な光環境下で，支持体として有効な樹木を旬旬シュー

トによって探索する際に，シュート先端が登禁開始点となる暗い樹木の根元に到達する有効な生態的特性であると考えられる。

キーワード:付着根型つる植物，光環境，光屈性，飼旬シュート，キヅタ

Shogo Kato， *，' Kazuya Hosoi，"，3 Nobumitsu Kawakubo，' Akira Korniyama' (2011) Negative Phototropism of the 

Creeping Shoots in Japanese Ivy， Hedera rhombea. J Jpn For Soc 93: 123-128 We analyzed吐lerelationships between血E

grow仕1direction of creeping shoot in J apanese ivy (Hedera rh岬 Ibea)and白elight conditions e刈:>erInlentaJly，As a result， the creeping 

shoots (dO mm in leng出)of出巴 ivyclearly showed negative phototropism clearly.百lenegative photo仕opismled出eshoot horiwntaJly 

and vertically into the dark space strictly along the negative gradient of spatiallight intensity. The growth rate of the shoot decreased 

according to吐lereduction of light intensity， but negative photo廿opismstill occurred under the weaker light conditions (20μmolm-2 

cl).百1erefore，negative photo甘opismin the creeping shoots of this species must be understood as the active response of searchil.1g for a 

dark space instead of the response of avoiding a strong light When a creeping shoot searchesおrane丘ective廿eeas a climbing support 

under heterogeneous light conditions such as forest f1oors，白isnegative photo仕opismwould provide an ecological function to lead a 

shoot apex to the most shady tree base which can be a climbing start point 

Key words: creeping shoot， light intensity， ivy， photo廿opism，root climber 

I はじめに

植物は一般に自ら堅牢な茎を形成して，明るい光環境を

求めて上方成長する。しかしながら，つる植物は柔軟な茎

をもち自立は不可能で、，他の樹木や岩などを支持体にして

上方成長する O このような方法は，支持器官としての根系

へのコストを削減し，その分を柔軟な茎に投資して，支

持体のより上方によじ登ることを可能にする(原 1986; 

Kaneko and Homma 2006)。つる植物の茎には大きく分け

て二つのシュート，旬旬シュートと登挙シュートが認識さ

れている。旬旬シュートは，林床での占有面積の拡大や，

支持体の探索，栄養繁殖を担い，一方，登琴シュートは，

支持体をよじ登り，植物体の垂直構造をなし支持体の樹

冠上部で良好な光環境を獲得し，光合成により開花・結実

のための十分なエネルギーを得て，有性繁殖を担う(増

沢 1982)。

育するつる植物は，直線的に支持体によじ登る付着根型や，

支持体に巻きつく巻きつる型が多い(菅原 1982)。これら

の登挙様式に関係して，旬旬シュートの運動の生態的機能

はいくつかの植物で注目されてきた。

巻きつる型のフジ CWisteriafloribunda，マメ科)では，

旬旬シュートの平面的な広がりが，支持体への到達に貢献

している可能性が報告されている CSakaiet al. 2002)。また，

巻きつる型の日本のスイカズラ CLonicerajaponica，スイカ

ズラ干ヰ)とアメリカのスイカズラ CL.sempervirens)を上iニ

較した研究では，旬旬シュートにおける回旋運動の有無が

支持体の探索のための旬旬シュートの到達距離に影響する

ことが報告されている CLarson2000)。一方，付着根型つ

る植物の支持体への到達に閲しては，ユキノシタ科のツル

アジサイ(劫'drangeaμtiolaris)の実生の平均旬旬距離に

関しての研究例 CKaneko2007)があるものの，旬旬シュー

トの支持体への到達過程における運動は明らかになってい

ない。つる植物の登禁様式には，附属器官などの形式から，吸

盤型，付着根型，巻きひげ型，巻きつる型などが知られて

いる(沖中 1989; Hegarty 1991)。日本において林内に生

本連絡先著者(にCo例rr代es叩po叩n刈凶d必inga加utl也10αrう) E-ma剖ail:瓦sh加og伊o@g凶出l-u.a舵c.j

つる植物に関しでも深く研究していた Darwin(1865) 

は，セイヨウキヅタ CHederahelix，ウコギ科)のような付
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着根型つる植物には暗い方へ運動する能力はないとした。

のちに Darwin(1880) は，セイヨウキヅタの茎が背日性

(Oltmanns (1892) によって負の光屈性と改められた)を

示すことはよく知られているとしたが， Darwin (1880) 

はつる植物の回旋運動に着目しており，負の光屈性につい

ては現象記載のみに留めている O また， Hart (1990) は，

セイヨウキヅタには幼若型と成熟型があり，幼若型の茎

では負の光屈性を示し，成熟型では正の光屈性を示す入

れ替わりがあるとした。 Strongand Ray (1975) は，熱

帯地域の林内に生育する付着根型つる植物のモンステラ

(Monsfera giganfea，サトイモ科)の実生が，暗さを要因に

支持体を探索し，暗い方向へシュートを仲長させていると

報告した。

しかしながら，これらの過去の研究は主に現象記載が中

心的であり，生活史解明にむすびっく旬旬シュートの「負

の光屈性」の確認以上の詳細な生態学的解析は不十分であ

る。さらに，林床の空間的に不均一な光環境を想定し，つ

る植物の生活史全体を通しての空間獲得の生態や受光様式

の生態学的解析はない。多くのつる植物は，支持体を登撃

し，十分に日光の当たる高さの樹幹まで到達して，本格的

な光合成生産を行い，繁殖に至る O この点からすれば，十

分な光環境に恵まれない林床において，つる植物の成長点

がどのようにして支持体の根元に到達し，登警開始に至る

のかは重要な生態学的研究課題である O

日本の主に常緑広葉樹林に分布する木本性つる植物のキ

ヅタ (Hederarhombea)においても，負の光屈性を備えた

伺旬シュートが光環境に反応しながら，支持体となる樹木

の根元等にたどり着き，登撃を開始していることが考えら

れる O 本研究では，キヅタの生活史における空間獲得や受

光様式の生態学的解析の第一歩として，旬萄シュートの負

の光屈性を実験的に解析した。キヅタの旬旬シュートが三

次元的な光環境に対してどのように伸長したかを詳細に調

査し，キヅタが示した負の光屈性の特徴を考察する。
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図1.キヅタの挿し木位置と光源の配置

Arrangement of light source and planting of Hedera 
rhombea. .， I.ocalion of shoot scion (11=66); 0， Shoots dead before experi-
mentation (11 = 6) 

ル，以下， トレーと略す)に挿し木用培養士(さし木・種

まきの培養士，アイリスオーヤマ(株))を入れて挿し床と

した。挿し穂は切断後ただちに，葉の付け根にある側芽が

上部になるように挿し床に挿した。挿し穂は二つのトレー

にそれぞれ 36本を 3列に分けて並べて挿し，全部で 72本

とした(図1)。挿し木後は，室内で 1日1回の散水を行

い， 20日間，波長特性が太陽光に近い人工光源トルーラ

イト (VITE-LITE40W， DURO-TEST，挿し木上部で光量

子束密度約 50μmol/m2 
/ s， 12時間日長)下で，発根する

まで養生した。

2004年9月 27日に二つのトレーを実験区画に移動させ

た。挿し木したキヅタ 72本の内，実験区画へトレーを移

動する時点で， 6本が枯死していたため，残りの 66本で

実験を行った。実験区画は，横1.0mX縦 1.5m，高さ1.0

m とし，外部の光を遮断するため遮光シート(サンシル

バー，遮光率 99.9995%，三菱化学 MKV(株))で、覆った。

光屈性反応を調べるため，この暗室状の実験区画のトレー

上に光環境の傾度が生じるように光源(人工光源トルーラ

イト， 12時間日長)の設定を行った。笠の付いた光源は

トレーの地表面からの高さを 25cmとした(図-1)。挿し

木したトレーは光源の両脇に一つずつ置き，光源の下方に

は，乾燥や反射を避けるため培養土のみを入れたトレーを

置いた。散水は 1日1回行い， 2004年 10月 19日と 11月

20日に液体肥料(ハイポネックス6-10-5，村ー上物産)を 1，000

法

キヅタ (H.rhombea)はウコギ科の常緑つる性の木本で，

暖帯に広く分布している。シュートは付着根を出して他物

を登馨し，葉は互生，深緑色，やや厚く光沢があり，幼若

型は 3~5 角形でやや浅裂し基部は多少心形となる O 成

熟型は卵円形から卵状披針形で全縁，両端は細くなり先端

はやや鈍頭となる O 開花は1O~11 月で，翌春に黒く熟す

(北村・村田 1971)。実験に用いたキヅタは， 2004年 9月

6日に岐阜県岐阜市において 常椋樹林の林縁部で林床を

飼旬している一つの個体から分枝した複数の旬旬シュート

を採取した。挿し木は，採取翌日の 9月7日に行った。採

取したキヅタのシュートのうち，葉が十分に展開していな

い伸長途中の先端部を除き，茎が木化していない部分ま

でを 1節ごとに約 2.5cmに切断し，葉の付いた状態の挿

し穂とした。ポット状のセルが 72カ所ある育苗用セルト

レー(サイズ:27 cm X 54 cm，セル配置 :6セル X12セ

方験11. 実



負の光屈性によるキヅタ伺旬シュートの伸長

図 2. 光量子束密度の等高線に対するキヅタ伺旬シュー

トの光環境の評価方法

Assessment of photosynthetic photon f1ux density (PPFD) 
on the creeping shoot in H. rhombea. 

Illustration is contour drawing of light conditions and shoot. Unit of 

number and position of shoot in the illustration is virtual example. 

PPFD of apex and base of creeping shoot and two points of both sides 

(10 mm) of the apex were read in horizontal and vertical distribution 

ofPPFD 

倍に薄めて散布した。実験中の室内温度は 22.3~32.30C で

平均温度は 27.8
0
Cであった。

キヅタの成長状態に関する測定を，実験区画への移動後

87日目の 2004年 12月 22日に行った。生存状況，葉の開

葉枚数，シュートの伸長量およびシュートの伸長位置を計

測した。伸長位置については トレーを上部からみた水平

投影面でのシュート先端位置とトレーを横方向からみた横

断面でのシュート先端位置の平面座標を測定した。

光環境の測定を 2004年 12月 19日に行った。光量子セ

ンサー (LI-190SA，LI-COR) をデータロガー (LI-1000，

LI-COR) に接続し，各トレーのセル(合計 144カ所)上

で，光量子センサーの受光部を鉛直上向きから光源方向に

90。傾けた側方の光源向き(以下，光源向きと略す)と鉛

直上向き(以下，上向きと略す)にして 2方向の光量子束

密度(以下， PPFDと略す)を測定した。センサーの形状

上，地表面 Ocmでは測定できないため，光源向きでは最

低測定高を地表面から1.2cmとし， )@[に 3.2cm， 5.2 cm， 7.2 

cm，上向きでは最低測定高を地表面から 2.5cmとし， iIIi't 

に4.5cm， 6.5 cm， 8.5 cmの高さとした。なお，光源向き・

上向きとも直接測定ができなかった地表面 Ocmの PPFD

は，光源向き1.2cmおよび上向き 2.5cmの測定値を Ocm

の光環境とした。

キヅタシュートの成長と光環境の関係を調べるため，

PPFDの水平分布図および横断面図とシュート位置の座標

から，シュート基部・先端の PPFDを読み取った(図 2)。

光源方向と上向き方向の PPFDの読み取り値のうち，値

の高い方を各部位の光環境とした。シュート基部より先端

のPPFDが低い場合，負の光屈性を示したことを意味する。

同様にして，光環境の変化様式(等高線)に対するシュー

ト先端の仲長方向を解析するため， PPFDの水平分布図お

125 
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図 3. トレー上の光量子束密度(代表例)

PPFD on the tray (typical instance). 

(a) Horizontal disttibution (仕ay1l of PPFD at 1.2 cm above ground 

level， (b) Vertical distribution (tray 1l of PPFD on the side A Typical 

measurements of PPFD taken by a light quantum sensor positioned so 

lhal its measuring surface is directed toward the light source. The 

position oflight source is approximate. 

よびPPFDの横断面図とシュート位置の座標から，シュー

ト先端両側の PPFDを読み取った。水平分布図および横

断面図において，シュート先端の伸長方向に対して，先端

と直交する線分の両側(左右・上下)10mm地点の PPFD

の値を読み取った(図 2)。先端から 10mm離れた両端に

おける PPFDの差が小さい場合，シュートは各等高線に

直交に近い角度で伸長し，差が大きい場合，直交せずに伸

長していることを意味する O

III.結果

1. トレー上の光環境

光源向き高さ1.2cmにおける PPFDの最大値と最小値

は，最も光源に近い側で 82.48μmol!m2
/s，光源から最も

遠い場所で 9.02μmol!m2
/s，また，上向きの高さ 2.5cm 

では，最も光源に近い場所で最高 88.45μmol!m2
/s，光源

から最も遠い場所で最低1.98μmol!m2
/sであった。

セル上で測定した PPFDの値から測定した高さごとに，

光環境の水平分布図と断面図を作成した(図 3(a)， (b))。

代表例として，光源向き高さ1.2cmの水平分布図，光源

向きの横断面図のみを示す)。上部からみた PPFDの等高

線は，光源中央から離れるほど値が低下していた。また，

光源の端では光源中央部に比べて暗くなっており，等高線

はトレー上でカーブを描き，光環境に傾度が生じていた。

光環境の断面図では，光源から離れるにしたがって，トレー



20μmol!m2/s以上の範囲では低かった 04.3%)。これら

枯死した 14個体の内， 10個体が光源から最も遠い列のキ

ヅタ個体であった。自然に生育した実生とは異なるものの

実験における挿し木の状態では， 12時間日長で 20μmol!

m2/s前後が，キヅタの生存可能な条件であった。 87日間

生存していた 52本のうち， 45本の挿し穏にシュートの伸

長が認められた。 7本は枯死しなかったもののシュートが

伸長しなかった。シュートの伸長量は最大で 136.0mmで，

平均伸長量は 39.5mmであった。挿し木後に開葉した葉

の枚数は最大で 6枚であり，平均節間長は 2.3cmで開葉

枚数はシュート伸長量と正の相関関係がみられた (r=

0.791， p< 0.01， 11 = 45) 0 PPFDが高くなるにつれて，シュー

トの仲長量の上限値が大きくなる傾向を示したが，蛍光灯

に近い PPFD70μmol!m2/s前後の光環境下のシュートに

ついては，伸長量のばらつきが大きかった。

シュートの基部と先端の PPFDの関係を図-5(a)に示す。

基部より先端の PPFDが低かったのは 37シュート，基部

と先端の PPFDが変化しなかったのは 8シュートであっ

た。これらの八つのシュートの伸長量は 10mm未満で

図 6. シュートの伸長方向と光量子束密度の関係

Relationship between apical PPFD and direction of shoot 

elongation of H. rhombea. 

(a) Each PPFD located at the left and right of apex of shoot， (b) Each 

PPFD located at出eupper and under of apex of shoot. Dashed line 

i11ustrates the 1:1 relationship. 
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上の PPFDは徐々に低下した。光源から離れた場所では，

トレーの地表面より，高い場所で値が低くなる光環境の傾

度が生じていた。

2. シュートの伸長と光環境

キヅタのシュート基部の PPFDと伸長量の関係を図-4

に示す。実験を行った 66本のキヅタの内， 87日間で 14

本が枯死した(枯死率 21.2%，図 4)。枯死率は，シュー

ト基部の PPFD1O~20μmol!m2/s の範囲で高く (60.0%) ，

図 4. シュート基部の光量子束密度と伸長量との関係

Relationship between basal PPFD and shoot elongation of 

H. rhombea. 

図 5. シュートの基部と先端の光量子東密度の関係と実

験後のキヅタ

Relationship between basal and apical PPFD of H. rhombea 
and creeping shoots in H. rhombea after experiment. 

(a) Basal and apical PPFD of H. rllOmbea， (b) Creeping shoots in H. 

rlzo1llbea after experiment Qanuary 7， 2005).0， Shoots < 10 mm long 

(11ニ 8);・， Shoots ~10 mm long (11 = 37)， Dashed line i11us廿atesthe 

1 : 1 relationship. 
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あり， 10mm以上の伸長量を示したシュートはすべて暗

い方へ伸長した(対応のある t検定，t= 6.557，ρ<0.01， 

n =37)。実験終了後 (2005年 1月7日撮影)のキヅタの

写真を図 5(b) に示す。シュートは地表面と角度をなし

て負の光屈性を示し，光源から離れるように伸長していた。

環境の変化様式(等高線)に対するシュート先端の伸

長方向の解析は，シュートが伸長した 45シュートのうち，

シュート先端の両端の読み取り位置が光環境を測定したト

レー上の範囲外となった 3シュートを除いた 42シュート

で、行った。トレー上部からみた水平方向への伸長は，シュー

ト先端両側の PPFDに大きな差はなく，等高線に直交に

近い角度で交わっていることを示した(対応のある t検定，

t = 1.149， P >0.05， n = 42，図 6(a))。また， トレー側面

からみた鉛直上向き方向への伸長においては，シュート先

端上下側の PPFDの平均値は，下側より上側で1.3μmol/

m2/s高く(対応のある t検定，t=2.521，p<0.05，n=42，図

6(b))，シュート上側が光環境の等高線に対して，わずか

に光源寄りであった。

IV.考 察

トレー上の水平面および横断面(図 3(a)，(b))のいず

れにおいても光源から離れるほど暗くなっており， トレー

上には上から光が入射するのではなく，横から光が入射す

る状態にあった。このような光環境となる自然条件は上部

が林冠で覆われ，横が開けた場所である O 今回の光環境は，

林内の林冠ギャップの周辺部や，林縁の環境に類似した実

験設定となっていた。付着根型つる植物のキヅタのシュー

トは， トレー上の水平面および横断面の光環境の等高線と

ほぼ直交するように伸長しており(図的，セイヨウキヅ

タと同様に負の光屈性が認められた。ただし，横断面の

光環境に対する鉛直上向き方向へのシュートの伸長では，

シュート先端の PPFDが下側より上側でやや高い値を示

した。キヅタのシュートは伸長とともに葉を展開しており，

伸長中のキヅタのシュート先端部は，茎と葉を区別するこ

とが困難である。仲長中のシュートを観察すると，双子葉

植物の芽生えの先端にみられるフック(和田 2000)に似

た形状に先端部が光源方向へ曲がっていることが多い。ま

た，セイヨウキヅタにおいては，葉柄における正の光屈性

が報告されている (Hart1990)。先端のフック状の部分が

わずかに光源方向へ屈曲していることにより，シュート先

端上側の PPFDは，先端下側に対してやや高い値を示し

たと考えられる。したがって，キヅタのシュートの負の光

屈性は，水平方向と垂直方向，つまり三次元的な光環境に

対して，シュート先端部の全周囲の光強度が同程度に低下

するように伸長する生理的特性をもっていることが考えら

れるO

キヅタのシュートの根元と先端の光環境を比較した結

果， 10mm以上成長したシュートにおいてすべて暗い方

向へ伸長していた(図-5)。また，シュートは暗所に伸長

しでも，最も暗い場所である土壌中へシュートが差し込

むことはなかった。重力屈性と光屈性では，重力の刺激

への反応が先に起こることが報告されている (Hartand 

Macdonald 1981)。したがって，キヅタのシュートにおい

ても，負の光屈性に優先して，負の重力屈性が働き，土壌

中へ潜ることがなかったと考えられる。

キヅタシュートの伸長量は，光源近くの個体間で，その

差異が大きかった(図 4)。蛍光灯光源の熱ストレスにより，

一部個体の伸長成長が妨げられた可能性が考えられた。一

方，挿し木キヅタの枯死率は， PPFD20μmol/m2/s未満の

光環境で非常に高かった。また，シュートの成長を表す伸

長量は，暗い光環境下で低い値を示した(図-4)。光源か

ら離れた位置に挿し木された一部のキヅタは，栄養繁殖に

とって生存限界に近い光環境であった。

付着根型つる植物の負の光屈性については，モンステラ

(Strong and Ray 1975)やセイヨウキヅタ (Darwin1880; 

Bessey and Bessey 1914; Hart 1990)において報告されてい

る。 Besseyand Bessey (1914) は，強-';T:.カヲセイヨウキヅ

タに負の光屈性を引き起こす可能性を指摘し， Strong and 

Ray (1975)は，モンステラの実生において振り子のよう

に，弱光では正の光屈性を示し，強光では負の光屈性を示

すことを報告した。キヅタ旬旬シュートは，同じ登挙様式

のテイカカズラ (Trachelospermumasiaticu)やイワガラミ

(Schizophragma hydrangeoides)に比べ，相対的に茎が堅い。

モンステラのような回旋運動に似た現象は，目視による観

察では確認できなかった。また，フシナシミドロ (Vaucheria

terrestris)の負の光屈性は 強光を避けるためであること

が知られている(Kataoka1988， 1990)。しかしながら，キ

ヅタは， 20~30μmol/m2/s という光環境においても負の光

屈性が生じていた。弱光環境で生育していたセイヨウキヅ

タの幼若型葉の光飽和点は， 100μmol!m2/sとされている

(Hoflacher and Bauer 1982)。キヅタの挿し木された光環境

は，同属の植物が光飽和点に達するよりかなり暗い条件に

あった。キヅタの負の光屈性は，枯死や低い成長量を示す

弱光環境でも生じることから，強光を避けるための反応で

はない。キヅタシュートは明るい場所に向かつて林床を伺

旬伸長しでも，自立植物との競争が生じる可能性が高い。

したがって，付着根型つる植物のキヅタは生存限界に近い

弱光環境においてもシュートが伸長可能な場合，負の光屈

性により他種との競争がより生じにくい暗い空間の支持体

を探索すると考えられる。

今回の研究に用いたキヅタは 1クローンであるため，光

環境に対する反応のばらつきについては過小評価されてい

る。負の光屈性による林内でのキヅタの空間獲得や受光様

式を検討するために，光環境に対する個体聞の反応の差異

をより詳細に明らかにすることが必要である O 以上より，

付着根型つる植物の一種であるキヅタの負の光屈性は，林

床の不均ーな光環境下で支持体として有効な樹木を旬旬

シュートによって探索する際に，シュート先端が登挙開始

点となる暗い樹木の根元に到達する有効な生態的特性であ

ると考えられた。
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