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研究成果の概要（和文）：津波などの被害を受けた海岸マツ林を再生復元するため、樹木成長にとって不可欠な
外生菌根菌に着目した。広域分布種であるCenococcum geophilumを南極以外の大陸の異なる生育環境から計450
菌株を分離・培養し、菌株ごとの耐塩性を評価した。また、耐塩性の強、弱株を用いて、C. geophilum耐塩性の
生理的メカニズムの解明とトランスクリプトーム解析により耐塩性に関連する候補遺伝子の探索を行った。

研究成果の概要（英文）：Ectomycorrhizal (ECM) fungi form mutualistic associations with host trees, 
which enhances the tolerances of host plants to different extreme environments. To effectively 
restore the coastal forests damaged by tsunamis or typhoons, the isolates of Cenococcum geophilum, a
 widely distributed ECM fungus were isolated at the global scale and their salt tolerances were 
evaluated. The salt-tolerant mechanisms of C. geophilum by comparing the differences of 
physiological response and gene expression between salt-sensitive and tolerant isolates of C. 
geophilum under salt stress were investigated.

研究分野： 森林生態遺伝学・森林共生生物学

キーワード： Cenococcum geophilum　外生菌根菌　耐塩性　トランスクリプトーム解析　ゲノムワイド関連解析　GWA
S解析
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究で分離したC. geophilumの高耐塩性菌株は、塩濃度が高まった海岸林の再生復元に応用が期待できる。ま
た、全球的および異なる生育環境から分離・培養した450のC. geophilum菌株は、将来的に外生菌根菌の生態や
生理機能の解明を目指したゲノミクス研究や他の荒廃地植生回復に向けた研究にも利用可能な、貴重な遺伝資源
となる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

日本では、東日本大震災による津波被害により東北地方太平洋岸のマツ林が大きな被害

を受け、その再生復元が喫緊の課題となっている。しかし、津波被害を受けた土壌では、従

来よりも塩濃度が高いところも少なくなく、従来の海岸林造成技術では現在の問題を解決

できない可能性がある。森林の主要な樹木の根には菌根菌という土壌微生物が共生してい

る。菌根菌は樹木から光合成産物を分けてもらう代わりに、土壌中から効率的に養分を吸収

し、植物に供給する働きを持つ。菌根菌から供給される養分は植物にとって不可欠なもので

あり、菌根菌と共生しない樹木が野外において生き残ることは無い。そのような背景の中、

ホストである樹木の養分吸収を担い、耐塩性の付与を行うことのできる菌根菌について注

目が集まっている。海岸マツ林で優占する菌根菌としては、Cenococcum geophilum 菌（以下

Cg）が挙げられる。本種は広域分布する普通種であり、しばしばマツ類と共生する。また、

Cg 菌には産地や系統によって耐塩性に差があり、分離培養系では塩濃度を高めた培地で培

養することによる耐塩性評価が行えるようになっている。しかし、菌根菌を分離培養するに

は非常に手間と時間がかかり、効率的に高耐塩性菌株を選抜することは難しい。本研究では、

塩濃度が高い培地で Cg 菌を培養し、塩処理前後でトランスクリプトーム解析を行えば、耐

塩性の高い菌株と低い菌株を比較することにより、耐塩性の分子基盤に迫ることができる

と考えた。この分子基盤を解明できれば、関連する遺伝変異をマーカー化してゲノム情報を

抽出することにより、分離培養をすることなく、高耐塩性菌株を選抜できる可能性がある。 

 

２．研究の目的 

本研究では、海岸林に生息するマツと共生する菌根菌で広域分布種であるCg菌に着目し、

Cg 菌の耐塩性の分子基盤を明らかにすることを目的とした。まず、分離培養系で Cg 菌の

耐塩性試験を行い、耐塩性を持つ菌株を選抜する。次に、それをマツの苗に接種した共生系

を通じて、接種されたマツの耐塩性が向上するかを検証し、Cg 菌における耐塩性の分子基

盤を解明する。 
 

３． 研究の方法 

(1) 異なる生育環境から採取・分離培養した Cg 菌を対象に、高塩濃度と通常の培地で培

養し、菌株ごとの耐塩性を評価する共に、各菌株の DNA を抽出し、Cg 菌の耐塩性に

関わる遺伝子を探索するため、ゲノムワイド関連解析（GWAS）を行う。 

(2) 耐塩性の強・中・弱の菌株を用いて、高塩処理に対する Cg 菌の生理的応答を調べる。 
(3) 強耐塩性株と弱耐塩性株の塩類処理前、処理後からそれぞれ RNA を抽出し、トラン

スクリプトーム解析による Cg 菌の耐塩性に関わる遺伝子を探索する。 

(4) 耐塩性の異なる菌株をマツ苗に接種し、温室内で栽培するとともに、塩類を処理し、

Cg・マツの共生系における Cg の耐塩性に関わる遺伝子の発現解析を行う。 
(5) 得られた耐塩性に関連する遺伝変異をマーカー化して、分離培養せずにゲノム情報か

ら高耐塩性菌株を選抜するジェノミック選抜の基盤を創出する。 
 

４．研究成果 

（１）Cg 菌の採取と分離培養 

北半球 6 地域、日本（北海道、岩手、新潟、埼玉、千葉、長野、静岡、山梨、京都、和歌

山、宮崎、沖縄、243 菌株）、中国（黒竜江、遼寧、内モンゴル、西寧、新疆ウイグル自治

区、雲南、重慶、河南、江蘇、福建、海南、173 菌株）、フィンランド（７菌株）、カナダ（４

菌株）、アメリカ（2 ヵ所、17 菌株）、タイ（6 菌株）の針葉樹林と広葉樹林から、Cg の菌

根および菌核を採取し、計 450 の Cg 菌株を分離した。 

（２）菌糸培養系で Cg 菌の耐塩性評価 
15 集団から 129 の Cg 菌株を異なる塩濃度（0、50、125、250、500 mM NaCl)で培養



し、耐塩性の評価を行った。40 日培養後、129 株のうち 35 菌株が、対照処理（0 mM NaCl）
と比べて 250 mM NaCl 処理において菌糸成長量が 60%以上減少し、50 菌株は成長が 0〜
50%減少した。一方、44 菌株では対照区より成長が促進され、このうち 7 菌株が 500 mM 

NaCl 処理においても菌糸成長が顕著に促進された。集団間の耐塩性の多様性は、同じ地域

の山地の集団に比べて海岸林の Cg 集団は有意に耐塩性が高く、集団内の耐塩性の分散が小

さいことが分かった。一方、山地林から採取した Cg 菌株の耐塩性は多様で、同じ集団から

採集した菌株であっても、耐塩性が強いものもから弱いものまで見られた（未発表）。 
 

（３）高塩処理に対する Cg 菌株の生理的応答 

耐塩性を評価した Cg 菌株のうち、耐塩性の低い 6 株（125ｍM の培地で成長がみられな

い 3 株および 250ｍM 培地で成長がみられない 3 株）（以下、弱）、250ｍM 培地で成長が 0
～50％減少し 500ｍM 培地で成長が見られなかった中程度の 3 株（以下、中）、250ｍM 培

地で成長が促進された 3 株（以下、好塩）を実験に用いた。液体培地で培養した菌株菌糸を

それぞれ 0 mM と 250ｍM NaCl の液体培地でさらに 2 週間培養した。培養後、液体培地

の pH、各菌株菌糸の水分、Na、 K、Ca 、P および H2O2の含量、スーパーオキシドディ

スムターゼ（SOD）とペルオキシダーゼ（POD）の活性を測定し、耐塩性の異なる Cg 菌株

の生理的応答を明らかにした（Li et al., 投稿準備中）。 
 

（４）Cg 菌の耐塩性に関わる遺伝子の探索 
（3）の Cg 材料のうち、耐塩性の弱（3）、中（2）と好塩の株（1）を用いた。それぞれの

株について 0 mM と 250 mM NaCl の液体培地で 48 時間培養した菌糸から RNA を抽出

し、RNA-seq 解析を行った。解析の結果、計 541 の発現の異なる遺伝子（DEG）が同定さ

れ、うち 78 遺伝子のアノテーションが得られた。GO term が付けられた遺伝子は 35 で、19
のパスウェイに分類された。このうち、多くの遺伝が含まれたパスウェイは catalytic activity

（7）、hydrolase activity（2）、transporter activity（3）、protein kinase activity（4）、monooxygenase 
activity（3）であった。また、qPCR を用いて 8 遺伝子の発現を検証したところ、RNA-seq
解析とほぼ同様の傾向が得られた（Li et al., 投稿準備中）。 

 
（５）異なったマツ樹種の耐塩性の評価 
マツ材線虫病抵抗性と耐塩性の両方が高い材料を作成するため、アカマツ、クロマツとア

イグロマツ（クロマツ×アカマツ雑種由来）の実生を対象に、海水を用いて耐塩性を調べた。

耐塩性は、クロマツ＞アイグロマツ＞アカマツの順であり、アイグロマツは比較的耐塩性が

あり、かつマツ材線虫病に対して一定の抵抗性を示し、海岸林再生の材料として利用できる

可能性がある（米道ら、2020）。 
 
（６）その他 

・現在、上述の耐塩性を評価した 129 菌株に加え、さらに 170 菌株の耐塩性の評価をほぼ完

了した。 
・集められた菌株のうち 300 菌株から DNA を抽出し、次世代シーケンサでゲノム解読をし

た。今後、ゲノム全体にわたる遺伝変異（SNPs）と耐塩性とを比較解析することで、耐塩性

と関連したゲノム領域の解明への研究展開を目指している。 
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