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世代交代する生活環の進化機構と
その検証における海産緑藻類の有用性

堀之内　祐介，富樫　辰也

植物は複相世代だけでなく単相世代も多細胞体になる特徴的な生活環を示す．このような世代交代を伴う生活
環がどのように進化してきたのかについての理解は限定的である．本稿では，種内多型の存在を仮定した数理モ
デルを用いることで，どのような環境で世代交代を行うことが最適となるのかについて検証可能な進化仮説を提
示できることを示す．さらに，近縁種間で生活環の多様性を示すアオサ藻綱の海産緑藻類が，この仮説の実験的
な検証に有用である可能性を議論する．
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1. 植物の世代交代する生活環

動物と違い，植物は染色体を 2セットもつ複相 (2N)

の胞子体（減数分裂などにより胞子を生産する体）と
1セットもつ単相 (1N)の配偶体（有糸分裂により精子
や卵に相当する配偶子を生産する体）という二つの多
細胞世代を交代する特徴的な生活環をもつ [1]．単相の
配偶体から生産された雌雄の配偶子は受精により受精
卵または接合子を形成する．接合子は多細胞で複相の
胞子体に発生し，胞子体は減数分裂により単相の減数
胞子を生産する．これらの胞子は，多細胞の配偶体に
発生する（図 1A）．この世代交代を伴う生活環は，多
細胞の配偶体と単細胞の複相世代をもつ祖先的な生活
環（図 1B）で多細胞の胞子体が獲得されることで，陸
上植物や海藻類，菌類を含む複数の系統で独立に進化
してきたと考えられている [2, 3]．世代交代する生活環
の進化は，植物の形態と生殖戦略の多様化の引き金に
なったとともに，植物の海岸や陸上での繁栄と現代の
生態系構築に大きく貢献したと考えられている [2–4]．
したがって，どのように世代交代が進化してきたのか
は，長年，生物学上の重要な問題として認識されてき
た [2–6]．
緑色植物では陸上植物と海産緑藻類（アオサ藻綱）

の二つの大系統で独立に世代交代する生活環が進化し
ている．陸上植物の大系統には被子植物や裸子植物，
コケ植物のほか，シャジクモといった淡水産の多細胞
緑藻類が含まれ，系統群間で生活環に多様性がみられ
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図 1 植物の生活環の多様性と本稿で仮定する種内多型
(A) 世代交代する生活環．(B) 祖先的な生活環．(C)
接合子の発生切り替えにより種内多型をもつと仮定し
た生活環．

る [3]．接合子が多細胞体に発生しない祖先的な生活
環を示す緑藻シャジクモやコレオケーテは陸上植物の
大系統の中で基部に位置する．川べりなど湿った環境
に生息する高等植物に近縁なコケ類は世代交代を行い，
配偶体の上部に接合子から発生した小型の多細胞の胞
子体を保持する．陸上環境に生育する高等植物も世代
交代を行うが，胞子体が主たる体であり，配偶体は胚嚢
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（被子植物の胚珠の中に存在する，卵細胞を含む単相の
細胞で構成された器官で，雌性配偶体に相当する）な
ど胞子体上に保持されるごく限られた細胞のみになっ
ている [2, 3]．
近年，進化発生学的な観点から，モデル植物を中心

にヒメツリガネゴケなどの陸上植物やマコンブやシオ
ミドロに代表される世代交代する生活環をもつ褐藻類
において，各世代に特異的な発生プログラムの発現と
その切り替えの分子的な制御機構の解明が進められて
いる [3]．たとえば，接合子が胞子体に発生する際と
減数胞子が配偶体に発生する際には異なる形態発生プ
ログラムが発現するが，その発現の切り替えは，一つ
もしくは少数の遺伝子により制御されていることが示
唆されている [7, 8]．この制御遺伝子は褐藻類と陸上
植物という離れた独立の系統で相同なホメオドメイン
（DNA配列に結合するなどして主に発生時の細胞分化
に関わる転写を制御するタンパク質産物）によって制
御されていることから，この生活環制御機構の起源は
かなり古いことが示唆されている [9]．
一方で，生活環の進化過程の生態学的側面について

はほとんど研究が進んでいない．化石種を含めて系統
関係を考慮すると，陸上植物の胞子体をもち世代交代
する生活環は水中から陸上への環境の変化に伴って進
化してきたように見える．このことから，植物の生活
環は生態学的な環境への適応形質として進化してきた
という仮説が，1世紀以上前から提唱されている [2, 5]．
しかし，この仮説を検証するための理論的枠組みは提
示されておらず，その検証もほとんどされていない．
その原因として，形質進化を生態学的な文脈で理解す
るためには，その進化を仲介しうる中間的な状態もし
くは形質値のばらつきを考慮した進化モデルが必要だ
が [10, 11]，単細胞の複相世代と多細胞の胞子体とい
う離散的な形質の間にはそのような状態が考えにくい
点が挙げられる．
多細胞の胞子体のような形態的，生態学的に全く新

しい形質の進化は，種内多型により仲介される可能性
がある [11–13]．新奇な形質が種内多型として獲得さ
れることは，その獲得初期に生じると考えられる発生
プログラム上や適応上の有害な影響を緩和し，環境の連
続的な変化に適応して新奇形質の獲得（または喪失）を
促進し得ると考えられている [11]．たとえば，北アメ
リカに生息するトウブスキアシガエルのグループでは，
雑食から肉食への食性とそれに伴う新奇形態への進化
は種内多型を介して生じたことが示唆されている [14]．
新奇形質の獲得時には，既存の発生プログラムの一部

または大規模な流用が生じている場合がある [13]．
種内多型はしばしば変動する環境への適応形質とし

て進化する [15]．周囲の環境から将来の環境が予測で
きる場合は，環境に応答した表現型の変化（表現型可
塑性）が進化する [11]．一方で，しばしば将来の環境
の変動は予測できないが，そのような環境では異なる
環境に適応した別々の表現型をもつ子供を同時に生産
する“両賭け戦略”が進化し得る [16, 17]．たとえば，
降雨が不定期な乾燥地帯に生息する植物では，個々の
種子を別々のタイミングで発芽させることで常に一部
の種子が成長に適した降雨時に発芽することが最適戦
略となり得る [16]．両賭け戦略では，子供がどの表現
型に発生するかはしばしば確率的（ランダム）に決定
される [17, 18]．
陸上植物では生活環の種内変異は以前から報告され

ている：たとえば，コケ植物ではアポガミーという配
偶体の細胞が脱分化して核相は同じまま胞子体に再発
生する現象や，その逆の現象（アポスポリー）が知ら
れている [3]．これらの現象の適応的な意義は不明であ
り，胞子体の獲得にどのような役割をもつのかわかっ
ていないが，これらの現象は，世代特異的な発生プログ
ラムがもう片方の世代においても発現し得ることを示
唆する [3]．この推論に後押しされて，祖先的な生活環
において配偶体の発生プログラムが複相世代に流用さ
れることにより，世代交代する生活環の多細胞の胞子
体が獲得されたという仮説が提唱されている [3]．同様
に，化石種の研究から，陸上植物の系統ではコケ類な
どにみられる配偶体優位の生活環から被子植物などに
みられる胞子体優位の生活環への移行の間に，発生プ
ログラムの流用により配偶体と形態がよく似た（同型
の）胞子体が生じたという仮説が提唱されている [4]．
一方で褐藻類のシオミドロでは，胞子体から減数分

裂により生産された減数胞子（遊走子）が通常発生す
る配偶体だけでなく，胞子体にも発生するという生活
環の種内多型が報告されている [19]．この異なる二つ
の発生運命をもつという種内多型が接合子の発生過程
で生じた場合，それは祖先的な生活環と世代交代する
生活環を仲介し得る形質となるかもしれない．細胞内
の遺伝子発現の切り替えはしばしば確率的に生じるこ
とが知られている [18]．祖先的な生活環において本来
単相世代で発現する配偶体の多細胞発生プログラムが，
確率的な発現切り替えによって流用され複相の接合子
で生じることで，多細胞の胞子体が獲得されるかもし
れない．本稿では，接合子が単細胞の複相世代だけで
なく，多細胞の胞子体に発生するという種内多型を仮
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定することで，時間的な変動を考慮した環境の違いと
最適な生活環の進化的な関係を数理モデルにより提示
できることを示す．その後，この仮説を実験的に検証
するためのグループとして，これまで世代交代の進化
に関する研究においてあまり着目されてこなかった海
産緑藻類のもつ特徴とその有用性を議論する．

2. 変動する環境における生活環進化の数理モ
デリング

胞子体が種内多型として獲得されると仮定する場合，
想定される生活環の種内多型は図 1C のようになる．
この種内多型では，雌雄異株の配偶体から有糸分裂に
より生産された単相の雌雄配偶子は接合して複相の接
合子を形成する．個々の接合子はある割合でランダム
に多細胞の胞子体に発生し，それ以外の接合子は単細
胞の複相世代に発生する．淡水産の緑藻類で観察され
るように，単細胞の複相世代は四つまたは少数の単相
の減数胞子を生産する [20]．一方で，胞子体は多細胞
で大きく成長できるため，多くの単相の減数胞子を生産
する．減数胞子はそれぞれ配偶体へと発生する．この
モデルでは，祖先的な生活環はシャジクモやコレオケー
テのように乾燥や被食圧など外的な環境要因に強くな
い柔組織で構成された葉状の配偶体をもつこと，単相
世代と複相世代が季節的に生じることを仮定する [21]．
このような藻類では，単細胞の複相世代はこれらの環
境要因に対する耐性を示す．配偶体の発生プログラム
が流用された場合，単細胞の複相世代に比べて，多細
胞の胞子体は配偶体のように外的な環境要因に対する
耐性は低くなる一方，生存すれば減数胞子を多く生産
できる可能性がある．
祖先的な生活環を示す藻類を含む植物は，自らが受

ける淘汰圧の将来における変動を完全には予測できな
いはずである．このような状況において，上記で仮定
する生活環の種内多型は，環境耐性の高い単細胞の複
相世代と環境耐性が低いが次世代の子供の生産能力の
高い胞子体を両方生産するという，両賭け戦略 [16]と
して進化しうる．両賭け戦略では，異なる複数の形質
をもつ子供を同時に生産することで，成長率を高く保
ちながら予測不可能に生じる厳しい（淘汰圧の強い）環
境下で生殖が失敗するリスクを減らす [22]．環境の時
間的な変動を考慮するためには進化を長期的に見る必
要がある．ある世代における生殖失敗はその戦略の成
長率を著しく下げてしまうため，環境の変動を考慮す
る場合，それを考慮しない場合の適応指標である各世
代の成長率（または適応度）の算術平均（期待値）では

図 2 種内多型を仮定した数理モデルによる，異なる環境淘
汰圧と最適な生活環 (個々の接合子が胞子体に発生す
る最適確率 p*) の関係の予備的な結果

なく幾何平均を最大化する戦略が最適となる [16]．こ
の指標は生殖失敗が成長率に与える長期的な影響を考
慮できる [16, 22]．胞子体が受ける環境淘汰圧の強さ
やその変動の大きさは，生息環境の違いにより異なる
と考えられる．
本稿では，上記の仮定を用いることで，胞子体に対

する異なる環境淘汰圧（単細胞の複相世代と比較した
胞子体の相対生存率）における最適な生活環（接合子
が胞子体に発生する最適な割合 p*）が数理モデルによ
り求められることを示す．環境淘汰圧に依存する胞子
体の相対生存率は，平均と分散を独立に設定でき，0か
ら 1 の範囲で分布する確率分布（e.g.，三角分布）に
従って変動すると仮定する．単細胞の複相世代と比較
して，胞子体が生存した場合に生産する減数胞子数の
相対上昇率を 100倍とする．接合子が胞子体に発生す
る割合を pとして，異なる環境淘汰圧下において，0か
ら 1 の範囲で 0.01 刻みで異なる p を示す各生活環の
幾何平均成長率を比較する．これにより幾何平均成長
率が最大となる最適な生活環 p*を求められる．本稿で
は，胞子体の相対生存率の平均 10−2.2 から 10−1.3，分
散 10−4 から 10−2.2 の間の各環境において，環境と最
適な生活環の関係の予備的な結果を得た（図 2）．
この予備的な結果からは，i)胞子体への環境淘汰圧

が比較的強く（平均相対生存率が低く），かつ変動して
いる（分散が大きい）場合には生活環の種内多型（両
賭け戦略）が最適となること (0 < p* < 1), ii)淘汰圧
が高く胞子体の生存率が著しく低い環境では接合子が
単細胞の複相世代のみに発生する祖先的な生活環が最
適となること (p* = 0), iii) 淘汰圧が低く変動が小さ
い環境下では接合子が胞子体のみに発生する世代交代
する生活環が最適となること (p* = 1)が示唆される．
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また，この予備的な結果は変動が大きい環境に生息す
る種や集団ほど生活環における胞子体を生産する最適
な割合が小さくなることを予測する．このように，生
活環の種内多型と環境の時間的な変動を考慮すること
によって，生態学的な環境要因が胞子体の進化を制限
している可能性と，その環境の違いによって植物の生
活環が多様化してきた可能性が示唆される．この方法
で構築された数理モデルは，どのような環境でどのよ
うな生活環が最適となるかを提示できるため，実際の
植物を用いたその予測の実験的検証を可能にする．

3. 進化機構の検証における海産緑藻の有用性

上記のようなモデルを実験データを用いて構築し，
それを検証するためには，環境と生活環の関係や異な
る生活環のもつ適応的利益の違いを比較する必要があ
る．陸上植物の系統では系統的・形態的に離れた系統
群で生息場所や生活環が異なるが，形態の似た近縁種
間では生活環が同じである [3]．加えて，ほとんどの種
で一方の世代がもう一方の世代に物理的・栄養的に依
存しており，世代ごとに独立に適応度を評価すること
が難しい可能性がある．たとえば，配偶体優位のシャ
ジクモやコケ植物では，単細胞の複相世代または胞子
体は，独立して自生する配偶体に付着し従属的に栄養
の供給を受けている [23]が，胞子体優位の被子植物で
は，胞子体は自生性であり配偶体が従属的に栄養の供
給を受けている．生活環の進化機構を検証するために
は，似た形質をもつ近縁な種間または種内での比較が
可能な生物群を用いることが望ましい．
これに対し，世界中の沿岸域で潮間帯から潮下帯に生

息しているアオサ藻綱の海産緑藻類は，生活環の進化機
構を検証するうえで有用となり得る以下のような性質
を示す．まず，海産緑藻類は多様な生活環を示すため，
近縁種間での異なる生活環の比較が可能である [21]．
たとえば，ヒビミドロ目のヒビミドロやエゾヒトエグ
サは，配偶体と単核単細胞の複相世代をもつ祖先的に
近い生活環を示す [24, 25]．アオサ目のウスバアオノ
リやシオグサ目のタンポヤリ，タマゴバロニアなどは
配偶体と同じ形態の胞子体をもち世代交代する生活環
（同型世代交代）を示す [26]．ハネモ目のツユノイト
は，配偶体と異なる形態を示す胞子体をもち世代交代
する生活環（異型世代交代）を示す．加えて，ヒビミ
ドロ目やハネモ目では目内でも生活環が多様化してい
る．たとえば，ハネモ目のミルは複相世代のみを示す
動物によく似た生活環を示す [21]．このように海産緑
藻類では，祖先的な生活環と世代交代の比較だけでな

図 3 海産緑藻類の生息環境の違い
(A) 潮間帯に生息し，干潮で水上に干し出されている
エゾヒトエグサ（北海道室蘭市）．(Ｂ) 潮下帯の水深
7m に生息するタマゴバロニア（静岡県下田市）．

く，さまざまな組み合わせでの生活環の比較研究が可
能である．
次に，海産緑藻は複雑な器官を形成しない単純な形

態と生殖様式をもつうえ，配偶体と胞子体が栄養的に
独立している．たとえば，多くの海産緑藻において，
藻体は岩やほかの海藻などに付着するための仮根（リ
ゾイド）部分と葉状体の部分に大別され，特に葉状体
部分はしばしば 1種類の細胞で構成される [21]．多く
の海産緑藻において配偶体は雌雄異株で，成熟すると
個々の体細胞がすべての細胞質資源を用いて配偶子を
生産する（全実性）[27–29]．集団内の配偶体が同調す
ることで同じタイミングで正の走光性を示す雌雄配偶
子を海水中に放出し，体外受精により接合子を形成す
る [30]．その後，接合子は負の走光性を示し，海底に着
床し，独立した胞子体へと発生する．胞子体では個々
の体細胞がすべての細胞質資源を用いて減数分裂によ
り負の走光性をもつ単相の遊走子を放出し，それらは
海底に着床し独立した配偶体へと発生する．これらの
特徴により，海産緑藻の体細胞の体積は生殖に用いる
細胞質資源量として，生産される子供の数は適応度と
して捉えることができるため，個々の配偶体や胞子体
の生殖への資源投資量や適応度の定量化と比較が可能
である．
第三に，海産緑藻類は種ごとに淘汰圧の異なる環境

に生息しているように見えるため，環境の違いと生息す
る種の生活環の関係を検証することが可能である．た
とえば，祖先的な生活環を示すヒビミドロやエゾヒト
エグサは主に潮の満ち引きにより頻繁に水上に干し出
される潮間帯に生息するが，世代交代を行うタンポヤ
リやタマゴバロニア，ツユノイトは水深が深く水上に出
ることはない潮下帯で主に観察される [24, 31]（図 3）．
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潮間帯から潮下帯を含む海岸環境の違いは，胞子体へ
の環境淘汰圧の平均的な強さや変動の大きさの違いを
反映している可能性がある．干潮時に水上に出ている
時間の長い潮間帯上部では強い高温・乾燥ストレスだ
けでなく，海産緑藻の植食者として知られる貝類など
の軟体動物による被食圧も非常に高いことが知られて
いる [32]．これらの淘汰圧の強さは季節的に変動し，
夏場に強まることが多い [32]．一方，水上に出る時間
が比較的短い潮間帯の下部ではほかの生物との種間相
互作用も相まって，それらの淘汰圧は比較的小さいと
考えられる [33]．潮下帯では干潮時に生じるこれらの
淘汰圧は小さい．また，潮汐の変動の仕方は環境の似
た近い緯度の場所でも異なる場合がある．たとえば，
北海道の太平洋側と日本海側では 1日の潮汐変動幅が
異なるように見える．潮汐変動の仕方は，干潮時の高
温・乾燥ストレスが生じる時間の長さや頻度と直接関
係しているだけでなく，貝類などの摂食行動に大きく
影響することが知られており [34]，その違いは胞子体
に対する環境淘汰圧の変動の違いを反映する可能性が
ある．加えて，植食者の数と種，季節的な環境の変動
の大きさは緯度に沿って変化し得る [35]．生息地の緯
度も胞子体にかかる環境淘汰圧への影響を表す指標に
なっているかもしれない．
本稿で数理モデル構築の際に仮定した，接合子の発

生運命の切り替えによる生活環の種内多型はこれまで
に報告されていないが，アオサ藻綱の緑藻類には潜在
的に存在しているかもしれない．接合しなかった配偶
子が単為発生（配偶子が受精せず，無性的に新たな個
体に発生する現象）することが知られているアオサの
一種やウスヒトエグサなどでは，多くの配偶子が胞子
体に単為発生するのに対し，一部は配偶体にも単為発
生することが報告されている [36, 37]．これは，核相
特異的な形態発生プログラムの発現の切り替えが，ア
オサ藻綱の緑藻で生じている可能性を示唆する．これ
らの種やその近縁種は，接合子でも同様の発生切り替
えが生じることで，複数の生活環経路をもっているか
もしれない．
海産緑藻を用いて生活環の比較研究を行うためには，

ほかの藻類や単細胞生物，バクテリアなどと分離した
単藻培養株の確立とその生殖誘導による生活環の実験
的制御が必須である．なぜなら，海産緑藻の特に祖先
的な生活環をもつ種では単細胞の複相世代だけでなく，
接合子や遊走子，若い配偶体も微視的なため，培養容器
内での顕微鏡観察でなければ形質・適応度データの採
取が困難だからである．同じ理由で，野外観察では接

合子の発生切り替えや生活環の種内多型を探索するこ
とはほとんど不可能である．加えて，進化的な関係性
を考慮した形質の種間比較には，形質に対する系統的な
類似性の影響を考慮できる解析を行う必要がある [e.g.,

38, 39]．この解析には信頼性の高い種レベル以上の解
像度をもった系統樹が必要だが，その構築に必要な遺
伝的な情報が海産緑藻の多くの種では十分に報告され
ていない [40]．小さな藻体をもつ緑藻でその遺伝情報
を取得するためにも，単藻培養株の確立が有用である．
しかし，栽培・培養方法が確立されているモデル生物の
多い陸上植物や褐藻類と異なり，海産緑藻類の，特に祖
先的な生活環をもつ種の実験培養技術をもつグループ
は現時点ではかなり限られている．著者らはこれまで
に祖先的な生活環を示すエゾヒトエグサを含む，さま
ざまな生活環を示す海産緑藻について，野外から採集
した藻体からの単藻培養株とその生殖誘導技術の確立
により，海産緑藻類の詳細な生活環の解明や形質比較
による生殖戦略の進化研究を行っている [25, 29, 41]．
このような技術を用いることで，前述の配偶子の単為
発生運命の切り替えを報告した研究 [36, 37]のように，
単藻培養株の生活環を詳細に顕微鏡観察することで種
内多型の探索とその後の生活環経路の調査，種内多型
が確率的に生じているのかの検証が可能となると期待
される．また，近年，著者らを含む少数のグループに
より海産緑藻の性特異的分子マーカーが報告されてい
る [42, 43]．これらのマーカーが機能する種において
は，種内多型として新たに発見した世代が雌雄両方の
遺伝情報をもつ複相の胞子体であるかの検証や，野外
での胞子体の探索ができるかもしれない．
以上のように海産緑藻は，検証可能な生活環進化モ

デルの構築とその検証のための種内・種間比較研究の
両方に有用である可能性がある．この枠組みを用いる
ことで，異なる生態学的環境への適応として植物で世
代交代する生活環が進化したという古くからの仮説 [5]

を検証できるかもしれない．たとえば，本稿で示した
予備的モデルの予測である，潮間帯上部のような胞子体
への淘汰圧が大きい環境には祖先的な生活環のような
胞子体を生産する割合が小さい種が生息するのか，を検
証することで，海産緑藻類の生活環が異なる海岸環境に
適応することで多様化しているのかを明らかにできる．
加えて，種内多型を発見することができれば，異なる環
境に生息する集団間で胞子体の生産割合を比較するこ
とで数理モデルの予測する進化が野外で生じているか
を検証し，潮間帯環境が胞子体をもち世代交代する生
活環の進化を制限しているのかを明らかにできるかも
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しれない．さらに近年，系統関係が明らかになってい
る種間で，種内多型が生じる割合が異なる環境に対し
どのように応答するのかを比較することで，種内多型が
多細胞の胞子体のような新奇形質の獲得に貢献したこ
とを示す実験的枠組みが提唱されている [11–14, 44]．
この枠組みを適用できれば種内多型が仲介することで
多細胞の胞子体が進化したかを検証する実験も可能に
なるかもしれない．さまざまな海産緑藻類における種
内多型の探索を含めた詳細な生活環の解明とその体系
化を行っていくことで，植物の世代交代する生活環の
進化機構の生態学的な側面についての理解が進んでい
くと期待される．
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