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摘　　要
著者らは、「外来樹種は、環境が変動した時に資源を素早く取り込み、より大きな

成長をすることが可能である」という仮説に基づき研究を行ってきた。小笠原の湿性
高木林で分布を広げているアカギと、乾性低木林にも見られるキバンジロウという二
種の外来樹種の稚樹を用い、環境を変動させた時の成長や生理生態的な特性を、在来
樹種の稚樹との間で比較した。林冠ギャップの形成を想定し、アカギ稚樹を弱光から
強光条件、もしくは低貧栄養から高栄養条件に移した。その結果、アカギは在来樹種
と比べより大きな成長を示した。これは、環境が移行する前に形成されていた旧葉の
新しい環境への高い馴化能力と、新しい環境に適した新規の葉の出葉速度が高いこと
によっていた。またキバンジロウは、乾燥に対しても道管のキャビテーション（水切
れ）を起こしづらく、乾燥後にくる降雨のようなパルス的にくる水を素早く吸い上げ、
気孔を開き光合成行うことができた。
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小笠原の湿性高木林や乾性低木林には、現在多く
の外来樹種が見られる。外来樹種が島内で分布を広
げていくには、大勢な種子繁殖、低い死亡率、高い
樹高、少ない競争相手、空いたニッチなど様々な要
因が考えられる。これらの外来樹種は、在来樹種よ
りも何らかの優れた特性を持つことによって、島内
で分布を拡大していると思われる。おそらく地球温
暖化によって、今後の大陸や日本本土の植生に変化
が起こるであろう。従って小笠原の外来種が、なぜ、
そしてどのように分布を広げているのかを調べるこ
とは、温暖化による今後の植生変化の予測研究にも
結びつくであろう。筆者らは、「外来樹種は、環境
ストレスや病害虫に強く死亡率が低く、また何らか
の要因で環境が変動した時に、資源をうまく取り込
み素早い成長が可能であることが、外来樹種が在来
樹種に置き換われる重要な要因になっている」とい
う仮説に基づいて研究を行っている。特に、環境が
変動した時の稚樹の資源利用特性に着目しているの
は、小笠原では台風などによる攪乱のあと外来樹種
がはびこる現象が多く見られるからである �），2）。我々
は特に、湿性高木林で目立つアカギと、湿性高木林
にも乾性低木林にも見られるキバンジロウという二
種の外来樹種の生理生態特性について、在来樹種と

比較しながら研究を行ってきている。
アカギに関して、台風後の林冠ギャップ形成を想

定し光環境を変動させると、在来樹種と比べてよく
成長できるのではないかと考え、ポット苗を暗条件
から明条件に移す実験を行った。暗条件から明条件
に移した結果、アカギの成長は外来樹種よりも優れ
ていた �），�）。このようなアカギの優れた成長は、光
環境変動後の旧葉の最大光合成速度や新しい環境に
適した新葉の出葉速度が最も大きく、また移行後の
これらの形質の増加率も最も高いことに起因した

（図 1）。また林冠にギャップができると、植物が利用
可能な土壌栄養塩量が増えることが知られている �）。
このことから、土壌栄養塩量が増えたときにアカギ
は在来樹種よりもよく成長できることを仮説とし、
ポット苗を使って貧栄養から富栄養に変える実験も
行った。その結果アカギは、土壌栄養塩量を増やす
とわずか数日以内に光合成を上げることができる
が、アカギの競争相手である在来樹種のシマホルト
ノキではあまり光合成を上げることができなかった

（図 2）。またアカギの展開途中の葉では、個葉の細
胞数や細胞サイズを大きくしたりして素早く個葉の
面積を拡大させるなど、細胞レベルでも土壌の栄養
塩の増加によく反応していた。このように環境を変
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え資源量を変化させると、アカギはそれに合わせて
素早く体制を変えて対応し、大きく成長する能力を
持っていることがわかった。

また、乾性低木林に見られる外来樹種キバンジロ
ウは、強い乾燥耐性を持ちスコールのようにパル
ス的にくる水を素早く利用して光合成を行ってい
ることを仮説にして、乾燥と灌水パルス実験を行っ
た。キバンジロウと、極端な乾燥地には見られない
在来樹種のウラジロエノキのポット苗木を用いて、
実験的に乾燥させていった。その結果キバンジロウ
では、茎の道管がキャビテーションを起こしづらく 

（図 3a）、葉も落としたりせず、よく維持されていた。
また葉は、浸透調節といって、より脱水しても葉の
膨圧を維持できるよう、乾燥耐性の強い生理特性に
変えていった。実際キバンジロウでは、乾燥に続く
灌水後、素早く水を吸って気孔を開き、光合成を行
うことができた。一方ウラジロエノキでは、乾燥に
よって茎の道管は簡単にキャビテーションを起こし

（図 3b）、落葉し、葉の浸透調節も見られなかった。
すなわちウラジロエノキは、わざわざ浸透調節など
のコストを葉にかけないかわりに、葉を簡単に落と
してしまう。このことは、雨が降ってもウラジロエ
ノキでは、新たに葉を作らないと個体全体としての
光合成は回復できないことを示唆する。

一定環境条件下では、小笠原の外来樹種が在来樹

図 1　 外来樹種アカギと遷移系列が異なる在来樹種の苗木における，暗条件（LL）と，暗条件から明条件に
変化させた 1 ヶ月後（LH）の，a）旧葉の最大光合成速度と b）旧葉の数で標準化された新葉の相対出
葉速度の比較．（Yamashita et al . 3）から改変）

　　  ＊＊＊：P ＜ 0.001，＊＊：P ＜ 0.01，＊：P ＜ 0.05，n.s.：P ＞ 0.05

図 2　 土壌栄養塩を付加した後の，a）外来樹種ア
カギと b）遷移後期の在来樹種シマホルトノ
キの苗木の，展開終了直後の葉における最
大光合成速度の推移（平均値±標準偏差）．
LN：低栄養塩条件一定，HN： 図の 0 日目
に土壌に栄養塩を付加した．
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種と比べ、必ずしも目立って優位な生理特性を持っ
ている訳ではなかった。しかし環境を変動させるこ
とによって、外来樹種の優位さが際立ってくること
が面白い。この結果は、今後温暖化などの影響によ
り台風到来の頻度が増したり、台風の勢力が拡大し
たり、雨や乾燥の変動が大きくなったりすると、ま
すます外来樹種がはびこり易くなることを示唆す
る。このことより、地球温暖化により今後予測され
る本土や大陸での植生変化は、単なる現在の植生
帯の北方へのシフトではなく、環境変動に対して成
長や繁殖といった適応能力のより高い樹種が、まず
分布を拡大していくことが予測される。今後の植生
や生態系の機能の変化を予測していくためには、小
笠原をモデルサイトとして、外来樹種がはびこって
いくメカニズムを調べていくことが非常に有効であ
る。また一方小笠原は、在来樹種や固有樹種の環境
適応の研究から、生物の進化や種の共存のメカニズ
ムなどを明らかにしていくことができる重要なモデ
ルサイトでもある。このように小笠原は、我々研究
者にとっても人類にとっても非常に興味深く、かつ
貴重な島嶼である。今後、外来樹種が在来樹種を駆
逐してしまわないよう的確に生態系の管理を行って

いきながら、在来樹木や外来樹木の動きを研究して
いく必要がある。
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a） b）

図 3　 a）キバンジロウ（外来樹種），b）ウラジロエ
ノキ（外来樹種）
灌水停止後の，キバンジロウ（灌水停止 15 日目）
とウラジロエノキ（灌水停止 10 日目）の苗木の茎部
を液体窒素で凍らせ，その横断面を cryo-SEM で観
察した画像．黒く見える道管は水が抜けキャビテー
ションを起こしていることを示す．
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