
  
  アオキミタマバエによる虫えい形成がヒメアオキの実生更

新に及ぼす影響

  誌名 日本森林学会誌
ISSN 13498509
著者名 山口,良彦

林田,光祐
発行元 日本森林学会
巻/号 91巻3号
掲載ページ p. 159-167
発行年月 2009年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日林誌 (2009)91:159-167 

:..0‘・，.，..
E岡 Jι

アオキミタマバエによる虫えい形成がヒメアオキの実生更新に及ぼす影響

山口良 彦1・林田光祐氏2

東北日本海側のコナラ林において，常緑低木ヒメアオキの果実の成熟から実生の定着までの繁殖過程とそれに対する三つの

生物関相互作用の影響を競べ，虫えい形成者による散布前捕食の相対的な重要性について評価した。 0.25haの調査区内のす

べての果実を調べたところ，アオキミタマバエの寄生による虫えい形成果の割合が 1998年生で 57%，1999年生で 77%と高い

値を示した。虫えい形成果の種子含有率は 1~2 割であり，散布前捕食が種子生産を大きく減少させていた。一方，健全果は

渡り途中のヒヨドリによってごく短期間にほぼ完全に消費され，稜子が散布された。野ねずみによる種子の摂会は確認された

が，播種した種子の消失率は 1割以下であり，散布後の稜子捕食庄は強くなかったと推察される。発芽率は8割以上と高く，

実生の生存率も低くなかった。以上のことから，本音寺査地のヒメアオキ個体群では，虫えい形成者による果実への寄生が実生

更新の重大な阻害要阪であることが示唆される。

キーワード:散布後捕食，散布前捕食，生物間相互作用，ヒメアオキ，ヒヨドリ

Yoshihi孟oYamaguchi'阻 dMits叫lIroHay.剖 hida*，2 (2009) E賞ectof Pre-d.ispersal Seed Predation by the Fruit Gall 

路 dgeA喧phondyliaaucubae on Seedling Regeneration of Aucuba‘japonica var. borealis. J. Jpn. For. Soc. 91: 159-

167. Weinv，巴stigatedthe reproductive process of evergreen understory shrub， Aucuba japonica var. borealis， from fruit ripening to 
seedling establishment and the effects of thτee biological interactions， in an oak Quercus serrata forest on the Japan Sea side， north-

eastern J apan， to evaluate the relative importance of pre-dispersal predation by gall-forming insects inせleregeneration. A survey of 

all fruit in 0.25 ha plot revealed that galled企uitparasitized by the fruit gall midge As帥仰の.ziaaucubae occurred at 57% in a set prcト

duced in 1998 and at 77% in 1999. This pre-dispersal predation reduced heavily the seed production because about only 1O~20% of 
the galled fruits contained an intact seed. Mature intact fruits were almost completely consumed， and the seeds were dispersed for a 

short period from lat<εApril to early May by migrating Brown-eared Bulbul Hypsipetes amaurotis. We confirmed廿latwood mice ate 

the seed， but less仕lan10% of seeds sown at仕lesite disappeared. Post-dispersal predation pressure by rodents may not have been 

heavy.τbe germination rate was about 80%， and出esurvival rate of one-year seedling was acceptable under good conditions. These 
results suggest that parasitism of fruit by gall former was the most important factor preventing seedling regeneration of A. japonica 
var. borealis at this site. 
Key words: Aucuba japonica var. borealis， biological interaction， Brown吋earedBulbul， post田dispersalpredation， pre-dispersal preda-
tion 

1. はじめに

今日，森林などの自然資源の管理には，生物多様性の保

全に配慮することが求められている(柿揮， 2000)。その際

には，生物群集が生物関相互作用のネットワークによって

構成されていることに対する十分な配慮が不可欠でLある

(鷲谷・矢原， 1996)0 Kominami et al. (2003)は照葉樹林に

おける鳥散布植物の分類を行い，大量に果実を生産する主

要種のみならず，それらの結実期でない季節に果実を成熟

させる補償'的な種も合わせた全体的な群集構成を保全する

ことの重要性について指摘している。新潟県で行われた多

肉果植物の結実フェノロジーと果実食鳥類の調査で

Takanose and Kami匂ni(2003) は，早春という他の多肉果

がほとんどない季節に成熟する常緑低木ヒメアオキ

CAucuba japonica var. borealis) の果実の消失とヒヨドリ

(lt沙sかetesamαurotお)の渡りの時期の一致を報告している。

ヒヨドリは呂本における代表的な果実食烏であり(福井，

1993 ; Kominami et al.， 2003; Takanose and Kamitani， 

2003)，種子散布者として森林生態系に大きな影響を与えて

いると考えられる。ヒヨドリとの相互作用を介した植物の

更新が健全に行われることは，その地域の森林の生物多様

性を高い状態で維持することに貢献すると考えられる。こ

れらのことから，生物多様性に配慮した森林管理を行って

いく上で，ヒメアオキの果実生産を調べることには意義が

ある。

アオキ CAucubajaponica var. japonicα)とその変種で日本

海側に分布しているヒメアオキの果実は通常整った楕円体

をしているが，しばしば査な形状をしたものも観察される。

この歪な形状の果実は，アオキミタマパエ (Asphondylia

aucubae)という昆虫に寄生された虫えい形成果であること

が知られている (Yukawaand Ohsaki， 1988)。もしヒヨド

リが虫えい形成果を消費しないのならば，その寄生率に大

きな関心を払う必要がある。なぜなら，寄生率が高ければ，

その分，ヒヨドリが食物資源として利用できる果実が減る

本連絡先著者 (Correspondingauthor) E司mail:hayasida@tdsl.tr.y釘naga包-u.ac.jp

1山形大学大学i完農学研究科 T 997-8555 鶴岡市若葉町 1-23 (Graduate School of Agriculture， Yamagata University， 1-23 W必aba-machi，
Tsuruoka 997-8555， Jap釦)
211日芸大学農学部 〒 997-8555 錫岡市若葉町 1-23 (Faculty of Agriculture， Yamagata University， 1-23 Wakaba-machi， Tsuruoka 997-8555， Japan) 
(2008年4月 14B受付;2008年 12月25B受理)



160 

からである。また，虫えい形成果では種子が形成されない

場合がある (Yukawaand Ohsaki， 1988)。このことは，ア

オキミタマパエによる虫えい形成がヒメアオキの適応度

(生産種子数×生残率)に直接影響することを意味してい

る。これまで，樹木の種子生産量の年変動パタンが動物に

よる種子捕食に影響されるという仮説について，多くの議

論がなされてきた(菊沢， 1995)。たとえばKonet al. (2005) 

は，ブナのマステイングが種子捕食者からの選択圧によっ

て決定されていることを示唆している。ヒメアオキの果実

生産も，種特異的な種子捕食者といえるアオキミタマパエ

による選択圧から，なんらかの影響を受けている可能性が

ある。そのことを検証するために，その選択庄の強さを評

価する必要がある。ヒメアオキでは虫えい形成果でも種子

が含まれる場合が多いとされている (Yukawaand Ohsaki， 

1988)ことから，寄生率に加えて虫えい形成果の種子含有

率を調べることで，散布前捕食による種子生産の阻害量を

明らかにできると考えられる。

ヒメアオキの実生更新における散布前捕食の影響を正確

に評価するためには，発芽や実生の定着率の他，種子散布

と散布後の種子捕食という二つの生物間相互作用について

も一緒に評価する必要がある。なぜなら，これらの相互作

用も適応度に影響してくるからである。散布後捕食につい

て検証された報告はこれまでないが，アオキの種子は烏散

布植物のなかでは大型である(福井， 1993)ことから，野

ねずみによる散布後の種子捕食庄は強い可能性がある。他

の生物間相互作用と散布前捕食を同時に評価することで，

実生更新における散布前捕食の影響を相対的に評価できる

と考えられる。

本研究では，第一に，アオキミタマパエによる散布前捕

食がヒメアオキの種子生産に及ぼす影響を評価するため， 2 

結実年にわたって寄生率と果実の種子含有率を調べ，種子

生産の阻害量を推定した。第二に，果実の成熟から散布に

至るフェノロジーの調査と果実食者である鳥のセンサスを

行い，種子散布について評価した。第三に，室内における

供食実験と野外における播種実験，そして野ねずみのセン

サスを行い，散布後の種子捕食について評価した。さらに

播種実験で，発芽および実生の生存率を調べた。以上のよ

うに，ヒメアオキの果実の成熟から実生の定着に至る実生

吏新の初期過程における散布前捕食・種子散布・散布後捕

食という三つの生物潤相互作用の影響を同時に評価して，

虫えい形成者アオキミタマパエによる散布前捕食の重要性

を相対的に明らかにした。

11. 調査地

調査は山形県鶴間市近郊の高館山(北緯 38度46分，東

経 139度45分，標高 274m)で、行った。高館山のすぐ西側

は日本海に面していることから，内陸部と比べ冬期の気温

は高く，積雪は少ない。調査地に近い酒田気象観測所の統

計値C1971~2000 年)によれば，年王子均気温 12.3
0

C ， 年降

水量 1，861.2mm，積雪期間は年間 74.3日である。林床にヒ

田林口山

メアオキが多く生育していた東南山麓の尾根状斜面(海抜

50~80m) に成立する落葉樹二次林を調査地として選定し

た。70mx70mの範間内の樹高1.3m以上の木本の胸高断面

積合計は 33.8m2/haで，そのうち相対優占度が最も高かっ

たのはコナラで 58.5%であった。それ以下の階層では，亜

高木層にアオハダ・コハウチワカエデ・ハウチワカエデ，

中低木層にオオカメノキ・マルパマンサク・ヤマツツジが

多く生育していた。50mx50mの範囲内における 1999年秋

に地際で区別できたヒメアオキ地上幹の本数密度は 3.67本

1m2であった。

ヒメアオキ果実の虫えい形成者とされるアオキミタマパ

エの標本は，山形県においても採集されている (Yukawaand

Ohsaki， 1988)。また，日本海にごく近く，背後に平野があ

るという高館山の立地は， T:北姐oseand r匂mi匂ni(2003) 

の調査地である角田山(標高 482m)と似ており，渡り鳥の

通過ルートになっている可能性が考えられた。 1999年春に

は，調査地の林床に発根したコナラ堅果が高密度で存在し

ており(藤原ら， 2006)，ヒメアオキ種子への野ねずみによ

る捕食に間接的に影響している可能性があった。

111.方法

1. 果実の形態と散布前捕食

1)巣実・種子の形態

ヒメアオキの成熟期の果実は，整った楕円体状の整形果

と歪な形状の不整形果の二つにその外見から区分できた。

整形・不整形という巣実形態が虫えい形成者の寄生の有無

を反換したものであることを確認しそのサイズの違いや

種子の状態を調べるため，調査地近辺において 2000年4月

20日に整形果 50儲，不整形果 100個を採集した。果実長を

ノギスで計測した後，整形果はピンセットで種子から果肉

を分けた。不整形果はナイフで縦方向に半分に切って，内

部構造を確認し，種子があれば取り分けた。ヒメアオキの

果実は核果であるため，鳥などによって食べられた種子は

白くて丈夫な果皮に被われた状態で散布される。整形果で

はこの丈夫な果皮を種子に含めたが，不整形巣では，種子

が著しく楼小化もしくは全く確認できない場合に，この丈

夫な果皮を崩屈の組織と区別できなかったため，この果皮

は種子以外の部分として扱った。種子長をノギスで計測後，

種子とそれ以外の部分を定温乾燥機により 80
0

Cで48時間

乾燥させて重量を計測した。種子とそれ以外の部分の乾燥

重量を合算した値を果実乾重とした。

種子含有率を調べるために， 1998年生の果実について，

1999年3月26日に整形巣 100個，整形果がほぼ消失した 5

月31日に不整形果 200個を採集した。しかし，ある程度以

上のサイズの種子を含んでいる不整形果は，整形果と向時

期に樹上から消失していた可能性があった。そこで， 1999 

年生の不整形果は整形果の消失期の前後2回採集すること

とし， 2000年4月20日に整形果 50個・不整形果 200個を，

S月20日に不整形果 200個を採集し，種子の有無とその状

態を調べた。
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虫えい形成者を確認するため，果実表面に成虫の脱出孔

が多く形成される前の時期である 2000年5月上旬から 6

月上旬にかけて採集した 100倍以上の不整形果をピニール

袋に密閉して室内に置いておき，羽化してきた見虫を採集

した。

2)果実生産量と寄生率

面積あたりの結実量と寄生率を知るため， 1998年生果実

は1999年3月中旬に， 1999年生果実は 2000年3月中勾に

50mx50mの調査区内に存在する全ての果実を整形果・不

整形巣のいずれかに区分し，カウントした。調査時点にお

いても明らかに未発達な果実がごく少数存在していた。そ

れらについて， 1998年生では種子が形成されていない果実

という意味で不整形果と区別しなかったが， 1999年生では

徐外した。また，後日発見された果実が 1998年生で全結実

数の 6.7%，1999年生で1.0%あった。それらはすべて結実

数に追加したが，寄生率の算出には用いなかった。

2. 果実の成熟・散布フェノロジー

1)果実の色彩変化と消失過程

自然条件における果実の成熟・散布のフェノロジーを調

べるため， 1998年生の大半の果実がまだ緑色をしていた

1999年3月上旬に 1，795果実(地上幹数205・果序数326)

を， 1999年生の果実については 2000年3丹中旬に 984果実

(地上幹数 148・果序数209)を整形果と不整形果の二つに

区分し，果序の模式図を描いて果実単位で識別した。その

後，整形果の消失がほぼ終了する 5月上旬まで1， 2週お

き，その後は 2，3週おきに 7月まで果実の色彩と消残を記

録した。果実の色彩は，緑・部分的に赤・赤・黒(腐敗に

よる完全な黒変)の 4段階で記録した。緑から赤の 3段階

の区分では，腐敗による黒色部の存在は無視した。

2)袋がけ操作

自然条件での果実の消失原簡を推定するため， 1998年生

の果実では 1999年4月8日に 50mx50mの調査区外の 3

来序 (3地上幹， 23果実うち整形果 19個)に， 1999年生果

実については 2000年4月4E1に 16果序(15地上幹， 91果

実うち整形果39個・不整形果 52個)に，果実食者による

消費を妨げるための袋をかけた。そして，これらの来実の

色彩と落下を自然条件とほぼ同じ調査間隔で7月まで追跡

した。なお，果序に被せた袋には，通水性・通気性が十分

あるもの(材質:ポリエチレンテレフタラート 60%，ポリ

エチレン 40%;I幅30cmx深さ 26cm)を用いた。

3)鳥のセンサス

整形来の散布フェノロジーと果実食者と考えられる鳥類

の個体数の関係をみるため， 2000年4月上旬から 6丹上旬

に鳥類のラインセンサスを行った。原則として 3日おきに，

調査地が位置するコナラ林帯とその上部のブナ林苦を通過

する約1.4kmのラインを時速l.1km/hで歩き，ラインの左

右 25mの範囲で確認された烏の種類と個体数を記録した。

3. 散布後の種子の運命

1)供食実験

ヒメアオキ果実・種子に対する野ねずみによる顎金を調

べるため，室内の別々のケージで飼育していたアカネズミ

3頭 (Apodemusspeaωus，♂2・♀1)とヒメネズミ 1頭

(Apodemus argenteω，♀)の計4頭に， 1999年6月2日か

ら6月9E1に 1回の実験につき整形果を 10個，もしくは果

肉を除去した種子 10個を与えた。果実 1個あたりの果肉・

種子が摂食された度合いを目澱で非摂食， 1/4以下， 1/2以

上の 3段階で記録した。ただし，種子が消失していた場合

は，それが完全に食べられたのか寝場所として入れておい

た箱に持ち込んだのかわからなかったため不明として扱っ

た。これを整形果・種子でそれぞれ3田くりかえした。 1田

の実験時間は 6時間で，時間帯は午前 O時から午前 6時も

しくは午後 6時から翌日の午前 O時とした。野ねずみには

常に飲料水を，実験時間外にはヒマワリの痩果を供給した。

実験に用いた野ねずみは 5月下旬に調査地から離れた高館

山山頭付近で捕獲されたもので，同じく実験に用いた整形

果・種子は 5月上旬に高館山， 5月下旬に山形大学上名川演

習林で採集後，冷蔵されていたものである。

2)播種実験

発芽から実生の定着に至る生残過程を調べるため， 1999 

年と 2000年にそれぞれ 1mx1mの播種実験区を調査地に

3カ所ずつ設置した。播種直前に調査地近辺で採集した整形

果を，散布様式による違いを検討するために果実のままの

状態のもの(果肉っき種子)と人為的に果肉を除去した種

子(アオキでは，ヒヨドリの消化器官を通過した種子と発

芽率に有意な差がない;Fukui， 1995)の二つに分け， 1999 

年では 3月28日に， 2000年では 4月21EIに1実験区につ

き各 50個ずつ交互に播種し， 1国体識別した。埋土の深さは

果実・種子の表面に浅く土が被る程度とした。発根が始ま

るまでは 1カ月おき，その後は積雪期を除いて1， 2週から

1カ月おきに 2001年 11月まで生死，発芽段階(発根，子

葉・本葉の問葉)，腐敗や動物による食痕の有無を記録し

た。子葉の開葉とは，白くて丈夫な果皮・種皮・脹乳組織

から子葉が完全に抜け出している状態を，本葉の開葉とは，

本葉が少しでも展開している状態とした。

3)野ねずみのセンサス

調査地における散布後の種子捕食者と考えられる野ねず

み類の生息状況を知るため， 1999年の S丹下旬と 10月上

旬， 2000年の 6月上旬と 10月上旬にセンサスを行い，活動

量を調べた。50mx100mの範囲に 10m間隔で格子状に 50

個の生け捕りワナ(シャーマントラップ)を設置し，朝と

夕方にワナを見回った。捕獲した野ねずみについては，種

の判別を行い，捕獲地点において放逐した。 1囲の調査は

4， 5日間千子った。

日1.結 果

1. 果実の形態と散布前捕食

1)果実・種子形態

全ての不整形果の内部に，虫えい形成者の寄生に起因す

るとみられる緑白色のカルス状の組織 (c!，Imai and Ohsaki， 

2004)が観察された。多くの組織の内部に自色姐型の昆虫
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表-1. 整形果と不整形果の巣実およびそれらに含まれる種子のサイズ

山口・林田

11 

Sizes of regularly shaped fruit and irregularly shaped fruit， and sizes of seeds that each fruit contained. 

Length (mm) 
Fruit Seed 

I.ength (mm) Dry weig:ht位
Regularly shaped fruit 50 16.3:t 2.1 b 0.283:t 0.075' 

lrregularly shaped fruit wi出 intactseed 18 19.6:t 2.2' 0.296土0.073'

with damaged seed 30 18.2:t 2.8' 0.248:t 0.084' 

without seed 52 14.8土2.0' 0.098玄0.030b

数値は平均値と様準偏差を表す。数値のお側に示した文学がその列で異なる場合は戸く0.05で有意な差があることを表す。

Values are expressed as Mean:t SD. Columns wi仕ld臨 rentlowercase letters on the right side of the va1ues訂 esignifican社y似たrentat p< 0.05. 
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関-1. 1998年生果実の色彩変化と消失過稼

Coloring change and disappearance of fruits 

produced in 1998. 

(a)自然条件における整形果.(b)袋がけしたま童形来，

(c)自然条件における不整形果。*.自然条件における

整形果の急減期。

(a) Regularly shaped fruit under natural conditions， 

(b) Covered regularly shaped fruit， (c) Irregularly shaped 

fruit under natural conditions. *， Time仕latregularly 

shaped fruits disappeared rapidly under natura1 conditions. Date 

が確認できたことから，これらの組織は虫えい形成者の幼

虫室であると判定した。一方，整形果ではそのような組織

は全くみられず，水分の多い果肉が種子を覆っていた。こ

れらのことから，整形果は健全果と，不整形果は虫えい形

成果と基本的にそれぞれ同義であることが確認された。不

整形果には種子を含むものもあった。それらの種子につい

て，サイズや形状などからほぼ正常と判断できたものと，

変形・嬢小化・変色などの異常が認められたものの 2群に

区別した。ほほ正常と判断した種子を含む不整形果では，

整形果に含まれるものと同質の果肉を部分的であれ，含ん

でいた。

整形果と種子の含有状況によって分けた 3群の不整形果

の果実およびそれぞれに含まれていた種子のサイズを表-1

に示す。種子を含む不整形果の果実長は整形巣より有意に

長く，種子を含まない不整形果は整形果より短かった

CTukey-Kramer HSD Test，ρ<0.05)。また，整形果と種子を

含む不整形果の 3群の果実乾重に有意な差はなかったが，

種子を含まない不整形果はこれらに比べて有意に軽かった

CTukey-Kramer HSD Test，戸<0.05)。このように，不整形果

のサイズは種子の有無により明らかに異なった。不整形果

の中でもほぼ正常と判断した種子とそれ以外の種子のサイ

ズには，統計的に有意な差があった Ct-test，種子長 :t=

主主主且tu設
14.4:t 1.8 0.205土0.057

12.2:t 1.4 0.158:t 0.042 

10.0ま2.5 0.113土0.062

3.54， p< 0.001 ;種子乾重:t=2.69，ρ<0.01)。不整形果の

種子サイズの数値が整形果で種子の一部とした果皮を除い

た値であったため，整形果の種子との統計的な比較はでき

なかった。

ほほ正常と外見から判断した種子の含有率(以下，種子

含有率)は，整形果では 2年とも 100%であった。整形果が

ほぼ樹上から消失した後の 1999年 5月下勾に採集された

1998年生の不整形果の種子含有率は 1%であった。 1999年

生の不整形果の種子含有率については，整形果がまだ樹上

にある 4月下旬に採集されたものは 12.5%であったが，整

形果がほぼ消失した後の 5月下旬には 1%になった。

不整形果を保管していた袋の中に，少なくとも果実の数

以上と見積もられるタマパエ成虫が出現した。ほとんどの

果実表面には踊の抜殻付きの新しい脱出孔が 1個以上形成

されており，不整形果がアオキミタマパエの寄生による虫

えい形成果であることが確認できた。

2)果実生産量と寄生率

50mx50mの調査区内に存在した 1998年生の全果実数

は2，207個(整形巣数955・不整形果数 1，252)，1999年生は

994偲(整形采数 226・不整形果数 768) であった。不整形

果の占める割合は 1998年生 Cn= 2，060)が 57.3%，1999年

生 Cn= 984)が 77.0%と両年とも不整形果が大半を占めた。
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2. 果実の成熟・散布フェノ口ジ-

1)果実の色彩変化と消失過程

自然条件および、果序に袋がけを行った整形果・不整形果

の色彩変化と消失過程を， 1998年生と 1999年生についてそ

れぞれ図-1と2に示す。 1998年生の整形果は 3月中旬から

赤く色付き始め， 4月中旬には樹上果実の約 9部で果実の成

熟が完了した(圏-la)o4月下旬に約 8割樹上に残っていた

果実は 5丹上旬には 1割以下にまで、急減した。しかし，袋

がけ処理した整形果では，自然条件の整形果が急減した期

間に落果したものはなかった(図-lb)o 1999年生の整形巣

でも同様の傾向を示した(図-2a，b)。一方，不整形果で

は，部分的に赤くなった状態で長い間樹上に残るものが多
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かった(図-lc，2c)。しかし，整形来が急減した期間(1998

年生;4/25~5/5， 1999年生;4/20~4/28) には 1998 年生

で 12.6%，1999年生で 10.0%の不整形果が樹上から消失し

た。袋がけした不整形果では，この期間における泊失はみ

られなかった(図-2d)。

2)果実消費者の推定

4月上旬から 6月上旬までの期間で，のべ 33種， 1214羽

の烏を確認した。このうちもっとも高頻度で確認されたの

はヒヨドリで，のベ 533羽で全体の 44%を占めた。ヒヨド

リ個体数は 4月中旬から急激に増え始め， 4月下旬から 5月

上旬にピークを迎えた(図 3)。このピークは赤く熟した整

形果が務上から急減した時期と一致していた。5月中旬以降

。ate
表一2. 摂食度合別の穏子数の合計

←一*

図-2.1的9年生果実の色彩変化と消失過程

Coloring change and disappe訂'anceof :fruits 

produced in 1999. 

(a)自然条件における獲形来， (b)袋がけした整形

采， (c)自然条件における不撃;彩果， (d)袋がけし

た不整形果。氏自然条件における獲形来の急減期。

凡例はE喜一1を参!照。

(a) Regularly shaped fruit under natura1 conditions， 

(b) Covered regularly shapedをuit，(c) Irregularly 

shaped fruit u日dernatural conditions， (d) Covered 

irregularly shaped fruit. *， Time that regular1y 

shaped fruits disappeared rapidly under natural 

conditions. The legends are the same as in Fig. 1 

The tota1 number of seeds that were gnawed by each mouse according to degree of gnawing for one seed. 

characteristics of mice: Species， se宜 andweight (g) 

A.ゅecios附，♀， 19 A. speciosL日，♂，45。。
Degree of gnawing 

五orone seed A.ゆeciosus，♂，32

Fed企uits A quarter or less 6 

A half or more 3 (2) 

Fed seeds A quarter or less 12 (1) 

Ahalf or more 2 

括弧内の数値はそれらのうち肢が摂食された稜子数を表す。

0 

12 (1) 

2(1) 

0

9

0

 

A.a惣控笠z♀， 18

0 

0 
2 

0 

Values in parentheses are expressed as the number of seeds仕latwere gnawed an embryo in the seed among the total ones 

表 3. 1999年と 2000年に播種した果肉っき種子と人為果肉除去種子の各発芽段階(発根・子葉の関葉・本葉の隠葉)に達した割

合と生存率および消失率

Percentages of seeds reaching germination stages of root emergence， cotyledon emergence and leaf flush， and those of survival and 
disappearance of seeds in intact :fruits and deliberately extracted seeds sown in 1999 and 2000 

Sown in 1999 Intact企uit

Percentages arrived at each germination stage 

Root emergence Cotyledon emergence Leafflush 

83.3:t 9.3 63.3:t 3.4 10.0:t 7.5 

Percentages of 

Survival Disappearance 

4.0土4.3 8.7:t 9.6 

Ex廿actedseed 86.7:t 5.0 

Sown in 2000 Intact企uit 89.9:t 1.6 

Extracted seed 97.3:t 0.9 

数値は 3プロットの平均値と標準偏差を表す。

Values are expressed as Mean :t SD among three plots 

68.0:t 9.9 

81.2:t 6.5 

88.0:t 7.5 

12.7:t 9.0 

68.6土 23.0

72.0:t 27.0 

6.7士5.0

66.5:t 24.5 

71.3:t 32.1 

2.7:t 2.5 

0 

0 
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とヒメネズミの 2頭では1/4以下の摂食のみ確認された。

残りの 2頭のアカネズミ(♂.32g，♀ .19 g)でも 1/4以

下の摂食が8割以上と多い傾向で、はあったが，1/2以上の摂

食もみられた上，目玉の部分の摂食も確認された。

2)播種実験

表-3に1999年と 2000年に播種した果肉っき種子と人為

果肉除去種子の各発芽段階に到達した個体の割合，生存率

および消失率を示す。 1999年播種の果肉っき種子・果肉除

去種子はともに 8割以上が発根し， 6割以上で子葉の開葉が

みられたが，本葉の開葉がみられたのは 1割台であり，発

芽2年後の秋まで生存した個体は 1割以下で、あった。消失

は果肉っき種子で 8.7%・果肉除去種子で 2.7%であった。

巣肉の有無による差はいずれの項目でもみられなかった

(Wilcoxon Testヲ発根率:z= 0.22， ns;子葉の開葉率:z= 

0.44， ns;本葉の関葉率:z= 0.45， ns;生存率:z=0.22， 

ns，消失率 :z=一0.22，ns) 0 2000年播種の果肉っき種子・

巣肉徐去撞子はともに 9割以上が発根し， 8割以上で子葉の

開葉がみられ，約 7割で本葉が開葉して発芽 1年後の秋ま

で生存した。消失個体は全くなかった。果肉の有無で発根

率に有意な差があったが，他の項目では差はみられなかっ

た (WilcoxonTest，発根率:z= 1.77，ρ<0.05 ;子葉の開葉

率:z=0.89， ns;;本葉の関葉率:z= 0.44， ns;生存率 :z口

0.44， ns)。
図-4に， 1999年と 2000年に播種した果肉っき種子と人

為果肉除去種子の発根および子葉・本葉が関葉した個体数

の推移と生残過程を示す。 1999年播種では，果肉の有無に

よらず，発根は播種当年の 7月から始まり，そのピークは

9月で、あったが，巣肉除去種子では 8月以前に発狼したもの

が約2割あった(図-4a，c)。子葉の開葉は，果肉除去種子

の方が1カ月ほど卒く始まったものの，ピークはいずれも

11月であった。播種当年の 12月中旬の段階で生存していた

個体の約半数が翌3月上旬にかけて死亡した。本葉の開葉

は5月上旬に集中した。播種翌年の秋の段階で生存してい

の個体数はピーク時の 3分の l程度で推移した。ヒヨドリ

以外の果実食烏として噛幅サイズなどから想定されたシロ

ハラなどのツグミ類は，整形果の成熟期に確認されなかっ

た。

3. 散布後の種子の運命

1)供食実験

整形果を供与した場合， 4頭の野ねずみとも果実の果肉部

に摂食痕を残しc1頭の野ねずみに供与した全個数に対する

摂食率:66.7~90.0%) ， 1頭だけ果実内部の種子にまで摂食

痕を残した(向上:30.0%)。果肉除去種子を供与した場合

は， 4頭の野ねずみとも種子に摂食痕を残した(向上:6.7~ 

46.7%)。表-2に，それぞれの野ねずみに摂食された種子数

の3自の合計を摂食度合別に示す。摂食痕が残された種子

のうち，摂食度合 1/4以下はのべ41偶， 1/2以上はのべ7

個であり， 85%の種子は 1/4以下しか摂食されなかった。

また，目玉の部分が摂食された麓子は 5個だけであり，摂食

痕が残された種子の 90%は目玉がない側が摂食されていた。

個体によって摂食傾向に違いがあり，アカネズミ(♂・ 45g)
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図 4.果肉っき種子と人為果肉除去種子の発根・開
葉および生残過程

Germination and survival of seeds in intact fruits叩 d

seeds deliberately ex仕actedfrom the fruit pulp. 

(a) 1999年に播種した来肉っき種子， (b) 2000年に播種した

果肉っき穂子， (c) 1999年に播種した人為果肉除去種子，

(d) 2000年に播種した人為果肉除去種子。

(a) Seeds in intact企uitssown in 1999， (b) Seeds in intact fruits 
sown in 2000， (c) Seeds deliberately extracted from the企uit
pulp in 1999， (d) Seeds deliberatelyex仕actedfrom血efruitpulp 
in 2000. 
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た個体も，その翌春にかけて約半数が死亡した。 2000年播

種個体も前年播種個体とほぼ同様の発芽フェノロジーを示

したが，子葉を開葉させた果肉っき種子の 28.1%，果肉除

去種子の 21.2%が，播種翌春における関葉であった(図-4b，

d)。前年播種個体と比べると冬期の死亡率は非常に低かっ

た。全死亡個体 (1999年播種:果肉っき種子 n= 131，果肉
除去種子 n=135; 2000年播種:果肉っき種子 n=50，果肉

除去種子匁=43)の96.4%は種子の腐敗もしくは実生の萎凋

といった症状を呈して死亡しており，動物の食害によると

みられる死亡は非常に少なかった。 1999年播種における消

失 (n=18)は一例を徐いて発根前の段階で生じた。

3)妻子ねずみの生息状況

アカネズミとヒメネズミの 2種が捕獲された。両種を合

わせたのべ捕獲数は， 1999年では春 18頭・秋27頭， 2000 

年では春6頭・秋5頭であった。のべ捕獲総数日頭の

80.4%がアカネズミであった。 1999年の捕獲率(のべ捕護

数/ワナ数/日数x100)は春7.2%・秋 13.5%であったが，

2000年では春2.4%・秋 2.8%と 前年と比較して春は 3分

のL 秋は約 5分の lに低下した。

v.考察

1. 散布前捕食による種子生産の担害

虫えい形成者による散布前捕食がその個体群の種子生産

をどのくらい臨害しているのかという観点での十分な報告

はこれまで、なかった。伊東ら (1993)は， 8本のアオキの全

結実数6，916個の 36%を虫えい形成果とし，その 98.8%に

ついては発芽しなかったことを報告していた。今回， 50mx

50mという範国内のヒメアオキの全結実数は 1998年生で

約 2，000倒，翌年で約 1，000個であったが，それらのうち

1998年生では約 6割， 1999年生では約 8割を虫えい形成果

とほぼ同義である不整形果が占めていた。整形果が樹上か

ら消失した後の 5月下旬に調べた 1998年生不整形果の種

子含有率は 1%であった。 1999年生不整形果については，

整形果が消失する前の 4月下旬に調べた種子含有率は

12.5%あったが，消失後の 5月下旬には 1%に激減した。こ

のことは，種子を含む不整形果のほとんどが整形果ととも

に樹上から消失した可能性を示している。 1998年生不整形

果の当初の種子含有率は不明であるが，この年のフェノロ

ジー調査で3月から 5月下旬までに樹上から泊失した不整

形巣は 16.7%であり，仮にこれらのすべてが発芽能のある

種子を含む不整形果た、ったとしても， 1998年生の全果実の

約5割は発芽に寄与しない果実であったことになる。 1999

年生については， 4月下旬に不整形果に含まれていたほほ正

常と判断した種子のすべてに発芽能があったとしても，全

果実の約7割は発芽に寄与しない果実であったことにな

る。以上のように，種子を含む不整形果は約 1割から最大

でも 2割であり，アオキミタマパエによる虫えい形成がヒ

メアオキ個体群の種子生産を大きく減少させていた。

2. ヒヨドリによる果実の消費

赤く色付いたほとんどの整形果は約 1カ月間樹上にあっ

た後， 4月下旬から 5月上旬のごく短期間に消失した。一

方，袋をかけた果実の自然落下は向期間内にはみられな

かった。整形果の樹上からの消失とヒヨドリの個体数の

ピークはほぼ一致しており，実際に整形果がヒヨドリに

よって食べられる場面も観察された。5月中旬以降のヒヨド

リの個体数はピーク持の 3分の 1程度で推移したことか

ら，ピーク時に観察された個体の多くが渡りの途中であっ

たと推察される。これらのことから，本調査地のヒメアオ

キ健全果は，渡り途中のヒヨドリでよってほほ完全に消費

され，種子が一斉に散布されたと推察される。

伊東ら (1993)では，アオキの虫えい形成果と健全果の

区別を樹上の段階でしていなかったため，鳥による虫えい

形成果の消費については不明であった。今回の調査では，

整形果の急減期においてもほとんどの不整形果の色彩は部

分的に赤くなった状態で留まっていたが，両年とも約 1割

の不整形果が向期間内に樹上から消失した。袋をかけた

1999年生不整形果の同期間内の自然落下はみられなかっ

た。 1999年生不整形果の種子含有率は 4月下旬では 12.5%

だ、ったが5月下旬には 1%にまで減少した。ほほ正常な種子

を含む不整形果には，部分的ではあっても整形果と同質の

水分に富んだ果肉の発達や外果皮の張りがみられ，外見か

ら種子を含む可能性を疑うことができた。 1998年生不整形

果についても，このような不整形果は整形果の急減期を境

にその後はほとんどみられず， 5月下旬の種子含有率は 1%

であった。 Moremond姐 dDenslow (1983)は，鳥類の採金

行動における選択が果実の成熟性を完全に見極めて行われ

ている例を報告している。これらのことから，ほほ正常な

種子を含む虫えい形成果のほとんどは，整形果の急減期に

ヒヨドリによる消費により，樹上から消失したと推察され

る。一方，正常な種子を含まない虫えい形成果は，部分的

な色彩変化に加えて歪な形状や水分に富む果肉の欠落に

よってヒヨドリなどの果実食鳥に食物資源として認識され

ず，それゆえに泊費されないと推察される。

3. 散布後の種子揖食

ヒメアオキの幹の周囲では，野ねずみによるとみられる

食痕のあるヒメアオキの種子が発見されることがある。供

食実験により，調査地に生息していたアカネズミ・ヒメネ

ズミの 2種がヒメアオキの種子を摂食することが確認され

た。播種実験において， 1999年に播種した果肉っき種子は

その約 1割が消失したが， 2000年に播種したものでは消失

が全くなかった。藤本・林田 (2000)のタブノキの播種実

験では 6~9 割の種子が浩失していた。また，中村ら (2006)

のカスミザ、クラの播種実験ではほとんどの種子が野ねずみ

によって持ち去られた。これらの例と比較すると，今回の

播種実験における種子の消失率は非常に低く，謂査年の野

ねずみによる散布後の種子捕食庄は強くなかったと推察さ

れる。

2000年の消失が全くなかった原閣は，野ねずみの活動量

が非常に低かったことが大きいと考えられる。 1999年の消

失が 1割以下と低かったことについては，野ねずみの捕獲
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率は翌年の 3倍と高かったものの，野ねずみの主要な食物

資源のーっと考えられるコナラ堅果が4月の段階で林床に

154.7 :t 99.8偲/ば (Mean土SD，n= 18)という高密度で存在

していたこと(藤原ら， 2006)が間接的に影響し，ヒメア

オキ種子への捕食圧が減少していた可能性が考えられる。

しかしながら Hulmeand Hunt (1999)は，野ねずみがトネ

リコ属よりニレ属種子に顕著な好みをみせ，ニレ属種子が

滅多にない場面でもこの傾向が変化しなかったことを報告

している。この例は，ヒメアオキの散布後の種子捕食圧を

評価する際に，野ねずみの活動量やその食物資源であると

メアオキ種子とコナラ竪果の相対密度，そして，それらに

対する野ねずみの晴好性についても注意を払う必要性を示

している。

今回の供食実験で，果実で供与したときに種子を摂食し

た野ねずみは 1頭だけだ、った。果肉を徐去して供与したと

きには 4頭とも種子を摂食したが，摂食痕のあった種子の

8割以上が 1/4以下摂食であり，粧がある側が摂食されたも

のは 1割だけであった。 Steeleet al. (1993)はコナラ属の 2

種で堅来の化学分析を行い，肢が位置する竪果の頂端部は

その反対側に位置する基部に比べ，野ねずみに有害である

タンニン (Shimadaand Saitoh， 2003)のレベルが高いこと

を報告した。また，他のコナラ属の堅果では種子金者が堅

果の基部側の子葉の一部だけを消費している事実を報告し

ている。この例を踏まえると，烏散布型ではあるが大型の

ヒメアオキ種子にも，特に目玉の部分に野ねずみに忌避され

る物質が含まれている可能性がうかがえる。しかし，この

ことが今回の播種実験結果に影響したかどうかは不明であ

り，ヒメアオキの散布後の種子捕食圧について普遍'性のあ

る知見を得るためには，より精密な供食実験に加え，長い

タイムスケールでの適切な調査が必要である (cl，Hoshizaki 

and Hulme， 2002)。

4. 発芽から実生の定着

発根率は，果肉の有無によらず 1999年播種では 8割以

上， 2000年播種では 9割以上と非常に高かった。発芽フェ

ノロジーも基本的には果肉の有無によらず発根が9月，子

葉の開葉は林内上層の落葉樹が葉を落とし始める 11月に

多く，本葉の開葉は発芽翌春にほぼ一斉に起きた。発芽フェ

ノロジーにわずかな違いを生じさせた果肉の有無は，実生

の生存率に影響しなかった。本調査地のヒメアオキ健全果

はヒヨドリによってほぼ完全に消費され，種子が一斉に散

布されたと推察されるが，ヒメアオキの幹の周辺の地面で

は，外来皮に騎の痕跡のついたヒメアオキ果実が発見され

ることもあったo Fukui (1995)は，ヒヨドリがサイズの大

きいアオキの果実を飲み込むのにしばしば失敗し，落とし

てしまうことを観察している。今田の結果は，このように

果肉つきのまま散布された種子も，果肉が除去されて散布

された種子と発芽率や発芽フェノロジーに大きな違いが生

じないことを示している。秋に果実が成熟するナナカマド

について Yagihashiet al. (1998)は，果肉をつけたまま散布

された種子は春に発芽できず，その夏の間に活性を失い，

果肉が分解された翌春にも発芽しないものが多いことを報

告している。そして，自然条件における発芽には果実が烏

に食べられることが不可欠で、あると結論している。一方，

ヒメアオキの発芽や実生の定着にとっては，果実が鳥に食

べられること自体は重要でないと推察される。

死亡した実生のほとんどは様物体に変色部位が生じて萎

れるという経過を経ており，大半が子葉の開葉段階である

11月下旬から翌春までの期間に発症した。 1999年播種では

この期間の死亡率が非常に高かったが， 2000年播種では比

較的低かった。この違いを引き起こした原因として埋雪期

聞が考えられる。 1999年播樟の冬は寡雪だ、ったが， 2000年

播種の冬は 12月下旬から翌春まで調査地は根雪となって

いた。しかし， Kume and Ino (1993)はヒメアオキの越冬

にとって断熱や高湿度の維持といった深雪の効果は必ずし

も必要でないことを示している。ただ，この根拠となった

実験に用いられた実生は 3年生であり，当年生実生の耐凍

性とは差があるかもしれない。ともあれ，条件によっては，

発芽 1年後の秋においても約 7舗と高い確率で実生が生存

することが確認された。

5. 実生更新の阻害要圏

今回調査したヒメアオキ偲体群では，全果実の約 6割，

翌年は約 8割を虫えい形成果が占めた。虫えい形成果の種

子含有率は約 1割から最大でも 2割であり，アオキミタマ

パエによる虫えい形成が種子生産を大きく減少させてい

た。一方，健全果は渡り途中のヒヨドリによってほほ完全

に消費され，種子が散布されていた。野ねずみによる種子

の摂食は確認されたが，播種した穂子の消失率は 1割以下

であり，散布後の種子捕食圧は強くなかった。発芽率は高

く，条件によっては実生の生存率も低くなかった。いいか

えると，もし結実初期にアオキミタマパエに寄生されなけ

れば，高い確率で実生の段階まで到達したといえる。この

ことは，本調査地のヒメアオキ個体群では，虫えい形成者

による果実への寄生が実生吏新の重大な胆害要因となって

いたことを示唆している。

ヒメアオキの実生更新の初期過程における個々の生物間

相互作用の影響を同時に評価することで，今回は散布前捕

食の相対的な重要性が明らかになった。しかし年変動を考

慮すれば，これと異なる結果も当然想定される。たとえば，

コナラ竪果密、度が低く野ねずみの活動量が高ければ散布後

の種子捕食庄は高くなるかもしれない。その年，もし散布

前の捕食圧が低ければ，その同齢集団にとって相対的に重

大な相互作用は野ねずみによる散布後捕食となる。長いタ

イムスケールのなかで高頻度に重大な阻害要因となった栢

互作用は何だ、ったかということが，その個体群の果実生産

戦略に影響している可能性がある。

本研究を進めるにあたり 山形大学農学部森林生態管理

学研究室の学生諸氏には多大なご協力をいただいた。河研

究室の大谷博禰准教授には有益なご助言をいただいた。京

都大学大学院の今井健介氏には調査材料について多くのご
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教示を賜った。
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