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特集 1 生物学的侵入の分子生態学

外来生物の小進化:遺伝的浮動と自然選択の相対的役割

米倉竜次*・ j可村功一件・西J11 潮***

*副支阜県河川環境研究所

**三重大学生物資源学研究科

***国立環境研究所環境リスク研究センター

Microevolution in invasive species: relative importance of genetic dri食andnatural selection. Ryuji Yonekura 

(GiおPrefecturalResearch Institute for Freshwater Fish and Aquatic Environments)， Kouichi Kawamura (Faculty 

ofBioresources， Mie University)， N Usio (Research Center for Environmental Risk， National Institute for 

Environmental Studies) 

要旨:外来種の小進化に関する研究は分子遺伝レベルでの解析と表現型レベルでの解析を中心に発展してきた。しかし、

分子遺伝マーカーでみられる遺伝変異はおもに遺伝的浮動による影響のみを反映しているのに対し、表現型レベルでの

変異には遺伝的浮動に加え自然選択による影響も大きく関与していると考えられる。したがって、分子遺伝レベル、も

しくは、表現型レベルのみの解析では、定着成功や侵略性に影響する外来種の性質が遺伝的浮動により影響されている

のか、もしくは、自然選択により影響されるのかを区別することは難しい。しかし、外来種の表現聖の小進化に対して

遺伝的浮動と自然選択のどちらが相対的に重要であるのかを把握しなければ、導入された局所環境への外来種の定着成

功や侵略性が小進化によりどう変化(増加、それとも減少)するのかを議論することは困難であろう。この総説では、

この問題を解決する方法として FST-QST法を概観するとともに、外来麓の管理対策へのその適用についても考えた。

キーワード:FST
、QST、中立進化、適応、進化、外来種

はじめに

集関遺伝学や保全生態学の一般理論と!照らし合わせる

と、人為的に新たな環境へと持ち込まれた外来種は、侵

入地で成功者となるまでの問、様々な圏難を経験してい

る可能性がある。第一に、外来種の集団は、通常、創始

者と呼ばれる少数の個体から始まり、爆発的に個体数を

増やすまでに一定の潜伏時間を必要とする (Mack1981 ; 

Crooks and Soule 1999 ; Rilov et al. 2004)。この理由とし

て、人の自に触れる程度にまで個体数を増加させるため

には、ある程度の時間(世代)が必要であるという人口

学的要因と、新たな環境への適応進化を遂げた後に急速

に個体数を増加させるという進化学的要闘が示唆されて

いる (Kolbeet al. 2004)。こういった状況下では、有効集

団サイズの低下 (Ellstrandand Elam 1993)やアリー効果

(Berec et al. 2006) などにより、集団の絶滅リスクは通常、
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高くなる。第二に、外来種が原産地と侵入地で経験する

生息環境(温度、日照、降水量など)にはしばしばかな

りの相違がある。特に、単一集屈の少数の創始者から寝

入集団が始まる場合、環境変動に対抗する遺伝的変異に

は限りがあるかもしれない。そのため、原産地と異なる

環境で集団を維持し、さらに、様々な環境へと分布域を

広げることはそれほど容易ではない。第三に、侵入先に

はしばしば競争種や捕食者が待ち受けている。彼らが外

来種よりもはるかに局所環境に適応応、した

ならば、外来種は侵入地で劣勢な種間競争や大きな被食

にさらされる可能性がある。

このように検討してみると、なぜ、外来種(の一部)

が定着に成功し分布拡大を遂げることができたのかとい

う疑問が生じてくる。仮に、上述した条件が正しいとす

ると、定着・分布拡大に成功した外来種は一般理論では

説明できないほど例外的な存在であるのかもしれない。

反対に、定着に成功している外来種の多くでは、上述し

たような困難な条件が当てはまらないのかもしれない。



米倉竜次・河村功一・西川 瀬

実際、人間により持ち込まれた外来種の定着要因が上記

のような一般理論により説明できるかどうかを進化学的

に検証していく必要がある。

最近、外来種の小進化を扱った研究にはめざましい発

展がある。メカニズムの解明には、大きく分けて二つの

方法がとられている。ひとつは、分子遺伝レベルでの遺

伝的構造の解明である。集団遺伝学的な見地から、侵入

集団の遺伝的構造を原産地の在来集団の遺伝的構造と照

合することで、遺伝的浮動により侵入集団の遺伝的構造

(多様性や類似性)がどの程度、変化しているのかがわか

ってきている(1列えlま、 Ko1beet al. 2004 ; Grapputo et al. 

2005 ; Kawamura et al. 2006 ; Go1ani et al. 2007)。しかし、

侵入先で、外来種の遺伝的構造がどう変化しているのか

についてはあまり一般的な傾向はないようだ。例えば、

外来の水生生物の遺伝的多様性をまとめたレビューでは、

複数回にわたる人為的な導入などにより従来考えられて

きたよりも侵入集団の遺伝的多様性は減少していないこ

とが報告されている (Romanand Darling 2007)。一方、動

物、楠物、菌類など、様々な外来種をとりまとめたレピ

ューでは、侵入集団の遺伝的多様性は、原産地の在来集

団と比べて低くなっていると報告されている(Dlugosch

and Parker 2008)。
もうひとつは、外来種の表現型レベルでの適応進化に

関する研究である O 適応形質の収数パタンや侵入後の急

速な形質変化など、原産地と侵入地での表現型レベルで

の違いを追跡することにより外来麓の適応進化がしば

しば迅速におこることが判明してきている (Reznicket 

al. 1997 ; Losos et al. 1997 ; Hen合yet al. 2000 ; Huey et al. 

2000)。初期生活史や外部形態などといった表現型レベル

での研究では、外来種の急速な適応進化がしばしば観察

されている。しかし、情報がまだ限られており、この傾

向が定着に成功した多くの外来種に対しでも普遍的な現

象であるかどうかまでは不明で、ある。

このように、分子遺伝レベルならびに表現型レベル双

方で外来種の進化学的研究は進んでいる。しかし、その

多くは、分子遺伝レベルもしくは表現型レベルのどちら

かのみを評価した研究が多い。そのため、分子遺伝マー

カーでみる集団関の(中立的な)遺伝的な変異が、定着

や侵略性に関連する表現型レベルでの違いにどのように

関連しているのかといった疑問や、遺{云的多様性の喪失

を回避し、いかにして局所環境に“適応的"な遺伝子の

頻度を高める自然選択が作用しているのかといった問題

は、まだはっきりとは解決されていない。

この総説では、今後、外来種の小進化に関する研究を
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さらに深めるために、最近注目されつつある FST-QSTY去

を紹介したいo FST
同 QST法とは、集団聞の遺伝的分化を

評価するために今まで別々に使用されてきた量的遺伝解

析(表現型レベルでの遺伝的変異)と分子遺伝解析(分

子遺伝レベルでの遺伝的変異)を併用することにより、

生物の小進化に果たす遺伝的浮動と自然選択の相対的な

役割を検証する方法である (Meri1aand Crnokrak 2001 ; 

McKay and Latta 2002 ; Leinonen et al. 2008)。この方法は、

これまで主に基礎科学の興味として発展してきたもので

あり、扱われてきた生物種のほとんどは在来生物である

(Leinonen et al. 2008)。しかし、遺伝的浮動と自然選択は

外来種の定着成功や鑓略性の程度に対し重要な鍵を握っ

ているため、両者の相対的役割を解明することは今後の

外来種対策にも重要な情報を提供してくれるであろう。

そこで、この総説では、 FST-QST法を概観するとともに、

外来種の管理対策へのその適用について考えてみる。

遺伝的浮動と自然選択

生物の小進化を駆動する代表的なメカニズムとして、

遺伝的浮動と自然選択がある。遺伝的浮動とは、個体の

生存や繁殖に有利であるか不利で、あるかにかかわらず、

ある遺伝子の頻度が集団内で確率的に増加または減少す

る現象である。祖先集団に含まれる遺伝子変異の一部が

無作為に抽出される結果、派生集団が祖先集団とは異な

った遺伝子頻度になる創始者効果や、著しく個体数が減

少した集団で遺伝子頻度が変化するボト jレネックも確率

的に遺伝子頻度を大きく変化させる現象である。以降、

この総説では、創始者効果やボトルネックも遺伝的浮動

として扱う。一般に、このような進化は中立進化と呼ばれ、

集問中の個体数が少ない場合、特に小進化に対して重要

な役割を果たすと考えられている。中立進化は遺伝子頻

度の確率的な変化を生じるため、地域集団の生物学的特

性に対して甚接、影響を与えない場合と“有用"な遺伝

子の確率的な増減により、間接的に影響を与える場合の

2つがある。

一方、自然選択とは、地域集団がさらされる局所環境

に応じて、個体の生存や繁殖などに有利となる遺伝子の

頻度が集団内で増加し、集団の進化に適応的な方向性を

与える現象である。このような進化は適応進化と呼ばれ

ている。ただし、適応進化はあらゆる環境に対して、無

条件に個体の生存率や繁殖力を高める訳ではない。ある

局所環境への適応が、別の局所環境への適応を低下させ

る場合がある (Yonekuraet al. 2007a)。その場合、ある環
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境に適応した集団は、異なる環境に対する適応能を失う

というリスクを負っているともいえる。したカ古って、千受

入先の局所環境が多様である場合、外来種が定着に成功

し分布拡大を遂げるためには、局所環境それぞれに対す

る適応的応答が必要な場合がある。

分子遺伝マーカー(マイクロサテライト、ミトコンド

リア DNA、アロザイムなど)により推定される集団関の

遺伝的多様性や遺伝的相違は中立進化の影響を強く反映

しており (Neiand Graur 1984 ; Skibinski et al. 1993)、厳密

に言えば、遺伝的浮動と自然選択の双方により影響をう

け、さらには、複数の遺伝子が複雑に作用する表現型レ

ベルでの多様性や相違を必ずしも反映している保証はな

い。そのため、たとえ生存や繁殖に関わる遺伝子が多様

である場合でも、中立的な分子遺伝マーカーではその多

様性を検出できない可龍性がある (Leinonenet al. 2008)。

反対に、分子遺伝マーカーでは遺伝的多様性が高いのに、

生存や繁殖に関わる遺伝子には多様性がみられない場合

もあるだろう (Leinonen巴tal. 2008)。実捺に、外来種で

は、マイクロサテライトやミトコンドリア DNAでキ会出さ

れる遺伝的変異が少ないのにもかかわらず、表現型レベ

ルでは相当の変異がみられる場合がある (Koskinenet al. 

2002 ; Yo田 kuraet al. 2007b)。
これには、まず、留意するべき点がある。野外で観察

される個体問の表現型分散には環境分散(育ちの違い)

と遺伝分散(生まれの違い)の双方が含まれることに留

意しなければならない。極端な場合、遺伝分散に比べ環

境分散が相当大きな役割をもっ場合には、集団間で遺伝

的変異がないのに表現型の分化がみられでも不思議で、は

ない。例えば、外来種の一部でも、同じ遺伝子型を持つ

個体が周囲の環境により表現型を変化させる能力、すな

わち、表現型の可塑性 (phenotypicplasticity)があること

が知られている。この表現型の可塑性は、外来種でも局

所環境に対ーする集団の定着成功に重要な役割を果たして

いる(例えば、 Hendryet al. 2008)。

表現型の可塑性を排除し、遺{云的変異をともなう進化

のみを検証するためには、表現型分散から環境分散を排

除し遺伝分散のみを抽出する作業が必要となる。通常、

野外から採集した親から作出した子孫を同じ環境条件で

飼育して環境分散による影響を極力、排除させる。この

やり方は、一般に、 commongarden実験と呼ばれている。

ふつう、表現型の進化とは、 commongarden実験で銅育

した場合に表現型の違いが見られる場合を指す。
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Fst-Qst法

では、いったい外来種の集団関でみられる表現型の違

いは、遺伝的浮動による中立進化によるものなのか、そ

れとも、自然選択による適応的進化によるものなのであ

ろうか。このような問題を解決する方法として最近、注

目されているのがFsr-QST法である。九T-QST法は、分子遺

{云解析(分子遺伝レベルでの遺伝的変異)と量的遺伝解

析(表現型レベルでの遺伝的変異)を併用して、集団関

の表現型分化に果たす遺伝的浮動と自然選択による影響

を分離・評価する手法である (Merilaand Cmokrak 2001 ; 

McKay and Latta 2002 ; Leinonen et al. 2008)。分子遺伝解

析ならびに量的遺伝解析ともに、全遺伝分散を集団関分

散と集団内分散とに分割し、全遺伝分散に占める集団関

分散もしくは集団内分散の割合を評価することで地域集

団の分集団構造を把握する O まず、中立的な分子遺伝マ

ーカーに基づく集団関の遺伝的分化 (FST)は以下の計算

式で算出される。

ν' F=一__ 0 __  

st 九十九

ここで、 Vbは分集団関の遺伝分散を、 Vwは分集団内の

遺{云分散を示している。一方、量的遺伝解析による表現

型レベルでの集団関の遺伝的分化 (Qsr) は以下の計算式

で算出される。

。2GB
.z:..-st 2d2GW十d2GB

ここで、 δGBは分集団関の遺伝分散を、 δGWは集団内

の遺伝分散を示している。上記の数式から明らかなよう

に、 FST、QSTの値はともに 0-1の範囲をとり、集団内

の遺伝分散と比較して集団関の遺伝分散が低くなるに

つれ、値は Oに近づく。反対に、集団内の遺伝分散が

集団関の遺伝分散と比べて低くなるにつれ、 lの値に近

づいていく O また、対象とする量的遺伝形質が選択的に

中立である場合(すなわち、中立進化の影響のみを受け

ている場合)、 FSTとQSTは理論上、等しい値をとる。通

常、量的遺伝解析には、野外から採集した親から産出さ

せ commongardenにより飼育した子孫をもちいる。一部、

野外集団から採集された僧体を車接、用いた研究事例も

あるが、先に述べたとおり、野外集団からの俄体の表現

型分散には遺伝分散のほかに環境分散も含んでいるため、

こういった場合には PSTと記述し QSTからは区別される

(Leinonen et al. 2006 ; Raeymaekers et al. 2007を参照)。
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次に結果の解釈である。分子遺伝マーカーにより算出

された集団関の遺伝的差異 (FST) は、遺伝的浮動による

効果とみなされる。一方、量的遺伝解析により算出され

た集団関の遺伝的差異 (QST) は、遺伝的浮動ならびに自

然選択による相加的効果とみなされる。分子遺伝マーカ

ーと量的遺伝解析それぞれから算出された集団関の遺伝

的変異の差分をみることにより、自然選択による効果の

みが抽出できる。また、その差分の大きさや符号の向き

により、遺伝的浮動と自然選択の相対的重要性がわかる。

F
ST
、QSTの値の大小関係にしたがい、遺伝的浮動と自然

選択による相対的役割は以下のように分類される。最初

に、 QST>FST の場合、集団聞における量的Jf~質の違いは
遺伝的浮動のみでは説明できず、各集団は別々の局所環

境に対する方向性選択 (directionalselection) により進化

したと解釈される o QSTキ FSTである場合、集居間の表

現型の違いは、遺伝的浮動の影響による結果であると解

釈される。ただし、より正しい解釈は、集団関で観察さ

れた表現型の違いが、遺伝的浮動と自然選択のどちらの

影響によるものであるかを区別できないということであ

る。最後に、 QST< FSTの場合、安定化選択 (stabilizing

selection) により、地域集団関で同じような表現型が進化

したと解釈される。ただし、この場合、表現型の適応進

化に必要な遺伝的変異が少なかったためであるとも解釈

できる。

実証研究は少ないものの、外来語を扱った例がある。

例えば、欧州から北米へと侵入したクサヨシ属の一種

であるカナリーグラスでは、発芽率や生産量などの表

現型レベルでの集団関分化は分子遺伝マーカーで推定さ

れた集団関分化を上回っている (Lavergneand Molofsky 

2007)。また、人為的に新たな湖沼へと導入されたサケ科

の一種であるグレーリングの集団では、分子遺伝マーカ

ーから推定される F
ST
は小さいにもかかわらず、初期生

活史に関わる表現型(卵黄嚢の大きさ、生残翠など)で

は、導入された湖沼それぞれで、の水温環境に応じた集団

関の分化がみられる (Koskinenet al. 2002)。今後、より

多くの外来種の研究事例が必要ではあるが、両者ともに、

QST> FST
の傾向がみられることから、外来種でも遺伝的

浮動よりも自然選択が相対的に重要であるかもしれない。

外来種管理への応用例

この章では、外来種を効果的に管理するうえで、どの

ように FST-QST法が適用可能で、あるかについて考えたい。

ここでは、すでに国内で分布拡大を遂げている外来種(例
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えば、ブルーギル、アメリカザリザ、ニ、セイタカアワダ

チソウ)を想定する。そして、各地域に点在している侵

入集団の局所環境への適応能力を、他の侵入集団からの

移動分散(遺伝子流動)を人為的にコントロールするこ

とで、管理することを考えてみる(実際にできるかどう

かはわからないが)。なぜ、遺伝子流動に注目するのかと

言えば、外来種の集毘間の遺伝子流動には自力拡散によ

る影響のみではなく人間による意図的・非意図的な個体

の移動分散による影響が多かれ少なかれ関わっているた

めである。見方を換えれば、遺伝子流動の人為的な抑制

あるいは促進がある程度可能なためである。

では、実際には、人為的な遺伝子流動はどの程度、

起こっているのであろうか。遺伝子流動は外来種でも

想像以上に頻繁に起きていることが報告されている

(Saltonstall 2002 ; Kolbe et al. 2004 ; Roman 2006 ; Roman 

and Darling 2007 ; Lavergne and Molofsky 2007) 0 1JUえlま、

原産地から侵入地への場合、遺伝構成の異なる複数の集

団からの遺伝子流動が多いことが特徴的である O その結

果、分子遺伝マーカーでみた場合、原産地よりも侵入地

のほうが、集団あたりの遺伝的多様性が高い場合さえあ

る (Kolbeet al. 2004 ; Lavergne and Molofsky 2007)。また、

原産地の異なる地域集団から供給された遺伝子が組み合

わさることにより、侵入集団が原産地にはない間有の遺

伝的構造をもつようになる場合もある (Kolbeet al. 2004 ; 

Lavergne and Molofsky 2007)。川井ほか (2009)でも紹介

されているように、外来種の大規模な輸送運搬や繰り返

しの導入などは、いわば、原産地と侵入地での遺伝子流

動を加速させる“生態回廊 (ecologicalcorridor)" を人為

的に形成させている O 似たような現象は、侵入集団どう

しの遺伝子流動でもみられるであろう。剖えば、水産業

や観光資源などの目的で放流される外来種(国内外来種

を含む)や圏内の流通に付随して拡散する外来種である。

中立的な分子遺伝マーカーに基づく集団関の遺伝的分

化 (FST) は、遺伝子浮動と遺伝子流動の長期的な平衡状

態を仮定している (Kimura1983)。しかし、外来種では、

このような仮定はあまり現実的でないかもしれない。通

常、数少ない創始個体から始まる外来種の集団では、創

始者効果やボトルネックなどの遺伝的浮動の影響をうけ、

急速に分集団化が進む傾向があるかもしれない。この場

合、遺伝的浮動と遺伝子流動のみに影響をうける F
STの

値は高くなる。しかし、人為的な個体の移動分散が盛ん

になり集団関の遺伝子流動が大きくなるにつれ、 FSTは低

くなると予想される。分子遺伝マーカーで測られる集団

関の遺伝変異は遺伝子流動の増加により、減少するのだ。
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次に、遺伝子流動が表現型に与える影響を考えてみ

る。少なくとも、 2通りのパタンが考えられそうだ。ま

ず、遺伝子流動は、侵入集団が持ち合わせていない、局

所環境により適応的な遺伝子を供給することにより、侵

入集団の局所的適応を促進する可能性がある (Garantet 

al. 2005)。また、遺伝的多様性の消失が甚だしい侵入集

団では、新たな遺伝子が供給されることで、近交弱勢

(inbr巴巴dingdepression)が回避されるかもしれない。この

ような場合、仮に、集居間で異なる方向性選択が働くと

すると、遺{云子流動により集団関の QSTは増加していく

と考えられる。いっぽう、遺伝子流動の増加により F
ST

は減少していくので、遺伝子流動がない場合と比較して、

QST> FST
の傾向が強まるであろう。ただし、その程度の

大きさは、中立進化と適応進化との相対的な進化速度に

もよると思われる。

一方で、、遺伝子流動は、局所環境に必ずしも“有利"

な遺伝子ばかりを供給する訳ではなく、いわば遺伝子

の“希釈効果"により侵入集団の局所的適応を妨げる可

能性もある (Lenormand2002 ; Postma and van Noordwijk 

2005)。例えば、すでに局所適応した侵入集団にとって、

局所環境に有用ではない遺伝子の供給は異系交配弱勢

(outbreeding depression) を生じさせる可能性がある。こ

の場合、集団関で異なる方向性選択が働いているとする

と、遺伝子流動により集団関の QSTは減少していくと考

えられる。同様に、遺伝子流動の増加により FSTは減少

していくので、遺伝子流動がない場合と比較して、 QST< 
F

ST
の傾向が強まるであろう。ただし、その程度の大きさ

は、中立進化と適応、進化との相対的な進化速度にもよる

と思われる。

このように、人為的な影響による遺伝子流動の増減が、

すでに定着している外来種の侵略性や増殖能力に対して、

どのような影響を与えるかを考えるにあたり、分子遺伝

レベルと表現型レベルの双方を加味した FST-QST法は有効

なツールである。しかし、現在までのところ、筆者の知

る限り、人為的な影響による遺伝子流動の増減が、外来

種の定着成功や侵略性の増減に対して、どのように関連

しているのかを調べた事例はない。外来種の人為的移動

に関する法的整備(例えば、特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止に関する法律)や外来種の問題に対

する普及啓蒙の高まりなどにより、外来種の一部では今

後、人為的な移動や分散が制限されると思われる。そも

そも、これらの努力は、未侵入地への分布拡大を防ぐこ

とを目的としているが、結果として、すでに定義してい

る侵入集団の間での遺伝子流動にも結果として影響を与
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えるかもしれない。人為的な遺信子流動の抑制は、遺伝

的浮動を加速させ、侵入集団の適応進化を抑制するので

あろうか。それとも、期待を裏切り、局所適応を促進し

てしまう結果となるのか。ほとんどの外来種で有効な駆

除対策がない現状において、少しでも、外来種の影響を

コントロールする努力が必要である。 FST-QST法による今

後の検:証が期待される。
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