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要旨:分子遺伝マーカーに基づく集団遺伝解析は、外来生物の起源推定、分散様式の解明、さらには遺{云的多様性の評

価において有効である。また、外部形態だけで判定不能な隠蔽種の探索、侵入回数の推定、ならびに在来種との交雑の

有無や遺伝子浸透の程度の把握が可能となる。これらの知見は、外来生物のリスク評価のみならず管理(生態系管理)

に活用することも可能と思われる。一般に、外来生物の管理は、意団的導入の抑制、新たな侵入や分布拡大の防止など

の「予防策」と定着した外来生物を間引いたり根絶したりするための「駆除策Jの2つに分けられる O 外来生物の起源

や拡散様式、遺伝的多様性などの情報は、予防策を立案する上で有用な情報を提供すると考えられる。しかし、当面の

大きな課題は、これらの学術的知見を産に反映させることができる外来生物管理体制を産・宮・学や NPOが一体とな

って早急に作り上げることができるかどうかである。一方、駆除策への適用可能性としては、これまでに希少種の保全

遺伝学的研究で得られた知見に基づき、臨離性の高い小集団を駆除単位として策定するとともに、駆除の効果を遺伝的

ボトルネックの有無から判定する方法が有効であると考えられる。

キーワード:侵入種、管理対策、予防、駆除

はじめに

外来生物の侵入は、在来生態系の生物多様性を減少さ

せる主要な環境リスク要因である。一般に、外来生物は、

導入、定着、分布拡大という三つの段階を経て罷略的外

来種となるため、侵入段階に応じてリスク評価や管理対

策を考案していく必要がある。
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近年の分子生態学の発展により、侵入生態の研究にも

さまざまな分子遺伝学的手法が適用され、外来生物の侵

入リスクや生態リスクの評価に活かされている。さら

に、それをもとにした外来生物の管理策への適用可能性

も示されつつある。これらの研究には、アロザイム、マ

イクロサテライトといった共寝性マーカー (co-dominant

marker)、RAPD、AFLPといった優性マーカー (dominant

marker) に加え、 PCR-RFLPやシーケンス解析によるハ

プロタイプ分析が用いられ、多くの場合、中立進化を担
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うゲノム領域が分子遺伝マーカーとして用いられている

(Avise 2004)。分子遺伝マーカーを用いた集団遺伝解析は、

外来生物の、1)遺伝的多様性の評価 (Miura2007の総説，

Roman and Darling 2007の総説)、2)侵入経路の把握 (Miller

et al. 2005 ; Uwai et al. 2006 ; ) 11井ほか 2009)、3)在来生

物との交雑・遺伝子浸透リスク(河村ほか 2009)、4)拡

吉文リスク (Estoupet al. 2004)、5)FST-QSTテストを用いた

適応形質の解明(米倉ほか 2009)、などに効果的である

ことが様々な分類群で実証されている O 外来生物にどの

ようなリスクがあるかが明らかにされてはじめて、これ

らの効果的な管理策の立案が可能となるため、リスク評

価は最初のステップとして欠かせない。ただし、集団遺

伝解析に基づく外来生物のリスク評価は、企画集会の演

者らを含め、圏内外の多くの研究者によって、確立され

た手法で実施されているため、ここでは、集団遺伝解析

が外来生物の管理にどのように活かせるか、という未だ

解明の途上にある最新の課題を取り上げる。また、それ

を実現させるためにはどのような問題点を克服しなけれ

ばならないかについて述べる。

外来生物の管理対策

外来生物の管理対策は、生物の新たな侵入や分布拡大

を未然に防ぐための対策(以下、予防策)と、すでに定

着している外来生物を罰百lいたり、根絶したりするため

の対策(以下、駆除策)の二つに分けられる。百本では、

2005年 6月より施行された「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(外来生物法)Jに基づ

いて、生態系もしくは人体への影響が甚大な海外出来の

外来生物が特定外来生物(平成 20年 9月現在、 101分類

群)に指定され、これらの飼育や栽培、生きたままでの

移動、輸入などが厳しく制限されている。さらに、一部

の特定外来生物では、環境省や地方自治体、民間団体な

どによって、日本各地で駆除(防除)が実施されはじめ

ている(f列えば、オオハンゴンソウ、ジャワマングース、

ブルーギル、シグナルザリガニ(ウチダザリガニ/タン

カイザリガニ)) (http://www.env.go.jp/nature/intro/3control/ 

kakunin.htm1 ; Usioほか 2007)。外来生物法は、その規制

対象を特定外来生物の意図的な扱い(飼養、輪入、移動

など)に限定しており、意図的導入を減らすという面で

は効果的な法律であると考えられる。しかしながら、外

来生物は意図的導入だけでなく、非意国的導入や自力拡

散によっても分布を拡大する。そのため、今後、外来生

物の予防策を講じる上では、非意図的導入や自力拡散を
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含め、総合的にこれらの拡散様式を把握する必要がある。

また、特定外来生物の指定に先立つて効果的な駆除法が

確立されているケースは極めて稀であり、今後、生態系

管理を行っていく上で、多くの特定外来生物で効果的な

駆除策を立案することが中心的課題となっている。

予防策への適用可能性

外来生物の起源や拡散様式、遺伝的多様性などの情報

は、予妨策を立案する上で有用な情報を提供すると考え

られる。この章では、これらを推定・解明する集団遺伝

解析j去を紹介するとともに、研究成果を予防策に活用す

る上で克服しなければならない点について述べる。

外来生物の分散様式を把握する際には、標識採捕(衛

星を利用したラジオ・テレメトリーなどを含む)に基づ

く車接法、ならびに集団遺伝解析に基づく間接法 (FSTに

基づく方法)や帰属性検定 (assignmenttest)が用いられ

る (Loweet al. 2004)。直接法は文字通り、移動を直接追

跡できる利点はあるが、労力的もしくは金銭的な事情か

らサンプル数が少なくなったり、それ故、個体差が顕著

に現れたり、追跡できる期間が限られたりするといった

欠点がある。集団レベルで見た場合、車接法は(間接法

と比べて)、個体の移動を過小評価する傾向にある。それ

に対して、集団遺伝解析に基づく手法は、個体の動きを

直接追うことはできないものの、多くのサンプル数を扱

うことができるため、より大きい時空間スケールでの生

物の分散を扱うことが可能となる。ただし、間接法は従来、

在来生物の歴史的な移動・分散を調べる目的で開発され

た手法であることから、侵入先での移動・分散の把握の

際には過大評価につながる可能性も否定できない。

近年、多くの外来生物で、核 DNAや細胞質 DNA(ミ

トコンドリア DNA、葉緑体DNA)、タンパク質複合体な

どの分子遺伝マーカーを用いて、侵入集団の遺伝的構造

を在来集団の遺伝的構造と比較することにより、侵入集

団の起源、分散様式、ならびに侵入に伴う遺伝的構造の

変化が明らかにされている (Miura2007の総説;Roman 

and Darling 2007の総説 ;)11井ほか 2009)。外部形態、から

は判別することができない、隠蔽種の存在や複数回の侵

入、在来種との交雑・浸透交雑などが明らかになること

もある (Miura2007の総説;Roman and Darling 2007の

総説;川井ほか 2009;河村ほか 2009)。なお、外来生物

の起源を推定する際には、従来から用いられている塩基

配列決定 (DNAs巴quencing) による分子系統地理解析の

他に、近年、マイクロサテライトなどによる多遺伝子産
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(multilocus genotype)の多型解析をもとに、ベイズ推定

を行う方法が主流になりつつある(帰属性検定;Manel et 

al. 2005)。

これらの手法が外来生物の予訪策に活用できる可能性

は高い。例えば、ある外来生物の導入段階ごとのリスク

が評価でき、分散様式や分散速度も分かつて新たな侵入

先が予iP.Uできた場合、行政や地方自治体と連携を図り、

侵入に対する警戒態勢を強化することによって、外来生

物の早期発見・駆除につなげることも可能となる。実際、

分子遺伝マーカーに基づく集団遺伝解析から、侵入経路

や手段を突き止めた例もある (Milleret al. 2005 ; JII井ほ

か 2009)。集団遺伝解析そのものからは寝入手段を明ら

かにすることはできないが、状況証拠の裏づけや社会調

査など他の手法と組み合わせることによって、侵入手段

を突き止めることは可能であろう。侵入経路や手段が特

定できれば、その手段への法的規制を強めたり経路を遮

断したりすることにより新たな侵入を未然に防ぐことが

可能となる。

しかしながら、仮に、侵入経路や手段を明らかにした

り、隠蔽種の侵入や新たな遺伝子型の侵入を発見したり

できた場合でも、実際に、これらの知見を外来生物の予

防策に活用するためには、克服しなければならない問題

がある。第一に、外来生物の新たな侵入を発見したとこ

ろで、発見したことを持ち込む窓口がないことが挙げら

れる。生態学会では、自然保護委員会に外来種部会が設

置されており、そこに情報を提供することで、学会員へ

の啓蒙や環境省・自治体の関係部署などへの働きかけは

可能となるかもしれない。しかし、特定外来生物でなけ

れば行政は対応しきれず、予防には役立たない事がほと

んどだろう。ただし、企画集会参加者からは、マスコミ

に情報提供することでニュースとして取り上げられ、行

政が何らかの対策を検討する可能性も出てくる、という

意見が出された。研究成果を将来の施策として反映させ

るためには、さまざまな情報媒体を活用し、研究者から

の情報を広く普及・共有させる努力が必要であろう O また、

生態学会だけでなく、分類群ごとにある学会なども外来

生物対策に積極的に取り組み、上記のような情報の窓口

となって、マスコミ、行政、自然保護関連のNGOなどへ

の積板的な構報提供と対策の実施の要請ができるような

体制を築きあげることが強く望まれる。

第二に、外来生物法違反として検挙されるのは、あく

まで、特定外来生物の、銅宥・栽培や、生きたままでの

放流、流通といった意図的イベントに限られるため、例

えば、分子遺伝マーカーを用いて特定外来生物が随{半導
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入(非意図的導入)によって分布を拡大していることを

突き止めたとしても、これを阻止できる法的手段は存在

しない。

第三に、外来生物法では、形態的に同定可能なものだ

けが特定外来生物に指定されることから、間様に目に見

えるイベントだけが法規制の対象となるであろう、と企

画集会参加者から指摘を受けた。すなわち、ある年に侵

入集団の遺伝子型構成が変化して新たな侵入経路の存在

が示唆されたとしても、先住集団と向種である以上、少

なくとも、外来生物法に基づいて対策が検討される可能

性は低いと思われる。

一般的に見れば、すでに外来生物が定着しているとこ

ろに同じ種が入ってきても騒ぐことではないと思われる

かもしれない。しかし、異なる起源からの護数回の侵入

は、侵入集団の遺伝的多様性を増加させる (Romanand 

Darling 2007) 0 植物では、遺伝的多様性が高くなると定

着成功率や分散能力が高くなること (Weltzinet al. 2003 ; 

Crutsinger et al. 2008)や、遺伝的混合 (geneticadmixture) 

を通じてより侵略的な遺伝的タイプが出現すること

(Ellstrand and Schierenbeck 2000) などが報告されている

(Hughes et al. 2008の総説参照)。また、 トカゲ (brown

anole; Anolis sagrei)では、原産地の供給元が多いほど侵

入集団の平均体サイズが増加傾向を示すという報告があ

る (Kolbeet al. 2007)。今後、外来生物の遺伝的多様性が

侵入集団の行動、生活史、ならびに生涯繁殖成功度に与

える影響や、これらが生態系の構造や機能に及ぼす影響

についての知見が増えれば、複数回の侵入や穏蔽種の侵

入に対する危機感が増し、対策を検討する必要性が出て

くるであろう。

駆除策への適用可能性

この章では、集団遺伝解析の駆除策への適用可能性と

して、希少種の保全遺伝学的研究で得られた知見に基づ

き、摘離性の高い小集団を駆除単位として策定する方法、

ならびに駆除の効果を遺伝的ボト jレネックの有無から判

定する方法を紹介する。また、実際に外来生物の駆除管

理に適用できる場面は限られると思われるが、動物の行

動にリンクしている機能遺伝子の配列をもとに分散様式

を推定し、駆除の範聞を設定する方法、ならびに不妊個

体の放逐に基づく駆除法の可能性についても述べる O

従来、保全遺伝学の分野では、主に希少種を対象とし

て、ミトコンドリア DNAのハプロタイプ解析による分子

系統地環解析やマイクロサテライト DNAの対立遺伝子
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情報に基づく集団解析を通じて、管理単位(抗anagement

unit; MU)や進化的に重要な単位 (Evo1utionarysignificant 

unit; ESU)が設定されてきた (Avise2000) 0 MUは、集

団内外の移住率が極端に少ない遺伝的に固有な集団、と

定義される。多くの場合、 MUは、自然選択に対して中

立的な進化を担う複数の遺伝子座の対立遺伝子頻度をも

とに設定される。一方、 ESUとは、進化的に長い期間生

殖的に隔離され、その閥、各々が独自の進化を遂げた集団、

と定義される。 ESUは、ミトコンドリア DNA(部分配列)

の単系統性、かつ中立進化を担う核 DNAの対立遺伝子

頻度の有意差によって設定される (Moritz1994) 0 ESUと

MUの大きな違いは、 ESU;がミトコンドリア DNA等の配

列情報に基づく進化的背景を考慮に入れるのに対し、 MU

はあくまでも杉~DNA もしくはミトコンドリア DNA の対

立遺伝子頻度の有意差のみに基づいて設定される点にあ

るt(Moritz 1994)。

進化的歴史が浅い外来生物の集団遺伝学的単位として

は、 MUの原理を適用する試みがなされている (Rollins

et al. 2006の総説;Pa1sboll et al. 2007の総説)。例えば、

南半球にあるイギリス領サウスジョージアに定着してい

るドブネズミ (Rattusnorvegicus)では、マイクロサテラ

イトに基づく集団解析から、氷河を隔てて分布している

2つの集団は互いに遺伝的交流がないことが分かり、そ

れぞれの小集団が駆除単位 (Eradicationunit) に設定され

ている (Rob巴rtsonand Gemmell 2004)。同様に、オースト

ラリアに導入されたイノシシ (Susscroj討についても、

マイクロサテライト解析によって、他からの移住率が低

い集簡を駆除単位とすることが提案されている (Hampton

et al. 2004)。さらに、 Hamptonet al. (2004) は、駆除が実

施されている集団で遺伝的ボ、トルネックの有無を調べる

ことによって、駆除の効果を評価している。

駆除単位の学術的な適用事例は、これまで、ドブネズ

ミ (Robertsonand Gemmell 2004 ; Abde1krim et al. 2005)、

イノシシ (Hamptonet al. 2004)、イエネコ Feliscatus 

(Hansen et al. 2007) など、一部の晴乳類に眠られてはい

るものの、他の外来生物にもこの手法が適用できる可能

性は十分にある。その際、マイクロサテライトなどの

多遺伝子座解析に基づく帰属性検定が有効であろう。帰

属性検定は、各集団の起源を推定するだけでなく、繁殖

tMoritz (1994)は、 ESUとMUを分子遺伝学的特性のみに基
づいて区別している O しかしながら、この方法では集団の適応
的特性が無視されるという批判もあり (Crandallet al. 2000)、近
年では分子遺伝学的特性と適応的形質の双方に基づき MUを設
定する方法が提案されている (Crandallet al. 2000 :フランカム
ほか 2007参照)。
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集団の境界を推定する際にも威力を発揮する (Hampton

巴tal. 2004 ; Robertson and Gemmell 2004 ; Abde1krim et al. 

2005 ; Hans巴net al. 2007)。ただし、十分な多型が認めら

れる、無効対立遺伝子 (nullalle1e) のないマーカーを使

うことが前提条件となる。

また、多遺伝子座解析では遺伝子流動が推定できる

ため、以下の数式を用いて、世代あたりの(繁殖可能

な)移住個体数Nm を算出することが可能である N
m

(l/F
STぺ)/4(Nは有効集団サイズ、 mは移住率、 F

ST
は集

団関の遺伝的分化係数 ;Slatkin 1995)。しかし、従来の

N
m
を用いた移住率の計算は、実際の野外集屈において

は現実的で、はない仮定がおかれているため (Pearseand 

Crandall 2004)、特に外来生物など進化的歴史の新しい集

団ではその仮定(特に、遺伝的浮動と遺伝子流動が平衡

状態にある点)はまず満たされない。移住率の計算に関

しては、近年、 F
STに基づく計算法と比べて、より前提条

件が緩やかで、ある Shannon'sInformation Indexを用いた方

法が提案されている (Sherwinet al. 2006)。

しかし、駆除単位の設定に際しては問題点がある O 地

域間で遺伝的分化が明瞭ではない場合には、集団の境界

を示すことが厨難となるため、駆除単位の設定も現実的

ではなくなる O また、時間を追って集団構造が変化する

可能性も十分に考えられる。たとえ、最初の解析で侵入

集団聞に明瞭な遺伝的分化が認められた場合でも、一回

の解析にとどまらず、遺伝的構造の時間的変化を追跡し、

駆除単位に大きな変化がないかどうかを確認する必要が

ある。そのi際、駆除の効果を遺伝的ボトルネックの有無

で調べる (Hampton巴tal. 2004) ことが望ましい。駆除単

位は、特に集団サイズを過小評価した襟に問題となる。

すなわち、誤って、繁殖集団のごく一部を駆除単位(独

自の繁殖集団)とみなしてしまうと、常に他からの再移

住が起こるために、労力的・金銭的な無駄が非常に大き

くなることが想定される。実際に駆除単位を設定する際

には、これらを踏まえて、慎重に判断を下す必要がある。

また、動物の行動(特に、飛朔や歩行、遊泳など)に

リンクしているマーカーが明らかにされていれば、それ

をもとに分散様式を推定し、駆除の範圏を設定するこ

とも可能となるのではないだろうか。例えば、ヒアリ

(Solenopsis invictσ)では、単女王制コロニーと多女王制

コロニーが知られ、これらは分散様式が異なるが、この

コロニー属性はハタラキアリなどの Gp-9遺伝子の塩基

配列を調べることによって予測できる (Kriegerand Ross 

2002 ;東ほか 2008)。しかし、ヒアリの例のように、侵

入集団の生態特性が簡易に診断でき、かつ分散様式が予
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測できる遺伝マーカーが見つかることは板めて稀である。

分子遺伝学的手法ではないが、放射線照射によって不

妊化した偲体を用いて外来生物の根絶に成功した、世界

的に注目を集めた成功事例がある。沖縄県では、ウリミ

パエ (Dacus(Zeugodacus) cucurbita)の根絶のために大量

の不妊虫が放飼され、これまで、久米高 (1978年)、宮古

群島 (1987年)、奄美群島(1989年)、沖縄群島(1990

年)、八重山群島 (1993年)において根絶に成功してい

る(ィ、山 1994)。同I業に、パイテクt支祢1を併用して 31:音

体不妊オスを作り、それを野外集団に放逐して雑種個体

を絶滅させること(小泉 2009)が可能かもしれない。た

だし、この方法は、ハエ類など、世帯時間が短く、かっ

偲体レベルでの生態影響が比較的小さい生物では有効な

方法となるかもしれないが、生態影響の強い、長寿の大

型動物には不向きであると思われる。例えば、ザリガニ

など、生態系の(外来)キーストーン種となる生物は、

たとえ低密度であっても、捕食や水草の切断、環境改変

などを通じて生態系に甚大な影響を与える (Matsuzakiet 

al. 2009)0そのため、不妊偲体を放逐すると、その偲体

が死亡するまでに絶大な数の在来生物が影響を被ること

になる。生物学的防除 (Biocontrol)は、駆除対象以外の

生物にも壊滅的な影響を与える事例が多いこと (Hoddle

2004の総説)、外来生物が急速に進化する可能性もある

こと (Whitneyand Gabler 2008の総説)、などを念頭にお

いて慎重に判断を下す必要がある。

おわりに

この総説では、分子遺伝マーカーに基づく集団遺結解

析の外来生物の管理への適用可能性を中心として取り上

げた。最初に述べたように、外来生物のリスク評価が実

施されてはじめて、効果的な管理策を立てることが可能

となるため、リスク評価が未実施である分類群について

は、リスク評価を行うことが先決である。また、遺伝的

多様性の増加が個体、個体群、群集・生態系にもたらす

影響の評価についてはほとんど植物でしか研究が進んで

いない (Hugheset al. 2008の総説)ため、今後、様々な

分類群で研究が進められていく必要がある。

最後に、筆者らが知る限り、侵略的外来種と非侵略的

外来種(もしくは衰退した外来種)の遺伝的特鍛の比較、

ならびに衰退した侵略的外来種の遺伝的構造の変化につ

いての研究は未だ例を見ない。侵略的外来種は非侵略的

外来種と比べて特別な遺伝的構造を有するのか、また、

衰退した外来種はなぜ、衰退したのか等に関しての遺伝的
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メカニズムが明らかにされれば、これらは外来種のリス

ク評価や管理を行う上でたいへん有用な情報を提供する

であろう。今後の研究の進展を期待したい。
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