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２ 主要研究成果 

 
［成果の内容］ 

１．小笠原父島の中央山東平にある乾生低木林で採集した 50 種の樹木葉を材料としまし

た。この森林は小笠原諸島の固有種が最も集中している多様性の高い場所であり、検

定した植物は、小笠原のほとんどすべての構成種を含んでいます。 
２．50 種の植物のアレロパシー活性をサンドイッチ法（農業環境技術研究所成果情報第

14 集）で検定した結果（表１）、最も強い活性を持っているのはギンネムであり、ア

カギがこれに次ぐ活性を示しました。この２種はともに明治以降に材木用として小笠

原に導入された樹種ですが、侵略性が強く、現在では島全体に蔓延して問題となって

います。小笠原父島におけるギンネムやアカギ蔓延の原因のひとつに、そのアレロパ

シー活性の強いことが考えられます。 
３．ムニンノキとシマホルトノキには、レタス胚軸の生長を阻害する強い活性があり、強

い生理活性物質が含まれている可能性があります。 
４．モクマオウが純林を形成し林床の植生も貧弱である理由として、これまでアレロパシ

ーの存在が考えられていましたが、サンドイッチ法では強い活性がありませんでした。 
５．小笠原固有種の中では、シロテツ属の 3 種（シロテツ、アツバシロテツ、オオバシロ

テツ）が高いアレロパシー活性を示しました。シロテツ属は小笠原の固有属であり、

古い系統です。この他に比較的個体数の多いテリハハマボウ、シマホルトノキ、アカ

テツ、シマシャリンバイ、ムニンヒメツバキなどでアレロパシーが強い傾向が見られ

ました。 
６．ムニンフトモモも比較的強いアレロパシー活性を示しました。この樹木は古い時代に

小笠原に渡来した植物で、ポリネシア諸島で森林の優占種となっています。 
 
本研究は文部科学省科学技術振興調整費重要課題解決型プロジェクト「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」

による成果です。 

 

リサーチプロジェクト名：外来生物生態影響リサーチプロジェクト 

研究担当者：生物多様性研究領域 藤井義晴、平舘俊太郎、清水善和（駒沢大） 

発表論文等：1) Fujii et al. Weed Biol. Manage., 4(1), 19-23 (2004) 

小笠原父島に生育する樹木葉のアレロパシー活性の検定 

［要約］ 

小笠原父島に生育する 50 種の植物のアレロパシー活性をサンドイッチ法によって検定

しました。全ての外来種のアレロパシー活性が強いというわけではありませんが、現在、

小笠原で蔓延して問題となっているアカギ、ギンネムには最も強い活性がありました。

［背景と目的］ 

特定外来生物被害防止法が 2005 年 6 月から施行され、駆除対象とすべき外来植物（明

治元年以降に入った植物）について緊急調査が必要とされています。そこで、外来植物

の実態把握と生態系影響評価・リスク評価を行い、駆除対象とするべき植物を指定する

必要があります。とくに、過去に大陸と陸続きになったことのない小笠原諸島のような

海洋島には多くの固有種が生息し独特の生態系を形成しているので、侵略的外来種によ

る生態系への影響が大きいといわれています。そこで、小笠原に生育する植物について、

葉から出る物質のアレロパシー活性を調べるサンドイッチ法で検定しました。 
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表１　小笠原父島で採取した樹木葉のアレロパシー活性の検定結果
伸長阻害率(%)

和 名 学 名 科 種別
＊

幼根 胚軸
ギンネム Leucaena glauca  (L.) Benth. マメ科 × 92 89
アカギ Bischofia javanica Blume トウダイグサ科 × 84 27
ムニンノキ Planchonella boninensis  (Nakai) Pierre アカテツ科 ◎ 82 64
テリハハマボウ Hibiscus glaber  Matsum. アオイ科 ◎ 79 31
シロテツ Boninia glabra  Planchon ミカン科 ◎ 79 47
オガサワラボチョウジ Psychotria homalosperma  A. Gray アカネ科 ◎ 75 5
シマホルトノキ Elaeocarpus photiniifolius  Hook. et Arn. ホルトノキ科 ◎ 75 65
アツバシロテツ Boninia crassifolia  Nakai ミカン科 ◎ 74 53
オオバシロテツ Boninia grisea  Planchon ミカン科 ◎ 70 7
オオバシマムラサキ Callicarpa subpubescens  Hook. et Arn. クマツヅラ科 ◎ 70 -27
ムニンイヌグス Machilus boninensis  Koidz. クスノキ科 ◎ 69 -12
ムニンフトモモ Metrosideros boninensis  (Hayata) Tuyama フトモモ科 ◎ 69 -12
アカテツ Planchonella obovata  (R.Br.) H.L.Lam アカテツ科 △ 67 -26
アコウザンショウ Fagara boninsimae  Koidz. ミカン科 ◎ 65 33
トキワイヌビワ Ficus boninsimae  Koidz. クワ科 ◎ 64 1
ムニンゴシュユ Evodia nishimurae  Koidz. ミカン科 ◎ 63 22
シマシャリンバイ Rhaphiolepis wrightiana  Maxim. バラ科 △ 63 2
ムニンヒメツバキ Schima mertensiana  (Sieb. et Zucc.) Koidz. ツバキ科 ◎ 61 22
オオトキワイヌビワ Ficus nishimurae  Koidz. クワ科 ◎ 60 -5
ウラジロエノキ Trema orientalis  Blume ニレ科 △ 60 -25
ムニンアオガンピ Wikstroemia pseudoretusa  Koidz. ジンチョウゲ科 ◎ 59 -19
シマカナメモチ Photinia wrightiana  Maxim. バラ科 △ 59 6
チチジマクロキ Symplocos pergracilis (Nakai) Yamazaki ハイノキ科 ◎ 58 -7
コヤブニッケイ Cinnamomum pseudo-pedunculatum  Hayata クスノキ科 ◎ 54 -12
ヒメフトモモ Syzygium cleyeracefolium  (Yatabe) Makino フトモモ科 ◎ 53 -14
ムニンシャシャンボ Vaccinium boninense  Nakai ツツジ科 ◎ 52 -22
ムニンヒサカキ Eurya boninensis  Koidz. ツバキ科 ◎ 49 -9
シロトベラ Pittosporum boninensis  Koidz. トベラ科 ◎ 49 -34
タコノキ Pandanus boninensis  Warb. タコノキ科 ◎ 49 0
キンショクダモ Neolitsea aurata  (Hayata) Koidz. クスノキ科 △ 48 -5
オガサワラビロウ Livistona chinensis  R.Br. var. boninensis  Becc. ヤシ科 ◎ 48 -43
オガサワラモクレイシ Geniostoma glabrum  Matsum. マチン科 ◎ 47 -49
オオミトベラ Pittosporum chichijimense  Nakai トベラ科 ◎ 45 -1
リュウキュウマツ Pinus luchuensis  Mayer マツ科 × 44 -20
アデク Syzygium buxifolium  Hook. et Arn. フトモモ科 △ 44 -14
ノヤシ Clinostigma savoryana  (Rehd. et Wils.)

 Moore et Forsberg
ヤシ科 ◎ 42 -6

モクタチバナ Ardisia sieboldii  Miquel ヤブコウジ科 △ 41 -16
タチテンノウメ Osteomeles boninensis  Nakai バラ科 ◎ 41 14
キバンジロウ Psidium cattleianum  Sabine フトモモ科 × 41 -53
シマギョクシンカ Tarenna subsessilis (A. Gray) Ohwi アカネ科 ◎ 41 -26
ムニンイヌツゲ Ilex matanoana  Makino モチノキ科 ◎ 36 -41
オガサワラクチナシ Gardenia boninensis  (Nakai) Tuyama アカネ科 ◎ 33 -28
シマイスノキ Distylium lepidotum  Nakai マンサク科 ◎ 31 -12
シマタイミンタチバナ Myrsine maximowiczii  (Koidz.) Walker ヤブコウジ科 ◎ 31 -28
コブガシ Machilus kobu  Maxim. クスノキ科 ◎ 31 -38
モクマオウ Casuarina equisetifolia  Forst. モクマオウ科 × 28 18
ムニンネズミモチ Ligustrum micranthum  Zucc. モクセイ科 ◎ 23 -2
シマモクセイ Osmanthus insularis  Koidz. モクセイ科 △ 23 0
シマムロ Juniperous taxifolia Hook et Arn. ヒノキ科 ◎ 20 -29
アツバモチ Ilex martensii  Maxim. モチノキ科 ◎ 20 -7
ハチジョウキブシ Stachyurus praecox  Sieb. et Zucc.

var. matsuzakii (Nakai) Makino
キブシ科 ○ 19 -3

＊ 小笠原固有種◎、日本列島固有種○、外来種×、広域分布種△（小笠原固有種ではないが古い時代に渡来したもの）

＊＊　表中の数字はサンドイッチ法による阻害率(%)、検定植物はレタス (品種はGreat lakes366)。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小笠原で問題となっている外来植物のギンネムとアカギは、たいへん強いアレロパシー活性を

もっています。 
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