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生態系機能の持続可能性 

〜〜外外来来生生物物にに起起因因すするる土土壌壌環環境境のの劣劣化化にに伴伴うう生生態態系系のの変変化化〜〜  
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https://kobe-cc.jp/ja/visitors/access/ 

【企画者】可知直毅（首都大学東京） 

 

小笠原生態系循環プロジェクトHP 

http://www.ogasawaraproject.jp/ 



生態学会新自由集会 W16 

2 

 

【要旨】 
 生態系は、様々な攪乱に起因する土壌環境の劣化により大きく変化する。攪乱後に成

立した新たな生態系は、種構成や機能の点で攪乱前の生態系と異なることが多い。攪乱

前とは異なるが強い人為的干渉なしで持続可能な生態系は「Novel ecosystem」と呼ば

れる。この概念は、生態系の管理、特に大きな攪乱を受けた生態系の現実的な管理計画

に策定する上での有効性から近年注目されている。この自由集会では、外来生物（野生

化したヤギ）の攪乱によって土壌環境が劣化した生態系をモデルとして、小笠原諸島で

すすめている研究を紹介する。 

 

【プログラム】 

１．はじめに：生態系の持続可能性と Novel ecosystem 

    可知直毅（首都大） 

２．外来生物に起因する土壌中 N および P 栄養環境の変化と海洋島における陸域生態系 

の反応  

    平舘俊太郎（九大・農） 

３．海洋島の原生生態系における海鳥による栄養塩循環と人為的撹乱による劣化 

  川上和人（森林合研）・佐藤 臨（首都大）・中下留美子（森林総研） 

４．土壌流出に伴う土壌の化学特性の改変による植物の定着の制限 

畑 憲治（日大・商）・可知直毅（首都大） 

５．行き先は historical か novel か？撹乱後の生態系の行方 

吉田勝彦（国立環境研） 

６．失われた生物間相互作用は人為的に復元できるのか？ 

〜侵略的外来生物の駆除に向けて〜 

     大澤剛士（首都大）  

７．総合討論 
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イントロダクション 

 可知直毅（首都大） 

 

攪乱後に成立した生態系は、生物の構成や機能の点で攪乱前の生態系とは異なることが多

い。これは、生態系が攪乱後に元の状態に戻る力（レジリエンス）に対して閾値を超えた攪

乱を受け、別の状態に移行したと考えられる。近年、攪乱を受けた生態系の管理において、

攪乱前の状態に戻るかどうかよりも、生態系の機能に着目して、攪乱後の生態系が持続可能

であるかどうかを重視する考え方が提唱されている（下図）。 

生物の種構成や機能の点で攪乱前とは異なるが、持続可能な生態系は「Novel ecosystem」

と呼ばれる（Hobbs et al. 2011）。Novel ecosystemは、2006 年に提唱された比較的新し

い概念であるが（Hobbs et al. 2006）、2016 年のアメリカ生態学会大会のメインテーマに

選定されるなど、生態学分野において世界的に注目されつつある。Novel ecosystem は、

大きな攪乱を受けた生態系の現実的な管理計画を策定する上で有効な概念である。大きな攪

乱を受けて元の生態系の構成種が回復不可能な場合、代替種（場合によっては外来種）の導

入により持続可能な生態系機能を回復できる可能性がある。世界自然遺産地である小笠原諸

島では、外来生物の侵入によって破壊された固有生態系を保全するため、外来生物の駆除と

並行して自然再生事業が大規模に実施されている。しかし、固有種等の減少・絶滅や土壌環

境の劣化がおこると、攪乱前の種構成をもつ生態系の復元は難しい。この場合、生態系機能

の持続可能性に基づいた自然再生もあり得る。たとえば、自然再生の目標を攪乱前の生態系

の機能を持つ生態系とすれば、広域分布種や外来種の導入も選択肢となる。外来生物による

攪乱は、土壌環境の改変を介して生態系を大きく変化させる主要因のひとつである。我々は、

外来哺乳動物であるヤギの攪乱によって植生の退行が起きた小笠原諸島の媒島において、ヤ

ギ駆除後の生態系の変化について研究してきた。また、人為の影響を事実上受けていない南

硫黄島の生態系についても研究を進めている。この自由集会では、フィールド研究と数理モ

デルによる生態系シミュレーションという２つのアプローチによる研究成果を紹介し、自然

再生事業に対して生態系機能の持続性を重視した生態系の管理手法について議論する。 

     

                                                            

Hobbs et al. 2006.  

Glob. Ecol. Biogeogr. 15: 1-7. 

Hobbs et al. 2011. Novel  

  ecosystess,Willey-Blackwell 
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外来生物に起因する土壌中 N および P 栄養環境の変化と 

海洋島における陸域生態系の反応 

平舘俊太郎（九大・農） 

 

 海洋島である小笠原諸島の母島では、かつて海鳥が陸域生態系に N や P を海洋生態系か

ら運び込み、高標高地域を中心に広く富栄養的な土壌環境を形成していたことが明らかにな

った。同じ小笠原諸島でも、媒島や北ノ島では現在も海鳥が繁殖しており、これらの場所の

土壌は富栄養的である。現在は外来生物等の影響によって海鳥が繁殖していない場所でも、

海鳥を呼び戻すことによってかつての栄養塩循環系が回復し、生態系もかつての姿を取り戻

す可能性があるだろう。一方で、小笠原諸島のすべての地域が富栄養的であったわけではな

く、貧栄養的な環境も広く分布していたと考えられる。とくに、急傾斜地に見られる露岩地

帯では土層がほとんど発達しておらず、貧栄養的であったと考えられる。 

 ネズミ、ネコ、ヤギといった外来種は、海鳥の営巣を妨げることによって、あるいは植生

の後退や踏圧に伴う土壌流出によって、土壌環境の貧栄養化を進め、同時に土壌特性の改変

を通じて植生も変えたと考えられる。一旦表層土壌が失われると、もとの土壌特性が回復す

るまでには極めて長い年月が必要である。とくに、下層土が露出すると、強い土壌酸性とと

もに、低い交換性 Ca/交換性 Mg 比が植物生産性を制限することになる。一方で、ギンネム

やモクマオウといった外来種は、共生微生物が固定した N を生態系内に組み込むため、環

境の富栄養化をもたらしている側面がある。しかし、海鳥による富栄養化とは、質的にも地

理的にも異なる新たな富栄養化であるため、これら外来種の侵入には注意が必要であろう。 

 今後は、すでに生態

系に組み込まれている

外来種の現状や機能を

考慮に入れつつ、適正

な管理法を模索してい

く必要がある。その際

には、生態系の物質循

環系の視点も重要であ

り、そのためにはかつ

ての生態系の姿をより

明確にしていく研究が

必要であろう。 
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海洋島の原生生態系における海鳥による栄養塩循環と人為的撹乱による劣化 

川上和人（森総研）・佐藤 臨（首都大）・中下 留美子（森総研） 

 

 海洋島は海洋プレート上に位置する島嶼であり、一般に地上性哺乳類など一部分類群が欠

如した不調和な生物相を持つ。その一方で、地上性捕食者が欠如する特異な環境ゆえ、地上

または地中繁殖性の海鳥が高密度で繁殖することも特徴となっている。海鳥は生態系内で種

子散布や環境改変、栄養塩供給などの機能を果たしている。しかし、人間による入植は意図

的・非意図的な捕食者の侵入を促し、多くの海洋島では海鳥繁殖地が縮小・消滅し、その機

能が既に失われている。小笠原諸島は世界自然遺産に登録されている海洋島だが、他の島嶼

同様に外来種による影響を強く受けている。その中で、南硫黄島は過去に人為利用の記録が

なく原生環境が保たれている希有な島である。 

 そこで、原生環境における海鳥の栄養塩供給およびこれに対する人為的影響を明らかにす

るため、南硫黄島および有人島の植物、昆虫、鳥類、爬虫類、甲殻類の窒素および炭素の安

定同位体分析を行った。その結果、有人島では各分類群において窒素の同位体比が 2〜5‰

程度低下していることが明らかになった。これは、海鳥の繁殖集団が局所絶滅することによ

り、海からの栄養塩供給が絶たれたためと考えられる。 

 また、南硫黄島では標高が低いほど窒素の同位体比が高い傾向があった。南硫黄島では標

高 916m の山頂部も含め全域で海鳥が繁殖するが、低標高地では大型の海鳥が、高標高地で

は小型の海鳥が繁殖している。大型種の栄養段階は小型種より高いと考えられ、この分布が

標高による同位体比の違いをもたらしている可能性がある。 

 南硫黄島の海岸部では岩石地より植生のあるエリアで、山域では崩壊地や草地より森林で

海鳥の営巣密度が高かったことから、海鳥は森林の物質循環において重要な機能を果たすも

のと考えられる。この結果は、小笠原諸島における自然再生の目標像を示すものと言える。  
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土壌流出に伴う土壌の化学特性の改変による植物の定着の制限 

畑憲治（日本大・商）・ 可知直毅（首都大） 

 

 野生化したヤギ（以下ノヤギ）による攪乱は、植生退行と表層土壌の露出を引き起こすこ

とがある。露出した表層土壌の流出の結果、土壌の化学特性の改変が起こる。このような攪

乱に伴う土壌改変は、植物の定着を制限し、結果的にノヤギ駆除後の生態系の回復に影響を

及ぼす可能性がある。本研究では、ノヤギの攪乱の結果、土壌流出が起きた草地生態系にお

いてノヤギ駆除後の土壌流出の程度、土壌の化学特性、植物種の出現パターンとの関係を明

らかにした。さらに、土壌流出に伴う土壌の栄養塩量と pH の変化が草本植物の初期成長に

及ぼす影響を栽培実験によって評価した。 

 小笠原諸島媒島において、土壌の流出と流入の程度、裸地化の程度、地形、土壌の化学特

性、植物の種構成の関係について野外調査のデータに基づいて解析した。その結果、裸地化

に伴う土壌の流出は、土壌の化学特性、特に植物が利用可能なリンの量や pH を変化させ、

結果的にノヤギ駆除後の植物種の出現パターンに影響を及ぼす可能性がある、ということが

示唆された。媒島の下層土を用いた栽培実験の対象種は、媒島の草地植生で優占するイネ科

3 種（シマスズメノヒエ、スズメノコビエ、フタシベネズミノオ）とキク科 3 種（ホウキギ

ク、シロバナセンダングサ、ウスベニニガナ）である。施肥処理を施した土壌において植物

を人工気象室で 4 週間栽培し、乾燥重量を比較した。その結果、土壌流出に伴う栄養塩、特

に可給態リンの減少は植物の初期成長を強く制限する、この制限は土壌 pH に依存する、こ

の依存の程度・方向性は種によって異なる、ということが示唆された。 

 以上は、ノヤギによる攪乱に起因する土壌流出の結果、攪乱前の生態系に比べ機能がより

劣化した生態系にシフトしたことを示唆する。そのため、たとえノヤギの駆除をしても土壌

環境の改善がないかぎりは攪乱前の生態系機能が回復する可能性は低いと考えられる。  
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行き先は historical か novel か？撹乱後の生態系の行方 

吉田勝彦（国立環境研） 

 

 小笠原諸島を始めとする多くの海洋島では外来生物による在来生態系の撹乱が大きな環

境問題となっている。そのため、外来生物の駆除事業が各所で行われており、小笠原諸島で

もヤギの駆除は父島を除いて終了している。外来生物の中には侵入先で大繁栄し、生態系の

物質循環に深く食い込むものがある。小笠原諸島の外来ヤギ、ネズミはその代表例の一つで

あり、そのような生物を駆除することは生態系の物質循環を大きく改変することが考えられ

る。そのため、駆除後に生態系が元の状態(historical)に戻るのか、それとも外来生物による

撹乱が生態系の回復力を上回り、別の状態に移行するのか、その新しい状態は持続可能なの

か(novel)を明らかにすることは重要な課題である。 

 そこで本研究ではシミュレーションを行って、外来生物駆除後の生態系変化を解析するこ

とを試みた。この目的のためには、撹乱前の historical な状態を再現する必要があり、その

ためには海洋島の生態系の形成過程から再現しなければならない。そこで、島が形成され、

低い確率で生物が自然移入し、島内で進化する、という海洋島の生態系進化プロセスを再現

するモデルを作成した。 

 さらにこのモデルを用いて、外来生物の島への侵入と駆除のシミュレーション、つまり、

島の生態系の形成が始まってから一定時間後に外来生物を導入し、さらに一定時間経過後に

外来生物を駆除するシミュレーションを行った。また、外来生物導入から駆除までの時間を

変えた条件でシミュレーションを行い、駆除後の生態系がどのような状態に移行するのか、

つまり、historical な状態に戻るのか、それとも全く別の状態に移行するのか、そしてそれ

らの間に何らかの閾値があるのか、について議論する。 
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失われた生物間相互作用は人為的に復元できるのか？ 

〜侵略的外来生物の駆除に向けて〜 

大澤剛士（首都大・観光） 

 

 生態系の中に存在する複雑な生物間相互作用は、一般に生物相が貧弱で、その構造が単純

である火山島においてすら把握が容易ではない。調査対象地である媒島では、2000 年頃に

生態系を著しく撹乱したヤギが根絶されたが、その後、侵略的外来植物であるギンネムの分

布域が著しく増加してしまった。このことは、それぞれ移入種であるヤギとギンネムの間に、

新たな相互作用が形成されていたことを示唆している（Osawa et al. 2016 Weed. Res.56: 

168-178）。すなわち、媒島の現在は、ヤギという撹乱者が侵略的外来植物と相互作用を結

んで形成された「Novel ecosystem」から、ヤギが不在になることで、侵略的外来植物が天

敵から開放された「Novel ecosystem」に変化してしまったと考えられる。正直なところ、

現在の我々は本来の生態系を確実に復元できる知見と技術を持たない。しかし、少なくとも

侵略的外来植物であるギンネムを駆除しないことには、本来の生態系が回復できないことは

自明である。 

 そこで我々は、ギンネムの生態特性を考慮した上で、島内における本種の駆除に向けた空

間的な優先順位を設定する手法を開発した（Osawa et al. Bio.Inv. in press）。今後首尾よ

くギンネムが駆除できたとして、生態系はどのような応答を示すのかは不明である。それで

も生態学的な研究を積み重ね、生態系の変化をモニタリングしながら順応的に管理を行って

いくことで、本来の生態系を復元させることに近づくことができると信じている。 

  
媒島で蔓延するギンネム                    駆除優先順位を検討するための計画地図 

（Osawa et al. in press） 

Osawa et al. (in press) Biological Invasions 

Facilitation of management plan development via spatial classification of areas invaded by alien invasive plant. 


