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日本における希少樹種の現状と保全
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摘　　要
　日本における希少樹種は，森林伐採や土地開発など人為的要因により衰退し，絶滅
が危惧されている。希少樹種の自生地の多くは分断され，小集団化が進んだ集団では
遺伝的多様性が減少し，分断化に伴って遺伝子流動の大きさや方向性は変化する。小
集団化は，花粉制限や近交弱勢による種子生産の低下をもたらし，更新不良を引き起
こす大きな要因となっている。さらに，更新する場所の環境の劣化や競合種の侵入は，
希少樹種の生育や更新を妨げる。このような現状に対して，保全単位の設定は遺伝的
かく乱を防ぎ，種苗の移動について適切な範囲を示す。保全単位内においては集団間
の遺伝子流動を保障し，健全な更新が保障されるような保全対策が必要である。近年
の DNA マーカーを用いた遺伝解析は希少樹種の保全研究に大きく貢献する。
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1．はじめに：希少樹種とは

　日本は，亜熱帯から亜寒帯までの多様な気候帯に
わたって南北に長く連なる島々で構成される国であ
り，多くの生物の生息・生育地となる森林の面積割
合が高い。さらに，標高差の大きな複雑な地形であ
るため多様な環境が存在することに加え，ヨーロッ
パなどに比べて氷河期の影響が少なかったため，氷
河期の寒冷期や温暖期などの気候変動の中でも生き
残ることができた遺存種が多いと言われている。こ
のため，日本に生息・生育する野生動植物の数は国
土面積の割に多く，固有な希少種の割合も高いとい
う特徴がある。
　日本列島に生育する主な希少樹種として，針葉樹
では，秩父・八ヶ岳地域と南アルプス北東部にのみ
分布する本州産のトウヒ類，例えば，ヤツガタケト
ウヒ Picea koyamae（マツ科），ヒメバラモミ Picea 
maximowiczii（マツ科）などや，屋久島と種子島にの
み分布するヤクタネゴヨウ Pinus armandii var. 
amamiana（マツ科），紀伊半島中南部と高知県東部
に局所的に分布するトガサワラ Pseudotsuga japonica

（マツ科）などがある。いずれも日本固有の遺存種で
ある。人工林に多く植栽されているため資源的に豊

富 で あ り， 一 見， 希 少 樹 種 に は み え な い ス ギ
Cryptomeria japonica（スギ科）やヒノキChamaecyparis 
obtusa（ヒノキ科）であっても，現在では，天然林は
ごく限られた地域に遺存的にしか残っていない。局
所的にみれば絶滅の危険の高い天然林は多く，貴重
な希少樹種ととらえることもできる。
　広葉樹の希少樹種としては，まず，小笠原諸島に
分布するムニンノボタン Melastoma tetramerum（ノ
ボタン科），ムニンツツジ Rhododendron boninense

（ツツジ科），オガサワラグワ Morus boninensis（クワ
科）などを挙げることができよう。海洋島である小
笠原諸島では，独自の進化を遂げた小笠原固有の希
少種が数多く分布している。また，伊勢湾をとりま
く東海丘陵に固有に分布する東海丘陵要素植物の中
にも，シデコブシ Magnolia stellata（モクレン科），
ハナノキ Acer pycnanthum（ムクロジ科），ヒトツバ
タゴ Chionanthus retusus（モクセイ科）など，さまざ
まな希少樹種がある。
　さらに，ある地域には比較的広く分布するが，そ
こから離れた場所に隔離分布をもつような希少樹種
もある。上高地を代表する植物として有名なケショ
ウヤナギ Salix arbutifolia（ヤナギ科）は，バイカル湖
の東部から東シベリアと極東にかけて広く分布し，
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世界的にみれば広域に分布する普通種である。しか
し，日本では北海道と長野県にのみ隔離分布があ
り，特に，本州では上高地と松本盆地にのみ分布す
る希少樹種といえる。一方，1972 年になって群馬
県湯桧曽川で初めて発見されたユビソヤナギ Salix 
hukaoana（ヤナギ科）のように，現在もなお新たな
自生地が発見されている希少樹種もある 1），2）。

2．絶滅危惧樹木種と危険性の要因

　2012 年にまとめられた環境省の第 4 次レッドリ
スト 3）には，維管束植物では 1,779 種が絶滅危惧種
に挙げられている。種の総数に対する絶滅危惧種の
割合は，2000 年の 23.8％，2007 年の 24.1％から，
2012 年には 25.4％と，見直し作業のたびに増加し，
4 種に 1 種が絶滅の危機にさらされているという深
刻な現状が明らかにされている 3）。2000 年に刊行さ
れた環境庁レッドデータブック植物Ⅰ 4）には，種ご
とに危険性の要因がメッシュ数とともに示されてい
る（図 1）。これをみると，維管束植物が絶滅危惧に
追い込まれている要因のほとんどは人為的なもので
あることがわかる。木本植物では「森林伐採」が最
大の要因であり，土地の造成・道路工事・河川や湿
地等の開発など各種の「開発行為」がそれに続く。
　また，近年では里地・里山や草地において古くか
ら人間の働きかけとともに育まれた多様な生物相
が，人間の生活様式の変化による生育環境の改変に
伴って失われていくケースも目立つ。さらに，海外
から国内に持ち込まれたいわゆる移入種が野生化
し，国内種の生存を脅かしている現状も大きな問題
となっている 5）－ 7）。

　限られた地域にまれに分布する希少樹種は，広域
に分布する普通種と比べ，絶滅の危険性は高い。し
かし，氷河期遺存種のように，地史的レベルの長い
年月を絶滅せずに生き延び，現在にその姿をとどめ
ているものも多い。しかし，上述のとおり，維管束
植物の 4 種に 1 種が絶滅の危機にある現在，多くの
希少樹種も人為的な影響によって急速にその生存が
脅かされている。

3．希少樹種の現状と保全

　生物多様性基本法（2008 年制定）では，「生物多様
性」とは「様々な生態系が存在すること並びに生物
の種間及び種内に様々な差異が存在すること」と定
義されている。同じ種でも個体によって遺伝的に異
なるわけで，遺伝的な多様性も含め，さまざまに異
なる多様性を保全する重要性が指摘されているので
ある。
　希少樹種を持続的に保全するためには，その集団
が世代を越えて持続的に維持される必要がある。多
くの生物種で，近親交配は適応性を低めることが知
られているが，これは遺伝的多様性の低下と密接に
関連する。近親交配は，希少樹種のように集団が小
さくなり，遺伝的多様性が低下するほど起こりやす
くなるため，希少樹種を保全し，健全な次世代集団
を形成するためには，遺伝的多様性を保全すること
が重要な課題である。
　そのような希少樹種の保全研究には，近年の分子
遺伝学的手法を用いた解析は欠かすことができな
い。ここでは，次ページ図 2 に示す希少樹種を対象
とした保全研究の成果から，これまでに明らかにさ
れた希少樹種の現状と保全対策について概観してみ
たい。
3.1　分類上の位置づけ
　希少樹種の中には系統分類学的な種の位置づけが
不明確なものがあり，このような種にとっては，保
全すべき対象である種それ自身を明確にすることが
まず重要となる。
　本州亜高山帯に分布するトウヒ類の分類では，球
果の大きさの違いから，ヤツガタケトウヒにはヒメ
マツハダが，ヒメバラモミにはアズサバラモミが，
それぞれ変種であるとする見解があり，系統分類学
的位置づけが必ずしも明確にはされていなかった。
Katsuki ら 8）は，遺伝的変異と形態的形質を合わせ
て検討したところ，2 つの変種はそれぞれ親種の個
体変異であり，野生植物の分類群として区別する必
要はないことを明らかにした。
　北海道日高山脈の西南端に位置するアポイ岳にの
み分布するアポイカンバBetula apoiensis（カバノキ科）
は，低木タイプのヒメカンバ類の一種であるが，従
来，系統分類学上の位置づけが不明であった。
Nagamitsu ら 9）は，核 DNA の塩基配列を用いてそ

図 1　絶滅危惧植物の危険性の主要因．
環境庁レッドデータブック植物Ⅰ4）に示された種ごとの危険性の
主要因を集約．
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れらの分子系統関係を解析し，アポイカンバは，日
本におけるもう一つのヒメカンバ類であるヤチカン
バ Betula ovalifolia と高木性のダケカンバ B. ermanii
との雑種に起源することを明らかにした。ダケカン
バとヤチカンバとの交雑は，後氷期に始まった気候
の温暖化にともなって，ヤチカンバの生育地にダケ
カンバが分布を拡大して生じたと考えられる。
Nagamitsu ら 9）は，アポイカンバは湿地性のヤチカ
ンバと高山性のダケカンバに由来する遺伝子の組み
合わせによって，アポイ岳の特殊な環境に適応した
独立種に分化した可能性があると指摘している。
3.2　生育地や個体群のモニタリング
　希少樹種の現生個体の生育状況や分布の現状を明
らかにすることは，効果的な保全策を決めるための
基本情報として重要である。
　屋久島と種子島にのみ分布するヤクタネゴヨウ
は，特に，屋久島では傾斜が 30°以上の急峻な尾根
筋や基岩上に自生しているため，分布や個体数の把

握は非常に困難であった。マツ材線虫病の被害が屋
久島でも進み，ヤクタネゴヨウへの被害の進行も懸
念される中，1999 年より地元の有志が中心となり，
精力的な自生地調査が行われた。その結果，屋久島
ではおよそ 2,000 個体，種子島には約 300 個体が生
育していることが明らかにされた 10）。
　また，1972 年に群馬県利根川上流域の支流・湯
檜曽川で発見されたユビソヤナギは，近年まで，自
生地として湯檜曽川の他には宮城県の鳴瀬川源流
部，江合川流域軍沢川，岩手県和賀川流域の 3 地点
が知られるのみであった。しかし，2003 年，福島
県只見川流域で大規模自生地が発見された後，集中
的な自生地調査が進められた結果，新たな分布地が
次々と発見され，東北地方の脊梁山脈直下から日本
海側にかけての多雪地域の山地河川において，点々
と分布していることが明らかにされた 1），2）。ユビソ
ヤナギは，第 1 次環境庁レッドデータブックでは

「絶滅危惧 IB 類」に指定されていた。しかし，一

図 2　本稿で対象とする主な希少樹種とその分布．
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連の調査の進展によって，当初の推定をはるかに上
回り，只見川水系だけでも 2,500 本に近い現存本数
が確認された 11）。その結果，第 2 次レッドリスト

（2007 年）以降は「絶滅危惧 II 類」にランクが下が
った。新たな分布地の発見は，地域におけるユビソ
ヤナギへの理解を進め，地元住民により保全への取
り組みが始められるなどの波及効果をもたらしてい
る。
　一方，北海道と青森県にのみ分布するエゾノウワ
ミズザクラ Padus racemosa（バラ科）は，環境省版
レッドリストや北海道版レッドデータブックにも絶
滅危惧種や希少種として取り上げられていない。し
かし，この種の分布情報は，しばしば同所的に生え
る絶滅危惧 IB 類のクロミサンザシCrataegus chlorosarca

（バラ科）と比べても圧倒的に少ないのが現状であ
る。エゾノウワミズザクラは萌芽や伏条枝による栄
養繁殖を盛んに行い，富良野東大演習林では，その
クローンの大きさの最大長は 68 m に及ぶことが知
られている 12）。このため，みかけの個体数が過大評
価されているおそれがあることを河原 13）は指摘して
いる。今後，詳細な調査を行う必要のある希少樹種
は決して少なくないと考えられる。
3.3　小集団化にともなう遺伝的多様性の減少
　集団の分断や孤立化によって小集団化が進むと，
遺伝的多様性も低下する恐れがある。ほとんどすべ
ての希少樹種の集団は，分断・孤立化が進んでいる
ため，希少樹種の保全にあたっては，集団の遺伝的
多様性の保持には特に留意する必要がある。
　ヤツガタケトウヒとヒメバラモミは南アルプスと
八ヶ岳の 2 つの地域に分布するが，八ヶ岳地域の集
団は，いずれの樹種でも集団の分断・孤立化が進ん
でいる。各集団のアイソザイム変異および核 DNA
の SSR 遺伝子型変異を調べた結果，両樹種ともに
八ヶ岳の集団では，南アルプスの集団と比べて遺伝
的多様性が低いことが認められた 8），14）。
　八ヶ岳地域には，母樹サイズに達するヤツガタケ
トウヒが 130 個体以上生育する「カラマツ沢集団」
がある。1967 年に学術参考保護林に指定され，現
在は林木遺伝資源林として保存されている。1966
～ 1967 年，このカラマツ沢集団からヤツガタケト
ウヒの穂木が採取され，接ぎ木苗が養成された。こ
の苗木は長野県内の 2 カ所に現地外保全林として植
栽され，現在，順調に生育している。
　しかし，Katsuki ら 8），14）による遺伝解析によっ
て，カラマツ沢の集団は遺伝的多様性が非常に低
く，ヤツガタケトウヒ全体の遺伝変異のごく一部を
保有しているにすぎないことが明らかにされた。こ
の結果を受け，南アルプスなど他の地域の集団の重
要性が認識され，新たな保全林の指定など，ヤツガ
タケトウヒ保全への取り組みは，国有林や山梨県に
よって積極的に進められつつある 15）。
　一方，シデコブシは岐阜県東濃・中濃地域，愛知

県尾張・三河・渥美地域，三重県北勢地域に分布
し，特に愛知県渥美地域，三重県北勢地域には隔離
分布集団がある。核および葉緑体 DNA の SSR 変異
を調べた結果，分布の中心にある集団では遺伝的多
様性が高く，逆に，小さな集団や，他の集団からや
や離れた集団では，遺伝的多様性が低くなる傾向が
認められた 16）。分布の中心で多様性が高いのは，局
所集団間の遺伝的な交流が保たれているためであ
り，また，小集団や隔離集団の遺伝的変異が低下す
るのは，集団サイズが減少し近隣の集団が失われた
結果，集団間で遺伝子流動が起こりにくくなってい
るためと考えられる 16），17）。
　同様の現象は，河川の河床にパッチ状に分布する
ユビソヤナギでも認められている。ユビソヤナギが
生育する 5 つの河川流域において，分断状態の異な
る 80 の局所集団について SSR8 遺伝子座の変異を
解析した結果から，遺伝的多様性は下流ほど高くな
るが，小集団や隔離した集団では遺伝的多様性が低
くなる傾向が認められた 18），19）。局所集団の分布パ
ターンに応じて，花粉や種子の移動距離や移動の方
向性などが変化すると考えられる。
3.4　集団の分断化に伴う遺伝子流動の変化と遺伝

的分化
　このように集団の配置は遺伝子流動を変化させ，
集団の遺伝的多様性や集団間の遺伝的分化に大きな
影響を与える。
　上述のユビソヤナギの遺伝解析の結果から，原生
的環境の残った集団では明瞭な遺伝構造（遺伝的に
不均一な空間分布構造）がみられたが，これは，パ
ッチ間での遺伝子流動の程度があまり大きくないた
めと考えられた。これに対して，孤立した生育地の
パッチ間では，より遠距離に花粉や種子が散布さ
れ，局所集団の配置によって遺伝的多様性や遺伝構
造が変化することが示された。また，遺伝的多様性
は下流ほど蓄積する傾向が認められたが，これは川
の流れに沿って遺伝子流動が起こっているためと考
えられた。しかし，護岸工事やダム建設等によって
隔離されたユビソヤナギの集団には頻度の低い稀な
遺伝子がしばしば存在しているため，ユビソヤナギ
の遺伝的多様性を保全するためには，隔離集団が分
布する支流を含めた流域全体を保全する必要がある
ことを，Kikuchi ら 18）は指摘している。
　一方，Setsuko ら 17）は，シデコブシ集団を対象
に，花粉と種子の両者に遺伝する核 DNA と母性遺
伝をするため種子の移動のみが反映される葉緑体
DNA の遺伝変異を解析し，種子と花粉による遺伝
子流動をそれぞれ検討した。その結果，シデコブシ
のメタ集団内の 8 つの局所集団間の遺伝的に分化し
ている程度は，核 DNA では葉緑体 DNA の半分以
下であり，種子による遺伝子流動以上に，花粉によ
る遺伝子流動が集団間の遺伝的分化を低下させてい
ることを示した。また，現在の花粉および種子の散
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布範囲を推定すると，ほとんどの花粉は集団内で流
動しているが，集団外からの花粉流動も低頻度で生
じていた。しかし，シデコブシの花粉流動は最大
420 m，平均 25 m で，集団間の距離に強く制限さ
れていた。また，集団内の遺伝的変異が半径 500 m
以内の周辺集団数が多いときに最も高くなることか
ら，シデコブシを保全するためには集団間の距離を
500 m 以上離さないこと，つまり，500 m 以上の分
断を起こすような自生地の破壊は避けるべきである
と提言している 17）。
3.5　遺伝子かく乱と保全単位の設定
　一方，希少樹種の集団の中には，しばしば飛び離
れた地域に分布しているものがある。何世代もの間
他集団との遺伝子交流が行われない集団は固有の遺
伝的多様性をもち，その地域に適応していると考え
られる。このような遺伝的に異なる集団間で人為的
に遺伝子交流が行われると，集団がそれぞれ保有す
る固有の遺伝的多様性を変化させ，遺伝子かく乱を
起こすおそれがある。これを防ぐため，希少種の保
全研究では，「保全単位」を設定することがしばし
ば行われる。保全対象として一括して管理すること
が可能な集団をグループ分けし，より効果的な保全
を行うことを目指すものであり，遺伝子の空間分布

（遺伝構造）や集団間で遺伝的に異なる程度（遺伝的
分化）を基本に推定される。
　Tani ら 20）は，小笠原諸島に分布するオガサワラ
グワについて，残存する全成木を対象にして SSR
遺伝子マーカーを用いて遺伝構造を解析し，弟島に
1 つ，父島に 2 つ，母島に 3 つの計 6 つの保全単位
を設定した。このうち，弟島と父島の各 1 つ，母島
の 2 つの計 4 つの保全単位は本来の自然集団である
が，他の 2 つの保全単位は，遺伝的に異なる集団が
混生していることから植栽集団であると考えられ
た 20），21）。
　オガサワラグワは，かつては小笠原諸島の湿性高
木林の代表的樹種であったと考えられているが，現
在は弟島，父島，母島の限られた地域にのみ生育し
ており，残存個体数は植栽も含め 170 本以下と推測
されている 21）さらに，父島や母島では近縁種である
シマグワとの交雑が頻繁に起こり，遺伝的に純粋な
個体の生成に大きな障害となっている。このような
オガサワラグワを保全するためには，人工的に増殖
した純粋種を自生地に植栽導入することも必要であ
るといわれている。そのような植栽に際し，保全単
位は，種苗の入手先や移動可能な地域を示す重要な
根拠となる。
　保全単位の設定は，東海丘陵要素植物であるハナ
ノキについても行われている。Saeki ら 22）は，長野
県下伊那地方，岐阜県東海地方および愛知県北部に
分布するハナノキ集団について，6 つの保全単位を
提唱している 22），23）。ハナノキは，愛知県の県の木
に指定され，紅葉の美しさなどからしばしば街路樹

などの緑化樹として植栽されている。しかし，現
在，ハナノキ種苗の由来について考慮されることは
ほとんどない 24）。自生地近くに遺伝的構成の異なる
地域に由来する個体が多く植栽されると，自生個体
との間で自然交配が起こることは十分に想定され
る。保全単位の設定は，街路樹など緑化用樹木種苗
についても，種苗の移動可能範囲を示す重要な役割
を果たし，今後の活用が期待される。
3.6　小集団化による花粉制限と近交弱勢
　集団の分断，孤立化による小集団化や個体密度の
低下は，他個体との花粉の交流機会を減少させる。
これは遺伝的多様性を低下させる要因となるが，よ
り直接的に影響を及ぼすのは，種子生産量の減少で
ある。さらに，両性花をもつ樹木種にとっては，自
家受粉率が高まることからも，種子生産の極端な低
下を引き起こすこととなる。
　ヤクタネゴヨウは孤立化した個体が多く，個体密
度が大きく低下している。このような自生地で採取
した種子の多くはシイナ（種皮だけ発達するが胚は
形成されず中身が空のもの）である。自然交配種子
の結実率（充実種子数／胚珠数）は 10％以下，特に，
10 m 以内に同種個体が生育していない個体では 5％
程度と低かった。一方，人工交配を行った場合は結
実率は増加し，多くが 30％以上となった 25）。マツ
類では，自家受粉によって，シイナの形成は顕著に
増えることが知られている。このため，ヤクタネゴ
ヨウの自生地では，他個体との花粉交流が制限さ
れ，自家受粉の割合が高まっていると考えられる。
このような状況下では，たとえヤクタネゴヨウから
充実した種子を得ることができても，その多くは自
殖種子である確率が高く，次世代の適応度の低下を
招くおそれがある。
　アポイカンバでも同様に自殖と花粉制限による種
子生産の低下が認められている。アポイカンバは，
アポイ岳山頂から西に延びる稜線と南の尾根に生育
しているが，現在，生育地周辺部では実生更新はほ
とんど観察されない。このような自生地では，自然
受粉の結実率は 10％程度に過ぎないが，人工交配
を行うと結実率は 60％を越えるまで増加した 26）。
　シデコブシについて，岐阜県土岐市の大集団と小
集団を対象に近交弱勢を検証した結果からは，小集
団は大集団と比べて近親交配の割合が高く，胚生存
率は 10％程度減少することが示されている 27），28）。
　このように，個体密度の低下や集団の小集団化・
分断化などによって他個体との花粉の交流機会が少
なくなり，さらに自殖や近親交配によって健全な種
子生産が低下する事例は，他にも多くの希少樹種で
認められており，次世代更新を阻害する主要な要因
の 1 つとなっている。
3.7　希少樹種の生育や更新を妨げるさまざまな問題
　人為的に移入された近縁種と自然状態で交雑が起
こり，純粋種が失われる危険に直面している希少樹
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種もある。
　上述のとおり，オガサワラグワの残存個体数は極
めて少ない上，養蚕のために戦前から移入されてい
た近縁のシマグワは，現在，父島や母島では広く野
性化している。シマグワはオガサワラグワと容易に
種間交雑することから，自然雑種の形成を通して純
粋なオガサワラグワの消滅が心配されている 29）。両
親種とその雑種の識別が可能な遺伝マーカーを用い
て成木個体の雑種性について解析した結果，雑種の
混入率は，母島で 5％，父島で 9％であった 30）。現
在のところ，成木個体の中に雑種が紛れている可能
性は深刻ではなかった。
　Tani ら 30）は，遺伝マーカーによる種の識別と実
生の葉の形態の違いとの関係を検討した結果，オガ
サワラグワの苗は 1 年経っても欠刻が生じることな
く，すべての葉がハート型のままである一方，雑種
の葉にはオガサワラグワには見られない激しい欠刻
が出現することを明らかにした 30）。これにより，自
然交配したオガサワラグワの実生集団から，葉の形
態を見るだけで，現地で直接，雑種を容易に取り除
くことが可能となった。しかし，野生化したシマグ
ワを完全に除去するのは不可能な状況であり，純粋
種の持続的な確保は非常に困難であることに変わり
はない 29）。
　他にも，人為的に導入されたニセアカシアが野生
化し，ケショウヤナギの自生地に侵入したり 31），自
生地の乾燥化により，ヤチカンバの自生地にはオオ
イタドリが 32），エゾノウワミズザクラの自生地に
は，ササ類，オオハンゴウソウ・セイタカアワダチ
ソウなど外来の高茎草本が侵入するなど 13），いずれ
も，移入種や自生地の環境悪化に伴う競合種の侵入
が，希少樹種の存続に深刻な影響を与えている。
　更新サイトにおける環境の悪化も更新不良を引き
起こす大きな要因である。自生地周辺での造林木や
移入樹種の成長，周辺林分の管理放棄による林分の

うっ閉など，更新サイトの環境悪化によって，成木
の周囲や自生地内に実生や若い稚樹が観察されない
事例は，さまざまな樹種で報告されている 15），21），33），34）。
また，氾濫原を更新サイトとする河畔林構成種にと
っては，河川の護岸工事は更新サイトを直接消失さ
せる原因となっている 35）。さらに，農地転用などの
土地開発による乾燥化で生育環境が悪化する事例
は，湿地性の希少樹種で指摘されている 13）。また，
個体数の限られた希少樹種がさらに病虫害や野生動
物による食害によって致命的な打撃を受ける場合も
決して少なくない。亜高山帯に遺存的に分布するト
ウヒ類は，シカの分布拡大に伴って成木や実生・稚
樹が食害を受けている 15）。また，マツ材線虫病によ
る被害 36）や，移入され野生化したヤギによる食害 21）

など，地域の個体群の存続を脅かすに至る場合もあ
る。

4．絶滅への悪循環

　これまでの保全研究の結果から，現在，希少樹種
の多くが，長期的には自然遷移の影響を受けている
ものの，現在の希少樹種の生育地や次世代の実生が
更新するサイトがさらに縮小したり，更新不良や生
育不良をもたらすさまざまな要因によって衰退して
いることが認められた。その現状をまとめると，絶
滅に向かう悪循環の中にある希少樹種の姿が見えて
くる（図 3）。
　すなわち，さまざまな開発によって自生地が縮小
し，現生個体数が減少する。次に，親木となる現生
個体数が減少すると，受粉条件が悪化して種子生産
が低下し，近親交配によって生存率や繁殖能力の低
い子孫が生まれる。また，遺伝的多様性が低下す
る。実生や稚樹の定着に特有の生育環境が必要な場
合は，森林管理放棄などによって更新サイトが減少
する。さらに，競合種の侵入による衰退や病虫獣害

図 3　絶滅への悪循環．
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による被害も加わり，生育不良をもたらす。このよ
うにして，絶滅に向かう悪循環が始まるといえる。
　希少樹種を保全するためには，それぞれの地域集
団における衰退要因を明らかにし，絶滅に向かう悪
循環の流れを断ち切る必要がある。遺伝的多様性が
保全されるような集団の大きさや配置，さらには遺
伝子交流の程度などを明らかにし，健全な次世代の
形成を保障するとともに，それぞれの樹種の衰退要
因や生活史特性などに応じて総合的な対策をとるこ
とが求められている。
　ここで紹介したように，現在，希少樹種保全研究
のさまざまな場面において，分子生態学的解析は欠
かせない手段となっている。
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