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はじめに
　最近はほとんどの人が一度は海外旅行に出かけ、
その目的地が熱帯である事も多いだろう。その時に
街角に生えている植物や可能ならば植物園を訪れる
と、日本では見かけない形をした植物に出会うこと
ができる。またテレビのニュース等でも熱帯は生物
の多様性が高いという話題を聞くことも多い。私自
身は1979年に鹿児島大学に職を得てから、1982年に
インドネシアのクラカタウ諸島の調査に参加したの
が初めての海外旅行であった。それ以来インドネシ
アを中心として東南アジアの国を88回訪れ、延６年
余り滞在して、図１に示す地点で調査をしてきた。
海外調査には許可をもらうための煩雑な手続き、劣
悪な環境などきついことも多いが、今まで出会った
ことのない熱帯の植物と巡り合うとそこにたどり着
くまでの苦労を忘れさせてくれた。そのような植物
の多様性について、次の章に分けて紹介しよう。
１．形の多様性：熱帯が身近になりつつあるとはい
え、日本と共通する種数はわずかであり、熱帯植物
になじみがない人が多いだろうから、まずは熱帯の
植物に特徴的な形について説明する。
２．種の多さ：多様性は種の豊富さによってまずは
表されるが、熱帯林の植物の種数を紹介し、その意
味を考える。
３．科内の多様性：熱帯を代表する樹木であるフタ
バガキ科は風散布の果実をつけるがその果実の多様
性について、その進化した意義を考える。同様に風
散布種子を作りながら動物散布にも進化したアオギ
リ科について次に説明し、最後に熱帯に多いヤシ科
のロタン（ラタン、籐）の生活方法の多様性を考える。

４．材の比重の多様性：形と種数だけでなく機能の
多様性を考えるために、最後の章では材の比重につ
いて考察する。
　なお文献を詳細には紹介しないが、熱帯の生態学
全般についてはRichards、（植松眞一･吉良竜夫　訳）

（1978）や、Turner（2001）、植物分類はLaFrankie
（2010）などが参考になる。

１．形の多様性
　熱帯には植物の種数が多いうえに、日本にまで分
布している種類はごくわずかであり、科レベルでも
日本にない植物は、日本の植物についてある程度の
知識を持っておられる方でも、名前を聞いただけで
は植物か想像もできない場合が多い。しかし熱帯に
は熱帯らしい形をした植物が存在している。たとえ
ばヤシ類は独特な形をしていて、ヤシを見ると日本
国内でも南国のイメージが出てくるが、熱帯には日
本国内よりはるかに多いヤシ科植物が分布してい
る。そのほかにも以下に述べるような形の植物は、
熱帯に分布する様々な科の植物に見られ、熱帯の景
観を作り出す要素になっている。

1-1．板根
　日本でも奄美大島など亜熱帯地域では少し見られ
るが、熱帯の樹木によくみられる根の形として、根
の一部が板状に盛り上がり、地上に出てきた板根と
いうものがある（図２）。大きな板根では高さ10m
ほどにも達する。なお板根も地中では普通の根のよ
うに断面が丸く細かく分かれている（図３）。私の
熱帯にでかける主目的は植物生態の調査であり、樹
木の種類と大きさを調べる。樹木の大きさは、一般
的に胸の高さ（1.3m）での幹の周囲長を測り、断
面が円形と仮定して換算された直径で表される。た
だ板根が発達した樹木では板根を含めて幹の周囲を
測ると、直径が過大に推定されるので板根の上で測
るという約束になっている。そのために巨大な板根
を持つ樹木の場合には、梯子を作ったりして測るこ
とになり労力がかかる。熱帯でもアジア、アフリカ、
南米ではそこに生育する樹木には系統が大きく異な
るものが多いが、それらにも板根は見られるので、
特定の系統の植物群だけが板根を持つのではない。
また同じ科同じ属の中に、板根を作る種と作らない
種があることも珍しくない。図１．インドネシア･マレーシアの地図。赤い点は調査地

アジア熱帯植物の多様性
鈴木英治（鹿児島大学大学院理工学研究科）
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　板根についての疑問は、主に二つに分けられるだ
ろう。板根は何の役に立っているのか？なぜ熱帯に
はあっても温帯や寒帯にはないのか？板根の役割に
ついては、その形からして幹が倒れないようにする
支持組織であるという事がよく言われている。英語
で板根はbuttress rootと呼ぶが、buttressは建築物
の控え壁（大きい壁が倒れないようにそれと直行す
る方向に出ている壁）を指し、この文字を板根に当
てた人は、幹を支えることに注目したのだろう。板
根は一般的に巨大な木に多く小さな木に少ないこと
も、板根が支持組織として役立っていることを想像
させる。ただし、卓越風や樹冠の方向と板根の発達
する方向には、若干の相関があるとする研究もあれ
ば、相関がはっきりしないという研究もある。また

板根を持たずに巨大になる樹種も珍しくはないの
で、板根は幹が倒れないように支える一つの方法だ
が、すべてではない。板根の存在する理由として支
持の役割が重要ならば、より強い風が吹き熱帯以上
に高くなる木もある高緯度地帯に板根を持つ木が見
られないことも説明しにくい。
　板根をもつ種類は湿った土壌に比較的多いことも
あり、過湿地のマングローブの気根と同じように、
空中に出ている部分の表面から酸素を取り入れる役
割を果たしているという説もあるが実証的な研究は
ない。板根が熱帯亜熱帯に限られ寒い地域には存在
しないことは明瞭な事実であり、熱帯では頻繁にみ
られるので何かしら適応的な価値がありそうであ
り、目立つ特徴なので多くの人が調べているが、明
確な答えが出ていない問題である。

1-2．気根
　茎は空中、根は地中にあるものという温帯での常
識に反するものが、熱帯に多い気根である。板根も
気根の一種ともいえる。マングローブなど湿地に多
い気根は内部に隙間が多く、水で満たされ酸素不足
になっている地中の根に酸素の供給する役割を果た
している。熱帯には着生植物も多い。着生植物の根
元は空中にあるので気根を発生させることとなり、
熱帯に気根が多い別の要因になる。気根にもいくつ
かのタイプがあり、図４に示したマングローブ林の
中には、アーチ形に伸びる Rhizophora（ヤエヤマヒ
ルギ属）の気根、槍の穂先のように地面から突き
出ている Sonneratia（マヤプシギ属）などの気根の
他、写真には示さないが膝を曲げた様な形になる
Bruguiera（オヒルギ属）の気根などがある。また
ツル植物では、図５のように、気根をすだれのよう
に下げる種類もある。

図２�．板根の例。東カリマンタン･ベラウの
Koompassia�excelsa（マメ科）

図４�．Rhizohora とSonneratia の気根。ウジュンク
ロン国立公園 ･パナイタン島

図３�．地中の板根。クラカタウ島の砂浜に生育していた
Terminalia�catappa（モモタマナ）の板根が、嵐
で砂が流されて地下部が露出した状態



No.41 OCTOBER 2017 THE KAGOSHIMA UNIVERSITY MUSEUM NEWS LETTER

4

1-3．絞め殺し植物
　着生植物には草本の小さな植物も多いが、樹木で
もほかの植物に着生することから生活を始める種類
があり、それが成長につれて宿主の枯死を引き起こ
すほど大きくなり、宿主が枯死した後は気根で自立
して生き続ける（図６）種類もあり、気根が宿主に
絡みつき絞め殺しているようにも見えるので絞め殺
し植物（Strangler）と呼ばれる。クワ科のイチジ
ク属に多い。日本でも亜熱帯域に主に分布するアコ

ウやガジュマルもイチジク属であり、絞め殺しの仲
間に入る。ほかに屋久島などに分布するヤマグルマ
も絞め殺し植物になるが、ほかには暖温帯から冷温
帯に分布する絞め殺し植物は存在しない。

1-4．幹生花
　桜が咲く状態を思い浮かべればわかることだが、
温帯の樹木の花は、昨年か今年伸びた細い枝にしか
花はつかない。ところが熱帯の樹木には幹や太い枝
に直接花序ができて花が咲く種類がある。このよ
うなタイプの花を幹生花とよび、熱帯樹木の様々
な系統に見られ、同じ属に枝先に開花する種と幹
生花をつける種が存在することは珍しくない。図
７はセンダン科の Dysoxylum parasiticum（Osbeck）  
Kostermans という植物であるが、18世紀に幹生花
をよく知らなかった研究者が、この花の標本を見て
寄生植物と誤解して parasiticum（寄生の）という
種小名は付けてしまった。
　なぜ幹生花をつけるのかについても、明確な説
明はなされていない。クワ科のパンノキの仲間で 
Artocarpus heterophyllus（ジャックフルーツ）のよう
に重さ数kgになる巨大な果実をつける樹木の場合
には、細い枝先に実をつけると枝が折れてしまうと
いう問題が考えられる。しかし巨大な果実をつける
樹種は幹生花にも少なく、それが主な理由とは考え
られない。幹生花をつける樹木は、板根をつける樹
木と異なり、比較的小型の樹木が多い。花は昆虫な
どの花粉媒介瀬動物の働きで受粉し結実できるが、
林の最上層に枝を伸ばす樹木では、花を枝の先端に
つければよく目立ち媒介動物がやってきてくれる。
一方、下層に位置する小型の樹木では、枝の先端部
は上層木の葉群の下に接していることが多く目立ち

図５．すだれのように垂れ下がる気根。ボゴール植物園

図６�．絞め殺し植物。イチジク（Ficus)属の樹木。
ジャワ島パンガンダラン

図７�．幹生花（cauliflory）の例。Dysoxylum�parasiticum。
ボゴール植物園
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にくい位置にある。
かえって地面に近い
幹の方が、葉が少な
く媒介動物に発見さ
れやすい。そのため
幹生花をつけるので
はないかという説が
ある。

1-5．アリ植物
　実は上に述べたタ
イプの樹木は日本国
内でもわずかではあ
るが奄美大島などで
見ることができる。
しかし、これから述

べる巣を提供してアリと共生する植物は日本に存在
しない。もちろんアリと何らかの共生関係にある植
物は、種子散布を助けてもらうアリ散布植物、葉の
上に蜜腺を配置しそれをなめに来るアリに葉の食害
昆虫を排除してもらうアカメガシワの様な植物が存
在する。熱帯には、日本でみられるタイプのアリと
共生関係にある植物も存在するが、さらに進んだ共
生関係にある植物が生育している。図８はその一例
で、アリノスダマと呼ばれるアカネ科の着生植物で
ある。茎の基部が肥大して中がアリの巣になってい
る。アリノスダマが外敵によって傷つけられようと
するとアリは外敵を攻撃する。そのような防御だけ
でなく、アリは餌として様々なものを巣の中に運び
込み、排せつ物を出す。樹上という貧栄養環境で着
生生活をしているアリノスダマにとっては、アリの
排泄物や食べ残しが貴重な肥料源になっている。他
に先駆種として多数の種を持つトウダイグサ科のオ
オバギ（Macaranga）属が存在しているが、その一
部の種類は茎の髄の部分が中空となりアリの巣に利
用されている。後で述べるロタンの Korthalsia 属で
は、葉の基部に相当する葉鞘と茎の隙間がアリの巣
になっているグループがあり、アリが共生している。
ロタン類はトゲで自分自身を防御しているがさらに
アリも攻撃されると噛みついてくるので、アリが共
生するロタンの採集には苦労をさせられる。

２．種の多さ
　生物の種数は、まだ研究が不十分で未発見種が存
在することに加えて、種の定義が研究者によって異
なるために正確にはわからないが、記載されている
種数は Christenhusz & Byng （2016）によれば、被

子植物295,383種、裸子植物1,079種、シダ植物11,850
種になる。そして維管束植物の多くが熱帯に生育し
ており、地球の生物多様性を考える時にもっとも重
要な地域となる。マレーシア地域には約３万種が存
在していると言われているが、ここではインドネシ
アを中心に被子植物の種数の多さを考える。なおこ
こでマレーシア地域と呼ぶ地域は英語ではMalesia
と書かれ、マレー半島からブルネイ、インドネシア、
フィリピン、ニューギニアを含む生物地理学的地域
を指しており、Malaysiaと書かれるマレー半島とボ
ルネオ島の一部からなる国のマレーシアのことでは
ない。

2-1．1ha plot の樹木種数
　生物の種数あるいは多様性を考える時、どれくら
い面積で調べるかということが問題になる。人口密
度が100人/km2であれば、２km2の土地には200人、
３km2の土地には300人存在する。しかし、種数密
度が100種/km2とした場合、１km2の土地二つを合
わせた２km2の土地には２ヶ所に共通して出現する
種があるのが普通だから、200種以下の種しか存在
しない。つまり生物の種数は面積に比例して直線的
には増加をしないので、異なる面積間で種数を比較
することは難しい。そこで図９には、私自身と共同
研究者が１ha（100m×100m）の調査区を設定し、
そこに存在する胸高直径4.8cm以上の樹木の種数を
調査した結果を示す。このような比較的狭い範囲で
比較的均一な範囲における種の多様性をα多様性と
呼ぶ。
　ボルネオの低地林で種数が多く200種以上あるこ
とが普通であり、最高記録は1406個体の調査区に
316種が存在した西カリマンタン･スリンブであっ
た。ただし熱帯でも山地に登れば種数は減少し、ま
た低地でも土壌が過湿な湿地林になると、そこに生

図８�．アリ植物のアリノスダマ。
着生植物で茎の基部長さ約
20cm が膨れてアリの巣に
なっている。西カリマンタン
　スリンブ

図９．１ha調査区の樹木種数（DBH4.8cm以上の樹木）
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育できる種は限られるので種数が減る。また人間の
攪乱を受けた後の二次林も種数は少ない。一方鹿児
島県の照葉樹林では50種程度、奄美大島の亜熱帯林
でも70種ほどしか存在しない。熱帯林の種数は、日
本国内で最も多様性が高い森林よりも、湿地林や二
次林でも多く、環境条件がよく攪乱を受けていない
森林では数倍に達することがわかる。

2-2．優占種と希少種
　一口に316種といってもその中はどのようになっ
ているのであろうか。図10には、個体数別の種類数
を示す。横軸が個体数であり、１haの調査区に1個
体しか出現しなかった種類数が左端に107種と示さ
れ、２個体出現した種類数は64種であるという事が
わかる。すなわち316種のうち約1/3は、１haに１
本しか存在しない。逆に一番個体数が多い種は48個
体存在した。本数ではなく、優占度を示しやすい胸
高断面積合計で同じ様な図を作っても、大部分の種
は僅かな断面積しか持たず少数の種が大きな断面積
を持っていた。熱帯林でも、ある程度は優占する種
が存在する。ここではこのように少数の種が優占し、
多くの種は稀にしか出現しない現象は、ほかの森林
でも一般的である。自然界は共産主義社会というよ
りも資本主義的な社会とも見ることができよう。１
haに１本ほどしかなく、それも幼木を含むので開
花する個体はさらに低密度でしか存在しない種がど
のように繁殖し生存し続けるのか、いまだに解けな
い疑問である。
　もう一つの疑問としては、このように種数が多い
と同属の近縁種が１haの中に多数存在することにな
る。たとえばボルネオで優占するフタバガキ科のサ

ラノキ（Shorea）属は、１haに10種以上存在するこ
とは時にはあり、316種が存在した上の調査地では
約12種が Shorea であった。従来の温帯で発達した
生態学の考え方では近縁で生態的地位が似通った種
類は、地域や微環境によって住み分けて共存すると
説明してきたが、10種以上も存在すると、１haの環
境にそれだけの異なる微環境があるのか疑問になる。

2-3．地域の植物種数
　１ha程度の面積の樹木種数を熱帯雨林と日本国
内の森林で比較すると、熱帯雨林の方が数倍の種数
を持つことが分かった。つまり小面積で比較的均一
な環境内の多様性を示すα多様性は、熱帯林が明ら
かに高い。さらに広い面積、また草本を含んだ種数
で比較するとどのようになるだろうか。α多様性に
対してより広い面積の多様性をβ多様性やγ多様性
と呼ぶが、α多様性が低くても広い面積を対象とし
た場合には、その中に異質な環境を含むとβ多様性
やγ多様性が大きくなる。
　熱帯地域では地域の植物相研究はまだ遅れている
が、その中でも進んでいる地域としてブルネイがあ
る。ブルネイは産油国なので経済的に豊かであり、
森林がよく残っており、植物相の研究も進んでいる。
表１にCoode et al.（eds.）（1996）と初島住彦（1986）
のデータをもとに、ブルネイと鹿児島県の植物の種
数を示す。ブルネイの最高峰は1850mあり鹿児島県
の最高峰である屋久島の宮ノ浦岳の1935ｍに近い。
ブルネイの面積は鹿児島県の0.63倍だが、種数は1.37
倍である。植物の本数は面積が増えれば基本的に面
積に比例して増えるが、種数は共通出現種があるた
めに面積に比例した種数以下にしかならない。した
がってブルネイの面積を鹿児島県と等しくしても、
そこにある種数は鹿児島県の種数の2.2倍（3,567種
/0.63/2,598種）以下にしかならならず、実際には２
倍以下であろう。

　ブルネイと鹿児島県の植物種数の比較結果は、１
haの樹木種数に数倍の違いがあったことと矛盾し
ているように思われる。そこでさらに広い面積の比
較として、ジャワ島の自生植物種数と日本全体の自
生植物種数を比較したものが表２である。ジャワ島

図10�．熱帯林の１ha調査区内の樹木の個体数と種数の関係。西
カリマンタンスリンブの例

　　�　破線は個体数―種数関係が対数級数則に当てはまると仮
定した時の近似曲線。

表１．鹿児島県とブルネイの種数の比較

鹿児島県 Brunei   比

面積（km2） 9,188 5,765 0.63

裸子植物 19 31 1.63

被子植物 2,579 3,536 1.37

合計 2,598 3,567 1.37
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の植物相も比較的研究が進んでいるので、ジャワ島
ではFlora of Java （Backer & Bakhuizen 1965）が
出版されインドネシアでは最も植物相の研究が進ん
でいる。ただし1965年発行と古いデータなので、日
本の植物種数の最近の推定値は7000 ～ 8000種程度
だが、ここではジャワのデータの年代に近い1987年
の環境省の目録の数値を使った。ジャワ島の種数は
日本全体の種数の0.83倍で、ジャワ島の面積は日本
の面積の0.35倍になる。ブルネイの場合と同じよう
に、ジャワ島の種数が面積に比例して増えると仮定
して、ジャワ島の面積を日本の面積にした場合の種
数は日本の種数の2.36倍になる。これもブルネイの
推定と同じく過大推定なので、実際のところは２倍
前後であろう。

2-4．小域多様性と広域多様性の不一致の理由
　上の二つの例でみると、熱帯と日本を比較すると、
小面積の樹木種数では３～４倍熱帯が多いのに対し
て、地域の植物種数では２倍程度の差しかないよう
に見える。その理由を考察してみる。

　1）研究の歴史
　日本国内で高等植物の新種を見つけることは非常
に困難になっているがそれだけ日本では植物相の研
究が進んでおり、ほぼすべての植物が網羅されてい
る。一方熱帯ではまだ新種の発見もありまだ研究が
十分ではない。小面積の樹木種数の場合には未同定
種も種数に数えられているので、研究の遅れが種数

に影響していないが、地域の種数の場合には、ブル
ネイとジャワ島という比較的研究が進んでいる地域
でも、今後の種数の増加が予想される。このことが
結果にある程度は影響しているだろう。

　2）緯度－気温
　熱帯域で以外と地域の種数が多くない要因として
考えられることは、緯度と年平均気温の関係が熱帯
と日本のような温帯では異なることも挙げられよ
う。日本では九州は暖かく北海道は寒い。結果とし
て九州と北海道では植物相が大きく異なる。一方熱
帯では九州と北海道ほど緯度が異なる地域間でも温
度環境はほぼ同じである（図11）。結果として同じ
種類が熱帯の南部と北部に生存できることになり、
小面積で種数が多い地域であっても、大面積に拡大
したときに共通種が多くなり、種数はあまり増えな
いことになる。すなわち熱帯は、植物にとって好都
合な環境なので、多くの種が存在できる場ではある
が、類似の環境が温帯よりも広く広がっていること
は広い地域の種数の増加には負の影響があるだろう。
　物理的な環境として地形の複雑さの問題もある。
標高ではジャワ島にも3000mを越す山があるが日本
ほど多数の島はないので、日本の方が複雑な地形を
持ち異なる環境が存在し、日本の種数を増やす一因
になっていると想像されるが、定量的に示すことは
難しい。

　3）木本－草本
　先に紹介した１haの調査区内の植物種数は森林
の調査でもあり、木本に限っていた。一方地域の植
物種数は草本を含む。木本と草本の比率が熱帯と温
帯で異なれば、それが影響していることも考えられ
る。図12 ～ 14は鹿児島県とブルネイで、種数が多
い代表的な科について科内の草本と木本の種数を、

図11．緯度別の平均気温。吉良（1976）25頁より作図
図12�．鹿児島県とブルネイに分布する木本のみか木本と草本を
含む科の種数。木本には木質のツル植物を含む。

表２.�日本全体とジャワ島の自生植物種数

日本  ジャワ島 比

面積（km2） 377,800 132,186 0.35

シダ植物 761 497 0.66

裸子植物 42 9 0.21

被子植物 4,762 4,092 0.86

合計 5,565 4,598 0.83
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Coode et al. （1996）と初島住彦（1986）のデータ
をもとに比較した。図12は両地域に分布し、木本の
みか木本と草本を含む科について示す。木本しかな
いウルシ科、ブナ科、クスノキ科ではすべてブルネ
イの方で種数が多い。ブナ科は北半球の暖温帯冷温
帯の森林で最も優占し鹿児島県の照葉樹林で重要で
あるのに対して熱帯林ではあまり重要な科とは言え
ないが、それでもブルネイの方が多い。ブナ科は世
界に約600種存在し、日本には22種分布するが、マ
レーシア地域に170種が存在する。草本と木本の両
方があるアカネ科とトウダイグサ科でも木本の種数
ではブルネイが数倍多い。草本では、トウダイグサ
科で鹿児島が多く、アカネ科はブルネイの方が多い
がその差はわずかである。図13には木本しかなく種
数が多い４つの科を示す。フトモモ科は３種だけ鹿
児島県に分布するが、ブルネイには76種もある。熱
帯を代表するフタバガキ科は日本には分布せず、ブ
ルネイには195種存在する。他のバンレイシ科とニ
クズク科も熱帯林に多い科で、日本には分布しない。
図14は草本しかない科を示す。草本の科でも森林内
によく生育する種が多い科と、草原によく生育する
種が多い科では傾向が違う。森林生の種が多いラン
科、ショウガ科およびサトイモ科ではブルネイに多
くの種類が分布し、草原に多いキク科、カヤツリグ
サ科およびイネ科では逆になった。低温や乾燥した

環境に草原はできやすいので、草原を好む種を含む
科が日本で多くの種を持つということは、当然と言
えば当然な帰結である。
　熱帯では小面積の調査区における樹木種数が多い
ほどには地域の植物種数が多くない理由を考えてき
たが、結論としては、熱帯の植物相の研究がまだ十
分には進んでいない、緯度による温度変化が小さい
熱帯では地域間の植物相の分化が起きにくい、熱帯
は樹木の種類が多く温帯では草本の種類が多いため
に、森林の樹木種数調査では熱帯が多くなりやすい
ことが総合して、一見矛盾して見える現象を引き起
こしているのだろう。

３.　科内の多様性
　次にいくつかの科について、その中の多様性につ
いて考えてみよう。アジア熱帯林を代表する科のフ
タバガキ科（Dipterocarpaceae）から始めよう。

3-1．フタバガキ科
　1）フタバガキ科の進化史
　この科は高木になる種類が多く、東南アジアの熱
帯雨林で最も優占する科であり、材質もよく林業上
も最も重要なグループである。日本でラワン材の名
称で売買されている材がフタバガキ科の木材で、第
二次世界大戦後熱帯から木材を輸入するようになっ
た当初に大量に輸入した国がフィリピンであり、同
国でフタバガキ科をラワンと呼んでいることに由来
する名前である。フタバガキ科がもっとも多いマ
レーシアやインドネシアではメランティと呼ばれ
ることが多い。フタバガキ科で最も種数も量も多
い属は Shorea 属であるが、日本語ではサラノキ属
と呼ばれる。これは Shorea 属の１種である Shorea 

robusta が北インドやネパールに分布し現地でサル
またはサラと呼ばれることに由来する。漢字で書く
と沙羅になり、仏陀が沙羅の木が２本並んだところ
で入滅したことから沙羅双樹とも呼ばれる。日本で
植えられている沙羅双樹はツバキ科のナツツバキで
あるが、本来はフタバガキ科の樹木である。なおネ
パールのフタバガキ科分布範囲は沖縄よりも高緯度
になり、かなりの山地まで分布しているので、日本
にフタバガキ科が分布していない理由は温度の制約
ではなく、島まで果実が到達できなかったという地
史的な理由であろう。フタバガキ科は人々の生活に
も関係が深く経済的にも重要な科であるから、熱帯
の樹木の中でも最も研究も進んでいる科の一つであ
る。Ashton（1982）はマレーシア地域のフタバガ
キ科を10属386種類にまとめた。

図14．鹿児島県とブルネイに分布する草本の科の種数。

図13�．鹿児島には分布しないかごく少ないがブルネイに多い木
本だけの科の種数。
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　世界的にみるとフタバガキ科は南米にパカライマ
エア亜科（１種）、アフリカにモノーテス亜科（36
種）、そしてアジアにフタバガキ亜科（13属470種）
が分布する。フタバガキ亜科以外は低木であり、そ
の地域の優占種になることもない。最近の分子系統
解析ではフタバガキ科は単系統であり、マダガスカ
ル固有のサルコラエナ科（Sarcolaenaceae）の姉妹
群とされている（上谷　2007）。アオイ目に属し日
本に分布する科ではシナノキ科が近い。フタバガキ
科の中ではモノーテス亜科が分子系統の基部に位置
し、フタバガキ亜科はアフリカからインドを経て東
南アジアにやってきたと推定されている。つまり
もっとも繁栄している東南アジアが科の起源地では
ない。アフリカ沖のセイシェル諸島には１属１種が
存在し、スリランカに７属43種が分布する。その内
２属は東南アジアに分布せず、系統的にも原始的な
ものと考えられている。フタバガキ亜科内部におけ
る属レベル以下の区分については、従来の形態に基
づく区分と分子系統による区分は、異なる部分もあ
るが、ほぼ一致しているとされている。
　先祖であるアフリカや南米のフタバガキ科は種数
が少なく、地域の優占種になることもないが、東南
アジアではもっとも優占したグループとなった理由
として考えられていることには２つある。第一に
は、アフリカと南米の亜科では材に樹脂道がないが
アジアのフタバガキ亜科の材には存在することがあ
げられる。樹脂道とは松脂を出す組織だが、材がキ
クイムシなどに侵されようとするときに樹脂を出し
て幹を保護する役割を持つ。樹脂をたくさん出す 
Shorea javanica などの種類では、樹脂を採るために
栽培されているものもあり、生成された樹脂はワニ
スなどの原料になる。松脂と呼ばれるように針葉樹
は基本的に樹脂を出す性質があるが、広葉樹には少

ない。針葉樹にはスギなど長寿で巨大になる種類が
多いが、その一因に樹脂を持っていることがあげら
れる。広葉樹でも蒲生の大楠など巨大になるクスノ
キには樹脂がある。フタバガキ科が巨大な樹木とな
るようになったことには樹脂道の獲得が一つの要因
として考えられている。第二にはフタバガキ亜科が
外生菌根菌と共生するようになったことである。広
葉樹には菌根を持つ種類が少ないがフタバガキ亜科
は共生関係にあり、貧栄養な土地などで生存に有利
である。

　2）果実の多様性
　「二つの羽根がある柿」という名前からしてフタ
バガキ科には羽根の生えた風によって散布される果
実を持つ種類が多い。この羽根は花のガクが果実に
なった時に発達してできたものである。ガク片はす
べてのフタバガキ科で５枚あるが、果実になった時
に羽として機能するほど大きくなる枚数は属や種に
よって異なっており、良い区別点にもなる。また果
実の大きさもさまざまである（図15）。フタバガキ

（Dipterocarpus）属は基本的に名前のように５枚の
ガクの２枚が大きく伸び、ガクの基部は癒合して筒
状になり果実を包む。Hopea属もガクの２枚が伸び
るが、基部は筒を作らない。最も種数が多いShorea

属は5枚のガクすべてが羽になるが、３枚が長く伸
び、２枚は短い。Dryobalanopsでは５枚の羽がほぼ
均等に長くなる。
　しかし、フタバガキ科の植物には、羽根が発達
しない果実をつける種類も多い。図16にShorea属と
それとよく似た形の実をつけるParashorea属の果実
と長い羽根の長さの関係を示す（Suzuki & Ashton 

図15�．西カリマンタンスリンブで採集したフタバガキ科とウル
シ科の果実。■Vatica、●Dipterocarpus、▲Hopea、
◆Dryobalanops 、×Par ishia（ウルシ科）、無記号
Shorea。 図16．Shorea�とParashoreaの羽根と実の長さ
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1996）。なお使用したデータは、Ashton （1982）な
どで発表されている実のサイズである。二つの関係
は大きく散らばっているが、２つのグループに分か
れているように見える。１つのグループは羽根の長
さが果実長の数倍になり、このグループ内では果実
長に比例して羽根が長くなっているように見える。
もう一つは羽根の長さが果実長より短いグループ
で、このグループ内でも羽根としては役に立たない
ガクの長さが果実長に比例しているようだ。Shorea

属には高さ50m程度にまでなり林冠の第一層を構成
する林冠性樹種、それよりさらに上まで伸びる突出
木、林冠まで到達しない低木性の種類もある。突出
木はほとんどが長い羽根を持ち、低木性樹種は短い
羽根を持っていた。
　図17は羽根長：果実長の比の頻度分布をフタバガ
キ科について示したものである。比が６倍前後と0.5
倍前後の２ヶ所にピークがある頻度分布になった。
この結果は、伸びたガクが羽根になり風による散布
の機能を果たすのであれば果実長の６倍くらいない
とあまり意味がなく、機能を果たさないのであれば、
花から果実になる過程でガクが伸びる必要がないの
で、比が0.5倍程度のグループとなると考えられる。

つまり、フタバガキ科は風散布を行うグループと重
力散布を行うグループがあると考えられる。
　日本で風散布果実を作る代表的な樹木にカエデ
類がある。フタバガキの様な多様性はないがカエ
デ（Acer）属だけで28種が知られており、日本の樹
木の中では種数が最も多い部類である。そのカエ
デ属の佐竹他編（1989）に記述されている実の長さ
と、Shorea 属の羽根の長さの頻度分布を図18に示
す。カエデ属28種の実の長さは平均2.3cm、標準偏
差0.67cm、最小1.5cm、最大4.5cmであったのに対し
て、Shorea 属128種では平均10.5cm標準偏差4.59cm、
最小2.0cm、最大29.5cmであった。同じ風散布といっ
てもカエデ属では３倍しかないが、Shorea属では
14.8倍もある。熱帯樹木の多様性の一端が表れている。
　そのように風散布と重力散布の樹種にはどのよう
な特徴があるのだろうか。長さと幅から推定した羽
根面積と果実の体積の比率から風散布型と重力散布
型に分けると、解析したフタバガキ科の種類の74％
が風散布型となり、フタバガキ科は基本的に風散布
型であることが分かった。属ごとに風散布型の比率
を計算してみると、突出木が多い属に風散布が多い
傾向があった（表３）。熱帯には台風がやってくる
ことはなく、強風は稀である。さらに林内では風速
が弱まるし、落下距離も短いので、下層で生育して
いる樹木にとっては風による種子散布はあまり意味
がないだろう。結果的に高木層の樹木ほど風散布が
多くなるのであろう。またフタバガキ科の中には川
岸に生育する樹種もある。このような種類では落
下した後川の流れで運ばれることも期待できる。
Vatica 属に川岸に生育する種類が多いが、この属に

図1８．Shorea属と日本のカエデ属の果実サイズの比較

図17．フタバガキ科における実長と羽根長さの比の頻度分布

表３�．フタバガキ科の散布方法と森林の階層構造での位置との
関係

属 調査
種数

風散布
率 （%）

階層での位置（%） 立地 （%）
川岸下層 林冠 突出

 Shorea 167 77 1 28 71 3
 Hopea 77 75 16 79 6 7
 Dipterocarpus 55 95 11 89 4
 Vatica 51 53 18 82 13
 Parashorea 10 60 13 88 13
 Stemonoporus 10 50 50
 Anisoptera 9 100 13 88
 Dryobalanops 7 86 29 71
 Cotylelobium 5 80 100
 Upuna 1 100 100
 Vateria 1 100
 Neobalanocarpus 1 100
　　Total 394 74 7 43 50 4.8
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風散布が比較的少ないことの一因になっているかも
しれない。
　また図16で果実と羽根の長さの関係は両対数グラ
フの上で傾きが１になっていた。これは大きな実と
小さな実が、基本的に相似形をしていることを示し
ている。羽根の面積は長さの２乗で増え、実の体
積（重量）は長さの３乗で増えるので、相似形では
大きな実ほど羽根の単位面積当たりにかかる重さが
大きくなり、遠くまで飛ばすことが難しくなってし
まう。サラノキ属の中でテンカワンと呼ばれる数
種は大きな果実をつけ、その中に含まれる油脂は
食用としても利用されている。図15の写真で中央
に写っている実の部分が一番大きな種類が Shorea 

macrophylla と呼ばれるテンカワンの一種である。
フタバガキ科は数年に１度しか結実しないがその時
には図19のように村人が果実を集めて、町からやっ
てくる仲買人に売る。テンカワンの油脂は食用にな
り、30度前後では固体状態、体温前後で解け始める
ので、口紅やチョコレートの材料の一つとして使う
事ができ日本などにも輸出されている。テンカワン
の仲間は高木になるが、これほど大きな果実を十分
な距離風で飛ばす羽根を作ることは難しく、羽根は
写真のように短くなっている。つまり何らかの適応
的理由で果実が大きくなった場合には、高木であっ
ても風散布型の果実をやめて、重力散布になること
があるのだろう。

3-2．アオギリ科
　フタバガキ科の果実の分化と同じようなことが、
アオギリ科でも見られる。この科は主に木本性の種
からなり、世界に68属1100種存在すると言われてい
る。主に熱帯･亜熱帯に産し、日本には木本が４属
４種、草本が１属１種しかない。なお最近のAPG
系統分類ではアオギリ科はすべて、アオイ科に含ま

れるようになった。東南アジアの熱帯には17属約70
種が存在すると言われている。

　1）風散布から海流散布へ
　アオギリ科の中の一つであるサキシマスオウノキ
は、大きな実が海流によって散布され熱帯から奄美
大島まで分布している。マングローブの背後の海岸
林を主な生息地にしており、日本国内では大きな板
根を作る数少ない種類の一つである。果皮が厚く長
期間海水中にあっても生存が可能な果実になってい
る。ただしサキシマスオウノキが属する Heritiera 

属はアフリカからアジアの熱帯に約30種が存在して
いるが、海岸に生育して海流散布の果実を作る種は
サキシマスオウノキだけで、他は内陸の森林に生育
し高木になる種が多い。図20は Heritiera 属の４種
の果実であるが、サキシマスオウノキの果実が最も
大きい。種子の部分の大きさに連続的な変化がみら
れる。Heritiera 属ではメシベの子房が果実になる時
に種子を包み、一方の端が羽根のようになりカエデ
の実と似た形になって風によって散布される。しか
し種子の部分が大きくなると、フタバガキ科で生じ

図19�．テンカワン（Shorea�macrophylla）の実を集める西カ
リマンタンの子供たち

図20�．アオギリ科サキシマスオウノキ（Heritiera）属の果実。
右端がサキシマスオウノキ

図21．アオギリ科各種の果実重量と羽根面積の関係
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たように羽根が風散布のために役立たなくなってく
ると考えられる。サキシマスオウの木の場合には種
子が大きくなり海流散布を行うようになったと考
えられる。それでも風散布であった先祖の名残と
して果実の上部に突起があるのであろう。図21は
Heritiera 属の15種とアオギリ科３属10種の羽根の面
積と果実の重さを調べたものである。フタバガキ科
で見られたように、風散布型と重力あるいは水散布
の果実の２グループに分かれ、それぞれが羽根面積
と果実重に相関を持っていることがわかる。

　2）　風散布から動物散布へ
　アオギリ科の風散布果実は Heritiera のように果
皮（子房壁は果実になった状態では果皮と呼ばれる）
が種子を完全に包み込んで羽根になるタイプもある
が、アオギリ属、Scaphium 属 Pterocymbium 属など
では果皮が、開き縁に種子をぶら下げる状態になる

（図22）。散布されるときには、袋状に開いた果皮が
羽根の役割を果たす。風を受けて種を遠くに飛ばす
という目的のためには、開いた状態の方が効果的に
思われる。このように果皮の縁に種子がぶら下がる
ように進化したグループの中でさらに動物散布へと
進化したグループが出現した。それは、Sterculia 属
で図22の右上の写真のように、赤い果皮に黒い種子
がぶら下がっている。このような赤と黒のコントラ
ストは鳥に好まれるようで、様々な系統の植物に見
られる。Sterculia の木は低木が多く、熱帯林の中で
も１- ２mにしか伸びない状態で果実をつけている
ことが多い。この程度の高さでは風散布の果実を
作っても散布距離は限られ、動物散布へと進化して
いったのであろう。

3-3．ロタン
　1）ロタンとは
　単子葉植物の中でも大型の樹木のようになる植物
にヤシ科がある。この科は約3000種が世界に存在す
るが、日本に自生する植物はシュロ、ビロウなど約
７種しかなく、多くが熱帯に分布し、熱帯のイメー
ジにはココヤシなどヤシ科が欠かせないものになっ
ている。ヤシ科は５つの亜科に分けられ、その中
の一つにココヤシの実のように表面がすべすべで
はなく果実が鱗片で覆われるグループがあり、ト
ウ（Calamoidae）亜科と呼ばれる。その中には食べ
るとおいしいサラカ（Salacca）属も含まれるが、
表面がうろこでおおわれて蛇の表皮のように見える
ので、英語ではSnake fruit（蛇の実）と呼ばれる。
このトウ亜科の中で茎がツル状に伸びる13属約600
種が、ロタン、ラタンあるいは、籐（トウ）と呼ば
れる植物になる。籐という漢字の竹冠が草冠になっ
た文字が藤（フジ）であるが、藤はマメ科の木質ツ
ル植物である。代表的な属がトウ属（Calamus）で
この仲間だけで300 ～ 400種になる。途中で根を出
さずに伸びている１本の茎としては世界で最も長く
伸びる植物と考えられ、最長172ｍの記録がある。
籐を材料として作られた椅子、ステッキ、かごなど
は日本の生活にも取り入れられているが、トウ亜科
の分布の北限は台湾であり日本には自生していない
し栽培もされない。なおトウツルモドキ科トウツル
モドキという少し籐に似た草本ツル植物が、熱帯か
らトカラ列島の宝島まで分布しかつては南西諸島で
も民具の素材だったが、現在ではあまり利用されて
いない。ここではロタンの成長の多様性を、主に
Watanabe & Suzuki （2007）によって紹介しよう。 
　
　2）ヤシ科の成長特性
　ロタンに限らないがヤシ科植物は、草本としての
生活を基本としている単子葉植物の仲間でありなが
ら、大型化し寿命が長くなり木化した茎を持つ植物
である。単子葉植物独特の不斉中心柱という維管束
が散在し形成層ができない茎の構造は、茎を肥大さ
せて大型化するのに不向きであり、単子葉植物がま
ずは短命で小さな草本として進化してきたことを物
語る。その中で大型の植物へと進化した植物がヤシ
科だけからなるヤシ目である。大きな植物になるた
めに樹木では茎の先端部で伸長成長をするとともに
下部では幹を取り囲む形成層で肥大成長をしてそれ
が年輪として残っていくが、形成層を持たないヤシ
科ではそれができない。しかしココヤシのように大
きな実をつけるヤシでも、果実が発芽していきなり

図22�．アオギリ科で果皮が開くタイプ。左上：アオギリ、右
上：Sterculia、左下Scaphium、右下Pterocymbium
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直径20 ～ 30cmの幹を作り出すことはできない。そ
こで発芽したヤシは幹の伸長量は最小限に収めて葉
が地面から直接出ているようなロゼット状態で成長
を続ける（図23a）。成長につれて大きな葉をつけら
れるようになり、それを支える茎も太くなる。そし
てその種にとって最適な茎の直径になった時に茎の
伸長量を増して上に伸び始める。したがって成長し
たヤシの茎基部は、下に向かって尖った円錐形をし
ているが、その部分は土と気根に隠れて見えなく
なっている。

　3）ツル植物としてのロタン
　ロタンも、ほかのヤシ科と同じように最初はロ
ゼット状態で生活を始め、徐々に大きな葉を出し、
地際にある茎を太くし、ある程度太くなると直立し
た枝を出す（図23b）。ここまでは普通のヤシ科と
同じであるが、次の段階でツル植物としての性質を
発揮し、ほかの樹木などを支えにして上に登ってい
く。ツル植物が上に伸びる方法にはいくつかある。
一つはアサガオが代表的だが、茎がらせん状に成長
しほかの植物に巻きついて登って行く方法である。
２番目は、茎は巻きつかないで枝・葉柄・茎のよう
に伸びた葉の先端などが、ほかの植物に巻きついて

登って行く方法である。３番目の方法は２番目と同
じく茎は巻きつかずに、葉の先端部が長細いムチの
ように伸びたものや、花をつけず軸だけが長く伸び
た花序についている下向きのトゲを、ほかの植物に
引っかけることより登って行く方法である。ロタン
はこの方法によって成長する。図24にこの登攀装置
を示すが、葉の先端部のものをシルス、不稔の花序
をフラジェルムと呼ぶ。成長初期のロゼット状態の
時には、不稔花序であるフラジェルムは出てこない
し、葉は多数出すが葉柄と葉身だけで先端にシルス
はない。直立した茎が伸び始めると登攀装置を作る
ようなるが、茎の先端から出てきた登攀装置は初め
にはほぼ天頂方向を向いており、伸長につれて自重
で下がっていくので、そこに木の枝などがあれば下
向きのトゲを引っかけることができる。図23cはシ
ルスが出た状態である。熱帯林を歩いていて厄介な
ものの一つにロタンの登攀装置があり、ロタンに近
づくと必ずと言ってよいほどトゲに引っかかり、強
引に抜けようとするほど深く食い込み、釣り針に
引っかかった魚の気分を味わうことになる。
　ロタンのトゲは登攀装置だけでなく、図25のよう
に茎も覆っている。トゲの出方は種によってさまざ
まである。茎が斜めになる場合もあるので茎のトゲ
も登るために役立つが、主な役割は踏みつけられた
り食べられたりすることを避ける防御であろう。ロ
タンの茎の先端部の内部は柔らかくて美味しく、タ
ケノコのように食べられる種類もある。単子葉植物
であるロタンの茎は葉の基部に相当する葉鞘によっ
て覆われていて、トゲも葉鞘から生えている。葉鞘
は硬い組織であり、若いロタンが成長し始めた時
に、最初数mに伸びるまでは登攀装置がほかの植物

図23．ロタンの成長模式図

図24�．ロタンの登攀装置。左：葉の先端が長く伸びた
Daemonoropus属のシルス。右：葉とは別に不稔
になった花序がヒモのように長く伸びたCalamus
属のフラジェルム。いずれも、表面に細かなとげが
あり、引っかかりやすい

図25．さまざまなロタンのトゲ。（写真　渡辺名月）
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に引っかからなくても、ロタンを直立させることが
できる。そのうちに登攀装置が機能するようになっ
てくるが、葉鞘は葉の一部なので数年もすると剥が
れおちてしまう。したがって伸びてきたロタンでは
茎の基部は葉鞘がなくなり、内部の茎が露出してい
る。ロタンの先端部は登攀装置をひっかけながら
登っていくが、いつも都合よく真上にひっかけるこ
とができるとは限らずに、斜め方向に伸びていくこ
ともある。そのような時でも葉鞘がなくなった茎に
は柔軟性があるので、方向を変えることができる（図
23d）。このようにロタンの茎はらせん状には伸び
ずに真っ直ぐであり、容易には切れないが柔軟性が
あるので、カゴなどを作る材料として適している。
　以上がロタンの基本的成長様式である。種によっ
て茎が上に伸びだす直径が異なることにより、細い
ロタンや太いロタンが生じる。また成熟して開花結
実するタイミングも種によって異なる。熱帯林の高
さ50mを越す林冠まで到達する種類の場合には、林
冠の中に隠れている間は開花せずに伸長し続け、十
分に大きくなると結実にすべてのエネルギーを使っ
て茎が枯れてしまう１回開花型のロタンもある。一
方、林内で茎が伸長する過程で次々と開花していく
種もある。ロタンの仲間でありながら、茎が伸びて
もツルになる前の高さ数mの直立状態（図23b）で
終わる種も存在し、中には茎を地上に出す前の地面
付近に葉だけ出しているロゼット型の状態で開花結
実し一生を終える種もある。そのようにして多様な
ロタンの世界が作り出されている。

４．材の比重の多様性
　今まで熱帯林に種数と形の多様性について考えて
きた。種数が多くても似た形・似た機能を持った種
ばかりが集まっているとしたら、形の多様性、機能
の多様性はあまりないことになる。形の多様性につい
ては前節まででフタバガキ科、アオギリ科、ロタンに
ついて考えてきた。多様な形を観察でき、それは機
能と結びついている場合が多いことが考えられた。
次に機能の多様性を考えたい。植物なので光合成能
力や根の能力について測定できることが望ましいのだ
が、それらを測定するためには一千万円単位の高価
な機器が必要であり、あっても容易には測定できな
い。そこで植物の機能と関連が深く、秤･乾燥機・物
差があれば測れる要因として材の比重を測定した結
果をここでは紹介する（Suzuki 1999）。ここで述べ
る比重とは、湿った状態で測った体積当たりの乾燥
重量のことであり、比重が小さければ同じ光合成産
物によってより大きな体を作り出すことができるので、

成長速度とも関係する。また比重が小さい材は折れ
やすくなるので枯死しやすくなり、寿命とも関連する。
　場所は西カリマンタンで、種数の多様性の図９の
中で1ha当りの種数が300種を越え最も多かったス
リンブという村の近くの熱帯雨林である。ただ材の
比重といっても、樹木の大きさや採取する場所に
よって同じ種類でも変化する。そこで根元直径５
cm前後の個体から根元付近の材を採取することに
した。厚さ約３cmに切り取った円盤状の材の湿重
を測り、体積はアルキメデスの原理で測った。つま
り、秤の上に水を入れた容器を置いて重さを測り、
次にサンプルの材を、容器の底に触れずに水没した
状態に針を使って保ちながら重さを測れば、二つの
測定値の差が体積になる。以上は現地で行い、帰国
後乾燥重量を測った。原則１種につき１サンプルだ
が、重要な種は２サンプル取ったので353サンプル
286種を調べた。
　
4-1．温帯林との比較
　初めに温帯の森林と熱帯林でどのように異なるか
を比較してみる。温帯林の例としてアメリカのイン
ディアナ州にある森林の64種の比重を測った例で
は、平均0.52で標準偏差は0.10であった。本調査の
結果は平均0.53で標準偏差0.13であった。温帯林よ
り標準偏差が0.02だけ大きかった。わずかな差と言
えばわずかしか差であるが、もともと材の比重が取
れる値は限られ、世界で最も軽いバルサ材でも0.12、
最も重いと言われえるリグナムバイタ材でも1.3と、
差が1.2しかないのでわずかな違いでも意味がある
だろう。材の主成分はどの種でもセルロースとリグ
ニンでそれらの比重が1.5であり、水の通路の役割
も果たす材の中には空隙があるから、材の比重は1.5
を超えることができず1.3が実際上の最大となって
いる。

4-2．水分量
　樹木が生きている時には、材中の空隙は空気また
は水で満たされている。材は水の通路であり、生き
た細胞もあるので、当然ながら隙間にある程度の水
が入っている。しかし隙間のすべてが水で満たされ
ていれば固体部分が比重1.5なので、生の木の比重
は１より大きくなり、水に沈むことになるが、沈む
種類は少ない。ということは空気を含んでいること
になる。実際樹木は幹の周辺部は通水に使うが、か
つて通水に使っていた中央部分は水の出入りの穴が
ふさがれて通水に使われなくなる種類が多い。そこ
でどの程度水分を含んでいるかを調べるために、図
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26に乾燥状態の比重つまり固体成分の重さと切り
取った直後に測った水分量の関係を示す。図には比
重が1.5で水分量０の点と、比重０で水分量１の点
を破線で結んであるが、前者は材に全く隙間がなく
水分も含めない状態、後者は水だけの状態であり、
これら２点を結んだ線は、隙間が水で満たされた状
態になり、線から下に行くほど材の中に空気が入っ
ていることになる。この直線より上に点が行くこと
は原理上ありえない。比重は0.21から0.84の値を取
りそれがすでに述べた温帯林より大きな標準偏差を
もたらす。水分量も0.26 ～ 0.76の範囲にあり比重ほ
どではないが、約３倍の変異幅を持っている。もち
ろん比重はその時の天候などの影響を比重よりも受
けやすいので信頼性に欠ける点はあるが、種によっ
て水分量がかなり異なることには誤りはないだろ
う。ただし、比重が大きい樹木では材の中の空隙が
少ないので、そのほとんどが水で満たされた状態に
なっているようだ。比重が軽い樹木において水が空
隙を占める割合の変異が大きい。これは日本の樹木

でも言えることだが生木を燃やす時に、燃えやすい
木と水分が多くて燃えにくい木がある。ショウベン
ノキやミズキという名前の樹木が鹿児島にもあるが
いずれも折ると水が滴るほど材に水分が多いことに
由来した名前である。同じクワ科に属するイチジク

（Ficus）属とパンノキ（Artocarpus）属は軽い材でも、
前者は水分が多く、後者は少なかった（図25）。イ
チジク属の方が比較的湿った立地に多い傾向がある
と思われるがそのような立地も関係しているのかも
しれない。また一つの科には属さないが川沿いによ
く出てくる種類を図では緑の三角で示してあるが、
これらも水分量が多かった。いずれにしても、樹木
は種によって比重が異なるだけでなく、それと同じ
くらい水分量も異なっていた。

4-3．材比重の種間差
　図27は主な科について科別（一部は属別）に比重
の頻度分布を示したものである。ここでは古い分類
体系を使っているがトウダイグサ科の種類が最も多
かった。同科の中でオオオバギ属（Macaranga）は
典型的な先駆種として有名だが、軽い材を持つ種が
多い。しかしオオバギ属でもかなり重い材の種類も
あるが、それらは極相林の低木として生育し、オオ
バギ属という名前から想像される大きな葉を持つ植
物ではなく、厚くて小さめの極相林の低木に普通に
見られる葉の形をしている。一般的に重たい材を持
つ属は極相林に多く軽い材を持つ属は二次林に多い
種であった。クスノキ科も硬い木として有名なボル
ネオテツボク（Eusideroxylon zwageri）が測定した
中で最大の0.84という比重になり重い材を持ってい
るが、ハマビワ（Litsea）属は比較的軽い材を持つ。
ハマビワ属は日本には数種しかないが熱帯に種数が
多く、その多くが二次林に育つ。樹種数300種をも

図26．材の乾燥重量（比重）と水分量の関係

図27．材比重の科別頻度分布

種
類
数

比重（ｇ/cm3）
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ち極相と考えられる森林を構成している種類の平均
比重は約0.58であり、近くで焼畑に使われた後の二
次林の構成樹種の平均比重は約0.31であった。極相
林の種類は一般的に大きな比重を持つ種類が多い。
　フタバガキ科についてみると、種数が多いShorea

属では軽い材から重い材までさまざまであるが、他
のDipterocarpusなどは比較的重たい材を持つ種だけ
であった。この属がアジア熱帯雨林を構成する最も
重要な種類であり、極相林内で巨木になるのである
が、最も軽い材はShorea parvifoliaで、比重は0.21し
かなく先駆種のオオバギ属と同じような値である。
ただし重い材もありShorea属は比重の標準偏差が大
きい。Shorea属がアジア熱帯林でしている一因とし
て軽い材の種から重い材の種まで多くの種があり、
多くの状況に適応できることがあげられるだろう。
比重0.21しかないShorea parvifoliaや0.31のS. leprosula

は成長が苗を植えた後の成長が速いので、造林樹種
としてよく使われる。一方で比重0.71になるShorea

もある。
　しかしここで疑問が生じる。同じく比重0.21であ
りながら、オオバギ属は直径1mに達することはま
ずなくせいぜい50cmほどで枯死してしまうのに、
Shorea属は直径２mほどまで育ち極相林の構成種に
なれるのであろうか。今回のサンプルが直径5cmほ
どの小径サイズの樹木だけを測定した結果であるこ
とがこの問題に関係している。樹木は種によっては
若齢時と老齢時で作る材の比重が変わる種とあまり
変わらない種がある。Shorea parvifoliaの場合には若
齢時には比重が小さく老齢になると大きくなる材を
作る。つまり小さな木の間はほかの樹木との競争に
勝つために比重の小さな材で速く大きくなり、ある
程度のサイズになってくると比重を大きくして丈夫
な材を作る性質をこのようなShoreaは持ち、遷移初
期の段階から侵入でき極相状態まで存在し続けるこ
とができるようになったのであろう。
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熱帯山岳キナバル山
　世界で三番目に大きい島、マレーシア領ボルネオ
島（インドネシア領側はカリマンタンと呼ぶ）にあ
るキナバル山は、山頂の標高が4095mで、ヒマラヤ
山脈とニューギニアの間の東南アジアで一番高い山
である。標高により気温が変化するため、キナバル
山には様々な気温条件が存在する。
　キナバル山の山頂部（3000m以上）には氷河地形
が広がるが、氷河は現存しない（図１）。約１万年
前に溶けてしまったと推定される（小野　1996）。
後述のとおり、キナバル山は山頂でも平均気温が
０℃以上あり、氷河を維持するには暖かすぎるよう
だ。標高5000m以上に達し、山頂部の平均気温が０℃
以下となるニューギニア、東アフリカ（キリマンジャ
ロなど）、南アメリカ（アンデス山脈）の熱帯高山
には今も氷河がある。
　キナバル山は様々な地質が存在する点でもユニー
クである。氷河地形が見られる山頂部は花崗岩から
なる。それより下の大部分は堆積岩からなるが、蛇
紋岩も分布する。蛇紋岩上では、特殊な化学組成の
ため樹木の成長が抑制され、小さい樹木が密生した
特異な森林が成立する。
　以上のような気温と地質の多様性に対応して、多
様な森林が成立し、多様性の高い植物相が育まれて
きた。キナバル山周辺の1200km2には、約5000種の
維管束植物が生育する。日本全体とほぼ同じ種数が、
300分の１の面積に詰め込まれていることになる（相
場　2008）。
　キナバル山は宿泊施設や登山道が整備され、熱帯
の自然を観察する場所として、また、手軽に登れる
4000m峰として、日本人観光客にも人気が高い（安
間　2004；藤田　2006）。2000年には世界自然遺産
に登録されている。

熱帯山地林とは
　キナバル山では、年平均気温は標高が100m上が
るごとに約0.6℃低下する。海岸近くの低地は典型
的な熱帯雨林気候で、平均気温は27℃もあるが、山
腹（1600m）にある公園本部では18℃になり、山頂
では4℃になる。平均気温では、公園本部は九州南部、
山頂部は北海道に相当する。では、キナバル山の山
地林は平均気温が同等の日本の森林と似ているのだ
ろうか？

　日本では、南西諸島から北海道にかけての森林は、
南から北へ常緑広葉樹林（照葉樹林）→落葉広葉樹
林（ブナ林など）→常緑針葉樹林（トドマツ・エゾ
マツ林など）というように変化する。このうち、落
葉広葉樹林は冬の寒さに対応して落葉することで成
立する森林である。これに対し、熱帯には季節がな
いので、標高があがって平均気温が低下しても、寒
い冬は出現しない。したがって、熱帯山地には落葉
樹林は存在せず、常緑樹林が気温の低下とともに
徐々に貧弱化していくだけである。これが熱帯山地
林であり、標高があがる（気温が低下する）順に、
熱帯下部山地林、熱帯上部山地林、熱帯亜高山林の
３つに区別するのが一般的である。

熱帯山地林：熱帯低地林・温帯林との比較
相場慎一郎（鹿児島大学大学院理工学研究科）

図１．公園本部（標高1600m）から見たキナバル山。
　　�　手前に下部山地林、奥に山頂部の氷河地形が見える。山
頂部中央の白っぽい部分は、2015年 6 月サバ地震（マグニ
チュード6.0）により斜面崩壊した部分。

図２�．キナバル山の熱帯山地林の樹木。左：キナバル山の上部
山地林（標高2700m）に分布するブナ科マテバシイ属の果実。

　　�　殻斗（ドングリの「帽子」）が果実全体を覆う。右：キナ
バル山の下部山地林（標高1600m）に分布するフトモモ科
フトモモ属の枝葉と若い果実。フトモモ属はボルネオ島の
樹木で種数が最も多い属（200種以上）で、種同定が難しい。
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熱帯山地林の構造と組成
　熱帯低地林（およそ標高1200m以下）では林冠が
不揃いになり、周囲の林冠から突き出た樹冠と巨大
な板根を持つ巨大高木（超出木）が存在し、直径２
m、高さ50m以上にも達する。これに対し、熱帯山
地林の見かけは、日本の照葉樹林に一見よく似てい
る。樹高は高くても30mほど、幹の直径は最大でも
１m程度で、林冠の凹凸が少なく、板根のある木は
少ない。霧がかかることが多いため、幹にはコケが
びっしり生えている。このため、熱帯山地林は雲霧
林や蘚苔林とも呼ばれる。
　種組成を見ると、東南アジアの熱帯低地林で巨
大高木となるフタバガキ科やマメ科の樹種は標高
2000m以下にしか分布せず、熱帯山地林にはほとん
どない。あっても林冠層どまりで、巨大高木となるこ
とはない。そのかわりに熱帯山地林に多いのは、日
本の照葉樹林にも多いブナ科（シイ・カシ・マテバシ
イ類）やクスノキ科の樹種である（図２）。イジュ（広義、
ツバキ科）やミヤマシロバイ（ハイノキ科）など日本
の南西諸島の照葉樹林と同種も分布する。ただし、
ブナ科・クスノキ科以上に優占し、種数も多いのは、
日本の自生種では九州南部・南西諸島に２種、小笠
原諸島に２種のみが分布するフトモモ科の樹種である

（相場 2011）。100m四方の調査区を作って直径５cm
以上の樹種を調べると、日本の照葉樹林では30種（九
州）～ 70種（南西諸島）程度しか出現しないが、熱
帯山地林では100種以上（筆者が調べた最大値で136
種）が出現し、多様性がずっと高い。ただし、300
種以上が出現することもある熱帯低地には及ばない。
　熱帯山地林は、平均気温では日本全土をカバーす
る温度域に広がる。北海道の常緑針葉樹林に相当す
る亜高山林では、同じように針葉樹が多い。ただ
し、日本に多いマツ科（トドマツ・エゾマツ・モ
ミ・ツガなど）・ヒノキ科（スギなど）などの樹種
は全くなく、マキ科・ナンヨウスギ科に属する樹種
である（澤田　2015）。スギによく似た針葉をつけ
る種（Dacrydium spp.）もあるが、広い葉（Agathis 

spp.）や葉を持たず扁平になった枝が葉として機能
する種（Phyllocladus hypophyllus）などもある。日本
にはマキ樹種は２種（イヌマキ・ナギ）が自生する
が、ナンヨウスギ科樹種は自生しない。
　フトモモ科・マキ科・ナンヨウスギ科（熱帯低地
で優占するフタバガキ科も）はゴンドワナ大陸で進
化した分類群で、比較的最近になってから東南アジ
アに（日本にも）移住してきたと考えられている。
東南アジアの熱帯林を理解するためには、過去の大
陸移動についての知見などが必要とされる。

熱帯山地林と熱帯低地林・温帯林の関係
　日本の照葉樹林・落葉広葉樹林・常緑針葉樹林な
どの分布境界は、平均気温よりも吉良の暖かさの指数

（WI）と寒さの指数（CI）によってうまく説明できる（日
本生態学会 2011など）。同じ方法で東南アジア熱帯や
南半球温帯の植生も説明できるのだろうか？前述のと
おり熱帯には冬がないため、平均気温の変化に対し温
帯とは異なる変化が見られ、落葉広葉樹林は存在しな
い。しかし、温帯であっても暖温帯や亜熱帯（温帯と
熱帯の境界部）では冬が厳しくなく、常緑樹林が成立
する点は熱帯と共通する。特に海洋性気候の南半球温
帯ではそれが顕著で、一部の例外（南米とタスマニア）
を除いて南半球には落葉広葉樹林は存在しない。この
ように、温帯と熱帯の常緑樹林は連続的に変化する。
　WIとCIによると、東南アジア・ニューギニアの熱帯
山地林は日本の照葉樹林（亜熱帯林・暖温帯林）と
温帯針葉樹林（霧島のモミ・ツガ林や屋久島のスギ林
などを含む）、さらには南半球の亜熱帯林や温帯林な
どと同様の温度環境に位置することがわかる（図３）。
これらの森林の気候は、熱帯低地ほど暖かくはなく（最
寒月の平均気温＜18℃）、落葉広葉樹林や常緑針葉
樹林（北方林）ほど冬の寒さが厳しくない（もしくは冬
がない、CI＞-15℃）という共通点を持つ。WIは緯度・
標高によって様々で、暖かい場所から寒い場所の順に、

（1）北半球の亜熱帯照葉樹林・熱帯の下部山地林・
南半球の亜熱帯多雨林、（2）北半球の暖温帯照葉樹
林・熱帯の上部山地林・南半球の暖温帯多雨林、（3）
北半球の温帯針葉樹林・熱帯の亜高山林・南半球の
冷温帯多雨林という３つの森林帯に分けられ、この順
に針葉樹の優占度が高まる傾向がある。
　なお、図３では、亜熱帯林と暖温帯林の境界は、
吉良による日本における境界ではなく、台湾におけ

図３�．東南アジア･ニューギニアの熱帯山地林･低地林と温帯
林（日本･台湾･タスマニアを含むオーストラリア東部･
ニュージーランド）の関係を示す模式図（相場　印刷中）。

　　�　プラスの緯度は北緯、マイナスの緯度は南緯を表し、WI
は暖かさの指数、CIは寒さの指数、TCMは最寒月の平均気
温を表す。
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鹿児島大学郡元キャンパスの熱帯植物
　2016年１月24日から25日にかけて西日本を寒波が
襲い、気象庁の観測では鹿児島市で最低気温－5.3℃
が記録された。鹿児島市の気温が－５℃を下回った
のは1977年（－5.8℃）以来のことである。熱帯植
物は冬の寒さのために温帯での分布が制限されてい
ると考えられている。鹿児島大学に植えられている
熱帯植物たちの寒波被害とその後の回復過程（相場

ほか　2017）について紹介する。
　フトモモ（フトモモ科）　熱帯アジア原産の常緑
果樹。和名は中国名の蒲桃（ほとう）に由来する。
屋久島以南の南西諸島で広く野生化し、屋久島南部
の川沿いには特に多く、「ホトー川」という地名も
ある。共通教育棟４号館近くに１本だけある。寒波
の後、葉が赤く変色し、初夏にかけて徐々に落葉が
進んだ（図１）。枯死したと思われたが、６月に幹

鹿児島でがんばる熱帯植物
相場慎一郎（鹿児島大学大学院理工学研究科）
川西基博（鹿児島大学教育学部）　　　　　　　

図１�．フトモモの寒波被害と回復のようす。左：2016年２月３日、中：2016年６月８日（右下に幹基部から生じた萌芽を示す）、右：
2016年10月12日。

る境界を採用している。日本の照葉樹林は奄美大島
と屋久島の間（渡瀬線）で大きく変化し、吉良はこ
れを亜熱帯と暖温帯の境界とした。しかし、地史的
要因により生物相が渡瀬線を境界に大きく変化する
ため、日本国内では温度の影響だけを評価すること
はできない。これに対し、台湾では亜熱帯と暖温帯
の境界は温度の影響だけで決まっているので、これ
を採用して日本国内にもそれをあてはめた。
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相場慎一郎（2008）熱帯林樹木の多様性が続くしくみ．
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の基部から萌芽を出しているのが確認された。秋に
は元の幹は完全に枯れてしまったが、萌芽が盛んに
成長し、個体としては寒波から回復した。
　グアバ（フトモ
モ科）　バンジロ
ウ（中国名の蕃石
榴が転訛）ともい
う。熱帯アメリカ
原 産 の 常 緑 果 樹
で、南西諸島では
野 生 化 も し て い
る。共通教育棟３
号館近くに２本あ
る。フトモモと同
様な被害と回復過
程を示したが、本
種は幹基部だけで
なく、根からも萌
芽を出す点（根萌
芽）が異なる（図２）。元の幹から離れた地面から
出ているので根萌芽であることがわかる。樹木の多
くは根萌芽を出す能力がなく、幹のすぐ脇の地面か
ら萌芽が出ている場合は、地中の幹からの場合がほ
とんどである。
　コダチムラサキシキブ（シソ科）　鹿児島大学総
合研究博物館の開設に尽力された堀田満名誉教授が
スマトラから導入したもの（堀田 2001）。理学部に
３株、教育学部に１株がある。寒波の後、葉が縮れ
て白っぽく変色して枯れた（図３）。４月にはほぼ
完全に落葉したが、幹の基部から萌芽を出している
のが確認された。理学部の３株のうち１株は枯死し
たと思っていたが、１年以上たった今年になって萌
芽を出したのが確認された。

喜入の北限メヒルギ群落
　鹿児島県喜入生見地区のメヒルギ群落はマング
ローブの北限にあたり、特別天然記念物に指定され
ている。低温によって分布が制限されている植物・
植生の最前線の個体群として、2016年１月の寒波が
どのように影響を及ぼしたのか、たいへん興味深い。
　喜入生見地区のメヒルギ群落は、川の南側の林分
と北側の林分に分かれている。これらの林分は、河
川からの土砂の流入や離岸堤による海岸砂の堆積な
どの影響で、衰弱個体が目立ってきており、特に北
側の林分で枝先や主幹が枯れた個体が目立つような
状況であった。このため、メヒルギ群落保護のため
の活動が行われてきていたが、今回の寒波によって
さらに大きなダメージを受けることとなった。
　寒波の影響でメヒルギ群落のほとんどの個体の葉
や芽、果実が黒変し枯死したことが見て取れた（図
４、５）。寒波後の2016年４月に被害状況を把握す
るための調査を行ったところ、半分以上の葉が枯れ
落ちた個体は92％に達していた。しかし、その後根
元などから萌芽してきて、多くの個体が枯死してい
ないことがわかった。2016年11月時点で追跡調査を
行ったところ、約75％の個体は枝葉を再生していた。
このことから、メヒルギは今回の寒波程度の低温に
おいては、主幹が枯死するものの根元から萌芽を出
すことによって再生することがわかった（図６）。
ほとんどの個体の主幹が枯死してしまったため、メ
ヒルギ林の群落の高さは以前よりも随分低くなって
しまったが、メヒルギ群落としては全体的に維持さ
れていくだろう。
　ただ、寒波前の健全度によってその後の回復の程
度が異なっていたことが気がかりである。上述した
ように、喜入生見地区のメヒルギ群落は、特に北側
の林分で衰弱した個体が目立っていた（図７）。寒
波後の回復を健全度別にみると、寒波後2016年11月
の時点でも萌芽がなく枯死したと考えられた個体の
割合は、2015年の時点で主幹枯れだった個体では約
35％、枝先が枯れていた個体では約30％であったの
に対し、2015年に枯れのなかった個体では約11％で、
大きく異なっていた（図８）。主幹枯れと先枯れ個
体のほとんどは北側の林分に位置していることか
ら、北側林分の立地環境の悪化に伴って健全性が低
下していた個体のなかには、根元からの萌芽再生能
力も弱まったものがおり、寒波によって枯死に至っ
たと考えられる。直接的には寒波の影響によって枯
死した個体でも、枯死に至った過程からみると、人
間による立地環境の改変が個体数の減少に影響した
といえるかもしれない。

図３．コダチムラサキシキブ。
左：2016年１月30日、右：2016年６月15日

図２�．グアバの幹基部と根からの萌芽
のようす（2016年10月25日）。
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　以上のように鹿児島の熱帯植物は、寒波被害から
回復してしぶとく生き残った。熱帯植物が寒波に耐
えたというのは、一見すごいことに思えるが、実は
そうでもない。気温が氷点下になったとしても、地
温はそこまで下がらなかったのだろう。地中の幹や
根までは凍らず、組織が死ななかったので、萌芽を

出して再生できたというわけである。熱帯でなぜ萌
芽能力が進化したかというと、旱魃への適応が考え
られる。東南アジア熱帯では10 ～ 20年に１回程度、
エルニーニョ現象による旱魃が起こることが知られ
ている。寒波でも旱魃でも、地上部枯死の生理的メ
カニズムは同じで、根から枝葉に水を運ぶ道管中に
凍結や乾燥により泡が生じ、水の輸送が途切れるこ
とが原因である。旱魃からの回復のための進化が、
結果的に凍結からの回復にも役立ったのだと考えら
れる。

文　献
相場慎一郎・冨山清升・川西基博・福元しげ子・上村文・
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南日本植物情報研究所.

図８�．寒波前（2015年）の健全度と寒波後（2016年11月）の健全度、
および枯死率との関係。
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図６．メヒルギの萌芽（2016年11月） 図７�．2015年の寒波前（2015年７月：上）と寒波後（2016年11月：下）の北側の林分の様
子。寒波前の時点で枝先や主幹の枯れている個体がみられた。寒波後、萌芽がみられ
たが、枯死したと思われる個体が少なくなかった。

図４．寒波後のメヒルギ群落（北側の林分）（2016年4月） 図５．枯死した芽（左）と若い果実（右）（2016年4月）
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鹿児島の亜熱帯の植物とも比較しながら、
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