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Ⅰ．緒言

　外来種による生態系攪乱は，森林伐採などの

生息環境破壊に並び，昨今の生物多様性減少の

主要因の一つに上げられている．とりわけ，多

くの生態系においてキーストン種として多数の

生物種と様々な相互作用をもつアリ類は，外

来種としてのインパクトも大きく，国際自然

連合が指定した侵略的外来種ワースト 100 に

は 5 種のアリが含まれている（Global Invasive 

Species Database）．アシナガキアリ（Anoplolepis 

gracilipes）やヒアリ（Solenopsis invicta），アル

ゼンチンアリ（Linepithema humile）に代表され

る侵略的外来アリは， 経済活動のグローバル化

に伴い既に世界各地に侵入し，生態系攪乱の

みならず，農業被害，健康被害など人間活動

にも直接的な被害を及ぼしている（Holway et 

al.2002）．それ故，外来種の侵入定着防止策の

確立，影響評価，侵略機構の解明は喫緊の課題

と言える．

　外来種問題は日本においても対岸の火事では

全くない．既に海外において被害が報告されて

いる数種の外来アリの定着が日本でも確認され

ている．その中でもアルゼンチンアリは日本に

おいて最も優占な外来アリであり，1993 年に

広島県廿日市で確認されて以降，徐々に分布域

を広げ現在では分布北限が東京都となってい

る．アルゼンチンアリは日本に定着している外

来アリの中でも，家屋害虫であることや分布域

が広いということから，これまで多くの研究が

為されており，社会構造や巣仲間認識行動と
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　外来種による在来生態系の攪乱や在来種の駆逐は，現在の生物多様性減少の主要因の一つとして考え
られている．外来種の中でも，アリ類は他種と様々な相互作用を持つため，生態系に対するインパクト
が大きい．我々は，南西諸島に属する南大東島において，過去 2 回の調査（2005 年，2009 年）との比較
から外来アリ群集の経時変化の有無を調査するとともに，近年侵入したと考えられているブギオオズア
リの生態調査をおこなった．今回の調査から，1) 道路沿いのアリの種数は減少傾向にあること，2) 島内
で最も多いツヤオオズアリに関しては一度は分布域を減少したがその後の変化はない，3) 2009 年に一旦
は侵入が確認されたブギオオズアリの分布は縮小傾向にあること，4) 侵略的外来種アシナガキアリの分
布は極めて局所的になっていることなどが分かった．これらのことから，外来アリの個体群は一度定着
すると多少の変動はあるものの，長期的に維持される一方，在来アリは外来アリとの競争排除により駆
逐されている可能性が考えられる．また，新規に侵入したブギオオズアリは他の外来アリとは異なり融
合コロニーを示さず，活動時間のピークも短いことが明らかになった．
　キーワード：ツヤオオズアリ，海洋島，巣仲間認識行動，アリの長期的分布調査，外来種
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図 1　南西諸島における南大東島の位置 図 2　南大東島の調査地 . 道路沿いに 88 か所のポイントを設
置し，アリを採集した

いった生態的知見の蓄積が進んでいる（例えば

Touyama et al. 2008，Sunamura et al. 2009，Inoue 

et al. 2013）．一方で，そのほかの外来アリはあ

まり注目されておらず，生態研究や在来生態系

への影響評価などは決して十分とは言えない．

また，現在確認されている外来アリ以外にも，

常に新たな外来アリが日本に侵入・定着するリ

スクも潜在する．外来アリの侵入・定着の予防

に効果的な対策を構築するためには，アルゼン

チンアリのみならず複数種の外来アリの生態調

査を行い，その比較から外来アリの定着・侵入

メカニズムに関する一般解を導く必要がある．

　生物多様性が高く，多くの固有種が生息する

南西諸島は，島嶼性，亜熱帯気候という特性か

ら，外来種の定着しやすい環境とされ，特に注

意が必要な地域と考えられている．我々のグル

ープは，南西諸島の中でも海洋島として固有の

生態系を維持する南大東島に注目し，外来アリ

の侵入・定着メカニズムの解明や生態系への影

響評価を行うべく，これまであまり基礎的研究

の進んでいない外来アリ 3 種，ツヤオオズア

リ，アシナガキアリ，ブギオオズアリに関する

研究を行ってきた（大西ほか 2007, 2011）．こ

れまでの調査から，1) 島内では外来種のツヤ

オオズアリが優占していること，2）2005 年以

降に新たな外来種のブギオオズアリが侵入・定

着し，ツヤオオズアリの分布域が縮小傾向にあ

ること，3）モズやメジロの雛が巣立ち前に外

来種のアシナガキアリに襲われることなどを明

らかにした (Matsui et al., 2010)．

　これらのデータに加え，外来種研究でより重

要になるのは，個体群動態などの長期的データ

である．侵入・定着した種が果たして中・長期

的に安定して個体群を維持できるのか，特に外

来種群集における種間競争が個々の外来種の個

体群動態にどのような影響を及ぼすのかなど

不明な点も多い．興味深いことに，海外では

在来種を駆逐した外来アリがその後侵入した別

の外来アリに駆逐される例も報告されている

（Haskins and Haskins 1988）．また，在来種の駆
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逐スピードなどを推定する際にも，群集動態の

時間的なデータが必要不可欠と言える．

  外来アリが侵入先で在来生態系へ侵略的効果

をもつ理由として，融合コロニー性（コロニー

間の敵対性行動の欠如）による低い種内競争コ

スト，天敵解放，空きニッチ利用，攪乱環境依

存性などの仮説が挙げられている（Holway et 

al. 2002）．しかしながら，新規に侵入したブギ

オオズアリに関して，これらの仮説の検証がな

されていない．

　そこで本研究課題では，外来種の影響を受け

やすい海洋島の南大東島を調査地として，継続

的な分布調査から外来アリ間の競争関係を明ら

かにするとともに，2009 年に新たに確認され

たブギオオズアリに関する侵略性の評価を行う

ために必要な基礎生態調査を行った．ブギオオ

ズアリは，沖縄本島や小笠原諸島にも近年侵入

し問題となっているが詳しい生態は分かってお

らず，本研究課題の知見が他地域の外来種対策

に寄与できると考える．

Ⅱ．方法

1．外来アリ分布調査の継続実施と年次比較

　分布調査は，2013 年 11 月に調査地である南

大東島で実施した（図 1，2）．2005 年および

2009 年に行った調査と同じポイントおよび同

じ方法でアリを採集し，分布の違いを比較した．

調査ポイントは，島内の道路脇に約 500 m 間隔

で 88 ヶ所に設置してある．調査ポイントの位

置の詳細については，前回の調査時に計測して

ある GPS 座標をもとに，調査ポイントを再設

置した．

　アリの採集には，6 cm 四方のアルミホイル

の上にツナと蜂蜜を混ぜたベイト（餌）を 5 g

ほどのせたベイトトラップを使用した（図 3）．

ベイトトラップは設置してから 30 分後にアリ

ごと回収し，実験室内でアリ種の同定をおこな

った．

2．ブギオオズアリの生態調査

　ブギオオズアリの生態調査は，2014 年 5 月

に南大東島で実施した．南大東島内においてブ

図 3　ベイトトラップ . ツナとハチミツを混ぜたトラップを設置しアリを誘引して採集した
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ギオオズアリの密度が比較的高い地域（まるご

と館周辺）に調査ポイントを設置し，野外にお

いて本種の巣仲間識別行動の有無，および日周

の活動性を調べた．

1）巣仲間識別行動

　これまでの調査からブギオオズアリの分布が

確認されている地点のうち，9 地点から 13 コ

ロニーを採集した．採集は分布調査と同様のベ

イトトラップで行い，各コロニー約 100 個体ほ

ど吸虫管で採集した．同一地点で複数のコロニ

ーを採集する場合には，誤って同じコロニー由

来の個体を採集しないように 20 ｍ以上の距離

を確保した．ベイトトラップに集まった個体は

吸虫管で採取し室内に持ち帰った．巣仲間認識

行動の確認はアリーナテストを用いた．アリー

ナテストとは直径 3 cm のプラスチックシャー

レに，個体を導入しその際の反応から巣仲間認

識行動の有無を判断する方法であり，外来アリ

の研究に一般に用いられている方法である．ま

た，プラスチックシャーレの壁面には逃走防止

用のフルオンを塗布した．各コロニーからラン

ダムに抽出した 1 個体を，1 対 1 でシャーレに

導入し，その様子を 30 分間デジタルビデオカ

メラで撮影した．一度用いた個体は，その後の

実験には使用しなかった．組み合わせは，同巣

同士 13 ペア，異巣同士 46 ペアを作成した（各

ペア 1 反復）．その後撮影した動画を解析して，

ペア間の攻撃スコアを推定した．予備実験によ

ってえられた接触時の行動を，攻撃性の低い順

からスコア付けを行い，30 分間の中で一番高

い値をそのペアの攻撃スコアとみなした．用い

た行動は攻撃性の低い順から，無視（攻撃スコ

ア：0），アンテネーション（1），逃避もしくは

追跡（2），噛みつき（3），闘争（4）とした．

2）日周活動性

　ブギオオズアリの密度が比較的高い場所（舗

装されていない道路沿い）に調査ポイントを

10 ポイント設置し，8 時から 18 時の間の活動

性の変動を調べた．調査ポイントは 10 m 間隔

で 10 ポイント設置し，8 時から 18 時の間 2 時

間ごとにアリを採集した．活動性は各時間の出

現頻度（採集されたポイント数）を目安とした．

アリの採集には（1）の分布調査と同様のベイ

トトラップを用いた．

表 1　南大東島の分布調査で見つかったアリの種類 . ※※：外来種として報告されている種 , ※：外来種の可能性がある種 出現
頻度の程度  ●：50 か所以上 , ◎：50 ～ 10 か所 ,○：10 か所未満
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Ⅲ．結果

1．外来アリ分布調査の継続実施と年次比較

　分布調査の結果，島内の道路沿いのアリ群集

は，前回の調査からさらに変化していることが

分かった．今回の調査で採集されたアリの種数

は 5 種のみであり，第 1 回目の調査（2005 年）

で 9 種が採集されているのと比べると半減して

いる（表 1）．

　調査年ごとに比較してみると，第 1 回目の調

査から第 3 回目の調査にいたるまで，変わらず

外来種であるツヤオオズアリが島内の道路沿い

を優占している．ツヤオオズアリは 2 回目（2009

年）の調査で若干分布域が減ったが，3 回目

（2013 年）の調査では大幅な分布域の拡大や減

少は見られなかった（図 4）．

　ブギオオズアリは 2 回目（2009 年）の調査

で新たに侵入が確認され，その際には島内 14

か所で採集されているが，3 回目（2013 年）の

調査ではわずか 4 ポイントでしか採集されなか

った（図 5）．

　また，これまで局所的でも道路沿いに分布し

ていたアシナガキアリについては，3 回目の調

査では全く採集されなかった（図 6）．在来種

であるクロヒメアリについては、2 回目の調査

で分布域が広がったが、3 回目の調査では減少

している（図 7）。

図 4　外来種ツヤオオズアリの分布域の変化 . 島内で最も優占しているが，徐々に採集ポイントが減ってきている

図 5　外来種ブギオオズアリの分布域の変化 . 2009 年に新たに侵入が確認されたが，その後減少している
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図 6　外来種アシナガキアリの分布域の変化．2013 年の調査では全く採集されなかった

図 7　在来種クロヒメアリの分布域の変化．2009 年に分布域が広がったがその後減少している

2．ブギオオズアリの生態調査
1）巣仲間識別行動の有無

　同巣間ではどの組み合わせにおいても目立っ

た攻撃行動は観察されず，巣仲間同士で頻繁に

観察されるアンテネーションが最も多くみられ

た．一方，異巣間では，闘争や噛みつきなど激

しい攻撃行動が約 4 割のペアで観察された．平

均攻撃スコアは同巣と異巣間で有意に異なって

いた（同巣：平均 1.00 ± SD0, 異巣：平均 1.76 

± SD1.08, Median-test, x2 = 8.679, P = 0.003）

2）日周の活動性

　ブギオオズアリの日中の活動周期を調べたと

ころ，朝夕の採餌行動が活発になり，昼の活動

性は低くなっていた．同じ場所で採集された他

種のアリについては，種によって活動周期のパ

ターンは異なるが，どのアリでも活動時間は一

部分に限られている．調査時間の中で夕方 16

時～ 18 時に最も多く採集されたのは，ブギオ

オズアリだった．

　　　　　

Ⅳ．考察

　約 10 年にわたって南大東島の外来アリの分

布を調査してきたが，その間に島内道路沿いの

アリ群集は大きく様変わりしてきた．島内を優

占しているのはツヤオオズアリであることは

10 年前から変化はないが，その他のアリの分

布域や各種の島内密度は，調査年により大きな

変動がみられた．年々道路沿いのアリの種数は
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低下しており，特にシワアリ属（Tetramorium）

の減少が顕著であった（表 1）．

　我々グループが南大東島での外来アリ調査を

10 年前に開始したきっかけは，鳥類の雛がア

シナガキアリに襲われているとの情報が入った

ことだったが，今回の分布調査からはアシナガ

キアリは確認されなかった．しかしながら，南

大東島においてアシナガキアリが絶滅している

わけではなく，島の一部（北港近くの墓地）で

は非常に高密度で生息しているのが確認されて

いる．分布範囲が限定されているとはいえ，モ

ズやメジロの雛への攻撃行動が確認されている

アシナガキアリは（Matsui et al., 2009），南大東

島の生態系保全において大きなリスクであり，

今後も継続的なモニタリングが必要と考える．

　ブギオオズアリはアジアの熱帯から温帯気候

にかけて広く分布し（日本アリ類データベース，

Eguchi et al., 2007，山根ら 2014），他の外来ア

リと同様，市街地や耕地などのオープンランド

を好む．本種は近年，小笠原，沖縄本島，奄美

大島など様々な場所に侵入・定着していること

が確認されている．

　南大東島では，前回 2009 年の調査で新たに

確認され，旧南大東島空港跡地を中心に生息し

ていた．今回の調査では，ブギオオズアリの分

布域が拡大しているのではないかと予想した

が，それに反しむしろ前回に比べ道路沿いでの

密度は低下していることが明らかになった．南

大東島には侵略的外来種で同属ツヤオオズアリ

が優占している．近縁種間では一般に生息環境

や餌メニューが類似しやすく，種間競争が厳し

い．そのため，形質置換などの生態ニッチの分

割や上位捕食者による個体群低減効果がない限

り長期間の共存は一般にむずかしい．事実，シ

ンガポールでは，両種が同じ地点で採集される

ことがあるものの，ツヤオオズアリが優占して

いる地点ではブギオオズアリの個体数が低下す

る傾向がみられる．南大東島においても，競争

種と考えられるツヤオオズアリの存在が，ブギ

オオズアリの分布拡大を抑制している可能性が

考えられる．しかしながら，どのような形質が

種間競争の優劣を決定しているのかは今回の調

査からは明らかにできなかった．

　侵略的外来アリが他種アリを排除するメカニ

ズムとして融合コロニーの存在が考えられる．

融合コロニーとは巣間の敵対性が弱まり，多数

の巣が有機的につながり一つのコロニーを形成

する社会構造を指す．これによって，アリ個体

群の制限要因であった種内競争のコストが低下

し，種間競争で有利になり，他種の排除につな

がると考えられている（Hölldobler and Wilson 

1990, Passera 1994, Holway et al. 1998）．しかし

ながら，今回の調査では，ブギオオズアリの巣

仲間認識行動には同巣内と異巣間の間で明確な

違いがみられたため，ブギオオズアリが融合コ

ロニーを形成している可能性は低い．同様に，

大西らの研究から南大東島のツヤオオズアリで

融合コロニー性を示さないことが明らかになっ

ている（大西 2009）．そのため，融合コロニー

性の有無が種間競争の優劣を決定しているとは

図 8　ブギオオズアリの巣仲間認識行動実験の結果．同巣の
ペアと異巣のペアとでは、攻撃性は有意に異なった（*Median-
test, x2 = 8.679 ）
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考えにくい．

　また，外来アリのもう一つの特徴に活動性の

高さが上げられる．一般的なアリは夜行性や昼

行性など一日の活動時間が制限されているこ

とが多いが，外来アリでは昼夜問わず活動し

ている種が複数報告されている（Holway et al. 

2002）．この様な活動性の高さは，コロニーの

生産性や分布拡大スピードの増大などを引きお

こし，種間競争において有利になると考えられ

る．しかしながら，今回の調査では，ブギオオ

ズアリの活動は，朝・夕に活発になり，他の外

来アリで見られるような 1 日を通しての高い活

動性は見られなかった．この活動時間の制限が

本種の分布拡大を制限している要因の一つとも

考えられる．他の地域との比較や対象種を広げ

るなどして，今後検証する必要があるだろう．

　これらの要因に加え外来種の侵入先での成功

には，天敵の有無，空きニッチの存在，物理環

境との適合性など様々な要因が複雑に影響し合

う (Facon et al., 2006)．今後さらに研究をすすめ，

ブギオオズアリの生態を明らかにし，侵入・定

着に関係している要因を特定する必要がある．

  今回の調査結果より，南大東島に生息する 3

種の外来アリの分布の変化を 10 年に渡って追

跡することができた．このように外来アリの分

布パターンの変化を長期的に追跡した研究例は

少なく，外来アリの影響評価や防除方法を策

定する上で有用なデータになると考える．今回

我々が報告した南大東島では，ツヤオオズアリ

やアシナガキアリ，ブギオオズアリの分布拡大

は頭打ちになっているように見える．しかしな

がら，新規外来種の侵入，定着や人為的環境変

図 9　ブギオオズアリとその他のアリの一日の活動時間．ブギオオズアリは朝と夕に活動性が高くなるが，日中の活動性は低
い
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化などによって，現在の群集構造が大きく変化

する可能性もある．今後も継続的に調査を行い，

外来アリ群集パターンの時間的変化について調

査していく必要があると考える．
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The disturbance in native ecosystems and exclusion of native species by the alien species is a 

major threat to the loss of biodiversity in the world. The ants, which have large biomass and 

various interactions with other species in many ecosystems, are considered to be likely to have 

serious impact on native community as alien species. In order to understand the mechanisms 

of invasion of alien ants, we did the census of alien ant distribution during 2005 and 2013, and 

investigated ecological feature of new alien ant, Pheidole bugi, in Minami-daito Island, Japan.

 As a result, in Minami-daito Island, Pheidole megacephala, one of the most famous alien ants, 

were constantly most dominant species on the roadside habitat whereas during 2005 and 2009 the 

frequency of occurrence was temporarily decreased.  On the other hand, the distribution of another 

invasive yellow crazy ant Anoplolepis gracilipes was restricted to a small local area and at 2013 

survey, was not collected on the roadside environment. During 2005 and 2009, the distribution 

area of Pheidole bugi was dramatically expanded but during 2009 and 2013 conversely reduced 

and widespreaded was reduced their distribution area at 2013 survey. Also, the number of native 

ants were gradually reduced excluded.

Our results indicate that once alien ants succeed to invade the new habitat, their population can 

maintain for long term stably though there are fluctuation. Therefore, the reduction of native 

species can be caused by competitive exclusion between alien and native species.  Also, from the 

fact that the new invasive ants, Pheidole bugi without unicoloniality can invade and expand their 

distribution area, other ecological factors such as the empty of niches or natural enemy release 

may be important for the process of invasion in ant’s community in Minami-daito Island. 

Key words : big headed ant “Pheidole megacephala”, oceanic island, nestmate recognition, long 

term survey of ant distribution, alien species


