
Ⅰ．はじめに

大東諸島は，南大東島，北大東島，沖大東島

からなり，琉球諸島で唯一の海洋島群である（南

大東村誌編集委員会 1990）．大東諸島のうち，

有人島である南・北大東島は，沖縄島の東方約

370 kmのフィリピン海上に位置する（当山

1992）．

大東諸島は，その特異な成り立ち，地理的な

位置から，琉球列島の他の島嶼には見られない，

特異な生態系を有することで知られている．大

東諸島の自然植生は，内陸部の森林植生，石灰

岩堤に発達する低木林，内陸盆地に発達する湿

地植生，島周縁部の岩礁地帯に発達する海岸植

生に分けられる．島を屏風のように囲む石灰岩

堤の崖錐は幕（はぐ）と呼ばれ，ここに発達す

る林（幕林）の高木層には，アカテツ 

Planchonella obovata （R. Br.） Pierre，ヤブニッケ

イ Cinnamomum pseudo-pedunculatum Hyata，ク

ワノハエノキ Celtis boninensis Koidz.，ガジュ

マル Ficus microcarpa L. f. ，ハマイヌビワ Ficus 

virgate Reinw. ex Bl.，ムクイヌビワ Ficus irisana 

Elm.， ア コ ウ Ficus superba （Miq.） Miq. var. 

japonica Miq. などと共に，ビロウ Livistona 

chinensis （Jacq.） R.Br. ex Mart. var. subglobosa 

（Hassk.） Becc.が多く出現する（宮城 1989，南

大東村誌編集委員会 1966）．ビロウが著しく優

占する幕林は，南・北大東島を特徴付ける植生

である．

ビロウは高さ 10～ 15 m，径 40～ 60 cmに

達するヤシ科 Arecaceaeの高木で，四国（西南

部），福岡（沖ノ島），長崎，大分，宮崎，鹿児

島南部，琉球列島，国外では台湾北部の亀山島
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大東諸島においてビロウの開花期を調査し，9～ 2月に開花する秋冬型と，3～ 4月に開花する春型の
二型があることを確認した．秋冬型は花序が入れ替わりながら長期間開花し，春型は短期間に多くの花
序が集中して開花した．秋冬型の開花期間は，降水量や台風の多い年に長くなる傾向が見られた．秋冬
型は台風シーズン直後に開花し始めることから，他の植物が台風でダメージを受けた際，食植性動物の
餌資源としてビロウが重要な役割を果たしている可能性がある．
空中花粉調査においてビロウの花粉がほとんど確認されなかったことから，ビロウが風媒である可能

性は低い．訪花が確認されたツマグロキンバエなどの昆虫類，ダイトウメジロ，クマネズミなどが，ビ
ロウの花粉媒介者である可能性が高い．また，多くのビロウが花序に蛾の幼虫による深刻な食害を受け
ており，大東諸島におけるビロウの種子生産に影響を与えることが懸念される．
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に分布する（北村・村田 1994，中須賀ら 1992）．

基本種 Livistona chinensis （Jacq.） R. Br. ex Mart.

は中国南部に分布する（中須賀ら 1992）．大東

諸島のビロウは，大東諸島の固有変種ダイトウ

ビロウL. chinensis R. Br. var. amanoi Murata, nom. 

nud.として扱われることがあるが，分類学的に

正式に記載されておらず裸名であることから，

本研究ではビロウとして扱う．

大東諸島では，大東諸島固有亜種のダイトウ

コノハズク Otus elegans interpositus Kurodaがビ

ロウの樹洞を営巣に利用することが知られてい

る他（高木ら 2005），ダイトウメジロ Zosterops 

japonica daitoensis Kurodaがビロウの繊維を巣

材として利用したり（伊澤ら 2014），南大東島

固有のヒサマツサイカブトムシ Oryctes 

hisamatsui Nagaiがビロウに依存していると考

えられるなど（下地 2012），多くの生物が様々

な形でビロウを利用していることが報告されて

いる．ビロウは島の生態系を維持する上で重要

な役割を果たしていると考えられ（伊澤ら

2014），ビロウが優占する幕林は生物学的，地

学的，学術的に貴重であると言える．しかし，

1900年に入植が始まって以降，島の植生は大

半が伐採され，その影響で多くの固有生物が絶

滅した．現在，ダイトウオオコウモリ Pteropus 

dasymallus daitoensisやダイトウコノハズク等

の固有生物は，幕などにわずかに残されたビロ

ウ林を利用して生存し続けている．

伊澤ら（2014）は，南大東島と沖縄島・西表

島のビロウについて開花期間の調査をおこな

い，大東諸島のビロウは沖縄島や西表島と比べ

花期が長いことを報告している他，秋に開花す

る個体（秋冬型）と，春に開花する個体（春型）

の二型がある可能性を示唆している．大東諸島

のビロウに見られる開花期の二型が他の生物に

どのような影響を与え，大東諸島の生態系の中

でどのような役割を果たしているかを明らかに

するためには，複数年にわたる継続した調査が

必須である．このため，我々の研究グループで

は，これまでにプロナトゥーラファンド（第

22期）の助成，自身の研究費によって継続し

て調査を行って来た．数年前から大東諸島にヤ

シ類を食害する外来種タイワンカブトムシ

Oryctes fhinoceros Linnaeus，1758が侵入し，爆

発的に個体数が増加したことでビロウの食害が

進み，枯死する個体も見られるようになってい

る．環境省によってタイワンカブトムシの駆除

が開始されたが，根絶は難しい状況にある．限

られた面積に残されている大東諸島のビロウ林

がさらに減少するようなことがあれば，ビロウ

に直接・間接に依存する多くの生物が絶滅に至

る恐れがある．

大東諸島におけるビロウを中心とした生態系

の維持・再生のためには，これまで行ってきた

調査を継続するとともに，大東諸島のビロウの

生態についての基礎データの集積が必要であ

る．本研究では，大東諸島におけるビロウの保

全と再生に向けた取り組みに資することを目的

とし，開花習性を中心にビロウの生態的特性に

関する情報を収集することを目的とする．

Ⅱ．材料と方法

1. ビロウの開花習性に関する調査

これまで南大東島で行ってきた調査により，

南大東島のビロウが，他地域とは異なる開花習

性を持つ事が示唆されている（伊澤ら 2014）．

本研究では，大東諸島におけるビロウの開花習

性についてさらに情報を集積してその特徴を明

らかにするため，南大東島においてこれまでの

調査を継続するとともに，北大東島においても

開花フェノロジーを調査した．

1）ビロウの開花フェノロジー調査

南大東島と沖縄島において 300個体，北大東

島において 156個体，調査プレートなどによっ
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てマークされたビロウを調査対象にした．南大

東島と沖縄島では 2011年 12月～ 2017年 9月

にかけて，北大東島では 2014年 10月～ 2017

年 9月にかけて，2週間あるいは 1ヵ月に 1回

の頻度で開花個体の調査を行った．1回の調査

で全ての調査木を見回り，各個体の開花の有無

を記録した．

上記の調査で得た各個体の開花データをもと

に，個体ごとに各年の最初に開花した月と最後

に開花した月から，開花期間を算出した．例え

ば，個体 Aが 1月に開花し始め，最後に開花

した月が 3月だった場合，開花期間は 3ヵ月と

した．また，4月のみ開花した場合には，開花

期間は 1ヵ月とした．南大東島におけるビロウ

の開花期間と気象条件の関係について調べるた

め，過去の気象データを気象庁（http://www.

data.jma.go.jp）より得た，調査期間中の日平均

気温，日最高平均気温，日最低平均気温，積算

降水量，積算日照時間，大東諸島に接近した台

風の数と，各年のビロウの開花期間の長さとの

相関係数を求めた．開花期前と開花期間中のど

ちらの気象条件がビロウの開花期間に影響する

のかを見るため，秋冬型の開花期前を 4月～ 8

月，開花期間中を 9月～ 3月，春型の開花期前

を 5月～ 12月，開花期間中を 1月～ 4月とし，

各年の気象状況をそれぞれの期間に分けた上で

解析を行った．

2）開花花序数の変化

生育場所の条件等から開花時に花序数の計測

が可能な個体を，南大東島で 40個体，北大東

島で 81個体選定し，調査の対象にした．調査は，

南大東島では 2016年 10月～ 11月，2017年 1

月～ 9月，北大東島では 2016年 12月，2017

年 3月～ 5月，7月～ 9月に，月に 1回全ての

調査木を見回り，各個体で開花していた花序数

を記録した．

2. ビロウの送粉生態に関する調査

南大東島で我々がこれまで継続してきた開

花・結実フェノロジー調査の結果より，ビロウ

の結実率が低いこと，個体によって結実の有無

に差が見られることが明らかになってきた（未

発表データ）．ビロウの島嶼個体群の保全にあ

たって，送粉システムに関する基礎的データの

収集は重要である．そこで本研究では，風媒の

可能性の検証，並びに訪花動物の調査を行った．

1）花粉の形態観察と空中花粉の調査

2017年 4月 13日に南大東島の内幕北（25°

51ʼ52.5ʼʼ，131°14ʼ25.1ʼʼE）で採取した 2花 26個

の花粉，内幕東（25°49ʼ33.9ʼʼN，131°15ʼ22.8ʼʼE）

で採取した 1花 29個の花粉の，合計 55個を観

察した．開花している花から葯を採取し，ピン

セットでスライドガラス上に広げてカバーガラ

スをかけ，アレクサンダー染色液（Peterson et 

al. 2010）で染色した．その後，光学顕微鏡下

で花粉の形態や特徴を観察して記録すると共

に，長さ（μm）と幅（μm）を計測した．

ビロウ林周辺の空中花粉を捕集し，ビロウ花

粉が飛散しているかどうか確認することを目的

とし，ダーラム型花粉捕集器を用いて空中花粉

の調査を行った．ダーラム法による空中花粉の

調査方法については，大阪府が作成した空中花

粉捕集マニュアル（http://www.pref.osaka.lgjp/

attach/3712/00148455/manyuaru.pdf）を参考にし

た．このマニュアルはスギ・ヒノキの飛散花粉

の調査を目的として作成されており，“10～ 20 

m四方にスギ，ヒノキがない場所に花粉捕集器

を設置する” としている．今回の調査では，ビ

ロウ花粉が空中を飛散しているかどうかを確認

することのみを目的としたことから，複数のビ

ロウが開花している場所の直近に花粉捕集器を

設置した（図 1）．

2017年 4月 12日～ 14日にかけて，南大東

島の 5か所で調査を行った．花粉捕集器の設置
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場所は表 1に示した．これまでの調査により ,

今回調査を行ったのは，春型ビロウの開花期が

終わりに近づいている時期であったため，選定

した場所以外でまとまった個体数の開花は見ら

れなかった．前述の空中花粉捕集マニュアルで

は，花粉捕集器の設置にあたり，“地上 1～ 20 

mでは，捕集効率に影響はない”とされている．

このため，今回の調査では設置位置の高さを統

一せず，地上から 1.5～ 2.8 mの範囲とした（表

1）．

一回目の空中花粉調査は 2017年 4月 12日

16時～ 13日 16時（24時間）に，二回目の調

査は 2017年 4月 13日 16時～ 14日 16時（24

時間）に実施した．南大東島の気象観測データ

によると（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/

index.php），一回目の調査時の気象条件は，降

水量（合計）0.0 mm，気温（平均）20.9 ℃，湿

度（平均）64 %，風速（平均）3.9 m/sであった．

また二回目は，降水量（合計）0.0 mm，気温（平

均）21.0 ℃，湿度（平均）73 %，風速（平均）3.8 

m/sであった．花粉捕集器に設置したスライド

グラスを 24時間後に回収し，大学に持ち帰っ

てアレクサンダー染色液で染色し，ビロウ花粉

の有無を確認して計数した．スライドグラスは

1x1 mmの格子付のものを使用した．花粉の計

数は格子単位で行い，最終的に単位面積当たり

の花粉数を求めた．

2）訪花動物相の調査

ビロウの訪花動物相を明らかにすることを目

的とし，2017年 4月 13，14日の二日間にわたり，

花粉捕集器を設置した場所を中心に，昼間 5時

間と夜間 4時間の計 9時間，ビロウ花序を訪れ

る動物の直接観察を行った．また，夜間には赤

外線ライトを用いたビデオカメラを利用して観

察を行った．採集した昆虫の同定に際しての分

類学的取り扱いは，屋富祖ら（2002）に従った．

3. 蛾類の幼虫によるビロウ花序の食害に関する

調査

大東諸島では，数年前からヤシ類を食害する

タイワンカブトムシが侵入し，爆発的に個体数

が増加した．その食害が生態系の基盤をなすビ

ロウにもおよび，枯死した個体も多い．このた

め，タイワンカブトムシがビロウ存続に与える

影響が危惧され，環境省によって駆除が開始さ

れた．一方，伊澤ら（2015）はビロウの花や果
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図 1　南大東島で開花しているビロウ林近傍に設置したダー

ラム型花粉捕集器

表 1　南大東島における空中花粉調査地点とビロウの花粉数

設置高 計数グリッド数 ビロウ花粉数 ビロウ花粉頻度

（（m） （個） （個） 個個/cm2

地点１：　漁港裏（地点１：　漁港裏（25°52ʹ3.44ʺN/131°13ʹ51.46ʺE） 2.8 363 2 0.55

地点２：　南東開発（地点２：　南東開発（25°51ʹ50.0ʺN/131°14ʹ13.66ʺE） 1.5 250 0 0.00

地点３：　内幕北地点３：　内幕北1（25°51ʹ52.5ʺN/131°14ʹ25.1ʺE） 1.5 199 0 0.00

地点４：　内幕北地点４：　内幕北2（25°51ʹ52.6ʺ N/131°14ʹ24.0ʺE） 2.0 252 0 0.00

地点５：　内幕東（地点５：　内幕東（25°49ʹ33.9ʺN/131°15ʹ22.8ʺE） 1.6 204 0 0.00
平均平均±標準偏差 0.11±0.23

地点の名称（緯度経度）

表１　南大東島における空中花粉調査地点とビロウの花粉数表１　南大東島における空中花粉調査地点とビロウの花粉数.



実を加害する蛾類（ヤシノホソキバガ，シタキ

ツヅリガ，キバガ類の一種）について報告して

いる．キバガ類の被害はビロウの花序に直接ダ

メージを与えることから，大東諸島におけるビ

ロウの種子繁殖に大きな影響を与える可能性が

示唆されているが，その後の被害状況について

は報告がなかった．そこで今回，蛾類の幼虫に

よるビロウ花序の食害に関する調査を実施し

た．

開花している，もしくは花期終了直後の花序

が残っている個体を，5地点で合計 173個体選

定した（表 2）．各調査個体について，目視に

より蛾類の幼虫による食害の有無を確認すると

ともに，タイワンカブトムシによる食害の有無

についても合わせて調査した．

Ⅲ．結果

1. ビロウの開花習性

1）ビロウの開花フェノロジー

南大東島，北大東島，沖縄島におけるビロウ

開花個体の割合（開花個体数 /調査木数× 100）

の季節変化を，図 2に示した．過去の調査結果

と同様に，今回の調査期間においても，南大東

島と北大東島のビロウは 9月から 4月にかけて

開花し，開花期間は約 6ヵ月に及んだ．一方，

沖縄島のビロウは，2月から 5月上旬に開花し，

開花のピークは 3月下旬から 4月上旬にかけて

であった．沖縄島における開花期間も，これま

で行ってきた調査の結果と一致した．また，南

大東島や北大東島では，開花のピークが 1回の

年と 2回の年が見られ，年によって開花個体数

の変動パターンに違いが見られた（図 2）．
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図 2　南大東島，北大東島，沖縄島におけるビロウ開花の季節変化．（）内に記した初めの数字は調査開始時の個体数，→後の

数字は枯死もしくは伐採により調査木が減少した後の個体数を表す .

地点の名称（緯度経度） 調査個体数 有（個体）無（個体）不明（個体）食害率（％） 有（個体）無（個体）不明（個体）食害率（％）

月見公園（月見公園（25°50ʹ7.28ʺN/ 131°14ʹ10.07ʺE） 48 33 0 15 100.0 16 32 0 33.3

空港道路（空港道路（25°50ʹ6.79ʺN/ 131°14ʹ30.39ʺE） 36 19 0 17 100.0 22 14 0 61.1

国民運動場（国民運動場（25°49ʹ42.94ʺN/ 131°13ʹ51.76ʺE） 46 35 4 7 89.7 11 35 0 23.9

南東開発（南東開発（25°51ʹ49.12ʺN/ 131°14ʹ12.39ʺE） 16 15 1 0 93.8 10 6 0 62.5

内幕北（内幕北（25°51ʹ52.04ʺN/ 131°14ʹ21.66ʺE） 27 26 1 0 96.3 21 6 0 77.8
96.0±4.4 51.7±22.3

蛾類の幼虫による食害 タイワンカブトによる食害

表２　蛾類の幼虫とタイワンカブトムシによるビロウ花序の食害調査場所と食害率表２　蛾類の幼虫とタイワンカブトムシによるビロウ花序の食害調査場所と食害率.

平均平均±標準偏差 平均平均±標準偏差

表 2　蛾類の幼虫とタイワンカブトムシによるビロウ花序の食害調査場所と食害率



これまでの調査結果も含め，南大東島，北大

東島のビロウの個体別の開花フェノロジーを図

3に示した．南大東島と北大東島のビロウには，

秋から春先（9月～ 3月）にかけて断続的に開

花する個体（秋冬型）と，沖縄島のビロウと同

様，春に開花が集中する個体（春型）の二型が

見られた．秋冬型と春型の開花パターンは個体

毎に一定しており，年によって開花パターンが

変化する個体は見られなかった（図 3）．

2）開花期間の年変動

南大東島と北大東島の各年の平均開花期間を

秋冬型と春型に区別して図 4に示した．秋冬型

では，2013年と 2015年の開花期間が 1～ 2ヵ

月なのに対し，2012年，2014年，2016年には

3～ 4ヵ月となり，開花期間が長い年と短い年

が見られた（図 4）．南大東島における各年の

気象状況と，秋冬型および春型のビロウの開花

期間との関係を調べた結果，秋冬型の開花期間
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図 4　沖縄島，南大東島，北大東島における秋冬型と春型ビロウの各年の平均開花期間

図 3　南大東島と北大東島におけるビロウの個体別開花フェノロジー．図中の一行が１個体のデータを表す .



と，開花期前の積算降水量，および，開花期中

や前に接近した台風の数との間に，強い正の相

関が見られた．一方で，秋冬型の開花期間と，

開花期前の日照時間，および開花期間中の日照

時間との間には，強い負の相関が見られた（表

3）．

3）開花花序数の変化

南大東島と北大東島で開花花序数の調査を

行ったビロウについて，各月の開花花序数の平

均値を秋冬型と春型に分けてまとめた（図 5）．

秋冬型は，開花期間を通して月毎の開花花序数

はほぼ一定であり，南大東島では最も多くなっ

た 10月が 1.8± 0.8 本（平均±標準偏差），北

大東島の 12月でも 1.3± 0.4 本であった．一方，

春型は，開花個体数がピークになる 3月～ 4月

に各個体の開花花序数も多くなる傾向が見ら

れ，どちらの島でも最も多くなった 3月では，

南大東島で 5.1± 0.7 本，北大東島では 3.8± 1.7 

本となった．秋冬型では少数の花序が入れ替わ

りながら長期間連続して開花していたのに対

し，春型は，春の短い期間に多数の花序を同時

に集中して開花させると考えられる．

2. ビロウの送粉生態

1）花粉の形態と空中花粉の調査結果

形態を観察した花粉 55個の長さは平均 24.4

± 1.9 μm，幅は平均 20.6± 2.7 μmであった．

全ての花粉が単溝型の楕円形であり，溝は花粉

の両端に達していた．

花粉捕集器より回収した合計 10枚のスライ

ドグラスを検鏡し，合計 1268グリッドを観察

して出現したビロウ花粉の個数をカウントし

た．その結果，捕集されたビロウ空中花粉の個

数は調査地点 1の 2個（0.55個 /cm2）のみであ

り，5地点の平均は 0.11± 0.25 個 /cm2であっ

た（表 1）．
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開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間

(4～8月) (9～3月) (5～12月) (1～4月) (4～8月) (9～3月) (5～12月) (1～4月) (4～8月) (9～3月) (5～12月) (1～4月)

25.8 21.4 25 19.5 28.6 24.5 27.9 22.6 23.4 18.3 22.2 16.6

26.1 21.2 25.5 18.7 29.3 24.2 28.7 21.8 23.4 18.2 22.6 15.7

25.7 21.4 25.5 19 28.5 24.3 28.2 22.2 23.4 18.5 23.1 15.8

26.4 22.1 26 19.9 29.6 25.2 29.2 22.9 24 19 23.3 17

27.3 22.3 26.7 19.2 30.2 25.4 29.6 22.5 24.8 19.3 24.1 15.8

秋冬型 -0.22 -0.14 -0.48 -0.13 -0.1 -0.14

春型 0.32 0.17 0.13 0.46 0.41 -0.08

開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間 開花期前 開花期間

(4～8月) (9～3月) (5～12月) (1～4月) (4～8月) (9～3月) (5～12月) (1～4月)
1395 801 1792.5 445 879.6 1005.8 1344.8 524.9 7

524 1002.5 1036 389 1104.8 1065.2 1587.7 656.6 3

809 685.5 1316 195 958.3 1059.1 1434.3 575.7 5

779.5 759.5 1089 445 1176.4 1125.9 1760.2 533.9 1

757.5 854 1344 295 1154.7 1087.9 1666.3 548.1 2

秋冬型 0.8＊ -0.45 -0.81＊ -0.76＊ 0.82＊

春型 0.68 -0.31 -0.24 -0.67 0.25

＊は強い相関があったことを示している＊は強い相関があったことを示している.

2012年

大東諸島

に　　接

近した

台風の数

年

各気象状況と

ビロウの開花

期間の長さと

の相関係数の相関係数 r

春型秋冬型春型秋冬型
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春型秋冬型春型
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表表3　南大東島におけるビロウの開花期間の長さと気象状況との関係.
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2）訪花動物相の調査結果

今回行った調査で観察された訪花動物のう

ち，同定ができたものを表 4に記した．昼間の

調査では，クロバエ科 Calliphoridaeのツマグロ

キンバエ Stomorhina obsolete（Wiedemann，1830）

やホホジロオビキンバエ Chrysomya rufifacies

（Macquart，1842）が比較的多く訪花している

のが観察された（図 6a，b）．これらのハエ類

は花序内をあまり移動せず，同じ場所に長時間

滞在し，花序表面をしきりに舐めていた．また，

ダイトウメジロが花序に訪れ，何かをついばむ

ような行動をしている様子が観察された（図

6c）．今回の観察では，花序にいる昆虫類を捕

食しているのか，花蜜を舐めているのかは確認

できなかった．夜間の調査では，ジャノメチョ

ウ科 SatyridaeのウスイロコノマチョウMelanitis 

leda（Linnaeus, 1758）がビロウの花序にとまり，

吸蜜しているのが観察された（図 6d）．ゴキブ

リ科 Blattidaeのコワモンゴキブリ Periplaneta 

americana（Linnaeus, 1758）は頻繁に花序上を

移動し，所々で静止しては蜜を舐めていた（図

6e）．また，クマネズミは花序と樹冠を頻繁に
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目 科 和名 学名

哺乳類

　齧歯目 ネズミ科 クマネズミ Rattus rattus  (Linnaeus, 1758)

鳥類

　スズメ目 メジロ科 ダイトウメジロ Zosterops japonicus daitoensis Temminck & Schlegel, 1847

昆虫類

　ゴキブリ目 ゴキブリ科 コワモンゴキブリ Periplaneta americana  (Linnaeus, 1758)

　双翅目 クロバエ科 ホホジロオビキンバエ Chrysomya rufifacies (Macquart, 1842)

ツマグロキンバエ Stomorhina obsoleta  (Wiedemann, 1830)

　鱗翅目 ジャノメチョウ科 ウスイロコノマチョウ Melanitis leda  (Linnaeus, 1758)

表表4　南大東島で観察されたビロウの訪花動物.表 4　南大東島で観察されたビロウの訪花動物

図 5　南大東島と北大東島の秋冬型と春型ビロウにおける，各月の開花花序数の平均値
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図 6　南大東島で観察されたビロウの訪花動物．a；ツマグロキンバエ，b；ホホジロオビキンバエ，c；ダイトウメジロ，d；ウ

スイロコノマチョウ，e；コワモンゴキブリ，f；クマネズミ，g-i；未同定の小型蛾類．g-iに記してあるバーは 1 cmを表す．



往復し，しきりに蜜舐めを行っていた（図 6f）．

また，ヤガ科 Noctuidaeの仲間と思われる小型

の蛾類が，花序周辺を多数飛翔するのが観察さ

れた．採集して確認したところ，翅の模様の違

いなどから，これらの蛾類には少なくとも 3種

類（いずれも未同定）が含まれていると考えら

れた（図 6g-i）．

ツマグロキンバエを採集して体表を確認した

ところ，ビロウの花粉がわずかに付着している

のが確認された（図 7a）．また，採集したツマ

グロキンバエをユニパックの中に閉じ込めて数

時間放置した後，糞を回収して光学顕微鏡下で

観察したところ，ビロウの花粉が多量に含まれ

ているのが確認された（図 7b）．採集した小型

蛾類についても同様に体表を実体顕微鏡下で確

認したが，花粉の付着は確認されなかった．

3. 蛾類の幼虫によるビロウ花序の食害

表 2に，蛾類の幼虫による被害状況を記して

ある．食害を受けた個体の割合はいずれの場所

においても高く，96.0± 4.4 %（平均 ± 標準

偏差）であった．特に，月見公園と空港道路の

植栽木の食害率は高く，いずれも 100 %であっ

た．一方，同じ調査地で同じ個体についてタイ

ワンカブトムシによる食害について調査した結

果，いずれの調査地でも食害率は蛾類の場合よ

りも低く，51.7± 22.3 %であった．

蛾類の幼虫による花序の食害状況は，個体に

よって大きく異なっていた．図 8aに示したよ

うに，ほとんど花序に食害を受けていない個体

も見られたが，花序全体が壊滅的なダメージを

受けている個体も多く見られた（図 8b，c）．

Ⅳ．考察

1. 大東諸島のビロウに見られる開花期の二型

沖縄島のビロウは春に集中して開花する個体

のみで，大東諸島のビロウには秋から冬にかけ

て開花する秋冬型と，他地域と同様に春に開花

する春型の二型が見られた．この結果は，2011

年 12月以降継続して行ってきた開花フェノロ

ジー調査の結果と一致する．また，沖縄島のビ

ロウも大東諸島の春型とほぼ同じで，春に一気

に開花する．大東諸島の秋冬型ビロウが開花の

ピークを迎えた 2016年 11月に，奄美大島にお

いて 25地点計 1002個体のビロウ（全て植栽木）

を対象に開花の有無を調べたが，開花していた

のは 8個体のみであった（未発表データ）．また，

台湾では 4月（Liao 2000），与那国島では 3～

4月に開花するとされている他（与那国町教育

委員会 1995），小笠原固有でビロウに近縁なオ

ガサワラビロウ L. boninensis （Becc.） Nakaiも 4

112

図 7　ビロウに訪花したツマグロキンバエの体表に付着した花粉と糞中の花粉．a；ツマグロキンバエの頭部側面に付着したビ

ロウの花粉，b；ツマグロキンバエの糞中で確認されたビロウの花粉．aの中の矢印は，付着した花粉を示す．



～ 5月に開花するとされており（豊田 2003），

ビロウとその近縁種は一般的に春に開花すると

考えられる．秋冬型の開花パターンを持つビロ

ウが生育するのは，大東諸島のみである可能性

が高い．開花期に見られる二型，特に秋冬型の

存在は大東諸島のビロウを特徴付ける非常に重

要な性質であり，今後，当該地域においてビロ

ウ林の保全と再生に向けた取り組みを行ってい

く際に，考慮しなければならない重要な知見で

あると考える．

秋冬型のビロウは年に関係なく，台風シーズ

ンが過ぎた 10月頃より開花し始める．他の植

物とは異なり，秋冬型のビロウが台風による影

響を受けにくいのは，台風が多く襲来する時期

には花序が苞にしっかり包まれており，強風な

どによる直接的な被害を受けにくいためだと考

えられる．また，春に集中して開花する春型と

は異なり，秋冬型のビロウでは花序が次々と入

れ替わりながら開花する．このため，秋冬型で

は一度に咲いている花序数は少ないものの，結

果として長期間開花していることになる．秋冬

型と春型は開花開始時期が異なるだけではな

く，開花期の長さや，花序の出し方にも差が見

られると考えられる．秋冬型ではさらに，年に

よって開花期間の長さに差が見られることが明

らかになった．気象的要因のうち，開花期前の

積算降水量や，開花期前と開花期中に接近した

台風の数が，秋冬型の開花期の長さと強い正の

相関を持つことが示された．すなわち，降水量

や台風の数が多く，日照時間が少ない年に，秋

冬型ビロウの開花期間が長くなることになる．

上記のような性質は，ビロウを餌資源等とし
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図 8　ビロウの花序で観察された蛾類の幼虫による食害．a；食害をほとんど受けていない花序，b，c；食害により花が茶色く変

色してしまった花序 .



て利用している大東諸島の動物にとっても，重

要な意味を持つ．大東諸島は森林が少なく，一

度台風が来ると，島全体にわたって植生が大き

なダメージを受ける．こうした状況下では，ダ

イトウオオコウモリを始めとする食植性の動物

たちの餌資源が極端に減少し，彼らもまた大き

なダメージを受けることになる．実際，オオコ

ウモリ類の死亡要因として台風による直接の死

亡と餌不足が指摘されており（Pierson et al. 

1996，Craig et al. 1994），琉球列島でも個体数

の増減に最も影響を与えているのは台風である

とされている（中本ら 2011）．秋冬型のビロウ

は，台風後にオオコウモリの餌資源が欠乏した

場合でも，速やかに花序を展開して新たな餌資

源を提供することが可能である．また，秋冬型

ビロウは 10月以降連続して開花するため，長

期間にわたって餌資源を供給することが可能で

ある．さらに，降水量や台風の多い年の方が開

花期間が長くなる傾向が見られたことも，餌資

源としての価値を高めていると言えるだろう．

こうした観点からも，大東諸島の生態系を維持

していく上で，開花期の二型を考慮したビロウ

の保護は極めて重要な意味を持つと言えるだろ

う．

我々が行ってきた調査により，南大東島のビ

ロウ集団は高い遺伝的多様性を保持し，また他

の島嶼集団とは遺伝的構造に明瞭な違いが見ら

れることが明らかとなっている（未発表デー

タ）．現時点でこうした遺伝的構造と開花期の

二型にどのような関係があるかは不明である

が，将来的に移植等の保全対策などをおこなう

場合，できるだけ既存の遺伝構造を攪乱しない

ための配慮が必要となることが考えられる．大

東諸島以外の地域からの持ち込みについて厳し

く規制しなければならないのはもちろんだが，

島内での安易な移植にも注意が必要だろう．秋

冬型と春型の分化は，大東諸島のビロウに見ら

れる遺伝的多型について考察する上でも重要な

知見の一つであり，今後保全を行う場合にも重

要な情報となることから，さらなる調査が必要

である．特に，秋冬型と春型の島内での分布パ

ターンや，開花期の二型が生じた要因の解明，

二型間における遺伝的隔離の有無とその機構な

どに関する調査を行う必要があると考える．

2. 大東諸島におけるビロウの送粉生態

ヤシ科には風媒の種が存在することから

（Silberbauer-Gottsberger 1990），ビロウも風媒で

ある可能性が考えられた．風媒性の単子葉類の

花粉の長さは平均 39.8± 8.8 μmとされるが（田

中 1994），ビロウの花粉の長さは平均 24.4± 1.9 

μmであり，風媒性の単子葉類の平均より小さ

い．小さい花粉は風に運ばれやすい一方で，小

さすぎる花粉は柱頭に付着しにくいとされるこ

とから（田中 1994），ビロウの花粉が小さいか

らといって風による送粉に適しているとは言え

ないだろう．風媒花に見られる一般的な特徴と

して，花が淡褐色であること，無臭に近いこと，

蜜を出さないこと，花弁は小型か全くなく単性

であることが多い，などがあげられる（戸部

1994）．ビロウの個々の花は小さく目立たない

が，花序全体としては黄色で大きく目立ち，独

特の匂いがある．また，蜜を分泌し，両性であ

ることなども，風媒の一般的な特徴とは一致し

ない．今回の調査において，開花しているビロ

ウの近傍に空中花粉捕集器を設置したのにも関

わらず花粉がわずかしか採取されなかったこと

からも，ビロウが風媒とは考え難い．

今回の調査において複数の訪花動物が観察さ

れたことも，ビロウが動物媒であるという考え

を支持しているように思われる．伊澤ら（2014）

の調査では，南・北大東島におけるビロウの訪

花動物として，ダイトウオオコウモリを含む哺

乳類 2種，鳥類 1種，爬虫類 2種，昆虫 10種

が報告されている．今回の調査では，未同定の
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小型蛾類を除くと，ツマグロキンバエとウスイ

ロコノマチョウが新たにビロウの訪花動物とし

て追加されたことになる．伊澤ら（2014）の報

告では，ホオグロヤモリを除いた全ての訪花動

物で，花蜜あるいは花粉の採餌が確認されてい

る．今回観察したツマグロキンバエとウスイロ

コノマチョウでも花粉の採餌あるいは吸蜜が確

認されており，大東諸島で暮らす多くの動物が，

ビロウの蜜や花粉を餌資源として利用している

と考えられる．

ビロウの花を餌資源として利用している訪花

動物が，全てビロウの好適な花粉媒介者である

とは考えにくい．ツマグロキンバエやホホジロ

オビキンバエなどハエ目の昆虫は，ビロウに訪

花する頻度が他の訪花動物と比べて高い．しか

し，一度訪花すると同一花序内の多くの花で蜜

舐めを行っており，長い時間同じ花序に留まる

ことが多く，移動性に乏しかった．もちろん，

花序内を動き回る際に頭や歩脚などが葯や柱頭

に触れる可能性は高いが，実際にツマグロキン

バエを採集して体表を観察した結果では，付着

していた花粉は極めて少量であった．これらの

ことを考慮すると，ハエ目の昆虫が効率良くビ

ロウの花粉を媒介するとは考えにくく，ビロウ

にとって好適な送粉者とは言えないだろう．ウ

スイロコノマチョウは頻繁に小穂上を移動し，

多くの花に次々と訪花した他，別個体の花序に

も訪花した．また，吸蜜行動は開花している花

で行われるため，葯や柱頭に触れる機会も多く，

送粉に適していると思われる．ハエ目の昆虫と

比べ，ウスイロコノマチョウの方がビロウの送

粉者として好ましいように思われるが，訪花頻

度は極めて低く，今回の調査でも訪花を確認し

たのは 1回のみであった．昆虫類以外の訪花動

物も，ビロウの花粉媒介者となる可能性がある．

クマネズミ（外来種）やダイトウメジロは，蜜

を舐めながら頻繁に花序上を移動していた．ク

マネズミもダイトウメジロも共にビロウの樹冠

を俊敏に移動することが可能であり，花粉を媒

介している可能性は否定できない．

このように，南大東島のビロウは特定の送粉

者に頼った送粉生態を持つわけではなく，多種

類の動物を誘引することで，送粉を行っている

と考えられる．個々の花粉媒介者の送粉効率が

あまり良くないとすると，できるだけ多種類の

動物に訪花してもらうことが，ビロウの種子生

産にとって重要なのかもしれない．一方で，南

大東島でこれまで継続してきた開花・結実フェ

ノロジー調査では，ビロウの結実率が低いこと

が示されている（未発表データ）．南大東島は

海洋島であり，その動物相は大陸島である沖縄

島などと比べて貧弱である．あるいは，南大東

島でビロウが安定して種子を生産できないの

は，送粉者不足が関係しているのかもしれない．

これについては，今後，他地域との比較も含め

た調査が必要である．

3. 蛾の幼虫による花序の食害

今回蛾類の幼虫による花序の食害状況を調べ

た全ての地点で，タイワンカブトムシよりも蛾

類による食害率の方が高い値を示した．伊澤ら

（2015）はヤシノホソキバガによる食害率（樹

木単位）が調査範囲全域でほぼ 100 %であっ

たとしている．今回の調査結果もこれと一致し

ており，南大東島における蛾類の幼虫によるビ

ロウ花序の食害が，長期間継続して悪い状況に

あることを示唆している．今回行った夜間の観

察で未同定の小型蛾類の訪花が確認されたが，

これらの蛾類は食害を受けた花序周辺に集まっ

ており，おそらく花序に食害を与えている幼虫

の親だと思われる．これらの蛾類は現時点で未

同定であるが，ヤシノホソキバガとは明らかに

異なり，また，伊澤ら（2015）が報告している

他 2種の蛾類とも異なる種類であると思われ

る．こうした状況から判断して，ビロウ花序に
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食害を与えている蛾類にはかなり多くの種類が

含まれていると思われる．仮に，大東諸島にお

けるビロウの種子生産が送粉者不足による影響

を受けているとすると，蛾類による食害はそれ

に追い打ちをかけることになる．蛾類によるビ

ロウ花序への食害が今後も長期間にわたって継

続すると，大東諸島におけるビロウの種子生産

が深刻な影響を受ける可能性があり，その現状

について早急に把握する必要があると思われ

る．

タイワンカブトムシによる食害については調

査が継続して行われ，環境省が主体となって

行っているフェロモントラップを用いた捕獲な

どが一定の成果を上げてきた．一方で，蛾類に

よる花序の食害については，未だに調査が進ん

でおらず，具体的な対策が講じられないまま現

在に至っている．蛾類の幼虫はビロウの花序に

直接的なダメージを与え，今回の調査によって

も壊滅的な影響を受けた個体が数多く観察され

ている．海洋島である大東諸島では，琉球列島

の他地域と比べて昆虫相が貧弱であり，ビロウ

の送粉者も充足した状態ではないように思われ

る．通常の状態でも結実率は高くないが，これ

に蛾類による食害のダメージが加わることで，

大東諸島におけるビロウの種子生産が重大な影

響を受ける可能性が考えられる．タイワンカブ

トムシの対策に加え，ビロウ花序を食害するが

類についても早急に調査し，対策を講じる必要

があると考える．
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Ecological survey of the Chinese fan palm toward the maintenance and 
regeneration of the Chinese fan palm forest on Daito Islands

DENDA Tetsuo, IZAWA Masako and ABE Keiichiro

We investigated the flowering phenology of the Chinese fan palm in the Daito Islands and confirmed that there 
were two types having different flowering season; that is, autumn-winter type (AW type) and spring type (S type) 
that bloomed from March to April and from September to February, respectively. The AW type had few inflorescence 
at one time, but the flowering period was long because inflorescence was changed one after another. On the other 
hand, the S type beards many inflorescence in relatively a short period of time. The flowering period varied from 
year to year, and especially in the AW type, there was a tendency that it became longer in years with many typhoons 
and more precipitation. Since the AW type begins to bloom immediately after the typhoon season, when other plants 
are damaged by the typhoon, there is possible that it plays a significant role as a food resource for the herbivorous 
animals.

As few pollen grains of the Chinese fan palm were confirmed in the airborne pollen survey, this palm does not 
seem to be a wind-pollinated plant. On the other hand, some insects such as flies (Stomorhina obsolete) and butterfly 
(Melanitis leda), a bird (Daito white eye) and a rat (black rat) were observed to visit the flowers of Chinese fan palm, 
it is highly likely that these animals are pollinators of this palm in Daito Islands. In addition, it was confirmed that 
many inflorescence of the Chinese fan palm were suffering from feeding damage by larvae of moth species. Since 
many individuals have undergone complete ruin to the entire inflorescence due to the larvae feeding, there is concern 
that serious influence may be exerted in the seed production of the Chinese fan palm in Daito Islands.
Keywords: Arecaceae, Oceanic island, Flowering phenology, Pollinator, Feeding damage
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