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研究成果の概要（和文）：小笠原のテリハハマボウの陽葉では、乾燥勾配に沿って葉厚の増加は見られたが、葉身道管
の切れやすさには変化はなかった。このことは葉厚が直接、道管と関連するという仮説を否定した。従って乾燥地での
葉厚の増加は、水のキャパシタンスを増加させ、一時的に急激に起こる葉の脱水に対しても、葉のぼう圧や含水量を維
持する意義の方が大きいと考えられた。また小笠原の乾燥尾根部に生育する樹木の枝の道管に関しては、通水要素間の
壁孔壁の小孔サイズが小さくなっており、乾燥適応して進化してきていた。一般に組織構造は種保存的と考えられてい
るが、壁孔構造とが進化し、道管の水を切れにくくし乾燥に適応している様子がわかってきた。

研究成果の概要（英文）：On the Ogasawara islands, there are slopes from dry ridge to wet valley. Along 
the slopes, we examined the relationships between the vulnerability of leaf xylem and leaf thickness in 
the sun leaves of Hibiscus glaber. Towards the dry ridge, the leaf thickness increased in spite of a 
constant light condition. However, the vulnerability of leaf xylem remained constant. The data indicate 
that the increase in leaf thickness is related to an increase in leaf capacitance, rather than cavitation 
tolerance in xylem, contributing to a maintenance of leaf turgor and water content against temporary leaf 
dehydration. Among woody plants growing at the dry ridge, micropores in intervascular pit membranes in 
branchelets are consistently small, indicating high cavitation tolerance. To date, xylem anatomy has been 
considered as species or genera specific, but we first capture the clue of the co-evolutionary variations 
between physiology and xylem anatomy.

研究分野： 樹木生理生態

キーワード： 乾燥耐性　小笠原　道管　壁孔壁　キャビテーション耐性　水ポテンシャル　通水性　葉厚
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