はじめに

本巻では, 北方寒冷域の植物の生態, 生理, 遺伝, 微気象, 理論モデルなどに関する論
文を特集した. 北方寒冷域の植生面積の広い部分を占めるのは北方林である. 北方林と
は, 一般的には北緯 45〜70度に存在する森林のことであり, したがって北海道はその南
限にあたるといえる. また, 全世界の森林面積約 3,900万平方キロメートルのうち, 北方
林はその 1/3の約 1,300万平方キロメートルを占めている. これは, 熱帯林の約 1,800万
平方キロメートルに次ぐ大面積である.
本巻で具体的に扱う北方寒冷域は, 主に北海道とロシア極東である. そこでの主要樹種
であるトウヒ属（エゾマツ, アカエゾマツ）
, モミ属（トドマツ）, カラマツ属（カラマ
ツ, グイマツ）などの針葉樹, カバノキ属（ダケカンバ, シラカンバ）
, コナラ属（ミズ
ナラ）
, ヤマナラシ属（エゾヤマナラシ）などの落葉広葉樹, そして林床のササなどに関
する研究成果を紹介する. さらに北方寒冷域の湿地帯の主要な植物であるミズゴケも取り
上げる.
例えばロシア極東のカムチャツカでは年平均気温が約０℃程度, 年降水量が約 500mm
程度といったように, 北方寒冷域は低温や乾燥という環境条件を特徴とする. 本巻では,
そのような環境条件下で植物がどのように生活しているのか, 種子繁殖, クローン繁殖
（地下茎などによる繁殖）, 光合成, 水分生理, 環境ストレス応答, 耐凍性, 個体の生長,
北方林の天然更新, 水循環, 生物生産, 個体群の維持メカニズム, 生物多様性, 台風や森
林火災などの外部からの撹乱に対する北方林の応答と回復力などについての最近の研究成
果をまとめた. 温帯林や熱帯林と比較して, 北方林の特異性を理解していただければ幸い
である.

最後になりましたが, 論文を執筆していただいた全ての著者の方々と査読者の皆さまに
心より感謝申し上げる.
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Spatial pattern of post-fire forest succession in
Central Kamchatka, Russia
Hiroaki Ishii , Kosuke Homma , Jiri Dolezal , Toshihiko Hara ,
Akihiro Sumida , Valentina Vetrova , Marina Vyatkina , Kana Hotta
Fire is a natural component of vegetation dynamics in boreal forests. However, in Far East Russia,
socio-economic changes following the dissolution of the Soviet Union have resulted in increased incidences of
human-caused forest fires. Here,we compared the species composition and stand structure among three forest
stands at various stages of recovery after fires in Central Kamchatka, to infer how intraspecific differences in
regeneration strategies and subsequent patterns of survival affect post-fire forest succession. At 2 years after
a fire, sprouted stems of Populus tremula and Betula platyphylla were clustered according to their modes of
sprouting;root suckers at the 3-m scale, and stump sprouts at the 0.5-m scale, respectively. At 40 years after
a fire,stems of Larix cajanderi originating from seeds were clustered at an 8-m scale. At 200 years after a fire,
clumps of B. platyphylla and L. cajanderi were both randomly distributed and the clumps of B. platyphylla were
maintained by sprouting. Bray-Curtis ordination analyses suggested that there may be multiple pathways of
post-fire succession depending on the relative survival rates of P. tremula and B. platyphylla. If fire-return
intervals become shorter in Central Kamchatka because ofmore frequent human-caused fires,the population size
of L. cajanderi will decrease and early successional forests comprising P. tremula and B. platyphylla will dominate the landscape. On the other hand,if fires are suppressed,late-successional forests comprising L. cajanderi
and B. platyphylla will dominate the landscape.
キーワード：森林火災, 更新, 空間解析, 萌芽, 植生動態
forest fire, regeneration, spatial analysis, sprouting, vegetation dynamics

ロシア, カムチャッカ中央部における
火災後の植生遷移の空間パターン
石井

弘明 , 本間 航介 , Dolezal Jiri , 原 登志彦 , 隅田 明洋 ,
Valentina Vetrova , Marina Vyatkina , 堀田 佳那
2014年 11月 10日受付, 2014年 12月 25日受理

北方林において森林火災は重要な自然かく乱であるが, 極東ロシアにおいては, ソ連邦崩壊後の社
会経済情勢に変化により, 人為的な森林火災が増加している. 本研究では, カムチャッカ半島中央部
において火災後の植生回復年数が異なる３か所の林分で調査を行い, 構成種による生存率と更新様式
の違いが火災後の植生遷移にどのように影響するかを考察した. 火災後２年目の林分では, Populus
tremula と Betula platyphylla がそれぞれの更新様式（根萌芽および幹萌芽）に応じて, 3m および
0.5m のスケールで集中分布していた. 火災後 40年目の林分では, 種子由来の Larix cajanderi が 8
m のスケールで集中分布していた. 火災後 200年目の林分では, B. platyphylla の株と L. cajanderi
がともにランダム分布しており, B. platyphylla の萌芽は個体群の更新・成長ではなく株の維持を
担っていた. Bray-Curtis 法による解析の結果から, 火災後の P. tremula および B. platyphylla の相
対的な生存率の違いによって, 二次遷移の方向性が異なる可能性が示唆された. 今後, カムチャッカ
半島において人為による火災頻度が高くなれば, P. tremula および B. platyphylla が優占する遷移初
期の森林が拡大し, L. cajanderi の個体群は減少すると考えられる. 一方, 火災が抑制されれば, L.
cajanderi および B. platyphylla が優占する遷移後期林が拡大するだろう.
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1. Introduction

forest stands at different stages of recovery after fire
in Central Kamchatka.

Forest fire is an important component of vegetation dynamics in boreal forests (Bradshaw et al.,2009;
Drobyshev et al., 2014; Flannnigan et al., 2009). In

2. Study Site and Methods

Far East Russia, socio-economic changes following

The study was conducted during 2000 to 2001 in a

the dissolution of the Soviet Union have resulted in

natural forest in the Central Kamchatka Depression

increased incidences of human-caused forest fires

(56 04′
N, 160 01′
E, 70 m a.s.l., Figure 1). This region

(M ollicone et al., 2006). On the Kamchatka Penin-

is in the driest biogeoclimatic zone in the province

sula, which is located in the eastern-most part of the

(Krestov, 2003). See Homma et al. (2003) for details

Russian Federation, several hundred hectares of bor-

regarding the study site. We established three study

eal forest burn every year. Although forest fires

plots in stands at various stages of recoveryafter fire.

have likely been an inherent component of vegetation

The youngest stand (plot size ＝ 100 × 100 m) was

dynamics in Kamchatka (Eichhorn, 2010), the impact

burned 2 years before the study. The mid-seral stand

of human-caused fires on future vegetation dynamics

(plot size ＝ 50 × 100 m) was burned ca. 40 years

is difficult to predict.

before the study. The oldest stand (plot size ＝ 50 ×

Vegetation recovery (secondary succession) fol-

100 m) was burned more than 200 years before the

lowing forest fire can vary depending on the intensity

study. All plots had generally flat topography. The

of the fire and the extent of the burned area (Kasisch-

stand ages were estimated using increment cores.

ke and Stocks, 2000). These factors affect the sur-

We measured the diameter at breast height

vival and regeneration of tree species and determine

(DBH) of all aboveground stems taller than 1.3 m in

the subsequent pattern of secondary succession. In

height. In the 2-yr plot, we measured all standing

Central Kamchatka, the driest region of the Penin-

dead trees. We mapped the position of the base of

sula, late-successional forests are dominated by Picea

each stem within the plot using a surveying compass

ajanensis

(S-25,Ushikata Co.Ltd.,Yokohama,Japan). We also

and Larix cajanderi, while early-

successional forests comprise Betula platyphylla and

counted the number of saplings (seedlings and

Populus tremula (Eichhorn, 2010;Kojima,1994). The

sprouts ＜ 1.3 m height) of P.tremula, B.platyphylla,

two coniferous species regenerate by seed, while the

and L. cajanderi in each plot (Figure 2).

broad-leaved trees regenerate by both seed and
sprouting. B.platyphylla regenerates from stump
sprouts, while P.tremula regenerates from root

3. Data Analysis

suckers (Homma et al., 2003). Thus, we can expect

The species composition and stand structure of

the spatial distribution of species in a post-fire forest

the three plots were compared using a multi-variate

to reflect their respective regeneration strategies. In

Bray-Curtis ordination analysis (Beals, 1984), which

this study,to infer how species differences in regener-

allows a visual comparison of the relative position of

ation strategies and subsequent patterns of survival

each plot along a successional gradient. Both the

affect post-fire forest succession, we compared

abundance and basal area of the component species

species composition and stand structure among three

were used in the analysis. The horizontal spatial
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Post-fire succession in Kamchatka

Figure 1：Location of study site in Central Kamchatka, Russia. Map data were obtained from www.freemap.jp and
Geospatial Information Authority of Japan website.
b

a

c

Figure 2：Regeneration patterns of three study species in forest plots with different time intervals since last fire in Central
Kamchatka:(a) mother tree and root suckers of Populus tremula 2 years after fire;(b) mother tree and stump sprouts of
Betula platyphylla 2 years after fire;and (c)seedlings of Larix cajanderi 40 years after fire.

distribution of aboveground stems was analyzed using

spatial analysis was conducted using the spatial statis-

the L-function,which is a square-root transformation

tics package in S-PLUS 2000 (MathSoft,Seattle,WA,

of Ripleyʼ
s K-function (Freeman and Ford, 2002;

USA). To calculate confidence intervals for L r ,we

Loosemore and Ford, 2006;Ripley, 1979).

generated 99 randomized realizations of the trunks in

Lr ＝

Kr −
r.
π

(1)

where,r denotes distance between trees. L r can be
used to test whether an observed spatial point pattern

each plot.

4. Results and Discussion

is spatially random (L r ＝ 0), clustered (L r ＞ 0),

In the 2-yr plot, 82% of the trees had died as a

or regular (L r ＜ 0). In addition, L r can be used

result of fire (Table 1). The mortality rates of P.

to infer the spatial scale (e.g., cluster size) of the

tremula and B.platyphylla were high,while nearly half

observed pattern. For P.tremula, adult trees and

of the individuals of L.cajanderi had survived the fire.

new sprouts (newly emerged in 2000) were analyzed

We expect that,before the fire,the stand structure of

separately. For B.platyphylla, stems and clumps

the 2-yr plot was similar to that of the 200-yr plot.

(spatiallyclustered aboveground stems connected bya

The total stem density (live ＋ dead trees)was much

common root system)were analyzed separately. The

lower in the 2-yr plot than in the 200-yr plot,suggest-
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Table 1：Species composition of three study plots in the Central Depression, Kamchatka Peninsula, Russia.
2 years since last fire

40 years since last fire

200 years since last fire

Species

Density
(ha )

Basal area
(m ha )

Density
(ha )

Basal area
(m ha )

Density
(ha )

Basal area
(m ha )

Populus tremula
Betula platyphylla
Larix cajanderi
Alnus fruticosa
Sorbus kamchatica
Salix bebbiana

3 (28)
29 (429)
119 (235)

0.04 (0.09)
0.16 (0.63)
4.77 (5.41)

132
690
556
52
8
4

0.02
2.11
6.40
0.40
0.004
0.005

6
241
698
46
5
4

0.01
1.08
22.09
0.07
0.010
0.006

Total

151 (693)

4.97 (6.12)

1450

8.93

1296

23.27

Figures in parentheses indicate stems that had died as a result of fire.

ing that many small trees had burned completely in
the fire. Because we could not account for this, the
mortality rates are likely to be much higher than
those estimated here. The 40-yr plot was dominated
by B.platyphylla and L.cajanderi in terms of basal
area. Although there were manystems of P.tremula,
its total basal area was relatively small. The 200-yr
plot was dominated by L.cajanderi. The number of
stems and basal area of B.platyphylla in the 200-yr
plot were approximately half those in the 40-yr plot.
There were only three individuals (＞ 1.3 m) of P.
tremula in the 200-yr plot. The size-distributions of
the three plots indicated that,before the fire,the stand

Figure 4：Number of saplings (seedlings and sprouts ＜ 1.3
m high)of three study species in forest plots with different
time intervals since last fire in Central Kamchatka.

structure of the 2-yr plot was similar to that of the
200-yr plot (Figure 3). In contrast, all three species

the 200-yr plot, indicating that clump growth had

showed positively skewed size distributions in the

slowed and the clumps were maintained by sprouting

40-yr plot, reflecting successful regeneration.

(Figure 5).

The number of saplings (seedlings and sprouts ＜

The Bray-Curtis ordination analysis based on

1.3 m height) of P.tremula and B.platyphylla was an

abundance (number of stems)indicated that the 40-yr

order of magnitude greater in the 2-yr plot than in the

plot did not fall in between the 2-yr and 200-yr plots

other two plots (Figure 4). Saplings of L cajanderi

(Figure 6). This suggests that there may be multiple

(all single-stemmed seedlings)were most abundant in

pathways towards old-growth species composition,

the 40-yr plot. There was very little regeneration in

and that these pathways may depend on the intensity

the 200-yr plot,with the exception of stump sprouts of

of the fire and the subsequent survival of the three

B.platyphylla. The number of B.platyphylla stems

study species. In this study, many individuals of L.

per clump,however,was higher in the 2-yr plot than in

cajanderi had survived the fire in the 2-yr plot,

Figure 3：Size structure (relative frequency distributions)of three study species in forest plots with different time intervals
since last fire in Central Kamchatka. Note variations in axis ranges among species. Filled,hatched,and open bars show
data from 2-, 40-, and 200-year plots, respectively. Number of trees in the 2-yr plot includes both live and dead trees.
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reflecting the spatial spread of the root system of the
mother trees. In the 40-yr plot, the adult trees and
sprouts of P.tremula were clustered at 3-m and 2-m
scales,respectively. These results suggest that while
some self-thinning occurs, sprouting of P.tremula
continues into mid-seral stages at a relatively constant spatial scale. In all three plots, stems of B.
platyphylla were tightly clustered at 0.5-m to 1-m
scales, indicating that they originated as stump
sprouts from a single mother tree. The clumps of B.
platyphylla, however,were randomly distributed in all
Figure 5：Relative frequency distribution of number of
stems per clump of Betula platyphylla in forest plots with
different time intervals since last fire in Central Kamchatka.

three plots, suggesting that there had been random
mortality or additional recruitment by seed following
fire. L.cajanderi was clustered at a 12-m scale in the
2-yr plot, reflecting the patchy spatial pattern of
survival after fire. In the 40-yr plot,L.cajanderi was

although seedlings were not yet present. In contrast,

clustered at an 8-m scale, suggesting that there had

seedlings of L.cajanderi were abundant in the 40-yr

been clump mortality and additional recruitment by

plot, suggesting that surviving trees act as seed

seed. In the 200-yr plot, however, there was a ran-

sources and contribute to regeneration of L.cajanderi

dom spatial distribution of L.cajanderi, although we

some years after fire. Several individuals of B.platy-

expected a regular distribution as a result of self-

phylla also survived the fire and regenerated by stump

thinning. This may have resulted from the long-term

sprouting in both the 2-yr and 40-yr plots. After a

survival of B.platyphylla clumps,which were random-

more intense fire,the mortality rates of B.platyphylla

lydistributed and maintained bycontinuous sprouting.

and L.cajanderi may be higher and the subsequent

Our results suggest that,although P.tremula and

regeneration rate of B.platyphylla by stump sprouting

B.platyphylla are both able to regenerate quicklyafter

may be lower. Below-ground roots of P.tremula,on

fire by sprouting, their relative survival rates could

the other hand, are likely to survive intense fires and

result in multiple pathways of post-fire succession.

the post-fire stand may be dominated by P.tremula

The species composition and size structure of the 40-

root suckers. The basal-area based analysis indicat-

and 200-yr plots suggested that if fire intervals exceed

ed a uni-directional change from the 2-yr toward the

40 years, the abundance of P.tremula will decrease

200-yr plot via the 40-yr plot. This was likely driven

markedly. In contrast, B.platyphylla is able to sur-

bythe continuous increase in the relative basal area of

vive for more than 200 years by sprouting continuous-

L.cajanderi with increasing stand age.

ly. Because it takes some years for L.cajanderi to

In the 2-yr plot,surviving trees of P.tremula were

establish by seed, if the intervals between fires

clustered at a 7-m scale,reflecting the patchy pattern

become shorter in Central Kamchatka due to the

of survival after fire (Figure 7). The newly sprouted

frequent occurrence of human-caused fires, the popu-

stems of P.tremula were clustered at a 3-m scale,

lation size of L.cajanderi will decrease and early

Figure 6：Bray-Curtis ordination based on abundance and basal area of tree species in forest plots with different time
intervals since last fire in Central Kamchatka. Broken arrows indicate multiple pathways of succession after fire.
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Figure 7：Results of spatial distribution analysis of three study species in forest plots with different time intervals since last
fire in Central Kamchatka. Broken lines indicate 99% confidence envelope for L r . Distance r where observed
distribution goes above or beyond confidence envelope indicates scale of clustering and inhibition, respectively.

successional forests comprising P.tremula and B.
platyphylla will dominate the landscape. On the other
hand, if fires are suppressed,late-successional forests
comprising L.cajanderi and B.platyphylla will dominate the landscape.
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北方針葉樹林におけるトウヒ属
とモミ属
の稚樹の動態に及ぼす林床環境の影響
西村 尚之 , 赤路 康朗
隅田 明洋 , 原 登志彦
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, 飯田 滋生 , 関
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北方針葉樹林における樹種共存機構を理解するために, 本研究では稚樹段階における林床生育環境
に対する生態的応答の種間差について検討した. エゾマツ, アカエゾマツ, トドマツの共存する北海
道東大雪にある原生状態の常緑針葉樹林に設置した 100m×100m の調査区内において, 樹高が 50
cm 以上かつ 200cm 以下の稚樹個体を対象に 2008年と 2013年に毎木調査を行い, 2012年に林内
441か所で全天写真を撮影し, 個体群動態や成長速度と林床環境との関係を解析した. どの樹種も稚
樹の生残や成長にマイクロサイトの影響は小さく, 散乱光または直達光の入射割合の影響が大きかっ
た. エゾマツとトドマツの生残や成長は散乱光の入射割合に, アカエゾマツでは直達光の入射割合に
強く影響されており, 北方針葉樹林の樹種共存には稚樹期の光環境の違いが重要であることが結論さ
れた.

Effect of the site conditions on sapling dynamics of
in a sub-boreal forest

and

species

Naoyuki Nishimura , Yasuaki Akaji , Satoshi Suzuki , Shigeaki F. Hasegawa , Kiyomi Ono ,
Akihiro Sumida , Toshihiko Hara , Shigeo Iida , Takeshi Seki , Shigeo Kuramoto ,
Hisashi Sugita ,Michiko Nakagawa ,Michinari M atsushita ,Muneto Hirobe ,Daisuke Hoshino ,
Michiko Inanaga , Shin-Ichi Yamamoto
To understand the mechanisms of species coexistence in sub-boreal forests,we examined the differences in
responses of three evergreen coniferous species to environmental conditions at the forest floor. In 2008 and 2013,
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all saplings with stem height
50 cm and
200 cm were censused in a 100 m × 100 m plot established in the
Taisetsu Mountains,Hokkaido. We took hemispherical photographs at 441 sites within the plot,and direct and
indirect site factors were calculated for each photograph. The direct and indirect site factors for each individual stem were estimated using a locally weighted regression smoothing method. We calculated demographic
parameters and the height growth rate for saplings of three species,and then explored the relationships between
site conditions (light,microsite,and stem crowding)and population dynamics or height growth using generalized
linear models. The survival and the height growth rates of Abies sachalinensis and Picea jezoensis saplings
increased with the indirect site factor, and those in Picea glehnii increased with the direct site factor. The
microsite conditions did not affect the survival and height growth of saplings of all three coniferous species.
These results suggested that the differentiation of the responses of the saplings of each species to the light
conditions at the forest floor has significant implications for the mechanisms of species coexistence of Abies and
Picea in a sub-boreal old-growth evergreen coniferous forest.
キーワード：個体群動態, 一般化線形モデル, 樹高成長, 全天写真, 樹種共存
demographic dynamics, generalized liner model, height growth, hemispherical photograph, species
coexistence

1. はじめに

, シラビソ（Abies veitchii Lindl.）が主要構成樹
ters）
種である. また, このようなトウヒ属とモミ属が共存し

地球上に存在する様々な生態系のうち, 森林生態系は

た林分構造は, 世界各地の亜寒帯針葉樹林でみられ, 優

全世界の現存量の約 90％を占めている. 年間を通して

占樹種のトウヒ属とモミ属の類似した生活形から, 亜寒

降水量が少ない乾燥帯と寒帯を除くと, 熱帯・温帯・亜

帯針葉樹林の階層構造は下層から林冠層までほぼ同じ数

寒帯では降水量と温度条件にそった森林帯という植生が

種の樹種で構成された単純な特徴を示すとされる（西

分布する. そのなかで北半球の中高緯度地域の北緯 50

村・板谷, 2014）
. つまり, これらの森林では, 林冠層

〜70°の範囲にあり, ユーラシア大陸・北アメリカ大陸

から下層までの垂直的な階層においてトウヒ属とモミ属

の 東 西 の 帯 状 に 分 布 す る 針 葉 樹 林 帯（Archibold,

の互いの生育域が空間的に重なり合うような構造的特徴

1995）は, 亜寒帯気候に成立する主要な森林生態系であ

を呈するが, そこには様々な資源をめぐる種間の競争も

り, 北方林（boreal forest あるいは sub-boreal for-

存在すると考えられる. ひとつの生態系内における生活

est）と呼ばれている. 北方林は総面積約 1200万 km

形の類似した種の競争と共存を明確に説明することは,

に達すると推定されており, 熱帯林に次いで世界に広く

生態学においてもっとも関心のあるテーマのひとつであ

分布する森林である（Whittaker, 1975）
. 従って, 北方

り, トウヒ属とモミ属が共存する北方針葉樹林の更新維

林生態系の健全な維持に関わる研究は, 将来の持続的な

持機構を解明するための重要な課題でもある.

資源利用や地球規模での環境保全に必要不可欠である.

亜寒帯針葉樹林における樹種共存パターンを説明する

さらに, このような北方地域に成立している森林生態系

仮説として, 幹の寿命や成長速度, 繁殖特性（種子生

に対して, 近い将来の気候環境の急激な変化, 特に, 急

産）な ど の 生 存 能 力 に 関 わ る 生 活 史 特 性（Veblen,

激な温暖化などの影響が強く懸念されている（小島,

, 林冠撹乱による環境傾度（更新ニッチなど）に
1986）

1994a, b；田中, 2010；松井ほか, 2011；西村・板谷,

対する応答（Miyadokoro et al., 2004；Taylor et al.,

2014）
.

, 実生の定着に関わるマイクロサイトの特質
2006）

寒冷な気候に適応した針葉樹の優占する森林は一般に

（Simard et al.,1998；Narukawa et al.,2003；Mori et

亜寒帯針葉樹林とも呼ばれ, 日本における主要な森林植

, 他個体との競争（Mori and Takeda,2003；
al.,2004）

生のひとつである（Shidei, 1974；安田ほか, 2012）
.広

Nishimura et al.,2005）などに関する報告がある. 同様

義としては低緯度域の山岳地帯に成立する亜高山帯針葉

に, 日本の北方針葉樹林における樹種共存を促進する要

樹 林 も 亜 寒 帯 針 葉 樹 林 に 含 ま れ る（逢 沢・木 佐 貫,

因として, 更新過程の違い, 林床環境への応答特性, 樹

2014）
. 日本では北方林と亜高山帯林とは区別する場合

木 間 競 争 な ど の 重 要 性 が 示 さ れ て い る（例 え ば,

もあるが, ともにトウヒ属 Picea とモミ属 Abies が林冠

Kubota et al.,1994；Kubota and Hara,1995；Hiura et

の主要構成種であることは共通している. 北海道東部に

.
al., 1996；Takahashi, 1997；Nishimura et al., 2010）

分布する北方針葉樹林ではエゾマツ（Picea jezoensis

しかしながら, 日本の北方針葉樹林で行われてきたこれ

, アカエゾマツ（Picea glehnii Masters）
, トド
Carr.）

らの研究では, 地上から約２m 程度の高さに相当する,

マツ（Abies sachalinensis Masters）が, 本州の亜高山

草本層から低木層へ達する稚樹の動態に及ぼす林床光環

帯針葉樹林ではトウヒ（Picea jezoensis Carr. var. hon-

境やマイクロサイト（定着基質）
, 樹木間競争の影響に

doensis Rehder）, オオシラビソ（Abies mariesii Mas-

ついて同時に解析した研究例はほとんどなく（Iijima et

9

北方林における稚樹の動態

, 北方針葉樹林の樹種共存に影響を及ぼす稚
al., 2007）

と年平均気温は約 1.5℃となり, また, 暖かさの指数は

樹期における環境応答の種間差については十分に理解さ

31.3℃・月であることから, 本調査地付近は亜寒帯針葉

れていない. Nishimura et al.（2010）は, 東大雪北方

樹林の成立する気候条件（堤, 1989）であることがわか

針葉樹林における胸高直径が１cm 以上の個体を対象と

る. 本調査地では 11月〜翌５月の約７カ月間近く林内

した各樹種の個体群動態と競争関係の解析から, エゾマ

に積雪がみられ, 最大積雪深は１m 以上になる. 本調

ツ, アカエゾマツ, およびトドマツの３樹種の共存に

査林分の土壌はポドゾル化が進行した褐色森林土壌であ

は, 下層での個体群動態の違いと異なる成長段階間での

る. また, 林内の平均傾斜角は 10°以下と, 地形は比較

競争優位性の逆転が重要な役割を果たしていることを示

的緩やかな場所である.

した. 同時に, これらの種間競争様式の結果は, 種間の

本調査地に成立している北方常緑針葉樹林における優

空間分布特性と密接に関連することを示唆しており, 稚

占樹種は, トドマツ（Abies sachalinensis）
, エゾマツ

樹期の光をめぐる競争が森林の水平構造を決定する重要

（Picea jezoensis）とアカエゾマツ（Picea glehnii）の

な要因であると考えられる. 一方で, 低木層以上に達し

常緑針葉樹である. また, 調査林分内には, 高木性の落

た樹木において競争関係にない種間では, 稚樹期におけ

葉広葉樹のダケカンバ（Betula ermanii Cham.）, 小高

る更新ニッチの違いや競争による生育場所の分化が, そ

木性のオガラバナ（Acer ukurunduense Trautv. et

の後の成長段階における空間構造を決定する要因となる

, エゾノ
M ey.）, ナナカマド（Sorbus commixta Hedl.）

ことが推測される. つまり, 稚樹期における林内環境に

バッコヤナギ（Salix hultenii Floderus var. angus-

対する応答の違いが樹種の共存に重要な役割を果たして

tifolia Kimura）, 林床では高さ 50cm 以下の低木種の

いると考えられる.
そこで, 本研究では北海道東大雪北方針葉樹林に生育

オオバスノキ（Vaccinium smallii A.Gray）
, ウスノキ
（Vaccinium

hirtum

Thunb.）, ヒ ロ ハ ツ リ バ ナ

するエゾマツ, アカエゾマツ, およびトドマツの稚樹期

（Euonymus macropterus Rupr.）
, エゾヒョウタンボク

における個体群動態と, それに及ぼす林床環境の影響に

（Lonicera alpigena Linn.var.glehnii Nakai）などが出

ついて明らかにすることを目的とした. 特に, 各稚樹の

現 し, 大 雪 山 地 域 で 広 く み ら れ る ク マ イ ザ サ（Sasa

光環境状態を定量的に把握する方法として全天写真から

senanensis Rehder）が密生している. なお, 本論文中

推定された林内光入射量を用いて, 光環境に対する稚樹

の学名は大井・北川（1983）による.

期の応答の種間差に着目し, これらの結果に先行研究で
ある Nishimura et al.（2010）を加えた議論から, 日本
の北方針葉樹林における樹種共存のメカニズムについて
より詳しく理解するための考察を行った.

2.2 現地調査
調査地内の原生状態にある北方針葉樹林に 1999年に
面積２ha（200m×100m）の調査区を設定した. なお,
本林分は 1954年９月に北海道に上陸した台風 15号（通

2. 調査方法
2.1 調査地

称洞爺丸台風）により大きな撹乱を受けていない場所
で, その他人為撹乱などの痕跡はほとんどみられない.
ただし, この洞爺丸台風の撹乱以降に枯死木を伐採した

本研究は北海道上川町層雲峡の大雪湖の近くに位置す

と思われる根株がいくつかみられるため, 本調査区はで

る通称東大雪北方常緑針葉樹原生林（北緯 43°
40′
, 東経

きるだけそのような場所を避けて設定を行った. 調査区

143°
06′
, 標高約 1000m）において行われた. 本調査地

内に出現した胸高直径５cm 以上の樹木を対象に, 1999

は大雪山国立公園第１種特別地区内, および大雪国有林

年には２ha 調査区内の 1.5ha を, 2000年 に は 0.5ha

内に位置し, 植物群落保護林として伐採などの人為撹乱

において毎木調査を行った. さらに, 2000年には２ha

を受けていないわが国では希少な亜寒帯に成立する森林

調査区内で樹高 50cm 以上, 胸高直径５cm 未満の下層

植生のひとつである. 本林分内には胸高直径１m 以上

木について毎木調査を行った. 毎木調査は, 樹種, 根元

樹高 30m 以上の樹幹が多数存在し, 平均的な林冠高は

位置, 階層（林冠層および下層）を記録し, 胸高周囲,

25m 以 上 に 達 し て い る こ と か ら 原 生 状 態（old-

樹高（地面から高さ３m までの幹のみ）の測定を行っ

growth）にある森林と考えられる. 調査地から北西に

た. 胸高直径５cm 未満の下層木については定着マイク

約 30km の距離にある標高 324m の上川町の観測所で

ロサイトを木質基質上（根株, 倒木, 生存幹の地上根張

は, 年平均気温は約５℃, 月最高気温は８月の約 19℃,

り部）か土壌に区別して記録した. 2004年９月, 2008

月最低気温は１月の約−９℃である（Nishimura et al.,

年９月, 2013年８月の計３回, 前回の調査時に生存し

. また, 調査地から北西に約 14km の距離にある
2010）

ていたすべての個体について再調査を行った. それぞれ

層雲峡のアメダス観測地点における年降水量は約 1100

再調査時に死亡していた個体については死亡状態を記録

〜1200mm である. 調査地のある標高約 1000m におけ

し, 生存幹については, 前回調査と同様の方法で胸高周

る気温を推定（温度低減率 100m あたり 0.55℃）する

囲と樹高を再測定した. また, 新たに樹高が 50cm 以
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上になった個体を新規加入個体として扱い, 調査開始時

すべての幹の胸高周囲長から樹種ごとに胸高幹断面積合

と同様に, 樹種, 根元位置, 定着マイクロサイトを記録

計（BA）を算出した. 一方, 全天写真撮影は２ha 調査

して, 樹高を測定した.

区内の中央部分 100m×100m（面積１ha 区）について

毎木調査の際には２ha 調査区内の５m×５m の区画

行ったため, 稚樹の個体群動態やそれに及ぼす環境要因

における林冠状態（ギャップまたは閉鎖林冠）を記録し

の解析については, 100m×100m 区内の毎木調査デー

た. 本研究では各区画の地上から高さ 15m 以上の位置

タのみを使用した. また, 稚樹の個体群動態の解析には

における林冠被度が目視により約 30％未満であるとき

2008年時点で樹高が 50cm 以上かつ 200cm 以下の稚

にギャップと定義した（Nishimura et al.,2010）
. なお,

樹を対象として, 2008〜2013年の期間における年あた

本研究での林冠の基準は樹高測定データから推測した本

りの死亡率, 新規加入率, および個体群平均回転率を,

林分の林冠高（平均的には 15〜25m）に基づいて決定

それぞれ以下の式で算出した（Sheil and May, 1996；

した. また, 林床光環境を定量的に把握するために,

. こ こ で, N , N , お よ び N
Laurance et al., 2009 ）

2012年６月（９月に数か所取り直しを行った）に２ha

は, それぞれ, 調査期間の初めに生存していた本数, t

調査区内の中央部分 100m×100m 区内において, ５

年後に生存していた本数, および t 年間生残した本数で

m×５m 格子の交点 441か所で全天写真の撮影を行っ

ある.

た. 撮影は地上から高さ約２m で行い, できるだけ曇

N
死亡率 (％/年 )＝ln N
×1/t×100

(4)

新規加入率 (％/年 )＝ln N
N ×1/t×100

(5)

天時に撮影を行った. 全天写真撮影は NIKON 社製デ
ジタルカメラ COOLPIX4500 に同社製 FISHEYE コン
バータ FC-E8 魚眼レンズを装着したものを用いて, 林
冠開空程度により露出が過剰にならない, かつ, 葉枝の
動 き に よ る 画 像 の ぶ れ が な い よ う に, 絞 り 値 5.3と

個体群平均回転率 (％/年 )＝

死亡率 ＋新規加入率
2

(6)

シャッター速度 1/2000秒の組み合わせに設定して, で
きるだけ同一日の２〜３時間以内に行った. なお, 撮影

2.3.3 林床相対光量の算出

後, 現地または研究室において撮影した写真を PC モニ

100m×100m 区の林内 441か所で撮影された全天写

ターで確認を行い, 露出が過多または過少, あるいは不

真のデジタル画像から地上高２m 付近の林内光環境を

鮮明であった場合には再度撮影を行った.

定量化するために, フリーソフトである植生画像解析プ
ログラム LIA for Win32 の太陽光入射シミュレーショ

2.3 解析方法

ン機能を用いて, 林冠の開空度や, 林冠上における全天

2.3.1 林冠動態

日射光量に対する撮影地点に到達する林内の光量子束密

本研究では, ２ha 調査区内を５m×５m に分割した

度の透過割合を表す値である, DSF（direst site factor）
,

800個の全区画のうちギャップに判別された区画数か

, TSF（total site factor）
ISF（indirect site factor）

ら, 次式によりギャップ面積割合を算出した.

の推定を行った（Whitmore et al., 19 93）. なお, 本研

ギャップ面積割合 (％)＝

ギャップ区画数
全区画数

×100 (1)

究では, DSF, ISF, TSF を, それぞれを直達光, 散
乱光, 全光の林内入射割合と定義した. 全天日射光量と

また, １年間にギャップが形成される速度をギャップ

DSF, ISF, TSF の推定期 間は, 東大 雪地域 に おける

形成率, 逆に, ギャップが閉鎖する速度を林冠閉鎖率と

樹木成長の開始や終了時期を考慮して６〜９月とした.

して, これらの値を, それぞれ次式により推定した（西

また, 撮影地点における散乱光, 直達光, および全光の

村・真鍋, 2006）
.

林内入射割合（％）の等値線図を作成した. さらに, 各
ある調査期間内に閉鎖林冠からギャップに変化した区画数
全区画数
1
× 調査期間 ×100
(2)

ギャップ形成率 (％/年 )＝

ある調査期間内にギャップから閉鎖林冠に変化した区画数
全区画数
1
× 調査期間 ×100
(3)

林冠閉鎖率 (％/年 )＝

樹木個体の根元位置に対応する調査区内のｘ座標とｙ座
標の各光成分の入射割合を推定するために, ノンパラメ
トリック回帰のひとつである局所重み付け回帰平滑化法
を平面に応用した手法（Roff, 2006）をもちいた.
2.3.4 稚樹の個体群動態や樹高成長と林床環境との 関
係

2.3.2 樹木個体群動態

稚樹の新規加入に影響を及ぼす重要な要因を推定する

本研究では, まず, 調査林分の樹高 50cm 以上の樹

た め, 2013年 に新 たに樹 高 50cm 以 上となった 個 体 を

木群集構造を把握するために, 面積２ha 調査区内の

対象に, 直達光林内入射割合, 散乱光林内入射割合, マ

2008年における各出現樹種の階層別幹数（林冠木と下

イクロサイト（木質基質と土壌）
, 林冠 状 態 の 影響 に つ

層木）および相対幹密度を算出し, 樹高 1.3m 以上の

いて の検討 を 行った. 100m×100m 区 を ５m×５m に
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区切り, 各方形区における各樹種の稚樹の新規加入個体

出現割合が高かった. アカエゾマツの出現割合は, 林冠

数を目的変数, 直達光林内入射割合および散乱光林内入

層・下層ともに他の針葉樹に比べて最も低かった. これ

射割合を説明変数として, ポアソン分布を仮定した一般

ら３樹種の林冠木の胸高直径の平均値（±標準誤差）

化線形モデル（GLM ）により林床光環境の影響を検証

は, トドマツ 38.2（±0.9）cm, エゾマツ 53.8（±1.5）

した. 林冠状態とマイクロサイトが新規加入に与える影

cm, アカエゾマツ 53.2（±2.4）cm で, さらに, 最大

響については, 二項検定により検証した. なお, 解析対

胸高直径は そ れ ぞ れ 71.6cm, 109.1cm, 107.4cm で

象とした 100m×100m 区内の根株・倒木の木質マイク

あったことから, 全体的にトウヒ属２種の幹サイズはモ

ロサイトの面積割合は 5.3％（安藤ほか, 未発表デー

ミ属のトドマツに比べて大きい傾向があった. 調査区内

タ）で, 本報告では生存幹の根張り部の出現面積割合は

の全胸高断面積合計は 45.7m ha で, エゾマツはそ

ほとんどないものとして, この木質マイクロサイト面積

のうちの 47.4％を占め, 針葉樹３樹種の中で胸高断面

割合を基準として二項検定をおこなった.

積の優占割合が最も高い樹種であった. このように, 亜

稚樹の生残や成長については, 2008〜2013年の５年

寒帯針葉樹林においてモミ属に比べてトウヒ属の最大個

間における生残割合および年平均樹高成長速度（cm/

体サイズが大きいことは世界的によく知られた現象であ

yr）を目的変数とし, 期間初めの樹高サイズ, 直達光林

る（Veblen,1986；Taylor et al.,1996；Kubota,1997；

内入射割合, 散乱光林内入射割合, 定着マイクロサイト

. また, 日本の亜高山帯林
Antos and Parish, 2002a, b）

（木質基質と土壌）
, および, 混み合い度の５つの指標を

では, トウヒの寿命はモミ属のオオシラビソやシラビソ

説明変数にする一般化線形モデル（GLM ）を構築した.

に比べて長く（Miyadokoro et al., 2003；M ori and

各樹幹の５年間の樹高成長量は 2013年に測定された樹

, 同様に北海道の北方針葉樹林において
Takeda, 2004）

高から 2008年の樹高を差し引いて算出したが, 本解析

もトドマツに比べてエゾマツやアカエゾマツの寿命が長

では, これらの値がマイナスになった場合でも, マイナ

いことが報告されている（Suzuki et al., 1987）. 従っ

ス成長データとして解析に使用した. ただし, 2013年

て, 本調査林分では, エゾマツとアカエゾマツの寿命の

時点で本研究の対象範囲である樹高 50cm よりも樹高

長さから, これら２樹種はトドマツに比べてより長く林

が小さくなった個体については解析から除外した. ま

冠層に留まると考えられ, これら３樹種の林冠層での動

た, ある対象個体の混み合い度は, 以下の式で算出した

態の違いは下層木の更新を左右する重要な現象であると

（Prevosto et al., 2000）. ここでは他個体は, 対象個体

推測される.

の半径 150cm 以内に位置する対象個体よりも樹高が高
い個体と定義した. 個体間距離は２個体間の根元位置か
ら算出し, この値が１cm 未満の場合は１cm として計
算を行った.

混み合い度 ＝∑tan

3.2 調査区内の林冠状態とその５年間の変化
2008年における２ha 調査区内のギャップ面積割合は
33.0％で, 2013年 に は 34.0％と わ ず か に 増 加 し た.

(他個体の樹高 −対象個体の樹高 )
個体間距離

(7)

2008〜2013年 の ５ 年 間 に お け る ギャップ 形 成 速 度 は
0.5％ yr , 林冠閉鎖速度は 0.3％ yr と推定され, こ

なお, 生残と成長のモデルでは, それぞれベルヌーイ

れらの値から推定された林冠の平均回転時間（西村・真

分布と正規分布を仮定して解析をおこなった. 本研究に

鍋, 2006）は 267年と計算された. この結果は, ドイツ

おける全ての GLM の解析では, 説明変数の係数が有意

の北方針葉樹林（Kathke and Bruelheide, 2010）や日

な変数を稚樹の動態に影響する要因として決定した. ま

本の亜高山帯針葉樹林（Henbo et al., 2006）における

た, 説明変数間における相関分析を行い, 強い相関がな
いことを事前に確認した.

3. 結果と考察
3.1 林分構造

表 1：東大雪北方針葉樹林の 200m×100m 調査区における
出現樹種と 2008年の林冠と下層における各樹種の出現幹数
（樹高 50cm）
.
Table 1：The number of stems (height 50cm)for species
in canopy and understory layers in 2008 in a 200m×100m
study plot which was established in a sub-boreal evergreen
coniferous forest of Higashi Taisetsu.

2008年における面積２ha 調査区内の樹高が 50cm 以
上の幹数は 4925本で, 調査区に出現した７樹種のうち,

樹種名

トドマツの出現幹数が最も多かった（表１）. 次いでエ

トドマツ
エゾマツ
アカエゾマツ
ダケカンバ
他樹種
全樹種

ゾマツ, アカエゾマツの順で出現幹数が多く, これら３
樹種で林分の全幹数の 93.6％を占めていた. 階層別の
幹数については, 林冠層ではエゾマツとトドマツの幹数
の割合が高く, それぞれ林冠木の 38.7％と 35.1％を占
めており, 下層ではトドマツが 56.5％を占めて, 最も

2008年における出現幹数（２ha )
林冠

下層

合計

147
162
75
35
−
419

2546
1342
338
169
111
4506

2693
1504
413
204
111
4925

オガラバナ, ナナカマド, エゾノバッコヤナギ

12

西村尚之, 赤路康朗, 鈴木智之, 長谷川成明, 小野清美, 隅田明洋, 原登志彦, 飯田滋生, 関

剛, 倉本惠生, 杉田久志, 中川弥智子, 松下通也, 廣部 宗, 星野大介, 稲永路子, 山本進一

表 2：東大雪北方針葉樹林における 100m×100m 区内の林
内 441点における全天写真から推定した林冠上の太陽放射光
量に対する林内入射光量の割合の平均値（括弧内は範囲）
.
Table 2：Means and standard deviations of the site factors
estimated from hemispherical photos,which were taken at
441 points in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen
coniferous forest of Higashi Taisetsu (Values in parentheses are the range of the site factors).

6.7％と計算され, ギャップ面積割合から推測される林

林内入射割合の平均値±標準偏差（％)

る観測値の頻度分布は平均値よりやや小さい方に偏る傾

冠の開空程度に比べて, 稚樹上部の開空程度は, 下層木
の存在により, かなり小さくなることが示された. ま
た, 林床の直達光, 散乱光, 全光の入射割合の平均値±
標 準 偏 差 は, そ れ ぞ れ, 11.0±6.2％, 12.3±5.0％,
11.2±5.7％であった（表２）
. さらに, 各光成分におけ

直達光

散乱光

全光

向があり（図１）
, 直達光入射割合の中央値は 9.6％で,

11.0±6.2
（0.5−33.1)

12.3±5.0
（2.8−36.9)

11.2±5.7
（2.0−31.6)

５〜10％の値を観測した地点が多く, 一方, 散乱光入射
割合の中央値は 11.2％で, 7.5〜12.5％の値を観測した
地点が多かった. 一般に, 観測場所の緯度により太陽高

近年の林冠の回転時間の推定値と類似しており, 一方

度が低くなるほど, 林床の直達光に対する散乱光の割合

で, 温帯に成立する落葉広葉樹林や照葉樹林に比べて非

は大きくなる傾向があり, 本調査区内の林床において

常にゆっくりした林冠動態である（真鍋, 2011）ことが

も, 散乱光の入射する割合は相対的に直達光の入射割合

推測された.

に比べて高い地点が多いことがわかった.
林内に入射する全光に対する散乱光や直達光の割合を

3.3 林床光環境

空間的に把握することは重要である. そこで, 直達光と

面積２ha 調査区内中央部分 100m×100m 区内の５

散乱光の空間分布の違いを明らかにするために, 各光成

m×５m 格子の交点 441か所で撮影した全天写真の解

分の林内入射割合の等値線図（図２）を示すと, 本林分

析の結果から, 地上２m の高さにおける平均開空度は

の林床では直達光と散乱光の空間的な相関が高い状態で

図 1：東大雪北方針葉樹林における 100m×100m 区内の林内 441点の全天写真から推定した林冠上の太陽放射光量に対する林
内入射光量の割合のヒストグラム.
Fig.1：Frequency distributions of the site factors estimated from hemispherical photos, which were taken at 441 points in
a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.

図 2：東大雪北方針葉樹林における 100m×100m 区内の林内 441点の全天写真から推定した林冠上の太陽放射光量に対する林
内入射光量の割合の等値線図.
Fig.2：Isopleth maps in a 100m×100m area for the site factors estimated from hemispherical photos,which were taken at
441 points in the area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.
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はないことがわかった. つまり, この結果は, 本林分の

樹高が大きくなるとともに, 少なくなる傾向があり, 特

林床光環境が必ずしも直上の林冠状態に決定されている

に, エゾマツではその傾向が顕著であった（図３）
.一

わけではないことを示唆している. また, 林床に入射す

方, アカエゾマツは最小サイズと中間サイズにピークが

る直達光と散乱光の特性は, 調査地が位置する緯度など

あるサイズ構造を示し, 樹高 200cm 付近の幹はほとん

に影響されることが知られており（Whitmore et al.,

どみられなかった. さらに, 2013年の死亡幹はどの樹

, 中緯度にある本調査林分では林冠状態と林床へ
1993）

種も小サイズで多くみられ, 樹高が大きくなるにつれて

の散乱光や直達光の入射割合が一致しないと考えると,

死亡幹数は減少した（図３）
.

林分の林冠状態だけでなく, 直達光や散乱光の入射特性

100m×100m 区内の稚樹の空間分布について比較す

が反映された微細な林床光環境の違いが, 各樹種の稚樹

ると, トドマツとエゾマツは調査区内の大部分の場所に

の動態特性に影響する一因であると推測される.

分布していたが, アカエゾマツは, 他樹種に比べてまば
らな分布であり, 一部稚樹の出現していない場所がみら

3.4 各樹種の稚樹のサイズ構造と出現特性

れた（図４）
. また, どの樹種も強く集中して分布する

本研究の対象とする２ha 調査区内の中央部分の 100

傾向があり, 直線的な空間分布を示す場所は倒木上での

m×100m 区内における, 樹高が 50cm 以上で 200cm

定着に関係していると推測された. さらに, 各稚樹の定

以下の稚樹の出現幹数は, トドマツ 774本, エゾマツ

着したマイクロサイトを木質と土壌・岩で分類して出現

573本, アカエゾマツ 84本で, トドマツ稚樹の出現幹

割合を算出すると, 木質上に出現した稚樹の割合はトド

数がもっとも多く, アカエゾマツに比べて約９倍の出現

マツ 79％, エゾマツ 95％, アカエゾマツ 86％と, どの

幹数であった. また, 各樹種における樹高が 50cm 以

樹種でも稚樹の定着している場所は倒木や根株などの空

上, かつ, 200cm 以下である各サイズ階級の幹数は,

間的に偏ったマイクロサイトであり（二項検定, いずれ

図 3：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区において 2008年に生存していた針葉樹３樹種稚樹（樹高 50cm かつ 200cm）
の樹高ヒストグラム.
Fig.3：Stem height class distributions of living saplings of three evergreen coniferous species (height 50cm,and 200cm)
in 2008 in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.

図 4：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における針葉樹３樹種稚樹（樹高 50cm かつ 200cm）の空間分布.
Fig.4：Spatial distributions of saplings of three evergreen coniferous species(height 50cm,and 200cm)in a 100m×100m
area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.
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3.5 各樹種の稚樹個体群の動態特性

はこれまでの報告と類似していたが, 本調査区内におけ

2008〜2013年の５年間における各樹種の稚樹の年平

るトドマツの木質マイクロサイトでの出現割合はやや低

均死亡率は, 2.81〜3.96％ yr の範囲にあり（表３）
,

い値であることがわかった（Kubota et al.,1994；Hiura

トドマツの死亡率が最も高く, アカエゾマツでは最も低

.
et al., 1996；Narukawa et al., 2003）

い傾向にあったが, 樹種による有意な死亡率の違いはな

2008年におけ る 100m×100m 区 内 の ギャップ の 面

かった. なお, 胸高直径１cm 以上の下層木においても

積割合は 34.5％と, ２ha 調査区全体とほぼ同じ 値 で

エゾマツやアカエゾマツに比べてトドマツの死亡率は,

あった. また, 2008年における各樹種の稚樹の出現に

高い傾向にあった（Nishimura et al., 2010）
. 一方, エ

及ぼす林冠状態の影響を明らかにするために, 2008年

ゾマツの年平均新規加入率は 6.21％ yr で, 新規加入

以前の林冠動態を解析した結果, 100m×100m 区内に

率が 3.14％ yr と最も低いトドマツに比べて有意に高

おいて 1999〜2008年の９年間に常にギャップであった

かった. この結果, ３樹種における稚樹の個体群平均回

面積割合は 21.8％で, 一方, 常に閉鎖林冠状態であっ

転率は 3.55〜4.82％ yr となった. 胸高直 径 １cm 以

た割合は 65.8％であった. これらの９年間における林

上の個体群の回転率と比較して（Nishimura et al.,

冠動態の履歴に基づく閉鎖林冠下とギャップ内での各樹

, エゾマツやアカエゾマツの稚樹期の個体群回転
2010）

種の出現割合を比較すると, エゾマツの稚樹の出現は,

率は非常に高く, これらの樹種では成長にともない個体

1999〜2008年の９年間常にギャップ内であった場所に

群回転率が小さくなる傾向があると推測された. 一方,

多く（二項検定, p＝0.048で有意）
, アカエゾマツでは

トドマツでは成長にともない個体群の回転率が大きく変

常に閉鎖林冠下であった場所に多かった（二項検定,

化しない個体群動態の特徴を持っていることがわかっ

. 一方, トドマツの稚樹の出現は閉鎖
p＝0.028で有意）

た.

林冠下またはギャップ内に偏る傾向はなかった（二項検
定）. この結果は, 林冠状態に対する稚樹期の更新特性

3.6 各樹種の稚樹の樹高成長特性

が樹種より異なっていることを示唆している. ところ

2008〜2013年の５年間生残した稚樹の樹高成長を推

が, 北方針葉樹林における稚樹の生残や成長が必ずしも

定するために, 各個体の 2013年の樹高から 2008年の樹

ギャップ内で有利であるとは限らないという報告がある

高を差し引いたところ, 幹の傾きや根返りなどにより,

（Nishimura et al., 2010；Duchesne and Prevost,

2008年の樹高より小さくなる場合が観察された. 特に,

. また, 温帯林や熱帯林での樹種の多様性の維持
2013）

2013年の樹高が解析対象の 50cm より小さくなる幹が

に果たすギャップダイナミクスの役割は相対的に重要で

69本あり, これらの個体は以下の解析から除外した.

はないことが議論されている（Brokaw and Busing,

どの樹種も 2013年の樹高が 2008年の樹高より小さくな

. さらに, ギャップ内ではこれらの樹種の下層木
2000）

る個体が存在し, 全体の約 25％の 291個体が樹高成長

の更新や低木性樹種の成長により必ずしも林床光環境が

としてはマ イ ナ ス の 値 を 示 し た. な お, 本 研 究 で は

よいとは限らないので, 林床へ到達するより微細な光条

2008〜2013年の５年間の樹高の差を成長量と定義した

件を考慮すると, 直達光や散乱光の入射特性が稚樹の動

ため, この値が０未満であってもマイナス成長として計

態に影響していると推測される.

算したところ, 樹高の年成長速度の頻度分布は, どの樹
種も０〜２cm yr の階級を中心とした正規分布に近い
形状を示した（図５）
. さらに, トドマツにおける稚樹

図 5：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における針葉樹３樹種稚樹（樹高 50cm かつ 200cm）の５年間の樹高成長速
度のヒストグラム.
Fig.5：Frequency distributions of annual height growth of saplings of three evergreen coniferous species (height
50cm,
and
200cm)during five years in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.
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表 3：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における針葉樹３樹種稚樹（樹高 50cm かつ 200cm）の５年間の個体群動態
および樹高成長速度.
なお, 括弧内の数値はブートストラップ確率分布による 95％信頼区間を示す.
Table 3：Population dynamics and annual height growth of the saplings of three evergreen coniferous species (height
50cm,and 200cm)during five years in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.
Values in parentheses show 95% bootstrap confidence interval.
2008年における
出現幹数
(ha )

平均樹高±標
準偏差
(cm)

トドマツ

774

102.2±40.6

エゾマツ

573

85.1±35.3

84

92.5±35.2

樹種名

アカエゾマツ

年死亡率
(％ yr )

年新規加入率
(％ yr )

個体群回転率
(％ yr )

平均樹高成長
速度
(cm yr )

3.96
(3.31−4.63)
3.42
(2.73−4.09)
2.81
(1.23−4.52)

3.14
(2.56−3.75)
6.21
(5.32−7.15)
4.84
(3.01−7.16)

3.55
(3.14−4.00)
4.82
(4.23−5.38)
3.83
(2.51−5.30)

3.2
(2.8−3.6)
1.6
(1.3−1.9)
1.4
(0.9−1.9)

表 4：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における各稚樹の５年間の生残に関して林床環境から説明するモデルの解析結
果.
なお, 括弧内の数値は標準誤差を示す. また, 太字の切片と回帰係数は p＜0.05で有意であることを示す.
Table 4：Estimated parameters of GLM models for the effects offorest floor environments on the survival ofthree evergreen
coniferous species during five years in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.
Values in parentheses show standard error, and intercepts or parameters marked in bold are significant at p ＜ 0.05.
樹種名

切片

トドマツ
エゾマツ
アカエゾマツ

0.076(0.538)
0.523(0.821)
−3.858(2.469)

回帰係数
樹高

直達光

散乱光

混み合い度

マイクロサイト

0.011(0.003)
0.006(0.005)
0.014(0.014)

0.010(0.029)
0.009(0.040)
0.158(0.120)

0.093(0.038)
0.066(0.040)
0.262(0.168)

−0.376(0.064)
−0.380(0.061)
−0.252(0.216)

−0.268(0.280)
0.560(0.533)
1.075(1.024)

の樹高成長速度の平均値は, トウヒ属の２樹種に比べて

射光量（直達光と散乱光）, 稚樹混み合い度, 個体サイ

有意に大きく, トウヒ属の約２倍の 3.2cm yr であっ

ズ, マイクロサイトを説明変数とした各樹種の生残や成

た（表３）
. 一方, トウヒ属の稚樹の年成長速度の平均

長に及ぼす要因を検出する一般化線形モデル GLM によ

値には大きな違いはなく, アカエゾマツの樹高成長速度

る解析を行った. まず, 稚樹の生残・死亡についての解

がやや小さい傾向にあった. 以上から, モミ属のトドマ

析の結果をまとめると, トドマツの稚樹は, サイズが大

ツは, 稚樹期の生残や新規加入においてトウヒ属２種に

きいほど生残しやすく, 自個体より樹高の高い稚樹が混

比べて劣勢であるが, 樹高成長速度では優勢であること

み合うほど死亡率が高くなり, 散乱光の入射割合が高い

が示された. また, アカエゾマツの出現幹数は稚樹期だ

場所ほど生残する可能性が高いことが示された（表４）
.

けでなく下層や林冠層でもエゾマツに比べて少なく, 稚

一方, エゾマツは隣接する稚樹の混み合い度が高いほど

樹の成長速度に違いがないこれら２種の出現幹数の違い

死亡する割合が高い傾向があった. なお, アカエゾマツ

は, 実生定着過程や稚樹期の新規加入特性に関係してい

の生残・死亡に影響する明確な環境要因は検出されず,

ると推測される（Kubota, 1997）.

これはアカエゾマツの死亡数が少なかったことが一因で
あると推測された.

3.7 稚樹の動態に及ぼす環境要因の検出

次に, 稚樹の樹高成長の解析の結果をみると, 樹高サ

各樹種の生残・死亡や樹高成長に及ぼす影響として

イズと混み合い度の影響については生残に関する傾向と

様々な環境要因が考えられるが, 本研究ではマイクロサ

同様であったが, 一方, 林内光入射割合の影響について

イト（定着基質）
, 林冠状態（閉鎖林冠とギャップ）
,林

は, どの樹種もプラスの効果として検出され, トドマツ

床入射光量, 稚樹混み合い度, 個体サイズについて検討

とエゾマツでは散乱光の入射割合が, アカエゾマツでは

を行った. しかしながら, ここでの解析では, モミ属と

直達光入射割合が大きいほど, 稚樹の成長速度が大きい

トウヒ属の稚樹や下層木の動態の違いに関係する要因と

ことが示された（表５）.

し て 知 ら れ て い る 林 冠 状 態（Takahashi, 1997；

本林分における稚樹の新規加入に及ぼす環境要因の傾

Miyadokoro et al.,2004）が, 本林分での稚樹の生残や

向についてまとめると, ５m×５m 区画における新規

樹高成長に影響を及ぼすという明確な傾向はどの樹種に

加入数に及ぼす林内光入射割合の影響についての解析か

おいても示されなかった.

ら, 直達光の入射割合が高い場所ではトドマツとエゾマ

そこで, 稚樹の生残と成長の解析については, 林床入

ツの新規加入数が少なく, 散乱光の入射割合が高い場所

16

西村尚之, 赤路康朗, 鈴木智之, 長谷川成明, 小野清美, 隅田明洋, 原登志彦, 飯田滋生, 関

剛, 倉本惠生, 杉田久志, 中川弥智子, 松下通也, 廣部 宗, 星野大介, 稲永路子, 山本進一

表 5：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における各稚樹の５年間の樹高成長に関して林床環境から説明するモデルの解析
結果.
なお, 括弧内の数値は標準誤差を示す. また, 太字の切片と回帰係数は p＜0.05で有意であることを示す.
Table 5：Estimated parameters of GLM models for the effects of forest floor environments on the height growth of three
evergreen coniferous species during five years in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi
Taisetsu. Values in parentheses show standard error, and intercepts or parameters marked in bold are significant at p ＜
0.05.
回帰係数

樹種名

切片

トドマツ
エゾマツ
アカエゾマツ

−2.026(0.946)
−2.503(0.918)
−1.580(1.667)

樹高

直達光

散乱光

混み合い度

マイクロサイト

0.023(0.005)
−0.001(0.004)
0.003(0.010)

0.038(0.049)
0.029(0.044)
0.152(0.073)

0.220(0.062)
0.294(0.043)
0.119(0.083)

−0.466(0.203)
−0.315(0.104)
−0.117(0.230)

0.311(0.458)
0.931(0.669)
−0.026(0.820)

表 6：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における各稚樹の５年間の新
規加入に関して林内光入射割合から説明するモデルの解析結果.
なお, 括弧内の数値は標準誤差を示す. また, 太字の切片と回帰係数は p＜
0.05で有意であることを示す.
Table 6：Estimated parameters of GLM models for the effects of the site
factors on the recruitment of three evergreen coniferous species during
five years in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous
forest of Higashi Taisetsu. Values in parentheses show standard error,
and intercepts or parameters marked in bold are significant at p ＜ 0.05.
樹種名

切片

回帰係数
直達光

散乱光

トドマツ

−0.714(0.338)

−0.156(0.031)

エゾマツ

−2.155(0.266)

−0.060(0.021)

0.079(0.029)
0.152(0.019)

アカエゾマツ

−2.364(0.810)

−0.022(0.068)

−0.033(0.076)

図 6：東大雪北方針葉樹林の 100m×100m 区における直達光と散乱光の林内入射割合に対する針葉樹３樹種稚樹（樹高 50cm
かつ 200cm）の樹高成長速度の応答パターン.
Fig.6：Responses of the height growth of saplings of three evergreen coniferous species (height
50cm, and
200cm)to
the direct and indirect site factors in a 100m×100m area in a sub-boreal evergreen coniferous forest of Higashi Taisetsu.

ほど多くなることがわかった（表６）
. 一方, アカエゾ

エゾマツとトドマツの新規加入個体の木質マイクロサイ

マツでは散乱光も直達光も新規加入に対して有意な要因

トへの依存程度（出現割合はそれぞれ 96.6％と 77.8％）

ではなかった. また, 林冠状態と新規加入との関係につ

に有意な違いが検出された（木質マイクロサイト出現割

いて解析したところ, エゾマツとトドマツでは 2008〜

合の信頼区間, それぞれ 93〜99％と 69〜85％）
.

2013年の５年間, 常にギャップであった場所に有意に
新規加入が偏っていることが示された（二項検定, それ

3.8 稚樹の樹高成長と林床光環境との関係

ぞれ p＜0.001と p＝0.002で有意）. さらに, 新規加入

３樹種の稚樹の樹高成長と林内光環境との関係が散乱

した稚樹の出現場所は, どの樹種でも木質上のマイクロ

光と直達光により異なることから, 樹高成長の応答を,

サイトに強く偏ることが示され（二項検定, いずれも

散乱光と直達光に対するパターンとして示した（図６）
.

, 2008年の稚樹生存個体の出現場所
p＜0.001で有意）

ここでは, 説明変数を直達光入射割合と散乱光入射割合

の傾向と同様に, モミ属のトドマツよりトウヒ属の２種

に絞って GLM による解析を行い, 推定された各パラ

において新規加入が木質マイクロサイトに偏る傾向が顕

メータをもとに予測モデルを作成した. トドマツとエゾ

著であり, 特に, 二項検定による信頼区間の比較から,

マツの樹高成長は, 散乱光入射割合が大きくなるにつれ

北方林における稚樹の動態
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て増加するが, 直達光入射割合が大きくなってもほとん

北方針葉樹林においても同様に, トドマツの実生や稚樹

ど増加しないパターンを示した. また, 散乱光入射割合

はエゾマツやアカエゾマツに比べて耐陰性が高く, より

が小さい時のトドマツの樹高成長はエゾマツに比べて大

暗い林床での成長や生残に有利であることが知られてい

きく, 散乱光入射割合が大きくなるにともないエゾマツ

る（Iijima et al., 2009 ；Bontempo e Silva et al.,

の樹高成長の増加量がトドマツに比べて大きくなること

.
2012）

が示された. 一方, アカエゾマツの樹高成長速度は, 散

先行研究である Nishimura et al.（2010）は, 東大雪

乱光入射割合に比べて直達光入射割合が増加すると顕著

北方針葉樹林において胸高直径１cm 以上の樹木の個体

に高くなる傾向があり, 林床に入射する直達光と散乱光

群動態や空間分布, 種間の競争関係を解析したところ,

の特性の違いが３樹種の稚樹の樹高成長パターンを決定

異なる成長段階による３樹種の競争関係が各樹種の生活

する重要な要因であることが明らかとなった. しかしな

史特性のトレードオフや空間分布の特徴とも関連してい

がら, 本結果は, 一見するとギャップでの稚樹の出現や

ることを示した. トドマツはトウヒ属２種に比べて死亡

新規加入における樹種による違いと矛盾する点もある

率が高く, 寿命が短いが, 個体群の新規加入速度におい

が, これは, 本調査地の緯度に影響される太陽光入射角

て有利である. 一方, トドマツに比べて林冠層での死亡

度から推測して, 直達光と散乱光の林床入射割合が林冠

率が低いトウヒ属２種は, 寿命と個体サイズという生活

状態と一致しないことが一因であると考えられる.

史特性において競争的に優位にある. そのため, 林冠層
において空間分布が重なり合うトドマツとアカエゾマツ

4. まとめ

の間には一方向的な競争関係が存在するが, 空間分布が
重ならないトドマツとエゾマツの間には一方向的な競争

本研究は北半球の中高緯度地域にある, ユーラシア大

関係は存在しない. さらに, トドマツの下層での出現個

陸・北アメリカ大陸の東西にそって帯状に分布する北方

体数はトウヒ属に比べて多く, 下層木の空間分布が重な

針葉樹林の維持機構と環境変動に対する森林樹木群集の

るエゾマツまたはアカエゾマツとの間において競争関係

応答を明らかにすることを目的として行われたものであ

が存在する. ところが, アカエゾマツとエゾマツの下層

る. 日本では, 北方針葉樹林の分布は北海道中部以北・

木と林冠木の間では互いに空間分布が重ならず, 一方向

以東に限られ, 特に, 明治時代以降の人為撹乱などの影

的な競争関係は存在しない. ただし, 両樹種の下層木間

響により, 現在, 原生状態の北方針葉樹林の分布は限ら

および林冠木間の出現はどちらもランダムな空間分布関

れており, その大部分は大雪山周辺地域にみられるだけ

係にあり, 競争関係は存在しない. 同様に, 日本の北方

となっている. 一般に北方針葉樹林の構成樹種は少なく

針葉樹林ではアカエゾマツとエゾマツが常に競争関係に

（Antos and Parish, 2002a,b；Taylor et al.,2006）
,本

ないという結果が示されている（Kubota and Hara,

調査林分の林冠構成樹種としては, アカエゾマツ・エゾ

.
1995）

マツ・トドマツの常緑針葉樹３種と落葉広葉樹のダケカ

上記のような樹種間の競争関係と空間分布相関を本研

ンバの計４樹種のみであった. これらの主要な常緑針葉

究結果から考察すると, 下層木間ではランダムな分布相

樹３樹種はトウヒ属 Picea spp.とモミ属 Abies sp.であ

関を示すエゾマツとアカエゾマツは, 倒木などの微細な

り, 亜 高 山 帯 常 緑 針 葉 樹 林 の 樹 種 出 現 パ ターン

サイト上での直達光と散乱光に対する稚樹成長の応答の

（M iyadokoro et al.,2003,Mori and Takeda,2004）と

違いにより更新の優劣が決定される. 従って, 稚樹期に

類似した数樹種が共存する林分構造である. また, これ

おける林床光環境のような更新ニッチ（Grubb, 1977）

らの森林における生活形の類似するトウヒ属とモミ属の

が異なることがこれら２樹種の共存を促進していると推

共存の維持には, 自然撹乱や下層における光環境, 実生

測される. ただし, 本研究で示した２樹種の更新ニッチ

の定着マイクロサイト, 競争関係, 生活史特性などの役

の違いは, 林床光環境という林冠状態にも関連した要因

割が知られている（Hiura et al.,1996；Antos and Par-

に左右されている（Canham, 1989 ）が, 樹種の多様性

ish, 2002a；Mori et al., 2007；Mori and Komiyama,

の維持に果たすギャップダイナミクス（ギャップ分割

. 亜寒帯林でのトウヒ属の実生の定着はモミ属に
2008）

説）の役割は重要ではないという議論もある（Brokaw

比べてマイクロサイトの影響を受けやすく（Simard et

.
and Busing, 2000）

al., 1998；Takahashi et al., 2000；Narukawa et al.,

一方, 下層で同所的に出現するトドマツとエゾマツ

2003；Mori and Takeda, 2004；Mori et al., 2004；

は, 類似した散乱光依存性により互いに一方向的な競争

, また, 閉鎖林冠下のような暗い林
Iijima et al., 2009 ）

関係にあり, 下層から上層への成長段階においての光を

床ではモミ属の稚樹の成長速度はトウヒ属に比べて大き

めぐる競争と耐陰性の違いが林冠層での異所的な出現パ

い（Mori and Takeda, 2003）が, 林冠層でのトウヒ属

ターンをもたらし, これがこれら２樹種の共存を促進す

の個体サイズはモミ属に比べて大きく, その寿命も長い

る現象として考えられる. さらに, トドマツとアカエゾ

（Antos and Parish, 2002a, b）とされている. 北海道の

マツの林冠層と下層での競争関係の逆転は, 下層におけ
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台風撹乱が北方森林の生理・生態および
生態系炭素動態へ及ぼす影響
⎜ 北海道北部の森林で行われた台風模倣実験からえた知見 ⎜
戸田

求 , 福澤加里部 , 中村 誠宏 , 田中 幹展 , 吉田 俊也 ,
柴田 英昭 , 王
新 , 石田 祐宣 , 宮田 理恵
2014年 11月 10日受付, 2015年１月 28日受理

北海道北部の森林生態系が台風による撹乱をうけた状況を想定し, 撹乱以後の生態系および炭素動
態の回復過程を定量的に評価することを目的とした撹乱操作実験が実施された. 本実験に際し, 遷移
初期段階にあるダケカンバ二次林を対象に葉群の完全切除が実施された. 撹乱処理の結果, 葉群は撹
乱以前の状態への回復の兆候を示すものの, 撹乱から３年経過した段階においても未だに完全な回復
に至っていない. 一方で, 同一光条件下での個葉レベルの最大光合成速度は撹乱以前と比べて高まる
傾向を示した. また, 撹乱による林冠構造の変化は林床の微気象環境を変化させ, 林床植生であるサ
サの被度を高めた. 本結果から, 葉群撹乱による生態系炭素動態への影響として, 短期的には樹木の
光合成機能が高まることで直後にみられる生産性の低下が補償されるが, 一方で長期的にはササの被
度を増加させ遷移の進行を妨げることで炭素動態を大きく変化させる可能性のあることが考えられ
る. したがって, 今後の気候変化に伴い同域に強い勢力の台風が到来する頻度が高まると, 長期的に
はササの優占度がさらに高まることで, 従来とは異なる植生状態やそれに伴う生態系炭素動態へ移行
する可能性が示唆される.

Transitional features of the ecosystem state and carbon dynamics after
an episodic typhoon disturbance in a northern forest in Japan
M otomu Toda ,Karibu Fukuzawa ,M asahiro Nakamura ,Motonobu Tanaka ,Toshiya Yoshida ,
Hideaki Shibata , Xin Wang , Sachinobu Ishida , Rie Miyata
To assess the effects of typhoon-induced disturbance on vegetation state, foliage, and ecosystem carbon
dynamics, we conducted a manipulation experiment to simulate typhoon disturbance in a northern forest in
Japan. The experiment simulated a less intensive disturbance than one that would cause stand replacement,
forcing the vegetation to form an alternative stable state. We ripped away most of the foliage from the
overstory trees in an established plot. Three years after this disturbance,the foliage had recovered to one-third
of its original state before the disturbance occurred,whereas the photosynthetic rate was markedly higher than
that before the disturbance. The structural changes in the foliage of the overstory trees after the disturbance
resulted in a brighter light environment at the forest floor,which favored the growth of understory vegetation.
These results suggest that from a long-term viewpoint, widespread understory Sasa vegetation may disturb the
regeneration of tree seedlings,creating an alternative stable state in which Sasa dominates in the next generation
of the forested area.
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1. はじめに

れたフラックスデータ解析を行い, 台風到達直後にダケ
カンバの葉群が多量に吹き飛ばされる被害が生じ, その

以前より花粉や樹木年輪を用いる科学分析法から過去

後数年にわたって生態系の炭素動態がこの撹乱の影響を

の気候変動を復元する試みがなされているが, 同時にこ

うけたことを報告した. 撹乱後, 生態系の総一次生産量

の方法から過去の気候変動に伴う植生の変遷を知ること

（Gross primary production, GPP）は時間経過ととも

ができる（高原, 2012）
. これまでの研究から, 過去の

に増加し, この GPP の増加に伴って正味生態系生産量

気候変動は数百年から数千年単位の長い時間スケールで

（Net ecosystem exchange,NEP）も増加したというも

起こっていることが示され, 植生はこの気候変動下で移

のであった（Toda et al.,2011）. しかしながら, この一

動・分散を繰り返すことで環境に適応してきた, と考え

連の観測研究においては, 林分の優占種であるダケカン

られている（甲山, 2012）.

バの個葉光合成計測や土壌呼吸速度の計測が充分に行わ

一方で, 近年みられる気候変動は従来と異なりより短

れず, そのため NEP の年々変化を引き起こした生態系

時間スケールでの急激な変化を伴う場合が多く, 突発的

応答の要因の解明には至らなかった（福澤, 2014）
.そ

な気象現象の頻度が高まっていることが指摘されている

こで, 筆者らはタワーフラックス観測が行われていた雨

（Lloret et al.,2012；Wei et al.,2014；IPCC,2013）
.こ

龍研究林内のサイトと同様な植生構造を持つダケカンバ

の突発現象の規模や頻度の事前予測は難しく, それゆえ

林を対象に, 2004年と同程度の台風強度を想定した撹

生態系への気候変化の影響を定量的に予測できる段階に

乱模倣実験調査区を新たに設け, 撹乱前後の植生動態

は至っていない（甲山, 2012）. したがって, 今後予想

（特に葉群構造の変化に着目）
, 個葉レベルの光合成, 土

される気候変化や突発的な自然現象が陸域生態系に及ぼ

壌炭素フラックスの撹乱影響を定量的に評価することを

す影響の正確な評価と予測を行うためには, 様々な状況

目的とした台風模倣実験を実施してきた. 本論では撹乱

を想定した生態系レベルでの実験的研究を行い, 生態系

実験で得られた幾つかの知見を示し, 今後必要とされる

応答のメカニズムを把握することが有効なアプローチの

課題について記載した.

一つと考えられる（e.g., Foster et al., 2004）.
北海道に目を向けると, これまでは夏に南の熱帯海上
で発達した台風が北海道に上陸する頻度は高くなく, ま
た本州上空に発達する梅雨前線に伴う降雨（豪雨）や強

2. 調査方法
2.1 観測サイト周辺の気候および植生の特徴

風などが大きな災害を招く要因として働くことは少な

日本の国土の北に位置する北海道は周辺を海に囲まれ

かった（例えば, 日浦, 2005）. しかし, 近年では過去

ていることから海洋性気候の色合いが濃い. 夏季にはオ

の気象統計に基づく平年値では説明できない現象が道内

ホーツク海上空に停滞する高気圧からの冷たく乾燥した

各地でも確認されており, これらが北海道の陸域生態系

空気が道内へ吹き出すことから冷涼となり, 冬季にはシ

へ様々な側面から短期・長期的時間スケール下で影響を

ベリアからの厳しい寒気団が到来することにより, 特に

及ぼすことは十分に考えられる.

日本海側は一年の約半分の期間が積雪に覆われる多雪地

2004年９月初秋, 北海道に 50年に一度といわれる大

帯となる. そのため, 道内の多くの地域ではおよそ 11

型台風が上陸し, 道内各地の森林で大規模な被害が生じ

月から５月にかけて地表は積雪に覆われ, この影響によ

た. 台風の上陸以前から, 道内の複数地域の森林では生

り植生の生育期間は本州の平地に比べて短い.

態系のエネルギー・炭素循環の解明を目的としたタワー

今回の台風模倣実験が行われた北海道北部の年平均気

フラックス観測が実施されていたが, 幾つかの調査地は

温はおよそ 0.5〜５℃, 年降水量は 1000〜1800mm の

この大型台風の影響で計測機器の大量破損や調査対象の

範囲にある（図１）
. 特に, 内陸部では気温の低下が著

森林が壊滅的被害を受ける等の事態となった. 北海道北

しく調査区周辺（幌加内町母子里）は日本の冬期最低気

部の北海道大学北方生物圏フィールド科学センター（以

温を記録した場所である（−41.2℃, 1978年２月 17日

下, 北大 FSC）
・雨龍研究林内においても同時期に２つ

雨龍研究林による観測）.

のタワーフラックス観測調査区が設けられていた. これ

同地域にみられる陸域植生の極相系は針葉樹と広葉樹

らの調査区では計測機器や林分破壊は幸いにして免れ,

が混在した汎針広混交林である（小島, 1987）. また,

台風前後の気象・フラックスデータを連続計測すること

冷涼な気候のため湿地域も広範囲に拡がっている. 低標

ができた. Toda et al.（2011）は, 2004年から 2008年

高地には北アジア太平洋要素と呼ばれる落葉高木の代表

まで同調査区の一つであるダケカンバ若齢林分で取得さ

的樹種であるカンバ類（カバノキ科カバノキ属）が広く
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る. また, 北海道北部の森林地帯では林床植生としてク
マイザサやチシマザサが密生していることも特徴として
挙げられる（Noguchi and Yoshida,2005）. 密生したサ
サは天然林の更新動態に影響するばかりでなく, 土壌炭
素・窒素循環にも重要な役割を果たしている（Fukuzawa et al.,2006）. この地域では, ササによる樹木の更新
阻害を解消するため, 1970年代以降, 重機を用いてサ
サを表土ごとはぎ取る作業（掻き起こし）が行われてお
り（Yoshida et al., 2005）, その結果, ダケカンバ二次
林が広く優占している.
2.2 台風撹乱模倣実験
図 1：温度および降水量との関係から区分された世界の代表
的な自然植生（Whittaker, 1970）
. 同図には, 小島（1997）
により明記された北海道およびタイガの位置を含む.
Figure 1：Diagram of the global biomes classified in relation to temperature and annual precipitation. The Hokkaido region is represented by the shape filled with backward slashes,and the taiga region by the shape filled with
dots.

調査地は, 雨龍研究林内泥川流域の上流部（44°
N 25ʼ
58ʼ
, 142°
43ʼ
, 470m a.s.l）に位置する林齢 19年
ʼ
E 12ʼ
ʼ
生（2011年現在）のダケカンバ群落である（図２）
.撹
乱実施前年の冬季（2010年 11月）
, 林分に撹乱を与え
な い 10m×10m の プ ロット（以 下, 対 照 区 Control
とする）と, 台風による風害を想定し葉枝芽の強制奪取
を行う撹乱調査区（以下, 処理区

Treatment とする）

が設けられ, 各調査区中心では地中温度, 土壌水分等を
優占している. 一般にカンバ類は冷涼な気候を好み, 本

測 定 す る セ ン サーが 埋 設 さ れ た（２ 深 度, 0.05m,

州では標高の高い亜高山帯に分布するが, 北上するほど

0.30m）. 翌年夏（2011年８月）には各調査区で毎木調

低地に出現するようになる. 北海道では低地からおよそ

査が行われた. この時点で, 処理区および対照区におけ

標高 1000m 程度の森林限界付近まで広範囲に分布する

る 樹 木 個 体 数 は そ れ ぞ れ 198本/100m , 144本/100

（渡邊, 1995；沖津, 2002）
. カンバ類は北方陸域植生の

m , 胸 高 断 面 積 合 計 は 0.18m /100m , 0.21m /100

先駆種であり低地には主にシラカンバ, 寒冷で標高が高

m , 平 均 胸 高 直 径 は 3.5（1.9）cm, 3.2（1.7）cm

くなるほどダケカンバが増加する傾向にあり土地が撹乱

（括弧内は標準偏差）であった. ダケカンバは本数, 胸

されるとこれらの種がすばやく定着して二次林を形成す

高断面積合計で 92％を占めており, 群落高はおよそ７‑
８

図 2：本観測調査地（黒丸）の位置情報（北海道幌加内市母子里, 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター雨龍研究林
内）. 白丸は雨龍研究林庁舎を表す.
Figure 2：Overview of the Uryu experimental forest of Hokkaido University in northern Japan. Closed and open circles
indicate the observation point and main station in the Uryu experimental forest,respectively(44°
25ʼ
58ʼ
ʼN,142°
12ʼ
43ʼ
ʼE,470
m a.s.l).
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写真 1：(a）撹乱操作（上層木ダケカンバ Betula ermanii を摘葉）実験の作業風景, (b）撹乱操作直後の処理区土壌面の状況,
林床は取り除かれた葉で覆われている. (c）撹乱操作直後の処理区における林床風景（ａからｃは 2011年９月１日, 15日撮
影）, (d）撹乱操作から３年後の処理区における林床風景（2014年８月 18日撮影）
Photo 1：Overview of the disturbance-manipulated plot. (a) Technical staff and students defoliating the overstory trees,
Betula ermanii. (b) After the treatment, removed foliage covered the forest floor. (c) and (d) show the forest floor just
before manipulation and three years later, respectively. Photos (a)to (c)were taken on September 1 or 15 , 2011 while
(d)was taken on August 18 , 2014.

m であった.

せ て 10分 間 隔 で データ ロ ガー（CR-1000, Campbell,

2011年６月, 隣接した調査区間に高さ８m の観測タ

USA）に記録される. 融雪後（６月）から着雪前（10

ワーが設置され, 2011年早秋, 2004年の大型台風が到

月後半）の無積雪期間には, タワー上部に設置された転

来した日（９月８日）とほぼ同時期に, 処理区で摘葉

倒升式雨量計（CTKF-1, Climatec, Japan）で雨量が計

（芽を含む）が２回に分けて実施された（９月１日, ９

測され, また, 処理区, 対照区の各中心部には林床から

月 15日）
（写真１(a）
）
. 撹乱処理直後, 林床には緑色

高度２m に三杯風速計（Model010C, Met One Int.,

を帯びたダケカンバ葉が地面を覆い（写真１(b）, 2011

USA）と PAR 計（ML-020, EKO）が設置されている.

年９月 15日撮影）
, 摘葉作業の影響で林床部のササが一

高度２m は林床植生であるササの背丈高を上回ってい

時的に少なくなった（写真１(c）, 2011年９月 15日撮

る. これらの全気象データは記録後, 一日一回正午に

影）. しかし, 撹乱処理から３年経過した 2014年では処

データサーバに転送されている.

理区におけるササが再び回復し, 地面を広く覆いはじめ
た（写真１(d）
, 2014年８月 18日撮影）.

林外と林内における光環境を同時に計測することで,
上層木の光吸収量を計算できる. ここでは, 林内, 林外
に設置された PAR センサーから次式により葉群による

2.3 データ収録
2.3.1 気象データ・土壌呼吸速度の計測
処理区と対照区の間に設けた昇降式の観測タワーには

光吸収量（Absorbed PAR）を算出した.
APAR ＝PAR
ここで, PAR

−PAR

と PAR

−PAR

(1)

は, タワー上部で計測さ

2011年７月に気象センサー, 植生動態モニタ用カメラ,

れた下向き（大気から地面方向）
, 上向き（地面から大

データ収録機器等が取り付けられた. 年間を通じて計測

気方向へ）の PAR (μmol m

さ れ て い る 一 般 気 象 要 素 は 放 射 収 支 計（CPE-NR4,
Kipp&Zonen, The Netherlands）, 光 合 成 有 効 放 射

s )である. PAR

は,

処理区, 対照区の各中心点で計測された下向きの PAR
（計測高度は２m）である.

（ PAR）計（ CEK-M L020P, EKO）, 温 度 湿 度 計

また, 土壌呼吸速度計測用の自動開閉チャンバー（北

（HMP155, Vaisala, Finland）
, 放射温度計（SI-111,

大低温科学研究所制作）が各調査区に一つ設置され, 土

Campbell, USA）などで, また, 各調査区の中心に埋

壌呼吸速度（Ｆ）
（mg CO m

設された地温計（C-PTG, Climatec, Japan）と土壌水

時間毎に 10分間チャンバー蓋が閉じ, チャンバー内の

s ）が評価される. ４

分計（CS616, Campbell, USA）で得られるデータと併

CO 濃度を CO 濃度計測プローブ（GMP343, Vaisala,
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Finland）を用いて自動計測する. Ｆは次式から算出さ

farlane et al., 2007；Macfarlane et al., 2011；Ryu et

れる（阪田, 1999）.

. ただし, 2011年は魚眼画像から LAI を算出
al., 2012）

F ＝ρ×

273
V × Δc ×
273＋T
A
Δt

ここで, ρは CO 密度（kg m

(2)

した. その際, 同じデジタルカメラに Nikon 純正コン
バータ（Fisheye converter UR-E10,Nikon,JAPAN）

, Ｖはチャンバー
s ）

を取り付け, 画像解析ソフト DHP-TRAC-Win を用い

の 体 積（m ）
, Ａ は チャン バー底 面 積（m ）, Δc は

て 解 析 処 理 し た（Leblanc et al., 2005）
. そ の 際, カ

CO 濃度差（m m 換算値）, Δt は対象時間間隔であ

バー画像と魚眼画像の両者の画像範囲が同一になるよう

る. また(2)において, 表層地温 T

対応づける必要があり, 天頂角 32°
の画角範囲が利用さ

が用いられた.

れた.
2.3.2 植生構造動態およびフェノロジー計測
林分の主要高木であるダケカンバの撹乱に伴う植生構

2.3.4 上層木の光合成活性

造の変化, 特に葉群動態の評価を非破壊的に定量化する

個葉光合成速度の計測は携帯型光合成測定器

ためには, 光学的原理に基づいた方法や画像内に含まれ

（LI6400, LICOR, Lincoln, NE, USA）を用いて行われ

ている色情報に基づいて画像処理する方法が有効であ

た. この調査の目的は撹乱前後でダケカンバ個葉光合成

る. 本研究では, 対象調査区内に設定された複数の地点

機能の変化をとらえることであり, 本論では処理区, 対

で年に数回程度, 葉量の最大値を迎える季節（主に６月

照区における葉の光強度‑光合成関係についてのみ述べ

下旬から８月後半）に林床から林冠方向へむけてデジタ

ることとした. 計測実施期間は撹乱処理（2011年９月

ルカメラにより写真撮影が行われた. その際, 撮影高度

１日）より前の 2011年８月９〜11日と撹乱処理から３

はササ高を考慮して２m 以上とした.

年後の 2014年８月 17〜18日である.

撹乱に伴う葉群動態を評価する上では複数の指標値を

2011年では各調査区で５回（枚）, 林冠上層の葉を選

用いる必要があるが, ここでは葉面積指数（Leaf area

択して行われた. その際, 計測葉の選択基準として,

index, LAI）を取り扱い, 次式から算出した.

１）葉が十分に発達していること, ２）可能な限り他の

AI ＝

−cc×log CP
,
k

(3)

枝葉による被陰を受けていないこと, が考慮され, 選択
された大半の葉は当年枝の上から二, 三番目の葉が用い

こ こ で, k は 吸 光 係 数, CC は 林 冠 被 度（ Crown

られた. 一方, 2014年では, 各調査区で３回実施され

, CP は林 冠 空 𨻶 指 数（Crown porosity）を 表
cover）

た. その際, 計測前に葉緑素指数（スパッド値）（ポー

す. 本研究で用いる画像はデジタルカメラ（Coolpix

タブル葉緑素計（SPAD-502Plus, コニカミノルタオプ

5400, Nikon, JAPAN）で撮影され た も の（カ バー画

ティクス）が測定され, スパッド値が 30以上の葉が計

像）を 用 い, 撮 影 で は 広 角 レ ン ズ を 最 大 焦 点 距 離

測対象とされた. 光強度‑光合成関係の計測では, 計測

（f 5.8mm, 35mm カメラ換算で 28mm に相当）に設

前に葉温, チャンバー内湿度・CO 濃度を一定状態に

定した. また, 葉群を検出する方法として Blue chan-

保ち（チャンバー内 CO 濃度 400μmol mol , 相対湿

nel detection method が用いられた（例：写真 2, Mac-

度 70％, 葉温 25℃, 大気飽差（VPD）
＜1kPa）
, また,

写真 2：画像処理に用いた（a）処理区, (b）対照区の林冠写真（ここで用いた画像は 2012年に撮影されたスナップショットを
示す）. 写真下段は, 上段の写真を処理したもので, 黒色, 灰色, 白色はそれぞれ, 葉群, ギャップ大, 葉群で囲まれた中にあ
るギャップ（小）を表す. ここで, ギャップ（大）とは全イメージの 1.3％以上に相当する面積部とする.
Photo 2：Detection of foliage cover in the forest canopy using color-manipulated images taken directly upward from the
forest floor in the disturbance-manipulated (T)and intact (C)plots. We used the blue channel detection method to extract
foliage.
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サンプル葉の気孔コンダクタンスが安定していることを

2012年から 2014年の期間を通じて処理区の方が小さい

確認し, 光強度（photosynthetic photon flux density,

傾向にあった（図 3c）
. 土壌呼吸速度について, 2011年

PPFD）を PPFD＝０〜2000μmol m

の撹乱前では処理区および対照区の差はわずかである

s の範囲で変

化させた.

が, 2011年の２回目の撹乱処理（2011年９月 15日）後
に処理区でやや大きな増加がみられた（図 3d）
. しか

3. 結果
3.1 林内気象と土壌呼吸速度の特徴
2011年から 2014年までの生育期間中, 対象調査区で

し, その後は双方ともに小さくなった. 2012年, 2013
年では一貫して処理区の方が大きくなり, その後, 2014
年では処理区および対照区の間で土壌呼吸速度に大きな
差が見られなくなった（図 3d）
.

えられた平均気温は 15℃, 最高気温は 23℃, 最低気温
は 1.0℃であり, 気温の季節変化は大きいが年々変動は

3.2 葉面積指数（LAI）

小さかった. また, 生育期間における積算降水量の年平

撹乱直後（2011）と撹乱後１年目, ３年目（2012年,

均はおよそ 500mm 程度であるが, 2012年は 1000mm

2014年）において, 処理区と対照区における葉面積指

以上で他年と比べて多降水年であった.

数の違いを調べた. その結果, 対照区における LAI は

林内の気象変数および土壌呼吸速度は撹乱処理の次年

撹乱処理を行っていないため 2011年から（LAI＝3.5

度以降, ２年間にわたり両区間で大きな差異が見られ

m m ）2014年（LAI＝3.6m m ）までほぼ同じ値

た. 2011年における表層地温は処理区と対照区の間で

であった（図４）
. それに対し, 処理区の LAI は処理か

大きな差異は見られず, 操作実験後も同様の傾向が続い

ら の 年 数 が 経 る に つ れ て 値 が 増 加 し た（2011年 で

た（図 3a）
. その後, 2012年, 2013年では処理区にお

LAI＝0.5m m , 2012年で LAI＝1.7m m , 2014

ける表層地温が生長初期から 10月下旬まで一貫して高

年で LAI＝2.7m m ）.

い傾向を示した. 2014年になるとそれ以前と比べて調
査区間の差は小さくなった. 表層土壌水分（swc）は,

3.3 個葉光合成

2011年について撹乱処理後に処理区の swc の値が高く

各調査区でえられた光‑光合成曲線について, 2011年

なったが, その後の 2012から 2014年で処理区の方が幾

の撹乱処理前に処理区, 対照区のそれぞれで計測された

分 小 さ い 傾 向 に あった（図 3b）
. APAR に つ い て,

光合成速度の値に有意な差は認められなかった. 一方,

図 3：観測サイトで取得された気象・土壌炭素フラックスデータ（2011‑2014）
；(a）地温（T ）
, (b）土壌水分（swc）, (c）
生態系に吸収された光合成有効放射量（APAR）（ここでは 2011年のデータを含まない）
, (d）土壌呼吸速度（R ）
. 図中のＴ
は処理区, Ｃは対照区を表す. 各図中の点線は撹乱実験場所で葉群切除が実施された日を表す（2011年９月１日および９月 15
日に相当）
Figure 3：Seasonal and annual variations in meteorological variables and soil carbon fluxes from 2011 to 2014. Daily
averages of(a)soil temperature (T ),(b)soil water content (swc;note that swc data in 2011 are not included),(c)absorbed
photosynthetically active radiation (APAR)and (d)soil carbon flux (R )are depicted. Dotted lines in Figure 3(a)to (d)
present dates when foliage of the overstory trees was ripped away(1 and 15 September,2011 which are equal to DOY 244
and 258, respectively).
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から, 生態系レベルでの生産量評価を行うためには, 個
葉レベルの光合成速度の計測データに基づいて GPP を
推定し（千葉, 2011）, 土壌呼吸速度のデータと併せて
NEP を評価する手順をとることになる. その際, 葉群
動態の情報が必要であり, 図４で示された葉群の時間変
化を考慮して GPP の算出を行うことになる.
本論では, NEP 評価以前に光合成速度および土壌呼
吸速度の変化傾向について調べ, 処理区での光合成速度
は対照区と比べて大きく増加したことがわかった（図
５）
. この現象を引き起こした要因は幾つか挙げられ,
その一つには, 撹乱処理時に一斉切除された緑葉が地面
に落とされたことで土壌中の物質循環が変化し, 植物の
光合成機能に影響を及ぼしたという見方が挙げられる.
撹乱により低いＣ/Ｎ比の葉が土壌に供給されると窒素
の無機化が高まるため土壌の無機態窒素量が増加し, こ
れが樹木によって利用されて生産量が高まるという仮説
図 4：葉 面 積 指 数（LAI）の 年 変 化（2011, 2012, 2014）
.
図中のＴは処理区, Ｃは対照区を表す. 記号と誤差棒は各調
査区の指定された複数点で撮影された写真の画像処理からえ
られた LAI の平均値と標準偏差を表す.
Figure 4：Annual variation in leaf area index (LAI) from
2011 to 2014 measured in the disturbance-manipulated (T)
and intact (C)plots. The LAI values were detected from
photos taken at four points in each experimental plot.
Symbols (closed circles for T and open for C) and error
bars indicate average LAI values and standard deviations,
respectively.

である（福澤, 2014）. その他の要因としては, 葉群を
搾取し上層空間が開放状態になったことが, 残存する個
体葉の一枚当たりの光利用効率に影響を及ぼし光合成機
能を高めたという見方が挙げられる. これらの仮説を検
証するために落葉および土壌中の物質循環の調査, およ
び葉内の窒素動態が調査されている（福澤, 2014）
.今
後はこれらの結果と併せて処理区における光合成機能増
加の原因を解明することとなる.
土壌呼吸速度の経時変化から, 処理区では撹乱処理の
次年時以降, 対照区に比べて大きくなった（図 3d）
.こ

2014年では処理区での光合成速度が対照区に比べて大

のような土壌呼吸量の増加傾向はこれまでに行われた風

きくなった（図５）.

害撹乱による研究結果（Barr et al., 2012；Vargas,
2012）でも示されており, 撹乱に伴う強制落葉の地面供

4. 考察と今後の課題
4.1 生態系生産量の評価
本調査区ではフラックス観測が実施されなかったこと

給が土壌呼吸速度の増加に大きく影響したと考えられ
る. 一方で, この結果は, 本調査地周辺で行われた撹乱
研究（Toda et al., 2011）の中で示された結果とは異
なった. その原因には撹乱強度の違いが挙げられるが,

図 5：処理区, 対照区の個葉を用いて計測された光強度‑光合成の関係（2011, 2014）. (a）は処理区（Ｔ）
, (b）は対照区（Ｃ）
を表す.
Figure 5：The relationship between photosynthetic photon flux density (PPFD) and plant photosynthetic rate in 2011 and
2014 measured in (a)the disturbance-manipulated plot (T) and (b) the intact plot (C). Ten and nine leaves were sampled
from the upper part of the canopy in the T and C plots,respectively. Symbols and error bars indicate means and standard
deviations, respectively.
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実際に今回の操作実験の撹乱強度は Toda et al.（2011）

態 の 存 在 な ど, 複 雑 な 相 互 関 係 の 中 で 決 定 さ れ る

で観測対象となった森林が被ったものと全く同じではな

（Peters et al.,2013）
. それゆえ, 今後の生態系への撹乱

い. 本実験との比較から, 撹乱後における葉群回復過程

影響に関する研究を進める上では, 様々な段階を設けた

や林床植生の様相に加え, 林内の光, 熱, 水環境も大き

撹乱実験を実施することが撹乱影響の総合評価に繫がる

く異なっていると考えられる（図３, 写真 1d）
. 生態系

と思われる.

への撹乱影響の解明に向けて, 今後さらに実験的見地か

さらに, 撹乱は生態系への直接的な損害をもたらすだ

ら個葉光合成の挙動や微気象, 土壌呼吸速度の変化を対

けでなく, 被害をより深刻化させる影響力の大きい外的

照区の変化と対比させることで追跡していく必要があ

要因を付帯する場合も予想される. 特に, 北方林では火

る.

災等の撹乱によって植生の環境に対する耐性が低下した
場合等, 食害が発生しやすくなり生態系は二次的損害を

4.2 撹乱と生態系の回復可能性

被ることが報告されている（Schulze et al., 2009 ）
.ゆ

Scheffer and Carpenter（2003）は, 生態系へ影響を

えに, 北方林を対象とした撹乱による生態系影響評価の

及ぼす要因と生態系の状態変化とを関係づける概念図を

研究を進める上では, 食害をもたらす外的要因に対する

示した. この中で, 一定範囲以下の強度に相当する要因

生態系応答評価も加味したアプローチが重要である（中

が関わっている場合であれば, 生態系の破壊または代替

村・田中, 2014）
. これらのアプローチを含め, 撹乱と

状態への移行は回避され, 生態系自体が元来持つ回復

生態系の回復可能性について調べることで, 環境変化に

（復元）力によって, 時間の経過とともに撹乱前の状態

対する北方林生態系応答の包括的理解がより深まり, 確

へ戻ることが記されている. この生態系の回復（復元）

度の高い将来予測研究へと発展させることができる.

力はレジリエンスととらえることができ, 一方で, レジ
リエンスを超える強度の要因が生態系に加わった場合,
生態系はそれまでとは異なる状態（alternative stable
state）へ 転 ず る 可 能 性 に つ い て も 記 さ れ て い る
（Scheffer and Carpenter, 2003）
.
今回の撹乱操作実験は, 生態系回復が可能な範囲の撹
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ミズゴケ類の光合成に及ぼす温度, pH, 塩濃度の効果
原口

昭

2014年 11月 12日受付, 2015年１月 28日受理

ミズゴケ類は, 一般に周極域の寒冷で, 貧栄養な酸性土壌の泥炭地で優占するが, この総説では,
ミズゴケ類の主な分布環境とは異なる, 高温環境, 高い pH 環境, 高塩分環境でのミズゴケ類の光合
成活性に関する計測結果を総合して述べる. pH に対する光合成, 呼吸活性の応答に関しては,
pH＝3.8‑9.8の範囲で８種について計測した. 総光合成速度, 暗呼吸速度について, それぞれ１種
のみが pH に対する有意な応答を示し, 他では有意な応答は認められなかった. ミズゴケ類の主な生
育環境とは異なる塩基性の環境でも生理的な光合成活性は高い値を保っていると言える. 温度依存性
に関しては 5‑40℃の範囲で５種について計測した. 全種について 30‑35℃で総光合成速度が最大値を
示したが, ２種についてのみ温度に対する有意な応答が認められた. 低温環境に分布の中心を有する
ミズゴケ類は, 必ずしも低温環境で高い光合成活性を示すとは限らず, 40℃までの範囲では比較的高
温の環境でも高い生理活性を示すことがわかった. 塩濃度依存性については２種間の比較を行った
が, 0‑500mM の塩化ナトリウム溶液中への 9‑12日間の浸漬の結果, １種でのみ塩濃度の上昇に伴
う総光合成速度の低下と暗呼吸速度の有意な増加が認められたが, ２種ともに 300mM 以上の高い
塩濃度環境でも光合成活性を維持していた. このように, ミズゴケ種は, 優占する生育環境とは異な
る特殊環境においても生理的に高い耐性を有していると考えられる.

Photosynthetic responses of

spp. to temperature, pH and salinity
Akira Haraguchi

Sphagnum spp. dominate in peat-forming mires in the circumpolar zone with acidic, low-temperature, and
oligotrophic environments. However, some Sphagnum spp. colonize mires in coastal and volcanic areas with
high pH (6.0-7.0)and high salt concentrations resulting from sea water and volcanic ash, and high-temperature
mires (＞40℃ in the hot season). This review discusses the responses of photosynthesis and respiration of
Sphagnum spp.under extreme conditions of pH,temperature,and salinity. The pH-dependence of photosynthesis in eight Sphagnum spp.was analyzed in the range of pH 3.8 to pH 9.8. The gross photosynthetic rate of most
Sphagnum spp.did not show a significant response to pH. The dark respiration rate ofSphagnum spp.increased
with increasing pH. The temperature dependence of photosynthesis of five Sphagnum spp.was evaluated in the
range of 5℃ to 40℃. The optimal temperature range of gross photosynthesis was 30-35℃. Dark respiration of
Sphagnum spp. increased with increasing temperature. Photosynthesis of Sphagnum spp.was evaluated in the
salinity range of 0 to 500 mM NaCl. The gross photosynthetic and dark respiration rates of two Sphagnum spp.
showed positive values at ＞300 mM NaCl. The dark respiration rate of these two Sphagnum spp. increased
with increasing salinity. Thus,Sphagnum spp.show physiological tolerance to extreme environments that differ
from their normal growth habitats.
キーワード：泥炭地, Sphagnum, 高温耐性, 耐塩性, 耐塩基性
mire, Sphagnum, high temperature tolerance, salinity tolerance, high pH tolerance
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1. はじめに
北方泥炭地の主要な泥炭構成植物であるミズゴケ類
は, 一般に貧栄養な泥炭地に優占し, 植物体のプロトン
交換機能とミズゴケ酸の分泌によって土壌を酸性化す
る. したがって, 寒冷で酸性環境, かつ栄養塩濃度の低
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い低張な環境で優占する. ミズゴケ類は, 貧栄養環境下

の結果を示す. それぞれの研究は, 産地や種が異なるミ

でも高い一次生産速度を示し, また生育環境が酸性化す

ズゴケ植物体を用いているため, 種間比較や産地間の比

ることにより植物体の分解速度が低くなるため, 泥炭形

較はできないが, ミズゴケ類一般の特殊環境への耐性を

成機能が高く, 周極域の泥炭地の泥炭蓄積に大きく寄与

総論として述べる.

している. 泥炭地の炭素蓄積量は著しく高いため, ミズ
ゴケ類は全球炭素循環にかかわる重要な植物群の一つと
考えられている（Belyea and Warner,1996）. ミズゴケ
類の一次生産速度の環境応答については, ミズゴケ個体

2. 光合成の pH 依存性
2.1 pH 環境がミズゴケに及ぼす効果

や群落の成長速度と環境要因との関連に関する研究が行

ミズゴケ類の成長に及ぼす環境水の pH の効果は,

われてきた. ミズゴケ類の成長に及ぼす化 学 的 環 境

, Hayward and Clymo
Clymo and Hayward（1982）

（pH や 栄 養 塩 濃 度）の 影 響 に 関 し て は, Clymo and

（1983）に述べられているが, 少数のパイオニア種を除

, Hayward and Clymo（1983）にま
Hayward（1982）

き, 一般にミズゴケ類は塩基性の環境で成長速度が低下

とめられているが, 一般にミズゴケ類は酸性で貧栄養な

する, あるいは 枯 死 す る こ と が 明 ら か に なって い る

環境での生育が良好である. 栄養塩の中では, カルシウ

（Giller and Wheeler, 1988）. これは塩基性の石灰岩土

ムやリンが高濃度になると成長が抑制されることが知ら

壌にはミズゴケ類が生育しないことと関連し, 高い pH

れている. 栄養塩負荷とミズゴケ類の成長, 光合成機能

と高濃度のカルシウムイオンがミズゴケの生理活性を阻

との関連に関しては, 大気降下物由来の窒素負荷との関

害することが知られている. しかしながら, カルシウム

連が議論されている. Gunnarsson and Rydin（2000）
,

イオンなど石灰岩土壌に関連する要因を除いた pH のミ

Heijmans et al.（2002）, Granath et al.（2009）などの

ズ ゴ ケ の 生 理 活 性 に 及 ぼ す 効 果 は 知 ら れ て お ら ず,

研究では, いずれも窒素負荷によりミズゴケ類の一次生

Haraguchi（1996）や Haraguchi et al.（2003）などわ

産速度は低下することが示されているが, 光合成速度は

ずかな研究例があるにすぎない. ここでは, 既報のデー

窒素負荷により増加し, 必ずしも純光合成速度が純一次

タに未発表のデータを加えて再解析して pH 環境がミズ

生産とは一致しない. また, 炭素循環の観点からは, 有

ゴケに及ぼす効果をまとめて示す.

機物生産と分解による泥炭土壌と大気との間の炭素収支
を 議 論 す る 研 究 が 進 め ら れ て い る（Fenner et al.,

2.2 方法

. このような, 個体や群落レベルでの一次生産に
2004）
関する解析のほか, 生理生態的な観点から, 光合成速度
に直接影響を及ぼす要因についての解析も行われてきた
（Haraguchi, 1996 など）.

計測には, 北海道落石産のチャミズゴケ（Sphagnum
fuscum

(Schimp.) Klinggr.）, ウ ス ベ ニ ミ ズ ゴ ケ

（ Sphagnum rubellum W ils）, ス ギ バ ミ ズ ゴ ケ
（Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.）, ムラサキミ

ミズゴケ類の主な生育地の環境は, 上述のとおり, 低

ズゴケ（Sphagnum magellanicum Brid.）, ホソバミズ

温, 酸性かつ貧栄養な環境であるが, これらは泥炭地の

ゴケ（Sphagnum girgensohnii Russ.）, ウロコミズゴケ

一般的な環境特性である. しかしながら, ミズゴケ類が

（Sphagnum squarrosum Crome）
, 新潟 県 新 発 田 市 産

これらの環境要因に対してどこまで耐性を有しているの

（枡 潟, じゅん さ い 池）の オ オ ミ ズ ゴ ケ（Sphagnum

か, すなわち, 高温環境, 中性や塩基性環境, 富栄養あ

, ハ リ ミ ズ ゴ ケ（Sphagnum cuspidatum
palustre L.）

るいは高塩分環境でのミズゴケ類の生理特性については

Hoffm.）を用いた.

ほとんど研究例がない. 本稿では, ミズゴケ類の光合成

培養液の pH は, Tris-MES バッファー（50μmol L

速度が一般的なミズゴケ類の分布環境とは異なる特殊環

の Tris (hydroxymethyl)aminomethane と 50μmol

境の下でいかなる応答を示すのかについての計測結果

L

を, pH 環境, 温度環境および高塩濃度環境に関して解

液）を用いて調整し, 混合比を変えて７段階の pH に設

析した結果から, ミズゴケ類の生理的耐性を総合的に示

定した（pH＝3.8, 5.6, 6.2, 7.2, 8.2, 8.8, 9.8）
.

of 2-(N-morpholino)ethane sulfonic acid の混合溶

すことを目的とする. 光合成活性などの短期的な生理活

先端から２cm の長さに切断したミズゴケ個体約 50

性と, 一次生産, 分布などの長期的な生態特性とは必ず

個体を, 自然状態での個体群密度にほぼ等しくなるよう

しも一致しないが, 光合成活性という共通の指標を用い

に, 密閉したガラスチャンバー内に配置した. これに,

て３種の特殊環境へのミズゴケ類の耐性を比較検討す

pH を 調 整 し た 緩 衝 液 を, ミ ズ ゴ ケ の 成 長 点（capi-

る. 本稿では, 光合成速度の pH 依存性, および温度依

tula）のみが大気中に置かれるような状態まで満たし,

存 性 に 関 し て は, Haraguchi et al.（2003）, 原 口

25℃で２日間強光下（PPFD＝200‑300μmol m s ）に

（2010）および Haraguchi and Yamada（2011）で発表

置いた.

したデータに未発表データを加えて再計算を行った結果

二酸化炭素の収支を求める際には, 密閉したチャン

を示す. また, 塩濃度依存性に関しては, すべて未発表

バーに 0.3L min の 流 速 で 空 気 を 送 り 込 み, チャン

ミズゴケ類の光合成
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バーの入口および出口における二酸化炭素濃度を赤外線

μmol m s , 残りの１側面で 93μmol m s であっ

ガ ス ア ナ ラ イ ザー（Shimadzu URA-106,Shimadzu

た. Maberly and Spence（1983）および Harley et al.

Co., Kyoto, Japan）で 30分間計測した. 光源には, ６

（1989）によれば, ミズゴケ類の光合成速度が光飽和に

灯の 60-W クリプトン電球を用い, 植物体に３方向から

達する光量子束密度は 220‑500μmol m s とされて

光が照射されるように電球を配置した. チャンバー内の

いるので, 本計測で用いた光量子束密度でミズゴケ類の

光 合 成 有 効 波 長 域 の 光 量 子 束 密 度 は, ３ 側 面 で 333

光合成速度はほぼ飽和に達していると考えられる. 光合

図 1：北 海 道 落 石 産 の チャミ ズ ゴ ケ（Sphagnum fuscum）
, ウ ス ベ ニ ミ ズ ゴ ケ（S. rubellum）
, ス ギ バ ミ ズ ゴ ケ（S. capilli, ウロコミズゴケ（S. squarrosum）の総光
olium）, ムラサミミズゴケ（S. magellanicum）, ホソバミズゴケ（S. girgensohnii）
合成速度（●）
, 純光合成速度（●）, 暗呼吸速度（●）の pH 依存性 Haraguchi et al.（2003）および原口（2010）で発表した
データに未発表データを加えて再計算した. 各計測値の平均値および標準誤差を示す. 平均値間の有意差を, pH 処理間で一元
配置分散分析により検定し, 有意水準を示した. NS：有意差なし（p＞0.05）
；n＝反復数
Figure 1：The pH dependence of gross photosynthetic rate (●),net photosynthetic rate(●)and dark respiration rate(●)of
Sphagnum fuscum, S. rubellum, S. capillifolium, S. magellanicum, S. girgensohnii and S. squarrosum from Ochiishi, eastern
Hokkaido,Japan. Data presented in Haraguchi et al.(2003)and Haraguchi (2010)were recalculated including unpublished
data. M eans and standard error are shown. Significance of difference among means by pH treatments were tested by
one-way ANOVA. NS:not significant (p＞0.05);n＝repetition number
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成速度の計測の後, チャンバー全体をアルミホイルで覆

類された. また, 暗呼吸速度に関しては, pH に対して

い, 暗呼吸速度を 30分間計測した. 光合成および暗呼

ほぼ変化がないが, スギバミズゴケ, ムラサキミズゴ

吸速度の計測の後, ミズゴケ植物体を 110℃で 24時間

ケ, ホソバミズゴケ, ウロコミズゴケは塩基性域で増加

以上絶乾し, 乾燥重量を求めた. 光合成および暗呼吸速

する傾向が見られた.

度は, 乾燥重量当たりで示した.

枡潟およびじゅんさい池産のミズゴケに関しては, オ
オミズゴケでは pH の上昇に伴って総光合成速度, 純光

2.3 結果および考察

合成速度は低下し, 暗呼吸速度は増加する傾向が認めら

落石産の５種のミズゴケ, チャミズゴケ, ウスベニミ

れた（図２）
. 枡潟産のオオミズゴケの総光合成速度,

ズゴケ, ムラサキミズゴケ, ホソバミズゴケ, ウロコミ

純光合成速度, およびじゅんさい池産の純光合成速度は

ズゴケの総光合成速度, 純光合成速度, 暗呼吸速度に関

pH の増加に対して有意な低下を示した. ハリミズゴケ

しては, pH＝3.5‑9.8の範囲において有意差は認めら

に関しては, 枡潟産の純光合成速度と暗呼吸速度で pH

れなかった（図１）. また, スギバミズゴケに関しても,

に対する有意な応答が認められたが, 純光合成速度の低

測定の反復はないが, 他種同様の傾向を示しており,

下は, 暗呼吸速度の増加に伴うものである. 総光合成速

pH の違いによる光合成, 呼吸速度の違いは認められな

度に関しては, 両産地の個体ともに有意差は認められな

いと考えられる. 有意差は認められないが, 総光合成速

かった.

度に関しては, 酸性域で最大値を示す種（スギバミズゴ

pH に対する光合成, 呼吸活性の応答を, 計測に用い

ケ, ウロコミズゴケ）と中性域で最大値を示す種（ウス

た全種を通して見ると, 総光合成速度に関しては枡潟産

ベニミズゴケ, ホソバミズゴケ）
, および塩基性域で最

のオオミズゴケでのみ有意な応答がみられ, 他では有意

大値を示す種（チャミズゴケ, ムラサキミズゴケ）に分

差は認められなかった. 暗呼吸速度に関しては, 枡潟産

図 2：新潟県枡潟産およびじゅんさい池産のオオミズゴケ（Sphagnum palustre）
, およびハリミズゴケ（S. cuspidatum）の総光
合成速度（●）
, 純光合成速度（●）, 暗呼吸速度（●）の pH 依存性 各計測値の平均値および標準誤差を示す. 平均値間の有
意差を, pH 処理間で一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示した. ：p＜0.05,
：p＜0.001, NS：有意差なし（p＞
0.05）
；n＝反復数
Figure 2：The pH dependence of gross photosynthetic rate (●),net photosynthetic rate(●)and dark respiration rate(●)of
Sphagnum palustre and S. cuspidatum from M asukata mire and Jyunsaiike in Niigata,northern Honshu,Japan. M eans and
standard error are shown. Significance of difference among means by pH treatments were tested by one-way ANOVA.
:p＜0.05, :p＜0.01,
:p＜0.001, NS:not significant (p＞0.05);n＝repetition number
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のハリミズゴケでのみ pH の上昇に伴う有意な増加が認

cm）にミズゴケ植物体を入れ, 温度調節した水槽（100

められ, 他では有意な応答は認められなかった. しか

L）中に固定した. これに空気を通気し, 同化箱を通過

し, 暗呼吸速度に関しては, pH の増加に伴う速度の増

する前後の二酸化炭素濃度を赤外線ガスアナライザー

加傾向が多くの種で認められ, これが純光合成速度の低

（LI-COR, LI-840 CO /H O アナライザー）により計測

下と関連していると考えられる. 従って, ミズゴケ類の

した. 光源は 500W ハロゲンランプ４灯を用い, 光量

光合成速度は, 総光合成速度については pH による応答

子密度センサー（LI-COR, LI-250A）により光量子束

はほとんど見られないが, 純光合成速度に関しては,

密度を測定した.

pH の上昇に伴う暗呼吸速度の増加により低下する傾向

計測には, 大分県九重タデ原湿原産のヒメミズゴケ

が見られた. このような pH に対する応答はほとんどの

（Sphagnum fimbriatum Wils. ex Wilson & Hooker）
,

場合有意ではなく, ミズゴケ類の主な生育環境である酸

オ オ ミ ズ ゴ ケ（S.palustre）
, および北海道落石産の

性環境とは異なる塩基性の環境でも高い光合成活性を

チャミズゴケ（S.fuscum）
, イボミズゴケ（Sphagnum

保っていると言える. しかしながら, 長期的な成長速度

, サ ン カ ク ミ ズ ゴ ケ（Sphagnum
papillosum Lindb.）

の pH に対する応答を見ると, 塩基性環境に耐性を持つ

fallax (Klinggr.) Klinggr.）を用いた. 各個体の頂端か

ウロコミズゴケ（Giller and Wheeler, 1988）を除いて

ら１cm（capitula）を切り取り, それぞれイオン交換

pH の上昇に伴う有意な低下あるいは pH＝７以上での

水 を 満 た し た シャーレ に 等 間 隔 で 並 べ, 温 度 20℃,

枯死が認められた（Haraguchi et al., 2003）. また,

PPFD＝90μmol m s に 24時間置いた. ブランク測

pH＝７以上の栽培条件では, 多くの個体で細胞の解離

定の後, 試料を同化箱に入れて密閉し, 水槽内に固定し

が認められたことから, 塩基性環境は細胞の機能維持に

た. 同化箱内に圧縮空気を流速 1.0L min で通気し

影響を及ぼしている可能性がある. 短期的な光合成活性

た. 試料の温度を５℃, PPFD を寒冷紗を用いて 800

は長期的な成長とは直接関係しないが, 光合成活性に関

μmol m s から０ μmol m s へと変化させ, 同化

する pH の上昇に対するわずかな速度の減少の累積が,

箱内を通過する前後の二酸化炭素濃度を測定した. この

塩基性領域での低い成長速度や細胞機能の低下, 枯死の

測定を５℃から 40℃まで５℃おきの温度設定で行った.

一因となっていると考えられる.

測定後, サンプルを 70℃で 24時間乾燥させ, 乾燥重
量を測定し, 単位乾燥重量あたりの光合成・呼吸速度を

3. 光合成の温度依存性
3.1 温度環境がミズゴケに及ぼす効果

求めた.
3.3 結果および考察

ミズゴケ類は周極域の泥炭地で優占する寒冷地系の植

光合成の温度依存性の計測に供した５種のミズゴケの

物であり, 冷温帯から亜寒帯に分布の中心を有する. ミ

うち, タデ原産のオオミズゴケ, 落石産のサンカクミズ

ズゴケ類は暖温帯の泥炭地にも残存種として分布する

ゴケについて, 総光合成速度および暗呼吸速度に有意な

が, 暖温帯での泥炭地の分布は高標高の寒冷域が主であ

温度に対する応答が認められた（図３）
. 一方, タデ原

るため, 温暖な環境でのミズゴケ類の分布は一般的では

産のヒメミズゴケ, 落石産のチャミズゴケ, イボミズゴ

な い. ハ リ ミ ズ ゴ ケ の 亜 種 で あ る Sphagnum

ケに関しては総光合成速度, 暗呼吸速度ともに温度に対

cuspidatum subsp. subrecurvum var. flaccidifolium (A.

する有意な応答は認められなかった. 有意差の有無にか

Johnson) A.Eddyは, 熱帯低湿地の泥炭湿地林に分布

かわらず, ヒメミズゴケ, サンカクミズゴケにおいては

する種であるが（浅田・原口, 2006）
, 熱帯におけるミ

30℃, オオミズゴケ, チャミズゴケ, イボミズゴケに関

ズゴケ類の分布は高標高地を除いて稀である. 本種のよ

しては 35℃で総光合成速度が最大値を示した. 暗呼吸

うに高温環境に生育する種も存在するが, 分布の中心は

速度に関しては, ヒメミズゴケ, イボミズゴケ, サンカ

寒冷域であり, 低温環境が最適生育環境であると考えら

クミズゴケについては温度の上昇に伴う速度の上昇が認

れている. 一方, 高温環境への耐性に関してはほとんど

められた. また, オオミズゴケに関しては, 30℃で高い

知られていない. ここでは, Haraguchi and Yamada

暗呼吸活性を示した.

（2011）に発表したデータに未発表のデータを加えて再

ミズゴケ類の光合成, 呼吸活性の温度依存性に関して

解析して温度環境がミズゴケに及ぼす効果をまとめて示

は, 30‑35℃で総光合成速度が最大値を示し, 40℃にお

す.

いて低下するものの有意差を示す場合は少なく, 40℃で
も比較的高い光合成活性を維持していると考えられる.

3.2 方法

また, 呼吸活性に関しては, 温度の上昇に伴う活性の増

光合成の測定は, チャンバーに通気した空気中の二酸

加が認められるが, 温度に対する暗呼吸速度の応答は,

化 炭 素 濃 度 の 変 化 か ら 求 め た. 同 化 箱（13cm×10

5‑40℃の範囲では有意ではない. このことは, 低温環境

cm×4.5cm, う ち 上 部 の み ア ク リ ル 板 10.2cm×７

に分布の中心を有するミズゴケ類は, 必ずしも低温環境
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図 3：大分県九重タデ原湿原産のヒメミズゴケ（Sphagnum fimbriatum）
, オオミズゴケ（S. palustre）
, 北海道落石産のチャミ
ズゴケ（S. fuscum）, イボミズゴケ（S. papillosum）
, サンカクミズゴケ（S. fallax）の総光合成速度（●）および暗呼吸速度
（●）の温度依存性 Haraguchi and Yamada（2011）および原口（2010）で発表したデータに未発表データを加えて再計算し
た. 各計測値の平均値および標準誤差を示す. 平均値間の有意差を, 温度処理間で一元配置分散分析により検定し, 有意水準を
示した. ：p＜0.05, ：p＜0.01, NS：有意差なし（p＞0.05）
；n＝反復数
Figure 3：Temperature dependence of gross photosynthetic rate (●)and dark respiration (●)of Sphagnum fimbriatum and
S. palustre from Tadewara mire,northern Kyushu,Japan,and of S. fuscum,S. papillosum and S. fallax from Ochiishi,eastern
Hokkaido, Japan. Data presented in Haraguchi and Yamada (2011) and Haraguchi (2010) were recalculated including
unpublished data. Means and standard error are shown. Significance of difference among means by temperature treatments were tested by one-way ANOVA. :p＜0.05, :p＜0.01,
:p＜0.001, NS:not significant (p＞0.05);n＝repetition
number

で高い光合成活性を示すとは限らず, 40℃までの範囲で

から, 現状では泥炭形成植物としてこのような森林内に

は比較的高温の環境にも生理的に耐性を示すことがわか

生育することは困難である. したがって, 泥炭を堆積し

る. ミズゴケ類は熱帯の低湿地にも分布することから,

つつ酸性環境を形成するミズゴケ種は周極域の泥炭地で

属としては熱帯泥炭地のような高温環境にも生育するこ

優占しているものと考えられる. なお, ミズゴケ種が熱

とができるが, 熱帯泥炭地には森林が成立していること

帯低湿地にも生育可能であることは, 南北の周極域に共

ミズゴケ類の光合成

通するミズゴケ種が分布する点に関して, 熱帯低湿地が
このような種の起源であるとの仮説を考察する上で重要
である.
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4.2 方法
計測には, 大分県九重坊ガツル湿原産のヒメミズゴケ
（S.fimbriatum）およびオオミズゴケ（S.palustre）を
用いた. 培養液は, 塩化ナトリウム濃度を 0‑500mM

4. 光合成の塩濃度依存性
4.1 塩濃度がミズゴケに及ぼす効果

に 設 定 し た Hoagland 溶 液 を 調 製 し, Tris-MES バッ
ファーで pH＝6.0に調整したものを用いた. 計測は,
ミズゴケ植物体の先端約１cm（capitula）を切り取り,

ミズゴケ類は一般に貧栄養環境で優占するため, ミズ

超 純 水 で 洗 浄 し た の ち 培 養 液 に 9‑12日 間 浸 漬 し,

ゴケ類に影響を及ぼす水の塩濃度は通常低い. ミズゴケ

PPFD＝90μmol m s で培養後, 光合成・呼吸活性,

類が富栄養な環境, 特にリン酸塩濃度が高い環境で成長

クロロフィル含有量の測定を行った.

速度が低下することに関しては Clymo and Hayward

光合成・呼吸活性の測定は, 培養液からミズゴケ個体

（1982）
, Hayward and Clymo（1983）に 示 さ れ て お

を取り出し, 超純水に浸して洗浄し, 0.5mol/L 炭酸水

り, 富栄養環境に対してミズゴケ類の生理的耐性が低い

素ナトリウム１mL を含むバッファー溶液 100mL に浸

ことがわかる. 一方, 海塩への耐性, すなわち高浸透圧

漬したのち, 窒素で脱気した同じ組成のバッファーの

環境への耐性に関しては, 海洋性泥炭地の分布が世界的

入った試験管に移して行った. 水温を 25℃, 光量子束

に見て限定されていることから, これまで研究の対象と

密度を 150μmol m s に設定し, 溶存酸素濃度の変

されなかった. 海洋性のミズゴケ湿原では海水の飛沫や

化を５分間測定した. 明条件での測定後, 暗状態にし,

海水の直接的な侵入によりミズゴケ群落が海塩の影響を

呼吸速度を５分間測定した. 計測後のミズゴケは, クロ

直接的に受けるが, 海水の飛沫は降水や泥炭間𨻶水によ

ロフィル a 含有量の測定に供した.

り希釈され（Iyobe and Haraguchi, 2008）
, また海水の

光合成・呼吸活性測定後のミズゴケ個体は遠沈管に移

直接的な侵入がある泥炭地でも, ヨシ群落など塩性湿地

し, これに N,N-ジメチルホルムアミド（DMF）を２

が海水の直接的影響を緩衝するために（原口, 2008）
,

mL 加え, クロロフィルを抽出した. 抽出したクロロ

ミズゴケ群落が直接海水に触れることは無い. したがっ

フィル a 濃度は, 646.8nm, 663.8nm, 750.0nm の吸

て, 高潮や津波など特殊な場合に限ってミズゴケ類の耐

光度から求めた. ミズゴケ個体は 75℃で 48時間以上乾

塩性が問題になるにすぎない. ここでは, このような特

燥させ乾燥重量を求め, 各計測値は乾燥重量あたりで示

殊条件下でのミズゴケ類の耐性を明らかにするために,

した.

塩濃度に対するミズゴケ類の光合成活性を調べた.
4.3 結果および考察
坊ガツル産のヒメミズゴケおよびオオミズゴケについ

図 4：大分県九重坊ガツル湿原産のヒメミズゴケ（Sphagnum fimbriatum；左図）
, オオミズゴケ（S. palustre；右図）の総光合
成速度の NaCl 濃度に対する応答 各濃度の NaCl を含む Hoagland 溶液に 9‑12日間浸漬して培養した個体の総光合成速度の
平均値および標準誤差を, ９日間培養と 12日間培養のデータを併せて示す. 平均値間の有意差を, NaCl 濃度処理間で一元配置
分散分析により検定し, 有意水準を示した. ：p＜0.05, NS：有意差なし（p＞0.05）
；n＝反復数
Figure 4：Response of gross photosynthetic rate of Sphagnum fimbriatum (left)and S. palustre (right)from Bougatsuru mire,
northern Kyushu, Japan on the NaCl concentration of cultivated medium. Gross photosynthetic rate measurements were
made 9-12 days after the cultivation in each concentration of NaCl solution containing Hoagland solution. Data of 9 daysʼ
incubation and 12 daysʼincubation were pooled and analyzed. M eans and standard error are shown. Significance of
difference among means by NaCl concentration treatments were tested by one-way ANOVA. :p＜0.05,NS:not significant
(p＞0.05);n＝repetition number
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図 5：大分県九重坊ガツル湿原産のヒメミズゴケ（Sphagnum fimbriatum；左図）
, オオミズゴケ（S. palustre；右図）の暗呼吸
速度の NaCl 濃度に対する応答 各濃度の NaCl を含む Hoagland 溶液に 9‑12日間浸漬して培養した個体の総光合成速度の平
均値および標準誤差を, ９日間培養と 12日間培養のデータを併せて示す. 平均値間の有意差を, NaCl 濃度処理間で一元配置分
散分析により検定し, 有意水準を示した.
：p＜0.001, NS：有意差なし（p＞0.05）；n＝反復数
Figure 5：Response of dark respiration rate of Sphagnum fimbriatum (left) and S. palustre (right) from Bougatsuru mire,
northern Kyushu,Japan on the NaCl concentration of cultivated medium. Dark respiration measurements were made 9-12
days after the cultivation in each concentration of NaCl solution containing Hoagland solution. Data of 9 daysʼincubation
and 12 daysʼincubation were pooled and analyzed. M eans and standard error are shown. Significance ofdifference among
means by NaCl concentration treatments were tested by one-way ANOVA.
:p＜0.001,NS:not significant (p＞0.05);n＝
repetition number

図 6：大分県九重坊ガツル湿原産のヒメミズゴケ（Sphagnum fimbriatum；左図）
, オオミズゴケ（S. palustre；右図）のクロロ
フィル a 濃度（μmol g DW ）の NaCl 濃度に対する応答 各濃度の NaCl を含む Hoagland 溶液に 9‑12日間浸漬して培養した
個体の総光合成速度の平均値および標準誤差を, ９日間培養と 12日間培養のデータを併せて示す. 平均値間の有意差を, NaCl
濃度処理間で一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示した.
：p＜0.001；n＝反復数
Figure 6：Response of chlorophyll a contents (μmol g DW) in Sphagnum fimbriatum (left) and S. palustre (right) from
Bougatsuru mire, northern Kyushu, Japan on the NaCl concentration of cultivated medium. Dark respiration measurements were made 9-12 days after the cultivation in each concentration ofNaCl solution containing Hoagland solution. Data
of 9 daysʼincubation and 12 daysʼincubation were pooled and analyzed. Means and standard error are shown. Significance of difference among means by NaCl concentration treatments were tested by one-way ANOVA.
:p＜0.001;n＝
repetition number

て, 総光合成速度の塩濃度依存性を調べた結果, 0‑500

ヒメミズゴケがオオミズゴケと比較して高塩濃度環境で

mM の塩化ナトリウム溶液中への 9‑12日間の浸漬の結

も高い光合成活性を維持していたことは, ヒメミズゴケ

果, ヒメミズゴケでは塩濃度に対する有意な応答が認め

が塩基性環境や鉱質土壌にも生育する種であることと関

られず, オオミズゴケでは有意な応答が認められた（図

連していると思われる（Giller and Wheeler, 1988）
.暗

４）. なお, ここでは９日間培養と 12日間培養の個体の

呼吸速度に関しては, オオミズゴケについて塩濃度の上

計測値に有意差が認められなかったため, これらのデー

昇に伴う有意な増加傾向が認められ, 320mM 以上で特

タを併せて解析を行った. 両種とも塩濃度の上昇に伴い

に高い値を示した（図５）. ヒメミズゴケでは, 純水中

速度の低下傾向が認められたが, オオミズゴケでは 20

での培養で高い値が示されたのを除くと, 塩濃度の上昇

mM 以上で有意な総光合成速度の低下が認められた.

に伴う暗呼吸速度の増加傾向が認められた. これは, 高
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塩濃度環境で細胞に浸透する塩類を細胞外に能動的に排
出するための呼吸活性の増加が一因となっていると思わ
れる. 暗呼吸速度の増加により純光合成速度が低下する
ため, 高塩濃度環境でのミズゴケ類の成長速度は低塩濃
度環境と比較して低くなると考えられる. クロロフィル
a 含有量に関しては, 両種ともに塩濃度の上昇に伴う有
意な低下を示したが, 20mM 以上での低下が顕著で
あった（図６）.
一般にミズゴケ類は貧栄養環境に分布の中心を持ち,
また海洋性のミズゴケ群落でも, 落石岬湿原で 1.2mM
（Haraguchi et al., 2003）
, 霧多布湿原で 0.6mM （原
口, 2008）
, 春 国 岱 の 塩 湿 地 辺 縁 部 で 36mM （Nishijima et al., 2003）であり（いずれも泥炭間𨻶水の電気
伝導度の値を塩分濃度に換算した）
, 高塩濃度環境に分
布することは, 一時的な海水の冠水以外は想定されな
い. 本計測から, 500mM の塩化ナトリウムへの約 10
日間の浸漬によってもなお光合成活性を保っていること
から, 少なくとも本計測に用いた２種のミズゴケに関し
ては高塩濃度環境に耐性を有していると判断できる.

5. 結論
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北海道の亜高山帯ダケカンバ林の下層チシマザサ
(
(Rupr.) Makino & Shibata）の
総生産および蒸散の季節変化に及ぼす環境要因
山口
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寒冷域の森林下層群落の総生産や蒸散に及ぼす生物的および微気象的要因を探るため, 北海道北部
のダケカンバ林下層に優占するチシマザサの総生産速度や蒸散速度等の季節変化を生理生態学的な手
法によって調べ, ダケカンバ群落全体の地上部純生産速度・蒸発散・微気象因子の季節変化等との関
連について解析した. ８月中旬までは地温は気温よりも低く, 生態系純生産に占める土壌呼吸の割合
も８月中旬までは低かった. 生育期間の下層チシマザサの総生産は, 気温低下や林冠木の落葉による
下層への入射光増加が起こる秋期に最も高かった. 上層木のフェノロジー, および気温と地温の季節
変化のずれが寒冷域の下層植生の生理生態を特徴づける要因と考えられた.

Environmental factors affecting the gross production and transpiration
of an understory dwarf bamboo (
(Rupr.) M akino & Shibata)
in a stand of Ermanʼ
s birch (
Cham.) in the boreal
montane zone of Hokkaido.
Takahiro Yamaguchi , Akihiro Sumida , Taro Nakai , Masahito Yamada ,
Yuji Kodama , Kiyomi Ono , and Toshihiko Hara
The aim ofthis studywas to explore the biological and micrometeorological factors affecting photosynthetic
activities and transpiration of forest understory vegetation in a cold region. Using eco-physiological methods,
we investigated seasonal changes in gross production and transpiration of a dwarf bamboo species, Sasa
kurilensis (Rupr.) M akino & Shibata, growing on the forest floor of an Ermanʼ
s birch (Betula ermanii Cham.)
stand in northern Hokkaido. We analyzed the relationships between seasonal patterns of ecosystem net
production and evapotranspiration and other micrometeorological factors. The soil temperature of the stand
was lower than the air temperature until mid-August. When the soil temperature was lower than the air
temperature,soil respiration in the stand made a smaller contribution to ecosystem net production. The highest
gross production of the Sasa understory was in autumn, when the air temperature decreased and the light
intensity above the understory Sasa increased after leaf-fall from the canopy tree species. These results suggest
that the leaf phenology of canopy tree species and the seasonal changes in air temperature and soil temperature
are the major factors characterizing the eco-physiology of understory vegetation in this cold region.

連絡先
隅田 明洋
北海道大学低温科学研究所
Tel. ＋81‑011‑706‑5507
e-mail：asumida＠lowtem.hokudai.ac.jp
１）北海道大学低温科学研究所
Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University
２）株式会社 NTT データ
NTT DATA Corporation

３）名古屋大学・地球水循環研究センター
Present address: Hydrospheric Atmospheric Research
Center (HyARC), Nagoya University
４）銚子市役所 ジオパーク推進室
Present address: The Geopark Promotion Room, The
City Office of Choshi
５）国立極地研究所北極観測センター
Present address:Arctic Environment Research Center,
National Institute of Polar Research

42

山口

貴広, 隅田

明洋, 中井

太郎, 山田 雅仁, 兒玉 裕二, 小野 清美, 原 登志彦

キーワード：下層植生, 総生産, チシマザサ, フェノロジー, 地温
understory vegetation, gross production, Sasa kurilensis, phenology, soil temperature

1. はじめに

その広い分布からも, 下層ササ群落は森林の水・炭素収
支において重要な植生要素であるといえる. また, 下層

近年, 森林が環境変化に与える影響を評価するため大

ササ群落における炭素収支の研究例はほとんどがクマイ

気―陸域生態系間の水・炭素循環について盛んに研究さ

ザサ群落を対象としている（西村ほか, 2004；Sakai et

れている. 特に北方林は, 地球上の森林面積の３分の１

. チシマザサを対象とした研究としては, 上
al., 2006）

を占める地球上で２番目に大きなバイオームであり, 地

層木のない開放地のチシマザサ群落の生産量を研究した

球規模の水・炭素循環に重要な役割を果た し て い る

Oshima（1961）の例があるが, 下層チシマザサ群落の

（Thomas and Rowmtree, 1992；Keeling et al.,1996；

研究例は非常に少ない. したがって, ササのなかで最も

. 森林の水・炭素循環に関する研究
Myneni et al.,1997）

北部まで分布し, 大型であるチシマザサを研究対象とす

は世界各地で行われているが, 林冠木を対象とした研究

ることは, 北方林の物質循環に関する研究において重要

が多く, 下層植生を対象とした研究例は少ない（Kelli-

であるといえる.

her et al., 1990；北村ほか, 2000；西村ほか, 2004；

そこで本研究では,

. 北海道北部のダケカンバ林の

. 森林群落の上層高木は林冠の被圧
Sakai et al., 2006）

下層チシマザサ群落の光合成・蒸散速度を定量的に調べ

によって下層植生に影響を与えるが, 下層植生も林冠を

炭素・水収支を明らかにすること,

構成する高木にさまざまな影響を及ぼすことが指摘され

のフェノロジーである開葉と落葉に関連してどのように

るようになった（Li et al., 2012）. 特に寒冷域において

季節変化するのかを明らかにすること,

は, 森林生態系の炭素収支や水収支に対する下層植生の

素・水収支パターンが寒冷域のどのような生物的および

存在の重要性が指摘されている. たとえば Sakai et al.

微気象的特徴に関連しているかを明らかにすること, を

（2006）は冷温帯落葉広葉樹林の一次総生産量（GPP）

研究目的として, 下層チシマザサ群落の水・炭素収支に

の約 25％が下層クマイザサ群落によるものであること

対し, 個葉の光合成能力と群落構造の調査および微気象

を示した. また, Kelliher et al.（1998）は, ロシア北

データを利用した生態学的手法を用いた推定を試みた.

方林における蒸発散の 50％以上が森林下層からの蒸発

また, フラックス観測データを利用してダケカンバ林群

散であることを示した. これらの研究は, 寒冷域特有の

落全体の水・炭素収支を推定し, 寒冷域の下層チシマザ

さまざまな外的要因が森林全体に対する下層植生の水・

サ群落の生理生態学的特徴を明らかにする試みを行っ

炭素収支への貢献に対して大きな影響を与えていること

た.

. それらが林冠木
. 得られた炭

を示唆している. 落葉樹林においては林冠木のフェノロ
ジーである開葉と落葉に伴って下層植生の環境が大きく
変化すると考えられるため, 林冠フェノロジーを考慮し
て水・炭素収支と貢献割合の季節変化を明らかにするこ
とも重要である.

2. 材料と方法
2.1 調査地の概要
調査は北海道北部に位置する北海道大学北方生物圏

しかし, 下層植生を対象とした物質収支に関する研究

フィールド科学センター雨龍研究林の第 413林班内の二

には気象学的な方法やモデルによる研究が多く（Sakai

次 林（44°
20ʼ
Ｎ, 142°
15ʼ
Ｅ, 標 高 580m）で 行った. こ

, 生態学的な手法を
et al., 2006；Kelliher et al., 1998）

の調査地は重機による土壌の き起こし後に自然更新し

用いた研究例は少ない（北村ほか, 2000；西 村 ほ か,

たダケカンバ（Betula ermanii Cham.）が優占してお

2004）
. 気象学的手法では微気象要素の継続的記録に

り, 2008年時点で林齢は 34年生であった. 調査地の林

よって群落全体のフラックスやその時間変化を推定でき

床は地下茎を介して侵入したチシマザサ（Sasa kurilen-

るが, それらの変化に対して植生の構成要素の何がどの

sis (Rupr.)Makino et Shibata）に覆われていた.

ように関わったのかについては推察するしかない. 一方

この森林内に 20×30m の調査プロットが 1988年に

生態学的な手法には煩雑かつ自動化できない作業が必要

設置されており, その中で野外調査を行なった. また,

となるため群落全体のフラックスやその時間変化を推定

気象観測タワーがプロットに隣接して設置してあり, フ

するには実質的ではないが, 植生―大気間の水や炭素の

ラックス観測等が長期的に行われていた. 2007年時点

交換がどの植生のどのような生物的要因によって起こっ

において, 林冠木の個体数密度は 3483本 ha （うちダ

たのかを特定できるという利点がある.

ケカンバ 2733本 ha ）, 平均胸高直 径 は 8.16cm, 平

ササ群落は日本の冷温帯林における代表的な下層植生

均樹高は 9.93m, 平均枝下高は 5.86m, 胸高断面積合

であり, 特に北海道では, 森林 563万 ha の内の約 501

計は 21.0m ha であった（北海道大学低温科学研究所

万 ha がササ群落をともなっている（豊岡ほか, 1983）
.

寒冷域植物生理生態グループ, 毎木調査データ 2007）
.
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また, この調査プロットにおいてアロメトリックな方法

実測値の間の関係が下記の非直 角 双 曲 線 式（Jonson

で 推 定 し た 2006年 の 上 層 ダ ケ カ ン バ の 葉 面 積 指 数

and Thornley, 1984）で近似できると仮定し, 残差二乗

（LAI）は 4.56m m だった（Sumida et al., 2009 ）
.

和が最小になるように光−光合成曲線の初期勾配パラメ

下層チシマザサ植生は平均群落高 270cm, 平均葉面積

タ φ と凸度を表すパラメタ θを決めた.

指数 1.72±0.14m m （±SE）
, 平均バイオマス 1086

A＝

. したがって, 上層樹木
g m であった（山口, 2008）

−4×φ×Q×θ×A
φ×Q＋A − φ×Q＋A
2θ

−R

と下層ササとを含めた群落 LAI は６以上と推定される.

(1)

同研究林母子里教育研究棟敷地内（標高 287m）で観

各測定葉データは葉齢別, 月別に平均したものに対し

測された気象条件は, 1994年から 2007年までの年間平

て, 光−光合成曲線を作成した.

均気温は 4.22℃, 最暖月平均気温は 18.85℃（８月）
,
最寒月平均気温は−10.63℃（１月）
, 平均年間降水量は

2.2.2 自然条件下における下層のチシマザサ個葉の光

1190mm であった（北海道大学北方生物圏フィールド

合成の日変化の測定

科学センター森林 圏 ス テーション データ http://www.

また 2006年には, 様々な環境条件に対する光合成・

hokudai.ac.jp/forest/）. 積雪期間は 11月中旬から５月

蒸散および気孔コンダクタンスの応答とそれらの日変化

中旬であり, この約６ヶ月の間調査地の林床は雪に覆わ

を調べるために, LI‑6400用の透明チェンバーヘッドを

れている.

用いてインタクトな状態のチシマザサの葉の光合成速度
の終日測定を行った. 測定項目は光合成・蒸散速度およ

2.2. 野外調査

び, 気孔コンダクタンス, VPD, 気温, 葉温, 相対湿

本研究では, 下層チシマザサ群落の水・炭素収支を個

度, PPFD である. 上記の制御条件下における測定の

葉の光合成能力と群落生産構造及び群落内微気象データ

前日に制御条件下における測定と同じ葉を用いて, リ

から推定した. 一方, ダケカンバ林全体の水・炭素収支

ファレンスライン中の二酸化炭素濃度を 360ppm に制

はフラックスデータから推定した.

御した以外は測定環境を自然条件にして日出から日没ま
で１時間おきにこれらの瞬間値を記録した.

2.2.1 下層チシマザサ個葉に対する環境条件を制御し
た光−光合成関係の測定

2.2.3 下層チシマザサ群落の生産構造の推定

2006年７月〜10月, 2007年６月〜10月の期間に月に

チシマザサ群落内部の光環境と群落の総葉面積や地上

二回もしくは一回, 携帯型光合成蒸散測定装置（LI‑

部バイオマスを推定するために, 2006年７月〜10月の

6400, LI‑COR, Nebraska）及 び そ の LED 冷 光 光 源

期間及び 2007年６月において, ２×２m のプロットを

チェンバー（6400-02B）を用いて光−光合成関係の測

毎月２プロットずつ調査区周辺から無作為に設定し, 群

定を行なった. 各測定日の午前中に, ランダムにいくつ

落 高 30cm 毎 に 層 別 刈 取 り を 行った. 鉛 直 方 向 に 30

かの高さから当年生葉と旧葉（できるだけ林冠を向いて

cm の層ごとに葉と稈を刈取り, ２プロットのデータを

いる葉）をそれぞれ計３〜４枚選び, 葉が枝についたま

月別に平均した.

まの状態で測定を行なった. リファレンスライン中の二

これら 10プロットの層別刈取り区のうち７月の刈取

酸 化 炭 素 濃 度 を 360ppm に, 葉 温 を 25℃に ま た 飽 差

り時に２プロットで, 10月の刈取り時に１プロットで,

（VPD）は好適な条件に制御し, 光合成有効光量子束密

ササ群落内部の相対光合成有効光量子束密度

度（PPFD）を自動的に変化させながら光合成速度およ

（RPPFD）の減衰を調べた. ２個の光量子センサーを

び暗呼吸速度を記録した. 測定後に, これらの測定葉を

付けたデータロガー（LI‑1400, LI‑COR, Nebraska）

採取して実験室に持ち帰り, 葉面積, 乾燥重量等を計測

を用いて群落上部と内部の光の同時測定を行った. この

した.

測定は各層別刈り取り調査区内で刈り取り前に地上高

光−光合成曲線は葉温 25℃で測定を行なったが, 10

30cm 毎に 20〜40ヶ所に測定した. 測定は直達光の影

月のような低温下では異なった光−光合成曲線が得られ

響を受けにくい曇りの日や夕暮れ時に行なった. この結

る可能性がある. そのため, 2007年 10月にリファレン

果をすべて用い, Beer-Lambert 則を仮定して相対光強

スの二酸化炭素濃度 360ppm, 葉温６℃の制御下にて葉

度−積算葉面積関係を求めた.

温 25℃における測定と同様の方法で１枚の当年生葉に

I ＝I e

対し, 光合成速度および暗呼吸速度を測定した.
この測定では 25℃における各 PPFD Q
［μmol m
に対する純光合成速度 A［μmol CO m
光合成速度 A ［μmol CO m
R［μmol CO m

s ］

, 最大総
s ］

s ］および暗呼吸速度

s ］の実測値が得られる. これらの

(2)

こ こ で, I は 群 落 内 の あ る 高 さ で の PPFD（μmol
m

, I は群落上部の PPFD（μmol m
s ）

は積算葉面積, K は吸光係数を表す.

,F
s ）
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2.2.4 下層チシマザサ群落内微気象データ
群落内の微気象データとして, 2006年６月４日〜10
月 28日, 2007年 ６ 月 14日〜10月 28日（但 し, 2006

2.3 データ解析と推定方法
2.3.1 下層チシマザサ群落の炭素収支
2.3.1.1 下層チシマザサ個葉による光合成の気温に対

年８月１日〜４日は欠測）の期間に記録された調査プ

する依存性の推定

ロットの地上 1.5m の温湿度, 地上３m の PPFD, 深

本研究の実測データで得られた個葉の光−光合成曲線

さ５cm の地温, 及び 2007年７月から 10月の期間に記

は, 葉温（25℃）や VPD（0.3〜1.0kPa）が好適な条

録された開放地チシマザサ純群落の地上 1.5m の温湿

件下で作成している. 下層チシマザサ調査地では VPD

度のデータ（山田雅仁, 未発表）を使用した. 地温に関

は自然条件でも比較的好適な範囲（0.5kPa 前後）に

しては６月以前のデータも記録されていたので, ４月

あったが, 気温に関しては測定日時によってかなりの変

30日（DOY＝120）まで遡って利用した. 観測は上記

動があった. このため, 自然条件下の個葉の光合成速度

の期間に温湿度は１ヶ所, PPFD は３ヶ所（プロット

を推定する際, 光−光合成曲線に自然条件下の PPDF

南西部の外側）で行ない, 10分平均値を記録した.

の実測値を代入するだけでは不十分であり, 光合成速度
に対する気温の影響も考慮する必要がある. そこで, 自

2.2.5 開放地のチシマザサ光合成能力
上層木の有無が下層のチシマザサの光合成能力に影響
を与えるのか, また下層チシマザサ群落と開放地（高木

然条件下における光合成の日変化測定のデータをすべて
用い, これに Jarvis 型のモデル（Jarvis, 1976）を適用
して, 温度−光合成関係を推定した.

が侵入していない状態）のチシマザサ純群落の水・炭素

このモデルでは, 光, 温度および VPD の３つの環境

収支がどのように異なるのかを調べるために, 2007年

要因がすべて最適な場合の最大総光合成速度を P

の６月〜８月の期間に下層チシマザサ調査区の北側の開

定義する. また, これらの３つの環境要因にうち２つが

と

放地のチシマザサ純群落において, 2.2.1と同じ方法で

最適な場合に実現可能な総光合成速度は, 残りの１つの

葉の光合成能力を調べ, 光−光合成曲線を作成した.

環境要因のみに制限されると仮定している. このように
３つの環境要因の制限を受けた状態における総光合成速

2.2.6 チシマザササンプルの計測と分析

度P のP

に対する相対値を「可能光合成速度」と呼

野外で光合成測定に用いたササの葉の試料は実験室に

ぶことにする. 可能光合成速度は０以上１以下の値をと

持ち帰り, 葉面積計（LI‑1200, LI‑COR, Nebraska）

り, 光, 温度または VPD の関数として表される. たと

を使用して葉面積を測定後, 80℃で 48時間以上乾燥さ

えば温度や VPD が最適に保たれた場合（F ＝F ＝1）

せた後乾燥重量を測定し, 葉面積と乾燥重量から比葉面

は, 総光合成速度 P は(4)式の光−可能光合成関係を

積（SLA）を算出した.

表す関数 F （0≦F ≦1）のみによって規定され, P ＝

また, 層別刈取り法によって採取した試料は実験室に
持ち帰り, 葉と稈に分け, 高さ別に葉面積計にて葉面積

P

×F で表される. F , F , F もそれぞれ０以上１

以下の値をとる.

を測定し, 乾燥機にて 80℃で 48時間以上乾燥後に乾燥

P ＝P

重量を測定した.

×F Q ×F T ×F D ,

(3)

ただし,
2.2.7 大気―ダケカンバ林間の水・炭素循環量
大気―森林間の全体の水・炭素循環量を評価するた
め, CREST/WECNoF（JST/CREST,「北 方 林 地 帯

φ
×Q＋1−
P
＝
F Q

における水循環特性と植物生態生理のパラメータ化」代
表 太田岳史（名古屋大学大学院生命農学研究科教授,

φ
φ
×Q＋1 −4×
×Q×θ×1
P
P
,
2θ
(4)

T −T
F T ＝− 1/4
T

2002‑2007））の研究プロジェクトの一環として, 同調査
地において渦相関法によりタワー観測が行なわれてい

T −T
−T

,

(5)

た. これらの観測データのなかから, 30分平均の二酸

D EXP −b×D .
F D ＝ /
a b EXP −a

化炭素フラックスと潜熱フラックス, 及びタワー上部の

(3)式においては, 個葉の総光合成速度 P［μmol CO
［μmol m
s ］が, Q（＝PPFD；

(6)

PPFD の本研究調査期間の観測データ（中井太郎, 未

m

発表）を提供していただいた. また, 同調査地において

気温；
［℃］）
, および D （＝VPD；［kPa］）の関数の積

, T （＝
s ］）

2006年から 2007年にかけて観測されている土壌呼吸

として表現されていることがわかる. (4), (5), (6)式

データ（兒玉裕二, 未発表）を提供していただいた.

で 表 さ れ る 曲 線 の 形 は そ れ ぞ れ 図 １(a）, １(b）
,１
(c）に示されている. 通常 Jarvis 型モデルで は, P ,
Q, T , および D の実測値から(3)式のパラメター（＝
(4), (5), (6)式のパラメター）を同時に推定するため
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の回帰を行うが, 本研究では, 可能光合成速度に対する
温度の影響, すなわち(5)式のパラメターT
成が可能な最大気温；
［℃］
）, T

合 成 関 係 か ら 得 た 実 測 値 に 合 う よ う に（T , F

（＝光合

（T ））
＝(６℃, 0.6）付近の点を通るように考慮した.

（＝光合成が可能な

以上の設定の結果, 実際に(1)式の回帰によって決定し

最低気温；
［℃］
）を決定することが最大の目的であるた

なければならないパラメターは(5)式の T

め, (3)式のパラメター推定の際の収束のしやすさを考

a である. これらの値を, Q, T , および D が様々な

慮して, 以下のようにいくつかのパラメターを実際に得

条件の下で測定した P の観測値と(3)式による推定値

られた値に近くなるような特定の値に設定した. P

との差の２乗和が最小になるように M icrosoft Exel

はすべての環境条件が同時に最適となった場合の潜在的

2010（Microsoft 社）のソルバー機能を使用して求めた

な最大総光合成速度［μmol m

s ］を表すことから,

(1)式の最大総光合成速度の実測最大値 A

の 1.1倍

の値に任意に設定した. (4)式において Φ

と(6)式の

（図１）. 観測値と推定値との関係をプロットし（図１
(d）
）
, 回帰式を作成して推定精度の確認を行った.

は光−光

温度−可能光合成曲線をこのように推定した一方で,

合成曲線初期勾配 φ の実測の最大値, θ は凸度 θの実

光−光合成曲線における初期勾配は光化学反応であり,

測平均値を用いた. (5)式においては, T

は 45℃以

温度の影響を受けにくいこと, および 10月の低温下で

下となるように制限し, また, T

までの幅

の測定時に初期勾配が観測最大値を示したことから,

を 50℃になるように任意に設定した. (6)式において

光−光合成曲線の初期勾配の範囲での光合成の温度依存

は, VPD が 0.55kPa で可能な最大光合成速度になる

性は無視できると仮定した. (1)式の PPFD≦100μmol

ように係数 a, b を設定した（a＝b/0.55）. また, これ

m

らのパラメター設定の際は, 葉温６℃で測定した光−光

型モデルの温度−可能光合成曲線関係は使用せず(1)式

から T

s の範囲を初期勾配として, この範囲には Jarvis

図 1：下層チシマザサの個葉測定データに対する Jarvis 型関数による温度―可能総光合成曲線の推定. 各点は野外での自然条件
下における観測値, 曲線は推定された関数形を示す. 仮定したパラメタ値および式は φ /P ＝0.0047, θ ＝0.065. b＝
0.55a. 算出したパラメタ値は a＝2.448, T ＝5, T ＝45.（a）光―可能光合成速度関係,（b）温度―可能光合成速度関係,
（c）VPD‑可能光合成速度関係,（d）総光合成速度の観測値（P
）と(1)式（本文 2.3.1.1）による推定値（P
）と
の比較. 直線は回帰式（P
＝0.292＋1.046×P
, R ＝0.649,P ＜0.000, 標準誤差＝1.909）
. 回帰式の傾きは１との
有意差はなかった（P ＝0.05）.
Figure 1：Estimation of the air temperature-maximum possible gross photosynthesis curve of the Jarvis-type function using
the individual-leaf measurement data of understory Sasa kurilensis plants. Dots show values measured under natural
conditions in the field,and curves represent the functions estimated.Assumed coefficients/equations are:φ /P ＝0.0047,
θ ＝0.065.b＝0.55a.Estimated coefficients are a＝2.448,T ＝5,T ＝45.(a)Light-maximum possible gross photosynthesis
relationship, (b) air temperature-maximum possible gross photosynthesis relationship, (c) VPD-maximum possible gross
photosynthesis relationship, and (d) a comparison of observed gross photosynthesis (P
) and the values (P
)
＝0.292＋1.046×P
estimated using Equation (1)(2.3.1.1 in the text).The straight line shows the regression line(P
,
R ＝0.649, P ＜0.000, standard error＝1.909), where the slope was not significantly different from one (P ＝0.05).
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のみの値を用いて光合成速度を推定した.

定した.

2.3.1.2 下層チシマザサ個葉による呼吸の温度依存性
の推定
また, 暗呼吸速度は終日観測の暗呼吸データの温度と

R

＝0.011×exp 0.0894×T （R ＝0.3896)

R

＝0.0023×exp 0.1412×T （R ＝0.6575) (10)

ここで, R

は稈呼吸速度［mgCO g d.w.

(9)

,
hr ］

呼吸速度との関係を下記の式のように指数関係で回帰し

T は 気 温［℃］を 表 す. (9)式 は ６ 月〜７ 月 に 用 い,

葉齢別に温度−呼吸曲線を作成した（山口, 2008；当年

(10)式は８月〜10月までに用いた.

生葉 P ＜0.001 旧葉 P ＜0.001）
.

但し, 前述の群落の葉の呼吸速度と稈の呼吸速度に関

当年生葉）R ＝0.0269928×exp 0.12194×T

(7)

旧葉）R ＝0.049532×exp 0.088077×T

(8)

R は葉の暗呼吸速度［μmol CO m

, T は温度
s ］

しては, 群落内部の気温は高さによらず一定と仮定して
いるので群落高別には推定していない.
2.3.1.5 下層チシマザサ群落の剰余生産速度および地

［℃］を表す.

上部 NP P の推定
2.3.1.3の群落光合成速度と 2.3.1.4の葉群呼吸速度

2.3.1.3 下層チシマザサ群落の総一次生産（G P P ）
の推定

から, 以下の方法で下層のチシマザサ群落の葉群剰余生
産速度を推定した. 葉群剰余生産速度は次式で定義され

2.2.5の群落内微気象観測で得られたチシマザサ群落

る.

上部の PPFD データ, 層別刈取りより得られた月別平

P s＝GPP −R

均の群落内部の積算葉面積と(2)式より, 観測期間のチ
シマザサ群落内部の群落高別の 10分おきの PPFD を推
定した. 次に, 純光合成速度を表す(1)式から呼吸速度

ここで P s は剰余生産速度［tCO ha
は葉群呼吸速度［tCO ha

Ｒを除いた総光合成を表す次式を用いて以下の作業を
行った.
P＝

(11)
day ］, R

day ］を表す.

チシマザサの地下部の呼吸速度が不明なので総生産速
度から純生産速度を計算することはできないが, 便宜的

φ×Q＋A

− φ×Q＋A
2θ

に次式で計算される ANPP ［tCO ha

−4×φ×Q×θ×A

day ］を下

層チシマザサの地上部純生産速度（地上部 NPP）と呼
(1ʼ
)

ここで各記号は P ：総光合成速度
［μmol CO m

ぶことにする.

s ］

＝P s−R

ANPP

以外は(1)式の記号と同じである. この(1ʼ
)式に群落内
部の高さ別の PPFD を代入し, 群落高別の個葉の総光

こ こ で, R

(12)

は サ サ の 稈 呼 吸 速 度［tCO

ha

合成速度を算出した. 次に, 下層チシマザサ群落内気温

day ］を表す. ANPP

データと温度−可能光合成曲線（(5)式）から各気温で

速度 GPP

の P /P

た残り, および下層ササの純一次生産速度 NPP に地下

を算出した. この P /P

を(1ʼ
)式から算出

した個葉の総光合成速度にかけ合わせ, 各気温で実現で
きる個葉の総光合成速度を推定した.
推定した個葉の総光合成速度に, 月別層別刈取りで得

はまた, 下層ササの総生産

からササの地上部の呼吸速度を差し引い

部（根と地下茎）の呼吸速度（＝未計測）を足したもの
（ ANPP
R

＝ GPP

−R

＝ NPP＋

）にも相当する. 言い換えれば, 下層サ

られた群落葉面積をかけて, 10分ごとの群落 GPP を算

サの NPP は, ANPP

出した. この 10分間の値を１日あたりに積算し, さら

を差し引いたものである.

からさらに地下部の呼吸速度

に月あたり, 年あたりに積算した. この作業を測定期間
にわたり, 群落高別及び葉齢別に行なった.

2.4 下層チシマザサ群落の水収支

2.3.1.4 下層チシマザサの葉群呼吸速度と稈の呼吸速

ンダクタンスと葉周辺の VPD によって推定する. その

本研究ではチシマザサ群落の蒸散速度は個葉の気孔コ
度の推定

ためには, LI‑6400での測定時以外の連続した気孔コン

群落内気温データと温度−呼吸曲線から葉の暗呼吸速

ダクタンスと VPD のデータが必要であった. そこで以

度を推定し, 群落 GPP 推定と同様の方法で, 葉齢別に

下の方法で気孔コンダクタンスと VPD を個葉の光合成

測定期間の群落呼吸速度を推定した.

速度および群落内気象データから算出した.

また, 稈の呼吸速度は, 西村ほか（2004）による下記
のクマイザサ稈の温度−呼吸関係を用い, 気温データと
層別刈取りから得られたチシマザサ稈のバイオマスを測
定期間平均した値より測定期間ごとの稈の呼吸速度を推

2.4.1 下層チシマザサ群落内部の高さ別気孔コンダク
タンス推定
測定期間のチシマザサ群落蒸散量の推定のためには,
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LI‑6400での測定時以外の連続した気孔コンダクタンス

ここで, E は蒸散速度［mmol m

s ］, e (T

）

データが必要であるため, 2.3.1.3において推定した測

および e (T ）はそれぞれ葉温 T

定期間における群落高別の個葉純光合成速度と群落内相

, h は相対湿度
T ［℃］における飽和水蒸気圧［kPa］

対湿度データを用いて, Ball-Berryの関係式（Collatz

［dimension less］
, r は気孔抵抗［
（mol m

et al., 1991）から群落高別の個葉気孔コンダクタンスを

（mol m
r は境界層抵抗［

推定した.

ダクタンス［mol m
g ＝m

ここで, g

Ah ＋
b
c

(13)

は CO の気孔コンダクタンス［mol m

, A は個葉の純光合成速度［μmol CO m
s ］

,
s ］

は測定が困難であるため 360ppm に固定した.

, k は係数を表す.
s ］

上記の(17)式と H O のコンダクタンス（g ）は CO
6400での測定データから蒸散速度を算出する回帰式を
作成し係数 k を求め（P ＜0.0001）, 次式を得た.
E ＝10.087×1.6×g ×VPD

,m と bは定数でありそれぞれ９
CO 濃 度［ppm］
s である. なお, C

,
s ) ］

, g は H O のコン
s ) ］

のコンダクタンス（g ）の 1.6倍であることから, LI‑

, C は：葉周辺大気の
h は相対湿度［dimension less］
［dimension less］, 0.01mol m

［℃］および温度

(18)

さらに 2.4.1で推定した個葉の気孔コンダクタンスと
2.4.2で推定した VPD より(18)式を用いて, 群落高別
に個葉の蒸散速度を推定した. この個葉の蒸散速度推定

2.4.2 下層チシマザサ群落内部の高さ別 VP D 推定
測定期間のチシマザサ群落蒸散量の推定のためには,

値に高さ別の群落葉面積を掛け合わせ, 群落蒸散速度を
推定した.

LI-6400での測定時以外の連続した VPD データが必要
である. 必要な VPD は葉内水蒸気圧と大気水蒸気圧と
の差であるため, 葉温の推定が必要である. そこで, 葉
の受ける PPFD と葉温と気温との差を LI‑6400による
自然条件下における測定データから下記の直線関係で回
帰した（P ＜0.001,R ＝0.63）
.

ここで, T

法
2.5.1 開放地チシマザサ純群落の葉量と生産構造
開放地のチシマザサ群落では層別刈取りを行っていな
いため, 層別の葉面積垂直分布は, 下層チシマザサの

−T ＝0.001592×PPFD −1.059

T

2.5 開放地のチシマザサの光合成量と蒸散量の推定方

(14)

は葉温［℃］, T は気温［℃］を表す.

10プロット分の刈取りデータの平均に等しいと仮定し
た. 群落の葉量は 2006年に刈取った３プロットの平均
値（LAI＝3.6）を使用し（Laska Kamil, 未発表デー

この回帰式と 2.3.1.3の群落高別 PPFD データから

タ）
, この平均値が葉面積の垂直分布の積算値と一致す

群落高別の葉温を推定した. 推定した葉温と群落内相対

るように生産構造を推定した. 2.1で述べたように, ダ

湿度データと以下の式から群落高別の個葉周辺の VPD

ケカンバ林全群落の LAI は６以上と推定されるので,

を推定した（Buck, 1981）
.

開放地チシマザサの LAI はその６割程度だったと推定

VPD ＝e T

e (T

−e T ×h

(15)

17.502×T
e T ＝0.611exp 240.97＋
T

(16)

）および e (T ）はそれぞれ葉温 T

される.
2.5.2 開放地チシマザサの群落総光合成（G P P ）と
群落蒸散量の推定

および気

群落光合成・蒸散速度は, 下層チシマザサと同様の方

温 T に お け る 飽 和 水 蒸 気 圧［kPa］
, h は相対湿度

法で測定期間において推定した. なお, 光−光合成曲線

［dimension less］を表す.

は 2007年６月から８月までの測定データしかないため,
この３ヶ月の平均値を使用した. 測定期間に作成した

2.4.3 下層チシマザサ群落内部の高さ別蒸散速度の推
定

光−光合成曲線の最大総光合成速度（A

）, 初期勾配

（φ）および凸度（θ）には, 葉齢による有意差がなかっ

蒸散は, 大気と葉内の H O 濃度差にしたがって H O

たため, 開放地チシマザサ群落の GPP 推定には, 葉齢

が移動することにより起こる. H O の拡散は Fick の第

の区別は行わなかった. 群落上部における入射光量には

一法則によって記述でき, 水蒸気濃度の差および気孔抵

気象観測タワー上部の観測データを使用した.

抗と境界層抵抗が蒸散速度を決める要因である. 水蒸気
濃度と水蒸気圧は比例関係にあることから, 蒸散速度は
下記の関係式によって表される（Taiz and Zeiger,
.
2002）
E ＝k

2.6 ダケカンバ群落全体の水・炭素収支のデータ取得
と推定
2.2.7で説明した CO フラックスと潜熱フラックス

e T

−e T ×h
＝k×VPD ×g
r ＋r

(17)

及 び 気 象 観 測 タ ワー上 部 PPFD の データ（CREST/
WECNoF（JST/CREST,「北方林地帯における水循

48

山口

貴広, 隅田

明洋, 中井

太郎, 山田 雅仁, 兒玉 裕二, 小野 清美, 原 登志彦

環特性と植物生態生理のパラメータ化」の観測データ）

（ササおよび樹木）の地上部の呼吸速度を差し引いた残

より, 森林の生態系純生産量（NEP）と蒸発散量及び,

り, および群落の純一次生産速度に地下部の呼吸速度を

地上部による純一次生産量（地上部による NPP）を算

足したもの（ANPP

出した.

R

CO フラックス（F ,［μmol m

＝GPP−R

＝NPP＋

）に相当する.

s ］）は, GPP と

潜熱フラックスデータ（lE ）は異常値を除 い た 後,

生態系呼吸（植生による呼吸＋土壌呼吸）の要素からな

Gap filling を lE と PPFD との回帰式を用いて行なっ

る森林生態系の正味の CO 収支であり, 生態系純生産

た（中井太郎, 未発表）（P ＜0.001）
.

速度（NEP）とほぼ同義である（但し, 符号が逆にな

lE ＝12.008＋0.18433×Q

る）. CO フラックスデータから異常値を除去した後,

(23)

それにより生じた欠測値の穴埋め（Gap filling）を以下

lE は潜熱フラックス［W m ］を表す. 潜熱フラッ

の方法で行った（中井太郎, 未発表）. 後述の(19)式で

クスデータは森林生態系の正味の H O 収支であり, こ

示される日中のフラックス F

れを森林の蒸発散量に換算した.

とタワー上部の PPFD

と の 間 の 関 係 に 強 く 依 存 し て い た こ と か ら（山 口,
2008；P ＜0.000, 回帰の標準誤差＝5.154［μmol m
, d.f.＝4842）
, この解析では温度に対する依存性を
s ］
無視し, 日中のデータに対しては F と気象観測タワー
上部 PPFD（Q,［μmol m

3. 結果
3.1 調査対象期間の気象

）と の 回 帰 式（(19)
s ］

調査対 象 期 間（2006年 ６ 月 ４ 日〜10月 28日, 2007

式）に PPFD 実測値を代入して F を推定した. また夜

年６月 14日〜10月 28日）
（但し, 2006年８月１日〜４

間のデータに対しては F と気温（T , ℃）との回帰式

日は欠測）における, 下層チシマザサ群落上部（地上３

（20式, P ＜0.001）を準備し, Q および T の実測値か

m）とダケカンバ群落上部（＝気象観測タワー上部）の

ら夜間の CO フラックス［μmol CO m

s ］を推定

した.
＝−

F

PPFD（夜間の測定データを除いた日中あたりの平均
値）の 季 節 変 化 を 図２(a）に 示 し た. 群 落 上 部 の

φ×Q＋GPP − φ×Q＋GPP
2θ

−4×φ×Q×θ×GPP

＋R
(19)

PPFD は６月下旬から７月にかけて最大値を示し, そ
の後は減少していた（図２(a）
）. また, 林冠木である
ダケカンバの落葉開始後の林冠が開放しつつある 10月
頃に急激に下層の PPFD が増加した. 一方春期のダケ

＝0.47258×exp 0.099313×T

(20)

ここで F は CO フラックス［μmol CO m

,φ
s ］

DOY152‑181）には下層チシマザサ群落上部の季節変化

は 初 期 勾 配（＝0.0378）, θ（＝0.2345）は 凸 度,

に伴う PPFD の変化は大きくなかった. 林冠が閉鎖し

（＝32.03）は(19)式 の 曲 線 の 上 限 値［μmol

ている期間（７月から９月 DOY182‑273）には, 短い

, R （＝3.0581）は PPFD が０と仮定し
s ］

時間のサンフレックス以外の PPFD は林床にあまり届

F

GPP
CO m

たときの生態系総呼吸速度［μmol CO m
る. 30分ごとの F

または F

カ ン バ の 展 葉 前 の 林 冠 が 開 放 し て い る 時 期（６ 月

s ］であ

いていなかった. 2007年はダケカンバの落葉がやや遅

の積算で１日あた

れたために, 下層チシマザサ群落上部の PPFD の増加

りの F を推定した.

する時期が 2006年より遅くなった. 林冠が開放してい

また, 2.2.7による土壌呼吸の観測データを利用し,

る期間（６月, 10月）よりも, 林冠が閉鎖している期

１分おきの土壌呼吸速度を算出し, 温度との関係をプ

間（７月から９月）の方が, 下層の地上高 1.5m の日

ロットすることにより温度−土壌呼吸曲線を作成した

中平均湿度は高い傾向にあった（図２(b）
）
.

（P ＜0.001）.

地下５cm の全日平均地温は, 両年とも積雪が残る５

SR ＝3.0419×exp 0.0907×T

(21)

ここで, SR は土壌呼吸速度［gCO m

day ］を表

し, T

は土壌温度［℃］を表す. (21)式と群落内の

月前半は０℃以下だったが, 林冠木の展葉開始（およそ
. しかし, 両年とも
DOY＝150）前に増加した（図３）
地上部の日中の平均気温よりも地温の日平均値のほうが
低い傾向が８月中旬まで続いた.

地温データ（深さ５cm）から測定期間の土壌呼吸速度
を推定した. ダケカンバとササを含む森林全体の地上部
NPP, ANPP

［tCO ha

day ］を次式で算出し

た.

下層チシマザサの地上部純生産 ANP P
生産 G P P

ANPP
ANPP

3.2 ダケカンバ林全体の地上部純生産 ANP P

＝NEP ＋SR

(22)

は群落全体の総生産速度 GPP から植物

,
と総

, および開放地チシマザサの総生

産 G PP
測定期間における１日あたりの森林全体の地上部
NPP（ANPP

）
, 下層チシマザサの地上部純生産
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図 2：ダ ケ カ ン バ 群 落 の 光 環 境 と 相 対 湿 度 の 季 節 変 化.
（a）2006年および 2007年のダケカンバ群落上部（緑線）お
よび下層チシマザサ上（地上高３m；黒線）の日中の平均光
合成有効波長光量子束密度 PPFD の季節変化.（b）2006年
（青線）および 2007年（茶線）の下層チシマザサ群落内（地
上高 1.5m）における, 夜間の値を除いた日中の平均相対湿
度の季節変化. 林冠ダケカンバの展葉期は 2006,2007年とも
およそ６月１日〜６月 30日（DOY＝152〜181）, 落葉開始
は 2006年はおよそ９月 29日（DOY＝272）
, 2007年はおよ
そ 10月 12日（DOY＝285）.
Figure 2：Seasonal changes of light conditions and relative
humidity of the Betula ermanii forest. (a) M ean daytime
photosynthetically-active photon flux density (PPFD)
above the forest canopy (green) and above the foliage of
the understory Sasa kurilensis (3 m above ground;black)in
2006 and 2007.(b)Daily-mean relative humidity(excluding
nighttime) within the understory S. kurilensis vegetation
(1.5 m above ground)in 2006 (blue)and 2007 (brown).Leaf
flush of B. ermanii in the forest canopyoccurred during ca.
June 1st-June 30th (DOY＝152〜181)in both 2006 and 2007,
and the leaf fall started on ca.September 29th (DOY＝272)
in 2006, and on ca. October 12th (DOY＝285)in 2007.

図 3：下層チシマザサ群落の地上高 1.5m の気温（緑線）と
地下５cm の地温（黒線）の季節変化. 気温は夜間の値を除
いた日中の平均値, 地温は１日あたりの平均値を示す. 林冠
ダケカンバの展葉期は 2006, 2007年ともおよそ６月１日〜
６月 30日（DOY＝152〜181）
, 落葉開始は 2006年はおよそ
９ 月 29日（ DOY＝272）, 2007年 は お よ そ 10月 12日
（DOY＝285）
.
Figure 3：Seasonal changes of the air temperature at 1.5-m
height above ground (green) and the soil temperature at
5-cm depth below the soil surface within the understory S.
kurilensis vegetation.Leaf flush of B. ermanii in the forest
canopy occurred during ca. June 1st-June 30th (DOY＝152
〜181) in both 2006 and 2007, and leaf fall started on ca.
September 29th (DOY＝272) in 2006, and on ca. October
12th (DOY＝285)in 2007.

期間を通した値も, ダケカンバ林全体の ANPP

で

は 33.3（2006年）および 33.7（2007年）tCO ha

5-

）, 開 放 地 チ シ マ ザ サ 純 群 落 の
month （表 １(a）
で は 32.6（2006年）お よ び 30.0（2007年）

GPP
tCO ha

）とよく似た値を示し
5-month （表１(c）

た. ANPP

にさらに地上部の呼吸速度（未推定）

を足したものがダケカンバ林全体の GPP となる（(22)
式）ので, ダケカンバ林全体の GPP は開放地チシマザ
サ純群落の GPP

よりもさらに大きいと考えられる.

このことは, 開放地チシマザサ純群落よりダケカンバ林
群落のほうが LAI が大きかったこと（2.5.1）からも示

ANPP

と総生産（GPP

サの総生産（GPP

）, および開放地チシマザ

）の季節変化を図４に示す. ダケ

カンバ林全体の ANPP
地チシマザサの GPP

（図４, 黒線）および開放
（図４, 緑線）は７月に最大

唆される.
一方, 開放地チシマザザ純群落の GPP
森林下層のチシマザサの総生産 GPP

に対する

の割合は, 生

育 期 間 の 平 均 で 20％強 し か な かった（表 １(d））.

値をとり, その後減少していくという気象観測タワー上

GPP

部の PPFD の季節変化（図２）の傾向を反映していた.

は, 夏季に高くなった（表１(d））
. このため, 下層チ

ダケカンバ林全体の ANPP

シマザサの地上部純生産 ANPP

群落の GPP

と開放地チシマザサ純

とは非常に良く似た値を示した. 測定

のうちササ地上部呼吸速度 RA が占める割合
（図４, 青線）は林

冠木が展葉を終える６月後半以降しばしば負の値を示し
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図 4：タワー観測に基づくダケカンバ群落全体の地上部純生
産速度 ANPP
（黒線）
, チシマザサ個葉測定に基づく開
放地チシマザサ純群落の総生産速度 GPP （緑線）
, 個葉
測定に基づく下層チシマザサ群落の総生産速度 GPP （赤
線）, および下層チシマザサの地上部純生産速度 ANPP
（青線）の季節変化. タワー観測のデータソースは CREST/
WECNoF（JST/CREST,「北方林地帯における水循環特性
と植物生態生理のパラメータ化」）.
Figure 4：Seasonal changes of the aboveground net primary production of the whole Betula ermanii community
(ANPP
;black) based on the flux tower observation
data, the gross primary production of the pure Sasa kurilensis stand in the open site (GPP ; green) based on
individual-leaf measurements, and the gross primary production (GPP ; red) and the aboveground net primary
production (ANPP ;blue)of the understory S. kurilensis
vegetation in the B. ermanii community based on
individual-leaf measurements.The flux tower observation
data were provided by the CREST/WECNoF project (P.I.:
Prof.Takeshi Ohta,Nagoya University,Japan)sponsored
by the sponsored by the Core Research for Evolutional
Science and Technology (CREST), Japan Science and
Technology Agency (JST).

図 5：チシマザサ個葉測定に基づく下層チシマザサ群落の
GPP （赤線；図４に同じ）とそれらに占める当年生葉の
みの GPP（青線）の季節変化. 赤線の値と青線の値の差は
旧葉の総生産を示す.
Figure 5：Seasonal changes of the gross primary production of the understoryS. kurilensis vegetation GPP
(red;
the same one in Fig 4)in the B. ermanii community based
on individual-leaf measurements, and the GPP estimated
only for their current-year leaves (blue).The difference of
the blue and the red curved lines corresponds to GPP of
older leaves.

(10)式）, 気温の季節変化と同様の季節変化を示した.
葉群呼吸速度よりも低い傾向があり, とくに 2006年８
月以降および 2007年は葉群呼吸速度の 1/2前後の値し
か示さなかった.
3.3 ダ ケ カ ン バ 林 全 体 の 土 壌 呼 吸 と 生 態 系 純 生 産
（NEP ）
図７にダケカンバ林の土壌呼吸速度 SR を示した（図
７, 青 線）
. 森 林 全 体 の ANPP

ていた.

下層チシマザサの GPP

これに対し, ダケカンバ林全体の ANPP
る下層チシマザサの ANPP

に対す

（図 ７, 黒 線）や

（図７, 赤線）は図 4,5に示

したものと同じである. ANPP

に占める土壌呼吸

の割合は９月までは低

の割合は８月頃まで低く, それ以降に高くなったことが

く推移したが, ダケカンバの落葉が進行した 10月にお

わかる. これに対応するように生態系純生産 NEP（＝

いては 74％（2006年）および 53％（2007年）を占めた

ANPP

（図４, 表１(d）
）.

では常に正の値を保っていたが, ８月以降には負の値を

下層チシマザサは７月頃新葉を徐々に展開させた結
果, 生育期間後期には下層チシマザサ GPP

−SR）の季節変化（図８, 黒線）は７月ま

の 1/2

示すことがしばしば起こるようになった. また 10月の
上層ダケカンバの落葉にともなって下層チシマザサの

程度を当年生葉が占めるようになった（図５）
. また,

GPP

（図７, 赤線）は増加し, チシマザサおよびダ

当年生葉の呼吸速度が葉群呼吸速度に占める割合も夏季

ケカンバの地下部の呼吸を含むはずの森林全体の土壌呼

以降増加した（図６）
. 図６には測定期間における１日

吸と同レベルとなっていた（図７）. 図８に赤線で示す

あたりの稈（地上部）の呼吸速度の季節変化も示してあ

下層チシマザサの地上部純生産 ANPP

る. 稈の呼吸速度は気温から推定しているため（(9),

呼吸が差し引かれていない値だが（2.3.1.5）, やはり

は地下部の
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表 1：各測定値の月別集計値. Table 1. Monthly values of the estimates.
（a）フラックスデータによる群落全体
Whole forest community estimates based on the flux-tower data.
年
Year

月
M on

地上部純生産 土壌呼吸 生態系純生産
ANPP
SR
NEP
(tCO ha month )
2006 ６月
6.55
2.08
4.46
７月
9.96
3.47
6.50
８月
7.97
4.02
3.95
９月
6.43
2.91
3.52
10月
2.34
1.70
0.65
33.26
14.18
19.08
Total
2007 ６月
5.03
1.46
3.57
７月
10.70
2.96
7.74
８月
9.13
3.94
5.19
９月
6.09
2.93
3.16
10月
2.71
1.65
1.06
33.66
12.94
20.72
Total

（b）下層チシマザサ群落
年
Year

月
M on

総生産
GPP

2006

６月
７月
８月
９月
10月

1.45
1.22
1.21
1.44
1.97
7.30
0.75
1.92
1.45
1.16
1.70
6.96

2007

Total
６月
７月
８月
９月
10月
Total

蒸発散
ETR
(mm month )
63.48
99.52
79.16
75.77
38.58
356.50
39.29
92.97
79.67
64.60
40.05
316.58

Understory Sasa vegetation within the B. ermanii community
地上部総呼吸 葉群呼吸 稈呼吸 地上部純生産
RA
Rleaf
Rculm
ANPP
(tCO ha month )
0.51
0.27
0.24
0.94
0.84
0.46
0.38
0.39
0.72
0.47
0.25
0.49
0.44
0.33
0.11
1.00
0.23
0.19
0.05
1.74
2.75
1.72
1.02
4.55
0.25
0.18
0.07
0.49
0.61
0.43
0.19
1.31
0.71
0.47
0.24
0.74
0.46
0.35
0.12
0.70
0.25
0.20
0.04
1.45
2.29
1.63
0.66
4.68

蒸散
TR
(mm month )
5.99
5.76
3.38
3.21
5.86
24.20
3.43
12.99
5.79
2.98
5.02
30.20

（c）開放地チシマザサ純群落
Pure Sasa stand in the open site
年
Year

月
M on

総生産
GPP
(tCO ha

2006

2007

2007

month ) (mm month )

６月
７月
８月
９月
10月

7.00
9.08
6.65
6.15
3.68

34.87
51.04
28.14
21.50
15.48

Total

32.57

151.02

６月
７月
８月
９月
10月

4.35
9.54
7.25
5.15
3.74

21.26
74.44
37.80
16.11
14.88

Total

30.04

164.49

（d）測定値間の比率の比較
年
Year
2006

蒸散
TR

月
M on
６月
７月
８月
９月
10月
Annual
６月
７月
８月
９月
10月
Annual

ANPP

Ratios among estimates

/ANPP
(％)
14.34
3.88
6.15
15.57
74.10
13.69
9.78
12.20
8.07
11.43
53.47
13.90

GPP

/GPP
(％)
20.69
13.48
18.23
23.47
53.48
22.41
17.13
20.09
19.94
22.52
45.29
23.18

Note；RA shows the total aboveground respiration rate.

RA/GPP
(％)
35.19
68.46
59.57
30.61
11.87
37.62
34.00
31.90
49.05
39.94
14.65
32.82

TR

/ETR
(％)
9.44
5.79
4.27
4.23
15.18
6.79
8.73
13.97
7.26
4.62
12.52
9.54

TR

/TR
(％)
17.19
11.29
12.02
14.92
37.83
16.03
16.13
17.45
15.31
18.52
33.71
18.36

TR

/ETR
(％)
54.94
51.28
35.54
28.37
40.12
42.36
54.12
80.06
47.44
24.95
37.16
51.96
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図 6：下層チシマザサ群落の全葉群の呼吸速度（赤線）
,当
年生葉のみの呼吸速度（青線）, および稈の地上部の呼吸速
度（黒線）の季節変化.
Figure 6：Seasonal changes of the respiration rate of all
leaves of the understory S. kurilensis vegetation (red), the
rate for the current-year leaves (blue),and the rate for the
aboveground part of all culms (black).

10月に増加する傾向があり, この時期に土壌呼吸速度
が低下したこと（図７, 青線）を考慮すると, 下層チシ
マザサの純一次生産も 10月以前からそれ以降にかけて

図 7：ダケカンバ林群落の土壌呼吸速度 SR（青線）の季節
変化とダケカンバ群落全体の地上部純生産速度 ANPP
（黒線；図４に同じ）および下層チシマザサの GPP （赤
線；図 4, 5に同じ）の季節変化との比較. 黒線と青線の値
の差はダケカンバ林群落の生態系純生産（NEP）に対応す
る.
Figure 7：Seasonal changes of the soil respiration rate SR
(blue) of the B. ermanii community, the aboveground net
primary production ANPP
(black;the same as in Fig.
4)of the B. ermanii community,and GPP
of the understory S. kurilensis (red;the same as in Figs 4 and 5). The
difference of the blue and the black curved lines corresponds to the net ecosystem production (NEP) of the B.
ermanii community.

増加した可能性がある.
3.4 ダケカンバ林全体, 下層チシマザサ, および開放
地チシマザサの蒸発散

９；表１(d））
. しかし, ダケカンバの落葉が進行する

測定期間における１日あたりの森林全体の蒸発散
ETR, および群落下層のチシマザサの蒸散 TR
放地のチシマザサ純群落の蒸散 TR
９ に 示 す. GPP

と開

の季節変化を図

の 場 合（図 ４, 緑 線）と 同 様 に,

チシマザサ純群落の TR

森林全体の蒸発散 ETR の４〜14％に過ぎなかった（図

（図９, 緑線）は生育期間

10月には 12〜15％を占めるようになった. GPP
開放している期間（６月, 10月）に TR

生育期間全体では, 下層チシマザサの葉群の TR
は開放地チシマザサ純群落の TR

る非常に大きな値を示したが, 季節とともに減少した

および 18％（2007年）だった（表１(d））
.

や GPP

が大きい値

を示す傾向は明確ではなかった.

初期の６, ７月にはしばしばダケカンバ林全体に匹敵す
（図 ９）. 両 群 落 と も ANPP

の

季節変化（図４および図５の赤線）とは異なり, 林冠が

の 16（2006年）

の場合

（図４）と同様に気象観測タワー上部の PPFD の季節変
化と同じ傾向を示したことから, 太陽入射の影響を強く

4. 考察

うけていたことを示唆している. ダケカンバ林全体の蒸

4.1 下層チシマザサの二酸化炭素収支と動態

発散 ETR は 356.5（2006年）および 316.6（2007年）

4.1.1 群落全体の炭素収支に対する下層チシマザサの

）のに対し, 開放地
mm 5-month であった（表１(a）
チ シ マ ザ サ 群 落 の 蒸 散 TR

はその半分程度の

151.0（2006年）お よ び 164.5（2007年） mm

5-

）.
month であった（表１(c）
下層チシマザサの蒸散 TR

貢献
本研究の下層チシマザサ LAI（1.72）は Sakai et al.
（2006）が示した下層クマ イ ザ サ 群 落 の LAI（1.85±
1.17m m ）と同程度であった. 一方, 本研究では測

は６月から９月までは

定期間の下層チシマザサ GPP

は 2006年, 2007年そ
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図 8：ダケカンバ林群落全体の生態系純生産 NEP（黒線）
と下層チシマザサの地上部純生産 ANPP （赤線；図４青
線 に 同 じ）と の 比 較. 林 冠 ダ ケ カ ン バ の 展 葉 期 は 2006,
2007年ともおよそ６月１日〜６月 30日（DOY＝152〜181）
,
落葉開始は 2006年はおよそ９月 29日（DOY＝272）
, 2007
年はおよそ 10月 12日（DOY＝285）
.
Figure 8：Seasonal changes of the NEP of the the B.
ermanii community (black) and the aboveground net primary production of the understory S. kurilensis vegetation
ANPP
(red;the same as in the blue curves in Fig. 4).
Leaf flush of B. ermanii in the forest canopy occurred
during ca. June 1st―June 30th (DOY ＝152〜181) in both
2006 and 2007, and leaf fall started on ca. September 29th
(DOY＝272)in 2006,and on ca.October 12th (DOY＝285)in
2007.

れ ぞ れ 7.3, 7.0tCO ha （5-month) で あった（表

図 9：タワー観測に基づくダケカンバ林群落全体の森林蒸発
散 ETR（黒線）
, チシマザサ個葉測定に基づく開放地チシマ
ザサ純群落の蒸散 TR
（緑線）
, および個葉測定に基づく
下層チシマザサの蒸散 TR （赤線）の季節変化の比較.
タ ワー観 測 の データ ソース は CREST /WECNoF（JST /
CREST,「北方林地帯における水循環特性と植物生態生理の
パラメータ化」
）
.
Figure 9：Seasonal changes ofthe total evapotranspiration
(ETR;black)of the whole B. ermanii community based on
the flux tower observations, and the total respiration of
the pure S. kurilensis stand in the open site(TR
;green)
and the total respiration of the understory S. kurilensis
vegetation (TR ;red)based on individual-leaf measurements. The flux tower observation data were provided by
the CREST/WECNoF project (P. I.:Prof. Takeshi Ohta,
Nagoya University,Japan)sponsored by the sponsored by
the Core Research for Evolutional Science and Technology
(CREST), Japan Science and Technology Agency (JST).

１(b））が, Sakai & Akiyama（2005）
, Sakai et al.
（2006）と西村ほか（2004）が下層クマイザサで示した
GPP は本研究の結果の 1.2倍〜3.3倍（それぞれ 426±
175gC m

yr （＝15.6±6.4tCO ha

6.8mol m

yr （＝11.5±3.0t CO

, 26.1±
yr ）

4.1.2 下層チシマザサに対する林冠木のフェノロジー
の影響
下層チシマザサ群落の GPP

の季節変化（図 ４,

,
yr ）

５）は, 下層の光環境の季節変化（図２(a）
）に大きく

）
yr （＝23.1〜19.1tCO ha yr ）

依存していた. 林冠が開放しているのは６月上旬と 10

であった. Sakai et al.（2006）と西村ほか（2004）が

月であるが, ６月上旬はダケカンバの開葉の開始時期で

年間の GPP であるのに対し て, 本 研 究 の GPP

は

あり, 融雪直後の開葉の開始により林冠が閉鎖し下層光

５ヶ月間の値である. しかし, 11月中旬から５月下旬

強度は低下するためか（図２(a）
）, ダケカンバの葉の

までのおよそ６ヶ月間にわたる本研究調査地の積雪期間

展開終了までの林冠開放はチシマザサ GPP

には GPP

は０に近い状態であろうことを考慮すれ

にはあまり寄与していなかった（図４, 赤線）. 一方で,

ば, 両者の実質的な測定期間の違いは１ヶ月ほどである

10月のダケカンバの落葉後の林冠開放期間は長く, チ

と考えられる. この測定期間の長さによる違いを考慮し

シマザサ個葉が高い光合成能力を維持していたこともあ

ても, 本研究の下層チシマザサの GPP

り（山口, 2008）
, チシマザサ GPP

518〜629gC m

ha

は低いと考

の増加

は増加した（図

えられる. その理由として, 以下に示すように本調査地

４）
. 測定期間終了後の積雪までの期間（10月下旬〜11

の林冠木のフェノロジー, チシマザサが積雪に埋もれる

月上旬）においても光合成が可能であると考えられるこ

期間の長さや地温の低さなどが関係していると考えられ

とから, ダケカンバ落葉開始から積雪期に入るまでの下

る.

層のチシマザサの GPP

が全生育期間に占める割合
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は約４分の１程度はあると予想され, 下層チシマザサの
生産に対してダケカンバ落葉後の林冠開放期間がいかに
重要であるかを示している.
また, 2007年７月の下層チシマザサの GPP

は,

2006年７月より高い値を示した（図５）が, これは,
2007年は例年に比べ降雨の日がほとんど無く晴れの日
が多かった（図２(a）
）ためであると考えられる. 2007
年はまた, ダケカンバの落葉が前年より２週間程度遅れ
た（図２(a））ために, 下層チシマザサの GPP

増加

の時期が遅くなった. このように, 気象条件の年々変動
も下層植生の生産活動に大きな影響を与えることが明ら
かとなった. 将来の気候変化の森林への影響として, 地
球温暖化による林冠木のフェノロジー変化が考えられ,
下層植生の生育様式を大きく変化させる可能性があるこ
とも示唆された.
2006年６月下旬から９月までの下層が暗い期間には,
下層チシマザサの ANPP

は負の値になる日もあっ

た（図８, 赤線）
. 下層チシマザサの地下部（根と地下
茎）も含めた NPP（未推定）は ANPP

からさらに

地下部の呼吸速度（未推定）を差し引いたものであるた
め（2.3.1.5）
, 下層チシマザサの NPP は ANPP

よ

りもさらに小さな値を取ることが見込まれる. このこと
は, この期間は林冠木が葉を有する夏季には下層ササは
しばしば負の生産になることを示唆している. 林冠閉鎖

図 10：下層チシマザサの GPP （青線；図４・図５の赤
線 に 同 じ）と, 葉 群（緑 線；図 ６ 赤 線 に 同 じ）お よ び 稈
（黒；図６黒線に同じ）の呼吸速度との比較.
Figure 10：Comparisons of GPP
of the understory S.
kurilensis vegetation (blue;the same as the red curves in
Figs 4 and 5)and the respiration rates of leaves (green;the
same as the red curves in Fig.6)and that of culms (black;
the same as the black curves in Fig. 6).

期間の下層ササ群落における負の純生産量は, 西村ほか
（2004）や Sakai and Akiyama（2005）においても示さ
れている. 一方で, 本調査地における観察によれば融雪

速度によって効率良く光合成を行なうことができたと考
えられる.

後約一ヶ月間の林冠が閉鎖しつつあった期間においてチ

また, 本調査地では例年３m ほど積雪があり, 11月

シマザサは最も活発に当年生葉の生産を行っていた. こ

上旬前後から翌年５月上旬前後まで林床は雪に覆われ,

れらの結果から, 西村ほか（2004）が示したように, ６

この期間の地下５cm の地温は０℃から５℃の範囲に保

月上旬と 10月に光合成産物を生産・貯蔵する一方, 林

たれ, 生育期間においては地温が 20℃になることは年

冠閉鎖期間中の６月下旬から９月にそれらを消費すると

に数週間程度しかないことが報告されている（Takaha-

いう生活史をもつと考えられる.

shi et al.,2002）. さらに本研究においても５月前半の地
温データ（図３）は０℃以下を示しており, 融雪によっ

4.1.3 下層チシマザサに対する気温・地温の季節変化
の影響

て積雪量が減少した早春の時期においては土壌表面付近
の地温が０℃以下になることもあることを示している.

下層チシマザサの葉群呼吸速度は葉量と気温の両方に

また, ８月までは地温が気温を下回る傾向にあったこと

依存するが, 常緑性により葉量の季節変化がそれほど大

（図３, 黒線）
, 森林全体の GPP に対する土壌呼吸の割

きくなかったために, チシマザサの葉群呼吸速度の季節

合も８月までは低く推移したこと（図７, 青線）を考慮

変化（図６, 赤線）は気温の季節変化（図３, 緑線）と

すると, 本調査地における地温の低さや積雪期間の長さ

同じ傾向を示した. 下層チシマザサの稈の呼吸速度も葉

が本調査地の下層チシマザサの呼吸消費の低さに大きく

の呼吸と同様な傾向があったと言える. ただし本研究で

貢献した可能性がある. Abramoff and Finzi（2014）

は, クマイザサ稈の温度−呼吸曲線（西村ほか, 2006）

は, 北方の生態系では春季の土壌温度が低いために根の

を用いて稈の呼吸速度を推定したため, 本研究結果に対

成長のピークが夏から秋にずれ込む結果, 地上部の成長

する上述のような解釈に対してはこの点を考慮しておく

フェノロジーよりも地下部の成長フェノロジーがより遅

必要がある. とはいえ, 下層チシマザサの GPP

に

い時期にずれ込むことを報告している. 本研究地におい

対するササ地上部（葉＋稈）の呼吸量 RA の割合は６

ても同様の現象により地下部の低温による地下部呼吸速

月や９, 10月の低温時期において特に小さな値を示し

度が低かったことが８月以前の土壌呼吸の低さとなって

た（表１(d）, 図 10）
. これらの低温な時期は低い呼吸

現れたと推察される.

北方林下層のササの総生産と蒸散

4.2 下層チシマザサ群落の蒸散
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森林の下層と純群落との比較でなく群落間の比較では

本研究地において下層チシマザサの稈の蒸散流を測定

LAI の違いが重要であることが示唆される.

し蒸散を評価した結果（山田雅仁, 未発表データ）で

以上のことから, 森林上層木の林冠フェノロジーと寒

は, 葉群蒸散速度は 31.3mm 5-month であった. 本

冷域特有の気温・地温・湿度等の気象要素の季節変化や

研 究 の 下 層 チ シ マ ザ サ 群 落 の 蒸 散 速 度 TR

多雪と積雪期間の長さ, および常緑植物であるササ特有

は

24.2（2006年）お よ び 30.2（2007年）mm 5-month

の生物的性質が本調査地における下層チシマザサ群落の

であった（表１(b））ことから, 本研究の方が若干低い

炭素収支や蒸散を特徴づけていたことが明らかとなっ

値となったが, 測定法の違いや測定誤差を考えても, 妥

た.

当な値であると言える. このように, 個葉光合成能力と
気象データから葉群蒸散速度を精度良く推定することが
できた.
下層チシマザサの GPP

や ANPP

謝辞

の季節変化

本研究にあたり, 北海道大学北方生物圏フィールド科

の結果（図４）とは異なり, 葉群の蒸散速度は林冠木の

学センター雨龍研究林および低温科学研究所技術部ス

落葉による林冠開放時期に大きく増加するという季節変

タッフ, 同研究所寒冷生物圏変動グループの皆様にはさ

化はみられなかった（図９）
. チシマザサ個葉に対する

まざまな便宜をはかっていただいた. 同研究所環オホー

月１回の気孔コンダクタンスの日変化終日測定の結果で

ツク観測研究センターの戸田求博士（現 広島大学）に

は, ９ 月・10月 よ り ７ 月・８ 月 の ほ う が 蒸 散 速 度 や

は多くのご助言をいただいた. 査読者には初稿に対して

VPD が高い傾向を示したが, ７月から 10月までの間に

貴重なご意見をいただいた. CREST WECNoF（JST/

明確な気孔コンダクタンスの値の差は見られなかった

CREST「北方林地帯における水循環特性と植物生態生

（山口, 2008）
. この事から, この期間の気温の低下によ

理のパラメータ化」代表 太田岳史名古屋大学大学院教

り飽和水蒸気量が低下し, 蒸散の駆動力である VPD の

授）にはフラックスデータの利用をお許しいただいた.

値が低下したことがその外的要因の一つとして考えられ

ここに深く感謝の意を表する.

る. また, ダケカンバ林全体の蒸発散 ETR に対する下
層チシマザサ TR

の割合は, 測定期間において平均

10％以下の低い割合となった（表１(d）
）
. この値はダ
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ミズナラ実生の初期成長における生育条件の
影響と葉の生理的応答
津田

元 , 小野

清美 , 隅田

明洋 , 原 登志彦

2014年 11月 13日受付, 2015年１月 28日受理

落葉広葉樹ミズナラは冷温帯林を構成する樹種の一つである. 林床のミズナラ実生の葉の展開時期
には低温になることがあり, 未成熟葉は低温による光ストレスや, さらに上層木が落葉樹である場合
には強光ストレスにさらされる可能性がある. 生育環境に応じた実生の初期成長や葉のストレス応答
を明らかにするために, 光条件と温度条件を組み合わせてミズナラ実生を栽培した. 弱光高温では実
生の相対成長速度が大きく, ストレス応答が少なかった. 弱光低温では葉の展開が遅く, 展開完了し
た葉の光合成速度が低かったが, 強光低温下のような実生の著しい成長阻害は見られなかった. ま
た, 未成熟葉の光合成能力は低いが, ストレス応答系が働いて極端な光ストレスを防いでいることが
示された.

Initial growth and responses of leaves during leaf expansion of
seedlings under different light intensities and temperatures
Hajime Tsuda , Kiyomi Ono , Akihiro Sumida and Toshihiko Hara
Quercus crispula Blume is a deciduous species that is typically found in cool temperate forests. Its leaves
expand in early spring, when plants in cool temperate forests are sometimes exposed to low temperatures of
approximately 10℃. Immature leaves of Q. crispula could suffer from photo-oxidative stress under such low
temperatures, even under low light intensity. Under deciduous canopy trees, it is likely that immature leaves
of Q. crispula seedlings will receive high light and suffer from strong photo-oxidative stress. In this study,we
grew Q. crispula seedlings from seeds in environmentally controlled chambers to investigate how the initial
growth of seedlings is affected by different combinations of light and temperature,and how expanding immature
leaves and expanded leaves respond to environmental stresses. Seedlings grown under low light with a high
temperature had higher relative growth rates than those grown under the other conditions,and showed smaller
stress responses. Our results suggested that this growth condition is favorable for Q. crispula seedlings. Under
low light and low temperature, leaves expanded slowly and showed low photosynthetic rates and low F v/F m
even after they had fully expanded. Seedling growth was strongly inhibited under high light and low temperature. Immature expanding leaves with low photosynthetic rates avoided photo-oxidative stress by various
mechanisms including the water-water cycle, and maintained a relatively high F v/F m.
キーワード：光化学系 II の最大量子収率, 膜結合型アスコルビン酸ペルオキシダーゼ, 相対成長速度, ミズナラ,
キサントフィルサイクル
F v/F m, membrane-bound ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11), relative growth rate, Quercus
crispula, xanthophyll cycle
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1. はじめに
ミズナラ（Quercus crispula Blume）は冷温帯林を構
成する落葉樹の一つである. 実生は耐陰性があり林床で
も生存するが, ギャップが形成されると林冠を構成する
ことがある. 北海道では５月中旬にはミズナラ実生の発
生が見られる（小山ほか, 1992）が, この頃には 10℃
くらいの低温にさらされることもある. しかし, このよ
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うな低温条件でミズナラの初期成長がどのような影響を

と同じ光を受けたとしても光ストレスを受けやすいと考

受け, 生理的にどのように応答しているのかは, まだ分

えられる. 若い葉の光ストレスの受けやすさや防御機構

かっていない. 低温では光合成の炭酸固定系の酵素活性

を示した研究がある（Krause et al., 1995; Yoo et al.,

が低く, 葉で吸収された光エネルギーが使われず, 過剰

. Jiang et al.（2005）は圃場で
2003;Jiang et al.,2005）

になることがある. 過剰となった光エネルギーはスー

栽培したダイズでは葉の展開とともにキサントフィルサ

パーオキシド（O ）, 過酸化水素（H O ）
, 一重項酸

イクルや抗酸化酵素系といった防御系が発達することを

素（O ）と いった 活 性 酸 素 種 を 発 生 さ せ る（浅 田

示した. また, 熱帯の林冠木数種では若い完全展開葉で

1999）
. 植物は CuZn‑スーパーオキシドデスムターゼで

は成熟葉よりも日中の F v/F m の低下の程度が大きく,

O を H O に還元し, チラコイド膜結合型アスコルビ

強光下では若い葉で成熟葉よりもクロロフィルあたりの

ン酸ペルオキシダーゼ（tAPX）によって H O を水に

キサントフィルサイクルの色素量, 特にゼアキサンチン

還元して光による傷害を防ぐ（water-water サイクル,

量が多かった（Krause et al.,1995）
. 冷温帯では熱帯と

. 活性酸素消去系の酵素活性は低温順化後
Asada,1999 ）

比べて気温が低いために, 弱光でも光エネルギーが過剰

のヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris L.）
（Krivo-

になる可能性がある. また, 冷温帯では熱帯などに比べ

sheeva et al.,1996）や, スギ（Cryptomeria japonica）

生長期間が短いため, 早い時期から葉を展開することが

の冬の針葉（Han and Mukai,1999 ）で増加する傾向が

個体成長にとって重要であると考えられる. F v/F m と

見られる.

個体成長の間に相関関係があることが示されている

光エネルギーが過剰になることを防ぐ方法として, 光

（Farage and Long,1991;Laing et al.,1995;Egerton et

エネルギーの吸収そのものを減らす方法, 吸収した光エ

. このため, ミズナラは低温下でも極端な光
al., 2000）

ネルギーを使う方法, または熱として放散する方法が挙

ストレスを防ぎ, 葉を展開し成長していくための仕組み

げられる. 光エネルギーの吸収を減らす方法はいくつか

を持っていると考えられる.

あるが, その一つが光の吸収に関わるクロロフィルのア

この論文では春先の低温下で成長するミズナラ実生が

ンテナサイズの縮小である. アンテナクロロフィルには

低温や強光など様々な生育環境の下でどのような初期成

クロロフィルａおよびクロロフィルｂが含まれる一方,

長を示し, 展開途中の未成熟葉および展開完了した葉

反応中心クロロフィルにはクロロフィルａしか含まれな

が, どのような光ストレス応答を示すのかを明らかにす

い（Yamamoto and Bassi, 1996）ために, アンテナサ

ることを目的とした. 環境制御下でミズナラ実生の栽培

イズを減らすとクロロフィル a/b が増加する. 吸収し

実験を行った結果を示し, 野外での生育と関連付けて議

た光エネルギーを炭酸固定系でより多く利用できるよう

論する.

にするためには, 酵素の比活性を上げるか, 酵素量を増
やさなければならない. 熱として放散する方法にはキサ
ントフィルサイクルが関わっている. キサントフィルサ
イクルはビオラキサンチン（Ｖ）
, アンテラキサンチン

2. 材料および方法
2.1 材料

（Ａ）
, ゼアキサンチン（Ｚ）という３つの色素の脱エポ

ミズナラ（Quercus crispula Blume）の種子は北海道

キシ化, エポキシ化によって成り立っている（Adams

北部の北海道大学雨龍研究林（N 44°
23ʼ
, E 142°
19ʼ
）で

and Demming-Adams, 1992, Demmig-Adams and

得られたものを用いた. 実験に供するまで濡れた紙に包

. 脱エポキシ化されたアンテラキサ
Adams, 1996 など）

み ４℃で 保 存 し た. 種 子 は 生 重 が 2.5−3.5g（平 均

ンチン, ゼアキサンチンが熱放散に関わり, 光エネル

3.02g）のものを用いた. 弱光栽培には人工気象器（日

ギーが過剰になりやすい条件ではキサントフィルサイク

本医科器械, 大阪）を, 強光栽培には低温科学研究所の

ルの色素量が増えたり, 脱エポキシ化の割合が増加した

低温実験室２および３（田尻機械工業, 札幌）を用い

りする（Adams and Demming-Adams,1992;Demmig-

た. ミズナラ実生を次の４つの条件, すなわち, 強光高

.
Adams and Adams, 1996 など）

温（実 生 付 近 の 光 量 子 束 密 度 PPFD

1000μmol

クロロフィル蛍光を測定することによって, 光合成の

m s , 実生付近の気温 25℃）, 強光中温（1000μmol

電子伝達系がどのように働いているのかがわかり, 光化

m s , 10℃設定だが実生付近の気温は 15℃から 20℃

学系 II の最大量子収率（F v/F m）は光ストレス応答の

近くまで上昇）
, 弱光高 温（100μmol m s , 25℃）
,

良い指標となり, ストレスを受けていない葉は種によら

および弱光低温（100μmol m s , 10℃）で栽培した.

ず 0.83付 近 の 値 を 示 す（Bjorkman and Demmig,

強光低温（1000μmol m s , 実生付近の気温が 10℃

1987;M axwell and Johnson, 2000）. F v/F m が低いほ

になるよう温度を設定）での栽培も繰り返し行ったが,

ど光ストレスを強く受けていると考えられる. 発達途中

実生の初期成長が著しく阻害され十分な個体数が得られ

の未成熟葉は RuBP カルボキシラーゼといった炭酸固

ず, また葉が非常に小さく巻いていたために, 本研究に

定系の酵素量が少なく, 光合成活性が低いために成熟葉

おける生育実験に用いることができなかった. そこで,

ミズナラ実生の初期成長と葉の生理的応答
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先に述べた４つの生育条件で実験を行った. 明期は午前

一部を色素の分析や酵素活性の測定に用いた. 粉砕した

６時から午後６時までとした. ポット（直径 12.5cm,

葉のうち, 生重約 50mg 分をマイクロチューブに量り

高 さ 20cm）に バ イ オ グ リーン（窒 素 0.6％, リ ン

取 り, １ml の 100％ア セ ト ン を 加 え て 攪 拌 し た 後,

0.5％, カリ 0.5％）を入れ, １ポット当たり１個体の

４℃, 21,600g で 10分間遠心分離を行った. その後,

実生を栽培した. 葉の展開完了までに要する日数の半分

上清をフィルターでろ過し, 高速液体クロマトグラフ

の時期（段階１）
, 葉が展開完了する時期（段階２）
,展

HPLC (LC‑Vp, 島津, 京都）で分析を行った. HPLC

開完了１週間後（段階３）の３つの段階で次に述べる測

に よ る 分 析 は Tabata et al.（2010）と 同 様 の 方 法 で

定および個体の採取を行った. 各段階３個体用いた. 各

行った.

生育条件で葉の展開までに要する日数を調べるために,
葉の長さと幅を３日ごとに測定するという予備実験を
行った. 25℃（強 光 高 温 お よ び 弱 光 高 温）で は ８ 日,

2.5 アスコルビン酸ペルオキシダーゼ（AP X）活性
の測定

20℃近く（強光中温）では 11日, 10℃（弱光低温）で

葉を粉砕したものから, 1.5ml マイクロチューブに

は 19日を葉の展開完了までに要した. そこで, 段階１

生重約 50mg 分を量り取った. そこに 10mg ミオイノ

の測定および採取は, 強光高温と弱光高温では葉の展開

シトールと 10mg ポリビニルピロリドン（PVP；平均

が始まってから４日後, 強光中温では６日後, 弱光低温

分子量 360,000）を加え, 40μl の 50mM アスコルビン

では 10日後に行った. 植物の採取は午前 10時から正午

酸, 20μl の２Na‑EDTA および 500μl の 50mM KH

までに行った. ミズナラ実生は数枚の輪生葉を展開する

PO （pH 7.8）に 攪 拌 し た. ４℃で 21,600g , ５ 分 間

ため, そのうち２, ３枚を採取し, 液体窒素で凍結し,

遠心分離後, 沈殿を 40μl の 50mM アスコルビン酸,

色素や酵素活性の測定までの間, −80℃で保存した. 残

500μl の 50mM KH PO （pH 7.8）
, および膜の可溶

りの葉は葉面積計（Li3100, LI‑COR）を用いて葉面積

化のために５μl の 10％（v/v）Triton X‑100 を加えた

を測定した後, 根, 茎, 種子とともに農業用オーブン

液に懸濁した. この懸濁液を４℃で 21,600g , ５分間

（PSN‑80, 清水理化学機器製作所）を用い, 80℃で 48

遠心分離後, 上清を膜画分としてチラコイド膜結合型

時間以上乾燥した. 葉全体の重量は, 葉の乾燥重量を測

APX (tAPX) の分析に用いた. tAPX 活性は Nakano

定した葉の面積と残りの葉の面積から見積もった.

and Asada（1987）の方法に従って求めた. アスコルビ
ン酸の酸化速度は分光光度計（DU 7400, Beckman）を

2.2 相対成長速度

用い, 290nm の吸収変化を 25℃で５分間測定すること

各生育条件における個体成長を比較するために, 相対
成長速度（RGR；g g

により求めた.

day ）を Hunt（1990）や Li

et al.（1998）の方法に従って計算した. 対数変換した
個体の乾燥重量を葉の展開し始めからの日数に対して直
線回帰した. その直線回帰式の傾きを RGR とした.

2.6 統計解析
生育光, 生育温度, 葉の発達段階が同じものを一つの
グループとして, グループ間の比較を行う際には一元配
置の分散 分 析 と Tukey HSD 法 を 用 い て 多 重 比 較 を

2.3 光合成速度およびクロロフィル蛍光の測定
光合成速度およびクロロフィル蛍光の測定にはクロロ
フィル蛍光測定装置（6400‑40リーフチェンバーフルオ

行った. 統計解析には SPSS 11.5J (SPSS Japan) を用
いた. 日数と個体全体の乾燥重量の回帰直線の傾きを多
重比較する際には Turkey-Kramer 法を用いた.

ロメーター；LI‑COR）がついた開放型光合成蒸散測定
装置（Li‑6400；LI‑COR）を用いた. 光合成の測定前
に葉を測定チャンバーに挟み, 20分以上暗所に置いた
後, F および F の測定を行 い F /F (F ＝F −F ）

3. 結果
3.1 実生の成長

を求めた. 光合成速度は, 葉温 25℃, CO 分圧 36Pa,

RGR は, 強 光 高 温 で 0.085（P ＜0.001,R ＝0.84,

相対湿度約 70％に設定し, 人工気象室内で測定した.

n＝９）, 強 光 中 温 で 0.055（P ＜0.001,R ＝0.96,n＝

光合成有効放射束密 度（PPFD）は ０ か ら 1500μmol

９）
, 弱光高温で 0.11（P ＜0.001,R ＝0.85,n＝９）弱

m s まで変化させ, 光−光合成曲線の飽和部分を平

光低温で 0.045（P ＜0.01,R ＝0.65,n＝９）であった.

均し, 最大光合成速度とした.

相対成長速度は弱光高温で強光中温や弱光低温よりも高
かった（Turkey-Kramer 法, P ＜0.05）
.

2.4 色素の分析
クロロフィル a, クロロフィル b, ビオラキサンチン

3.2 光化学系 IIの最大量子収率（ F v/F m）

（Ｖ）
, アンテラキサンチン（Ａ）およびゼアキサンチン

生育条件や生育段階に関わらず, 全体的に F v/F m

（Ｚ）の測定を行った. 液体窒素中で葉を粉砕し, その

は 0.83より も 低かった（図１）
. 同じ生育 条 件内 で は
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図 1：葉の成長に伴う F v/F m の変化. 段階１は葉面積の半
分ほど葉が展開した時期, 段階２は葉が展開完了した時期,
段階３は展開完了から１週間 後 を 示 す. 各 点 は 強 光 25℃
（強光高温, ○）, 強光 20℃（強光中温, △）, 弱光 25℃（弱
光高温, ●）および弱光 10℃（弱光低温, ■）で生育した
ミズナラ実生の３個体の平均値および標準誤差を示す. 異な
るアルファベットは P ＜0.05で有意差が見られたグループ
を示す.
Figure.1：Changes in F v/F m in leaves whose area is
about half of the leaf fully expanded (stage 1), leaves just
fully expanded (stage 2)and the leaves after 1 week of full
expansion (stage 3). Each symbol shows the mean and
standard error (n＝3) of plants grown under high light at
25℃ (high light and high temperature, ○), high light at
20℃ (high light and medium temperature, △),low light at
25℃ (low light and high temperature, ●)and low light at
10℃ (low light and low temperature,■). Different letters
indicate significant differences between groups at P ＜0.05.

登志彦

図 2：相対成長速度（RGR）と F v/F m の関係. 各 点 は 強
光高温（○）, 強光中温（△）
, 弱光高温（●）および弱光低
温（■）で生育したミズナラ実生９個体から求めた値であ
り, F v/F m は平均値および標準誤差を示す.
Figure.2：Relationship between RGR and F v/F m. Each
symbol shows the values of plants (n＝9)grown under high
light at 25℃ (○), high light at 20℃ (△), low light at 25℃
(●)and low light at 10℃ (■).

F v/F m に成長段階による統計的な有意差が見られな
かった（図１）. 弱光低温で生育した実生の F v/F m は
弱光高温や強光高温で生育した実生の F v/F m よりも
低かった. 低温（10℃）で生育した実生は高温（25℃）
で生育した実生よりも強い光ストレスにさらされている
傾向が見られた.
3.3 個体成長と F v/F m
F v/F m と実生の相対成長速度（RGR）との間には
高い正の相関が見られた（図 2, R＝0.985, P ＜0.05）
.
3.4 最大光合成速度
25℃（弱光高温, 強光高温）では展開が進むにつれて
葉の最大光合成速度は増加した（図３）. 10℃（弱光低
温）では, 葉の成長段階の間に有意差は見られなかっ
た. 生育条件間で光合成速度を比較すると葉の展開中
（段階１）には有意差は見られなかったが, 葉の展開終
了１週間後（段階３）には弱光高温, 強光高温（この２
つには有意差はなかった）
, 強光中温, 弱光低温の順に
光合成速度は高かった.

図 3：葉の成長に伴う最大光合成速度の変化. 葉の成長段階
は図１と同じ. 強光高温（○）, 強光中温（△）
, 弱光高温
（●）および弱光低温（■）で生育したミズナラ実生の３個
体の平均値および標準誤差を示す. 異なるアルファベットは
P ＜0.05で有意差が見られたグループを示す.
Figure.3：Changes in maximum photosynthetic rates in
leaves whose area is about half of the leaf fully expanded
(stage 1),leaves just fullyexpanded (stage 2)and the leaves
after 1 week of full expansion (stage 3). Each symbol
shows the mean and standard error (n＝3)of plants grown
under high light at 25℃ (○), high light at 20℃ (△), low
light at 25℃ (●) and low light at 10℃ (■). Different
letters indicate significant differences between groups at
P ＜0.05.
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図 4：葉の成長に伴うクロロフィル量（Ａ）とクロロフィル
a/b（Ｂ）の変化. 葉の成長段階は図１ と 同 じ. 強 光 高 温
（○）
, 強光中温（△）, 弱光高温（●）および弱光低温（■）
で生育したミズナラ実生の３個体の平均値および標準誤差を
示す. 異なるアルファベットは P ＜0.05で有意差が見られ
たグループを示す.
Figure.4：Changes in total chlorophyll content per leaf
area (A)and chlorophyll a/b ratio (B)in leaves whose area
is about half of the leaffullyexpanded (stage 1),leaves just
fully expanded (stage 2)and the leaves after 1 week of full
expansion (stage 3). Each symbol shows the mean and
standard error (n＝3) of plants grown under high light at
25℃ (○), high light at 20℃ (△), low light at 25℃ (●)and
low light at 10℃ (■). Different letters indicate significant
differences between groups at P ＜0.05.
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図 5：葉の成長に伴う葉面積あたりのキサントフィルサイク
ル色素量（Ａ）およびキサントフィルサイクルの脱エポキシ
化の割合（Ｂ）の変化. 葉の成長段階は図１と同じ. 強光高
温（○）, 強光中温（△）
, 弱光高温（●）および 弱 光 低 温
（■）で生育したミズナラ実生の３個体の平均値および標準
誤差を示す. 異なるアルファベットは P ＜0.05で有意差が
見られたグループを示す.
Figure.5：Changes in xanthophyll cycle pool size per leaf
area (A) and de-epoxidation state of xanthophylls (B) in
leaves whose area is about half of the leaf fully expanded
(stage 1),leaves just fullyexpanded (stage 2)and the leaves
after 1 week of full expansion (stage 3). Each symbol
shows the mean and standard error (n＝3)of plants grown
under high light at 25℃ (○), high light at 20℃ (△), low
light at 25℃ (●) and low light at 10℃ (■). Different
letters indicate significant differences between groups at
P ＜0.05.

3.5 クロロフィル
同じ生育条件のものを比べたときに, 葉面積あたりの

て弱光条件で少なかった（図５Ａ）
. 強光条件（強光高

クロロフィル量には葉の成長段階による有意差は見られ

温, 強光中温）では葉の展開に伴って, キサントフィル

なかった（図４Ａ）
. 葉の成長段階が同じものを比べた

サイクルのプールサイズが増加する傾向が見られたが,

ときに, クロロフィル量には生育条件による有意差は見

その増加は統計的に有意ではなかった（図５Ａ）
. キサ

られなかった（図４Ａ）
. クロロフィル a/b は強光条件

ントフィルサイクルの色素の脱エポキシ化の割合（Ａ＋

（強光高温, 強光中温）で増加する傾向が見られたが,

Ｚ）
/(Ｖ＋Ａ＋Ｚ）は同じ生育条件で比較したときに,

それぞれの生育条件で葉の成長段階による有意差は見ら

葉の成長段階による有意差は見られなかった（図５Ｂ）
.

れなかった（図４Ｂ）
. 葉の成長段階が同じものを比べ

葉の成長段階に関わらず, 弱光高温条件では強光条件

たときに, クロロフィル a/b には生育条件による有意

（強光高温, 強光中温）と比べて脱エポキシ化の割合は

差は見られなかった（図４Ｂ）.

低かった（図５Ｂ）
.

3.6 キサントフィルサイクル

3.7 チラコイド膜結合型 AP X（tAP X）活性

葉の展開途中（段階１）では, 葉面積あたりのキサン

葉面積あたりの膜結合型アスコルビン酸ペルオキシ

トフィルサイクルの色素のプールサイズ（Ｖ＋Ａ＋Ｚ）

ダーゼ（tAPX）活性には, 各生育条件において葉の成

に生育条件間の有意差は見られなかった（図５Ａ）
.葉

長段階による有意差は見られなかった（図６）
. 葉の展

の展開終了後（段階２および段階３）のキサントフィル

開途中（段階１）では弱光高温条件の tAPX 活性は他

サイクルの色素量は, 高温（25℃）では強光条件と比べ

の３条件（強光高温, 強光中温, 弱光低温）よりも低い
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で き る. し か し, 我々の 研 究 で は 10℃で は 弱 光 で も
F v/F m が低いというように, 大きなストレス応答が見
られた（図１）. 材料と方法で述べたように, 強光かつ
植物の周囲の温度が 10℃になるように温度を設定する
と, 葉の展開が著しく阻害され, 葉は巻き, 非常に小さ
くなった. 何度も実験を繰り返したが, 十分な数の個体
を得ることができなかった. 10℃では弱光はミズナラ実
生の生存を可能にするが, 強光は生存を大きく阻害する
と 考 え ら れ る. オース ト ラ リ ア 高 地 の ユーカ リ ノ キ
（Egerton et al., 2000）やヨーロッパアカマツ（Slot et
al., 2005）では被陰が実生の成長を促すことが知られて
いる. Egerton et al.（2000）は, 入射光を 50％に減ら
すことによって実生の葉の秋冬の F v/F m の低下が抑
えられ, 冬期の光合成速度が高く, また葉の損失が抑え
られることを示した. ミズナラ実生でも弱光で成長が促
図 6：葉の成長に伴う葉面積あたりの膜結合型アスコルビン
酸ペルオキシダーゼ（tAPX）活性の変化. 葉の成長段階は
図 １ と 同 じ. 強 光 高 温（○）, 強 光 中 温（△）, 弱 光 高 温
（●）および弱光低温（■）で生育したミズナラ実生の３個
体の平均値および標準誤差を示す.
Figure.6：Changes in membrane-bound APX (tAPX)activity per leaf area in leaves whose area is about half of the
leaf fully expanded (stage 1), leaves just fully expanded
(stage 2) and the leaves after 1 week of full expansion
(stage 3). Each symbol shows the mean and standard
error (n＝3)of plants grown under high light at 25℃ (○),
high light at 20℃ (△), low light at 25℃ (●)and low light
at 10℃ (■).

される傾向が見られるが, この研究で調べた生育期間内
では, 弱光低温で光合成速度や F v/F m の増加が抑制
され（図１および３）
, 葉の展開に長い日数を要した
（材料および方法参照）
. したがって, 10℃という低温は
ミズナラ当年生実生にとって過酷な条件であるといえ
る. 種子から生育する当年生実生は, 成長に必要な炭水
化物をより多く蓄積している成木と比べて温度の影響を
受けやすいと考えられる. また, 野外では当年生実生の
葉は地表面に近いため, 強光で地面が温められて葉の周
囲の気温も 10℃より上昇している可能性がある. その
場合, この研究における強光中温で得られた結果よう

傾向が見られたが, 統計的な有意差はなかった（図６）
.

に, 弱光低温よりも最大光合成活性の増加が大きくなり
（図３）
, 長期的には弱光低温よりも大きく実生が成長す

4. 考察
4.1 異なる生育条件下での実生の成長
F v/F m は相対成長速度（RGR）と高い正の相関を
示した（図２）. セイヨウアブラナ（Brassica napus L.）

ると考えられる.
4.2 葉の成長段階による光エネルギー利用の変化
クロロフィル a/b には生育条件間, 葉の成長段階の
間に統計的な有意差はなく, 強光条件ではむしろ葉の成

（Farrage and Long,1991）やインゲンマメ（Phaseolus

長に伴ってクロロフィル a/b が増加する傾向が見られ

（Laing et al.,1995）においても, F v/F m が
vulgaris）

た（図４Ｂ）ことから, この研究の条件下では, ミズナ

低い植物は成長速度が低いことが示されている. 本研究

ラ実生の未成熟葉がアンテナクロロフィルのサイズを縮

においても, これらの既往研究と同様な結果が示され

小して光の吸収を少なくするという応答は行っていない

た. 弱光 高 温 で は, 弱 光 で あって も RGR が 高 く（図

と考えられる. 葉の展開１週間後（段階３）の葉面積あ

２）, 最大光合成速度が高く（図３）
, 光ストレス応答が

たりのキサントフィルサイクルのプールサイズは強光で

少ない（図５）ことから, 遷移後期種であるミズナラ

生育した植物では弱光で生育した植物よりも大きかった

（Kikuzawa, 1983;Koike, 1988）の当年生実生に適した

（図５Ａ）. キサントフィルサイクルの脱エポキシ化の割

生育条件であると考えられる. 野外で相対光合成有効光

合は弱光高温で生育した植物で低く, 他の条件で生育し

量子束密度（RPPFD）を 100％, 10％, ２％と変えて

た植物で高かった（図５Ｂ）
. ミズナラの当年生実生で

ミズナラ実生を栽培した実験においても, 全乾燥重量に

は葉の展開に伴ってキサントフィルサイクルのプールサ

は RPPFD 100％と RPPFD 10％とで有意な差が見られ

イズが増加する一方, 葉の展開の早い時期から強光や低

な かった も の の, ク ロ ロ フィル 量 と 光 合 成 速 度 は

温に応答して脱エポキシ化の割合が変化していることが

RPPFD 10％の方が高く, RPPFD 100％で生育した実

示された. 葉面積あたりのチラコイド膜結合型のアスコ

生は F v/F m が低下していた（Matsuki et al., 2003）
.

ルビン酸ペルオキシダーゼ（tAPX）活性は生育条件間

ミズナラは冷温帯林に生育し, 低温に順化することが

でも葉の成長段階の間でも統計的に有意な差が見られな

ミズナラ実生の初期成長と葉の生理的応答
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かったが, 葉の展開中（段階１）に, 弱光高温では他の

rape(Brassica napus L.)and its correlation with changes

生育条件よりも活性が低い傾向が見られた（図６）
.弱

in crop growth. Planta 185:279 ‑286.

光低温を除き, 葉の展開終了１週間後（段階３）まで最

Han Q.and Y.Mukai (1999)Cold acclimation and photoin-

大光合成速度は増加した（図３）
. 葉の展開が終了する

hibition of photosynthesis accompanied by needle color

までは炭酸固定能力が低く, 吸収された光エネルギーは

changes in Cryptomeria japonica during the winter. J.

過剰になる可能性がある. 一方, F v/F m やキサント

Forest Res. 4:229 ‑234.

フィルサイクルの脱エポキシ化の割合には葉の成長段階
による統計的な有意差は見られなかった（図１および

Hunt R. (1990)Basic growth analysis -Plant growth analysis for beginners -Unwin Hyman Ltd.

５）. 葉の展開中（段階１）はキサントフィルサイクル

Jiang C.-H., P.-M . Li, H.-Y. Gao, Q. Zou, G.-M. Jiang and

のプールサイズが小さいため（図５Ａ）
, water-water

L.-H. Li (2005) Enhanced photoprotection at the early

サイクルが活性酸素による傷害から光合成系を守るため

stages of leaf expansion in the field-grown soybean

に相対的に重要な役割を果たしていると考えられる. 葉

plants. Plant Sci. 168:911‑919.

の成熟に伴い炭酸固定能力が増加すると water-water

Kikuzawa K. (1983) Leaf survival of woody plants in

サイクルに向かうエネルギーが減少すると考えられる.

deciduous broad-leaved forests.I.Tall trees.Can. J. Bot.

このような変化は葉が成熟していく間に F v/F m を一

61:2133‑2139.

定に保つのに役立っていると考えられる.

Koike T. (1988)Leaf structure and photosynthetic performance as related to the forest succession of deciduous
broad-leaved trees. Plant Species Biol. 3:77‑87.
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北方林の群落高と微気象
中井

太郎

2014年 11月 14日受付, 2015年１月 28日受理

北方林の微気象を研究する上で, 森林群落高は重要な森林構造要素の一つである. しかし, 様々な
森林に適用可能な群落高の客観的な決定方法は確立していなかった. 本稿では, 著者らが北方林を対
象に森林生態学と微気象学との接点として取り組んだ二種類の森林群落高の決定方法について紹介
し, 既存の群落高に見られた問題点をどう解決したかを概説する.

Canopy height of boreal forests and micrometeorology
Taro Nakai
It is important to accurately estimate forest canopy height ― the height of the highest vegetation components above ground level ― for micrometeorological studies on boreal forests. However,previous definitions of
forest canopy height based on inventory data have some uncertainties because of the arbitrary criteria for tall
trees that account for the top height (i.e. mean height of tall trees selected by a certain definition), or because
of the effect of many shorter understory trees on Loreyʼ
s mean height (i.e.mean height weighted by basal area).
In this article, I introduce the cumulative basal area inflection (CuBI)height (Nakai et al.,2010),as well as the
aerodynamic canopy height (Nakai et al., 2008a), which overcome problems in previous definitions of forest
canopy height.
キーワード：森林群落高, 微気象, サイト間比較, 胸高断面積, 空気力学的群落高
forest canopy height, micrometeorology, inter-site comparison, basal area, aerodynamic canopy
height

1. はじめに

林などのスケールの大きさによらず形状が相似であるた
め, それらの鉛直分布を異なる植物群落間で比較する場

森林の群落高は, 森林を対象にした気象や熱・水・物

合, 測定高度は群落高で除すことで規格化され, スカ

質循環の研究において重要な群落構造要素の一つであ

ラーの値も群落高における値で除すことで規格化され

る. 微気象研究において, 群落高は植物群落と大気との

る. また, 植物群落上の風速の鉛直分布は, 植物の存在

相互作用を考える上での両者の代表的な境界の高さとい

によって仮想的な地表面の高さが上昇する効果を表す地

う概念で捉えることができる.

面修正量 d と, 風速分布の形状に影響を与える植物表

一般に, 植物群落上および群落内におけるスカラー

面の空気力学的な「粗さ」を表す粗度長 z によって表

（風速, 温度, 湿度など）の鉛直分布は, 作物群落や森

現され, これらのパラメタは葉面積指数などの群落構造
に依存することが知られている（e.g., Shaw and Perei-

連絡先
中井 太郎
名古屋大学地球水循環研究センター

. しかし, d と z は主と
ra,1982；Nakai et al.,2008b）
して群落高に比例するため, 他の要素の影響を調べるた
めにはこれらを群落高で除して規格化する必要がある.

Tel. 052‑789‑3439
e-mail：taro.nakai＠gmail.com
１）名古屋大学地球水循環研究センター
Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya
University, Nagoya, Japan
２）International Arctic Research Center,University of
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1) 英語では zero-plane displacement であり, その和訳でゼロ
面変位, ゼロ面修正量とも呼ばれる.
2) 英 語 で は roughness length で, z は 英 語 で z-naught
（ズィー・ノート）と発音する. 風速の対数分布の式で風速が
ゼロになる高さは, d が無視できる場合は z＝z , 無視できな
い場合は z＝d＋z である.
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このような背景から, 規格化の基準となる群落高は, 特

された既往の方法としては, 大きく以下の３つが挙げら

にサイト間比較の研究において重要な要素である.

れる（van Laar and Akç
a, 2007）.

また, 植物群落内外を対象にした風の場やスカラーの

算術平均樹高 h (m）は, 林分内のサンプル木の樹

分 布 を 表 現 す る ラージ エ ディシ ミュレーション

高 h (m）を全て算術平均したものである. 下層木も一

（LES）やクロージャモデル等の数値モデル では, 計

緒に平均するので, 林冠の高さよりも一般にかなり低い

算領域の鉛直高度や水平距離が群落高で規格化されて表
現される場合が多い. このような数値モデルでは, 水平
に均一な植物群落を仮定することが多く, 計算結果を実

値になる.
h ＝

∑

h
n

(1)

際の森林での測定結果と比較するには, モデルの群落高

Top height は, 上層木の代表的な高さを評価するた

に相当する実際の森林群落高をどう定義するかが重要に

め, 樹高の高いサンプルに着目して計算した群落高であ

なる.

る. あるしきい値以上のサンプルを平均する方法や, 胸

森林生態系と大気との間では, 熱, 水, 炭素の交換が

高直径と樹高との間に関係式（回帰曲線）を求めて上位

行われており, それら単位時間・単位面積あたりの鉛直

サンプルの代表胸高直径を代入して求める方法などがあ

輸送量（フラックス）が世界中の様々な森林等の陸域生

る. 林業分野や森林生態学分野ではよく利用されている

態系において微気象学的な方法（渦相関法）で測定され

が, しきい値の決め方が統一されておらず, この点に恣

ているが, ある高さの機器がどの範囲の広さからのフ

意性が残る. また, 仮にしきい値を上位 100本/ha と決

ラックスを測定しているかを評価するフラックスフット

めた場合, 密な森林では上層木を代表しても, 疎な森林

プリントの確率密度関数の水平分布は, 群落高に影響さ

では下層木も含まれる可能性がある. パーセンテージ

れる（e.g., Baldocchi, 1997）. また Desai et al.（2008）

（例えば上位 20％）をしきい値にした場合でも, 森林の

は, CO フラックスがその森林の樹齢より群落高と相

サイズ構造の影響を受け, 一斉更新の若い純林と極相に

関が高かったことから, 地域間の CO フラックスの空

近い混交林では, 計算に用いられるサンプル群のサイズ

間変動を説明する上で, 群落高が重要な変数の一つであ

分布特性が大きく変わる可能性があり, 必ずしも上層木

ると指摘している. このように, 森林生態系を対象とし

を代表しない. Top height には上述のように複数の方

た微気象研究を行う上で, 森林群落高は極めて重要であ

法が提案されているため, それぞれの式などの詳細につ

り, これを客観的に評価することが不可欠である.

いては van Laar and Akç
a（2007）を参照されたい.

ここで, 北方林のうち, 特に北海道の森林を考える

Loreyʼ
s mean height h (m)は, 胸高断面積 (m )

と, この地域が温帯から亜寒帯への移行帯であるため,

を用いて, 大きなサンプルに重みが掛かるようにした重

亜寒帯性の針葉樹と温帯性の広葉樹が混在する針広混交

み付け平均樹高である.

林がきわめて広大に分布している. この森林では, アカ
エゾマツやトドマツの高木（突出木）が群落上層を形成

∑
h＝ ∑

h

(2)

し, 中間層に広葉樹が多く見られるが, これらの中上層

h は, 全てのサンプルデータを使って計算するので

よりも圧倒的に多い個体数の下層木が存在するなど, 群

恣意性はなく, 林冠の高さをよく表現するが, 下層木が

落の構造が多層的かつ複雑である. このような森林で微

非常に多い林分では, 低い木に引っ張られて林冠の高さ

気象観測を実施し, 他の森林とデータの比較解析を行う

よりかなり低くなることがある.

には, 他の森林と同じ基準, 同じ方法で針広混交林でも

上述で概観したように, これまでの森林群落高の決定

群落高が決定されるのが望ましい. その意味で, 北方林

においては, 方法が様々にあるだけでなく, それぞれに

研究における森林群落高の決定方法が持つ重要性は極め

問題点があり, 複数の異なる森林に同じように適用でき

て大きい.

る客観的な方法が存在していなかった. すなわち, 異な

ところが, 既往の研究では, 森林群落高を決定する共

る森林同士で群落高や群落高で規格化した物理量を相互

通した方法というものが存在せず, 微気象の研究では例

に比較する素地は出来ていなかったと言って良い. この

えば目視によって群落高が推定されるなど, 基準が不明

問題を解決するため, 著者らは２つの解決方法を提案し

な恣意的な方法が採られることが多かった. 一方, 林学

た. 一つは毎木調査結果を用いた方法（Nakai et al.,

や生態学の分野でも, それぞれの研究者がその森林を記

2008b, 2010）, もう一つは微気象学的な方法（Nakai et

述するのに適すると判断した方法が採られてきた. 確立

al., 2008a）である. 本稿では, 北方林を対象にした微
気象学分野と森林生態学分野との共同研究の中で開発さ

3) 大気中の物質は乱流の渦によって輸送されるが, 比較的大き
な構造の乱流渦を直接計算して, それより小さい乱流渦の運動
をモデル化して計算する方法がラージエディシミュレーション
（LES）であり, 乱流運動の平均場を考え, その（高次の）統
計量をモデル化して計算する方法がクロージャモデルである.

れたこれら２つの群落高の決定方法について詳述する.

北方林の群落高と微気象

2. 毎木調査結果による方法（C uB I heig ht）
これまでの群落高の問題点は, 下層木の影響によって
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高とするという考え方が, Nakai et al.（2010）が提案
した cumulative basal area inflection (CuBI)height で
ある.

林冠の高さより低くなってしまうこと, しきい値の決定

この考え方は, 次のように説明できる（図１）
. 樹高

に恣意的な要素が残ること, そして森林構造に影響され

の低い下層木は, 胸高断面積も小さいため, このような

ることであった. これらの問題を解決するため, 著者ら

樹木が多数あっても h ‑G 曲線の傾きは小さい. また,

は森林群落高を表現するための新しい概念を導入した

森林群落で最大クラスの樹木群は, 胸高断面積は大きい

（Nakai et al., 2008b, 2010）
.

ものの, 突出木など個体数が少ない場合が多く, この場

着想は, 隅田（2005）による「葉量の鉛直分布のピー

合も同様に h ‑G 曲線の傾きが小さい. 一方, 比較的大

クの高さと樹高階級ごとの胸高断面積のピークの高さは

きい木がある程度のまとまりになっている高さでは曲線

比較的一致する」という観測事実の発見である. 葉量が

の傾きが最大になる. この高さが CuBI height h であ

最も多い高さは, 林冠の表面の高さをある程度代表して

り, 代表群落高としての資質は十分にあると考えられ

いると考えられ, これに対応する「樹高階級ごとの胸高

る. この群落高の長所としては, 全てのサンプルを使う

断面積」のヒストグラムのピークが出現する高さを群落

ので恣意性がない客観的な方法であるということ, そし

高と定義すればよいと考えられる. しかし, ヒストグラ

て下層木の影響を受けにくいということが挙げられる.

ムの場合, 階級をどう分けるかが難しく, また高さの値

そのため, 様々な構造の森林に適用可能である（林冠を

も連続に求められない欠点があった.

代表する群落高を決定できる）と期待される.

ここで, 樹高階級ごとの胸高断面積がピークを持つと

CuBI height h (m）は, 以下の手順で求められる.

いうことは, 一番低い木から順に積算した積算胸高断面

１. 樹高が低い順（昇順）にデータを並べ替える.

積 G (m ）を樹高 h に対してプロットしたとき, 上述

２. 低い木からの積算胸高断面積 G を計算する.

のピークの高さでプロット（曲線）の傾きが最大（つま

３. 積算胸高断面積を樹高 h に対してプロットする.

り微分が最大）になる, ということを意味する. 実際,

４. データに対して, 最小二乗法によってＳ字曲線の

h ‑G プロットはＳ字曲線（シグモイド曲線）を描き,
傾きが最大の点が変曲点になる. この変曲点を代表群落

関数をあてはめる.
Ｓ字（シグモイド）曲線の関数はいくつかあるが,

図 1：Cumulative basal area inflection (CuBI)height の説明図. 下図のグラフは, 北海道大学北方生物圏フィールド科学研究セ
ンター雨龍研究林のダケカンバ林の樹高 h に対して胸高断面積合計 G をプロットしたもので, Richards 式による回帰曲線
（(3)式）と CuBI height の高さを併せて示している（Nakai et al.（2010）の Fig.1(a)を改変）
.
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Nakai et al.（2010）は以下の Richards 式（Richards,
1959 ）が東シベリア, 北海道, 愛知県の３気候帯の５つ
の異なる森林の全てにおいてあてはまりが良いことを確
認した.
A−B
f h ＝B ＋｛1＋
［−k h−h ］｝
νexp

(3)

ここで, A, B は上限値および下限値, k は形状パラ
メタ, νは曲線の非対称性を決定するパラメタである
（Goudriaan and van Laar, 1994）
. この式の中で,
CuBI height h は樹高 h の関数 f h の変曲点である.
最小二乗法を用いてこの式を実測値の h ‑G の分布に当
てはめることで, h を含む全てのパラメタが求められ
る.

3. 微気象学的な方法（空気力学的群落高）
この節で紹介する方法は, 毎木調査の結果を一切使用
せず, 気象観測で得られるデータを使って森林群落高を
決定するものである. 対象とする森林の中にタワーが建
てられていて, 森林上の風速の鉛直分布（対数分布）を
表現するパラメタである地面修正量 d と粗度長 z が測
定されている場合, 以下のように微気象学的な方法で群
落高を決定することができる.
Thom（1971）は, d と z の間に以下の線形関係が
見られることを示した.
z ＝λ h−d

(4)

ここで λは定数, h は群落高である. この関係式は,
風速分布に対する仮想的な地表面 d より上にある植物
群落の高さ h−d に対して z が定数倍であることを示
しており, 風が群落の内部まで深く入り込む（d が小さ
い）ときには z が大きく, 風があまり群落に入り込ま
ない（d が大きい）ときには z が小さいという関係を
表している. 真木（1975）および M aki（1976）は, 実
測の d と z の線形関係から推定される h を有効植物高
度と定義し, 実際の群落高とよく一致することを示し
た.
一方, 森林群落の上では風速の鉛直分布が下に凸, 群
落内では上に凸の曲線になることから, Thomas and
Foken（2007）は群落内外の風速分布の変曲点を代表群

図 2：空気力学的群落高（aerodynamic canopy height）h
の説明図. 上のプロットは, 北海道大学北方生物圏フィール
ド科学研究センター雨龍研究林のダケカンバ林における地面
修正量 d と粗度長 z の線形関係から得られる h を示してお
り, 回帰直線は(4)式による（Nakai et al.（2008a）の Fig.
2(c)を改変）
. 下図は風速分布の鉛直分布の変曲点で定義さ
れる h （Thomas and Foken, 2007）の概念を示している.

落高と定義できるとして, その高さを空気力学的群落高
（aerodynamic canopy height）と し た. Nakai et al.

代表的な高さに相当することを示した. この空気力学的

（2008a）は, 真木の有効群落高と Thomas and Foken

群落高は, 微気象学的に説明される大気と森林との境界

（2007）の空気力学的群落高が本質的に同じであること

面として重要な意味を持つ.

を理論および観測から示し, (4)式を d と z の散布図

なお, h は実測した d と z の間の回帰直線を求める

に当てはめて得られる群落高 h＝h を空気力学的群落

ことで得られるが, 通常の回帰直線では鉛直軸の距離の

高と再定義した（図２）
. そして, 東シベリア, 北海道,

みを最小にするため, d と z を入れ替えたときに直線

愛知県の３気候帯の５つの森林にこの方法を適用した結

が変わってしまう. 従って, 鉛直軸と水平軸の両方の距

果, 構造が単純な森林では h は林冠の表面を形成する

離が最小になる Model II（geometric mean regression

代表的な樹高に相当し, 複雑な森林では h は上層木の

model, 幾何平均回帰モデル）を用いるのが望ましい.

北方林の群落高と微気象
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一斉林のため, 定義による群落高の違いは比較的小さ
かった が, そ れ で も 算 術 平 均 樹 高 や Loreyʼ
s mean

第２節と第３節では, 毎木調査結果から求める CuBI

height では小さいサンプルの影響で低い値となった.

height と, 微気象学的に求める空気力学的群落高を紹

そして, CuBI height と空気力学的群落高との差は小さ

介した. これらはそれぞれ独立して導入された概念であ

かった. 針広混交林（図 3b）の場合, 群落の最上層を

り, 持つ意味合いは互いに異なる. それにもかかわら

形成する樹木は個体サイズが大きい一方で数自体は少な

ず, Nakai et al.（2010）は東シベリア, 北海道, 愛知

く, 下層木が非常に多いという構造になっていた. その

県の３気候帯の５つの森林において CuBI height と空

ため, 算術平均樹高は 5.3m と, 全くこの森林を代表

気力学的群落高を比較し, 両者がほぼ一致することを示

しない値になっており, Loreyʼ
s mean height も下層木

した. この事実は, 他の群落高の定義（第１節参照）と

の影響で低めの値となった. その一方で, CuBI height

異なり, CuBI height が微気象学的な大気と森林との境

と空気力学的群落高との差が驚くほど小さかった. な

界の高さに相当するという根拠を有していることを示し

お, Nakai et al.（2010）はこの２サイトに加え東シベ

ており, その点で興味深い. また, 空気力学的群落高は

リアのカラマツ林, アカマツ林, そして愛知県瀬戸市の

毎木調査が不要である反面, タワーでの気象観測が必要

常緑・落葉樹混交林を対象に, 上述の例にさらに３種類

だが, CuBI height は毎木調査のデータがあれば求めら

の top height の定義を加えて空気力学的群落高 h との

れる. このことから, 気象観測をしていない森林でも,

差を比較しているが, その結果, CuBI height h だけは

毎木調査のデータによって, CuBI height を用いて微気

常に h との差が 12％未満だったのに対し, 他の定義に

象学的な大気と森林との境界の高さを推定することがで

よる群落高は, 少なくとも１サイトで h との差が 20％

きる.

を超える結果となった.

図３は, 実際の適用例として, 北海道幌加内町字母子

このように, CuBI height と空気力学的群落高は, そ

里にある北海道大学北方生物圏フィールド科学研究セン

れぞれ全く異なるコンセプトであるにも関わらず, ほぼ

ター雨龍研究林のダケカンバ林および針広混交林を対象

一致した高さを示すことが分かった. そして, 針広混交

にした毎木調査の結果および群落高の計算結果を示した

林のような複雑な構造の森林でも, CuBI height（およ

ものである. ダケカンバ林（図 3a）は, ダケカンバの

び空気力学的群落高）は上層木の代表的な高さを表現し

図 3：北海道大学北方生物圏フィールド科学研究センター雨龍研究林のダケカンバ林(a)および針広混交林(b)における毎木調査
の結果. 左の図は各森林の写真と説明である. 中央の複合図は, 棒グラフが樹高頻度分布, 白丸は樹高に対する積算胸高断面積
合計 G のプロットである（Nakai et al.（2010）の Fig.2(a)と(b)を改変）
. 赤い線は Richards 式による回帰曲線（(3)式）で,
その変曲点である CuBI height h も青色で示している. 右のグラフは, 毎木調査を実施した区画の長辺側からみた各個体の水平
位置と樹高をプロットしたものである. ４色の水平ラインは, 図の下に示したそれぞれの定義による群落高を示しており, 色を
対応させてある.
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ていると言える.

また, 第３節の空気力学的群落高 h を求める上で推
奨される Model II の回帰を行うプログラムは以下で公

5. C uB I heig ht と空気力学的群落高の適用
可能性
第１節で概説したように, 森林における微気象研究に
おいて森林群落高は極めて重要であり, CuBI height の
導入によって様々な森林の群落高が同じ方法で客観的に
決められる意義は大きい. その中でも, 特にサイト間比

開されている.
Excel: http://www.lpc.uottawa.ca/data/scripts/mo
delii.zip
MATLAB:http://www.mathworks.com/matlabcen
tral/fileexchange/27918-gmregress
R:http://cran.r-project.org/web/packages/lmodel
2/

較研究における CuBI height 導入の効果は大きいと考
えられる. それは, 同じ定義で森林群落高を決定するこ
とで, 現象の相互比較の際のベースを揃えることが出来
るためである. 実際, Nakai et al.（2008b）は, CuBI
height の原案 を用いて d/h と z /h を５つの異なる森
林サイトで比較し, d/h と z /h のサイト間の相違が森
林の立木密度によって説明されること, また d/h の各
サイトでの季節変化が葉面積指数によって変化し, その
変化の度合いが立木密度によって異なることを明らかに
した. そして, これらの効果を組み込むことで, d/h
と z /h のサイト間の差異や季節変化を森林構造で表現
するモデルを開発した. このように, 様々な測定値を複
数の異なる森林間で比較する上で, CuBI height は有効
な森林群落高の定義であるといえる.
また, これまで多くの森林で, 樹高と胸高直径の長期
的な記録が取られているため, これらのデータを用いて
過去に遡って CuBI height を計算すれば, 微気象観測
が行われる以前の過去の群落の空気力学的群落高を推定
することが可能になる. さらに, 例えば SEIB-DGVM
（Sato et al., 2007）のような植物の成長を動的に組み込
んだ生態系モデルでは, 樹高や胸高直径の予測値から
CuBI height を計算することで, 将来の森林群落構造に
対応した空気力学的群落高を推定することができる. こ
のことは, 上述の d/h と z /h のモデルと組み合わせる
ことで, 予測モデルにおける森林−大気間のフラックス
の表現を高度化し, それによって将来の森林の蒸発散や
CO 吸収量の予測の信頼性向上に貢献できると期待さ
れる.
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ダケカンバ二次林における下層ササの除去が
樹木の空間分布に与える影響
長谷川成明 , 藤部

拓己

2014年 11月 28日受付, 2015年１月 28日受理

森林生態系では垂直方向に光をめぐる一方向的な競争が存在するとされているが, 光以外の資源を
介して下層の植物が上層の植物に対して影響を与える可能性が考えられる. 本稿ではダケカンバ二次
林において林床のササが上層の樹木の空間分布に対して与える影響を, ササを除去した林分と除去し
ていない林分の 13年間の空間分布の変化から明らかにした. ササを除去しない林分では, 除去した
林分よりも個体間競争の及ぶ影響の範囲が小さく, 新規加入が抑制されていることが明らかになっ
た. これらの結果から林床のササが樹木の空間分布に影響を与えていることが示された.

Effects of understory dwarf bamboo removal on the spatial distribution
pattern of overstory tree species in a secondary
forest
Shigeaki F. Hasegawa , Takumi Fujibe
Vertical competition between the upper and lower layers of forests has been thought to be one-directional.
However, the plants in the lower layer can affect those in the upper layer via competition for below-ground
resources. In this study,we determined the effects of understory dwarf bamboo (Sasa kurilensis)on the spatial
distribution of forest trees by observing changes in the spatial distribution of trees during 13 years after the
removal of dwarf bamboo in a secondary Betula ermanii forest. The competitive ability of forest trees
increased after the dwarf bamboo was removed. Tree seedling establishment was inhibited by dwarf bamboo.
These results suggest that understory dwarf bamboo affects the spatial distribution of upper-layer forest tree
species.
キーワード：種間競争, 森林の階層構造, 点過程, 空間分布, ササ
Species competition,Vertical forest strafication,Point process,Spatial distribution,Dwarf bamboo

1. はじめに
森林生態系は樹木を中心とした多種多様な植物によっ

ることは, 森林生態系の維持機構や多様性の解明に大き
な意味をもつと考えられる（武田, 1992；正木・相場,
2011）
.

て構成されている. これらの植物は互いに競争し, 影響

森林生態系における樹木の種間あるいは個体間の競争

しあいながら複雑な生態系を形成している. このような

は大きく二つに分けることができる. 一つは, 水平方向

植物種間あるいは個体間の競争, および影響について知

に存在する光あるいは水や土壌養分をめぐる競争, もう
一つは垂直方向に存在する光をめぐる競争である（甲
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山・可知, 2004）
.
このうち前者は水平方向の資源をめぐる競争であり,
たとえば, より多くの光を受けることができるように葉
を広げあったり, あるいは水や土壌養分を効率よく吸収
できるよう根を張り巡らせあったり, 様々な形で競争を
行なっている. これらの競争は互いに影響を及ぼしあう
双方向的な（対称な）競争であることが多く, ある種あ
るいはある個体の振る舞いは, 他種あるいは他個体に影
響を及ぼすが, 多くの場合において逆方向の影響も存在

74

長谷川成明, 藤部 拓己

する. このことが森林生態系における種間あるいは個体

, あるいは土壌中に
shida,2004;Kobayashi et al.,2004）

間の関係性の複雑さをもたらしていると考えられる.

含まれる養分を, その高密度に張り巡らされた根によっ

一方で, 後者の垂直方向の光をめぐる競争は一方向的

て吸い上げて奪う（Ozawa et al., 2001, Tripathi et al.,

な（非対称な）競争であると考えられる（甲山, 2004）
.

2005）ことで上層の高木種に対して影響を与えている可

これは, 光資源の供給源が, はるか上方に位置する太陽

能性が考えられる. このように, 上層と下層の間には光

であるために, 垂直方向にみると光強度は森林内におい

以外の資源あるいは定着を通じての関係性が考えられ,

て上方から下方への光強度の勾配が生じてしまうことに

これまで一般的に考えられてきたような一方向的な競争

起因する. すなわち, ある植物個体が上方に光合成器官

のみではない可能性が考えられる.

を配置すると, より下方では光強度は減衰してしまい下

上層の植物に与える影響としては様々な側面が考えら

方の植物個体が利用しうる光資源は減少する. このため

れるが, ここでは特に上層の樹木の分布について考えた

上方の植物個体は下方の個体に対して光を介して負の効

い. 樹木の分布は母樹の空間分布と種子散布の結果であ

果を与えている. しかしながら逆に, 下方の植物個体が

るが（Nanami et al.,1999,2011）
, その個体間の関係性

上方の植物個体に光を介して影響を与えることは, ほと

の 中 で 互 い に 資 源 を め ぐって 競 争 を 行って い る

んど無いと考えられる.

（Harper, 1977;Kenkel et al., 1997; 森, 2010）
. 樹木の

このような垂直方向の光強度の勾配に沿って, 森林生

空間分布は森林の高い異質性の一つの ソース で あ り

態系において多くの場合, 垂直方向に階層性が発達す

（Hubbel, 1979 ）, 下層の植物が影響を及ぼしているとす

る. 特に熱帯多雨林において顕著に見られるが, 植物種

れば, 森林生態系における下層植物の重要性は高いと考

がそれぞれ高木層, 亜高木層, 中間層, 低木層などの幾

えられる.

つかの層を形成する（Yamakura, 1987）. それぞれの

本稿は垂直方向において競争関係にある下層の植物を

層では光強度が異なっており, そのために適した特性を

除去する実験により上層の植物の水平方向の分布がどの

もつ葉の特性や植物の形態が異なっている（Halle et

ように変化するかを明らかにし, 下層の植物が上層の植

al.,1978）. Kohyama（1993）は, こ の よ う な 階 層 性

物に与える影響について定量化することを試みた.

が, 光の利用方法と到達しうる高さ, 新規加入速度との
関係性から多種の安定的な共存が可能になることを示し
ている. 階層性は種のニッチ分割に寄与し, 森林生態系
の種多様性の高さの一因となっていることが考えられる
（石井, 2011；Ishii et al., 2013）
.

2. 方法
2.1 調査地
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター雨竜研

では, 下層の植物が上層の植物に対して, 影響を与え

究林（北緯 44°
20′
, 東経 142°
15′
）に調査区を設定した.

ることはないのだろうか. ここで考えなければならない

調査区の 1998年〜2009年の年平均気温は 4.2℃, 月平

ことは, 森林生態系における重要な資源は光のみではな

均気温の最低と最高はそれぞれ１月の−10.7℃と８月の

いことである. そのため, 光以外の資源を介して下層の

18.9℃であった. 年降水量は 1162mm で, 冬期間の積

植物が上層の植物に影響する可能性が考えられ, 幾つか

雪深は２m を超える（北海道大学北方生物圏フィール

の研究例がそのことを示唆している. Takahashi et al.

ド科学センター森林圏ステーションデータ http://forest.

（2003）は林床に生育するチシマザサを除去した実験を

. 調査区は 1973年にブルドー
fsc.hokudai.ac.jp/fred/）

行なった結果, ダケカンバの成長が促進されており, チ

ザーによる き起こし後に成立した２次林であり, 上層

シマザサがダケカンバの生育を阻害している可能性を示

木はダケカンバが優占している. また, 地中に残った根

している. また, Tripathi et al.（2005）は, チシマザ

から再びチシマザサが回復し, 下層にはチシマザサが密

サの除去がダケカンバの利用可能な窒素や土壌水分の増

生している. 1998年時点でのチシマザサの平均稈長は

加につながることを示しており, チシマザサがダケカン

2.5m であった（Takahashi et al., 2003）.

バの利用可能な資源量を減少させていると考えられる.

1998年 に 20m×30m の ２ つ の 調 査 区 を 設 定 し た.

日本の北方樹林帯において典型的な下層植生としてサ

２つの調査区のうち, 片方については調査区設定以降,

サが挙げられる（Takahashi,1997）
. 北海道においては

調査区内および緩衝帯として周囲５m のチシマザサを

チシマザサ, クマイザサなどのササが優占しているが,

毎年定期的に刈り取って除去する処理を行っている. こ

これらのササは草丈が１〜２m にも及び, 林床を覆い

の処理により森林の下層にはササがほとんど生育してい

尽くす. 光をめぐる一方向的な競争関係でみれば, 下層

ない状況で調査時点で 13年以上が経過し, 2014年現在

に生育するササは光資源を上方に位置する高木種に奪わ

も実験は継続している. 以下, 刈り取りを行わず天然状

れて被陰されている. しかしながらササは下層を覆い尽

態でササが生育している調査区をササ区, ササの刈り取

くすことで上層木の実生や稚樹の定着を阻害し（Naka-

りを実施した調査区をササ除去区と呼ぶ.

shizuka, 1988; Kudoh et al., 1999; Noguchi and Yo-

調査区内に生育する胸高直径５cm 以上の樹木につい
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て, 1998年に空間位置を, 以降 2011年まで 13年間に

布をしているのか, 知ることができる. これらの値の信

わたって年１回, 胸高直径を測定した. 図１に調査区に

頼区間を求めるため, それぞれの距離階において実際の

おける樹木個体数の年変動を, 表１に新規加入個体数

樹木個体数と同数の点からなるランダムな分布を乱数に

を, 図２に胸高断面積合計の年変動を示す.

よって発生させ, その L 関数を求めるモンテカルロ・
シミュレーションを 999回行い, 計算された L 関数の

2.2 解析

値の上下それぞれ 25番めの値を 95％信頼区間とした.

樹木の空間分布は点過程（point process）と考える

な お L 関 数 を 用 い た 解 析 に は R Version 2.14.1（R

ことができる（島谷, 2001）. 本研究ではササ区, ササ

Development Core Team, 2011）の spatstat パッケー

除去区の両調査地における樹木の空間分布について, 点

ジ（Baddeley and Turner, 2005）を利用した. なお,

過程解析に用いられる L 関数を用いて解析を行なった.

edge correction には Ripleyの方法を用いている. L 関

L 関数は Ripleyの K 関数（Ripley, 1976）を改変した

数を計算する距離の上限はプロットの短辺の四分の一程

もので, ある距離において点がランダムに分布している

度までが推奨されているため（Baddeley and Turner,

のか, それとも集中的に分布しているのか, 排他的に分

, 今回の解析では５m まで計算した.
2005）

布しているのかを示すことができる解析法である
（Nanami et al., 1999, 2011；島谷, 2001）
. K 関数及び
L 関数の式を以下に示す
ΣΣ I x −x r /w i,j
^
K r ＝
^
λn

(1)

^
Lr ＝ ^
K r /π−r

(2).

3. 結果
調査区内の樹木の総個体数はササ区では調査期間を通
じて減少していたが（図１）
, ササ除去区では 1998年か
ら 2009年にかけて減少したものの 2010年に新規加入に
よる増加が見られた（図１, 表１）. 樹木の胸高断面積

ただし関数 I はカッコ内が成り立つときに１, 成り

合計はササ区, ササ除去区の両方において増加するもサ

立 た な い 時 に ０ と な る 関 数 で あ り, w i,j は edge
effect を補正するための関数を,^
λは平均密度を表す.

サ区で 24m ha , ササ除去区で 22m ha 程度で頭打

ある距離における L 関数の値は０であればランダムな

ササ区, ササ除去区における樹木の空間分布をそれぞ

分布, ０より大きければ集中的な分布, 小さければ排他

れ図３, 図４に示す. これらの空間分布について, L 関

的な分布をしていることを示す. L 関数の値と, 距離と

数を用いて解析した結果をササ区, ササ除去区それぞれ

の関係性を見ることで, どの程度の距離でどのような分

について図５, 図６に示す. いずれも, 顕著な傾向の見

ちとなっていた（図２）.

図 1：調査地における樹木の総個体数の年変動. 実線でササ区の, 破線でササ除去区の結果を示す.
表 1：調査区に新規加入した樹木個体数
年
調査区

1998‑
99

1999‑
2000

2000‑
01

2001‑
02

2002‑
03

2003‑
04

2004‑
05

2005‑
06

2006‑
07

2007‑
08

2008‑
09

2009‑
10

2010‑
11

ササ区

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

2

ササ
除去区

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

39

0
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図 2：調査地における樹木の胸高断面積合計の年変動. 実線でササ区の, 破線でササ除去区の結果を示す.

図 3：ササ区における樹木の空間分布

図 4：ササ除去区における樹木の空間分布

られた 1998年, 2001年, 2008年, 2010年の 結 果 を 示

れた（図 5c, d, 表２）
.

している. また, L 関数の結果を表２に示している.

一方, ササ除去区では 1998年には距離１m 以下の範

ササ区では 1998年から 2005年にかけて, 距離１〜

囲で集中分布を示していたが, 2009年にかけて集中分

1.5m の範囲で集中分布を示していた（図 5a, b, 表

布の範囲は狭くなり, 2009年には距離 0.5m 以下の範

２）. しかしながら, 2007年以降は 0.4m 以下の範囲で

囲で集中分布を示していた（図 6a‑c, 表２）
. 2010年,

の集中分布と１m 付近での集中分布に分かれ, およそ

2011年には再び距離１m 以下の範囲で集中分布を示し

0.4m〜１m の範囲でランダム分布していることが示さ

た（図 6d, 表２）
. 2008年, 2009年には距離３m〜3.5

れた（図 5c, d, 表２）
. 1999年〜2001年は距離５m 付

m 近辺で排他的に分布していることが示された（図 6c,

近 で（図 5a, b, 表 ２）
, 2005年, 2007年 か ら 2011年

表２）
.

では距離２m 付近で排他的に分布していることが示さ
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図 5：ササ区における樹木の空間分布の L 関数を用いた解析
結果. 実線は各距離における L 関数の値を示す. モンテカ
ルロ・シミュレーションにより求めたランダム分布の 95％
信頼区間をグレーで, シミュレーションの平均値を破線で示
す.

図 6：ササ除去区における樹木の空間分布の L 関数を用いた
解析結果. 実線は各距離における L 関数の値を示す. モン
テカルロ・シミュレーションにより求めたランダム分布の
95％信頼区間をグレーで, シミュレーションの平均値を破線
で示す.

表 2：ササ区, ササ除去区の樹木の空間分布について L 関数を用いた解析の結果
距離域（m)
年

ササ区

ササ除去区

集中分布

排他分布

集中分布

排他分布

1998

0.1‑1.5

−

0.1‑1.0

−

1999

0.1‑1.4

4.6‑5.0

0.1‑1.0

−

2000

0.1‑1.2

4.5‑5.0

0.1‑1.0

−

2001

0.1‑1.4

4.9‑5.0

0.1‑0.9

−

2002

0.1‑1.2

−

0.1‑0.8

−

2003

0.1‑1.2

−

0.1‑0.9

−

2004

0.1‑1.2

−

0.1‑0.8

−

2005

0.1‑0.5, 0.6‑1.2

1.9‑2.0

0.1‑0.7

−

2006

0.1‑0.5, 0.9‑1.0

−

0.1‑0.7

−

2007

0.1‑0.5, 0.8‑1.1

1.8‑2.0

0.1‑0.6

3.6‑3.7

2008

0.1‑0.5, 0.9‑1.1

1.9‑2.1

0.1‑0.6

3.1‑3.7

2009

0.1‑0.5, 0.8‑1.1

2.0‑2.1

0.1‑0.5

3.1‑3.4, 3.6‑3.7

2010

0.1‑0.4, 0.8‑1.1

1.8‑2.2

0.1‑1.1

−

2011

0.1‑0.4, 0.7‑1.1

2.0‑2.1

0.1‑1.1

−

4. 考察

ら, 密度効果による自己間引きの過程にあると考えられ
る（Yoda et al., 1963;Westoby, 1984）
. ここでは, サ

ササ区, ササ除去区の両方において, 樹木個体数は減

サ除去区において新規加入個体が多数みられた 2010年

少する（図１）一方で, 胸高断面積合計は頭打ちを示し

（表１）より前後に分けて, ササ区とササ除去区を比較

ていた（図２）ことから, 両調査区の樹木は成長しなが

したい.
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4.1 2009年以前

年頃にササ区, ササ除去区の両調査区においてみられる

1998年の空間分布についての L 関数を用いた解析の

排他的な空間分布がササ区では距離２m 程度であるの

結果, ササ区においてのみ距離５m 付近に置いて排他

に対し, ササ除去区では距離３m 程度（表２）と長距

的な傾向が見られるものの, ササ区, ササ除去区いずれ

離であることとも対応している. 従って, ササとの競争

も傾向に大きな差はなく, 距離１m 以下の範囲で集中

関係があるササ区では空間分布に与える影響が近距離に

分布していることが示された（図 5a, 図 6a）
. 森林生

限定されており, そのことが樹木の空間分布の変化に影

態系の水平方向には資源の異質性が存在し, 森林成立時

響していると考えられた.

に個体が定着するにあたって生育適地は限られているた
めに, これらの場所に侵入した樹木個体は集中的に分布

4.2 2010年以降

しているためにこのような傾向が見られたものと考えら

2010年にササ除去区においてナナカマド・トドマツ

れる. ササ区, ササ除去区では初期の個体密度（図１）
,

などの樹種の新規加入が見られた（表１）. この結果,

胸高断面積合計（図２）が異なっているにもかかわら

2010年と 2011年のササ除去区においては空間分布に変

ず, このように似たような空間分布パターンが見られた

化が見られ, 距離１m 以下の集中分布へと再び集中分

ことは, 両調査地が同じ成立過程を経ており, 樹木の侵

布の範囲が広がり, また距離 3‑3.5m 程度で見られた

入定着が同じように行われたことを示唆している.

排他的な分布が再び見られなくなった（図 6d）. この結

初期の空間分布は類似していたが, その後の経過には

果は新規加入が既存の樹木の近傍で行われたことを示

両調査区で差が見られる. ササ区においては時間の経過

し, 定着初期に似た空間分布に戻っているものと考えら

と共に距離およそ 0.4m 以下と１m 付近で集中的に分

れる.

布するように変化したが, ササ除去区では距離およそ

一方で, ササ区においては顕著な新規加入が見られな

0.5m 以下で集中的に分布するように変化した（表２）
.

い（表１）
. そのため 2010年以降も空間分布に特に大き

両調査区において集中的な分布をする距離範囲が狭く

な変化は見られていない（図 5c, 表２）
. この理由とし

なってきたことについては, 樹木個体間の競争に伴って

て, 林床を覆い尽くしたササによる被陰の結果, 林冠木

劣勢な個体の排除が行われ, 集中斑が小さくなってきた

実生の新規加入が排除されていることが影響していると

と考えられる（Cannel et al.,1984）
. このような時間の

考えられる（Nakashizuka, 1988; Kudoh et al., 1999;

経過に伴う空間分布の集中度合の減少は森林樹木で広く

.
Noguchi and Yoshida, 2004;Kobayashi et al., 2004）

見 ら れ て い る（Hubbel, 1979;Sterner et al., 1986;

ササ区では今後, 1998年〜2009年に見られたのと同様

Barot et al.,1999;Souza and Martins,2002）が, ササ

の, 近距離における集中分布が緩和され, 逆に２m 程

区で距離 0.4m 以下, ササ除去区で距離 0.5m 以下の

度での排他的な分布の傾向が進んで行くものと推察され

集中分布については同様の変化が生じたものと考えられ

る.

る.
一方で, ササ区においてのみ１m 付近での集中的な

4.3 下層のササが上層の樹木の空間分布に与える影響

分布が見られる（表２）という結果は, 初期には距離１

本稿では森林の下層に生育するササが, 上層の樹木の

m 以下の範囲で集中分布していた（図 5a）ことと合わ

空間分布に与える影響について 13年間の実験によって

せて考えると, ササ区ではササ除去区に比べて樹木間の

明らかにした. その結果, １) ササは水分あるいは土壌

競争による影響の範囲が狭く, 排除が１m よりも小さ

養分を減少させることで上層の樹木の競争力を弱めて空

い距離域でしか行われなかったために１m 程度の集中

間分布に影響する距離を減じさせていること, ２) 樹木

斑が保持されたと考えられる. 樹木の競争による影響は

実生の新規加入を抑制して分布パターンの大きな変化を

相対的なサイズ関係や樹種の違いなどさまざまな要因が

防ぐことが示された. これらの結果は, 森林の垂直構造

影響する（Canham et al., 2004）. また, 種間の競争に

の中で下層に存在する植物が上層に存在する植物に対し

おいて養分環境（Austin and Austin, 1980; Gurevitch

て土壌養分あるいは水分を介して影響を与える可能性を

, ストレスや撹乱頻度（Wilson and Keddy,
et al.,1990）

示唆しており, 一方向的な競争関係ではないことを示し

1986）などが競争力に影響を与えていることが示されて

ている.

いる. ササが上層の樹木の利用する窒素などの土壌養分

樹木の空間分布は樹木個体間の競争関係を規定する一

を奪っていること（Tripathi et al.,2005）および水分を

方で, 個体間の競争は樹木の空間分布を変 化 さ せ る

奪い成長を減じさせていること（Ishii et al., 2008）か

（Nanami et al.,2011）
. 更に本稿で示されたように, 下

ら考えると, ササ区ではササが上層木が利用可能な土壌

層に生育するササがそれらに対して影響を与えること

養分を減少させることで上層の樹木の競争力が低下し,

で, より複雑な関係が存在している. これらの関係性を

上層個体間の影響が及ぶ範囲が狭かった可能性が考えら

踏まえた上で北方の森林動態について, 更なる長期観測

れる. このことは, 調査開始から時間の経過した 2008

に基づく研究が望まれる.

ササ除去と樹木空間分布
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北方針葉樹トドマツの低温への適応：
耐凍性獲得のタイミングと遺伝的変異
石塚

航 , 小野

清美 , 原

登志彦 , 後藤

晋
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冬期の気候が寒冷な北方林に生育する常緑樹木は, その厳しい環境を耐え抜くために十分な耐凍性
を有する必要があり, 耐凍性獲得と呼ばれる季節的な応答を示す. この耐凍性獲得タイミングには凍
害回避と成長の間のフェノロジカル・トレードオフが存在すると考えられ, 植物の応答タイミングは
生育する環境の中で受容する環境シグナルをもとに適切に調節されていると推察される. モデルアプ
ローチによって, 気温変動を利用したシグナルで耐凍性獲得の調節機構と, そこに内在する遺伝的変
異とを定量的に評価することができるようになってきた.

Adaptation to cold temperature of sub-boreal conifer,
:the timing of cold hardening
and its intraspecific variation
Wataru Ishizuka , Kiyomi Ono , Toshihiko Hara , Susumu Goto
In boreal forests with cold winters, evergreen coniferous species must develop adequate freezing tolerance
to survive in the severe climate. Such species show autumn cold hardening as a seasonal acclimation response.
It is important that the cold hardening occurs at a suitable time in each local climate,but there is a phenological
trade-off between later hardening,which lengthens the active growth period,and earlier hardening,which avoids
frost damage. Various kinds of environmental signals that vary locally might regulate hardening in plants. A
modeling approach can extend our knowledge ofthe relationship between temperature-related signals and plantsʼ
ontogenetic development of autumn cold hardiness, thereby enabling us to quantify intraspecific variations in
freezing tolerance.
キーワード：耐凍性獲得, 低温馴化, トドマツ, 遺伝変異, 標高変異
cold hardening, cold acclimation, Abies sachalinensis, intraspecific variation, elevation dependent
variation

1. はじめに
北方域は冬期に氷点下に達する厳しい気候を有するた
連絡先

め, ここに生育する植物は生育に不適な氷点下でも生存

石塚 航
林業試験場 森林資源部
Tel. 0126‑63‑4164

する仕組みを長い進化の中で発達させてきた（Kozlow-

e-mail：wataru.ishi＠gmail.com
１）北海道立総合研究機構林業試験場

. もしも自身の細胞が凍結した
ski and Pallardy, 2002）
場合, 凍結（氷の生成）によって細胞の構造が物理的に
破壊されるため, 個体, または個体の一部が壊死に至る

ForestryResearch Institute,Hokkaido Research Organi-

現象, すなわち凍害が引き起こされる. 秋になると落葉

zation
２）北海道大学低温科学研究所

し, 翌春に新しく芽吹く落葉のメカニズムは, そのよう

Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University
３）東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林
The University of Tokyo Forests, Graduate School of
Agricultural and Life Sciences,the University of Tokyo

な冬期の厳しい寒冷環境を避ける北方林樹木の典型的な
適応戦略である. 一方, 北方林の樹木の中には, 一年を
通して着葉したままでいる常緑樹もみられる. 常緑樹は
主に高木針葉樹においてみられ, とくに冬期に北方林に
踏み入ったときに際立って観察することができる（図
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1a）
. 常緑樹の場合, 生育環境によってはマイナス何

（Langret, 1963）
. フェノロジー応答が生育環境に応じ

十℃という気温に葉を曝すことになるため, そのような

て変わる動的な形質であることからは, 植物が何らかの

環境下でも葉などの組織の致死的な凍結を防ぐ仕組みが

環境シグナルをもとにしたフェノロジーの調節機構を有

必須となる. この仕組みとして組織・細胞レベルでの応

していることを示唆する（Aikawa et al., 2010）
. これ

答が知られ, 植物の耐凍性戦略としてまとめられている

についても実証研究が古くから行われ, 季節的に変動す

（藤 川, 1996；Aitken and Hannerz, 2001；酒 井,

る環境がシグナルの役割を担いうること, また, 適切な

2003；Chen et al.,2006）
. たとえば, 耐凍性を高め, 維

環境条件をもとに植物のフェノロジーを予測できること

持するための, 植物の葉でみられる細胞レベルでの生理

が指摘されている（Dormling et al.,1968）. 予測の可否

的・機能的変化が挙げられる. 生理的変化には, 秋まで

を検証するには, 候補となる環境シグナルを用いてモデ

に貯蔵した澱粉を葉細胞内で分解し, さまざまな可溶性

ルを構築するモデルアプローチが有効となる. そこで,

糖として蓄積することで細胞内糖濃度を高める応答があ

北方樹木を用いたこれまでの取り組みの中で, 複数のモ

り, これは葉細胞の凍結防止に役立つ（藤川, 1996；酒

デルが構築・検証され, フェノロジーの駆動因子として

井, 2003）
. そのほか, 液胞の小胞化や細胞内の脱水,

日長（長日条件や短日条件）
, 気温（低温, 高温や, 夜

細胞膜の流動化といった変化のほか, 厳寒な温度下では

間最低気温）
, 水分（渇水, 湛水）などの様々な環境ス

細胞外凍結を誘導するといった機能的な応答があるとさ

トレスが報告された（Van den Droessche, 1970；Joly

れる. このような耐凍性を高める仕組みは, 凍害リスク

et al., 1989 ；Repo et al., 1990；Leinonen, 1996；M or-

が高まる前に完了する必要がある. そのため, 植物は秋

genstern, 1996；Greer et al., 2000；Kramer et al.,

期において, 徐々に耐凍性を高めていくという耐凍性獲

2000；Aitken and Hannerz, 2001；Linkosalo et al.,

得応答を示す（Aitken and Hannerz, 2001）.

2006；Kohmann and Johnsen, 2007）. たとえば, 夜の
長さをモデルに組み込んだ日長応答モデルが構築され,

2. 耐凍性獲得タイミングとその予測
このような耐凍性獲得応答は, これから訪れる寒冷な

高緯度にまで広域に分布する北方樹木では, 緯度に応じ
て変わる日長が有効なシグナルとなること, 耐凍性獲得
などの応答がこのモデルで良く説明できることが報告さ

環境に備えた適応的応答である一方で, 光合成成長の面

れた（Dormling et al., 1968；Morgenstern, 1996；Ko-

からは必ずしも植物にとって有利な応答ではない. それ

hmann and Johnsen,2007）. 同様に, 地域によって気温

は, 上述した葉の生理的・機能的変化が光合成生理活性

環境も大きく変わりうるため, 気温を組み込んだモデル

の低下を同時にもたらすため, 耐凍性獲得に並行して光

も構築された. ただし, 気温は日内・日間変動が大きい

合成休止状態への移行が起こると考えられるからである

ため, この場合のモデルは単純ではない. そこで, 有効

（Kramer et al., 2000;Aitken and Hannerz, 2001）
.し

なモデルとして, 夜間の温度のみを使用し た モ デ ル

たがって, どのようなタイミングで耐凍性獲得応答を発

（Repo et al.,1990）や, ある閾値を下回る低温を使用し

現するかという, 応答の季節性（フェノロジーの１つ）

たモデル（Hanninen and Pelkonen,1988；Greer et al.,

が重要になる. 早いタイミングでの耐凍性獲得は, 当年

2000）が構築された. 閾値を用いたモデルからはさら

における成長にとっては有利にならないものの, 凍害回

に, 低温シグナルを蓄積し, 一定の要求量を満たすこと

避にとって有効なため, 凍害リスク（とりわけ冬期の早

で応答を説明する低温要求機構を組み込んだ温度応答モ

霜害リスク）の高い環境への適応に関わると考えられ

デルが構築された（Timmis et al., 1994）
. このモデル

る. 一方, 耐凍性獲得タイミングが遅ければ, 成長期間

はとくに野外における春期のフェノロジー（耐凍性解除

の延長につながるため, 凍害リスクの低い環境への適応

や開芽, 開花）の予測に有効で, 低温の「蓄積」が有効

に関わると考えられる. これは凍害回避と成長との間の

な駆動因子になることが指摘されている（Cannell et

トレードオフとして説明され（Aitken and Hannerz,

al.,1985；Timmis et al.,1994；Hannerz,1999 ；Chuine

, とくに, 耐
2001；Vitasse et al.,2009 ；Chuine,2010）

et al., 2003；Linkosalo et al., 2006；Hanninen et al.,

凍性獲得タイミングなど, 動的な季節的応答の中にト

. とくに Timmis et al.
2007；Aikawa et al., 2010）

レードオフが認められる場合には,「フェノロジカル・

（1994）は, 秋の耐凍性獲得タイミング予測にも本モデ

トレードオフ」とも呼ばれる（Chuine, 2010）
.

ルを適用し, 低温要求による植物の頑強なフェノロジー

フェノロジカル・トレードオフが存在する場合, 季節

調節の可能性を示した. また, 複数の環境シグナルが相

的応答のタイミングには生育環境それぞれに対応して最

補的に作用している可能性を想定し, 上述の日長や気温

適値が生じると予想される（Chuine, 2010）
. そのよう

をモデル内に組み込んだ動的モデルも構築され, より柔

な例は北欧の古典的な研究にてすでに報告されており,

軟 な 応 答 予 測 も 試 み ら れ て い る（Leinonen 1996；

北方樹木の冬芽形成タイミング（秋の応答の１つ）には

.
Kramer et al. 2000）

生育環境に応じた違いがあることが示されている

しかし, このような予測が同一種内で一意にできない
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場合もある. たとえば, 遺伝的変異など, 環境以外の内

部では低地帯（標高約 100m）から標高約 1600m にか

在的要因によってフェノロジー応答が規定されている場

けて幅広い垂直分布を示す. 本種は北方林を構成する主

合である. 北方樹木の中には, 生育環境に対して集団特

要極相種で, 冬期には着葉したまま高い耐凍性を発揮

異的な適応（局所適応）を示す種がいることも知られる

し, 年間最低気温−25℃にも達する寒冷な環境下でも生

（Savolainen et al., 2007；Mimura and Aitken, 2010；

育することができる（図 1a）
. また, 北海道ではカラマ

. 同一種内でも緯度や標高の
Ishizuka and Goto, 2012）

ツと並ぶ造林面積を誇り, 林業的にも重要な樹種であ

異なる集団間で秋の耐凍性獲得といったフェノロジーに

る. これまでの研究から本種が標高に沿って遺伝的変異

明瞭な遺伝的変異が認められることは, 多くの北方林針

を示すことが知られ, 成長や生残（倉橋・濱谷, 1981；

葉 樹 で 報 告 さ れ て お り（Worrall, 1983；Rehfeldt,

Goto et al., 2011；Ishizuka and Goto, 2012）, 耐病性,

1989 ；Morgenstern, 1996；Beuker et al., 1998；Olek-

耐 鼠 性 と いった 生 物 害 抵 抗 性（倉 橋・濱 谷, 1981；

syn et al., 1998；Howe et al.,2003；Savolainen et al.,

Saho et al.,1994）, 最大耐凍度（Eiga and Sakai,1984）

, それが自生地への適応に
2004；Notivol et al., 2007）

といった形質において標高変異が検出されている. その

関連していることを示した研究もある（Skr ppa and

中でも, 1974年より東京大学北海道演習林において実

. 緯度に
Magnussen,1993；Mimura and Aitken,2010）

施されている標高間相互植栽試験は, 本種の成長と生残

沿った遺伝的変異の場合, フェノロジーの違いには日長

にどれだけ遺伝的な影響と環境の影響があるか同時に評

シグナルに対する集団間の応答の差異が寄与していると

価し, 自生標高域への適応を知る貴重な試験となってい

指摘される（M orgenstern, 1996；Kohmann and John-

る（Ishizuka and Goto, 2012）. この試験では, 北海道

sen, 2007）. 一方, 標高に沿った遺伝的変異の場合に

中央部にある富良野市の大麓山（1459m）を舞台に,

は, 標高間で大きく変わる気温が, 標高間で一定の日長

230m から 1200m までの標高傾度の中で標高の異なる

よりも重要だと言われる（Korner, 2007）
. しかし, 気

８つの由来集団が設定され, それらを種子源として得た

温への応答機構の差異が集団間のフェノロジーの違いに

苗木が, 同じ標高傾度内に標高別で設定した６つの植栽

寄 与 す る と 示 唆 し た 研 究 は あ る も の の（Worrall,

試験地へと植栽されている（倉橋・濱谷, 1981）
. そこ

, 気温に関連したシグナルは単純ではないため,
1983）

で本研究では, 現存する標高間相互植栽試験を利用し,

どのような気温の応答機構がどの程度影響するかといっ

耐凍性獲得に関する遺伝的変異を調べることとした. 本

た定量的な評価は十分ではない. 温度応答モデルの有効

種の変異は標高域が離れた場合ほどより明瞭に観察でき

性を指摘した Timmis et al.（1994）の研究においても,

る（Ishizuka and Goto, 2012）. そこで, 効率的に耐凍

標高の異なる集団間でのパラメータの違いを検出するに

性関連形質を測定するため, 分布標高域にまたがるよう

は至らなかった. ただし, 明瞭な標高変異を示す材料を

に, 現存個体数を加味しながら試験地・集団数のそれぞ

もとにモデルアプローチを行った Ishizuka et al.（2015)

れ半数を選定し, 本研究の対象として用いた. 選定した

の研究では, 温度応答モデルで耐凍性獲得タイミングを

試験地は 230m 試験地, 730m 試験地, 1100m 試験地

良く記述でき, モデルに組み込んだ温度関連シグナルの

で, 集団はそれぞれの試験地に生育する 340m 集団,

中に応答調節に関わる集団間変異が認められることが明

530m 集団, 930m 集団, 1200m 集団と し た（試 験 地

らかになった. これによって, 環境シグナルによるフェ

名, 集団名はそれぞれ, 試験地が設定された標高, 種子

ノロジー調節機構の中に遺伝的変異を仮定することの有

の由来する集団の生育する標高を付して示す）. さらに,

効性が新たに提唱された（Ishizuka et al., 2015）.

それぞれの試験地において１集団あたり健全な 5〜6個

そこで本稿では, 著者らの最新事例（Ishizuka et al.,

体を試験材料に選び, これを反復処理として扱った. 供

2015）をもとに, 北方樹木の低温への適応, とくに耐凍

試個体は合計で 65個体となった（３試験地×４由来集

性獲得タイミングの理解に向けたモデルアプローチと,

団×5〜6個体）
. これらの供試個体を用い, 既存の方法

想定される遺伝的変異の定量化の試みを紹介する. 改変

（Eiga and Sakai,1984；Lindgren and Hallgren,1993）

した温度応答モデルの説明をする中で, 温度を中心とし

に沿った凍結試験を行った. なお, 供試個体は試験を

て北方林の樹木集団がそれぞれどのような適応を発揮し

行った時点で 37年生であった.

てきたか仮説を提示したい.

2010年 10月から 11月にかけて供試個体を用いて時
期別の凍結試験を行った. １回の凍結試験は以下の手順

. 研究事例の紹介
3.1 材料と凍結試験

で行われる；供試個体から日当たりのよい健康なシュー
ト（枝）を採取する. １年生枝（枝の先端）の全体が露
出するように湿らせたロックウールに挿し, ５℃の暗室

本研究では常緑針葉樹でモミ属のトドマツ（Abies

にて一晩静置する. ５℃より２℃/時の速度で温度を下

sachalinensis）を研究材料として用いた. 本種はシベリ

げ, 設定温度に達したらそのまま４時間暴露する. 低温

アから北海道にかけて広域に分布し, また, 北海道中央

暴露の後, ２℃/時で５℃に戻し, 14日間静置する. そ
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s の光照射を行う明条件と光を照

50％の針葉が褐色化, 3；51〜75％の針葉が褐色化, 4；

射しない暗条件とを 12時間単位で繰り返す. 以上の凍

76％以上, もしく は 全 て の 針 葉 が 褐 色 化（図 1b 左）
,

結試験は北海道大学低温科学研究所において実施した.

という５段階のスコア化によった. このスコア評価は,

なお, 設定温度は試験地における年間最低気温よりもや

例え ば ク ロ ロ フィル 蛍 光 収 率（F /F 値）と いった,

や低い−30℃とした.

より定量的な植物の光合成生理活性と密接な関係があ

本種が十分な耐凍性を獲得する過程を評価するため,

り, 簡便で効率的な評価方法である（Lindgren and

凍結試験は約２週間おきに３回行い, 順に test 1, test
2, test 3 とした. それぞれにおけるシュートのサンプ
リ ン グ 日 は 2010年 10月 12日, 26日, 11月 11日 で
あった. 凍結試験後, 本種を含む常緑針葉樹では針葉の
褐色化が観察された（図 1b）. 褐色化の程度は凍結処理
による凍害の程度を示すことが知られる（Eiga and
.そ
Sakai, 1984；Leinonen, 1996；Greer et al., 2000）
こで, 耐凍性を評価するため, 供試枝の１年生枝に着生
する１年生葉の褐色割合を測定した. 測定は褐色した１
年生葉の割合に基づいて, 0；褐色した針葉なし（図 1b
右）, 1；シュートの 1〜25％の針葉 が 褐 色 化, 2；26〜

図 1：(a）調査地の高標高域におけるトドマツ. 2010年 11
月 11日 標 高 1100m に て 撮 影. (b）凍 結 被 害 度 の 異 な る
シュート. 左が被害度 4（枯死）
, 右が被害度 0（健全）を示
す.
Figure 1：(a) Study species, Abies sachalinensis, in high
elevation area (1100 m a. s.l.)at 11th November,2010.(b)
Examples of shoot representing different scores of frost
damage.The score of frost damage;4 for left shoot (dead),
0 for right one (no damage).

図 2：トドマツの標高別植栽試験生育個体を用いた, 時期別
の植栽試験地, 由来集団ごとの凍結被害度. (a）test 1 にお
ける凍結被害度（シュート採取日；10月 12日）
, (b）test 2
における凍結被害度（シュート採取日；10月 26日）, (c）
.
test 3 における凍結被害度（シュート採取日；11月 11日）
各図内の被害度は, サンプルの由来集団の標高と, サンプル
の生育する試験地の標高に沿って並べた. 同じ色のバーはサ
ンプルの由来する集団が同じことを示す. test 3 では, 積雪
により 1100m 試験地の枝採集ができなかったためにデータ
がない. 値は供試サンプルの平均で, エラーバーは標準誤
差. はその集団の全サンプルで被害がみられなかった（凍
結被害度＝0）ことを示す. 転載許可を受け, Ishizuka et al.
（2015）より改変して示した.
Figure 2：The score of needle freezing damage after a
freezing test at −30℃ of each testing population from
three planting sites:(a)test 1 (shoots sampled on 12 October), (b) test 2 (shoots sampled on 26 October), (c) test 3
(shoots sampled on 11 November). The damage score is
arrayed and colored according to the elevation of the
planting sites and that of the tested populations.Data were
absent in site 1100-m in test 3, due to the snow blockage.
Error bars indicate SE. In the graph, undamaged populations are represented by marks.M odified from Ishizuka
et al. (2015)with permission.
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. 本種で
Hallgren,1993；Cunningham and Read,2006）

1989 ；Skr ppa and Magnussen, 1993；M imura and

も同様に F /F 値と有意な相関が見出されている（Ish-

. とくに Rehfeldt（1989）は, トガサワ
Aitken, 2010）

izuka et al., 2015）. 本研究では以降, 測定した針葉の

ラ属一種（P.menziesii var. glauca）を用いた解析か

褐色度を「凍結被害度」と呼ぶ.

ら, 耐凍性が高いほど成長量が劣るという耐凍性獲得と

供試個体の３回にわたる凍結試験の結果を図２に示

成長との間の負相関が, 標高の異なる集団の間に見出せ

す. 試験回, 試験地, 由来集団の違いによって, 凍結被

ることを報告し, 標高適応に関わることを指摘した. 寒

害度の平均は０から４までばらついた. 図２からは, 試

冷で早期の霜害リスクが高い自生環境下, すなわち高標

験回を経るほど凍結被害度が小さくなる, 同じ試験回で

高や高緯度環境, では早い耐凍性獲得が有利な一方, 霜

も試験地の標高が高いほど凍結被害度が小さい, 同じ試

害リスクが低い環境下では成長に費やし耐凍性獲得が遅

験地内でも由来集団の標高が高いほど凍結被害度が小さ

いほうが有利なため, タイミングの変異は生育する環境

い, といった傾向が読み取れる. 340m 集団に着目する

への進化的適応の結果を示すと示唆される. トドマツが

と, test 1 では 230m 試験地に生育する個体は−30℃の

示した耐凍性獲得タイミングの遺伝的変異もそれらと矛

凍結処理で全て褐色となった（凍結被害度；4）が, 730

盾していないと考えられた.

m 試験地, 1100m 試験地のそれはそれぞれ平均 2.5±
0.5, 2.2±0.4と, ある程度の耐凍性があったことを示

3.2 温度応答モデルの構築

した. test 2 では, 230m 試験地の生育個体は被害度が

上述したように, トドマツの秋期の耐凍性獲得タイミ

４のまま変化なかったが, 730m 試験地のそれは平均

ングは, 試験地環境の違い, ならびに由来集団の違いに

0.7±0.5, 1100m 試験地のそれは全く褐色被害がみら

応じて変動したことが明らかになった. そこで, このよ

れず, 被害度が全てで０となり, さらに耐凍性が高まっ

うな耐凍性獲得の過程をモデルによって評価し, より詳

たことを示した. test 3 では, 230m 試験地の生育個体

細に応答の調節機構を明らかにすることを試みた. 同時

においても被害度の低下がみられ, 平均 0.4±0.2とな

に, 本種の示す遺伝的変異は, 調節機構のどのような部

り, また 730m 試験地のそれも褐色被害を示さず, こ

分の違いで説明されるのか, モデル内のパラメータ推定

の時点までに−30℃に対する耐凍性を十分に有していた

をもとに検証した.

ことを示した.

植物の馴化プロセスを記述するモデルは複数あり, シ

凍結被害度に有意な試験回, 試験地, 由来集団の効果

グナルとなる外的要因が異なる. 本研究の場合, 比較的

があったことは, 三元配置分散分析でも確かめられた

狭い地理スケール内の標高間で遺伝的変異がみられたこ

（Ishizuka et al.,2015）. 結果より, 本種が秋期に徐々に

とから, そのスケールでも変化しうるシグナルとして,

耐凍性を高め, −30℃にも耐えるようになること, その

日長ではなく, 気温が有効だと想定された. そこで本研

耐凍性獲得タイミングには環境の効果と遺伝の効果の両

究では, 温度応答モデルの適用を試み, さらにモデルを

方が影響したことが示された. また, 検出された遺伝的

発展させて種内変異の推定ができるか検証した. 各試験

変異には, 由来集団の標高が高いほど早く耐凍性を獲得

地の気温は, 試験地内に設置したデータロガーにより１

するという標高クラインが認められ, 試験地の標高が高

時間ごとに記録され, 通年のデータが揃う（Ishizuka

いほど耐凍性獲得タイミングが早いという環境の効果と

and Goto,2012）. 2009〜2010年のデータによれば, 230

共通の標高効果のパターンを有していた. 相互植栽の手

m 試験地, 730m 試験地, 1100m 試験地の年平均気温

法で, 環境と遺伝の効果に共通の傾向（クライン）が検

はそれぞれ 6.53℃, 3.81℃, 1.99℃で, 初めて氷点下

出できれば, 自生環境に対する適応的な変異が存在する

以 下 と なった 日 は そ れ ぞ れ 10月 27日, 19日, 18日

証拠になるとされる（Bayrs et al., 2007）
. すなわち,

だった. また, 試験地がある山腹斜面では, 100m の上

本研究の結果は, 標高に沿った耐凍性獲得タイミングの

昇ごとに 0.51℃の気温低下があると算出されてい る

変異が標高適応と関連した形質であったことを示唆して

（Ishizuka and Goto, 2012）
. モデルにはこれらの気象

いる.

データを用いた.

実際, 北方域に生育する他のモミ属樹木やマツ属樹木

構築する温度応答モデルの概略は図３に示す通りであ

（Pinus）
, トウヒ属樹木（Picea）やトガサワラ属樹木

る. この温度応答モデルでは, 季節的な気温変動の中か

（Pseudotsuga）を用いた既往研究においても, 野外の気

ら, とくに気温の低下といった温度シグナルを受けて植

温低下, もしくは日長変化に応答し, 時間の経過ととも

物の生理応答が進むというプロセスを仮定している. そ

に段階的に耐凍性を高めていく応答が知られている

の最も重要な部分である気温への応答は図 3a 上図にお

（Worrall, 1983；Timmis et al., 1994；Aitken and

いて表現される. 気温には大きな季節変動があるもの

Hannerz, 2001；Bigras et al.,2001；Savolainen et al.,

の, 野外で観測される気温は, 日長とは異なり, 複雑な

. また, この応答には生育環境に対応した種内の
2004）

日内・日間変動を示すため, 一時点の気温から季節を窺

遺伝的変異があるこ と も 指 摘 さ れ て い る（Rehfeldt,

い知ることは非常に困難である（Aikawa et al.,2010）
.
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図 3：気温応答を用いたトドマツの凍結被害度予測モデルの概念
図. (a）秋期における時間別気温変化（上図）と閾値温度をもと
に 蓄 積 さ れ る 低 温 積 算 量 の 時 間 変 化（下 図）. (b）順 序 ロ ジ ス
ティックモデルが示す積算低温量と凍結被害別の確率の総和との
関係. (c）１時点における凍結被害度別の推定確率の算出. (d）
低温積算量と凍結被害度別確率の関係への変換. (e）予測される
凍結被害度の推移. 凍結被害度は−30℃に曝された葉の被害度を
示し, 最大値４は葉がすべて褐変した状態. 本モデルは時間の経
過に伴って低温積算量が増加し, それにより耐凍性が高まる過程
を想定した. 同時に, モデル内の２パラメータにおいて標高変異
を想定し, これらについても統計学的に検証した（本文参照）. 転
載許可を受け, Ishizuka et al.（2015）より改変して示した.
Figure 3：The concept of the modeling approach of plantsʼ
thermal response to predict the expected freezing damage of
Abies sachalinensis. (a)The time series changes in the field air
temperature in autumn (upper), the time series changes in the
cumulative sum of chilling (lower).(b)The cumulative probability of the freezing damage estimated by the cumulative sum of
chilling on the basis of an ordinal logistic model.(c)The probabilities of each of the scores of freezing damage at a given
time-point. (d) Calculation of the probability of a particular
freezing damage from graph b. (e) The development of cold
hardiness on the basis of the decrease of the freezing damage.In
the present study, two elevational variations were assumed in
the models the genetic variations, and statistically examined.
M odified from Ishizuka et al. (2015)with permission.

その転写調節領域でのヒストン修飾（メチル化やアセチ
ル化）とその維持機構が, 一定期間内の気温シグナル蓄
積の役割を担う, という制御機構である. 本研究対象種
においても同様に, 直前までの気温シグナルを蓄積して
タイミングを調節する機構があると考えた. 温度応答モ
デルにおいては, ある閾値温度を下回る気温を「低温シ
グナル」として植物が受容し蓄積する, というプロセス
で記述される. また, 気温と閾値との差分によって受容
するシグナルの大きさが記述される. 図 3a では例とし
て, ある閾値温度を下回る気温をとった期間が, ある時
間（time i）までに３回訪れた場合を模式的に示した.
閾値以下の気温を経験することでその程度に応じた低温
シグナルの蓄積があり, 時間の経過とともに低温蓄積量
が不規則に増加していく（図 3a 下図）. 耐凍性はこの
低温蓄積量によって決まると考えると, 温度応答モデル
は以下の関係式に従う；
y〜∑

T −tmp ×θ

(1)

式中, y は時間 i における−30℃での凍結被害度（0〜
しかし, 植物には, 複雑で予測しにくい気温をシグナル

4）で, 耐凍性の程度を表す指標である. 右辺は時間 i

にして, 適切なタイミングで生理応答するメカニズムが

における低温蓄積量を表し, T が閾値温度, tmp があ

存在すると予想される. シロイヌナズナ属（Arabidop-

る時間 n における気温, θが０か１をとる条件変数と

sis）草本を用いた Aikawa et al.（2010）による分子遺

なる. θは, もしも気温が閾値温度よりも高ければ０,

伝学的な実証研究では, 植物がある一定期間前から直前

低ければ１をとり, 閾値温度とある時間 n の気温との

までの温度シグナルを蓄積し, その多寡によって季節的

差分が低温シグナルとして蓄積されるかどうかを表す.

応答（ここでは開花応答）を調節していると指摘され

したがって, 気温が閾値温度よりも高い場合には差分は

た. そのような調節はエピジェネティックな制御によっ

０となり, 低温蓄積量は増加しない. この差分（もしく

て説明できると言われる（Schmits et al., 2008）
. すな

は０値）を時間 i まで総和したものが右辺の変数とな

わち, 表現型応答の発現に関与する DNA 領域, ないし

る. ただし, y として用いた凍結被害度はスコア値なた

87

耐凍性獲得タイミングと遺伝的変異

め, 必ずしも数値間の間隔が一定とは限らない. そこ

異が明瞭な標高クラインを示していることから（図 2；

で, 目的変数（y）が順序変数の場合に適切な解析がで

Ishizuka and Goto, 2012）, 標高の変数で記述できると

きる順序ロジスティックモデルをこの温度応答モデルに

想定した. ２つの候補変異のうち, 前者は図 3a 内に示

適用した（Frank and Harrell, 2001）
. 本モデルでは,

した通り, 閾値温度の違いをモデルで直接推定する. 後

順序変数 y が d 以上の値をとる確率を回帰する. その

者については, 低温要求量が異なることで低温積算量と

ため, 変数間の間隔が一定でなくても柔軟なデータ分析

凍結被害度確率との関係も変化することが予想されるた

を行うことができる. モデル式は誤差が二項分布に従う

め, 図 3b 内に示した通り, モデル内に加えた変数で確

と仮定し, 線形予測子はロジスティック式に基づくとし

率の違いを説明させて, 間接的に推定することとした.

て, 以下のように記述される；

したがって, 改変した温度応答モデルは, (1), (2)式を
もとに以下で表される；

P
式中, P

＝logistic z

＝ exp z
1＋exp z

は y が d 以上となる確率（0 P

(2)
1）
,zは

説明変数を含んだ線形関数を示す（式構造は後述の(4)
式参照）. 低温積算量をモデルの変数として与えた場合,

P

＝logistic z

z

＝R

R

＝β＋ γ×elv

＋ α×∑

T −tmp ×θ

T ＝δ＋ κ×elv

(4)

出力結果は図 3b のようになる. モデルで仮定したすべ

式中, α, β, γ, δ, κの項がモデル解析によって推定

ての d に対して独立でパラメータ推定が行われるため,

する未知のパラメータ項である. P

図に示すように, 順序変数の性質に適合した柔軟な推定

ける, 試験地 j の集団 h が示す被害度 d 以上の確率で

が可能である. このモデルの出力結果から, 時間 i にお

ある. z

ける凍結被害度別の推定確率（P

規定する R

；d ＝0,1,2,3,4）

は時間 i にお

は(2)式の通り線形関数で, 低温要求量を
項と低温蓄積量の項を持つ. モデル内

を算出することができる（図 3c）
. これは以下の式に基

の R , T 項はさらに, 集団 h が由来する標高（elv ）

づく；

の変数を持ち, これらから集団間変異が説明される.
P

＝P

−P

ただし, d のとりうる範囲から, P

(3)

想定したすべてのパラメータが被害度に影響するとは限

と同値と

らないため, あらかじめ変数選択を行うことした. AIC

して扱った. このような, 積算確率から個々の確率への

（赤池情報量規準）に基づき, 最も AIC を低くするモデ

分解を, とりうる時間 i すべてで行うことで図 3d の結

ルを最適モ デ ル と し て 採 用 し, パ ラ メータ を 決 め た

果を得られる. この出力結果をもとに, ０から４の値を

（Johnson and Omland, 2004）
. また, モデルは階層構

取りうる凍結被害度期待値 yʼ
を, 以下の式によって算

造 を と り, 一 度 に 全 パ ラ メータ セット（α,β,γ,δ,

出する；

κ）の最尤推定ができなかったため, グリッドサーチと
＝∑
yʼ

はP

(4)式を用い, 統計的にパラメータの推定を行うが,

d ×P

(4)

最尤法を併用することで変数選択とパラメータ推定を
行った. その方法は以下の通りである. まず, (δ,κ）

これをとりうる時間 i すべてで行うことで, 時間の経過

のパラメータを固定して残りのパラメータの最尤推定を

に伴う凍結被害度の変化が得られる（図 3e）
. たとえ

行い, 変数選択で不要なパラメータがあるか検証すると

ば, i から iʼ
に時間経過した場合に変化する凍結被害度

ともに，このセットにおいて最も AIC を低くするモデ

をモデルから推定する. 時間の経過に伴って低温積算量

ルを出力させる. この試行を, 実測値から逸脱しない範

が増加するため, それに対応して図 3b の x 軸上の位置

囲内で生成した任意の（δ,κ）値に対して行う. δ＝0,

が移動する. その結果, 凍結被害度別の推定確率の構成

ないし κ＝0の場合も含めて, とりうる全ての（δ,κ）

割合が変化する（図 3c,d）
. そのため, それらをもと

セットで推定される最良モデルの AIC を比較し, これ

に算出される凍結被害度期待値も被害度が低くなる方へ

らの中で最も AIC を低くするモデルを最適モデルとし

と移行し, リーズナブルな推定結果を得られると予想さ

て採択し, このときの（α,β,γ,δ,κ）セットを決定

れる.

する. 本研究では, 集団間変異として２つの変異（パラ
メータ γ,κ）を推定したが, 変数選択の結果それらが

3.3 遺伝的変異の仮定とモデルの選抜
続いて, 温度応答モデルを改変し, 変数内に集団間変
異を組み込んだ. 本研究では, 以下の２つの応答の差に

排除される可能性もある. そこで, 最後に, 最適モデル
のパラメータから, どの変数が残り, どのような応答に
集団間変異が予測されたか確認した.

よって集団間変異が説明できると考えた；閾値温度 T

さらに, 採択された最適モデルを用いて, 推定される

が集団間で異なる, 耐凍性獲得に必要とする低温要求量

集団間変異の効果の大きさを環境変化に対する効果の大

が集団間で異なる. また, 集団間変異は, 本種の遺伝変

きさと比較し評価した. 本モデルでは, 集団間変異は標
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高に沿った傾向として表される. そこで, あるリファレ
ンスとなる由来集団と生育環境データを与え, そこから
由来集団の標高を一定分上昇させたときの耐凍性獲得タ
イミングの変化をモデルで予測した. また同時に, 由来
集団を固定し, 同じ標高分上昇させた生育環境データを
与えたときの変化も予測した. リファレンスとして与え
た生育環境データには, 時間別の測定全地点平均の値を
用いた. また, 上昇させる標高は便宜的に 500m とし,
変化を評価しやすいように大きめに設定した. 得られた
結果を比較し, 同じ標高の変化によってそれぞれどの程
度耐凍性獲得タイミングの変化が生じるか調べた.
なお, 統計解析は R 2.12.2を用い, 本研究で使用し
た順序ロジスティックモデルはパッケージ rms によっ
た（R Development Core Team, 2011）.
3.4 最適な温度応答モデル
モデル解析から, AIC が最も低いモデルが採択され
た. 最適モデルが推定したパラメータセットを表１に示
す. 変数選択の結果, どの変数も排除されることがな
く, 想定した２つの集団間変異はともにパラメータが推
定された. モデル自体が有意なあてはまりを示したこと
は尤度比検定で確かめられた（Ishizuka et al., 2015）
.
閾 値 温 度 の 項 に か か る 由 来 集 団 の 標 高 効 果（κ）は
0.0024で（表１）
, 正の値だった. これは由来集団の標
高が高いほど閾値温度も高い傾向があったことを示す.
最も標高差の大きい 340m 集団と 1200m 集団の間では
閾値温度に 2.1℃の違いがあったことが推定された. ま
表 1：最適モデルとして選択された温度モデルのパラメータ
.
モデルは大きく低温積算量（R ）と閾値温度（T ）の項で構
成され, それぞれの項には由来集団の効果として標高が変数
として与えられる. 最適モデルの探索にあたって, R は最尤
推定, T はグリッドサーチで推定した. 詳しいモデルの記述
は本文参照. 転載許可を受け, Ishizuka et al.（2015）より
改変して示した.
Table 1：Output best fitted temperature-dependent model
A temperature-dependent model is mainly composed of the
sum of chilling requirement (R)and the threshold temperature(T)with the effects of elevation of seed source populations. The best fitted model is determined on the basis of
the result of maximum likelihood estimation in R and a
grid-search in T (see in manuscript).M odified from Ishizuka et al. (2015)with permission.
変数

推定係数

標準誤差

P値

−0.0012

0.0001

＜0.0001

（低温積算量の項)
（d＝0)
0
β
（d＝1)
8.6566
（d＝2)
7.2612
（d＝3)
5.5177
（d＝4)
4.8055
γ（由来集団の効果) −0.0016

−
1.0200
0.9287
0.8050
0.7677
0.0006

−
＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
0.0051

α（切片項)
R

T （閾値温度の項)
δ
κ（由来集団の効果)

14.0
0.0024

図 4：最適モデルとして採択された温度応答モデルのアウト
プット. 230m 試験 地 の 気 温 と, 230m 試 験 地 に 生 育 す る
340m 集団, 1200m 集団を例としてモデルの出力結果を適
用した. (a）それぞれの集団が積算する低温量の視覚化. 低
温量として積算する値は色塗りの領域で近似でき, 気温の時
間変動と閾値温度との差分で求められる. 340m 集団が積算
する低温量は黄色, 1200m 集団のそれは黄色と水色の和で
示した. 三角で示した３時点で凍結試験用のサンプリングを
行った. (b）時間の推移に伴う, それぞれの集団の低温積算
量の増加. 凍結被害度確率の推定モデルの変数にはこの低温
積算量を用いた. (c）340m 集団における凍結被害度別確率
の時間変化. (d）1200m 集団における凍結被害度別確率の
時間変化. 転載許可を受け, Ishizuka et al.（2015）より改
変して示した.
Figure 4：The application of field data to the best-fit
temperature-dependent model and its output.(a)The field
air temperature at 230-m planting site,with the estimated
threshold temperatures of 340-m and 1200-m populations,
as examples. The temperature being accumulated for
340-m population is shown in yellow, and that for 1200-m
population is the sum of yellow and blue.The triangles in
this graph denote the dates of shoot sampling. (b) Estimated changes in the cumulative sum of chilling of 340-m
and 1200-m populations. (c,d) The time series changes in
the probabilities of each damage score for population
340-m and 1200-m,respectively.M odified from Ishizuka et
al. (2015)with permission.
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た, 低温積算量の項にかかる由来集団の標高効果（γ）

ナルが存在し, フェノロジー調節を司っていることが推

は−0.0016で負の値だった. これは, 由来集団の標高

察されている（Cannell et al.,1985；Repo et al.,1990；

が高いほど低温要求量が低く, 少ない低温積算量で十分

Timmis et al.,1994；Hannerz,1999 ；Linkosalo et al.,

な耐凍性を獲得する傾向があったことを示す. これらモ

.ま
2006；Hanninen et al.,2007；Aikawa et al.,2010）

デルの出力結果を 230m 試験地内の 340m 集団, 1200
m 集団を例に図４に示した. 閾値温度の違い（図 4a）
によって実際の気温変動の中で受容する低温シグナルの
量が集団間で異なった. そのため, 低温積算のパターン
にも差異が生じ, 1200m 集団の蓄積量は常に 340m 集
団のそれより多く, 時間が経過するほど蓄積量の差も大
きくなった（図 4b）
. これによって, 推定される被害度
確率にも集団間差異が生じた. ピークを示す被害度が順
に小さくなっていく基本的なパターンは２集団で共通し
ていたものの, ピークを示す日時に差異があり, 1200
m 集団はより早いタイミングでピークを迎えたことが
示された（図 4c,d）. すなわち, 高標高集団ほど, 高
い閾値温度でより多くの低温シグナルを受容し, さらに
低い低温要求量によってより少ない低温蓄積で耐凍性を
高めるという, 標高に応じた変異を認めることができ
た.
これらの変異の効果によって, 高標高集団は低標高集
団よりも早いタイミングで耐凍性を獲得すると考えられ
た. このことは, モデルを用いて算出した凍結被害度の
時間推移図に明瞭に示される（図 5a）
. 図 5a の通り,
同じ試験地内に生育する個体は由来する標高に沿って耐
凍性獲得タイミングが異なっており, 被害度が初めて２
を下回るタイミングを比較した場合, 340m 集団は最も
早い耐凍性獲得を示した 1200m 集団から 13日遅れる
ことが推定された. 標高に沿った同様のパターンは, 試
験地別の凍結被害度推移図においても認められた（図
5b）
. 標高の高い試験地ほど気温が低く, 低温蓄積量は
より多くなるため, それに伴って早い耐凍性獲得がある
ものと推定された.
温度応答モデルを応用し, 集団間変異と環境変化の効
果を比較した（図 5c）
. リファレンスデータから, 試験
地環境, 由来集団それぞれの標高を 500m ずつ上昇さ
せ, 凍結被害度の時間推移を示した結果, それぞれの予
測値を示す２つの線は重なるような推移を描いた（図
5c）. 被害度が初めて２を下回ると予想された日は, 生
育環境を 500m 高標高側へシフトさせた場合と由来集
団をシフトさせた場合とで１日の違いがあるのみだっ
た. すなわち, 生育環境が高標高になっても, 集団が高
標高集団になっても, ともに耐凍性獲得タイミングは早
くなり, 集団間変異の効果の大きさは環境変化に対する
効果の大きさと似ていると解釈された.
3.5 考察
植物のフェノロジーを予測するモデルは複数考案され
ており, それらのモデルより, 駆動因子となる環境シグ

図 5：最適モデルより予測した凍結被害度の時間別推移と,
その集団間, 試験地間差異. 2010年の実測気温データをも
とに−30℃における凍結被害度を予測して示した. (a）230
m 試験地に植栽された全対象集団（340m, 530m, 930m,
1200m 集団）の集団別凍結被害度変化. 本種の耐凍性獲得
タイミングにおける遺伝的変異を示す. (b）全植栽試験地
（230m, 730m, 1100m 試 験 地）に お け る 340m 集 団 の 試
験地別凍結被害度変化. 本種の耐凍性獲得タイミングにおけ
る可塑性, すなわち環境の影響を示す. (c）凍結被害度変化
における 500m の標高変化の影響. 2010年の時間平均気温
（標高別の実測値から算出）を用いて, リファレンスタイプ
から由来集団の標高を 500m 増加させた場合と, 植栽試験
地の標高を 500m 増加させた場合の凍結被害度の推移をシ
ミュレートした. 転載許可を受け, Ishizuka et al.（2015）
より改変して示した.
Figure 5：The time series decreases of the freezing damage estimated on the basis of the best-fit model, and its
variations among populations and/or planting sites. The
field air temperature recorded during autumn 2010 is used
to estimate the freezing damage if plants are exposed to
−30℃. (a) Estimated changes are shown for all tested
populations (230,530,930,1200-m)transplanted at a 230-m
site, which refers to the genetic variation. (b) Estimated
changes are shown for 230-m population transplanted at all
tested sites (230, 730, 1200-m site), which refers to the
plasticity as a result of the environmental responses. (c)
Estimated changes are drawn using the simulated freezing
damage of the reference type and that of pseudo population (500 m upward in elevation of the population), and
pseudo planting site(500 m upward in elevation of the site)
to compare the magnitude of genetic and environmental
effects. Modified from Ishizuka et al. (2015) with permission.
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た, 共通圃場試験等により, フェノロジー応答には同一

, たとえば気温に加えて日長といった複数の環境
2002）

種内でも遺伝的変異があり, 生育する環境に対応してい

シグナルの効果を扱う動的モデル（Leinonen, 1996；

ることも指摘される（Rehfeldt, 1989 ；M orgenstern,

Kramer et al., 2000）を用いて, よりよいモデルの検討

1996；Oleksyn et al., 1998；Aitken and Hannerz,

をしていく必要もあるだろう.

2001；Howe et al.,2003；Notivol et al.,2007；M imur. 本研究では, 標高という狭い地理
a and Aitken,2010）
的スケール内における耐凍性獲得タイミングとその遺伝
的変異を明らかにするため, 標高間で大きく変わる温度

4. まとめ
北方林の常緑樹木が示す秋期の耐凍性獲得は寒冷環境

環境を駆動因子として想定し, 温度応答モデル（Tim-

への適応に必須だが, 光合成活性の低下を伴うため, 凍

mis et al.,1994；Aikawa et al.,2010）の応用を試みた.

害回避と成長の間にフェノロジカル・トレードオフが生

低温要求機構を組み込むことで, 温度に強く規定される

じうる（Chuine, 2010）. このトレードオフが存在する

春期・秋期フェノロジー（Chapin et al.1993；Hannerz

場合, 常緑樹木の示す耐凍性獲得は自身の生育環境に最

1999 ）の予測に有効とされた温度応答モデルは, トドマ

も適したタイミングになっていると予想される. 本稿で

ツの秋の耐凍性獲得応答に対しても良くあてはまり, 低

紹介した Ishizuka et al.（2015）の研究では, 常緑針葉

温シグナルの蓄積をもとに比較的長期間の気温変動で応

樹トドマツの標高別植栽試験から材料を得, 時系列の凍

答を調節する機構が本種にもあったことが示された. さ

結試験を行うことで, 耐凍性獲得タイミングにおける適

らに, モデルを検討した結果, モデルの構造内に集団間

応的な遺伝的変異を検出した. 温度応答モデルを用いた

差異が認められることも明らかになり, 本種の耐凍性獲

検討からは, 低温シグナルに応答し, 低温の蓄積に応じ

得タイミングが温度依存の応答機構における遺伝的変異

て耐凍性が徐々に高まる, 温度依存の応答調節機構の存

によって調節されうることが示された.

在が示された. また, モデル内で遺伝的変異の定量化を

フェノロジーの遅速が閾値温度に関連した遺伝的変異

試み, 各集団の適応的なタイミングの違いには閾値温

で 説 明 で き る こ と は, 過 去 の 研 究 で も 指 摘 さ れ る

度, 低温要求量の両因子による遺伝的制御が関与したこ

（ Worrall, 1983）. 北 方 針 葉 樹 の ２ 樹 種（ Abies

とも示唆された. ここで示された例のように, 北方林の

amabilis, A. lasiocarpa）の開葉フェノロジー（春期の

常緑樹木の中には, 環境変化に応じた可塑的な応答を可

季節的応答）には種間差と種内の集団間差が認められる

能にする調節機構と適応進化の中で固定された遺伝的な

が, Worrall（1983）は気温への応答に着目し, それぞ

応答調節機構の, ２つの調節機構を見出すことができる

れの樹種・集団が異なる閾値温度を有することでこれら

と推察される. ただし, これら両機構の程度は, フェノ

の応答の差が説明できると考察した. 高い閾値温度は低

ロジカル・トレードオフの制約の強さが違う樹種間では

温シグナルに対する応答感度が高いことを意味し, より

異なっていると予想される. それには, 対象種の進化的

早いタイミングでの応答につながると考えられる. しか

系統位置や, 分布する標高幅, ないし（標高以外の影響

し, そのような応答調節は, 低温要求量に遺伝的変異を

による）生育環境幅の大きさなどが影響しうるだろう.

想 定 す る こ と に よって も 説 明 で き る 可 能 性 が あ る

環境適応に密接に関わる耐凍性獲得応答の理解を深める

（Hannerz,1999;Jones et al.,2013）
. 本研究のモデル解

ことは, 北方林の将来動態の予測にも有用だと考えられ

析によって両因子の寄与を定量的に評価したところ, ト

る. 今後, 同属他種や分布環境が重複する他属樹種な

ドマツでは, 閾値温度と低温要求量の両方に遺伝的変異

ど, 他の北方林樹種を対象にモデルアプローチの適用を

が認められることがわかった. 高い閾値温度による低温

広げ, 環境と遺伝の双方の効果の定量的評価ができる,

蓄積量の素早い増大と, 小さな低温要求量による早い耐

よりよいモデルの検討や, 樹種・環境条件による応答の

凍性獲得が高標高集団で予測され, ２つの温度関連因子

差異を深く検証していくことが重要だろう.

の変異によって相乗的なタイミングの調節がなされてい
たと解釈された.
複数の因子が作用する応答モデルは, 一見複雑で非効
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率なようだが, たとえば低頻度で生じる猛暑日など変動
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植物個体間競争過程のモデリングと北方林への適用
中河

嘉明 , 横沢

正幸

2014年 12月 4日受付, 2015年 1月 28日受理

植物個体間競争過程のモデルに関する過去の研究例をレビューした結果, サイズ, 個体間距離, 競
争のサイズ非対称性の関数である競争関数（CKF）は経験的に様々に表現されていた. 我々は, 北
海道のトドマツ林の毎木データに基づいて, パラメータのベイズ推定およびモデル選択を行い新たな
CKF を導出した. その関数型は個体間距離の−3.42乗に比例するものであり, 従来, 広く用いられ
てきた距離の−2乗に比例するものとは明らかに異なっていた. このようなデータに基づいた競争過
程のモデルは, 植物個体の空間パターンや多種共存機構の解明ならびに定量的予測に有効である.

M odeling competition processes among plants
and application to boreal forest
Yoshiaki Nakagawa and Masayuki Yokozawa
In this review, we summarize research on modeling competition processes among plants;that is, how an
individual plant competes with its neighbors. Previous studies have empirically defined various types of
competition kernel function (CKF), which is a function of the size difference, distance, and competitive asymmetry between two plants. In this study, we proposed a new CKF and determined the parameters based on
census data of Sakhalin fir in Hokkaido using Bayesian inference with the Markov Chain Monte Carlo algorithm
(MCM C). Model selection was conducted with Deviation Information Criteria (DIC)to obtain the most plausible
model. The selected CKF attenuates with r
, where r denotes the distance between plants, while most
previous studies have assumed that CKF decreases with inverse squared distance. The data-oriented CKF
derived in this study could be used to elucidate and quantitativelypredict temporal changes in spatial pattern and
size structure, conspecific clustering, and coexistence in plant communities.
キーワード：競争カーネル関数, 個体間競争, 生長, 逆二乗の法則, マルコフ連鎖モンテカルロ法
Competition kernel function,competition among plants,growth,inverse-square law,M arkov Chain
M onte Carlo methods

要課題といっても過言ではない. Darwin C.R.は『種

1. 先行研究

の起源』の第三章（1859）において自然選択の原動力と

1.1 生態学≒競争研究の始まりから, 個体レベルの競
争研究まで

して ʻ
（生存のための闘争）を重
Struggle for existenceʼ
視し, Haeckel E.が『生物の一般形態学』（1866）にお

生物間の競争自体を調べることが生態学における最重

いて, それを調べる科学を「ecology（生態学）」と名
付け, Gause G.（1934）が ʻ
Struggle for existenceʼの
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Hutchinson G.E.や M acArthur R.H.などの研究が続

１）筑波大学大学院

ぐる競争を調べ生態学の基礎をつくった. その後も,

生命環境科学研究科
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き, 現代の生態学においても競争は重要な地位を維持し
続けている. 以上は, 科学哲学者（特に生態学が専門）
の Cooper G.J.の『The Science of the Struggle for
（2003）で
Existence:On the Foundations of Ecology』
の分析である. もちろん, 生態学には多様な定義が存在
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する（例えば Likens, 1992 ）
. また, Cooper（2003）

.
1989;Weiner, 1990）

の定義（いわゆる Struggle definition）では, 生態系生
態学（物質やエネルギーの流れの研究, すなわち Tans-

これらが現代の個体間競争の像（ただし定性的な像）

ley A.G.,Lindeman R.L.,Odum 兄弟, Likens G.E.な

の多数派とみなしてよいであろう. また, (A ）は多体

どの研究）が生態学から抜け落ちてしまうし, 生態学は

間の競争の性質であるが, (B )〜
（B ）の性質は二個体

進化生物学の中の一領域に過ぎなくなってしまう等の欠

間の競争の性質であることに注意してほしい. 本稿で

点もある. しかし, それでもなお, Struggle definition

は, とくに二個体間の競争の性質, すなわち, 近隣植物

は生態学の重要な一側面を捉えていることには変わりな

個体サイズや個体間距離, 競争のサイズ非対称性によっ

いだろう.

て近隣個体からの競争の影響はどのように変化するかと

植物個体群・群集における競争の研究に目を向けてみ

いう観点から競争を調べる. ただし, 本稿では扱わない

よう. 植物個体群・群集の研究では 80, 90年代頃から,

が, 多体間の競争の性質は個体群の時空間構造において

競争についての研究は平均場的な研究から個体（局所空

重要であり, 二個体間の競争の性質から直観的に推測で

間）レ ベ ル の 研 究 に 移 行 し た（Stoll and Weiner,

きない, 個体の空間的集中といった結果を生むことも分

. それによって, 局所空間の生
2000；Law et al., 2000）

かっている（Nakagawa et al., 2015）.

物・非生物的な環境の不均質性が植物自体の生長や生
存, ひいては植物個体群・群集の時空間構造に大きな影
響力を持つと認識された.

1.3 植物の個体間競争の定量的性質の分析
定性的な個体間競争の性質が分かれば, 次に定量的に

本稿では, 実際の森林を対象とした個体レベルでの競

個体間競争を調べていくことになる. 具体的には, 個体

争（個体間競争）の性質についての 1980年代から 2010

間競争を数式で表現（数理モデル）して, それを実際の

年代までの研究の系譜と, 我々がトドマツ実験林を対象

植物のデータに対してフィッティングする. 複数の表現

に行った研究を紹介する.

モデルがあり得るので, その中からモデルを選択するこ
とによって個体間競争を定量化する. この時, 使用され

1.2 植物の個体間競争の定性的性質

る二個体間の競争の数理モデルは, Competition kernel

はじめに, これまで調べられてきた個体間競争の定性

function と呼ばれる（単に Competition kernel とも呼

的性質について述べる. Stoll and Weiner（2000）にま

ばれることもある：以下では CKF と省略する）
. 慣習

とめられた個体間競争の定性的な性質を参考にした.

的に CKF によって, 個体の生長への影響の観点から,
対象個体がどのように近隣個体の競争の影響を受けてい

(A ）局所的個体密度が高い場合, 植物の生長速度
や生存率は減少する（Weiner（1982）によって経
験的に証明されている）
.

るかが記述される. 個体間競争の定量化の歴史のはじま
りは, 1980年代初頭に遡る. 英国の Ford and Diggle
（1981）は, 一様分布（一辺２cm の三角格子点上）に

(B ）個体の競争能力において個体のサイズは重要

植栽された Tagetes patula L を対象とした CKF を考案

な属性である（Weiner（1984）や Keddy and Shi-

した. 植物個体 j が与える植物個体 i への競争の影響を

.
pley（1989）によって経験的に証明されている）

表す CKF(F ）は以下の式で表されるとした.

(B ）近隣個体による競争の影響は個体間距離の増
大 に 伴って 弱 く な る（Weiner（1982）お よ び

F ＝1−p S ,S ,d ＝

Tyler and Dʼ
Antonio（1995）によって経験的に証
明されている）.
(B ）個体間距離がある距離を越えると, 競争の影

1−β/θ

β＜θ

0

otherwise

(1)

ここで S と S はそれぞれ個体 i と個体 j の高さを表し
（ただし S ＜ S ）
, d は個体 i と個体 j の間の距離であ

響は検出できなくなる（これは無限の距離で影響し

る. β＝ tan

d / S −S

は植物個体 i と個体 j の頂

ないことを考えれば自明である）
.

点を結ぶ線が鉛直となす角を表す. θはデータから推定

(B ）個体間競争はたいていサイズ非対称的であ

される定数である（ただし 0° θ 90°
）
. もし植物個体

る. (これは多くの研究者によって経験的に証明さ

i と j のサイズ差 S −S が小さい, あるいは植物個体 i

れている. 例えば, Schwinning and Weiner, 1998;

と植物個体 j の間の距離 d が大きい場合には, β 90°

Thomas and Weiner, 1989; M iller and Weiner,

であるから, p(S ,S ,d )＝β/θ 1となり競争の影響
を表す F は０に近い値になる（図１）. 個体間に競争が

Ecology is ʻ
the scientific study of the processes influencing
the distribution and abundance of organisms,the interaction
among organisms, and the interactions between organisms
and the transformation and flux of energy and matterʼ
.
(Likens, G.E., 1992)

ない場合には F ＝0, 個体 j に完全に抑圧されている場
合には F ＝1である.
この CKF では, 先に挙げた二個体間の競争の性質に
ついて, 個体サイズ（B ）と個体間の距離（B ）を考
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質を組み込んだ）を次式のように提案した.
F ＝k N /d

(2)

ここで k は実測データから推定される定数, N は個体
i から l 番目の距離にある同心円のエリアに存在する個
体 数, d は 個 体 i と l 番 目 の エ リ ア に 存 在 す る 個 体
（複数）との平均距離を表す. さらに, Weiner（1984）
は式(2)において,「植物個体 i を中心とした幅のある同
心円上のエリアの個体数 N 」を「個体サイズ S」に代
替した次式の CKF を提案した.
F ＝k S /d

(3)

ここで k は実測データから推定される定数, S は個体
i から d の距離だけ離れて存在する個体 j のサイ ズ
図 1：Ford and Diggle（1980）の CKF の概形
Tagetes patula L.の実測データにフィッティングした式(1)
のパラメータ θ＝86°を使 用 し た. 植 物 個 体 間 の サ イ ズ 差
（S −S )＝5, 10, 15(mm）とした. 曲線は下から順に, サ
イズ差 5, 10, 15(mm）に対応する.

（Weiner（1984）では「樹高」と「幹径の二乗」の積が
最もデータにフィットした）である. 上の CKF では,
N あるいは S が大きくなるほど植物個体 i の受ける競
争の影響は大きくなる（図 2,3）
. また, どちらの CKF
でも, 競争の影響は距離の−2乗に比例する（図 2,3；

慮している. ただし, 個体サイズは個体間のサイズの差

このことを以降では便宜上,「競争の逆二乗則」と呼ぶ

を使用しており, サイズの絶対値は考慮していない. し

ことにする）. ここで競争の逆二乗則を採用した理由は,

たがって, 15cm のサイズの植物個体から 10cm のサ

Weiner（1982）において,〝A simple physical model

イズの植物個体（サイズ差は＋5）への競争の影響も,

suggests that if competition is for two-dimensional

20cm のサイズの植物個体から 15cm のサイズの植物

space (e. g., horizontal root space), the effect of an

個体（サイズ差は＋5）への競争の影響も同じになると

individual on another should decrease with the square

いう特性をもっている. また, より大きい個体が小さい

of the distance. Therefore, distance is squared in this

個 体 の 生 長 阻 害 を 行 う 一 方 向 競 争 で あ る. Weiner

model." と述べられている. この Weiner（1982）の理

（1982）は植物個体サイズの絶対値と個体間距離を考慮
した CKF（すなわち（B ）と（B ）の競争の定性的性

由の解釈については考察において詳しく行う.
Thomas and Weiner（1989）は競争のサイズ非対称
性の性質（B ）を考慮した CKF を提案した. 植物個体
j の植物個体 i への影響 F は以下の CKF で表される.

図 2：Weiner（1982）の CKF の概形
個 体 数 N ＝2, 4, 8と し た. 実 線：Polygonum cascadense
の実測データでフィッティングした式(2)のパラメータ k＝
2.4を 使 用. 点 線：Polygonum minimum の 実 測 データ で
フィッティングしたパラメータ k＝2.7を使用. 曲線は下か
ら順に, 個体数 2, 4, 8に対応する.

図 3：Weiner（1984）の CKF の概形
式(3)のパラメータ k＝1とした. 植物個体 j のサイズ S ＝
5, 15, 25, 35(m ）とした. 曲線は下から順に近隣 個 体 j
のサイズ 5, 15, 25, 35(m ）に対応する.
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図 4：Thomas and Weiner（1989）の CKF の概形
式(4)のパラメータ k＝1とした. S ＝3, S ＝2, 4, 6(g）とした. 左：Impatiens pallida の実測データでフィッティングしたパ
ラメータ A＝1.0を使用. 右：Pinus rigida の実測データでフィッティングしたパラメータ A＝0.7を使用. 曲線は下から順に
近隣個体 j のサイズ 2, 4, 6(g）に対応する.

F＝

kS /d

S

kS 1−A /d

S ＜S

S

距離であり, x が長くなると競争の影響を表す F が減
(4)

衰し始める距離も長くなる（図 5）
. S が S に比べて大
きければ, 個体 i の受ける競争の影響も大きくなる（図

ここで S は植物個体 j のサイズ（地上部の乾重量）, A

5）
. この CKF では（B ）と（B ）の競争の性質が組み

は競争のサイズ非対称性を表し 0〜1の間の値をとる定

込 ま れ て い る. こ の モ デ ル で も, Ford and Diggle

数であり, 実測データから決定される. 定義式から, S

（1980）と同じく, 個体サイズの絶対値は使われていな

＜S の場合には植物個体 i が植物個体 j から受ける競争

いので, 個体 j のサイズが違っても個体 j と個体 i のサ

の影響は（1−A）だけ小さく抑えられる（図４）. すな

イズの比が等しければ, 競争の影響を表す F の値は等

わち, 相対的に大きな個体にとって有利な状況が表現さ

しくなる. また, この CKF は大個体が小個体の生長阻

れている. これらの CKF は大個体が小個体の生長阻害

害を行なう様子を表現するだけでなく, 小個体が大個体

を行うだけでなく, 小個体が大個体の生長阻害を行うこ

の生長阻害も行なう双方向的な競争の様子を表現でき

ともできる双方向な競争を表現した CKF である. ただ

る.

し, S ＜S で A＝1のときは F ＝0である. すなわち植
物個体 j から植物個体 i への競争の影響はない一方向競
争を表す（図４）
.
以上の Weiner 流の CKF に問題があるとすれば, 距
離 d → 0において F の値が無限大に発散してしまう点
にあるだろう. このようなモデルでは, 個体の空間配置
が集中分布を示すような個体群において個体間の距離が
比較的小さい場合においては, 正しい競争影響 F を推
計できない可能性がある.
ここまで植物生態学における CKF の研究について紹
介したが, 農学においても CKF の研究は 1970から 80
年 代 初 頭 に か け て 行 わ れ た. 英 国 の Currah（1975）
,
Benjamin（1982）は個体サイズの比と個体間の距離,
さらに畑の平行な畝間の距離を考慮した CKF を提案し
た. 植物個体 j の植物個体 i への影響 F は以下の CKF
で表される.
a−g 1−x/d
S 1−
F＝
exp −
S
d

(5)

ここで S は植物個体 j のサイズ（生重量）であり, a,
g , b はデータから決定される定数である. x は畝間の

図 5：Currah（1975）と Benjamin（1982）の CKF の概形
植物個体 i と個体 j のサイズ比 S /S ＝0.5, 1.0, 1.5とし
た. 実 線：畝 間 の 距 離 x＝67(cm）
, 点 線：畝 間 の 距 離 x＝
41(cm）とした. ニンジンの実測データにフィッティングし
た 式(5)の パ ラ メータ a＝0.00973,g＝0.00299,b＝1.55を
使用した. 実線と点線はそれぞれ, 曲線は下から順に植物個
体 i と個体 j のサイズ比 S /S ＝0.5, 1.0, 1.5に対応する.
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前世紀, さまざまなタイプの CKF が提案されたもの

(b）,(e）
,(f）
）, そして, 個体サイズと距離と競争のサ

の, どの CKF を使うべきかという議論は 2000年代に

イズ非対称性を考慮した関数型（すなわち（B 1）と

お い て も 依 然 と し て 続 い て い る. と く に, 英 国 の

（B 2）と（B 4）の競争の性質を組み込んでいる：表１

Schneider et al.（2006）の研究では, 個体ベースの動

の式(c）
,(g）
,(h）,(i）
）が提案されている. ただし表

的な生長モデル（ここに CKF が含まれる）を用いたシ

１の式(b）
, (f）
, (h）
, (i）において, CKF の分子に個

ミュレーションと, Arabidopsis thaliana の個体サイズ

体 i（すなわち, 競争の影響を受ける個体）のサイズを

の実測データをフィッティングする新しい手法（データ

入れている理由は明確ではない. この場合, 個体 i が大

同化）によって, CKF の関数型選択とそのパラメータ

きいほど近隣個体から競争の影響を受けることにな

推定が行われた.

る .

データ同化は, ベイズ統計の枠組みを用いたマルコフ

Hyperbolic 型 の CKF で は, Weiner J.A.の 一 連 の

連鎖モンテカルロ法（以下, MCMC と略する）による

研究を踏襲して, F ( ）の関数型は距離の−2乗に比例

もので, この方法は, 多くの生態現象の数理モデルに見

するという「競争の逆二乗則」を採用している. また,

られるように, パラメータ数が多く, かつ非線形性が高

競争のサイズ非対称性は, 1＋tanh θs −s

いモデルであっても, 比較的容易にパラメータ推定を行

で記述されている. 競争のサイズ非対称性の程度は, 個

うことができるという利点がある. この手法の歴史は古

体 i と j のサイズの差が大きい場合や θが大きい場合

いものの統計学の主流に認識されたのは 90年代になっ

に大きくなる. 図６に Hyperbolic 型（表１の式(c））と

てからであり, またコンピュータ・パワーを要するの

）の CKF の概形を示した.
Gaussian 型（表１の式(g）

という項

で, 実際に生態学において普及したのは主に今世紀に

ZOI 型の CKF モデルでは, 植物個体 i のサイズが小

なってからである（Braswell et al., 2005；Knorr and

さいと植物個体 j との円（ZOI）の重なりの面積は小さ

. この手法については次
Kattge, 2005；Xu et al.,2006）

くなるので, 植物個体 i が個体 j から受ける相対生長率

章で詳しく述べる.

に対する競争の影響は小さいことになる. これは小さい

Schneider et al.（2006）は, 個体群における個体の
生長を以下の連立微分方程式によって表現した.

個体ほど競争において有利になるという点で非現実的で
ある. また, 植物個体 i のサイズの自然対数が相対生長
率を線形に低下させるということは, 代謝による相対生

ds ＝ − − ∑
θ θs θ F s ,s ,d ；θ
dt

(6)

長率の低下（θs ）と本質的に同じ働きをしているため,
パラメータ推定において, θ と ZOI 型 CKF モデル内

ここで s は植物個体サイズ S （地上部の乾燥重量）の

の θ が相互依存して, 代謝による損失の効果と競争の

自然対数（s ＝ lnS ）であり, s の生長速度（ds /dt）

影 響 が 正 し く 分 離 で き な い こ と に な る. ち な み に,

は植物個体サイズ S の相対生長率（ 1/S dS /dt）に等

Schneider et al.（2006）が踏襲していると思われる

しい. 式(6)の右辺第一項の θ は内的増加率, 第二項の

Purves et al.（2002）の ZOI モデル型の CKF では, 円

θs は代謝による損失, 第三項は複数の近隣個体との競

（ZOI）の重なりの面積を個体 i の円（ZOI）の面積で規

争による損失を表す. 関数 F ( ）は CKF であり, 植物

格化している. こちらは競争の影響のみを抽出した関数

個体 j から植物個体 i への競争の影響を表す. F ( )≡0

と考えられる.

の場合, すなわち個体間競争がない場合には, 各個体は

また, Schneider et al.（2006）では, モデルとデー

Gompertz 型の生長関数にしたがって生長すると仮定さ
れている.
Schneider et al.（2006）では, CKF を表す F ( ）の
様々な関数型が提案されている（表 1）
. その関数型に
よって, Hyperbolic 型（表 1の 式(a）,(b）, (c））,
Gaussian 型（表 1の 式(d),(e）,(f）,(g）,(h）,(i））
お よ び ZOI（ zone-of-influence）型（表 1の 式(j）,
(k）,(l）
）に分類される. 一般に, Gaussian 型の方が
Hyperbolic 型よりも個体間距離が増大するに伴って急
速に F ( ）の値が減少する.
Gaussian 型と Hyperbolic 型の CKF では, 個体間距
離の効果のみを考慮した関数型（すなわち（B 2）の競
争の性質を組み込んでいる：表１の式(d）
）
, 個体サイ
ズと距離の効果を考慮した関数型（すなわち（B 1）と
（B 2）の競争の性質を組み込んでいる：表１の式(a）
,

個体 j のサイズだけでなく自身（個体 i）のサイズも大きい場
合には, 有限な資源競争においてより多くの資源を消費する
（あるいは既に消費した）ために, 競争の度合が激しくなるこ
とを表現しているのではないかという可能性も考えられる. よ
り正確に言うならば, 個体 i のサイズが現在大きいならば, 比
較的近い過去の個体 i のサイズも大きく, そのような過去の個
体 i によってすでに有限な資源が多く獲得され資源が減ってい
るため, 現在は競争の度合いが激しい状況を想定しているかも
しれない. しかしながら, これでは個体 i のサイズ自身にも,
個体 i と個体 j の間の距離に依存した減衰項や競争のサイズ非
対称性の項が掛かることになる. 例えば表１の式（h）では以
下のようになる.
1 d
1＋tanh θ s ＋s
F ＝ s ＋s exp − 2
θ
1 d
＝s exp −
1＋tanh θ s ＋s
2 θ
1 d
＋s exp −
1＋tanh θ s ＋s
2 θ
自身の個体サイズ s になぜこれらの項が掛かるのか説明でき
ない.
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表 1：Schneider et al.（2006）における CKF と sRSE
式
（a)
（b)
（c)

F s ,s ,d ；θ

sRSE

s
1＋ d

128.30

／θ

s ＋s
1＋ d
θ
s
1＋ d
θ

128.72

／
／

1＋tanh θ s −s

（d)

d
exp −1/
2

（e)

d
s exp −1/
2 θ

（f)
（g)

124.94

／θ

129.20

／

128.54

d
s ＋s exp −1/
2 θ

／

d
s exp −1/
2 θ

／

128.79

1＋tanh θ s −s

（h)

d
s ＋s exp −1/
2 θ

（i)

d
s ＋s exp −1/
2 θ

／
／

1＋tanh θ s −s
1＋tanh θ s −s

124.94
124.62
124.48

（j)

A/
2

127.48

（k)

A/ 1＋tanh θ r −r
2

124.56

（l)

A/
2

127.26

A は, 個体 i を中心とする半径 g /2の円と個体 j を中心とする半径 g /2の円の重なる面積である. このとき, g は個
体 i の円盤状のロゼット（放射状の根出葉の集合）の最大直径である.
A は, 個体 i を中心とする半径 h (＝θs ）の円と個体 j を中心とする半径 h (＝θs ）の円の重なる面積である. このと
き, θ は実測データから推定される定数である.

図 6：Schneider et al.（2006）の CKF の概形
左：表 １ の 式(c）Hyperbolic 型, 右：式(g）Gaussian 型. 植 物 個 体 i の サ イ ズ は 16, 近 隣 個 体 j の サ イ ズ は 10, 12, 14,
16(mg）である. 曲線は下から順に近隣個体 j のサイズ 10, 12, 14, 16(mg）に対応する. Arabidopsis thaliana 遺伝子型１の
実測データにフィッティングしたパラメータを使用した. それぞれ, パラメータの値は表１の式(c）θ＝1.734, θ＝4.695, 式
(g）θ＝1.626, θ＝2.771である.
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タ の あ て は ま り の 良 さ を 表 す sRSE（＝∑
s

−s

∑

ラメータ θʼ
を生成し, 採択確率 α(θ θ）を計算する.

；こ こ で g は Arabidopsis thaliana

の遺伝子型, q は調査地番号, i は個体番号, t は時間

α θ θ ＝min

を表し, s と s は, それぞれ個体サイズの実測値と推

πθ q θ θ
,1
πθ q θθ

(7)

定値の自然対数を表す.）を用いて CKF のモデル選択

ここで π(θ）は目標分布（求めたい分布）である. 採

を行っている. しかし, パラメータが多いモデルほど

択確率の意味は以下である. そもそも, π(θ）が不変分

データに過適合（overfitting）して sRSE の値が小さく

布であるためには, 次の詳細釣り合い（detailed bal-

なり易いことを考えると, モデルの選択の基準として情

ance）条 件 が 成 り 立 た な け れ ば な ら な い：π θ p

報量規準を用いるのが適切である.

θ

θ ＝πθ

. ここで p θ

pθ θ

θ

は目標分布を不変分布とするマルコフ連鎖の推移核であ
1.4 M C MC （主にメトロポリス―ヘイスティング・
アルゴリズム）
Schneider et al.（2006）では, 数理モデルとデータ

る. 実際の計算上は推移核が不明であるから, 代わりの
既知の推移核 q(θ θ）を使用するが, このとき詳細釣
り合いは成立しない：π θ q θ θ ≠π θ q θ θ . そ

を架橋するために MCMC（メトロポリス―ヘイスティ

れを修正するために採択確率 α(θ）を導入する：π θ

ング・アルゴリズムによるマルコフ連鎖モンテカルロ

q θ θ α θ θ ＝π θ q θ θ .

法, 以下 M-H アルゴリズムと略す）によるデータ同化

ステップ３：０と１の間の一様乱数 U を生成する.

を利用している. ここで M CMC の M -H アルゴリズム

ステップ４：θ を以下のように採択確率に従って決

について説明する. 現在に続くモンテカルロ法自体は,

定する.

米国ロスアラモス国立研究所での核物理学研究（すなわ
ち原子爆弾の研究）において, Ulam S.と Neumann F.
J.によって開発された と い わ れ る. 戦 後 の 1949年 に

θ＝

θ,U

α θθ

θ,U ＞α θ θ

(8)

Metropolis N.と Ulam S.によってその内容が公表され

MCMC の利点は, 計算中に対数尤度の値が ローカ

た（Metropolis and Ulam,1949 ）. この時の論文には簡

ル・ミニマムに陥っても, そこから抜けだしてグローバ

単な説明しか載っていなかったが, その後, Metropo-

ル・ミニマムを探索できるという点にある. これを直観

lis et al.（1953）によって詳しいアルゴリズムが発表さ

的に説明すると, M CMC 反復 r 回目に受理されたパラ

れ た. し た がって, Metropolis et al.（1953）が M-H

メータ θ の尤度より, M CMC 反復 r ＋1回目に提案さ

アルゴリズムの原型として論文において引用される事が

れたパラメータ θ の尤度が大きい時だけでなく, 小さ

多い. また, この論文は Journal of Chemical Physics

い時もたまに受理される. このため, 常に尤度が高い方

に発表されたため, メトロポリス・アルゴリズムは統計

ばかりに行かないので, ローカル・ミニマムから抜け出

学者の間よりも, 物理学者や化学者の間で普及すること

すことを可能にしている. この MCMC の仕組みが, 非

になった. 1970年, Hastings W.K.は Biometrika に

線形でパラメータ数が多いモデルのパラメータ推定を可

メトロポリス・アルゴリズムを一般化した論文を発表し

能にしている（Mosegaard and Tarantola, 1995）
.一

た（Hastings, 1970）
. ところが, 統計学の主流（そし

方, MCM C はマルコフ連鎖

てベイズ統計学者達）はこの論文を無視した. 当時は数

い. そのため, 一回のランに時間がかかるモデルに対し

値計算を志向しない統計学者が大勢いたためだと言われ

ては, 反復を伴う M CMC はパラメータ推定に長い時間

る. しかし, 1990年に Gelfand A.E.と Smith A.F.M

がかかることが欠点である.

ごとにしか並列化できな

が M etropolis et al.（1953）と Hastings（1970）に
よって開発されたアルゴリズムを再発見し, ベイズ統計
の計算において非常に有効であることを発表した（Gelfand and Smith,1990；Gelfand et al.,1990）. これによ
り, M-H アルゴリズムは主流の統計学において認知さ
れることとなり, 近年のベイズ統計の興隆をもたらした
（Cappe and Robert,2000；Robert and Casella,2011；
Mcgrayne, 2011）.
M CMC（M-H アルゴリズム）は, 以 下 の ４ つ の ス

2. トドマツ個体群における毎木データを用いた
C KF の定量化
2.1 提案する C KF の修正
前章までの CKF の先行研究の知見や問題点を踏ま
え, 我々は ト ド マ ツ（ Abies

sachalinensis ［ F.

Schmidt］Mast.）を対象に CKF の推定を行う. まず,
我々は Schneider et al.（2006）によって提案された生

テップからなる（大森, 2005；中妻, 2007）
.
ステップ１：θの初期値 θ を任意に決める.
ステップ２：θ が与えられた下でのマルコフ連鎖の
推移核（あるいは提案分布）q(θ θ ）から提案するパ

一般に異なる初期値からはじめた複数のマルコフ連鎖を並列に
走らせて, 各連鎖の目標分布が不変分布になって い る か を
Gelman-Rubin 指数（Gelman and Rubin, 1992）などで診断
する（大森, 2005）
.
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表 2：トドマツ人工林における CKF と DIC
式

（A)

F (s ,s ,d ；θ）
s
1＋ d

／θ

DIC

1＋tanh θ s −s

, d ＜θs ＋θ
9.29E＋03

0,otherwise
（B)

S
1＋ d

／θ

1＋tanh θ S −S

, d ＜θS ＋θ
9.32E＋03

0,otherwise
（C)

s
d
1＋

／θ

1＋tanh θ s −s

, d ＜θ1＋
exp θ−θs

／

9.30E＋03

0,otherwise
（D)

S
1＋ d

／θ

1＋tanh θ S −S

, d ＜θ
1＋exp θ−θS

／

9.33E＋03

0,otherwise
（E)

s exp −1/2 d

／θ

1＋tanh θ s −s

, d ＜θs ＋θ

1＋tanh θ s −s

, d ＜θ1＋
exp θ−θs

9.33E＋03

0,otherwise

（F)

s exp −1/2 d

／θ

／

9.36E＋03

0,otherwise

（G)

s
1＋ d

／θ

1＋tanh θ s −s

−θ, if F

＞0
9.44E＋03

0,otherwise

長 モ デ ル（式(6)）と 改 良 し た CKF（表 ２ の 式(A)〜

2.2 生長モデルと C KF のパラメータの推定

(G））を使用した. ただし, 本研究では植物個体サイズ

ベイズ統計の枠組みで, 生長モデルと CKF のパラ

として胸高直径（DBH）を使用した. CKF に対する主

メータの推定を行なった. データ（data）が与えられ

な 改 良 点 は, i）Hyperbolic 型 に つ い て は, (Weiner

た下でのパラメータ θの事後分布 P (θdata）は, ベイ

（1982）から Schneider（2006）まで続く）
「競争の逆二

ズの定理より以下のように求められる.

乗則」という前提をなくし, 距離依存性もパラメータと

P θdata

して推定する, ii）競争の定性的性質で挙げた「（B ）

P data θ×P θ

(9)

個体間距離がある距離を越えると, 競争の影響は検出で

ここで P (θ）
, P (data θ）はそれぞれ事前分布, 尤度

きなくなる」を組み込む, iii）個体サイズの自然対数だ

関数である. 本研究では事前分布は未知であるため一様

けでなく真数も引数とする関数型も候補に入れる, とい

分布を用いた. 尤度関数 P (data θ）は次式で定義され

う三点である.

る.

改良点 ii）について詳しく説明する. まず, 個体 i の
近隣個体 j についてある半径の影響範囲（ZOI）を考

P data θ＝

え, その ZOI の中に個体 i が存在していれば, 個体 i

1
1
exp − 2 ∑ S −S
σ
2πσ
(10)

は個体 j から競争の影響を受けるが, ZOI の外に個体 i
が存在した場合には, 個体 j から競争の影響は受けない

ここで S

とする. そして, ZOI の半径を決めるモデル候補を複

る実測された DBH（実測値）と生長モデル（式(6)）

とS

は, それぞれ個体 i の時間 t におけ

数用意した（指数関数型, ロジスティック型など）
.従

から計算さ れ た DBH（モ デ ル 推 定 値）を 表 す. σは

来のように, この競争の性質（B ）を CKF に組み込ま

1948〜1978年の実測値とモデル推定値との差の標準偏

ないと, 個体間距離が非常に大きい場合にも影響関係が

差を表す. 事後分布 P (θ data）は, 前 章 で 説 明 し た

生じ, 個体 i から遠く離れた個体（複数）からの競争の

M CMC（M-H アルゴリズム；Metropolis et al.,1953；

影響も加算されてしまい, 使用する実測データの調査地

Hastings, 1970）を 用 い た. MCM C 反 復 の 回 数 は

面積に依存して推定されるパラメータの値が変わってし

300000回で, そのうち最初の 50000回をバーンインと

まう. このような問題は改良点 ii）によって防ぐことが

して事後分布の計算には使用しなかった（MCMC 反復

できる.

の初期は, マルコフ連鎖が初期値依存性を持っているた
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め）. また, MCM C の収 束 判 定 に は Gelman-Rubin 指
数（Gelman and Rubin, 1992）を使用した. 表２の
CKF 候補の全てについて, M CMC によるパラメータ
推定を行い, それらの中から情報量規準の一種である
（Spiegelhalter
DIC（deviance information criterion）
et al., 2002）を用いて最も良いモデルを選択した. DIC
は M CMC で得られた事後分布を考慮したモデル選択に
適している.
2.3 使用データ
生長モデルおよび CKF をフィッティングす る 実 測
データについて説明する. データは北海道, 久保・池田
地区のトドマツ（Abies sachalinensis）の同種同齢実験
林のものである. データの詳細は北海道林務部（1982）
に掲載されている. また, 清和・菊沢（1986）や, 甲山
編『植物生態学―Plant Ecology』（2004）の７章「密度
効果と個体間相互作用」においても考察されているデー
タである. 調査地面積は 0.202ha である. 1929年に,
苗木が１ha あたり 4200個体植栽された. その後, 間伐
は 行 わ れ て い な い. 1948, 1951, 1953, 1958, 1963,

図 7：トドマツ人工林の個体配置
○●がトドマツ個体の位置である. 全個体数は 806個体であ
る. ●の個体数は 306個体である. ●で示される個体は生長
モデル式(6)において 1948年の個体サイズを初期値として使
用した. また, 尤度計算式(10)でも実測値として使用した.
○で示される個体は生長モデルにおける CKF の計算に使用
したが, 尤度計算式(10)における実測値としては使用しな
かった.

1968, 1973, 1975, 1978年に調査地内の全てのトドマ
ツ個体の DBH と位置が計測された. それらのうち妥当

2.4 モデル選択, パラメータ推定の結果

だと思われる 1953年以外のデータを使用した. 1948年

表２の式（A）が DIC の値が最も小さい CKF であっ

には, 806個体のトドマツが生存していたが, 自己間引

た. 推定された式(6)と表２の式(A）のパラメータの事

きにより, 1978年には 449個体にまで減少していた.

後分布を図 8, その統計値を表３に示した. Gelman-

この調査地では北西と南東側の枠外では樹木が生えて

Rubin 指数はいずれのパラメータも 1.00であった（慣

いない. 一方, 北東と南西側の枠外は無間伐の森林が続

習的に 1.05〜1.10より小さく 1.00に近ければ収束して

いている. 我々は, パラメータ推定を行う際, 境界の影

いるとされる）
. さらに, 推定された CKF の概形を図

響を避けるために, 北東と南西側の枠から内側へ 10m

９に示した.

のエリアの個体（図７においてで示される個体）につい
ては, 生長モデル（式(6)）における競争の影響を表す

2.5 考察

関数 F ( ）の値を求める際には使用したが, 尤度関数

トドマツの毎木データを使った本研究では, データに

（式(10)）の計算における実測値データとしては使用し

基づいた CKF の関数型選択に際して, 2.1で述べた３

なかった. なぜなら, もしこの操作をしなければ, 北東

つの改良を行なった. その結果, 改良点 iii）の真数を

と南西の枠付近の個体は枠外の個体から競争の影響を受

引 数 に 使った CKF は, 従 来 の 対 数 を 引 数 に 使った

けているにもかかわらず, 生長モデルによる個体の時間

CKF のよりも DIC によるモデル選択の観点からは良く

変化においてその状況を考慮できないため, 推定される

なかった（表２の式(B）
, (D））
. 以下では, 改良点 i）

競争の影響は過小評価になるからである.

および ii）によって得られた結果について考察する.

北東と南西側の枠より 10m に挟まれたエリアにあっ

まず,「競争の逆二乗則」は必ずしも成り立たないこ

た個体でも, 1948年から 1978年の間に枯死した個体

とが明らかになった. 我々の推定したパラメータ θ の

（図７において○で示される個体）については, 生長モ

事後分布の両側 95％信用区間は, 明らかに 2.0から異

デルでは競争による影響を与える個体として扱ったが,

なっており, 平均は 3.42であった. Weiner（1982）が

尤度計算では実測値データとして使用しなかった. これ

「競争の逆二乗則」を採用した根拠に関する記述は 1.3

は式(6)で記述されるモデルは生長と競争しか表現して

節に引用した. Weiner（1982）は, 二次元空間ならば,

いないからである.

競争の影響は距離の−2乗に比例すると述べているが,

図７において●で示される個体については, 生長モデ

この根拠について, 我々は明確には理解できなかった.

ルによる個体の時間変化の計算において 1948年のサイ

しかしながら, 物理学における「逆二乗則」のモデル

ズを各個体の初期値として使用するとともに, 尤度計算

（万有引力, 光の減衰の法則, クーロンの法則などに適

において各時刻の実測値データとして使用した.

用されている）をアナロジーとして, 個体間競争におい

102

中河 嘉明, 横沢 正幸

図 8：式(6)と表２の式(A）の推定されたパラメータの事後分布

表 3：式(6)と表２の式(A）の推定されたパラメータの統計値
両側 95％信用区間

Gelman-Rubin
指数

パラメータ

平均

標準偏差

θ

5.53E−02

3.58E−03

（ 4.80E−02,

6.27E−02)

1.00

θ

6.31E−03

1.34E−03

（ 3.56E−03,

8.99E−03)

1.00

θ

1.69E−03

1.01E−04

（ 1.50E−03,

1.90E−03)

1.00

θ

2.44E＋00

1.24E−01

（ 2.19E＋00,

2.68E＋00)

1.00

θ

3.42E＋00

2.53E−01

（ 2.98E＋00,

3.97E＋00)

1.00

θ

6.01E−01

1.23E−01

（ 3.65E−01,

8.56E−01)

1.00

θ

3.05E−05

3.82E−07

（ 2.98E−05,

3.13E−05)

1.00

θ

1.21E＋01

5.69E−01

（ 1.12E＋01,

1.33E＋01)

1.00

θ

−6.16E＋00

1.10E＋00

（−8.48E＋00, −4.42E＋00)

1.00

ても適用した（すなわち, 植物個体 j を発生源として競

ると, 先の「逆二乗の法則」の法則は, 前者の干渉型競

争の影響が三次元空間で全方位に放射される）と考えれ

争にはうまく当てはまりそうだが（これについても定量

ば,「競争の逆二乗則」は（一応は）理解することはで

的な厳密な解析は必要だが）, 後者の消費型競争には当

きる.

てはまりそうもないことがわかる. つまり, 後者は, 直

それではなぜ, 我々の推定では逆二乗則ではなく, 逆

接的に個体間で影響を与えるのではなく, 資源を介し間

3.42乗則だったのだろうか. それを理解するためには,

接的に影響を与え合っているからである. 以上のように

まず, 競争の基本的なメカニズムを思い出さなければな

考えると,「競争の逆二乗則」は干渉型競争では当ては

らない. 生態学における競争は大きく分けて２つのタイ

まるかもしれないが, 消費型競争においては, 逆二乗則

プがあり, それぞれ干渉型競争（interference）と消費

が必ずしも当てはまる必要はない. しかし, CKF の研

型 競 争（exploitation）と 呼 ば れ る（Birch, 1957；

究においては, 明確な競争のタイプの区別なく消費型競

. 前者は, 相手を直接攻撃しながら競争を
Miller, 1967）

争にも「競争の逆二乗則」は当てはめられ, 受け入れら

行う場合. 有害な物質を出したり, あるいは単なる威嚇

れてきたと考えられる.

的 行 為 を し た り す る 場 合 も こ の 範 疇 に 入 る（重 定,

次に, 個体間競争の影響の及ぶ距離について議論す

1997）
. 植物では, セイタカアワダチソウなどの周囲の

る. 従来, 植物は局所相互作用をすると言われてきた

植物の生長を阻害する物質を分泌するアレロパシーなど

（例えば, Stoll and Weiner,2000）
. 確かに, CKF の値

が当てはまるであろう. 後者は, いくつかの種が互いに

は距離に伴い急激に減衰するので図９をみれば分かるよ

共通の資源を消費しているとき, 消費によってもたらさ

うに距離の小さい CKF の値に対して, 距離５m 以上の

れる資源の欠乏が間接的な競争を引き起こす場合とされ

CKF の値ははるかに小さい. しかしながら, その影響

る（重定, 1997）
. このように競争の２つの形態を考え

は, (我々の仮定したモデル構造と推定されたパラメー

植物個体間競争モデリング
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図 9：トドマツ毎木データから推定された CKF の概形
DIC でモデル選択された CKF（表２の式(A）を使用した.
植物個体 i のサイズ は 35(cm）, 近 隣 個 体 j の サ イ ズ は 5,
15, 25, 35(cm）である. 曲線は下から順に近隣個体 j のサ
イズ 5, 15, 25, 35(cm）に対応する. トドマツ毎木データ
にフィッティングしたパラメータ（θ〜θ）を使用した. パ
ラメータの値は表３にある.

図 10：Heteromyopia の模式図

タ値によれば）ある個体の DBH が 20cm のときには,

共存は促進されることが理論的に示されている（M ur-

その個体から約 12m, DBH が 25cm のときには約 37

. このように, CKF の性質は
rell and Law, 2003）

m, DBH が 30cm のときには約 79m まで到達すると

heteromyopia による多種共存をはじめとして, 個体群

推定される. したがって, 従来のように植物が局所相互

や群集の時空間構造の理解にとって重要である. 北方林

作用すると言うのであれば, その「局所」とは人間の感

の多種共存機構などの時空間構造の理解のためにも,

覚からすれば非常に大きなスケールを指すと注意したほ

我々が 今 回 行 なった よ う な データ に 基 づ い た 正 確 な

うが良いだろう（あるいは,「局所」相互作用をしてい

CKF の定量化はさらに必要となるであろう.

りも異種間の個体間競争の方が尖度が大きい. このよう
な heteromyopia の状況下では, 同種内の個体が集中分
布を形成される. これによって, 同種間の個体間競争は
激しくなるが異種間の個体間競争は抑制されるため多種

るとは言わず「遠距離」相互作用をしていると言ったほ
うがいいかもしれない）
.

3. C KF と多種共存
これまで紹介した研究は単一種個体群における CKF
に関したものであったが, 最後に多種系に関する CKF
について若干言及する. 生態学において, 多種共存とそ
のメカニズム（競争排除則があるにもかかわらず多種が
共存しているのはなぜかという問い）はきわめて重要な
課 題 で あ る. Cooper（2003）に よ れ ば, Balance of
nature（多種共存も Balance of nature の一種だろう）
はダーウィン由来の生態学の基本的な傾向であるといわ
れる.
M urrell and Law（2003）において, ʻ
heteromyopiaʼ
とい う 用 語 が 提 案 さ れ た（myopia は 近 視 眼 の 意 味.
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自己間引き林分における
ダケカンバ個体の成長パターン
高橋

耕一

,原

登志彦

2014年 12月６日受付, 2015年１月 28日受理

自己間引きを生じている林分において, 1998年にダケカンバ 74個体の過去から現在にかけての成
長パターンの変化を年輪から調べた. 樹齢は 25年にピークをもつ一山型であった. ほとんどの個体
の年輪幅は新規加入時に比べて, 年々, 減少していく傾向が認められたが, 若齢個体ほど, この傾向
は顕著であった. 幹直径が大きいほど, 最近５ヵ年の年輪幅は高い傾向が見られた. 年輪幅に対し
て, 生育期間中の気象条件（月平均気温, 月降水量）は, ほとんど影響していなかった. したがっ
て, この高密度林分においては, 個体間競争が高いために, 気象条件の影響はほとんどなく, そし
て, より早くにリクルートした個体ほど現在でも成長が高いことが分かった.

Growth patterns of

in a self-thinning stand

Koichi Takahashi , Toshihiko Hara
We analyzed the tree-ring widths of 74 trees of Betula ermanii in a self-thinning stand. The frequency
distribution oftree age was a bell-shaped pattern with a peak at 25-years old. For most trees,the tree-ring width
tended to decrease annually,and this trend was more conspicuous for younger trees. The tree-ring width in the
most recent five years tended to be greater for larger trees. Climatic factors (monthly mean temperature and
precipitation) during the growing season hardly affected the tree-ring widths of most trees. These results
showed that the growth rate was faster for the trees that recruited earlier because of strong competition among
trees in this self-thinning stand, and that climatic factors hardly affected tree growth.
キーワード：気象条件, 個体間競争, ダケカンバ, 年輪年代学, 年輪幅
Betula ermanii, climatic factors, competition, dendrochronology, tree-ring width

. 標高が高いほど, 高い風速や多雪環境のため,
1995）

1. はじめに

撹乱が増加し, 針葉樹は幹折れ, 根返り等によって死亡

ダケカンバは北方林の代表的な落葉広葉樹である. 耐

しやすい（Takahashi et al., 2012）
. ダケカンバは針葉

陰性が低いために, 日本の亜高山帯針葉樹林ではギャッ

樹よりも材密度が高く, 幹折れや根返りがしにくく, 撹

プ 形 成 後 に 実 生 が 定 着 し て 更 新 す る（Yamamoto,

乱に対して抵抗性があるため, 亜高山帯針葉樹林の上部
でダケカンバ帯を形成す る（Tatewaki, 1958；沖 津,
1987）
. また, ダケカンバの種子は軽く, 散布距離が長

連絡先
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いため, かき起こしや山火事などの大規模な撹乱のあと
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に, しばしば一斉林を形成する（松田・滝川, 1985；
. そして, 自己間引
Kikuzawa, 1988; Takaoka, 1993）
きしながら, 林分が発達していくことが知られている
（Kikuzawa, 1988）
. ダケカンバの個体間競争は, 個体
サイズの大きな個体が小さな個体を被圧する一方向的な
競争である（Hara et al., 1991;Kikuzawa and Umeki,
. そのため, 高密度の二次林の発達過程において,
1996）
被圧された小さな個体が間引かれ, 個体の空間構造もラ
ン ダ ム 分 布 か ら 一 様 分 布 へ と 変 化 す る（Kikuzawa,
.
1988）
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高緯度, 高標高の寒冷地域では低い気温によって樹木
の成長が抑制されていることが, 年輪年代学的な研究か

ダケカンバ個体の成長パターンと, 年輪幅に対する気象
条件の影響を調べた.

ら, し ば し ば 報 告 さ れ て い る（Buckley et al.,1997;
Hopton and Pederson, 2005;Savva et al., 2006;Taka. 生育期間中の気温が低いと光合成や
hashi et al.,2011）
細 胞 分 裂 の 速 度 が 低 下 し（DeLucia and Smith,1987;

2. 調査地
調査は, 1998年に北海道雨竜郡幌加内町字母子里に

, 結果的に成長も減少する. また, 生
Gindl et al.,2001）

ある北海道大学雨龍研究林（北緯 44°
20ʼ
, 東経 142°
15ʼ
,

育期間開始の頃に気温が高いと, 早くから成長を開始す

図１）で行なった. 1932年から 1984年の間の年平均気

ることができるため, その年の成長が増加する（Gos-

温は 3.14℃で, 最暖月の８月と最寒月の１月の月平均

tev et al., 1996;Helama et al., 2002;Kirdyanov et al.,

気温は, それぞれ 18.12℃と−11.83℃である. 年平均

. ダケカンバの場合, その年輪幅は生育期間中の
2003）

降水量は 1652mm である. このあたりの森林は針葉樹

気温と正の相関があることが報告されている（Takaha-

であるトドマツや落葉広葉樹のミズナラ, イタヤカエ

shi et al.,2003a,2005）. ダケカンバは春葉と夏葉の２種

デ, ヤマモミジ, ダケカンバ, ホウノキ, シナノキ, オ

類の葉をもっている順次開葉型の樹木である（Kiku-

オ カ メ ノ キ な ど が 優 占 し て い る（Takahashi et al.,

. 生育期間開始直後に前年に形成され
zawa,1982,1983）

2003b）. 林床ではクマイザサやチシマザサが優占して

た 冬 芽 か ら, ２〜３ 枚 の 春 葉 を 展 開 す る. そ の 後,

いる.

シュート伸長とともに夏葉を展開する. そのため, 順次

調査地は神社山（標高 580m）である. このあたりは

開葉型の樹木はその年に生産された同化産物を使って成

ダケカンバの高密度の二次林であり, 林床ではチシマザ

長していると考えられている（Kikuzawa, 1983）. した

サが被っている（Takahashi et al.,2003c）. ダケカンバ

がって, 順次開葉型のダケカンバの成長は当年夏の気象

の樹高は５〜13m, そしてチシマザサの群落高はおお

条件が影響していると考えられる.

よそ 2.5m である. このダケカンバ二次林に４箇所の

北方林の代表的な樹種であるダケカンバの二次林の発

プロットが設定 さ れ, 対 数 変 換 し た 個 体 の 平 均 材 積

達過程において, ダケカンバ個体の成長には個体間競争

（Y 軸）と個体密度（X 軸）の関係は傾き−3/2の直線

と気象条件が影響していると考えられる. しかし, 今ま

であった（Takahashi et al., 2003a）
. 自己間引きを生

でのダケカンバの成長に対する気象条件の影響を調べた

じている植物個体群では, 平均個体サイズと個体密度の

研究は, 発達した森林での研究であり（Takahashi et

関係は−3/2であるため（Yoda et al.,1963;Kikuzawa,

al., 2003a, 2005）, 自己間引きを生じている高個体密度

, この研究で調べた林分では, 自己間引きを生じ
1988）

の二次林における研究はない. 二次林において成長−気

ていると考えられる.

象の関係を調べることは, 二次林における個体間競争と
気象条件の相対的な重要性を明らかにすることができ
る. そこで, この研究では, 北海道北部のダケカンバ二
次林において, 年輪試料から, 過去から現在にかけての

図 1：北海道大学雨龍研究林におけるサンプリングを行った場所の位置図.
Fig.1：Location of the sampling site in Uryu Experimental Forest, Hokkaido University.
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3. 調査方法
3.1 年輪コアの採取
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個体は樹齢によって４クラスに分けた. そして, 樹齢ク
ラスごとに年輪幅指数の時系列データを作成した.
作成した時系列データは, 気象データ（月平均気温,

1998年 10月下旬に, 74個体のダケカンバをランダム

降水量）と相関分析を行なった. 相関分析は 1977年か

に選び, その幹から高さ 40cm で年輪コアを採取した.

ら 1998年とした, 気象データは調査地からもっとも近

年輪コアを採取した個体の高さ 40cm および胸高部位

い 名 寄 の 気 象 測 候 所（北 緯 44°
22.2ʼ
, 東 経 142°
27.4ʼ
,

での幹の周囲長を測定した. 74個体のダケカンバの個

標高 89m）のデータを用いた. ダケカンバの成長には

体 サ イ ズ は, 高 さ 40cm で の 幹 直 径 は 3.3cm か ら

当 年 の 気 象 条 件 が 関 係 し て い る（Takahashi et al.,

14.3cm の範囲であった. 幹直径が小さいため, 全ての

. そのため, ダケカンバの年輪幅指数と当
2003a, 2005）

個体で髄まで抜くことができた. 年輪コアは研究室に持

年の成長期間の気象データ（月平均気温, 降水量）との

ち帰ったあと, ホルダーにマウントし, 紙ヤスリで表面

相関分析を行なった. 植物の成長期間は月平均気温が

を磨いた. そして, デジタルノギス付きの実体顕微鏡

５℃以上の月とした（吉良, 1948）. 名寄の月平均気温

で, 0.01mm 精度で年輪幅を測定した.

と標準的な気温減率（−0.6℃/＋100m）から, 神社山
での植物の生育期間を調べたところ, ５月から９月まで

3.2 年輪の時系列データの標準化, 気象データとの相
関分析
年輪幅の時系列変動には個体間競争, 大気汚染といっ
た外的要因や, 遺伝的, 生理的要素といった内的要因が
含まれている. そのため, 年輪幅の時系列変動から直接
的に気象による影響を抽出することはできない. 個体間
での比較を行うために, 年輪幅変動の標準化によって外
的・内的要因を除去し気象に関する成分のみを抽出する
必要がある. 標準化された年輪幅指数とは, 年輪幅の時
系列変動に近似線をあわせ, 各年での実測値と近似値と
の比を求めるものである（Fritts, 1976）.
本研究での多くの年輪試料は 25年程度と短かったた
め, 標準化の方法として直線回帰を用いた. 各年輪試料
の時系列データを直線回帰し, 各年の年輪幅を直線回帰
式から予測される値で割ることで, 年輪幅指数を求め
た. そして, 各年で全個体の年輪幅指数の平均値をと
り, 気象データとの相関分析に用いた. この研究では,

図 3：高さ 40cm でのダケカンバ 74個体の樹齢の頻度分布
図.
Fig.3：Frequency distribution of tree age at 40 cm above
the ground for 74 trees of Betula ermanii.

図 2：サンプリングを行った場所の月平均気温と名寄の気象測候所における降水量（1977年から 1998年の平均）. サンプリング
を行った場所の気温は, 一般的な気温減率（−0.6℃/＋100m）を用いて, 名寄の気温から推定した. 植物の成長期間は月平均
気温が５℃以上の期間である５月から９月までとした.
Fig.2：Monthly mean air-temperature at the sampling site and monthly sum of precipitation at Nayoro M eteorological
Station during 1977 to 1998. Air-temperature at the sampling site was estimated from that at Nayoro M eteorological
Station using the standard lapse rate (−0.6℃/＋100 m). Growth period for plants is defined as May to September with
monthly mean temperature＞5℃.
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図 4：(a)高さ 40cm でのダケカンバの幹直径と樹齢の関係と(b)胸高直径と高さ 40cm での幹直径の関係. 回帰式は, (a)Y ＝
0.051X （adjusted R ＝0.365, F ＝41.4, P ＜0.001, n＝74）, お よ び(b)Y ＝0.832X ＋0.275（adjusted R ＝0.961,
F ＝1784, P ＜0.001, n＝74）である.
Fig.4：(a)Relationships between trunk diameter at 40 cm above the ground and tree age and (b)between trunk diameter at
breast height and trunk diameter at 40 cm above the ground for Betula ermanii. Regression equations are(a)Y ＝0.051X
(adjusted R ＝0.365, F ＝41.4, P ＜0.001, n＝74), and (b)Y ＝0.832X ＋0.275 (adjusted R ＝0.961, F ＝1784, P ＜0.001, n＝
74).

図 5：ダケカンバの幹の肥大成長（a, b, c, d）と年輪幅の時系列情報（e, f, g, h）
. 樹齢クラスは（a, e）22年以下, (b,
f）23年と 24年, (c, g）25年, そして（d, h）26年以上である.
Fig.5：Trajectories of radial growth (a, b, c, d) and tree-ring width chronologies (e, f, g, h) of Betula ermanii. Tree age
classes are (a, e)under 22 year-old, (b, f)23 and 24 year-old, (c, g)25 year-old and (d, h)over 26 year-old.

であった（図２）
. 統計解析は R 2.9.0（R development

高さ 40cm 部位での幹直径は胸高直径とも高い正の相

core team, 2009 ）を用いて行なった.

関 が 見 ら れ た（R ＝0.961, P ＜0.001, 図 4b）
.した
がって, より早くに新規加入した個体はより大きく成長

4. 結果

していたことを示している.
年輪コアを採取した 74個体を樹齢に応じて, 樹齢を

年輪コアを採取した 74個体のダケカンバの高さ 40

４クラスに分けた（クラス１：樹齢 22年以下, クラス

cm で の 樹 齢 は 25年 に ピーク を も つ 一 山 型 で あった

２：樹齢 23〜24年, クラス３：樹齢 25年, クラス４：

（図３）
. しかし, 正規分布というよりも, 左側に尾を引

樹齢 26年以上）. どの樹齢クラスでも年輪幅は新規加入

いた分布形であり, 1998年の調査時の 25年前に多くの

時に比べて, 年々, 減少していく傾向が認められた（図

個体が新規加入した後でも, その後, 約 10年間は新規

５）
. 年輪幅の時系列を, 全ての個体について, 直線回

加入が少なからず生じていていたことを示している. 樹

帰した（表１）
. 時間（西暦）に対する年輪幅の変化は,

齢と高さ 40cm 部位での幹直径の関係は, 線形モデル

回帰式の傾きであるが, 若齢個体ほど, この傾きが急で

（R ＝0.258, P ＜0.001）よりも累乗モデル（R ＝0.365,
. また,
P ＜0.001）のほうが適合度が高かった（図 4a）

あり, 有意であった回帰式の割合が高かった（表１）
.
高さ 40cm 部位での幹直径が大きいほど, 最近５年
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表 1：サンプリングされた個体の地上 40cm での幹直径（D ）と樹齢. 年輪幅と年（西暦）の関係の直線回帰式も示してある.
回帰式の観測数は樹齢と同じである. 個体は樹齢に応じて, ４クラスに分けてある；クラス１（22年以下）
, クラス２（23年と
24年）, クラス３（25年）, そしてクラス４（26年以上）.
Table 1：Trunk diameter (D )and tree age at 40 cm above the ground for sampled trees. Results of the linear regression
for the relationship between tree-ring width (RW)and year (A.D.)are shown. The number of samples of regression analysis
is same as tree age for each tree. Trees are classified into four age classes;class 1 (under 22 year-old), class 2 (23 and 24
year-old), class 3 (25 year-old)and class 4 (over 26 year-old).
Age
class
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

Tree
ID
6
7
8
11
15
17
20
22
31
37
39
47
48
51
52
59
65
75
1
2
12
14
19
23
24
25
26
32
33
38
42
43
54
55
57
61
63
64
74
3
4
5
9
10
13
16
30
34
35
40
41
44
53
56
58
62
67
68
69
70
18
21

D
(cm)
4.7
6.7
10.8
3.3
5.7
8.5
6.0
4.7
6.2
6.7
5.0
6.2
4.6
5.6
8.4
14.3
4.4
4.9
11.4
5.6
7.6
8.5
6.8
10.5
6.0
7.8
9.7
6.9
10.0
5.1
9.3
6.0
10.6
10.4
5.1
8.0
5.4
7.6
6.8
9.0
6.6
12.0
13.7
9.6
10.2
8.2
6.1
6.4
7.3
11.4
6.2
11.7
8.5
7.6
8.6
9.3
6.9
8.2
14.1
7.6
7.1
12.4

Tree age
(years)
19
21
21
14
18
22
22
19
22
22
18
22
21
17
22
22
19
21
23
24
24
23
23
24
24
24
23
24
23
23
23
23
23
24
24
24
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26

a
−0.075
−0.045
0.076
−0.083
−0.103
−0.033
−0.124
−0.154
−0.126
−0.104
−0.119
−0.089
−0.060
−0.155
−0.047
−0.021
−0.100
−0.078
−0.010
−0.057
−0.048
−0.057
−0.085
−0.051
−0.053
−0.124
−0.060
−0.043
−0.009
−0.091
−0.037
−0.106
−0.040
−0.097
−0.057
−0.056
−0.060
−0.029
−0.084
−0.004
0.005
0.011
−0.021
−0.025
−0.034
−0.133
−0.072
−0.079
−0.024
−0.048
−0.063
−0.064
−0.063
−0.017
−0.047
−0.036
−0.087
−0.063
−0.033
−0.052
−0.046
0.009

RW ＝ a year ＋ b
b
R
151.1
0.636
90.8
0.491
−148.3
0.513
166.1
0.621
207.4
0.784
66.4
0.256
248.0
0.864
306.9
0.876
251.9
0.913
207.7
0.674
238.1
0.845
177.3
0.616
119.5
0.372
309.3
0.723
96.0
0.431
45.2
0.185
199.2
0.810
156.4
0.664
22.5
0.101
113.8
0.715
96.6
0.535
116.1
0.443
171.2
0.675
102.7
0.452
106.9
0.567
247.8
0.730
120.5
0.416
86.5
0.372
19.9
0.068
181.7
0.867
76.0
0.383
211.5
0.602
82.0
0.420
194.2
0.725
113.8
0.644
113.1
0.498
119.3
0.541
59.0
0.207
167.8
0.747
10.1
0.074
−8.4
0.061
−19.4
0.123
45.6
0.134
51.9
0.284
69.8
0.295
265.1
0.677
145.0
0.712
157.2
0.677
49.8
0.242
97.9
0.341
126.0
0.596
128.9
0.548
126.7
0.467
36.2
0.190
95.1
0.537
73.9
0.298
174.4
0.569
126.9
0.455
68.9
0.326
104.2
0.384
92.2
0.461
−14.5
0.067

P
0.003
0.024
0.017
0.018
＜0.001
0.250
＜0.001
＜0.001
＜0.001
0.001
＜0.001
0.002
0.096
0.001
0.045
0.410
＜0.001
＜0.001
0.646
＜0.001
0.007
0.034
＜0.001
0.027
0.004
＜0.001
0.048
0.073
0.757
＜0.001
0.071
0.002
0.046
＜0.001
0.001
0.013
0.008
0.332
＜0.001
0.726
0.771
0.560
0.524
0.169
0.152
＜0.001
＜0.001
＜0.001
0.244
0.096
0.002
0.005
0.019
0.364
0.006
0.148
0.003
0.022
0.112
0.058
0.018
0.745
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

27
29
36
45
46
49
50
60
66
71
72
73

10.0
12.0
7.6
7.2
8.3
11.7
6.7
8.9
9.7
8.3
11.9
11.5

26
27
26
27
26
26
26
26
27
27
28
27

−0.075
−0.033
−0.098
0.006
−0.044
−0.024
−0.053
−0.084
−0.061
−0.040
−0.021
−0.017

151.5
68.1
195.7
−10.9
89.0
49.8
106.8
167.7
122.8
80.8
43.0
36.1

0.548
0.272
0.669
0.070
0.411
0.172
0.442
0.651
0.420
0.382
0.170
0.154

0.004
0.169
＜0.001
0.727
0.037
0.402
0.024
＜0.001
0.029
0.049
0.387
0.444

図 6：ダケカンバの最近５ヵ年の年輪幅の平均値と(a)高さ 40cm での幹直径, および(b)高さ 40cm での樹齢の関係. 回帰式
は, (a)Y ＝0.210X −0.691（adjusted R ＝0.692, F ＝164.8, P ＜0.001, n＝74）
, および(b)Y ＝0.00081X （adjusted
.
R ＝0.151, F ＝10.9, P ＜0.01, n＝74）
Fig.6：Relationships of mean tree-ring width in recent 5 years with (a)trunk diameter at 40 cm above the ground and with
(b)tree age at 40 cm above the ground for Betula ermanii. Regression equations are (a)Y ＝0.210X −0.691 (adjusted R ＝
0.692, F ＝164.8, P ＜0.001, n＝74), and (b)Y ＝0.00081X
(adjusted R ＝0.131, F ＝10.9, P ＜0.01, n＝74).

図 7：ダケカンバの４サイズクラスでの年輪幅指数；クラス１（22年以下, ●）, クラス２（23年と 24年, ×）
, クラス３（25
年, ○）, そしてクラス４（26年以上, □）
.
Fig.7：Tree-ring width indices of Betula ermanii for four tree age classes;class 1 (under 22 year-old, ●),class 2 (23 and 24
year-old, ×), class 3 (25 year-old, ○)and class 4 (over 26 year-old, □).

間 の 平 均 年 輪 幅 は 高 かった（R ＝0.692, P ＜0.001,

（図 6b）
. したがって, より早くに新規加入した個体ほ

図 6a）. また, 樹齢と最近５年間の平均年輪幅の関係は

ど現在でも成長が高いことを示している. ただし, 最近

線形モデル（R ＝0.058, P ＜0.05）よりも, 累乗モデ

５年間の年輪幅は樹齢よりも個体サイズと高い相関を示

ル（R ＝0.131, P ＜0.01）の 方 が 適 合 度 が 高 かった

していることから, 樹齢だけでは成長は決まらないこと
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表 2：各樹齢クラスの年輪幅指数と気象要因（月平均気温, 降水量）との間の相関係数. 個体は樹齢に応じて, ４クラスに分け
てある；クラス１（22年以下）, クラス２（23年と 24年）
, クラス３（25年）
, そしてクラス４（26年以上）
.
Table 2：Correlation coefficients between monthly climatic factors(temperature and precipitation)and tree-ring width index
for each age class. Trees are classified into four age classes;class 1 (under 22 year-old),class 2 (23 and 24 year-old),class
3 (25 year-old)and class 4 (over 26 year-old).
Age
class
1
2
3
4
mean

Temperature

Precipitation

May

June

July

Aug

Sept

M ay

June

July

Aug

Sept

0.02
0.00
0.07
0.25
0.13

−0.08
0.28
0.08
0.10
0.15

−0.14
0.11
0.26
0.32
0.24

−0.04
0.25
0.41
0.27
0.35

0.17
0.07
0.14
0.29
0.23

−0.05
−0.08
0.05
0.06
0.00

0.03
0.10
−0.14
−0.33
−0.14

−0.07
−0.31
−0.19
−0.09
−0.23

0.16
−0.21
−0.27
−0.09
−0.18

0.04
−0.20
−0.11
−0.18
−0.18

：Marginally significant (P ＝0.06)

を示している.

も, 新規加入の時期のわずかな違いがその後の成長や生

標準化した年輪幅指数の時系列を図７に示した. 標準

存に大きく影響していることを示唆している. しかし,

化に用いた直線回帰式は表１に示したものと同じであ

最近の成長率には個体の樹齢よりもサイズの方が強く相

る. 1981年以前は樹齢クラス間で一致したパターンは

関していたため, 単純に樹齢というよりも, 個体の空間

見られないが, 1982年から 1998年までは全ての樹齢ク

分布などを介して, ローカルな個体間競争も個体の成長

ラスで似たようなパターンを示した. 1980年代は成長

に大きく影響していることを意味している（Takaha-

が増加しており, 一方, 1990年代は成長が減少してい

shi, 1996）.

る傾向が見られた（図７）
. 個々の樹齢クラスと全樹齢

この調査地において, 個体の成長に対して, 気象条件

クラスの平均の年輪幅指数に対して, 当年５月から９月

はほとんど影響していなかった. 発達した森林におい

までの月平均気温と降水量と相関分析を行なったとこ

て, ダケカンバの年輪幅には当年の生育期間の月平均気

ろ, 有意な相関はまったく見られなかった. 樹齢クラス

温と正の相関があることが, いくつか報告されている

３だけが８月の月平均気温と緩い有意な相関が見られた

（Takahashi et al., 2003a, 2005;Dolezal et al., 2010）
.

（表２, P ＝0.06）
.

そのため, ダケカンバの成長には気象条件が影響してい
ても不思議ではない. この研究において気象条件がほと

5. 考察

んど影響していなかった理由は２つ考えられる. 第一
に, この研究での年輪幅のクロノロジーが短かったこと

この研究で調べたダケカンバの樹齢は 25年が最も多

である. 発達した森林で行われた先行研究では, ダケカ

く, 約 10年の間にほとんどの個体が含まれていた. こ

ンバの年輪幅のクロノロジーは少なくとも数十年はある

の調査地では, どのような原因でダケカンバ林が成立し

のに対して, この研究ではわずか 22年である. 同じ相

たのか, その理由については分からないが, 何からの撹

関係数ならば, 観測数が多いほうが統計的に有意になり

乱が生じたのだろう. Takaoka（1993）は北海道大学

やすい. 第二に, 個体間競争の影響が強すぎたことであ

の天塩研究林における山火事後に成立したダケカンバの

る. この研究では, 個体間競争の影響などを除去するた

樹齢はほとんど数年以内に含まれていたことを報告して

めに, 年輪幅の時系列データを標準化した. しかし, 気

いる. したがって, ダケカンバは撹乱後のある一時期に

象の影響が検出できなかたことは, 成長に対する個体間

集中して新規加入するのだろう.

競争の影響のほうが圧倒的に高く, 気象の影響はわずか

この調査地では, より若い個体ほど, 過去から現在に

で あ る こ と を 示 唆 し て い る. Takahashi et al.

かけての成長率の減少率が大きく, 最近５年間の成長率

（2003c）は, この調査地において, 林床で優占するササ

も低かった. この調査地は自己間引きを生じている高密

が上層木であるダケカンバの成長に対する二方向的な競

度個体群のため, わずかな新規加入の遅れが, その後の

争の影響を調べた. その結果, 大きな個体ではササによ

個体間競争で不利になるのだろう. すなわち, 初期の個

る競争効果は検出されたが, 被圧された小さな個体で

体差がわずかでも, 光を巡る競争のため, より大きな個

は, ササの効果は検出されなかった. これはササの存在

体が小さな個体を被圧し, 次第に個体サイズの個体差が

に関係なく, 小さな個体は大きな個体から強く被圧され

大きくなっていくのだろう. 年輪コアを採取した 1998

ているために, 成長が低かったためである.

年には, この調査地ではダケカンバ個体の胸高直径は１

以上のことから, この研究では, ⑴ この自己間引き

〜14cm までと個体差が大きく, 死亡する個体は小さい

が生じている林分において, 若くて小さな個体ほど, 過

個体サイズに集中していた（Takahashi et al., 2003c）
.

去から現在にかけての成長率の減少が大きく, 最近の成

この調査地で多くの個体が約 10年の間に新規加入して

長率も低かった, ⑵ そして, 成長に対する気象の効果
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はほとんどなかったことが示唆された. したがって, こ
の高個体密度の林分においては, 個体間競争が高いため
に, 気象条件の影響はほとんどなく, そして, より早く
に新規加入した個体ほど現在でも成長が高いことが分
かった.
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異なる土壌水分条件下でのカバノキ属ダケカンバと
シラカンバの個体生長と水分生理特性
田畑あずさ, 原

登志彦

2014年 11月 15日受付, 2015年 2月 6日受理

亜高山帯に分布するダケカンバと, 落葉広葉樹林帯と亜高山帯下部に分布するシラカンバの苗木を
異なる土壌水分条件下で生育し, 乾燥に対する両樹種の個体生長や個葉の生理的応答, 水分生理特性
を比較した. 乾燥条件下でのシラカンバは春葉の光合成速度が低下し, 相対成長速度（RGR）が低
下, 枯死率が高くなった. 一方, ダケカンバは乾燥条件下において春葉の光合成速度が低下する傾向
にあったが, RGR を維持し, シラカンバと比べて枯死率は低くなった. シラカンバの夜明け前水ポ
テンシャルの値は乾燥条件下で低下したが, ダケカンバでは低下しなかった. 葉寿命は乾燥処理に
よって両樹種ともに低下し, ダケカンバはシラカンバよりも早くから落葉を開始し, 長期間葉を落と
す傾向があった. ダケカンバとシラカンバの乾燥に対する成長応答の違いは, 乾燥条件下での水分保
持と落葉のタイミング, 落葉期間の差によって生じたと考えられる. これらの結果はダケカンバがシ
ラカンバよりも乾燥回避に優れており, 乾燥した地域での生育が可能であることを示している.

M orphological and phenological responses and water relations of
and
vary with soil water condition
Azusa Tabata, Toshihiko Hara
Two watering treatments (well-irrigated and water deficit)were applied to Betula ermanii Cham.(Ermanʼ
s
birch) and Betula platyphylla Sukatchev var. japonica (M iq.) Hara (white birch) seedlings to investigate their
responses to soil water conditions. The area-based photosynthetic rate of early leaves and the relative growth
rate of B. platyphylla seedlings were lower under water deficit than under well-irrigated conditions. Although
the area-based photosynthetic rate of early leaves of B. ermanii seedlings tended to decrease under water deficit,
the relative growth rate of B. ermanii seedlings did not differ between water-deficit and well-irrigated treatments. Under water deficit, the mortality rate of B. platyphylla seedlings was higher than that of B. ermanii
seedlings. The predawn water potential of B. platyphylla seedlings was lower under water deficit than under
well-irrigated conditions, but that of B. ermanii seedlings showed no difference between the two conditions.
The leaf longevity of B. ermanii and B. platyphylla seedlings was shorter under water deficit than under
well-irrigated conditions. Also, B. ermanii seedlings showed a longer defoliation period than that of B. platyphylla seedlings under water deficit. For B. ermanii,the water relations and phenological responses appear to
be as important as drought avoidance responses for maintaining growth under water deficit. Our results show
that B. ermanii shows better drought avoidance than does B. platyphylla. Consequently, B. ermanii is more
likely than B. platyphylla to survive and maintain growth under water deficit.
キーワード：乾燥, カバノキ属樹木, 水分生理, 葉のフェノロジー, 個体生長応答
soil water deficit, birch trees, water relation, leaf phenology, growth response

連絡先
田畑あずさ
北海道大学低温科学研究所
Tel. 011‑706‑7660
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Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University

1. はじめに
水は私たち人間をはじめ, 地球上に生育するすべての
生物にとって必要不可欠なものである. 特に移動の自由
を持たない植物は, 水不足の状態でも生存を可能にする
ために, 土壌からの吸水率を高めたり, 蒸散を減らした
り, 水分を貯蔵するといった様々な適応をしている. 寒
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さと乾燥が厳しい地域に生育する北方樹木でも, 水は生

育分布特性に「乾燥」が寄与するのかは明らかにされて

命を維持するために必要不可欠なものである. 北方林で

いない. そこで本稿では, 北方樹木であるダケカンバが

は森林限界から高山帯への移行帯において, 冬期間に土

北方林での生育を維持するしくみを知る手がかりとし

壌が何ヶ月間も凍結し, 根が吸水できないことによって

て, ダケカンバとシラカンバの苗木を異なる土壌水分条

起こる乾燥害が多く見られる（酒井, 1995）. このよう

件で生育し, 両樹種の個体生長や個葉の生理的応答, 水

な地域では, 春になって気温や日射が強くなり葉温が上

分生理特性を比較した研究結果について紹介する.

昇しても, 土壌が凍結したままで根が吸水できないた
め, 葉の乾燥害が起きやすい. 北方樹木の中でも常緑樹
は, 短い生育期間にもかかわらず光合成を犠牲にして気
孔を閉じ, 蒸散による水分損失を回避する（乾燥回避）
,

2. 研究内容・手法について
2.1 実験材料

または, 気孔を開いて光合成をしながら乾燥に耐える

実験には北海道長沼産のダケカンバとシラカンバの２

（乾燥耐性）といった方法で乾燥による脱水を防いでい

年生苗木を用いた. これらの苗木は 2011年５月に植栽

る. これらの対応は樹種によって異なり, 一般的に, 高

され, 土壌水分処理実験が行われるまで十分な光と水分

緯度に生育するカラマツ属（Larix）は乾燥を回避し,

を与え, 北海道大学低温科学研究所内の温室にて生育さ

トウヒ属（Picea, Pinus）などは乾燥に耐えて対応し

せた. 苗木の栽培を行った温室の気温と湿度を, 自記記

ていると言われている（Cowling and Kerdrowski,

録計を用いて計測した. その変化を図１に示す.

1980;Berg and Chapin III, 1994）.
ダケカンバ（Betula ermanii Cham）は日本の亜高山
帯森林やロシア極東（北緯 34度から 62度付近）の森林

2.2 土壌水分処理
2012年４月, 苗木を１週間に２〜３度灌水を行う灌

限界付近や北洋海岸に分布する落葉広葉樹である
（Tabata, 1966）
. ロシアのカムチャツカ半島（北緯 58
度以南）の南部では, 湿潤な海岸性気候の地域にダケカ
ン バ 林 が 発 達 し て い る が（Okitsu, 1987; Kojima,
, 同じ半島の乾燥した大陸性気候の地域にも発達
1994）
したダケカンバ林が存在する（Kojima, 1994）. このよ
うにダケカンバは様々な降水量の地域に分布し生育して
いる. 例えば, 湿潤な気候の日本の年平均降水量が年間
1680mm であるのに対し, 乾燥した気候のロシアカム
チャツカ 半 島 内 陸 部 エッソ で は 年 間 399mm で あ る.
エッソの夏の相対 湿 度 は 低 く は な い が（1964年 か ら
1994年の平均湿度は 74％）
, 年間の水収支では少なくと
も 60mm 程度の水不足を生じるものと思われる（Kojima, 1994）. ダケカンバと同属のシラカンバ（Betula
platyphylla Sukatchev var. japnica (Miq.) Hara）は,
日本では落葉広葉樹林帯から亜高山帯下部に分布し, 低
地や山麓の乾いた土地や半湿潤のどちらのタイプの土壌
でも生育する（Tabata, 1966）
. シラカンバは葉の形や
幹の色などがダケカンバと似通っているが, その生育地
は光合成適温域と葉の展開する時期の違いによって, シ
ラカンバは温暖な地を好み, ダケカンバは寒冷地を好む
とされている（Koike, 1995）
. ダケカンバが生育する北
方林は「低温」と「乾燥」の気候特色があり, ダケカン
バは前年の乾燥処理によって, 翌年に展開する葉の光合
成速度が乾燥処理条件下においても低下せず, 細長い根
を成長させることが明らかになっている（Tabata et
. 同様にシラカンバでも, 乾燥条件下におい
al., 2010）
て根系を発達させていることが知られているが（Koike
, 両樹種ともに乾燥条件下での水分生理応
et al., 2003）
答の研究は十分ではなく, ダケカンバとシラカンバの生

図 1：乾燥処理期間中（2012年４月４日から 2012年９月 20
日まで）における温室の気温（上図）と湿度（下図) (上
図）実線は乾燥処理期間中の日最高気温を示し, 点線は日最
低気温を示す. (下図）実線は乾燥処理期間中の日最高湿度
を示し, 点線は日最低湿度を示す
Figure 1：Air temperature (above figure) and humidity
(below figure)in the greenhouse during drought treatment
(from 4 April to 20 September 2012). (above figure):solid
line daily maximum temperature,dot line daily minimum
temperature during drought treatment, (below figure):
solid line daily maximum humidity, dot line daily minimum humidity during drought treatment
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カバノキ属二種の水分生理

水処理グループ（ダケカンバ 15個体, シラカンバ 13個

2.4 葉の水分生理応答の測定

体）と, ２週間に１度灌水を行う乾燥処理グループ（ダ

苗木の生長が活発な夏期である 2012年７月 25日に,

ケカンバ 16個体, シラカンバ 12個体）の４つのグルー

各処理グループから健全な葉を３枚ずつ選び, プレッ

プに分けた. 灌水時にはそれぞれの個体に 750ml の水

シャーチャンバーを用いて夜明け前の水ポテンシャルを

を与え, ポットを十分に水で満たした. この水量は年間

測定した. さらに 2012年８月２日, 各グループ３本の

降水量に換算すると, 灌水処理グループは 1729.9mm

P-V 曲線を作成し, 膨圧を失ってしおれを起こすとき

で日本の年平均降水量に相当し, 乾燥処理グループでは

の水ポテンシャル（Ψw ）, 十分に吸水したときの浸

432.4mm でカムチャツカ半島エッソの年平均降水量に

透 ポ テ ン シャル（ Ψs ）を 求 め た（丸 山・森 川,

相当する. 土壌水分処理を 2012年４月４日から 2012年

1983）
. 各グループの測定には, 灌水グループは１個体

９月 20日まで行い, 一週間ごとにポット内の土壌の含

から１枚の夏葉を採取し, 乾燥グループは葉が十分に成

水率を測定した. 土壌水分処理期間中の処理グループご

長しないため, ２〜３枚の未発達な葉をつけた当年枝を

との土壌含水率変化を図２に示す.

用いて行った. P-V 曲線法の実験では, あらかじめ測
定する個体を十分に吸水させて行うことが多いが, 測定

2.3 葉の生理特性の季節変化の測定

前の水環境が P-V 曲線から得られる水分生理特性値に

カバノキ属樹木の葉の展開様式は, 春に２〜３枚の葉

影響を与えることが知られているため（Kubiske and

（春葉）を展開し, 好適な生育条件下では９月上旬まで

, 本研究では P-V 曲線測定前に測定個
Abrams, 1991）

葉（夏葉）を展開し続ける順次開葉型である. 春葉と夏

体を吸水させずに行った.

葉はフェノロジーや光合成機能が異なるため（M iyaz, 本研究では春葉
awa et al.,2004;Tabata et al.,2010）

2.5 個体生長と葉のフェノロジーの調査

と夏葉の区別を明確にし, 測定を行った. 葉の生理特性

苗木の伸長成長量として苗木の地上部の高さを 2012

を調べるために, 2012年４月から９月までおよそ３週

年４月５日から 2012年９月 27日まで２週間ごとに測定

間ごとに, 春葉を対象とした測定を７回, 夏葉を対象と

し, 得られた測定値から相対成長速度（RGR: relative

した測定を５回行った. 測定は携帯式光合成蒸散測定装

growth rate）を求めた. 相対成長速度の求め方を式(1)

置（Li-6400, Li-Cor, Lincoln, NE, USA）を 用 い

に示す.

て, 最大光合成速度と蒸散速度を測定した. 測定によっ
て得られた最大光合成速度と蒸散速度の値を用いて, 水
利用効率（WUE:water use efficincy）を求めた.

RGR＝ lnH −lnH / ΔT

(1)

RGR：相対成長速度, ln：自然対数, H ：初期測定時
（2012年４月５日）の地上部の高さ, H ：測定終了時
（2012年９月 27日）の地上部の高さ, ΔT：測定期間
測定期間中に葉が落葉, もしくは離層が形成される前
に葉が枯れて枝についたままになり, 土壌含水率の変化
がなくなった苗木を枯死と判断して生存率を求めた. １
個体あたり１枚の葉をそれぞれの処理グループからラン
ダムに採集し, 葉面積を葉面 積 計（Li-3100, Li-Cor,
Nebraska, USA）を用いて測定した. 葉面積を計測し
終えた葉を, 農業用オーブンを用いて２日間 80℃で乾
燥した. 測定によって得られた葉面積と乾燥葉重の値を
用いて, 葉の厚さの指標となる単位葉面積当たりの葉重

図 2：乾燥処理期間中（2012年４月４日から 2012年９月 20
日まで）における土壌含水率 水色の実線はダケカンバ（B.
ermanii）の灌水処理グループ, ピンク色の実線はダケカン
バの乾燥グループ, 水色の点線はシラカンバ（B. platyphylla
の灌水処理グループ, ピンク色の点線はシラカンバの乾燥処
理グループの土壌水分含水率を示す
Figure 2：Seasonal patterns of soil water content in the B.
ermanii and B. platyphylla seedlings pots during drought
treatment (from 4 April to 20 September 2012). Light blue
solid line well irrigated treatment group in B. ermanii,
pink solid line water deficit treatment group in B. ermanii,
light blue dot line well irrigated treatment group in B.
platyphylla, pink dot line water deficit treatment group in
B. platyphylla.

（LMA:leaf mass per area）を算出した.
2012年３月 30日から 2012年９月 20日まで３週間ご
とに１個体あたりの葉数を計測し, その計測と同時に個
体ごとの葉の展葉や落葉を記録した.
得られた測定値のそれぞれについて, 処理と樹種によ
る変動を ANOVA で分析した. また, Tukeyの方法を
用いて処理区間の平均値を比較した.
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図 3：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii）と シ ラ カ ン バ（B. platyphylla）の 生 存 率 の 変 化
水色の実線はダケカンバの灌水処理グループ, ピンク色の実
線はダケカンバの乾燥処理グループ, 水色の点線はシラカン
バの灌水処理グループ, ピンク色の点線はシラカンバの乾燥
処理グループの生存率を示す
Figure 3：Changes in survival rate of B. ermanii and B.
platyphylla seedlings under the various water conditions in
2012. Light blue solid line well irrigated treatment group
in B. ermanii,pink solid line water deficit treatment group
in B. ermanii, light blue dot line well irrigated treatment
group in B. platyphylla, pink dot line water deficit treatment group in B. platyphylla.

図 4：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処
理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシ ラ カ ン バ
（B. platyphylla）の相対成長速度（RGR）の比較 図中の各
値は平均値, 縦線は標準誤差を示す. 平均値間の有意差を処
理 グ ループ 間 で Tukeyʼ
s test に よ り 検 定 し, 異 な る ア ル
ファベット を 用 い て 処 理 間 に 有 意 差 が あ る こ と を 示 し た
（p＜0.05, n＝5‑15）
Figure 4：Comparison of relative growth rate of B. ermanii and B. platyphylla seedlings under the various water
conditions (well-irrigated treatment: ■, water-deficit
treatment: ■) in 2012. Values are mean. Vertical bars
indicate SE. Significance of difference among means by
drought treatments were tested by Tukeyʼ
s pairwise comparison. Different letters denote significant difference at
p ＜ 0.05 (n ＝ 5-15).

3. 結果と考察
3.1 乾燥処理が個体生長に与える影響

RGR はダケカンバの灌水処理グループの RGR より高

図３に生育期間中の生存率の変化を示す. 生存率は乾

く, これらの結果から, シラカンバは高い成長能力を乾

燥による低下が見られた. ダケカンバの乾燥処理個体で

燥処理によって妨げられ, シラカンバほど成長能力が高

は, 2012年５月 31日の測定日から 2012年６月 28日の

くないダケカンバは広葉樹ではあるが針葉樹的なふるま

測定日の間に生存率が約 80％に低下し, その後 2012年

いをし, 乾燥による影響が小さく, 乾燥地でも生育が可

７月 26日の測定日から 2012年８月 23日の測定日の間

能であると考えられる. ダケカンバの針葉樹的なふるま

に生存率が再度低下し, 土壌水分処理終了後に 56.3％

いを可能にするメカニズムは, いったいどのようなもの

となった. シラカンバの乾燥処理個体では, 2012年７

なのだろうか.

月 26日の測定日まで生存率の低下が見られなかったが,
土壌水分処理終了後にはダケカンバの生存率よりも低い

3.2 乾燥処理条件下での葉の水分特性の比較

38.5％となった. この枯死パターンの違いがどのような

夜が明けて光合成が始まるのと同時に植物は蒸散を始

要因によって起こるのか今回の実験結果からはわからな

め, 夜間に植物体内に蓄積していた水分は植物体の外へ

いが, 土壌水分処理終了後に乾燥処理グループの半数以

排出されてしまう. 蒸散が始まる夜明け前に水ポテン

上の個体が生存していたダケカンバは, 同属のシラカン

シャルを計測することで, その葉（植物）が最も水分を

バと比較して乾燥条件に耐えられる, もしくは乾燥によ

保持している状態を知ることができる. 今回の実験で

るダメージの回避が可能なのかもしれない.

は, 生育期間中に最も乾燥が厳しいと考えられる７月下

ダケカンバとシラカンバの生育期間中の成長をみてみ

旬に, 夜明け前の水ポテンシャルの測定を行った（図

ると, シラカンバ苗木の RGR は乾燥処理によって大き

５）
. シラカンバの乾燥処理個体では, 夜明け前の水ポ

く低下した（図４）. 一般的に, 広葉樹は生育環境が好

テンシャルの値の低下が見られたが, ダケカンバの乾燥

適であるほど成長し, 生育環境が悪化すると生育できな

処理個体では乾燥条件下にも関わらず, その値は低下し

くなるが, 針葉樹は痩せた特殊な土壌である乾燥地に生

なかった. これらの結果は, シラカンバの苗木が乾燥処

育することが可能である（酒田, 2003）. 今回の実験結

理によって個体内の水分が低下していたことを示し, ダ

果では, シラカンバが乾燥処理によって成長を妨げられ

ケカンバの苗木は乾燥条件下においても個体内の水分を

たのに対し, ダケカンバの乾燥処理グループは乾燥処理

保つことができることを示す. そこで, ダケカンバとシ

の有無に関わらず, 灌水処理グループと同程度の RGR

ラカンバの葉の水分特性を調べるために, P-V 曲線法

の値を示した. また, シラカンバの灌水処理グループの

によって十分に吸収したときの浸透ポテンシャルの値

カバノキ属二種の水分生理

図 5：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処
理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシ ラ カ ン バ
（B. platyphylla）の夜明け前の水ポテンシャルの比較 図中
の各値は平均値, 縦線は標準誤差を示す. 平均値間の有意差
を処理グループ間で Tukeyʼ
s test により検定し, 異なるア
ルファベットを用いて処理間に有意差があることを示した
（p＜0.05, n＝3‑4）
Figure 5：Comparison of pre-down water potential of B.
ermanii and B. platyphylla seedlings under the various
water conditions (well-irrigated treatment: ■, waterdeficit treatment:■)in 2012. Values are mean. Vertical
bars indicate SE. Significance ofdifference among means
by drought treatments were tested by Tukeyʼ
s pairwise
comparison. Different letters denote significant difference at p ＜ 0.05 (n ＝ 3‑4).

（Ψs ）と, 膨圧を失ってしおれ起こすときの水ポテン
シャルの値（Ψw ）を求めた. 図６に十分に吸収した
ときの浸透ポテンシャルの値（Ψs ）と, 膨圧を失っ
てしおれを起こすときの水ポテンシャルの値（Ψw ）
の関係を示す. Ψw が低い植物は, 乾燥ストレスに対
する膨圧の維持に有利でしおれにくく, Ψs が低い植
物は細胞内の溶質濃度を高くし, 乾燥ストレス条件下で
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図 6：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B.
platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の飽水時の浸透
ポテンシャル（Ψs ）と圧ポテンシャルを失うときの水ポ
テンシャル（Ψw ）との関係 図中の各値は平均値, 縦線
は Ψw , 横線は Ψs の標準誤差を示す. 平均値間の有意
差を Ψs の処理グループ間, Ψw の処理グループ間でそ
れぞれ一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示した
（n.s.：有意差なし p＞0.05, n＝3‑4）
Figure 6：Relationship between osmic potential at full
turgor (Ψs ) and water potential at turgor loss point
(Ψw )of B. ermanii (well-irrigated treatment: ●, waterdeficit treatment: ●) and B. platyphylla (well-irrigated
treatment:■, water-deficit treatment:■)seedlings under
the various water conditions in 2012. Values are mean.
Vertical bars indicate SE. Significance of difference
among means by drought treatments in Ψs and Ψw
were tested by one-way ANOVA (ns is non-significant p ＞
0.05, n ＝ 3‑4).

の膨圧の維持を可能にする. よって, 図６のグラフの右
上に行くほど乾燥ストレスに対する膨圧維持に有利でし

ンバとシラカンバは, 乾燥に対応するために葉を厚くす

おれにくく, 耐乾性が高いことを示す. しかし今回の実

るといった形態的適応を行っていないと考えられる.

験では, このしおれにくさの評価で右上がりの直線関係

乾燥は植物の成長や水分状態と同様に葉寿命にも影響

が得られたが, 処理間や樹種間での有意差は得られな

を及ぼすと言われているが, 葉を落とす, または落とさ

かった. これらの結果から, ダケカンバは乾燥に対して

ないといった乾燥による影響は一様ではない（菊沢,

水分生理特性を変化させ, 葉をしおれにくくするのでは

2005；長 田 ほ か, 2013）. 乾 燥 地 に 生 育 す る 落 葉 樹

なく, 葉を落とすなどの水分を損失する器官を排除する

Eucalyptus camaldulensis と Eucalyptus globulus は気

方法で乾燥に対応しているため, 乾燥条件下でも夜明け

孔開閉に関係なく, 落葉によって葉面積を減少させて乾

前の水ポテンシャルを一定に保っていると考えられる.

燥による影響を回避し（Gindaba et al., 2005）
, この落
葉が気孔閉鎖に比べて, より急激に水分損失の抑制を可

3.3 乾燥条件下での葉の形態変化とフェノロジーへの
影響
葉の形態的応答として, 乾燥条件下では葉が厚くな

能にしている（Rouhi et al., 2007）
. ニセアカシア
（Robinia pseudoacacia）では, 乾燥条件下において落
葉することがいくつかの実験で観察されており（Ran-

り, ダケカンバやシラカンバのような遷移初期種では,

, 落葉による葉面積の減少によって水
ney et al., 1990）

乾燥によって葉の厚さの指標である LM A の値が高くな

消費量を減少させていると報告されている（原ほか,

ると報告されている（Abrams et al., 1994）
. 今回の測

2008）
. 乾燥処理条件下で生育したダケカンバは, 灌水

定の結果では, 春葉と夏葉ともに LMA の乾燥処理によ

処理条件下で生育したダケカンバに比べて, 早期に葉を

る影響が見られなかった（図７）
. この結果からダケカ

落とす傾向があり, 葉寿命が短くなる（Tabata et al.,
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図 7：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B. ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B. platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の春葉（左図）と夏葉（右図）の単位葉面積当たりの葉重（LM A) 図中の各値は平均値,
縦線は標準誤差を示す. 同測定日における平均値間の有意差を処理グループ間で一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示
した（n.s.：有意差なし p＞0.05, n＝3‑4）. ダケカンバの乾燥処理グループは, 測定のための十分に発達した葉が得られな
かったため, 2012年６月 26日の測定日以降の春葉データが欠損している
Figure 7：Changes in leaf mass area (LMA ＝ leaf dry weight ／ fresh leaf area (mg cm )) of B. ermanii (well-irrigated
treatment: ●, water-deficit treatment: ●) and B. platyphylla (well-irrigated treatment: ■, water-deficit treatment: ■)
seedlings under the various water conditions in 2012. Values are mean. Vertical bars indicate SE. Significance of
difference among means by drought treatments on the same day were tested by one-way ANOVA (ns is non-significant p ＞
0.05, n ＝ 3‑4). There was a lack of data (B. ermanii seedlings in water deficit)from 26 June in 2012 onward because the
seedlings had only a small number of living leaves and samples were not obtained.

図 8：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシラカンバ（B. platyphylla）の春葉（左図）と夏葉（右図）の平均葉寿命 図中の各値は平均値, 縦線は信頼区間を示す. 平均値間の有意差を処理
グループ間で Tukeyʼ
s test により検定し, 異なるアルファベットを用いて処理間に有意差があることを示した（p＜0.05, n＝
3‑16）
Figure 8：Changes in leaf longevity of early leaves (left graph)and late leaves (right graph)of B. ermanii and B. platyphylla
seedlings under the various water conditions (well-irrigated treatment:■,water-deficit treatment:■)in 2012. Values are
mean. Vertical bars indicate CI. Significance of difference among means by drought treatments were tested by Tukeyʼ
s
pairwise comparison. Different letters denote significant difference at p ＜ 0.05 (n ＝ 3‑16).

. 今回の実験結果でも, ダケカンバは乾燥処理に
2010）

防ぐ方法が個体の生存に有利のようである.

よって葉寿命が低下し, シラカンバもダケカンバと同様

乾燥処理による葉寿命の低下にともなって, 個体の葉

に乾燥処理によって葉寿命が低下した（図８）. 落葉樹

数も生育期間中に変動する. 図９に異なる土壌水分条件

と異なり落葉草本では, 乾燥条件下において可能な限り

下での１個体あたりの平均葉数を示す. ダケカンバでは

葉を維持し, 乾燥によって地上部全体が枯れて植物個体

2012年６月 28日の測定日から 2012年９月 20日の測定

のバイオマス損失量が増えるといったリスクを回避する

日に乾燥処理個体の葉数が低下した. シラカンバでは

方法を持つ（長田ほか, 2013）
. ダケカンバとシラカン

2012年７月 19日の測定日から 2012年８月 29日の測定

バは, 落葉草本のように乾燥条件下で葉を維持するので

日に乾燥処理個体での低下が見られた. この結果から,

はなく, なるべく早く葉を落とし, 葉からの水分損失を

ダケカンバとシラカンバともに落葉することによって,

カバノキ属二種の水分生理
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乾燥による水分損失を防いでいると考えられる. また,
ダケカンバはシラカンバよりも早い時期に葉を落とし初
め, シラカンバよりも葉を落とす期間が長く, 生育期間
中に多くの葉を落とす傾向があると言える. この葉を落
とすタイミングと期間の差が, 個体生長応答などの乾燥
処理の影響の違いになっているのかもしれない.
3.4 乾燥処理条件下での光合成機能応答
図 10に個葉の最大光合成速度と WUE の季節変化を
示す. 乾燥条件下では, 植物は体内の水分損失を防ぐた
めに気孔を閉じるが, その気孔閉鎖によって光合成に必
要な二酸化炭素の取り込みも減少してしまう. 乾燥条件
下では光合成速度が低下し, 生育に必要な同化産物も減
少するため, 植物の成長などに影響を及ぼす. 今回の実
験結果では, 春葉ではシラカンバの乾燥処理個体で最大
光合成速度の著しい低下が見られた（図 10a）
. ダケカ
ンバの乾燥処理個体では, 最大光合成速度が灌水処理個
体よりも低下する傾向が見られたが, 統計的な有意差を
得られなかった（図 10a）
. 夏葉ではダケカンバとシラ
カンバともに乾燥処理によって苗木の葉が枯れる, もし
くは落葉のため, 乾燥処理個体は測定に使用する葉を十
分に得ることができず, 灌水処理個体よりも少ない測定
点となった（図 10b と 10d）
. 夏葉の最大光合成速度は,

図 9：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B.
platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の１個体あたり
の平均葉数 図中の各値は平均値, 縦線は標準誤差を示す.
同測定日における平均値間の有意差を処理グループ間で一元
配置分散分析により検定 有意水準を示した（ ：p＜0.05,
n＝3‑16）
Figure 9：Changes in leaf number per plant of B. ermanii
(well-irrigated treatment: ●, water-deficit treatment: ●)
and B. platyphylla (well-irrigated treatment: ■, waterdeficit treatment: ■) seedlings under the various water
conditions in 2012. Values are mean. Vertical bars indicate SE. Significance of difference among means by
drought treatments on the same day were tested by oneway ANOVA ( :p ＜ 0.05, n ＝ 3‑16).

両樹種ともに乾燥処理個体が灌水処理個体よりも低下す
る傾向が見られたが, 統計的な有意差を得られなかった
（図 10b）
. 光合成速度と蒸散速度から算出される WUE
は, 乾燥での気孔閉鎖に伴い蒸散速度が低下するため,

ンバよりも乾燥回避に優れており, 乾燥害が起こりやす
い北方林での生育が可能であることを示している.

その値が増加すると言われている. しかし, 今回の測定

ダケカンバとシラカンバが生育地を分ける要因は, こ

の結果では最大光合成速度の値に乾燥処理の影響があっ

れまでに明らかになっているダケカンバとシラカンバの

たのにも関わらず, WUE の値は春葉の 2012年４月 27

耐寒性の違い（光合成適温域や霜害対策のための葉の

日のダケカンバの測定値を除いて, ダケカンバとシラカ

フェノロジーの違い）だけではなく, 両樹種の耐乾性の

ンバともに処理間での違いを得られなかった（図 10c,

違いも含み, これら二つの要因によって生じるものと考

10d）
. Tabata et al.（2010）は, 乾燥処理条件下おいて

えられる.

ダケカンバの WUE が一定であり, WUE を増加させず
に SRL（比根長）を増加させることで乾燥ストレスに
対応していると報告している. 今回の実験では地下部の

謝辞

測定を行っていないので, ダケカンバとシラカンバの

本稿で紹介した研究の遂行のために, 隅田明洋准教

SRL に変化があったのかどうかはわからないが, 乾燥

授, 小野清美助教には実験や解析に関する数多くのコメ

によって２種ともに早期に落葉するので（図８, ９）
,

ントやサポートを頂き, 厚く御礼申し上げます.

WUE を増加させるよりも落葉するなどの方法で乾燥に
よる影響を回避しているのかもしれない.

4. まとめ

また, 本研究の栽培実験のためにご協力して下さった
研究室のメンバーの皆様にも深く感謝いたします.
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ミズナラ堅果生産量の長期動態と豊凶仮説の検証
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北海道北部の天然林に生育するミズナラ種子生産量の年次変動の特徴を明らかにし, 種子の豊凶現
象に関する至近要因仮説の適合性を GLM 解析により評価した. 各モデルの AIC 値から, 豊凶の変
動には気象要因よりも個体の資源動態が強く影響することが示唆された. 各モデルで選択された説明
変数の ΔAIC 値から, 前年の種子生産量が不作を誘発する負の方向への強い影響と, 花芽形成期の
降水量と生育期の気温の弱い影響が認められ, 個体の内的条件が整った上で外的因子が作用すること
により個体間で豊凶が同調すると考えられた.

Weather, resource or their complex:optimum model for proximate approach to
mast-seeding in M ongolian oak
in Hokkaido,northern Japan
M aki KISHI , Hisashi MIYA , Toshiya YOSHIDA and Shigeru UEM URA
We explored models for mast-seeding by using a set of long-term data for acorn crop from 1984 to 2011 and
tree-ring records of 47 labeled trees of M ongolian oak Quercus crispula Blume growing in the Uryu Research
Forest of Hokkaido University,northern Japan. We verified three dominant models for a proximate approach
to mast-seeding:the weather dependence model,the resource balance model,and the combined weather-resource
model. Annual acorn crop has intensely fluctuated synchronously among individuals and sites, and there was
a trend towards biennial reciprocal masts, except in the consecutive extremely lean years from 1988 to 1993.
The models were subjected to GLM analyses,and the AIC values indicated that the obvious fluctuations in acorn
crop was strongly influenced by the inner resource dynamics of the trees, rather than the seasonal weather
conditions neither in anthogenesis, fecundation, nor maturation. However, the AIC value was higher for the
weather model than for the complex model, suggesting that the influence of the weather conditions was not
negligible. Among the explanatory variables adopted in each model,acorn crop was the most strongly influenced by the previous crop size,and subsequently by rainfall in the previous June corresponding to the anthogenetic
season negatively, and then by the current mid-summer temperature promoting maturation after fecundation.
The negative correlation between acorn crop and rainfall in the previous June for the period from 1981 to 1993
was insignificant, suggesting that the phenological schedule for reproduction in this species may have changed
over recent decades, possibly because of drastic changes in climate such as global warming.
キーワード：豊凶現象, ミズナラ, 一般化線形モデル, 気象要因仮説, 資源収支仮説
GLM , mast-seeding, Mongolian oak, proximate factor, resource-balance, weather-dependence
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1. はじめに

滋

要因がその後の未成熟種子落下に影響する（気象による
結実同調説）
；⑶夏の気温や日照時間が光合成同化物の

植物の果実や種子の数が, ある空間的なスケールにお

生産量に影響する結果, 各個体の資源状態が揃うことで

いて個体間で同調しながら大きく年次変動する豊凶現象

開花量や結実量が同調する（気象による資源同調説）に

は, 狩猟採集の時代から人々の暮らしに密接に関係する

類別される.

生物現象として大きな関心が払われてきた. とりわけマ

日本の冷温帯林を代表するブナの豊凶変動について,

スティングといわれる極端な豊作は, 各地の森林の優占

今（2009）は開花数（花芽数）の年次変動が樹体内の資

種や林業的な価値の高い樹種でもしばしば観察され

源動態によって引き起こされ, 花芽形成期の気象条件が

（Koenig et al., 1994；Houle, 1999 ；梶ほか, 2001；吉

開花同調の合図となっていると結論づけた. これに対し

野, 2003；Monk and Kelly, 2006）
, 森林の天然更新技

て, 同じブナ科のミズナラでは, 開花数の年次変動は種

術の改善や育苗用種子の確保などの林業経営から, 結実

子数のそれに比べて小さいことから, 種子生産量は花芽

状況の把握や精度の高い変動予測が求められている. ま

の数には依存していないと考えられている（生方ほか,

た, 樹木の果実や種子の豊凶は, それらを摂食する鳥類

1999）
. 北海道北部のミズナラについて, 倉本（1996）

や哺乳類, 昆虫類などの個体群動態に大きな影響を及ぼ

は受粉期の降水日数と健全種子数の負の相関から, 降雨

し, 森林生態系の機能や更新動態にも関わることから,

による受粉効率の低下が不作を引き起こす要因になって

それらの変動メカニズムの解明は現代の森林生態学の重

いる可能性を指摘した. しかし, 種子数と受粉期の降水

要な課題のひとつである（箕口 1996；溝口ほか 1996；

量は関係が無いという研究もあり（生方ほか, 2000）
,

谷口・尾崎, 2003）.

種子生産量と気象要因との関係は未だに明らかではな

マスティングに関する生物学的なアプローチは, why

く, 資源動態からのアプローチもほとんどない. また,

と how, すなわち「なぜマスティングが生じるのか」

ブナやミズナラのみならず, 豊凶変動とその要因に関す

という適応的意義への問いかけ（究極要因の解明）と,

るこれまでの研究の多くは地域や林分単位ごとの観察が

「どのようにしてマスティングが生じるのか」というメ

中心であり, 特定の個体の豊凶変動や近接個体間の同調

カニズムについての問いかけ（至近要因の解明）に大別

性を長期間にわたって観察した研究は極めて少ない.

される（市栄, 2006）
. 究極要因については受粉効率仮

本研究は, 1981年から 1993年までの 13年間の観測

説と捕食者飽食仮説が提唱され, 前者は近接の個体間で

データを解析した倉本（1996）と同じ観測個体を対象

開花を同調させることによって受粉効率が向上し, 結実

に, その後も継続観測されたデータを加えて, より長期

率が高まるという仮説である（今, 2009）. これに対し

間の豊凶変動の特徴を明らかにするとともに, 外的要因

て後者は, 親個体が種子の生産量を年ごとに大きく変動

として花芽の形成から種子の成熟に至る過程に影響する

させることで種子捕食者の個体密度を調整し, 種子の死

気象条件, 内的要因として樹幹の肥大成長量を個体が繁

亡率を低下させるという仮説である（Kelly and Sul-

殖に利用可能な資源量のパラメータとする一般化線形モ

livan, 1997；鎌田, 1996；Maeto and Ozaki, 2003；

デル（以下, GLM ）により, ⑴気象条件を説明変数と

. 一方, 至近要因について広く支持され
Schmidt, 2003）

した気象要因モデル, ⑵種子数や母樹の肥大成長量を説

ているのは, 花や種子の数を変動させるメカニズムとそ

明変数とした資源収支モデル, ⑶それらの変数を全て組

れを同調させるメカニズムが同時に作用することによっ

み込んだ気象・資源混合モデルの適合性を検証する. ま

てマスティングが生じるという考えである（今・野田,

た, 至近要因としての豊凶変動の促進メカニズムに対す

2008）
. 変動性のメカニズムを説明する仮説として注目

る個々の変動因子の関わりについて考察する.

されているのが資源収支モデルで, 植物は利用可能な資
源量に応じて種子生産を行うことを前提に, 繁殖後には
資源の枯渇が生じるために, 資源が回復するまで次の繁
殖を開始しないと仮定することで, 不規則な種子生産パ

2. 材料と方法
2.1 対象種

タンの発生を予測している（Isagi et al.,1997）
. このモ

ミズナラ Quercus crispula Blume は北日本の冷温帯

デルをもとに, 通常は成長に利用される貯蔵資源を豊作

域に生育する落葉広葉樹で, 雌雄同株の単性花をもち,

年には繁殖にも投資しているという研究もある

北海道北部では例年６月ごろに分化形成される花芽が,

（Yasumura et al., 2006；澤田ほか, 2008；Sanchez-

翌年の６月中旬に開花し, 花粉が風で飛散する風媒花と

Humanes et al.,2011）. 他方, 同調性が生じるメカニズ

されている. 雌花は７月後半に種子が分化し, ８月中旬

ムとして最も一般的な仮説は気象要因説である

以降に急速に発達して, ９月中旬から 10月初旬にかけ

（Houle,1999 ；Espelta et al.,2008）
. この仮説は気象要

て成熟し落下する. 種子はデンプン質を多く含む大型の

因の作用により, ⑴花芽形成期の気象要因が開花同調の

堅果で, さまざまな鳥類や昆虫類, 哺乳類に摂食される

合図として作用する（気象合図説）
；⑵受粉時期の気象

が, とりわけ冬期間の食糧として堅果を大量に利用する
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どんぐりの豊凶と至近要因

小型げっ歯類にとって, 豊凶の変動が越冬中の生存率に

冠エリア外への散逸防止のためにメッシュシートを敷設

強い影響を与えるなど, 個体群の動態に密接に関わって

した（Fig.1）
. 調査地付近で観察されたミズナラフェ

いる（Saitoh et al., 2007）
.

ノロジーに基づいて判断された種子落下初期, 中期, 後
期にあたる９月下旬, 10月上旬, 11月下旬の３回に分

2.2 調査地

けて全数を拾い集めた. 動物による持ち去りの影響をで

本研究は北海道大学北方生物圏フィールド科学セン

きるだけ回避するため, 各回収期とも１〜２日間で回収

ター雨龍研究林（北海道雨竜郡幌加内町）で行った. 研

し, 個体ごとに生重量と種子数を計測した後, 外見上の

究林の気象観測データによると, 2005〜2009年の年平

判断により健全種子を選別した. これらの手順は 1981

均 気 温 は 4.4℃, 最 高 気 温 は 24.8℃, 最 低 気 温 は

年の観測開始当初から同じ基準でマニュアル化されてい

−24.8℃, 年平均降水量は 1235mm である. 積雪期間

る.

は 10月下旬から５月上旬までで, 最深積雪深は２m 以

2009年 11月に各観測個体の樹高 H (m) と地上 1.3m

上に達する. 地質はおもに新第三紀の安山岩類からな

の高さで幹の周囲長を測定し, 周囲長の値から胸高直径

り, トドマツ, アカエゾマツ, ミズナラ, ダケカンバ,

DBH (m) と胸高断面積 BA (m ) を算出した. 同時に樹

イタヤカエデ, シナノキなどを主体とした針広混交林が

冠投影図を作成し, プラニメータを用いて樹冠面積 CA

発達する. 種子の豊凶観測調査地は母南地区（408林

(m ) を計測した. 地形などの影響によって堅果の収集

班）, 湖畔地区（422林班）, 泥川地区（305林班）の３

エリアが樹冠エリアと一致していない観測個体もあるた

林分で, 標高は 300m から 380m の範囲にあり, 緩斜

め, それらについては樹冠エリアのうち堅果収集域の面

面や広い台地上に発達する林冠がほぼ閉鎖したミズナラ

積を計測し, その比を求めた. 観測個体の樹高は 17〜

が卓越する天然林で, 林床にはクマイザサが高密度に生

29m, 胸高直径は 0.39〜0.84m, 胸高断面積は 0.12〜

育している.

0.55m , 樹冠面積は 42.9〜182.9m で, 樹高, 胸高直

2.3 種子生産量調査
1981年に母南, 湖畔, 泥川の３地区で林冠を構成す
る 54個体を選定し, 種子の豊凶観測が始まった. その
後, 風倒や大きな枝の損傷などで７個体の継続観測が打
ち切られたため, 本研究はそれらを除く 47個体を調査
対象とした. なお, 倉本（1996）が使用したデータのう
ち, 1981年から 1983年までの３年間の観測データは利
用できなかったため, 本研究では 1984年から 2011年ま
での 28年間のデータを用いた.
各観測個体の樹冠下のササや草本を毎年８月下旬に刈
り払い, 未成熟のまま落下した種子を回収した後, 樹冠
投影部の周縁に標識杭を設置した. 傾斜地などでは, 樹

表 1：観測個体の樹高, 胸高直径, 樹幹断面積, および樹冠
面積の平均値（±SD）と統計値
Table 1：M ean (±SD)values in size of the labeled trees in
the three sites with statistics by ANOVA
Site
M ONAM I
(n＝15)
KOHAN
(n＝13)
DOROKAWA
(n＝19)
F
P

H (m)

DBH (m)

BA (m )

CA (m )

23.9 ±2.8 0.57±0.08 0.26±0.07 90.4±34.5
22.6±1.2 0.55±0.11 0.24±0.11 77.5±25.7
21.4±2.6 0.53±0.07 0.22±0.06 64.6±18.1
4.619
0.015

1.576
0.218

1.654
0.203

5.593
0.007

H:tree height,DBH:diameter at 1.3m height,BA:basal area of
trunk at 1.3m height, CA:crown area

図 1：調査林分の景観 ８月下旬に林床のササと草本を除去（写真Ａ, 母南）
, シートを敷設（写真Ｂ, 泥川）
Fig.1：Acorn trap and ground surface under the crown of a labeled tree after removal of the understory occupied by dwarf
bamboo and herbs in late August
Photo A, M ONAM I-site;Photo B, DOROKAWA-site
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径, 胸高断面積はいずれもサイト間で有意な差はない
が, 樹冠面積はサイト間で有意な差があり, 母南の個体
の樹冠エリアが大きく, 泥川では小さい（Table 1）
.
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3. 結果
3.1 種子生産量の年次変動

拾い集めた種子は樹冠面積で除した単位樹冠面積あた

各サイトとも種子生産数は大きく変動し, AN の平

りの個数 AN （個 m ）および生重量 AW （kg m ）

均値 と 標 準 誤 差（SE, N＝28）は, 母 南：24.9±6.9,

を観測個体ごとに計測し, サイトごとの平均値 AN ,

湖 畔：10.7±2.9, 泥 川：16.1±4.1と なった. 平 均

AW を求めた（t は観測年）. 樹冠エリアと種子回収エ

値±SE の範囲内に収まる並作は極めて少なく, 多くの

リアが異なる個体は, それらの面積比で補正した. 本研

年が豊作か不作または凶作という極端な変動を示した

究では, サイトごとの AN の 28年間の平均値と標準

（Fig.2）
. 変動の幅はサイト間で大きな差が見られ, 特

誤差 SE を求め, AN が平均値＋SE 以上の観測年を豊

に母南は平均種子数, 変動幅ともに他のサイトよりかな

作, 平均値−SE 以下を不作, 平均値±SE の範囲内を

り大きかった. ほとんど種子が成熟しない凶作年は母南

並作と定義した. また, 全てのサイトについて AN の

で 10回, 湖畔で 14回, 泥川で７回観測され, 1986年,

値が１未満の観測年を凶作と定義した.

1988年, 1990年, 2011年は全観測個体の種子数が０で
あった. これに対して, 豊作年は母南と湖畔で９回, 泥

2.4 バイオマス成長量の推定

川で８回観測された. 豊作と不作は１年おきに発生する

種子の豊凶に関与する個体の資源量と年輪成長には関

傾向が強く, 特に 1988年以前と 1993年以後は豊作と不

係が見られることから（Koenig and Knop,1997）
, 樹幹

作が交互に繰り返した. しかし例外もあり, 1988年か

のバイオマス成長量を資源量の指標に用いた. 2010年

ら６年間は各サイトとも凶作または不作が連続し, 2003

２月と 2011年 12月に成長錐を用いて胸高位置の年輪サ

年と 2004年は豊作が続いた.

ンプルを採取し, 実体顕微鏡下で年輪幅を計測した. 年
輪幅と 2009年 10月に計測した幹の胸高直径から１年ご

種子生産量が最も大きかったのは 2010年で, 母南：
AN

＝157.8, AW

との樹幹の断面積成長量を求め, 北海道北部に生育する

AW

＝0.19, 泥 川：AN

樹木で得られた下記のアロメトリー式（Takagi et al.,

で, 拾い集めた堅果の総個数は約４×10 個, 生重量は

2010）に 代 入 し て, 樹 幹 の バ イ オ マ ス 成 長 量 BG

10 kg を上回り, マスティングと呼ぶにふさわしい圧巻

（kg yr ）を算出した.

＝0.45, 湖 畔：AN
＝103.0, AW

＝56.9,
＝0.31

の大豊作であった.

ln BG ＝2.365ln ΔDBH−2.596, R ＝0.991
3.2 サイト間の同調性
2.5 統計解析

豊凶変動のパタンはサイト間でほぼ同調する傾向が見

各観測個体の種子数 AN を応答変数とした⑴気象要

られた（Fig.2）. 全てのサイトで豊作が同調した年は

因モデル, ⑵資源収支モデル, ⑶気象・資源混合モデル

28年間で７回, 凶作または不作の同調が 13回観測さ

の３つのモデルを構築し, GLM 解析による AIC 値の

れ, 豊作よりも不作または凶作が同調する顕著な傾向が

比較から最適モデルを選択した. 種子数や種子重のデー

見られた. 1998年と 2006年は同調性が乱れ, 豊作のサ

タは０値が多かったため, 負の二項分布を仮定した. 各

イトと凶作または不作のサイトが同時に発生した.

モデルで選択された説明変数の影響力は AIC の変量で
評価した.

豊作年では, 母南の AN 値が他のサイトよりもほぼ
例外なく最大値を示し, 逆に湖畔では多くの観測年で種

気象モデルの説明変数には, 雨龍研究林で行われてい

子生産量が最も少なく, 他のサイトが豊作の 1998年も

るミズナラフェノロジーの観察データから, 種子生産に

ほとんど結実が観測されなかった. しかし, 湖畔では

大きく関わると考えられる花芽形成期（前年６月）
,受

28年間で２番目の豊作を記録した 2008年（AN

粉期（当年６月）
, および種子発育期（当年７〜９月）

46.5）は, 母南では AN

の平均気温と積算降水量の観測値：TJ

, PJ

＝

＝6.7の不作年であったほ

, TJ ,

か, 母 南 の み 前 後 ３ 年 間, 不 作 と 凶 作 が 連 続 し た.

PJ , TS , PS を用いた. 資源モデルでは, 繁殖に投

AW も AN と同様に母南で最大値が観測される年が

資可能な貯蔵物質量に影響すると考えられる前年の種子

多く, 豊凶の変動が極めてダイナミックであった. 湖畔

数 AN

は種子生産量, 変動幅ともに小さかった.

と, 当年および前年の樹幹バイオマス成長量

BG , BG

を用い, 混合モデルでは, 上記の両モデル

に用いた全ての変数を説明変数として用いた. GLM 解
析は統計ソフトウェア R, ver. 2.13.1 で行った.

3.3 樹幹のバイオマス成長量
各サイトでの樹幹のバイオマス成長量 BG の変動を
Fig.3 に示した. バイオマス成長量の年次変動がサイト
間で同調する傾向が種子生産量よりも顕著に見られた.
湖畔サイトは他のサイトよりも BG の高い年が多く,
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図 2：種子生産量（落下種子数のサイトごとの平均値と標準誤差）の経年変化
Fig.2：Fluctuation in mean acorn production AN with SE and crop size category in each site
A＝abundant (MONAM I: AN 31.8, KOHAN: AN 13.6, DOROKAWA: AN 20.8), S＝scanty (M ONAM I: AN ＜18.0,
KOHAN: AN ＜7.8, DOROKAWA: AN ＜12.0), L＝lean (all sites: AN ＜1), N＝normal (all sites:excluding above)

図 3：樹幹のバイオマス成長量（平均値と SE）の経年変化
Fig.3：Fluctuation in mean annual growth of trunk biomass with SE

種子生産数とは逆の傾向を示した. 種子生産が最大値を

非常に高い相関（R ＝0.837）を示したが, 樹幹のバイ

記録した 2010年は, 全てのサイトで BG

が最大値を

オマス成長量 BG とは母南：R ＝0.029, N＝420, 湖

記録したが, 不作や凶作が連続した 1988年から 1993年

畔：R ＝0.043, N＝364, 泥 川：R ＝0.019, N＝532

の変動には特定の傾向は見られなかった.

で, いずれも有意な関係は 見 ら れ な かった（Fig.4）
.

観測個体ごとの種子の生重量 AW は種子数 AN と

AW と前年のバイオマス成長量 BG

との間にも有意
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表 2：モデルの AIC 値とステップワイズ法により選択され
た各説明変数による ΔAIC 値
Table 2：Values of AIC and the difference by explanatory
variables selected through stepwise selection in each
model
M odel

Variable

Weather

AIC

ΔAIC

＋/−

Pr(＞ z )

202
167
11
8

−
＋
＋
−

＜2E-16
＜2E-16
0.000131
0.001349

776
14
10

−
＋
−

2.93E-04
0.000508
0.000148

761
174
155
13
2

−
−
＋
＋
−

0.0201
＜2E-16
＜2E-16
1.44E-06
0.0231

17511
PJ
TS
TJ
PS

Resource

16999
AN
BG
BG

Complex

16750
AN
PJ
TS
TJ
PS

PJ:precipitation in June, TJ: mean temperature in June, TS:
mean temperature from July to September, PS: precipitation
from July to September,AN:number of acorn crop,BG:annual
growth of trunk biomass

していることが示された. 気象モデルでは, 花芽形成期
にあたる前年６月の降水量 PJ

と, 種子の発育を促進

すると考えられる当年夏季の平均気温 TS が選択され,
種子生産量に対して PJ

は負の方向, TS は正の方向

への影響が認められた. 受粉期にあたる当年６月の降水
量 PJ や気温 TJ の影響は, 気象モデル, 混合モデル
ともに棄却された.

4. 考察
北海道北部の天然林に生育するミズナラの種子生産量
図 4：観測個体ごとの年ごとの樹幹バイオマス成長量と種子
生産量（生重量）の関係
Fig.4：Scatter plots of annual acorn mass with annual
growth of trunk biomass in each site

には, 非常に大きな年次変動と, 同一サイト内の個体間
および近接するサイト間で変動が同調することが確認さ
れた. また, これらの年次変動には明瞭な周期性が見ら
れ, 豊作年の翌年は不作あるいは凶作となる確率が高
かった. 観察個体のサイズや肥大成長のパタンにはサイ

な 相 関 は み ら れ な かった（母 南：R ＝0.005, 湖 畔：

ト間で大きな差がないにも関わらず単位樹冠面積あたり

.
R ＝0.002, 泥川：R ＝0.002）

の成熟落下種子数にはサイト間で違いがみられ, 湖畔地
区では他の地区に比べてほぼ例外なく落下種子数が少な

3.4 モデルの適合性

く, 年次変動の幅も小さかった. 湖畔地区は他の２地区

GLM 解析による各モデルの AIC の値は, 混合モデ

のほぼ中間に位置し, 地理的な距離もそれぞれ５km 程

ル, 資源モデル, 気象モデルの順に大きくなり, 混合モ

度しか離れていないことから, 観察個体の系統的あるい

デルが種子生産量を説明する仮説としてもっとも適合性

は遺伝的な違いよりも, むしろ朱鞠内湖の湖面に面して

が高いことが示された（Table 2）
. また気象モデルより

いることで, 生育期の気温の上昇が抑制されるなど, 地

も資源モデルの AIC 値が小さかった.

形に起因する微気象条件が関与している可能性が考えら

ステップワイズ法により選択された各モデルの説明変
数の ΔAIC 値から, 資源モデルと混合モデルでともに
前年の種子生産量 AN

が負の方向に非常に強く影響

れた.
種子生産量を応答変数とした GLM 解析による至近要
因モデルの比較では, 資源モデルに比べて気象モデルの

どんぐりの豊凶と至近要因
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AIC 値が小さかったことから, 外的要因である気象条

の内的条件が整った上でさらに外的因子が作用すること

件よりも, 個体の内的要因である資源動態が豊凶により

で同調性が発生することが示唆され, 従来の仮説のいず

強く影響していることが示唆された. しかし, 資源モデ

れとも矛盾しない結果と思われる.

ルよりも混合モデルの AIC 値が小さかったことから,

本研究と同じ観測個体を対象に 1981年から 1993年ま

気象要因が種子生産量に与える影響も無視できないレベ

での 13年間の観測データを解析した倉本（1996）は,

ルであることが示唆される. 各モデルの解析に用いた説

種子生産数と開花期の降水日数との負の相関から, 降雨

明変数では, 資源モデルで全ての変数が選択され, 特に

による受粉効率の低下を不作の原因のひとつと推定し

前年の種子生産数が強く負の影響を及ぼしていたほか,

た. しかし, その後の観測データを加えて解析した本研

前年と当年の樹幹バイオマス成長量が, それぞれ負と正

究では, 種子生産量と受粉期の降水量の間には有意な相

の方向への弱い影響が認められた. ブナやイヌブナでは

関は見られず, 種子生産数と受粉期の降水量には明確な

豊作年に幹の肥大成長が減少するという報告もあるが

関係がないという生方ほか（2000）の主張を支持する結

（Yasumura et al.,2006；澤田ほか, 2008）
, 本研究では

果となった. 降水日数と降水量の違いはあるものの, 降

樹幹のバイオマス成長量の ΔAIC が小さく, 種子生産

雨による受粉制限が不作の原因になることを示す根拠は

との関係は限定的であると考えられる. また, 種子生産

得られなかった. また, 周期的な変動のパタンが乱れて

量が他のサイトに比べて小さい湖畔地区で樹幹のバイオ

1988年から 1993年までの６年間にわたって不作や凶作

マス成長量が大きい傾向が示されたことからも, ミズナ

が続いたことについては, この期間が低温や乾燥あるい

ラの種子生産は当年の個体の肥大成長に一定の影響を及

は多雨などの異常気象が連続したという明確な傾向が見

ぼしているものの, 個体の成長量が種子生産量に及ぼす

られず, 樹幹の肥大成長量にも特定の傾向が見られな

影響はあまり大きくないと考えられる.

かったことから, その原因は明らかではない. 1996年

資源モデルでは, 開花コストと結実コストの比が開花

以前とそれ以後で開花時期などの受粉効率に密接に関連

パタンを決定すると考えられているが（Isagi et al.,

するフェノロジーが異なっている可能性も考えられ, よ

, ミズナラの種子生産量は花生産量ではなく, む
1997）

り長いタイムスケールでの地球環境変化の影響を含めた

しろ結果率に依存していると考えられることから（倉

今後の検証が必要である.

本, 1996；生方ほか, 1999）
, 資源蓄積量の推定やその
分配パタンを正しく評価するためには, 着花数や未熟種
子量などの情報も加えた解析が不可欠である. 一方, マ
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とが示唆された. 前年６月の気温も正の方向への影響が
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見られるが, ΔAIC 値が小さいことからその影響は限定

データの集積と調査地の維持管理を担当された雨龍研究

的と考えられる. 豊作より不作や凶作が同調する傾向が

林の技術職員と林業技能補佐員, ならびに野外調査や

強いことや, 変動がサイト間で同調しない年があること

データの解析をサポートしていただいた北海道大学大学

もそれを傍証していると思われる.

院環境科学院の大学院生諸氏に感謝します.

混合モデルの説明変数では, 前年と当年のバイオマス
成長量がいずれも棄却され, 前年の種子生産数と, 花芽
形成期にあたる前年６月と種子発育期の当年夏季の気象
条件が選択された. 特に前年の種子数の ΔAIC 値は資
源モデルと同様に非常に大きいことから, 繁殖投資によ
る貯蔵物質量の不足が翌年の不作を引き起こす要因にな
ることが示唆され, 内的要因が豊凶リズムに強く関与し
ていることが確認された. ミズナラのような大型の種子
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ロシア極東タイガにおける更新動態の特徴と
クローン成長による個体群維持機構について
本間 航介
2014年 12月 13日受付, 2015年２月 17日受理

ロシア極東部のタイガの更新動態の特徴について, 筆者らがカムチャッカ半島で行った研究を中心
に考察した. タイガには山火事による一斉更新プロセスと山火事の合間に生じる連続的プロセスが存
在し, 連続的プロセスの中でギャップ更新が進まず倒木更新や前生稚樹更新および地際萌芽からの更
新が支配的であること, 稚樹が同種の成木林冠下に集中分布するため空間構造の変化が起きにくいこ
とが指摘された. また, シラカンバやヤマナラシのクローン成長戦略は山火事後の一斉更新において
大きな役割を果たし広葉樹優占林分を成立させる主要因となり, 山火事の大半を占める表層火災は相
対的にタイガの植生を針広混交林から広葉樹の萌芽林にシフトさせる可能性が示された.

The characteristic of community dynamics of taiga in Far East Russia,
with special reference to the contribution of clonal growth
to population maintenance:a review
HOMMA Kosuke
We evaluated the characteristics of the regeneration process of taiga in Far East Russia. Regeneration of
taiga involves two types of processes:1)large scale simultaneous regeneration induced byforest fire;and 2)small
scale continuous regeneration without fire(such as,e.g.,gap dynamics). Our studyshowed that the simultaneous
regeneration was mainly driven by vigorous clonal growth of two deciduous broadleaved species (Betula
platyphylla and Populus tremula),while two conifer species (Picea ajanensis and Larix cajanderi)could regenerate
by seed in limited safe sites. The root-suckering strategy of P. tremula seemed to be highly adapted to surface
fire (flame combustion), which occurs repeatedly in the boreal forest. In the continuous regeneration, gap
regeneration was not successful for most canopy tree species. This is because the duff layer of the soil surface
prevented seeds from germinating,and because the environment in the gaps in the boreal zone was too stressful
for juveniles to survive. Juveniles of the two conifer species and seedlings of B. platyphylla showed aggregated
spatial distribution under the canopy of adult trees. Except for post-fire regeneration, regeneration under the
canopy of adult trees seemed to be the main regeneration pattern in boreal forest.
キーワード：山火事, クローナル成長, ダフ, ギャップ, 前生稚樹更新
forest fire, clonal growth, duff, gap, advance regeneration

1. はじめに
北方林（タイガ）は, 森林成立の限界に近い環境に位
置する植生であり, 温帯林や熱帯林と比べて低温や凍土
連絡先

という独特のストレス要因と強い関わりを持ちながら成

本間 航介
新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター

立している. 近年では温暖化に伴う植生変化や生産速度

Field Center for Sustainable Agriculture and Forestry,
Faculty of Agriculture, Niigata University, Niigata,
Japan
Tel. 0259‑78‑2613
e-mail：homma＠agr.niigata-u.ac.jp

の増大, 夏期の乾燥に伴う成長低下など相反する影響が
指摘されるようになってきた（Alm et al., 1999; Beck
. 一方, 北方林の更新には山火事が強く関
et al., 2011）
与していることが従来から指摘されてきており（Viereck,1973;Johnson,1992）, 温暖化に伴う夏期の乾燥に
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表 1：一般的に見られる森林更新のパターンとそのプロセス（山本,1984を簡略化）
Table 1：A schema of pattern and process of natural regeneration of forest(extract from Yamamoto, 1984)
更新タイプ

更新単位

時間レベル

より断続的

林冠木の枯死
をもたらす
主要因

林冠木の枯死直後の林床状態と
その後の更新
(立地条件による制約が無い場合)

火災

主として種子供給源か
らの距離, 種子の散布
力・散布量に依存

火山爆発
(降灰・泥流)
大面積一斉更新

裸地

陽樹を中心と
する林分の成立
？

土砂崩壊・洪水

林分

大型台風

齢構造

ほぼ同齢
前生樹集団

枯死木と同種の
林冠木からなる
林分の成立

虫害
恒常風

萌芽
林冠木の残存
根株など

群
状

ＡとＢの違いは主として
ギャップの大きさと耐陰
性の違いに依存

小集団
(〜数十個体)
(〜数千 m )

裸地
小型台風

ギャップ
更新

Ａ
Ｂ

陽樹の林冠木や
そのパッチの成立

ほぼ同齢
集団のモザ
イク

暴風

単
木

個体寿命

個体
(１個体)
(〜数百 m )

前生樹

より連続的

枯死木と同種の
林冠木やその
パッチの成立

異齢に近い

萌芽
林冠木の残存
根株など

よって攪乱レジームが変化してきているため注目されて

山火事を契機とした一斉更新や比較的単純な遷移系列を

いる（Hinzman et al., 2006）.

扱ったものが多かった（Chapin III et al., 2006）. しか

本稿では, 北方林の更新が低温や山火事攪乱レジーム

し, 北方林の山火事再来周期は平均で数百年の単位であ

と具体的にどのように結びついているのかについて論じ

り（Chapin III et al., 2006）
, この間に大規模攪乱由来

ていく. 山本（1984）は, 森林の更新の具体的な定義と

の一斉更新とは異なるギャップ更新的動態が存在するは

して「林冠層を構成する樹木個体が何らかの原因で欠如

ずである. しかし, 北方林の動態における山火事以外の

してできた空間を他個体が占めるという置換現象を指

小規模更新動態についてはこれまであまり知られて来な

す」とし, 林木置換の面積スケール（個体・集団・林

かった. 北海道の汎針広混交林のような南限地域を除く

分）と時間的レベル（連続的か断続的か）に注意しなが

と, そもそも更新動態について温帯の事例と比較可能な

ら様々な更新プロセスを整理している（表１）. これに

手法で研究された事例が少なく, 特に, ロシア極東部で

よれば, 森林の更新は森林火災や火山爆発のような大規

は現代的な群集動態研究自体がほとんど行われてこな

模かつ断続的な攪乱が生じた後に一斉更新する「大面積

かったため不明点が多かった（Zyryanova et al.,2010）
.

一斉更新」タイプと, 樹木の寿命や小型台風などより恒

山火事後の一斉更新プロセスについても実際には複雑な

常的に発生しうる枯死倒木のような小規模攪乱を引き金

メカニズムが存在しており, 遷移系列が必ずしも単極相

としてパッチレベルでマイクロサクセッションが起こる

的にならないことや, その遷移プロセスを複雑にする要

「連続的小規模更新」
（ギャップ更新を典型とする個体や

素として広葉樹のクローナル成長が深く関わっているこ

種の置換. 以下, ギャップ更新とする）の２つに整理で

とも近年分かってきたことである（Homma et al.,

きる. 北方林の更新は大くくりに見れば前者の典型例と

. そこで, 本稿では, 筆者
2003; Johnstone et al.,2004）

いうことになり, 実際これまでの研究事例には大規模な

らがロシア・カムチャッカ半島で行ってきた北方林の更
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タイガの更新動態
表 2：カムチャッカ半島中央低地帯のエゾマツ―シラカンバ林の組成・優占度
の例（Homma et al., 2003 を改変）
Table 2：An example of boreal forest vegetation (conifer-hardwood mixed
forest) in the Central Depression of Kamchatka Peninsula (extract from
Homma et al., 2003)
Species

BA（cm /ha) RBA（％) no. of trunk

Picea ajanensis（エゾマツ)
Betula pratiphylla（シラカンバ)
Populus tremula（ヤマナラシ)
Crategus chlorosarca
Sorbus kamchatica
Salix bebbiana
total

132587.0
108101.9
17056.3
235.8
177.2
54.2

51.35
41.87
6.61
0.09
0.07
0.02

565
465
39
14
2
1

258212.5

100.00

1086

BA＝basal area；RBA＝relative basal area

新動態研究の成果を軸にして, 北方林の更新動態が温帯

（Populus tremula）が混交して針広混交林になっている

林や熱帯林と具体的にどのように違うのかを整理し, 北

（表２）
. 中木層・低木層の中で出現頻度が高いのはハイ

方林の更新動態についての新しい視点を提示する.

マツ（Pinus pumila）で, ヤナギ類（Salix bebbiana,
, ナナカマド類（Sorbus commixta,Sorbus
Salix caprea）

2. ロシア極東域のタイガの組成・構造的特徴

kamchatica）などが希に混生する. 樹木組成としては
温帯林と比較した場合極めて単純で, これに近い組成の

周オホーツク海地域には, 植生地理的には大きく汎針

森林がカムチャッカからサハリン, マガダンなどの周オ

広混交林とタイガ, 亜寒帯ツンドラの３つの植生帯が分

ホーツク域に広く分布している（沖津,2002）
. また,

布する. 汎針広混交林は北海道とロシア沿海州（シホテ

ベーリング海を隔てて対岸のアラスカにも相同の植生が

―アリニ山脈周辺）に分布し冷温帯植生とタイガの移行

広く分布し, タイガの標準的な組成である と 言 え る

帯部分に相当する. タイガはこの汎針広混交林の北部に

（Chapin III et al., 2006）
.

広がり亜寒帯ツンドラ植生の南側に接するエリアで, カ

(2)は温帯林では見ることのできない, 北方林固有の

ラマツ属（Larix）やトウヒ属（Picea）などの針葉樹を

特徴である. カラマツやエゾマツの壮齢林の中は温帯の

優占種として広葉樹が部分的に混交する森林である. こ

落葉広葉樹林や針葉樹林と比較すると明瞭に明るい（図

の地域では, 湿性の環境にヤナギ属を中心とした渓畔要

1‑a, b）. 林床まで光が差し込んでいる場所は, 温帯林

素の強い森林が分布し, 山地にはヤマハンノキ（Alnus

ではギャップとして識別するべきものだが, 北方林では

hirsuta）林やダケカンバ（Betula ermanii）林などの広

林冠木同士の間隔が広い林分が多く, ギャップの識別が

葉樹林が見られるが議論の単純化のため, 本稿ではこれ

困難なくらい林冠の空𨻶が繫がっている.

らの植生については扱わず, 平野・盆地・山地下部斜面

(3)は, 日本のような温帯では間伐の入っていないス

などに広範に分布する針葉樹林・針広混交林のみを便宜

ギ造林地のような林床の光量が圧倒的に不足している森

的にタイガとして扱う.

林で多く見られるものだが, それがタイガの中では林冠

この地域のタイガの組成・構造面での共通特徴を挙げ

開空率がかなり高いにも関わらず生じているところに特

ると, (1)木本の種構成が極めて単純である, (2)疎林状

徴がある. 低木層の樹木密度は, 山火事後にクロミノウ

の森林が多く林冠木同士の間隔が広い, (3)森林の亜高

グイスカグラ（Lonicera caerulea subsp. edulis var.

木層や低木層の発達が悪く林冠層＋林床層の二層構造の

emphyllocalyxa）などの矮性低木が侵入した場合を例外

森林が多いという３点となる.

とすればかなり低いと言え, 成熟林分の林床の多くは草

(1)は生育期間の短さや冬期の低温ストレスに対応で

本植物やコケで覆われ, 林冠層と林床の２層構造に近い

きる高木種が極めて限定されていることを示唆してい

概観となっている. これは, 植物の生育期間が事実上

る. また, 過去の氷期―間氷期サイクルによる影響も大

３ヶ月ほどしか無いタイガ分布地域の年間獲得エネル

きな時間軸で見た場合の多様性低下因子になっているだ

ギー量が低いために高木層がわずかに光を遮るだけでも

ろう. ロシア極東の北方林では１種優占の森林が多くを

他の木本植物が生育しにくくなっていると解釈すべき

占め, 壮齢林ではカラマツ（Larix cajanderi, グイマ

か, それとも他の要因を考えるべきか, 一見しただけで

ツ（Larix gmerini）と記載している文献もある）やエ

は答えが出ない. 以下で, より詳細に考えてみたい.

ゾマツ（Picea ajanensis）
, が第１優占種となり, 筆者
らの調査地であるカムチャッカ半島中央低地帯ではこれ
に シ ラ カ ン バ（Betula platyphylla）や ヤ マ ナ ラ シ
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表 3：カムチャッカ半島のエゾマツ成熟林分における林冠層
と稚樹の分布相関（Homma et al., 2003 を改変）
Table 3：Spatial correlation between canopy layer and
juveniles in a matured Picea ajanensis forest in Kamchatka
Peninsula (extract from Homma et al., 2003)
juveniles
Picea ajanensis

Betula platyphylla
(a)
Populus tremula

canopy

R

p

p.ajanensis
B. platyphylla
P. tremula
gap
p. ajanensis
B. platyphylla
P. tremula
gap
p.ajanensis
B. platyphylla
P. tremula
gap

0.411
−0.113
−0.129
−0.248
−0.287
0.353
−0.075
−0.201
−0.253
0.053
0.053
0.162

＜0.001
0.248
0.018
0.018
0.010
＜0.001
0.334
0.176
0.296
0.365
0.525
0.175

R はピアソンの相関係数, p はランダマイゼーションテスト（モ
ンテカルロ法）による
R;Pearsonʼ
s correlation coefficient, P; Monte Carlo permutation test

のである（Takahashi et al., 2001; Homma et al.,
. エゾマツの稚樹の分布は同樹種の林冠に有為な
2003）
(b)
図 1：カムチャッカ半島中央低地帯の針広混交林の例
a ：カラマツ林 数ヶ月前に発生した表層火災のために林床
に焦げ跡が見られる.
b ：エゾマツ―シラカンバ林 林床まで光が差し込む場所が
多い.
Figure 1：Examples of conifer-hardwood mixed forest in
the Central Depression of Kamchatka Peninsula.(a)Larix
dominant forest, a few months after surface fire. (b)
Picea − Betula co-dominant forest.

正の相関を示し, 他種の林冠やギャップとは弱い負の相
関を示していた. また, シラカンバの稚樹の分布はシラ
カンバの林冠に対して有為な正の相関を, エゾマツ林冠
に対しては有為な負の相関を, ギャップに対しては弱い
負の相関を示していた. この林分は, 相対胸高断面積割
合で２種優占（エゾマツ 51％, シラカンバ 42％）であ
るが, 両種ともギャップ下ではなく自らの樹冠下で稚樹
を更新させるパターンが明瞭であった. このような林分
では, 林冠構成種が排他的な分布パターンになってしま

3. タイガ構成種の稚樹の水平分布パターン

うので, 陽樹から陰樹への教科書的なマイクロサクセッ
ションが起こることは少ないと考えられ（Dorezal et

上述の３つの特徴は, 個々の特徴が別々の林分で見つ

, 山火事のような大規模攪乱が生じない限り
al., 2004）

かるのではなく, ひとつの林分で同所的に見ることがで

森林の水平構造は変化しにくいと推測出来る. 他の複数

きる. そこには温帯林の動態メカニズムでは説明できな

の天然林における解析結果でも優占種となるエゾマツ・

い不可解な点が存在する. ギャップ内で樹木の稚樹が旺

カラマツ・シラカンバの稚樹がギャップと有為な正の相

盛に生育している姿が確認出来ないのである. ロシア極

関を示すことは無かったので, これはカムチャッカ半島

東の北方林はオホーツク海の影響により年平均気温が低

中央低地帯の針広混交林では一般的な傾向のようだ（図

く, 植物の生育期間は正味３ヶ月ほどしかない. 光環境

２）
. シラカンバは稚樹の多くが地際萌芽によって供給

の良いギャップは生存に重要なはずであり, 稚樹が集中

されているため樹冠下に集中するものだが, カラマツや

分布していてももおかしくない. しかし, 筆者らの複数

エゾマツは種子由来の稚樹でありながら同一種の樹冠下

のフィールドではギャップ下の林床に樹木実生は散発的

に集中分布している.

に確認されただけであった.

林冠の下で陰樹の実生が定着してギャップが形成され

では, 高木性樹種の稚樹はどこに居るのだろうか. 表

るまで稚樹バンクを作って待機する更新パターン自体は

３は, カムチャッカ半島中央低地帯のエゾマツ林におけ

前 生 稚 樹 更 新（advanced regeneration）と し て,

る, 林 冠 層（エ ゾ マ ツ・シ ラ カ ン バ・ヤ マ ナ ラ シ・

ギャップ更新の要素のひとつとして温帯林でも普通に観

ギャップ）と稚樹（エゾマツ・シラカンバ・ヤマナラ

察出来る. しかし, 原（2004）は, 上述の現象にあえて

シ）の分布相関解析（Monte Carlo permutation 法；

「林冠下更新」という別のタームを提案した. これは,

Palmer and van der M aarel, 1995）の結果を示したも

北方林の林冠構成種の稚樹（特に針葉樹類）が, より光

タイガの更新動態

137

4. 北方林における山火事攪乱と樹木個体群の更
新
北方林における森林更新の理解を複雑にしているのが
山火事である. 山火事は北方林では最も重要な攪乱因子
であり, ロシア・アラスカなどにおいて多くの研究蓄積
がある（Johnson and Miyanishi, 2001; Chapin III et
. 山火事１回あたりの焼失面積は数 ha から数
al., 2006）
十 km まで多彩であり, 雷や静電気による自然発火由
来の火事と人為（焚き火の不始末など）による火事の両
方の原因がある. 自然発火と人為発火の比率は地域によ
り異なっており, アラスカでは 10％程度が人為的要因
によるものである（Kasischke et al.,2006）また, シベ
リア北部では人口密度が非常に低いためほとんど自然発
火と考えられているが（Sofronov and Volokitina,
, カムチャッカでは経済状況の悪化と連動して人
2010）
為発火による山火事が自然発火より多い（カムチャッカ
森林局 私信）
. アラスカの研究事例では, 自然発火に
図 2：カムチャッカ半島中央低地帯のカラマツ林プロットに
おける, 全天空写真による林冠被度分布とカラマツ稚樹の空
間分布（本間ほか,未発表）
橙色のドットはカラマツ稚樹の分布を示す.
Figure 2：Canopy openness and location of juveniles of L.
cajanderi in a matured Larix forest in the Central Depression of Kamchatka Peninsula (Homma et al., unpubl.)

よる山火事再来周期は 100年から 300年程度と推定され
ている（Chapin III et al., 2006）
. また, 筆者らがカム
チャッカ半島で調査した事例では, 複数の黒ボク土壌の
中に炭化した植物遺体や焦げた土の層が観察され, テフ
ラの層序から推定された山火事の再来周期もアラスカの
事例と類似していた（山縣ほか,未発表）
. 山火事の多
くは, 表層火災（flaming combustion）であり, 稚樹

環境が良いギャップや多種と競合しないオープンな林床

や低木は消失するが, 大型樹木の一部は樹皮の断熱効果

が無尽蔵にあるにも関わらず, 母樹の林冠下に囲い込ま

などによって生き残ることも多い. ロシア極東のカラマ

れるように集中分布するために（特にエゾマツは現場で

ツ林の場合は成木の樹皮（バーク）が分厚いために断熱

観察すると, まるで母樹が実生を積極的に保護している

効果によって若干の親個体が山火事をくぐり抜けて生残

かのように見える）
, 温帯林のような「ギャップ形成ま

し, そこからの種子散布によって世代を繫いでいるケー

で陰樹が林床で待機する」という意味合いだけではこの

スが観察される（図１）
. エゾマツは特に山火事に脆弱

現象を捉えきれないと考えたためである.

な植物である. 耐陰性が高いために樹幹深度が深く, 樹

本来, 同じ種類の林冠下での実生更新は上層木の吸光

高 15m を超える成木でも葉を着けた生枝が地上 1.5m

特性が実生と同じために非効率であるとされ, これは種

程度までついている. 地際には自己被陰によって枯れ上

子散布特性の進化の一因とも考えられてきた（Howe &

がった枝が幹から脱落せずに下垂していることが多いの

. 北方林では, 上述のように疎林に
Smallwood, 1982）

で, 地表の火を拾って簡単に全焼してしまう. この表層

近い林冠構造であることや, 生育期間の太陽軌道が低い

火災の繰り返しが頻繁になれば疎林形成が促進されるこ

ためにギャップの北側の林冠下に光が差し込みやすい

とが予想される. ただし, 100年単位で山火事の影響を

（Bazzaz, 1996）ため, 温帯林と比べてサンフレックや

受けていないと推測される針広混交林においても疎林化

散乱光成分が増えて吸光特性の問題点は幾分緩和されて

は顕著であるため, 表層火災が疎林化を完全に説明する

いると思われる. しかし, それだけではギャップと稚樹

わけではない.

の明瞭な負の分布相関は説明出来ない. エゾマツ・カラ

北米のジャックパイン（Pinus banksiana）やロッジ

マツ・シラカンバの３種は種子が比較的小型でギャップ

ポールパイン（Pinus contorta）が山火事に適応した種

へ種子散布を行う能力には問題無いと思われるので,

子散布戦略をとっていることは有名である（Burns and

ギャップ内で実生が発芽・定着できない, もしくは稚樹

. これらの種類のコーンの鱗片は樹脂
Honkala, 1990）

が死亡するなどの特殊な理由が存在すると考えた方が良

で固着しており, 種子が成熟しても散布されずに何年も

いだろう. この実生更新不全について, 後段でさらに考

樹上で貯蔵されている. しかし, 山火事によって気温が

察したい.

50度前後まで上昇すると, 樹脂が融解して鱗片が反り
返り, 周囲の地面に大量の種子が散布される. これは,

138

本間 航介

温帯では多くの種でみられる「埋土休眠種子」という発
芽待機機構が山火事攪乱に適さず, 樹上で複数年にわた
り種子を待機・貯蔵する形質が選択されたものと解釈で
きる. しかし, ロシア極東の北方林で, このような特殊
な種子散布を行う樹木は今のところ報告されていない.
北方林の更新において, 更新阻害要因として重要な働
きをするのが森林土壌表層の duff（ダフ）と言われる
有機物層である. ダフはコケの遺体や植物遺体・落ち葉
な ど が 半 分 解 状 態 で 堆 積 し た 有 機 物 層 で, 温 帯 の
A −F 層や A −H 層と相同だが, 北方林のそれは格段
に分厚く低温環境に行くにつれて明瞭に増加する. Van

(a)

Clave et al.（1981）は, アラスカにおいて土壌の深さ
10cm における有効積算温度（有効零点は０℃）
, がダ
フの深さと綺麗な逆相関になることを見いだしている.
こ の 研 究 に よ れ ば, 積 算 温 度 が 約 500℃・日 と な る
black spruce（Picea mariana）林のダフ層は約 18cm
に達する. ダフ層の 60％から 70％は空気であると言わ
れ, 高い断熱効果を持ち, 表面は乾いて火災の延焼を促
進するが, 内部は断熱効果のために燃えにくい（John. ダフは樹木の実生定着には大きな障害と
son, 1992）
なっている. ダフの表層に落ちた種子が発芽できずに乾
燥枯死したり, 越冬期間中に暗色雪腐れ病に感染して腐
敗した り す る か ら で あ る（程,1990）
. 筆者らがカム
チャッカにおいてカラマツ林の山火事直後からの動態を
調べたところ, 表層火災後の森林でも林床には上面だけ
が焦げた大量のダフが残存しており, ダフ層は 10cm
から 15cm 程度であった.（本間ほか,未発表）
. 一斉更
新のセーフサイトになっていたのは焼け落ちた大木や林
床のハイマツの直下で強い火力によってダフの深層まで
消失した凹みにコケが定着した場所だけであった（図

(b)
図 3：タイガ林床での実生定着の例
a ：山火事でダフが消耗してできた凹みの中で定着したシラ
カンバの実生
b ：腐朽したカラマツ倒木上に定着した, シラカンバとカラ
マツの実生
Figure 3：Examples of seedling establishment of seedlings
of canopy tree species in taiga forests. (a) B. platyphylla
seedlings established in combusted duff layer. (b) Seedlings of L. cajanderi and B. platyphylla established on a
decayed trunk of L. cajanderi.

3‑a）
. このように, 一斉更新が進みやすいと考えられ
る山火事後でも, ダフが多く残存した場合はそれが定着

「点」になる. これも疎林が形成されるひとつの要因と

阻害因子として機能し続ける. これもまた, 疎林ができ

なるだろう. ただし, これも上述の「ギャップが埋まら

やすい要因のひとつと言えるだろう.

ない」という現象の充分な説明にはならない.
では, 林床に生える限られた数の実生が光環境の良い

5. 北方林のギャップはセーフサイトか？

ギャップではなく, 林冠下に集中するのはなぜだろう
か. カラマツ, エゾマツ, シラカンバという主要な構成

山火事が到来するまでの間, 北方林の更新は上述のよ

種がいずれも比較的小型で散布力の高い種子を持ってい

うに主にダフの存在によって妨げられている. このた

ることを考え合わせると, ギャップ内での種子・実生・

め, 林床の大部分では定着率の悪さを示唆するように,

稚樹の死亡率が林冠下でのそれに比べて高くなっている

限られた数の稚樹が散発的に立ち上がっている（上述の

のではない か と 筆 者 は 考 え て い る. 筆 者 ら は, カ ム

ように, その大部分は同種の成木林冠下に集中して分布

チャッカ半島のエゾマツ―シラカンバ―ポプラの混交林

している）
. 例外的に比較的安定したセーフサイトとな

で個体識別し追跡調査をしていたエゾマツの稚樹が 200

るのは倒木上で, 特に不朽が進んで表面にコケが繁茂し

本ほどギャップ内で葉を褐変させて定着後数年で立ち枯

た場所に多くの実生が見られる. 北海道の汎針広混交林

れていることを発見している（図４）
（Homma et al.,

でもよく見られる倒木更新である（図 3‑b）
. 一本の倒

. 林冠下に分布するエゾマツ稚樹には, この傷害
2003）

木に数百本のシラカンバ・カラマツ・ヤマナラシ等の実

は全く生じていなかった. また, ギャップ下にはヤマナ

生が観察されることがある. こうした倒木更新は面的に

ラシのルートサッカー（後述）が比較的多く立ち上がっ

発生することは少ないので, 更新の空間単位は「線」や

ていたが, これも掘り起こしによる確認と継続観察によ
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図 4：ギャップ内で葉を枯死させたエゾマツのサンプル 左端が健全葉, 右端が完全に枯死したもの
Figure 4：Examples of dead leaves of P. ajanensis under canopy gaps.

り, 大部分が２年程度で地上部を枯死（壊死に近い症状

1983;Puts and Brokaw, 1989 ）, 北方林や多雪地でもそ

であった）させていることが分かった（Homma et al.,

の重要性は確認されてきた（Peterson and Johnes,

. 北方林ではギャップは必ずしもセーフサイトで
2003）

1997; Homma, 1997）. 樹木のクローナル成長の表現型

は無く, むしろ大変過酷な場所であることをこれらの事

は, 後生的に根を発生するもの, 後生的に幹を発生する

実は示している. それゆえ, 冒頭で述べた連続的小規模

もの, 葉などの断片から植物体全体が再生するものなど

更新はギャップ下ではなく同一種の林冠の下で, 世代交

多彩であるが, その整理はまだ充分になされていない

代はあっても空間構造の変化が小さい状態でほそぼそと

（Jenik, 1994）
. こ こ で は, 北 方 林 の 広 葉 樹 が 示 す ク

行われているのではないだろうか.

ローン 成 長 形 態 と し て, カ バ ノ キ 属 の「地 際 萌 芽」

北方林のギャップの中は, 夏季の３ヶ月間は日照は強

（root color sprout；Ohkubo, 1992）とポプラ属のルー

いが, 残りの９ヶ月は, 積雪以外に遮蔽物のない低温環

トサッカーについて取り上げる. なお, 北方林に分布す

境である. 特に極東ロシアやアラスカでは−30℃を下回

る針葉樹類で筆者が確認できた範囲では, カラマツ属,

る極度の低 温 環 境 と な る の で, 寒 乾 害 や 霜 害（酒 井

トウヒ属, モミ属の３属には目立ったクローナル成長は

1982）が起こっている可能性は充分ある. 一方で, 耐陰

観 察 で き ず, マ ツ 属 で は 林 床 の ハ イ マ ツ（Pinus

性の強い常緑樹（エゾマツなど）の葉に強い太陽光が当

pumila）に匍匐樹形にともなう伏条更新と思われる形

たることで生じる光阻害の関与も強く疑われる（原,

態が確認されるのみである（Khomentovski, 2003）
.概

2004）
. 光阻害は, 光合成が飽和している「光余り」の

して,「実生更新の針葉樹」と「実生とクローンを使い

状態で, 低温ストレスや乾燥ストレスが重層的に作用す

分ける広葉樹」という色分けになる.

ると発生しやすいとされている（Takahashi and Mu-

ダケカンバ（Betula ermanii）は比較的萌芽能力が旺

rata,2008）. 周オホーツク海地域では, 太陽高度の最も

盛な種類で日本の山でも森林限界付近で地際から萌芽幹

高い６月下旬から７月中旬は寒暖差が激しく（筆者は７

を出して株立ちした個体を見ることができる. 一方, シ

月末のカムチャッカの中央低地帯で降雪を経験したこと

ラカンバ（Betula platyphylla）は日本では萌芽株立ち樹

がある）
, ６月と８月は降水量が少ないため山火事が発

形を見ることがほとんど無い種類であるが, カムチャッ

生しやすい. すなわち, 強光と低温ストレスや, 強光と

カ半島のカラマツ林やエゾマツ林では旺盛な萌芽を行い

乾燥ストレスの組み合わせは同地では充分に起こりうる

株立ち樹形で生育する（形態的にはシラカンバになる

ものであり, 図４で示した新鮮な状態のまま褐変したか

が, 現地の学者はシラカンバとダケカンバのハイブリッ

のようなエゾマツの葉の症状は, ６月や７月に起きた障

ドではないかと考えている）. シラカンバやダケカンバ

害であると考えると納得出来るのである. 今後, より詳

の種子は小型で死亡率の高い種子である. 種子由来の実

細な生理学的研究が望まれる.

生の分布はほぼ倒木上に限られ, 稚樹供給の大部分は萌
芽によるクローン成長でなされていた. このクローン幹

6. 広葉樹類のクローナル成長と北方林の更新

は, 親個体と根茎を完全に共有しており, 個体として独
立していないため分散力は無く森林構造は萌芽による幹

環境ストレスや撹乱が厳しい生育条件下では, 多くの

の入れ替えが起こっても変化しない. 親個体がクローン

樹木が実生更新に加えてクローナル成長を行って個体群

成長によって古くなった幹を入れ替えて個体寿命を延ば

を維持していることはよく知られており（Puts et al.,

し, これが結果的に実生による更新機会を増やす方向に
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働いていると解釈出来る. 山火事後も地下部分が生残

が焼失した場合には, クローン成長で欠損部分を回復さ

し, 旺盛に萌芽幹を成長させることでいち早く損傷した

せる働きが顕在化するものと考えられる.

樹体を回復させるので, 種子散布が山火事後に比較的速

カバノキ属に比べて, クローン成長をより積極的に

やかに行われるメリットもある. 一般に, 広葉樹の萌芽

使っているのがヤマナラシ（Populus tremula）である.

形質には攪乱が少ない場所では単幹樹形をとり攪乱強度

この植物の成木は, カラマツやエゾマツの成熟林分の中

の増大に伴って萌芽数が増大するタイプ（ブナ・ミズナ

に, １ha あたり数本から十数本という低密度で出現す

ラなど）と, 目立った攪乱が無くとも地際萌芽を生産し

る. その一方で, 親木よりも二回り以上大きなサイズの

続けるタイプ（イヌブナなど）が認められる（Homma,

葉（異形葉）を着けた, 高さ数十 cm から１m 程度の

. 前者は「修復と再生のため
1997;Ohkubo et al.,1988）

萌芽稚樹（ルートサッカー）を林床に多数立ち上げてい

の萌芽」
, 後者は「地上部の更新のための萌芽」と考え

た（図 5‑a）
. 他の種類の稚樹の分布パターンとは異な

られている（酒井,1997）
. カムチャッカにおけるシラ

り母樹の林冠との正の分布相関は示さず, ギャップの下

カンバの萌芽の挙動は基本的には後者に属するものであ

でも多く確認することが出来た. この萌芽稚樹は 50m

ろう. ただし, 山火事に対してもシラカンバの旺盛なク

ほども離れた場所にある親幹と太さ 10mm 前後の地下

ローン成長能力は有効である. 筆者らはカムチャッカで

茎（ラテラルルート）で接続しており（本間ほか,未発

山火事約 40年後の林分（カラマツ―シラカンバ林が火

表）
, この地下茎を通して親個体からの水分や栄養塩の

災によりシラカンバ林に置換）を調査しているが, ここ

転流を受けて光合成を行っていると思われる. ルート

では稚樹の大部分は燃え残ったシラカンバの地下部から

サッカーの挙動を調べたところ, 多年生草本にも似て,

クローン成長で供給された萌芽幹で, 倒木や林床の実生

２−３年ほどで大部分が枯死していた. 枯死幹は幹や葉

は数が少ないだけでなく成長も悪く, 林冠を構成してい

が黒変して腐っており「立ち枯れ」というよりも「壊

る幹はほぼ全てが旺盛なクローン成長によるものであっ

死」に近い症状であった. 枯れた後は同じ場所から新し

た（飯村ほか,未発表）
. 山火事によって元々の地上部

いサッカーを再度立ち上げ直している痕跡が地下茎に認

図 5：(a)ヤマナラシのルートサッカー地下部の典型的な構造, (b)定常時にギャップ内で見られるヤマナラシのサッカーの異形
葉と成木の正常葉, (c)山火事１ヶ月後に一斉に発生しはじめたルートサッカー
Figure 5：(a)Typical structure of P. tremula below ground.(b)Heterophylli of P. tremula leaves.(c)Root suckers appeared
after a month of fire.
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められた（Homma et al., 2003）（図 5‑b）. このため,

高いことや林床のダフが発芽定着の妨げになることから

ギャップには高い確率でヤマナラシのサッカーが存在す

ギャップ更新は起こりにくい, (4)実生の分布が同種の

るにも関わらず, 定常状態ではギャップがヤマナラシの

成木林冠下に集中するためにマイクロサクセッションは

成木で埋められることはほとんど無い. ところが, 山火

起こりにくく大規模攪乱がなければ空間構造の変化は起

事が起こり共存するカラマツやシラカンバの地上部が焼

きにくい, (5)シラカンバやヤマナラシの特徴的なク

失した直後に, ヤマナラシのサッカーがそれ以前とは比

ローン成長戦略は山火事後の一斉更新において大きな役

べものにならない高密度で出現した（図 5‑c）
. 山火事

割を果たし広葉樹優占林分を成立させる主要因となって

後わずか２年足らずでその密度は高いところでは１ha

いる, となる.

あたり数十万本に達し, カラマツの疎林は短期間でヤマ

カラマツやエゾマツの優占状態が山火事周期の長い状

ナラシの藪になってしまった. この山火事後に大量発生

態（自然発火のみで作られる攪乱周期）での安定状態と

したシュートは, 定常状態で見られるそれに比べて堅

するならば, ヤマナラシやシラカンバの優占する状態は

く, 葉も異形葉ではない典型的なヤマナラシの葉であっ

近年の高頻度攪乱に対応した森林の表現型と言える. 実

た. ヤマナラシは, 山火事攪乱に備えて, 非攪乱時には

生 更 新 の セーフ サ イ ト の 絶 対 面 積 が 小 さ い こ と や,

多年生草本のような貧弱なサッカーで光合成を行うと共

ギャップ更新が起こりにくいことは, 広葉樹優占状態か

にラテラルルートのネットワークを森林の地下全面に張

ら針葉樹優占状態に推移するまでに長い時間を要するこ

り巡らして 更 新 の 機 会 を う か が い, 山 火 事 の ヒート

とを示唆しており, 優占種が交代する過程が温帯林のよ

ショックを契機にして一斉更新していたのである.

うに種間競争や耐陰性の差に基づいて起こるのか, それ

このヤマナラシの特異なクローン成長戦略は, これま
で述べてきた北方林の特徴に見事に適合している. 定常

とも隠れた別のプロセスが存在するのかどうかは, 今後
さらに研究の余地がある.

状態でギャップに侵入して数年で地上部を枯死させる脆
弱 な サッカーは, ギャップ 内 に 他 の 種 類 が 密 生 し て
ギャップ更新を行っているような条件下では競争力を持
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