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特集 菌類・植食者との相互作用が作り出す森林の種多様性

茜類・植食者との相互作用が作り出す森林の種多様性-要点と展望-
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要旨・森林生態系における生物多様性の減少は著しいが、一方で、は種多様性の復元が試みられている。本来、復元のシ

ナ1)オは自然群集における種多様性維持メカニズムに沿ったものでなければならない。しかし、温帯林における種多様

性維持メカニズムに関する研究は、熱帯に比べ少なし、。とくに、 j晶子ffでは、光・水分・養分などの非生物的な無機的な

環境の異質性を仮定したものが多く、生物閣の祁五作用が多様性を創り上げるといったパラダイムの研究は少ない。本

特集では病原菌・萄根菌などの微生物や鳥類・シカ・ネズミなどと樹木との相互作用が森林の樹木群集および森林生態

系全体の種多様性に大きな影響を与えることを兵体的な事例から紹介する O とくに 5つのキーワード(密度依存性、

空間スケール、フィードパック、種特異性、生活史段階)を取り上げ、{弱体・儲体群レベルでの相互作用から群集レ

ベルでの種多様性維持メカニズムへのスケールアップを試みた。しかし、樹木の死亡や成長に及ぼす作用形態・重要

度は綿々の生物種によって大きく異なり、スケールアップは単純ではないことが示唆された。今後は、複数の生物種

との相互作用を同時にかつ長期的に観察することによって種多様性の創出・維持メカニズムがより詳細に明らかにな

ると考えられる。

キーワード.密度依存性、空間スケール、フィードパック、種特異性、生活史段階

種多様性の喪失と森林生態学

森林における生物多様性は地球レベルで急速に失われ

ている。森林面積の減少によるものだけでなく、中身の

単純化による場合も多い。特に日本では、戦後、森林面

積はほとんど変わっていない。しかし、広葉樹天然林の

伐採とその跡地への針葉樹植栽が、 30年以上にわたり毎

年 20-40万 haも行われた。その結果、日本の森林面績の

ほぼ40%、約 1000万haが単一の針葉樹からなる単純林

になってしまった。このような単純林へのシフトは、役

界中で見られ、ヨーロッパではかなり前に終了したが、

熱帯ではいまだ進行中である O このような単純林化は、

森林が本来もつ多くの生態系機能を大きく低ドさせるこ

とが報告されるようになった (Hooperet al. 2005)O した
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がって、近年、多くの森林管理者や林業経営者は、単純

林を多くの樹種が混じり合う森林に復元し、健全な森林

生態系管理や持続的な林業経営を毘指そうとしている

(Steffan-Dewenter et al. 2007)。その際、自然群集における

多様性の維持メカニズムに沿った復元が最も合理的な方

法だと考えられる (Utsugiet al目 2006)0 

しかし、森林の現況を見ると、森林管理に森林生態学

の研究成果が十分に生かされてきたとは蓄えない。多分、

種多様性の維持メカニズムの解明が主要な研究課題にな

る以前に、森林の劣化が急激に進んだためであろう。特

に温帯林では、熱帯林に比べ種多様性が抵いこともあり、

多様性維持機構に関する仮説のバリエーションも少なく、

韓多様性回復に関する認識が低かったことも大きな理由

であろう。

しかし、近年、種多様性維持メカニズムの解明が森林

生態学における最も重要なテーマのーっとなるにつれ、
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Is11. 非生物的な環境をベースとして作られる種多様性 (Givnish1999)。

熱帯林・温帯林に関わらず共通のパラダイムが成立する

ことが明らかになりつつある。したがって、自然度の高

い天然林における種多様性維持メカニズムをより詳しく

正確に知ることは生態学の理論的発展のみでなく、森林

の持続的管理の重要な指標になりうる。ここでは、撞多

様性の維持メカニズムに関する研究から、 j晶帯林ではあ

まり注目されてこなかった、菌類・植食者との相互作用

に着目した研究を紹介し、個体・個体群レベルでの相互

作用から群集レベルへのスケールアップを試みた。

森林の種多様性を説明する様々な要関とその連関

j晶帯林の種多様性維持メカニズムについてはこれまで、

非生物的な環境要因を仮定したものが主流であった。地

形やギャップ形成にともなう水分量・土壌の栄養塩濃度・

光量など環境の資源量のヘテロ性がニッチェ分化を促し、

多くの種が共存できるというものである O とくに更新ニ

ッチェ (Grubb1977)、ギ、ヤツプダイナミクス (Denslow

1987)、中規模撹古Lf反説 (Connel11978)、それにマイクロ

サイト・トレードオフ (Ti1man1988 ; Pacala et al. 1996) 

などは重要な仮説として、多くの研究者がこれらの検証

を続けている O 一方、生物的要誌|によって種多様性が形

作られるといった説は熱;市を中心に発展した。例えば病

原菌や植食者による官度依存的死亡を仮定したジャンゼ

ンーコンネル仮説(Janzen1970; Connel1 1971)などがある。

しかし、ゴ|三生物的要因と生物的要因を仮定したモデルは、

それぞれ互いに柏交わることなく、長い間それぞれの範

時で検証されてきた。

しかし、近年、非生物的要因・生物的要因それぞれは

排他的なものではなく、両者が柏互に影響し合った結果

として多様性が出来上がると考えられ始めている

(Nakashizuka 2001) 0 例えば、 Givnish(1999) によると、

環境の資源景(降水量・温度・土壌栄養・季節性の欠如)

の増大によって、森林の最大高が i二がり、その結果、階

層構造ができ、下層植生が充実し、種の多様性が実現す

る(図1)。また、階層構造の発達は鳥類の生息場所を提

供し、それによって種子散布が促され種多様性が増す。

さらに資源量の増加は多様な捕食者・病i原菌の生存を保

証し、そこで植物側の密度依存的な死亡が起り、また逆

に樹木の防衛l 貯蔵機構も発達させ、結果的には植物種

の種多様性を促す。このように非生物的な環境を基盤と

した生物間の相互作用の進化が種の多様性を促すことを

示|唆している。さらに、 Chessonand Kuang (2008) は資

源を巡る競争と天敵の効果は同等に種多様性を左右する

292 



菌類・植食者との相互作用が作り出す森林の種多様性

菌類睡植食者
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植物種

環境中の資源量 口

植物と菌類極構食者

との相互作用

-密度依存性

-空間スケール

-フィードバック

-種特異性

・植物の生活史段階

図 2. 資源を巡る競争と菌類・槌食者(天敵)の彩響によって作られる植物の種多様性 (Chessonand Kuang 2008に今

閣の特集のキイワードを加筆)。

天敵と植物とを結ぶ矢印、および、植物とその利用する資源とを給ぶ矢印は、両者のつながりが両方向性でありフィ

ードパック関係にあることを示す。太い矢印で示すように、植物は種間で共通の資源、共通の天敵を共有している。

例えば、ある植物稜の個体群密度の;場加は天敵のf弱体群密度の増加を通じて、その槌物種と他の植物稜に対する天

敵の影響を増大させる (Chessonand Kuang 2008) 0 本特集では植物と、その天敵である菌類・植食者との相互作用

に注医する。両者の相互作用を特徴づける密度依存性、空間スケール、フィードパック、務特異性、および捕物の

生活史段階を取り上げる。

といったモデルを示している(留 2)。

生物問の相互作用と

群集レベルの種多様性を繋ぐもの

上記のように生物問の相互作用の重要性が認識される

ようになってきた割には、実瞭の観測データはまだ少な

い。したがって、韓多様性の維持に生物的な要閣がどこ

まで関わっているかに対する具体的なイメージが乏しい。

特に温帯林では仮説検証型の研究が少なく、種多様性は

非生物的な環境要因によって説明されているものがほと

んどである。

しかしながら、近年、温帯林においても病原蕗・菌根

菌などの微生物や鳥類、シカ・ネズミなどの鴫乳類など

多様な生物種と樹木の間における相互作用について多く

の知見が報告されるようになった。これらは個体および

個体群レベルで桔互作用を見たものがほとんどであるが、

樹木の動態や空間分布に大きな影響を与えることを明ら

かにし、多様な生物種が森林における樹木の種多様性の

維持・創出に大きく関わっていることを示唆している。

そこで、本特集では、最近の生物問の相互作用に関する

個体ないし僧体群レベルの知見をもとに、 5つの視点(キ
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ーワード)から、群集レベルでの種多様性維持メカニズム

へのスケールアップを試みた。以下にその要点を述べる。

密度依存性 (Densitydependency) 

密度依存的な病原菌の感染は特定の樹木種の寡占を妨

げる仕組みとして重要である(本特集論文、大圏 (2011)、

今埜・清和 (2011))。広食性の植食者による頻度依存的

な捕食も、同様に、優占種の優位性を減らす仕組みとし

て重要である(本特集論文、島田 (2011))。一方、菌根

菌による養分供給などの正の効果が優占種に働く場合は

種多様性を減らす方向に働くだろう(本特集論文、谷口

(2011) )。しかしながら、一つの樹木を巡っても様々な生

物種が、正・負それぞれの影響を同時にまたは呉なる生

活史段階で及ぼしていることが推測される O したがって、

種多様性の維持メカニズムを正確に明らかにするために

は、個々の作用機序だけでなく、それらの相対的重要性

を解明する必要があるだろう O

空開スケ…ル (Spatialscale) 

菌類・植食者・散布者は植物(樹木)に対し、どのよ

うな空間スケールで作用しているのだろうか。ジャンゼ

ンーコンネルモデルは母樹からの距離依存的な天敵の活
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動性を仮定している。活動性の高い天敵が分布する距i拭

を知ることによって、樹木種の霞き換わりの空間スケー

ルが決定される(本特集論文、今埜・清和 (2011))。し

かし、ジャンゼンーコンネルモデルは閉鎖された森林環

境を仮定しており、ギャップなど明るい場所では成立し

ない場合が多いと考えられている O 一方、 トレードオフ

モデルはギャップと林冠下という環境のヘテロ性を仮定

しており、これまで蓄積されたギ、ヤツプダイナミクスに

関する知見との総合化・整合性が必要だ(本特集論文、

今治・清和 (2011))。また、アーパスキュラー菌根窟や

外生菌根菌の龍糸ネットワークの広さは、多様性を作り

上げる空間スケールを考える上で重要である(本特集論

文、谷口 (2011))0 

フィ…ドパック (Feedback)

大台ケ原では、シカの食害によってトウとが減少する

と、林床が明るくなって、ササ地が拡大した。シカにと

ってエサが増えるのでシカはますます増えトウヒはます

ます減少し植生はどんどん単誠になっていく。このよう

な負のフィードパック機能は種多様性に大きく影響する

(日野・柴田 2009)。

種特異性 (Specificity，Preference) 

天敵(病原菌.i直食者)や共生菌は特定の横物種だけ

をターゲットにするスペシャリストか、それとも複数種

をカバーするジェネラリストか?例えば、ネズミ類はク

1)、 トチ、ブナ、ミズナラなど複数種の種子を散布・捕

食する。この関係は一対ーではなく、互いに複数の相手

を共有しており、防御投資量の違い(樹木側が種子散布

者を選択する度合い)から謹子散布者を巡る競争の緩和

が図られ、多種の共存が促される可能性が示唆される(本

特集論文、島田 (2011))。また病原菌に樟特異性がない

と成木下で同種ばかりか他穣の実生も死亡しジャンゼン

コンネル仮説は成立しなくなる(本特集論文、今埜・

清和 (2011))。病原蓄に感受性のある種が森林群集にお

ける優占種か低位種かは、病原蕗が樹種の多様性に及ぼ

す影響の大きさを左右する(本特集論文、大図 (2011))。

アーパスキュラ一躍根閣は苗糸ネットワークによ

って成木近傍で、同種の実生更新を促進することが報告さ

れており、この正の効果が森林群集の劣位撞に働くと多

様性が増すことが示唆されている(本特集論文、谷口

(2011) )。
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生活史段階 (Ontogeny，Life history stage) 

樹木に及ぼす生物的な環境の影響は種子・実生、せい

ぜい稚樹段階といった生活史の初期に誤られ、樹木が大

きくなるにつれて非生物的な環境の影響の方が相対的に

大きくなるのではないかと考えられている (Nakashizuka

2001)。来たしてどうか?病原菌の負の影響は樹木が比較

的大きくなるまで(稚樹段階)まで持続することが示唆

された(本特集今埜・清和論文)。さらには、成木段階に

おいても、病原菌の感染が森林における樹種の多様性に

影響しうることを示す実証剖が近年になって報告されて

いる(本特集論文、大国 (2011))0 

お わりに

本特集の各論文は、生物聞の相互作用が森林の種多様

性に?にきな影響を与えることを具付主的な2事例から強く

唆している O しかし、間[1寺に種多様性維持メカニズムに

スケールアップできる研究事例がまだ少ないことも示し

ている。おそらく一種の樹木を巡っても、様々な生物種が、

正・負それぞれの影響を同所的に及ぼしていると考えら

れ、それらを同時に解析して初めて種多様性創出・維持

メカニズムが明らかになるだろう O また、個々の種の空

間分布や優占度合いに大きく影響する相互作用の種特異

性や空間スケールを明らかにすることで、種多様性維持

のメカニズムがより詳細に解明されると考えられる O さ

らに、樹木は長い寿命をもつので、それぞれの相互作用

の強さの程度が発達段階でどう変化するのか、といった

生活史全般に渡った研究が望まれる O

このような生物関の相互作用については、一つの森林

群集を構成するなるべく多くの樹木種で知見を増やすこ

とが必要であるο 問所的に生育する樹種間の相互謂係(系

統的な際連性など)も考慮して初めて、種多様性の維持・

創j出メカニズムが全貌を表すと考えられる O そのために

は、現存の多様性モデルを意識した観察や操作実験も必

要であろう O さらに、個々の相互作用から生態系レベル

での多様性を説明する包括的なモデルの構築が必要だと

考えられる O

なお本特集は 2009年 3月に盛詞で聞かれた第 56臨呂

本生態学会生態学会企画集会に基づくものである。
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