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論文

北海道のササ掻き起こし地における施工後 6'"'-'8年の高木性樹種の動態

原 田 苗1・吉田俊也*， 2・VictorResco de Dios3・野口麻穂子
4
・河原、輝彦

5

原田 茜・吉郎俊也 .Resco de Dios， Victor ・野口麻穂子・河原輝彦:北海道のササ掻き起こし地における施工後 6~8 年

の高木性樹穫の動態 日林誌 90:397~403 ， 2008 北海道北部の森林では，ササ地を森林化させるために掻き起こし施業が

広く行われてきた。施業から 6~8 iドが経過した樹冠下の掻き起こし地を対象に， 9筏の高木俊樹種を対象として樹高成長量

と生存率を鈎べ，それらに影響する要問(槌生問の競争・促進効果)を明らかにした。成長量と生存ヰーが高かったのはキハダ

とナナカマド，ともに低かったのはアカエゾマツであった。多くの樹種の成長は，周間の広葉樹または稚樹以外の下局総生の

荒から促進効泉を受けていたc ただし，シラカンバについては，施業後 3~5 年目のH守点では促進効果が認められていたもの

の，今回の結果では競争効果に転じていた。一方，生存率については，多くの樹稼について湾問の針葉樹による魚の影響のみ

が認められた。密度または生存ネの低かった多くの樹磁に対して，児問のシラカンパやササの回復が負の要悶としてi動いてい

ないことから，多様な樹磁の定着を図るうえで， I徐伐や下刈りの実行は，少なくともこの段階では有効ではないと考えられた。

キーワード・強き起こし，競争効果，樹高成長，生残ヰミ，促進効果

A. Harac¥a，τ: Yoshida， V. Resco c¥e Dios， M， Noguchi， anc¥ T. Kawahara: Growth and Survival of T姐1Tree Seedlings 6~8 

Years after Soil Scarification in Hokkaido. J. Jpn. For. Soc. 90: 397~403 ， 2008 Scarification is wic¥ely conductec¥ in 

northern Hokkaic¥o to remove understory dwarf bamboos in c¥egrac¥ed forests， anc¥ωreplacεit with tree species， We investigated 

height growth anc¥ survival c¥uring 6~8 years after the treatment for nine major tree species naturally establishec¥ in a site， and 
examined their contributing factors (competition or facilitation)目 Theheight growth anc¥ survival rate were higher in Phellodendron 
amurense ancl Sorbus commixta， besides lower in Picea glehnii， The results of generalizecllinear moclel or generalized linear mixecl 

model suggested that facilitation effects of surrounc¥ing broaclle即日l悦 esor unclerstory vegetation were dominant for growth of 

many b'ee species， Regarcling Betula戸latythylla，however， the facilitation effect. which had bee凹nf.おou叩mcli泊nt出hefo飢r喝'me町l'period (ω3~5 

years after sca訟r‘汀l陀cation)，was changecl into competition effect. For seeclling survival， a1though negative effects of surrouncling coni. 
fers were founc¥， effects of broac¥leaved trees anc¥ understory vegetation were unclear， We concluclecl that weec¥ing and cleaning 
treatments wer巴ineffectivefor enhancing species richness in the site in this stage of stanc¥ c¥evelopment 
Key words: competition， facilitation， height growth， scarification， survival 
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I はじめに

北日本，とくに日本海側の多雪地域における森林の林床

にはササ類が密生していることが多い。ササの存在は，森

林の吏新に大きなi毒害を与えることがよく知られており

(河原， 2001)，本研究で調査対象としている北海道には，

主としてササ類が擾占すると考えられる無立木地が 13.7万

haも存在している(北海道水産林務部， 2001)。そこで，こ

の 1!!~立木地を森林化するために， 1970年代から，ブルドー

ザ等の重機をmいた掻き起こし施業が行われてきた。掻き

起こしとは，密生するササ植生を表土ごと除去する作業を

いい，鉱質土壌を裸出させて樹木実生の定着に適した更新

地を作る方法である。この方法は比較的低コストですむた

め大面積の施工が可能であり，傾斜が平坦な場所を中心に

現夜に至るまで広く行われている。施業開始から 30年あま

りが経った現在， 1~立木地を林地に転換する目的はほぼ達

成されたといえる。しかし，成林した林分の構成樹種のほ

とんどがカンパ類で占められている(梅木， 2003)。森林に

対して多様な期待がかけられるようになってきている今

日，より多様性の高い，天然林に近い森林を吏新させる技

術が望まれているが，そのための基礎データはまだ不足し

ている。

掻き起こし後の，種子散布を含む実生の定着過程につい

ては，すでに多くの研究が行われている。一般に，掻き起

こし直後には，多くの樹種の出現がみられ，とくに樹冠下

で掻き起こしを行えば，多様な樹種が定着できることが明
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らかになっている(林田ら， 1991;佐藤， 1998; Yoshida et 

al.， 2005)。しかし定着初期以降，カンパが優占する状態

へと成林化していく過程については明らかでない点が多

し、。

初期に定着した実生の多くは，再侵入してくるササ類や，

先駆性が高く早い初期成長を示すカンパ類との競争の結

果.成林化の過程で優占度を減少させていくと考えられて

きた。しかし，撞き起こし直後C1~5 年)についてみると，

植生間の競争関係はほとんど顕著ではなく，むしろ促進効

果(J苛聞の植生の存在が生存や成長に正の影響を及ぼす効

果:facilitation)が強く効いていることが近年報告されてい

る (Rescode Dios et α1.， 2005 ; Yoshida et al.， 2005)。今後の

林分発達の予測や施業方法の改善のために，こうした植生

閥の競争・促進のi羽係をより詳細に把握することが必要で

ある。本研究では，掻き起こし後 6~8 年が経過した樹冠下

の描き起こし地を対象として，定着した複数の高木性樹種

の個体群動態を明らかにすることを目的とした。具体的に

は，①どのような機種が高い生存率・成長量をもっている

か，②生存率・成長量に影響を及ぼしている要因は何か(競

争効果か促進効果か)を明らかにする。

II. 調査地と方法

1.調 査 地

北海道大学北方生物閤フィールド科学センター雨龍研究

林で、調査を行った。雨龍研究林は北緯 44022'東経 142012'， 

海抜280mI二位置し， 1令瓶~苦から:rJ[寒帯f性の樹種を構成とす

る ~I.J.よ jft交林が広がっている。年平均気温は 4.20 C，年間の

平均降水量は 1，390mmである。積雪期間は 10月末から 5

月末までで，最深積雪深は 2m以上に達する。

雨龍研究林内の 321林班に調査地を設定した。調査地の

地形はほぼ平坦で，全体の面積は 0.84haである。上層には

トドマツ，アカエゾマツ，シラカンパ，ミズナラが散在し，

下層にはクマイザサが密生していた。 1997年，調査地内の

上層木が少ない孔状地を対象としてレーキドーザ、による掻

き起こし施業が行われた。上層木に近い簡所は避けて施工

した結果，掻き起こした部分の面積は 0.34haであった。サ

サの根系を除去するために，深さおよそ 10cmまで、表層土

壌を取り除き，施工地外へ堆積させた。

2.野外調査

2001年，調査地内の掻き起こし簡所属辺に残された上層

木(胸高直径 10cm以上と定義)を対象として毎木調査(樹

種と胸高直径)を行った。掻き起こし後 4年目にあたる 2001

年，調査地内に 1x1mの植生調査コドラートをランダムに

28 個設置した。コドラート内の，当年~tを除くすべての高

木性稚樹を個体識別し，樹高 根元直径および樹齢を記録

した(以下「コドラート調査Jとする)02003年および2005

年にこれらの稚樹の生存と死亡をチェックし，生存個体に

ついては樹高と根元直径を再測した。また，新規加入個体

の調査を行った。なお， 2001~2003 年(掻き起こし後 4~6
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年自)の調査結果についてはすでに報告されている (Resco

de Diose et al.， 2005)。

コドラート内で出現した稚樹のほとんどは， トドマツ・

アカエゾマツ・シラカンパ・エゾノパッコヤナギの 4樹種

であった。これら以外の高木性樹種については，コドラー

ト内で、の密度が低かったことから，別の方法で、調査を行っ

た。 2003年，掻き起こしが行われた部分 (0.34ha)をくま

なく踏査し上記4樹種以外の，当年生を除くすべての高

木性稚樹の位置測量を実施したうえで，コドラート調査と

同様の測定を行った(以下「全域調査Jとする)。

稚樹の成長・生存に及ぼす周回からの競争あるいは促進

効果を見積もるために，各{同体に隣接する稚樹および下層

植生の量の測定を行った。コドラート調査で対象とした稚

樹については， 1x 1 mコドラートをさらに四つの 0.5x

0.5mの区画に分け，その区画内で，対象稚樹よりも基部直

径が大きい偶体すべてを「隣接個体j と定義した。一方，

全域調査で計測した稚樹では，対象樹種それぞれについて，

ランダムに選んだ 40個体を対象に調査を行った。周聞にあ

る稚樹(対象個体よりも基部直控が大きい個体)のうち，

樹高に等しい距離が対象稚樹に届く個体を「隣接個体Jと

した。いずれにおいても，隣接個体すべての基部断面積を

合計した値を求めた。

稚樹以外の下層植生の最は，葉面積指数を用いて評価し

た。I.AI(葉面積指数)計(I.AI2000;Li同Cor，Inc.， Lincoln， NA， 

USA)を用いて，まず下層推[生の葉層上方 ci高さおよそ

200 cm)で初期化したした後，葉層円高(高さおよそ 50cm)

で計測を行い，この値を下層植生量の代表{践とした。コド

ラート調査で計測した稚樹については， 0.5xO.5m区画ご

と，全域調査で計測した稚樹についてはそれぞれの個体ご

とに測定を行った。

3.解析方法

コドラート調査で優占していたトドマツ，アカエゾマツ，

シラカンパ，エゾノパッコヤナギの 4樹種に加えて，全域

調査で、比較的密度が高かったミズナラ，キハダ，ナナカマ

ド，イタヤカエデ，ハリギリの 5樹種を解析の対象とした。

まず，各樹種の個体制2構造・動態のパラメータとして，掻

き起こし後 6~8 年の期間内の年平均伸長成長最および年

生存率を算出した。

次に，各樹種の伸長成長量・生存率に影響を及ぼす要因

を解明するために，主要4樹種については一般化線形混合

モデル(コドラートをランダム効果とする)，その他の 5樹

種については一般化線形モデルを用いて解析を行った。モ

デルで使用した確率分布は，伸長成長量の場合は正規分布，

生存率の場合はニ項分布(logitlink関数)である。生存率

の解析は，サンプル数が十分な主要4樹種のみで、行った。

周囲の稚樹量(基部断面積)を針葉樹・広葉樹別に合計し

た値，稚樹以外の下層植生の葉面積指数，自身の初期サイ

ズ(掻き起こし 6年目時点での樹高)の影響を解析し， AIC 

(赤池情報量規準)が最小になるモデルを選択した。なお，

前報 (Rescode Dios et al.， 2005)では，撞き起こし地の局間
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にある上層木の影響についても考慮したが，下層植生の発

達にともなって (4年目と 8年目の植被率;28簡所のコド

ラートにおける平均値土標準偏差 71i:49→ 118i:55%，最大

植生高 ;75i:44→158 i: 160 cm)，稚樹に対する直接的な被

陰の効果は減少し，下層植生を通した間接的な影響が強い

と見込まれたことから，本研究ではとりあげなかった。

III.結 果

表-1に，撞き起こし 6年目の時点における高木性樹種の

稚樹密度を示した。総計で 397千本/haの稚樹が生育してお

り， 20以上の樹種の出現が認められた。密度はトドマツが

最も多く，アカエゾマツ，シラカンパ，エゾノパッコヤナ

ギと続いていた。それ以外の樹種の比率は合計A しでも 1%に

満たなかった。プロット内の上層木との関係でみると，上

記の主要4樹種のうちトドマツとエゾノノfッコヤナギは，

上層木でみられる以上の出現比率を示していた。一方，ア

カエゾマツ，シラカンパおよび主要4樹種以外の樹種(ミ

ズナラ，キハダ，ナナカマド，イタヤカエデ，ハリギリ)

の稚樹の出現比率は，上層木と間程度かあるいはそれを下

回る{直であった。

6C伽 f トドマツ
Ables 
sachalmens!s 

40-60 

20-40 

0-20 

E ιJ 

自ケF エソノパッコヤナギ

f UUぐ乙。J 3 3 

Sa!ixhυ!tenu 
var. 8nguslifo!ia 

i“ 5a= 1 T 

40-60 

エ
rtiてh 、20-40 

ElzE E 0-20 

60-

40叩白O Bω の V 叫 TI

0-20 ラなぷ

。 50 100 0 
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表1. 6年生時点で、の稚樹密度と周辺の残存上層木の密度

Densities of seedlings in the 6-yr-old scarification site， and sur-
rounding overstory trees (with dbh equal to 01' larger than 10 

cm) 

Species 手口 名
Seedling Overstory tree 

stems/ha (%) stems!ha 紛

Abies sachalinensis トドマツ 229216 (57.7) 79.8 (32.0 

Picea glehnii アカエゾマツ 95098 (23.9) 59.5 (23.9) 

Betula PlatYPhylla var. シラカンハ 58824 Cl4.8) 70.2 (28.2) 
japollica 

Saliぇhulteniivar. エゾノ
11373 (2.9) (0.5) 

al1g削 tゆl叩 バッコヤナギ 1.2 

Quercus cr;日戸ula ミズナラ 1415 (0.4) 23.8 (9.6) 

Phellodendr011 amurenseキハダ 691 (0.2) 1.2 (0.5) 

Sorbus commixta ナナカマド 226 (0.0 。。 (0.0) 

Acermol1o イタヤカエデ 153 (0.0) 8.3 (3.3) 

KaloJうallaxpictus ハリギリ 135 (0.0) 1.2 (0.5) 

Others その他 120 (0.0) 5.5 (2.2) 

Tota! 総言| 397251 000.0) 248.8 (100.0) 

その他の樹続には.ケヤマハンノキ，シナノキ，ホオノキ，ヤチダモ，ダケカ
ンパ，ハウチワカエデ，アズキナシ，シウリザクラ，オノエヤナギ，ハルニレ，
オヒョウ，ウダイカンパが含まれた心
‘Others' included Alnus hirsuta， Tilia japonica， Magnolia obovata， Fraxinus 
mandshurica， Betula ermanii， Acer japonicl附 1，Sor古usαlnifolia，Prlull日 ssiori，
Salix sachaline削 is，Ulmus davidiana var. japonica， Ulmus laciniata and Betula 
maxzmo即lczzana

アカエゾマツ

「
シラカンバ

Piceagl旨hnn Beluia 
pialyphylla 
var japOl1lca 

ミーってナラ

T 
キハヲ

Quercus cr時JU1a Phe化dendron
amurense 

とさ

イヲヤカエデ 1いjギリ
Acer mono !{aiopanax piclus 

50 100 。 50 lCコ

頻度 Frequency(%) .掻き起こし後日空宇芭 掻き起こL後S年目
6-year after scarificatlon 喜一yearaftεr scariflcatlon 

図1.掻き起こし 6，8年目における主要 9樹種の樹高頻度分布

Frequency distIibution of height classes for major 9 species at 6 and 8 years after scaIification. 
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表-2 掻き起こし後 6~8 年における主要樹種の樹高クラス別平均年伸長成長量

Annual mean height growth during 6~8 years after scarification of major 9 species. 

]. J pn. F or. Soc. 90 ( 6 ) 2008 

Species 和名
Height 0~20 cm Height 20~40 cm Height40 cm 

n cm/year SD 

Abies sachalinensis トドマツ 396 5.1 (10.7) 

Picea glehnii アカエゾマツ 155 3.2 ( 2.4) 

Betula PlatYPhylla var. japonicα シラカンノミ 27 5.4 ( 9.8) 

Salix hu/te別 ivar.ang悶 tifolia エゾノハッコヤナギ 14 0.8 ( 7.8) 

Quercus criψulα ミズナラ 186 9.8 ( 9.1) 

Phellodendron amurense キハダ 96 11.5 ( 8.9) 

Sorbuscommはta ナナカマド 28 15.0 (16.2) 

Acermo1lo イタヤカエデ 43 4.3 ( 4.9) 

ハリギリ 39 6.7 (11.4) 

サンプル数が 10以下の場合は，去に示していない。

Only the case with sample number larger than 10田 eshown 

表-3. 掻き起こし後 6~8 年における主要樹種の樹高クラス別年生残率

Annual survival dU!ing 6~8 years after scarification of major 9 species. 

Species 干11 名
n 

Abies sachalinel日目 トドマツ 433 

Piceαglehnii アカエゾマツ 252 

Betula PlatYPhylla var. japonica シラカンノf 40 

Sα/ix hu/tenii var. anglιtifolia エゾノパッコヤナギ 19 

Quer口，tSC:円Sか~la ミズナラ 253 

Phellodendronαmurl即日e キハダ 105 

Sorbus co例制日ta ナナカマド 30 

AcermollO イタヤカエデ 51 

Kalopanax Pictus ハリギリ 48 

サンプル数が 10以下の場合は，表に示していなし、。

Only the case with sample number largel出an10 are shown 

11 cm/year SD 11 cm/year SD 

90 8.3 ( 4.2) 

17 3.0 06.3) 56 25.3 (22.7) 

129 13.1 (14.7) 57 22.0 (19.5) 

97 19.3 (13.8) 37 26.5 (22.0) 

30 28.9 (20.7) 18 32.6 (33.0) 

Height 20~40 cm Height 40 cm~ 

協 M 11 % 

91.5 91 98.9 

61.5 

67.5 26 65.4 61 91.8 

73.7 

71.5 159 81.1 75 73.3 

85.7 101 95.0 37 100.0 

83.3 30 93.3 18 100.0 

82.4 

77.1 

表-4. 樹高成長に影響する要因(一般化線形混合モデル(主要4樹穏)または一般化線形モデル(その他 5樹種)の解析結来。 AIC

が最小のモデルにおけるパラメータ依)

Estimates of parameters in the generalized linear mixed models Ctor m司or・4species) or generalized linear models (for the rest of 5 spe-

cies) for seedling height growth (Resu1ts of the final selected model (with the smal1est AIC value) are shown). 

Species 平日 名 AIC CN BL SS HT 
SD ofthe 

Intercept ra~dom effect 
Abi田 sachαlinellsお ツ 2880.8 0.028 0.004 3.327 0.364 4.025 3.870 

Picea glehnii アカエゾマツ 1075.7 ns ns 2.263 0.638 1.919 2.651 

BetulαPlatYPhylla var. japonica シラカンノミ 893.5 ns 0.016 ns 0.784 14.304 17.780 

Salix hultenii va仁 田zg悶 榊lia エゾノパッコヤナギ 211.9 ns 0.017 ns 0.861 2.596 13.142 

Qu日'Cl日crispulα ミズナラ 230.6 ns 0.010 ns 0.923 0.052 

Phellodendroll amurense キハダ 245.9 ns ns 8.128 0.937 10.936 

Sorbus co抑 制ixta ナナカマド 264.6 0.206 0.069 ns 0.837 13.474 

Acermono イタヤカエデ 212.3 ns 0.011 ns 1.543 -5.889 

Kalopanax戸ictus ハリギリ 203.0 0.102 0.016 ns 3.110 5.178 

nsは最終モデルに含まれなかった変数。 CN，BL，SSはそれぞ、れ周囲の針葉樹稚樹，広葉樹被樹(自身よりも火きい個体の基音11断面積合計)，革本類(業I爾絞

指数)の量を， HTは対象個体の樹高を表す。 SDは標準偏差を表す。

ns， Variables not selected inせlefinal model; CN and BL， Sum of base diameter of surrounding conifers and broadleaved trees wi血largerheight than target individu-
al;SS，τne amount Oeaf area index) of understory vegetation except for tree seedlings; HT， lnitial height of target individual. SD indicate the standard deviation 

表-5. 生存率に影響する要悶(一般化線形混合モデルの解析結果。 AICが最小のモデルにおけるパラメータ値)

Estimates of parameters初 出egeneralized linear mixed models for seedling survival CResults of the final selected model (with the small-

estAIC value) are shown). 

SD ofthe 
Species 和名 ~ ~ ~ ss m ~~~ 

dom effect 

Abies sachalin即時is トドマツ 224.2 -0.002 ns ns 0.242 0.747 4.E-05 

f可ceaglelmii アカエゾマツ 322.0 ns ns ns 0.128 -0.144 4.E-08 

Betula抑ゆhyllavar. japonica シラカンパ 102.5 -0.003 ns ns 0.067 -0.204 1.179 

5α的 hulteniivar. angustゆlia エゾノパッコヤナギ 27.6 -0.103 ns ns 0.564 6.373 5.173 

nsは最終モデルに含まれなかった変数。 CN，BL，SSはそれぞれ周閣の針葉樹維樹，広葉樹稚樹(自身よりも大きい個体の基部断蘭核合計)，草本類の殻(業

面積指数)を， HTは対象個体の樹高を表す。 SDは標準偏差を表す。

ns， Variables not selected in仕lefinal model; CN and BL， Sum of base diarneler of surrounding conifers and broadleaved trees with larger height than target individu. 
al; SS， The amount Oeaf area ind臼οofunderstory veget耳目onexcept for廿eeseedlings; HT， lnitial height of target individual. SD indicale the standard deviation. 
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稚樹密度が高かった 9樹種についてみると，いずれの樹

種も掻き起こし 6 年目は樹高クラス 0~20cm に最頻値が

あった(図1)。とくに， トドマツ，アカエゾマツ，イタヤ

カエデ，ハリギリの 4樹種はこのクラスに 80%以上の稚樹

が集中していた。一方，そのほかの 5樹種では，この時点

で樹高 60cm以上の個体がすでに存在していた。 J蚤き起こ

し8年目になると， 6年目に小さい樹高に偏っていた 4樹種

では，依然最小クラスの倒体が 50%以上を占めていた。こ

れに対して，キハダは樹高クラス 60cm以上の個体が最も

多く，ミズナラ・ナナカマドは最頻値の栂高クラスがそれぞ

れ 20~40， 40~60 cmに移動していた。

表 2に，描き起こし 6年目から 8年目の期間における各

樹種の樹高クラス別の年平均伸長成長最を示した。成長量

が最も大きかったのはナナカマドとキハダで，この傾向は

どの樹高クラスでも一貫していた。ミズナラの伸長成長量

は，樹高クラス 40cm未満ではそれらに次いでいた。シラ

カンパは，樹高クラス 40cm以上のみで成長が良好で、あり，

一方，トドマツ，アカエゾマツ，イタヤカエデ，エゾノパッ

コヤナギの伸長成長量は相対的に低い値にとどまってい

た。

搭き起こし 6年目から 8年目の期間における各樹種の年

生存率をみると(表-3)トドマツ，イタヤカエデ，キハダ，

ナナカマドは，いずれの樹高クラスでも 80%以上の値を示

していた。ミズナラの生存率は相対的に低い順位にあり，

また，シラカンパも小さい樹高クラスで、の生存率は低かっ

た。樹高クラス 20cm未満に出現が偏っていたアカエゾマ

ツの年生存率は 62%という低い値であった。

一般化線形モデルの結果，伸長成長量には自身の初期の

サイズが正の影響を示すと同時に，周囲の広葉樹の影響が

多くの樹種で認められた(表-4)。シラカンパおよびエゾノ

パッコヤナギでは，周閣の広葉樹量(基部断面積合計;平

均値 146土標準偏差 327mmうが負の係数として選択され

た。一方， トドマツ， ミズナラ，ナナカマド，イタヤカエ

デ，ハリギリでは，周囲の広葉樹の係数は逆に正であった。

周囲の針葉樹量(基部断面積合計;平均値 50土標準偏差

161 mm2) は， トドマツ，ナナカマド，ハリギ 1)において負

の{直として選択された。また，その他の下層植生の量(葉

面積指数;平均値 0.71i:標準偏差 0.58)の影響は， トドマ

ツ，アカエゾマツでは正 キハダでは負であった。

次に主要4樹種について生存率の結果をみると(表-5)，

自身の初期サイズの影響が正であった。一方で，周囲の針

葉樹が負の効果をもっていた(トドマツ，アカエゾマツ，

エゾノパッコヤナギ)。一方で，周囲の広葉樹，下層植生の

量の影響はいずれの樹種でも認められなかった。

日T.考 察

1 稚掛の本数密度と成長・生残

描き起こし 6年目における稚樹密度の上位4種はいずれ

も風散布樹種で、あった。とくに，トドマツの稚樹密度は 229

千本/haと他の樹韓よりも抜き出て多かった。この稚樹密度
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の高さは，プロット内に母樹が多かったことに起因すると

考えられるが，とりわけ上層木密度に対する比率が高いこ

とが特徴的だ、った。 トドマツは風散布種であるが，対象樹

種の中では，シラカンパ，アカエゾマツの方が軽く小さい

(散布能力の高い)種子を生産することが知られている(佐

藤， 1998)。トドマツの稚樹密度の高さは，むしろ，本研究

で示された発生後の稚樹の生存率の高さによっているのか

もしれない。また，掻き起こし当年がトドマツ種子の豊作

年であったこと(雨龍研究林，未発表)も強く影響してい

ると考えられる。ただしトドマツの伸長成長量は小さく，

樹高の頻度分布も小さいクラスに偏っていたことから，今

後は，更新稚樹の中では下層を占める存在になると考えら

れる。このような傾向は，密度は低かったものの，イタヤ

カエデでも問様であろう。

一方，アカエゾマツは，調査時点における稚樹密度は相

対的に高かったが，伸長成長量・生存率ともに主要樹種ヰl

では最低に近く，今後は大111高に優占度を低下させるであろ

うことが見込まれた。エゾノパッコヤナギは，ヤナギ属特

有の微小な種子を生産し，とくに散布距離が長いことから

(菊沢， 1999)， 上層木の量と比較して，例外的に高い稚樹

密度を示したと考えられる。一方，シラカンパも高い穂子

散布能力(林1I:1ら， 1991; i制民 1999;梅木， 2003) をも

つが，上層木と比べて必ずしも高い密度では成立していな

かった。しかし，主要 4樹種の中では最も成長が速く，大

きい樹高クラスに達していた個体の成長・生存は良好で、

あったことから，既存の研究で広く確認されているとおり，

今後はしだいに上層での援占度を高めていくと考えられ

た。

鳥散布樹種で、埋ゴ二種子を形成する(佐藤・塚田， 1996)キ

ハダ，ナナカマド，ハリギリの稚樹密度は相対的に低かっ

た(それぞれ全稚樹の 0.2%以下)。本調査地と同じ雨龍研

究林内で， .出!土種子の垂直分布を調べた林田・小山(1990)

は，埋土穂子の多くが表層部(深さ 10cmまで)に存在し，

深い層にまで種子が蓄積されることはないことを報告して

いるO 一般に，扱き起こし地では，最低で、も深さ 10cm程

度までの表層土壌が取り徐かれるため，これらの樹種の吏

新は，施業後に散布された種子に頼ることとなる。したがっ

て，これらの烏散布樹種は，描き起こし地において相対的

な優占度を高める可能性は小さい。ただし，キハダ，ナナ

カマドの伸長成長量・生存率は非常に高かったことから，

密度は低いものの，いったん定着すれば施工地内に生残で

きる確率が高いと予測できる。

プロット内に出現した稚樹の中で，唯一の小動物散布種

であったミズナラについては 出現稚樹から最も近いミズ

ナラ t層木までの距離が20m以内の箇所に，約 80%の稚樹

が存在していることがわかった。雨龍研究林の 26年生の樹

冠下描き起こし地で行われた研究(宮・小鹿， 2004)では，

母樹を中心とした半径 16m程度の範闘でよく更新してい

ることが報告されている。本調査地では， ミズナラの稚樹

密度は，主要な風散布種4種に続いて高かったが，このこ
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とは上層木の優Ll，度の高さによっているとみることができ

る。ただし生存率は相対的に抵かった。樹冠下において

食害による死亡が多かった(死亡全体の 24%) ことが，こ

の結果につながった可能性があるだろう。

2. 競争・促進効果

捉進効果 (facilitation) とは， )詩聞の植生の存在が，個体

の成長や生存を改善することをいい，競争効果と対になる

概念である。そのメカニズムは，微気象の改善，土壌特性

の改善，植食者からの保護などによると考えられている

CGomez-Aparicio et al.， 2005)。

一般化糠形モデルの結果，耐l陰性の低い広葉樹であるシ

ラカンパ，エゾノパッコヤナギは，周閣の広葉樹からの競

争効果を受けていた反面で，その他の樹種(トドマツ，イ

タヤカエデ，ハリギリ， ミズナラ，ナナカマド)は促進効

果を受けていたことがわかった。また，針葉樹(トドマツ，

アカエゾマツ)では，稚樹以外の f層植生からの促進効果

もみられた。トドマツ稚樹の場合は，林冠疎開にすばやく

反応して成長する反面，夏期の乾燥によって死亡が高まる

ことが報告されている(野口ら， 2003; Noguchi and 

Yoshida，投稿仁ド)。一方，生存率については，周閤の針葉樹

からの競争効果が顕著にみられた。本研究で対象とする針

葉樹，とりわけトドマツは耐陰性が高く，厚い樹冠をもつ

ために，隣接倒体への被庄効果が強いことが考えられる。

ただしこれらの結果は，この調査地で観察された植生

量の範囲内における傾向であることには十分留意する必要

がある。促進効果がみられた場合であっても，植生量がさ

らに多くなれば，光条件をはじめとする生育環境の悪化は

避けられない。撞き起こし後初期 実生が小さい段階にお

いては，地温や土壌水分の変動を受けやすいことから，他

の植生から保護効果が重要であるのに対して，ある程度の

大きさに成長するとそうした重要性が低くなり，被圧の効

果がより顕著になることも考えられる O 今聞の結巣では，

シラカンパの成長・生存ともに周聞から競争効果を受けて

おり，また下層植生からの影響は認められなかった。しか

し，同じ調査地内で掻き起こし後 3~5 年目に行われた調査

の解析結果では，シラカンパの成長量は周聞の広葉樹，下

層植生から促進効果を受けていたことがわかっている

CResco de Dios et al.， 2005)。実際，この罰に，個体周囲の稚

樹およびド層植生の量は顕著に増加しており (4年目と 8年

目の植被率;28箇所のコドラートにおける平均値±標準偏

差71:t49→1l8:t 55%，最大槌生高;75土44→158:t160 cm)， 

耐陰性の低いシラカンパにおいてはこれが変化の引き金に

なった可能性があるだろう O

周囲の広葉樹による捉進効果が認められた他の樹種にお

いても，今後林分の発達に伴って，周囲の植生が競争相手

に変化することが考えられる。 トドマツ，アカエゾマツの

成長量に対しては，周囲の稚樹以外の下層植生からの促進

効果がみられたが，これは掻き起こし後 3~5 年目の結果と

同様であった (Rescode Dios et al.， 2005)。稚樹以外の下層

植生は主としてクマイザサによって構成されていたが，サ
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サの葉層(高さ 50~150cm 程度)と稚樹の樹高になお差が

ある(両樹種とも樹高分布の最頻値は 0~20cm) ことが，

促進効果が継続している一つの理由かもしれない。いずれ

にしても，今後の研究仁の課題として，稚樹にとっての光

環境の最適値を，生育段階ごとに明らかにしていくことが

必要である。

3.施業への示唆

樹冠下の掻き起こし地においても，将来的にはシラカン

パが優占する傾向が予測されたものの， )苛聞に母樹が存在

すればトドマツやイタヤカエデなどの耐陰性の高い樹穣は

iご層でト分に生残できることがわかった。またナナカマド

やキハダなど，鳥散布樹種の一部も，ある程度の低密度な

がら生残する司ー能性が高いと考えられた。したがって，よ

り種多様'1'<1:の高い樹韓組成の回復を目指すうえでは，生存

率が低いと見穫もられたアカエゾマツ， ミズナラ等の生育

条件を改善することが重要で、ある。本研究の結果，これら

の樹種の成長量に対しては 周囲の広葉樹稚樹あるいは下

層植生からの促進効果が働いていることがわかった。この

ことは，これらの樹積の更新を|玄!るうえで，カンパ類の除

伐やササの下刈りを行うことが，少なくともこの段階では

むしろ逆効果になることを示唆している。

掻き起こし地において，多様な樹種の動態を長期間追跡

したデータは少ないため 今後も継続的な調査が必要で、あ

るO とりわけ，シラカンパでみられた{足進効果から競争効

果へのスイッチが，ほかの樹麓でどのようなタイミングで

生じるかが重要なポイントになるだろう。そのためには，

光条件をはじめとする環境要因との関係を適切に評価する

ことも欠かせない。掻き起こし地の種多様牲を高めるうえ

では， JA.土種子を保全するために，掻き起こしの強度を弱

める(表土を残す)ことも有効で、あると指摘されている(社

藤， 1998; Yoshida et al.， 2005)。こうした条件下において

は，ササの回復やカンパ類の成長が速くなることが予想さ

れるため，発現する促進・競争効果の大きさや期間も異

なってくることが考えられる。それぞれの樹種の成長速度

を見穣もりながら，タイミングを見極めた補助作業(除伐

や下刈り)を行うことが，接き起こし地において多様な樹

種構成を達成するために重要である。

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター北管理

部・雨龍研究林の職員の皆様には，調査・研究にあたり多

大なご協力をいただきました。とりわけ，青山圭一氏には，

数々のフィールド調査をお手伝いいただきました。東京農

業大学造林学研究室の皆様には，研究活動のさまざまな面

で支えていただきました。厚くお礼申し上げます。
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