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論 文
特集「北陸3県におけるクマ大量出没予測のためのブナ科樹木の豊凶モニタリング調査の取り組みj

北陸地方における雄花序落下数によるブナの結実予測

一隔離集団と連続分布集団の結実率の差異一

中島春樹*.1・小谷二郎2

雄花序落下数によるブナの結実予測手法を北陸地方で検討した。隔離集団に属する 5林分のブナと連続分布集団に属する 9

林分のブナについて開花結実の年変動を 7~13 年間調べた。雄花序落下数から雌花開花数を 5~6 月に推定できることがわかっ

た。不稔堅果となる割合(不稔率)には当年の雌花開花数が，虫害堅果となる割合には当年と前年の雌花開花数が関係してお

り，北海道で開発された手法と同様に健全堅果となる割合(結実率)を推定できた。しかし，豊作となるのに必要な雌花開花

数は北海道や東北地方での数と異なっていた。隔離集団では連続分布集団より不稔率が高く結実率は低くなり，集団の立木本

数の少なさによる花粉制限や遺伝的多様性の低さが関係している可能性が考えられた。これらより，結実率の推定式を地域や

分布の連続性の有無ごとに作成することの重要性が示された。雄花序落下数から雌花開花数を推定し，さらに結実率推定式か

ら予測した作柄は，実測した作柄とよく一致し，雄花序落下数による結実予浪u手法の有効性が示された。この手法は，当年の

初夏に結実予測でき，秋のクマの出没予測や堅果採取の可否の検討などに有効だろう。

キーワード:豊凶，虫害，シイナ，分布の連続性，集団
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Inflorescences Number in Hokuriku District， Japan: The Difference in Proportion of Filled Seeds between Disjunct 
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1. はじめに

ブナの結実には豊凶の大きな年変動があり(菊池 1968; 

前田 1988;梶ら 2001;杉田 2005;小谷 2011)，広域的に

同調することが知られている (Suzukiet al. 2005 ; Masaki 

et al. 2008)。ブナの結実の年変動は，ブナ林の森林施業に

おいて特に考慮が必要な問題であるが，結実予測手法を確

立することにより，天然更新施業における豊作年にあわせ

た地表処理の実施や，苗木生産における堅果の効率的な採

取が可能となる(八坂ら 2001;小山ら 2000)。

などのブナ科堅果であること(橋本・高槻 1997) が密接

に関わっていると考えられており，その結実の年変動に応

じてクマの食性や行動圏も年変動すること(溝口ら 1996; 

Hashimoto et al. 2003 ; Kozakai et al. 2011 ; Arimoto et al. 

2011) も明らかとなっている。したがって，ブナ科堅果の

結実予測を行うことにより，クマの出没状況を予測できる

可能性がある。ブナ科堅果の中でも，ブナの結実状況がク

マの食性に及ぼす影響は大きく，たとえば北陸地方の富山

県では，ブナが豊作の年の秋は， ミズナラが豊作であって

もクマの主食はブナ堅呆となりCArimotoet al. 2011)，人里

への出没が極端に少なくなる傾向がある(中島 2013)。こ

のように，ブナの結実予測は森林施業にとどまらず，クマ

の出没予測の面からも有用で、ある。そして，北陸地方では，

2004年の秋にクマが人里へ大量に出没して(大井 2005)人

身被害も多発したことから(白石ら 2007)，精度が高くかっ

ブナの結実の年変動は，夏から秋のツキノワグマ(以下，

クマ)の人里への出没の年変動とも関係があることが，東

北，北陸，近畿地方で指摘されている(長井 1998;谷口・

尾崎 2003;斉藤・岡 2003; Oka et al. 2004 ;斉藤 2006;中

島2009a)。これは，秋期のクマの主食がブナやミズナラ
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実行が容易なブナの結実予測手法が必要とされている。

ブナの結実の年変動は，雌花の開花数自体の大きな年

変動と，種子食昆虫による散布前堅果の虫害により生じて

おり，開花数の前年比が高いと虫害率は低くなる(寺津ら

1995 ; Yasaka et al. 2003)。この知見に基づき，結実当年の

雌花の開花数とその前年比から結実率を推定し，結実予測

する手法が北海道で確立されており(八坂ら 2001)，山形県

(松井ら 2009)や秋田県(和田・長岐 2009)でもこの手法

の有効性が確認されている。しかしながら，北海道におけ

る豊作となるのに必要な開花数は， 500個1m2以上かっその

前年比が20倍以上とされるのに対し(八坂ら 2001)，東北

地方ではこれらの値に相違がある との指摘がある(松井ら

2009 ;和田・長岐2009)。したがって，結実予測を行う際に

用いる閲値や推定式は地域ごとに検討することが望ましい

と考えられるものの，北陸地方ではその事例がない。

結実予測を行うためには，上述のように結実当年の雌花

の開花数を堅果落下期前に推定する必要があり，開花数の

計測に通常用いられるシードトラップ法は適用できない。

そこで，秋に枝を採取して冬芽の花芽率を調べ翌年の開花

数を推定する手法が考案されている(八坂ら 2001)。一方，

開花の年変動が生じる至近要因は，開花前年の特定の時期

の気象条件と樹体の資源収支にあることが北海道と東北

地方のブナについて近年明らかとなり (Konetα1. 2005a ; 

Kon and Noda 2007 ; Masaki et al. 2008)，これに基づき 翌

年の開花度を推定する手法も考案されている(正木 2011)。

冬芽による方法(八坂ら 2001) と，気象条件と資源収

支による方法(正木 2011)は，ともに前年の秋までに翌年

の開花状況を推定して結実予測できるのが大きな利点であ

る。このため，結実予測の結果に応じ， 豊作年にあわせた

森林施業など多額の予算措置が必要となる事業を計画する

場合には特に有効で、ある。しかしながら，冬芽による方法

は， 10m以上の高さから多数の枝を採取する必要があり (八

坂ら 2001)，花芽率の調査に も相当の労力を要する。気象

条件による方法は，開花を制御する気象条件が地域によっ

て異なるため (Masakiet al. 2008)，それがまだ明らかとなっ

ていない北陸地方では用いることができない。また，この

方法による結実予測の精度はかなり高いものの， 80%の確

率で並作以上との予測に対し実際には凶作となった事例も

あるなど，大きく外れることもある(正木 2011)。

ブナの雄花序と雌花の開花数の年変動は同調し，両者

の聞には相関関係がある (Saitoet al. 1991 ;八坂・ 寺津

1996 ;杉田 2005;小谷 2008)。また，ブナの雄花序は開花

後の 5~6 月 までにほぼ落下す る (Saito et al. 1991 ;寺津

1997)。したがって，雄花序の落下数から雌花の開花数を

推定し結実予測することが可能と考え られる。この方法に

よる予測時期は結実当年の初夏となるが，北陸地方でクマ

が人里へ大量出没するのは 9月下旬以降であるため(中島

2009b)，その予測を目的とするのであれば時期的な問題も

ない。また，雄花序落下数は， シードトラ ップ法によらず

とも落下期以降に林床に調査枠を設定し数える方法でも計

中島・小谷

分
分
分

林
林
林

E
J
a
a
T
E
J
 

登
賀
山

能
加
富

-

A
圃 A 

20 40 
km 

標高
3000m 

1500m 

600m 

Om 

岐阜県

図-1.調査林分の位置

ブナが分布する主要な標高帯の 600~1，500 m (石田 2003)を段彩した。

測可能で、あ り(小谷 2008;野上ら 2010)，枝の採取が必要

な冬芽による方法よりも実行が容易で、ある。 しかしながら，

雄花序落下数と雌花の開花数の関係や，雄花序落下数によ

る結実予測の精度について，多数の林分の長期間のデータ

を用いて検討した事例はない。

以上より，本研究では北陸地方の石川県と富山県におい

て，雄花序落下数による結実予測手法を検討することとし

た。石川県南部から富山県南部と東部にかけては白山山系

から北アルプスに至る 山地であり (図-1)，ブナが連続的

に分布している(以下，連続分布集団;環境省現存植生図，

http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.h伽11)。一方，石川県の能登

地方から富山県北西部にかけては低標高の正陵地帯となっ

ており，ブナの隔離集団が点在している (Ohkawaet al. 

1998 ;阻tamuraet al. 2008 ;小谷 2011)。石川県では，能登

地方の隔離小集団ほどシイナと未成熟堅果の割合が高い傾

向があることから(小谷 2011)，分布の連続性の有無，す

なわち隔離集団と連続分布集団の間で結実率に差異が生じ

る可能性があり，結実率の推定式を作成する際には検討が

必要で、ある。 そこで，本研究では隔離集団に属する 5林分

のブナと連続分布集団に属する 9林分のブナを調査対象と

した。そして， 7~13 年間 シードトラ ップ調査を行い，開

花結実の年変動を明らかにするとともに，雄花序落下数を

用いた雌花の開花数の推定式を作成した。また，雌花の開

花数と分布の連続性の有無を用いた北陸地方に適した結実

率の推定式を作成し，結実に影響する要因を推察した。さ

らに，これらの推定式による作柄の予測精度を，北海道に

おける結実率の推定式(八坂ら2001)と比較して検討した。
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表-1.調査林分と調査個体の概要

ブナの分布の 調査林分 調査個体
地域 調査林分 連続性の有無 集団面積 標高 林分BA ブナBA優占 ブナ成木2苦

本数
平均胸高 調査期間

による分類 (ha) (m) (m'/ha) 率(%) 度(本/ha) 直径 (cm)

宝立山 隔離集団 1.0 470 60.2 77.8 319 5 52.1 2001~2011 (向左)

石川県一 高洲山 隔離集団 3.0 540 71.3 67.1 118 5 69.6 2001~2011 (同左)

能筆 石動山 隔離集団 9.0 470 42.2 34.8 59 5 56.4 2001~2011 (同左)

宝遠山 隔離集団 0.4 630 32.0 95.8 275 5 49.6 2001~2011 (同左)

三国山 隔離集団 1.0 230 35.2 22.2 50 5 61.3 2001~2011 (同左)

尾添 連続分布集団 550 38.1 74.5 116 5 65.1 1999~2011 (2000~2010) 

石川県 鴇ヶ谷 連続分布集団 540 35.2 95.1 229 5 58.6 1999~2011 (1999~2010) 

加賀 別当出合l 連続分布集団 1200 
60.8 91.0 160 

5 82.9 1999~2011 (2005~2009) 

別当出合2 連続分布集団 1280 5 63.5 1999~2011 (2005~2009) 

菅沼 連続分布集団 370 44.1 98.4 193 10 56.8 2005~2011 (同左)

大長谷 連続分布集団 710 54.0 60.1 79 10 74.3 2005~2011 (同左)

富山県 有峰 連続分布集団 1350 38.2 85.7 128 10 73.2 2005~2011 (同左)

立山 連続分布集団 1190 42.6 53.4 53 10 74.0 2005~2011 (同左)

境川 連続分布集団 410 38.0 63.5 158 10 50.2 2005~2011 (同左)

集団而積は隔離集団のみ示す。 BAはl胸高直径 10cm以上の立木の胸高断面積合計。プナ成木密度は，閉鎖林で結実可能になるとされる胸高直径20cm以上

(橋詰 1987)の集計。調査期間は健全堅果数の調査期間で，カッコはそのうち雄花序落下数と雌花開花数も調査した期間。別当出合1および2のBAと成木密

度は，両林分に近接し林分構造が類似する別の林分のデータを用いた。

11.方法

1.調査林分

石川県と 富山県のブナが生育する 14林分で調査した

(表-1，図-1)。石川県能登地方の 5林分のブナは丘陵地帯

に点在するそれぞれ別の隔離集団(Kitamuraet al. 2008 ; 

小谷 2011) に属し，標高は 230~630 m である。集団面積

は石動山で9ha，高洲山で 3haであるほかは 1ha以下で

ある。加賀地方の 4林分と富山県の 5林分のブナは，白

山山系から北アルプスに至る連続分布集団に属し，標高

は 370~1 ，350 mである。胸高断面積合計に占めるブナの

割合は 22.2~98.4%であり，最優占種は三国山でイヌシデ

だ、ったほかはブナだ、った。解析は分布の連続性の有無によ

り，能登地方の 5林分を隔離集団，加賀地方と富山県の 9

林分を連続分布集団に分類して行った。ブナ成木の本数密

度(表-1) は隔離集団の林分で 164:t125本/ha(平均土

標準偏差)，連続分布集団の林分で 140:t58本/haであり，

両者に差はなかった (t検定，p>0.05)。

2. シードトラップ調査

調査林分ごとに林冠木を石川県では 5個体，富山県で

は 10個体選定し(表-1)，その樹冠下にシードトラップを

1基ずつ設置した。 トラップの形状は石川県では開口面積

1 m2
の方形， 富山県では開口面積 0.385m2 (直径 70cm) 

の円形とし，毎年開花期の 4~5 月に開口部が地表から 1

mの高さで、水平になるように設置 した。設置時にすでに

花の落下が始ま っていた場合は，設置位置の地上に調査枠

を設けて拾い集め， トラ ップによる捕捉物として扱った。

トラップに捕捉された内容物の回収は，半月 ~2 カ月おき

に積雪期に入る前の 11~12 月まで行った。

回収した雄花序と堅果(雌花およびその発達した全ての

ものを含む)の数を記録した。堅果は，健全，虫害，鳥獣

害，シイナ，未成熟に 5区分した。このうち虫害は昆虫に

食害されたもの，鳥獣害は果皮が破壊されネズミや鳥類に
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図-2.堅呆数の年次推移

棒グラフの合計が雌花開花数を表す。

食害されたと推定されるもの，シイナは目玉が未発達のもの

とした。未成熟は，雌花序からの発達初期の緑色の未熟な

殻斗(総直)に包まれたもののうち，虫害でないものとした。

なお，雌花序は 2個め雌花を含むため，殻斗に包まれて落

下したものは，殻斗 1個当り 2個計数した。これら全ての

区分を合計した値を雌花開花数とした。シイナと未成熟

は不稔とみなし，不稔率はKonet α1. (2005b) の受粉失敗
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率と同じく，シイナと未成熟の和をシイナ，未成熟，健全

の和で除した値とした。虫害と鳥獣害を不稔率の算出から

控除したのは，これらの堅果には，被害を受けなければ健

全となった堅呆と，シイナや未成熟として不稔であったも

のの双方が含まれると考えられ(今・野田 2008)，その峻

別ができなかったためである。虫害率と結実率はそれぞれ

虫害と健全を雌花開花数で除した値とした(八坂ら 2001; 

Kon et al. 2005b)。雄花序の値を雄花序落下数とした。解

析には林分ごとに集計した値を用いた。

調査は，能登地方では 2001~2011 年の 11 年間，加賀地

方では 1999~2011 年の 13 年間，富山県では 2005~2011

年の 7年間行った(表-1)。ただし，加賀地方では残雪等

のため開花期からの調査ができず， 6月になってから調査

可能となった年があったので，これらの年は健全堅果の計

測値のみをデータとして用いた。このため，加賀地方で

雄花序落下数と雌花開花数のデータを得たのは 5~12 年間

だ、った。

3.作柄の定義

作柄は健全堅果数により豊作，並作，不作，凶作の 4段

階に区分した。豊作の下限値は天然更新に必要な堅果数(寺

津 1997)から定められた 200個1m2 (八坂ら 2001;小山

ら2007)，並作の下限値は育苗用の堅果採取に必要な堅果

数から定められた 50個1m2 (小山ら 2007)，不作の下限値

は5個1m2とした。散布堅果の冬期生残率は多雪地帯で高

く少雪地帯で低いこと (Hommaet al. 1999)から，天然更

新に必要な堅果数は少なくとも両地帯聞で違いがあると考

えられるが，本研究で用いた 200個1m2の値は，新潟県，

長野県と東北地方の多雪地帯における天然更新過程の調査

検討結果(前田 1988;弘田・紙谷 1993;浅野 1983;柳谷・

金 1984)から導かれているため(寺津 1997)，同じく多雪

地帯に属する北陸地方にも適用は可能と考えた。八坂ら

(2001)，小山ら (2007) とも不作の区分は設けていないが，

クマ出没予測を目的とする場合には，凶作はほとんど健全

堅果がない状態を表す必要があると考えたため，並作未満

を不作と凶作に 2分した。

4.雄花序の落下時期

雄花序は開花後の 5~6 月までにほぼ落下する (Saito et 

al. 1991 ;寺津 1997) とされるが，この時期までに落下す

る割合を調べるため，富山県の 5林分で、落下数が多かった

2005， 2009， 2011年について，通年の落下数に対する開

花期以後最初の回収日(以下，算定日)までの落下数の割

合(以下，初期落下率)を求めた。算定日は，開花からほ

ぼ落下するまで約 45日を要する (Saitoet al. 1991) こと

を参考に林分ごと，年ごとに決定し，標高 1，000m以下の

3 林分では 5 月中旬~6 月上旬，標高 1，000 m以上の 2林

分では 6月上旬~下旬とした。

5. 雄花序落下数による雌花開花数の推定式

雌花開花数を目的変数，雄花序落下数を説明変数とする

線形回帰を行い，雌花開花数推定式とした。分布の連続性

の有無による回帰式の傾きの違いは共分散分析で検討した。

6. 不稔率，虫害率，結実率の解析

結実に影響する要因を推察するとともに結実率推定式を

得るため，不稔率，虫害率，結実率を目的変数とするロジ

スティック回帰を行った。不稔率の説明変数は当年の雌花

開花数と分布の連続性の有無，虫害率および結実率の説明

変数は当年および前年の雌花開花数と分布の連続性の有無

とした。いずれの回帰でも分布の連続性の有無はダミー変

数に変換し，連続分布集団の係数を Oとした。また，ステッ

プワイズ法による変数選択を行った。

7. 豊作条件

前年の雌花開花数に対し当年の雌花開花数がどのような

値以上であれば豊作となるのか(以下，豊作条件)を，シー

ドトラップの実測値，ロジスティック回帰より得た結実率

推定式(以下，北陸式)に基づく場合，八坂ら (2001)の

結実率推定式(以下，北海道式)に基づく場合，八坂ら (2001)

の提示した豊作の 2条件(当年雌花開花数 500個1m2以上

かっ前年比 20倍以上，以下，北海道 2条件)を比較して

検討した。なお，北海道式と北海道2条件は同じデータか

ら導かれたものであり(八坂ら 2001)，前者は健全堅呆数

を算出するため，後者は豊作か否かを一意的に判断するた

めに用いられる。

以下，北海道式に基づく豊作条件の算出方法を述べる。

北海道式は次式で表される(八坂ら 2001)。

Sr = FrI (33 + 2Fr) (1) 

ここで， Srは結実率， Frは雌花開花数の前年比である。

作柄を決定する健全堅呆数は当年雌花開花数と結実率の積

であるから，前年比を当年と前年の雌花開花数で表せば北

海道式は次のように変形できる。

Sn = Fj2 I (33Fo + 2Fj) (2) 

ここで， Snは健全堅果数 (1m2
)，Fjは当年雌花開花数

(1m2
)， F;。は前年雌花開花数 (1m2

) である。 (2)式にお

いて， Snを豊作下限の 200個1m2としたときの，任意の

Foに対する Fjの値を北海道式に基づく豊作条件とした。

北陸式に基づく豊作条件も同様にして算出した。

8. 結実予測の精度の検討

シードトラップによる前年と当年の雄花序落下数の実測

値から，雌花開花数推定式と北陸式を用いて予測作柄を求

め，シードトラップによる実測作柄との対応を調べた。ま

た，比較のため北海道式を用いた場合の予測作柄と実測作

柄との対応についても調べた。

なお，統計解析はすべて Rve工2.11.0.(R Development 

Core Team 2010)を用いて行った。

111.結果

1.堅果数と雌花開花数の年変動

健全堅呆数と雌花開花数の林分ごとの変動係数はそれ

ぞれ1.28~2.44 ， 1.05~2.26 であり，いずれの林分でも大

きな年変動があった(図 2)。豊作の林分があったのは，
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2005， 2009， 2011年の 3年だった。このうち 2009年に豊

作となったのは高洲山のみだったが， 2005， 2011年は 14

林分のうちそれぞれ 10，11林分で豊作であり，その他の

林分でも 2011年に 1林分で、不作だ、ったほかは並作だ、った。

すべての林分の全調査年の堅果数を合計して構成割合を

みると，健全31.2%，虫害 29.6%，鳥獣害 2.2%，シイナ

表-2.雄花序の初期落下率

調査林分
標高 初期落下率(%)と算定日

(m) 2005年 2009年 2011年

菅沼 370 99.7 5/16 99.5 5/19 98.1 5/20 
境川 410 99.3 5/14 99.7 5/26 99.5 6/9 
大長谷 710 99.1 5/18 99.7 5/28 93.1 6/4 
立山 1190 96.2 6/14 99.4 6/2 85.5 6/8 

有峰 1350 88.5 6/24 98.5 6/17 92.5 6/20 

初期落下率，通年の雄花序落下数のうち算定日までの落下数の割合;算定

日，開花期以後最初Jのシードトラップの回収日。
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31.8%，未成熟 5.2%であり，鳥獣害はわず、かだ、った。

2. 雄花序の落下時期

5 月中旬から 6 月下旬までの雄花序の初期落下率は 85.5~

99.7%の値を示し，平均は 96.6%で，全 15例のうち 10例で

98%を超えていた(表-2)。標高 1，000m以下の菅沼，境川，

大長谷では 5月中旬~下旬に落下率が98%を超えているこ

とが多かった。標高 1，000m 以上の立山と有峰では 6月上

旬から中旬に 98%を超えていることもあったが， 6月下旬

でも 88.5%の年もあり，低標高より落下時期が遅かった。

3. 雄花序落下数による雌花開花数の推定式

雄花序落下数の林分ごとの変動係数は1.00~2.52 で，健

全堅来数や雌花開花数と同等の大きな年変動があった。ま

た，いずれの林分でも雄花序落下数と雌花開花数の聞に有

意な正の相聞があった (p<0.01， r= 0.814~0.998)。すべ

ての林分を対象とした，雌花開花数を目的変数，雄花序落
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十1)/(前年の雌花開花数十 1)で算出した。当年雌花

開花数が l個/m'以上の場合について描画した。

説明変数
不稔率

表 3.不稔率，虫害率，結実率を目的変数とするロジスティック回帰結果

回帰係数 オツズ比回帰係数 オツズ比

虫害率 結実率

回帰係数 オッズ比

(切片) 1.22*料 0.259*** -2.16*料

当年雌花開花数 0.00145料* 0.86 -0.00171 *帥 0.84 0.00213*料 1.24 

前年雌花開花数 (説明変数として使用せず) 0.00631料* 1.88 -0.00543判* 0.58 
隔離集団 0.512件* 1.67 -0.305*判 0.74 -0.465*** 0.63 

仲*は p<O.OOlを表す。当年および前年雌花開花数のオッズ比は 100個/m2当りの値。連続分布集団の回帰係数を Oとする。
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当年雌花開花数が 100個/m2
未満の場合はすべて凶作となったため

揃画しない。前年雌花開花数がOの場合は.0.1個/m'として描画。

太実線は北陸式(ロジスティック回帰より得た結実率推定式)に基づ

く豊作条件，細実線は北海道式(八坂ら (2001)の結実率推定式)に

基づく豊作条件，点線は北海道の豊作になるための 2条件(八坂ら

2001)を表す。カッコは前年雌花開花数が0のときの当年雌花開花数

の豊作条件の値。
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下数を説明変数とする線形回帰において，隔離集団と連続 個1m2
(前年比 20.0倍)よりも当年雌花開花数の値が低く，

分布集団の傾きに差はなかった(共分散分析， ρ>0.05)。 つまりは前年比が低かった。実際に，豊作となったときの

また，雄花序落下数と雌花開花数の聞には，多少のばらつ 最も低い前年比は，連続分布集団における 5.7倍であり低

きはあるものの正比例の関係があったため(図 3)，分布 い値だった。

の連続性の有無による区分はせず，切片は 0として線形回 5. 結実予測の精度

帰し，雄花序落下数による雌花開花数の推定式とした(次 雄花序落下数による予測作柄を次のように求めた。まず，

式，〆=0.92)。 前年と当年の雄花序落下数から (3)式を用いて前年と当

F=0.464M (3) 

ここで，Fは雌花開花数 (1ぱ)， M は雄花序落下数

(1m2
) である。

4. 雌花開花数と不稔率，虫害率，結実率の関係と豊作

条件

不稔率は当年雌花開花数が多いほど低く(図 4)，虫害

率は雌花開花数の前年比が高いほど低くなる傾向があった

(図 5)。ロジスティック回帰を行いステップワイズ法によ

る変数選択を行ったところ，用いた全ての説明変数が選択

され係数は有意だった(表-3)。当年雌花開花数が多いほ

ど不稔率と虫害率は低く結実率は高かった。前年雌花開花

数が多いほど虫害率は高く結実率は低かった。連続分布集

団と比べ隔離集団では虫害率は低かったが，不稔率は高く，

結実率は低かった。結実率の回帰結果を式で表すと次のと

おりとなり，これを北陸式とした(ゾ=0.73)。

Sr= 1/(1 +exp( -z)) (4) 

隔離集団 z = -2.62 + 0.00213F1 -0.00543Fo 
連続分布集団 z= -2.16 + 0.00213F1 -0.00543凡

ここで，Srは結実率，F1は当年の雌花開花数 (1m2
)，Fo 

は前年の雌花開花数 (1m2
) である。シードトラップによ

る実測の作柄は，北陸式が表すとおり，当年雌花開花数が

多く，前年雌花開花数が少ないほど豊作となる傾向があっ

た(図 6)。また，図-6において，豊作条件を表す曲線よ

り上側の点では豊作，下側の点では並作以下となることが

期待されるが，これに合致しないのは，北陸式で 5点，北

海道式で9点，北海道2条件で 8点であり，北陸式に基づ

く豊作条件が最もよく実測の作柄に適合していた。北陸式

と北海道式とも，前年雌花開花数が少ないほど結実率は高

くなる関係があることから 豊作となるのに必要な当年雌

花開花数(豊作条件)が最も低い値となるのは前年雌花

開花数がOのときとなる。この値は，北陸式の隔離集団で

754個1m2
，連続分布集団で 642個1m2で，北海道式の 400

個1m2と北海道2条件の 500個1m2より高い値だった(図

的。実際に，豊作となったときの雌花開花数の最小値は，

隔離集団で 707個1m2，連続分布集団で 578個1m2であり，

北陸式から導かれた豊作条件に近い値だ、った。一方，前年

雌花開花数が増えると，北陸と北海道の関係は逆転した

(図-6)。例えば前年雌花開花数が 100個1m2のときの豊作

条件は，北陸式の隔離集団で 900個1m2
(前年比 9.0倍)，

連続分布集団で 774個1m2
(前年比 7.7倍)となり，北海

道式の 1，037個Im2
(前年比 10.4倍)と北海道2条件の 2，000

年の雌花開花数の推定値を求めた。ただし， 5~6 月まで

の雄花序落下数から結実予測を行うことを想定し，初期落

下率(表-2)の平均値を参考として，雄花序落下数はシー

ドトラップによる通年の実測値の 96.6%の値を用いた。次

に北陸式を用いて結実率の推定値を求め，当年の雌花開花

数推定値に乗じて健全堅果数を推定し予測作柄を得た。北

海道式による予測作柄は，冬芽調査により雌花開花数を誤

差なく推定できるものと仮定し，シードトラップによる前

年と当年の雌花開花数の実測値から (2)式を用いて健全

堅呆数の推定値を求めて得た。

雄花序落下数と北陸式による予測作柄の実測作柄との一

致率は 78%(N=109)だ、った(表 4)。予測が実測より過

小なのが 10%，過大なのが 12%で，どちらかに偏る傾向

はなかった。また，予測が豊作であったのに実測が不作

になるなど2段階以上作柄がずれることはなかった。北海

道式による予測作柄と実測作柄の一致率は 72%(N=109) 

とやや低く，予測が実測より過小なのが 1%に対し，過大

なのが 28%であり，過大に偏る傾向があった。また， 2段

階以上作柄がずれることが 5%あった。

IV. 考 察

1.北陸地方におけるブナの開花結実の年変動

健全堅果数の変動係数は1.28~2.44 で，北海道の1.3~2.1

(Yasaka et al. 2003) ，山形県の1.7~2.3 (松井ら 2009)，岩

手県の1.64(杉田 2005) と同等であった。また，雌花開

花数の変動係数は1.05~2.26 で，北海道の 0.8~ 1.3，山形

県の1.5~2.2，岩手県の1.22 と同等であった。つまり，北

陸地方のブナも北海道や東北地方のブナと同様に健全堅果

数のみならず雌花開花数にも大きな年変動があり(図-2)，

結実の年変動を規定する第一義的要因(寺津ら 1995) と

なっていることが明らかとなった。

2005年と 2011年は 1林分をのぞき並作以上で，豊作と

なる林分が多かった(図 2)。逆に，その他の年は 2009年

の1林分をのぞき豊作はなかった。富山県の調査開始は

2005年であるが， 1999~2004 年は石川県と同様に豊作は

なかったことが雌花序痕の調査から推定されている(中

島 2013)。つまり，大量開花が前提となる豊作年は全域で

ほぼ同調していた。このことは，石川県と富山県のブナの

開花を制御する気象条件 (Konet al. 2005a ; Masaki et al. 

2008)が共通であることを示唆している。

2. 雄花序落下数による雌花開花数の推定

雄花序落下数による雌花開花数の推定式(図 3，(3)式)

の決定係数は 0.92だ、った。冬芽の花芽率による雌花開花
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表 4.予測作柄と実測作柄の対応関係

予測手法
予測作柄

シードトラップによる実測作柄
凶 不 並 豊

雄花序落下数から推 凶 63 

定した雌花開花数を 不 7 7 7 

用いて北陸式から予 並 4 6 3 

担11した作柄 豊 2 9 

実測の雌花開花数を
凶 58 

用いて北海道式から
不 9 

予ìR~ した作柄
並 3 10 9 

豊 2 6 11 

斜字は予測作柄と実測作柄が一致。

数の推定式の決定係数は，北海道で 0.94(八坂ら 2001)，

山形県で 0.90(松井ら 2009)，秋田県で 0.58(和田・長岐

2009)であり，これらと比べても十分な精度を有している

と考えられる。また， 5~6 月までの雄花序の初期落下率

は平均で 95%を超えていたことから(表 2)，この時期ま

でに雌花開花数を推定できるといえる。

ブナの雄花序は雌花およびその発達した堅果よりも飛散

しやすい形状をしているため，シードトラップにより調査

する場合は，ブナの優占率が低いと雄花序の捕捉率が雌花

より相対的に低下することも考えられる。本研究では，林

分調査データがないブナ林にも適用可能な汎用性の高い推

定式とするため(3)式は雄花序落下数の1変数式としたが，

ブナの優占率を変数として加えることにより，さらに精度

が向上する可能性はある。

3. 結実に影響する要因と結実率の推定式

不稔率は当年雌花開花数が多いほとe低かった(図 4，表-

3)。虫害率は当年雌花開花数が多く，前年雌花開花数が少

ないほど，つまり前年比が高いほど低かった(図-5，表

3)。これらの結果は北海道や東北地方のブナ林 (Konet 

al. 2005b;松井ら 2009;和田・長岐2009) と一致しており，

ブナの結実に大きな年変動が生じる究極要因として，風媒

仮説と捕食者飽食仮説 (Kelly1994)が支持されることを

意味する (Konet al. 2005b)。そして，不稔堅果(シイナ，

未成熟)と虫害堅果は全堅果の 66.6%を占め，健全堅果生

産に大きな影響を及ぼしていた(図 2)。これらのことから，

不稔率と虫害率に関係が深い当年と前年の雌花開花数(表

3)から結実率を推定する八坂ら (2001)の手法は，北陸

地方においても有効であるといえる。

隔離集団では，連続分布集団よりも不稔率が高かった

(表-3)。ブナと同様に風媒の FagussylvaticaとQuercus

douglasiiは，成木本数が少ない林分ほどシイナ率が高ま

ること (Nilssonand Wastljung 1987)や堅呆生産量が減る

こと(Knappet al. 2001)が示されており，花粉制限が関

係していると考えられている。本研究で対象とした能登地

方の隔離集団においても，集団の成木本数の少なさが量的

な花粉制限を招き，不稔率が相対的に高まる要因となった

可能性がある。一方，能登地方の隔離集団では小集団ほど

不稔率やシイナ率が高いことが明らかにされており(小谷

2011 ;花岡ら 2011)，このことには量的な花粉制限に加え

て遺伝的多様性の低さも関係していることが示唆されてい

る(花岡ら 2011)。一般に隔離分布する小集団では，遺伝

子流動が減少するとともに (Wright1943)遺伝的浮動の

影響が強まり (Ellstrandand Elam 1993)，遺伝的多様性は

減少する。実際に，Fagusりlvaticaの隔離分布する林分で

は連続分布域の林分より遺伝的多様性が低いこと Qump

and Penuelas 2006)や，富山県や九州のブナの隔離小集団

では遺伝的多様性が相対的に低いことが明らかとなってい

る (Ohkawaet al. 1998 ; Hiraoka and Tomaru 2009)。した

がって，本研究で対象とした隔離集団も連続分布集団と比

べて遺伝的多様性が低いと推察され，その結呆，近縁度の

高い個体の花粉が受粉することが多くなり，近交弱勢(向

井2008)が発現して，不稔率が相対的に高まる一因となっ

た可能性がある。

隔離集団では，連続分布集団よりも虫害率が低かった

(表-3)。ブナの種子食昆虫には，ブナ堅呆のみを食べるス

ペシャリストが数種存在する(鎌田 2008)。ブナの隔離集

団ではこれらの昆虫種も隔離集団となって，個体数の減少

や利用可能なブナ堅呆の絶対量の不足などの影響により集

団が維持されにくくなる可能性も考えられ，ブナの種子食

見虫相に差異が生じることも予想される。このことが虫害

率の低さと関係している可能性がある。隔離集団の結実率

は，虫害率の低さよりも不稔率の高さの影響が強く，連続

分布集団より低かった(表 3)。このことは，ブナの隔離

集団の存続にも関わる問題であり，個体群動態への長期的

影響を明らかにしていく必要がある(富松 2005)。北陸式

は，以上のような要因の影響で生じたと推察される，隔離

集団と連続分布集団の聞の結実率の差異を考慮した推定式

だといえる 0

4. 豊作条件と予測精度

豊作条件は，北陸と北海道の問で差異があり，北陸の

中でも隔離集団と連続分布集団の聞で差異があった(図

6)。前年雌花開花数がOのときの豊作条件，すなわち豊作

に必要な当年雌花開花数の最低値は，北陸式では隔離集団

で754個1m2，連続分布集団で 642個1m2であり，北海道

の 400~500 個1m2 や(図 6) ，山形県の 350 個1m2 (松井

ら2009)，秋田県の 600個1m2(和田・長岐 2009)より高かっ

た。一方，前年雌花開花数が 100個1m2の場合について，

豊作条件を雌花開花数の前年比でみたところ，北陸式では

隔離集団で 9.0倍，連続分布集団で 7.7倍であり，実際に

5.7倍で豊作となることもあり(図的，北海道 2条件の

20倍(八坂ら 2001)より低く，山形県と秋田県の 10倍(松

井ら 2009;和田・長岐 2009)に近かった。このことから，

本州の日本海側では，北海道と比較すると雌花開花数の前

年比がより低い値でも豊作となりうる可能性がある。この

ような地域や分布の連続性の有無による豊作条件の違いに

は，さまざまな要因の影響が推察される。北陸地方の隔離

集団で連続分布集団より豊作に必要な当年雌花開花数の最

低値が高かったことは，上述のとおり隔離集団における不

稔率の高さとそれに伴う結実率の低さに起因しており，集

団サイズや遺伝的多様性の違いが影響している可能性があ
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る。地域による違いについては，例えば松井ら (2009) は，

山形県の多雪地帯では，主要な種子食見虫であるブナヒメ

シンクイの羽化が残雪に妨げられて遅くなるため，北海道

と比較して雌花開花数の前年比がより低い値でも豊作とな

りうるのではないかと推察している。豊作条件が地域によ

り異なる理由を明らかにするためには，結実率に影響する

虫害率と不稔率それぞれについて地域間で比較し種子

食昆虫相(鎌田 2008)，積雪深と林分組成 (Hommaet al. 

1999)，遺伝的多様性(Kitamuraet al. 2008)などから考

察を加える必要があるだろう。

北海道式による予測作柄は，北陸式による予測作柄より

も精度が低く過大に偏る傾向があった(表 4)。このこと

には，豊作条件の違いでみたとおり(図 6)，北海道では

より少ない当年雌花開花数でも豊作となりうることが関係

していると考えられる。また，北海道式は(1)式のとお

り前年比の 1変数であるのに対し，北陸式は (4)式のと

おり前年と当年の雌花開花数の 2変数であり，より情報量

が多いことも関係しているかもしれない。結実予測結果を

クマの出没予測に利用する場合には，北陸地方で北海道式

を用いると，予測で、は並作だ、ったのに実際には凶作になる

などして，クマの出没が予測に反して多くなる危険性が高

まるともいえる。一方，雄花序落下数から推定した雌花開

花数を用いて北陸式から予測した作柄の精度は高かったこ

とから(表 4)，雄花序落下数による結実予測手法の有効

性と，結実率の推定式を地域や分布の連続性の有無ごとに

作成することの重要性が示された。

V. おわりに

本研究では，雄花序落下数から雌花開花数を推定したう

えで，前年と当年の雌花開花数から結実率を推定し結実予

測する手法を示したが，雌花開花数を介さず雄花序落下数

から直接結実予測するモデルを作成することも可能だと考

えられる。しかしながら，前年の雌花開花数については，

シードトラップによる雌花開花数の測定値を用いるケース

や雌花序痕から推定するケース(小山ら 2001;中島 2013)

も考えられ，必ずしも雄花序落下数から推定するとは限ら

ない。また，当年の雌花開花数についても，天然更新施業

の計画策定等のために前年秋のうちに結実予測したい場合

には，北陸地方でも雄花序落下数でなく冬芽を用いて推定

することとなり，雌花開花数からの結実率の推定式が必要

となる。これらのことから，雄花序落下数からの結実予測

過程で一旦雌花開花数を推定する手法とした方が，想定さ

れるさまざまなケースに対応できると考えた。

本研究では，健全堅呆数を点推定し作柄を予測したが，

正木 (2011) のように「並作以上となる確率は 80%J な

どと確率として結実予測するモデルを作成することも，推

定式の係数の誤差等を考慮すれば可能だと考えられる。ま

た，林分の成木密度や集団サイズなどを不稔率や結実率

の回帰式の説明変数に加えれば (Nilssonand Wastljung 

1987 ; Knapp et al. 2001)，花粉制限などの林分や集団に関

する要因の検出や，結実予測の精度向上が可能かもしれな

い。これらの点については今後の課題である。ただし，本

研究で示した結実予測手法は，隔離集団と連続分布集団の

区分さえすれば，林分や集団に関するデータがなくとも利

用可能で汎用性が高く，実用に耐える高い精度もある(表-

4) といえるだろう。

冬芽による方法(八坂ら 2001)や，気象条件と資源収

支による方法(正木 2011) が前年の秋には結実予測でき

るのに対し，雄花序落下数による結実予測手法の欠点は，

予測時期が結実当年の 5~6 月と遅いことである。しかし

ながら，実行は容易で、あり精度も高いことから，クマの出

没予測のほか，豊作年にあわせた試験的な森林施業や堅果

採取の可否を検討する場合など，前年に結実予測する必然

性は低いものの当年の初夏までに予測したい場合には有効

な手法となりうるだろう。

本研究にあたり，調査地の設置にご協力いただいた富山森林管理署，

南砺市の関係各位，ご助力いただいた石川県農林総合研究センター林

業試験場と富山県森林研究所の各位，堅果を分別いただいた権森幸美

氏，青木奈津子氏に厚く御礼申し上げます。
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