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特集 森林の“境目"の生態的プロセスを探る
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北海道中央部の広葉樹林に隣接するトドマツ人工林での種子散布
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要旨:北海道中央部の落葉広葉樹林に隣接したトドマツ人工林において、広葉樹の種子散布が種子供給源からの距離に

どのように影響を受けているのか、また、どのような場所に散布されているのかを明らかにするため、広葉樹林と針葉

樹人工林の境界域に 100m x 200 mの調査地を設置し、散布様式(風散布、鳥被食散布、貯食散布)ごとの種子散布状

況を調べた。風散布型と鳥被食散布型の種子散布を評価するため、調査地内に 100個 (5列各 20個)の種子トラップを

格子状に 10m間隔で設置した。アサダ、イタヤカエデ、シラカンパなど風散布種子は、母樹からの距離に依存して散

布数が著しく減少した。長距離散布されるシラカンパを除くと、トドマツ人工林内に散布される種子数は極めて少なく、

全トラップで回収された種子の 4%程度であった。それに対して鳥被食散布のミズキ種子は、人工林内へも 18%の種子

が散布されており、散布が同時期に結実する植物に影響を受けていた。貯食散布型の種子散布を評価するため、境界域

に設置した磁石付きミズナラ堅呆の分散調査、ミズナラとカシワの当年生実生の分布調査を行った。磁石付き堅果の最

大散布距離は、広葉樹林では 32m、人工林では 71mに達していたが、約 70%の堅果は餌台から 10m以内の比較的近

距離に散布され、平均散布距離はそれぞれ 8.1m、12.6mであった。一方、当年生実生の分布は、野ネズミの貯食場所

とは明らかに異なる傾向を示し、人工林では野ネズミ以外の散布者が存在していることが示唆された。以上のことから、

広葉樹林に近い場所ほど種子の供給量が多いが、鳥被食散布種子と貯食散布種子では散布者の行動に影響を受けるため、

複雑で、あることがわかった。

キーワード:風散布、鳥被食散布、貯食散布、広葉樹林化、散布距離

はじめに

近年、人工林に木材生産以外の多様な機能を発揮させ

ることが世界的に求められている。我が固においても針

葉樹人工林は全森林面積の 41%を占めるまでに至り、森

林の生態系サービスの利用や野生動植物の保全を考慮す

る上で、無視できない存在となっている。現在、日本で

は奥山など経済的に成り立たない針葉樹人工林を対象に、

広葉樹を導入し混交林をつくる、いわゆる「広葉樹林化」

を政策として進めている。針葉樹を抜き伐りしながら、

2012年 10月 1日受付、 2013年2月21日受理
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広葉樹を自然侵入させることで、管理コストをかけずに

生態的に安定した森林をつくろうというものである。

針葉樹人工林から広葉樹林への再転換にあたっては、

樹木の種子供給源が十分確保されていることや供給源か

らの距離が近いことが、再生のための重要な必要条件と

なる。一般に、木材生産を目的に管理する人工林では若

齢時に侵入してきた広葉樹を伐採する。その後、間伐な

どを契機に広葉樹が侵入、定着するようになるが、その

多くは繁殖サイズに達していないため、人工林内には種

子供給源がほとんどない。したがって、人工林に散布さ

れる広葉樹の種子数は、周辺に残存する広葉樹林からの

距離に依存すると考えられる。しかし、広葉樹林から針
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葉樹人工林への種子散布に関する知見は乏しく、広葉樹

林からどの程度離れた場所にまで種子の供給があるのか

など、よくわかっていない。

広葉樹の種子は、重力、風、鳥類、げっ歯類など様々

な方法によって散布されるが、いずれの散布様式でも種

子の散布数は、母樹からの距離とともに減少する (Miyaki

and Kikuzawa 1988 ;中西 1994; Wenny and Levey 1998 ; 

Jong明nsand Scl叩pers1999 ; Sone et a1. 2002)。風散布種

子の場合、移動距離は落下する高さ、風速により決まる

ため (Greeneand Johnson 1989 ; Jongejans and Schippers 

1999)、長距離散布される一部の種子を除き、種子の多く

は母樹の近くに落下する (Tanakaet a1. 1998 ; Nathan et a1. 

2002)。実際、広葉樹林に隣接する人工林では、人工林の

内部に入るほど風散布種の稚樹の出現数が少なくなるこ

とが報告されており (Kodani2006 ; Utsugi et a1. 2006 ; 

Yamagawa et a1. 2007)、散布種子数の距離依存的な減少を

反映していると考えられる。一方、鳥類やげっ歯類など

動物によって運ばれる種子の場合も、多くの種子は母樹

の数十 m 以内に散布され、母樹から離れるほど散布数は

少なくなる (Hoppes1988 ; Wenny and Levey 1998 ; 

Hoshizaki et al. 1999 ; Iida 2004)。しかし、散布場所は散

布者の行動や習性に左右されるため (VanderWalI 1990)、

一部に偏った空間分布を示す場合が見られる。例えば果

実食性鳥類は、同時期に果実を着けている他の植物や止

まり木に誘引されるため、こうした場所に多くの種子が

散布されることが知られている (Masakiet al. 1994 ; 

Kaminami et a1. 1998 ; Wenny and Levey 1998 ; Takahashi 

and Kamitani 2004)。また、種子を貯食する野ネズミは、

下層植生が発達している場所や倒木・落枝沿いに種子を

貯食している(Iida2004 ; Takahashi et al. 2006)。こうし

た散布者の行動の結呆、針葉樹人工林では林内の奥深く

まで動物散布種が出現していると考えられているが

(Kamitani et a1. 1998 ; Kodani 2006 ;今2010;Masakaeta1. 

2012)、実際に人工林内への種子散布を調べた研究は少な

い(平田ほか 2006; Sato et a1. 2006 ; Utsugi et a1. 2006 ;平

田ほか 2007)。

針葉樹人工林は広葉樹林とは種組成や構造が異なるた

め、種子の散布状況が広葉樹林とは異なる場合がある。

九州のスギ (Cηptomeriajaponica (L.f.) D.Don)人工林で

果実食性鳥類による種子散布を調べた研究(平田ほか

2006) では、鳥被食散布種子は人工林内にほぼ均一に散

布されていて、種子源からの距離の影響がないことや林

内結実木に鳥類を誘引する効呆がないことが指摘されて

いる。また、本州日本海側の海岸マツ人工林で野ネズミ

によるコナラ (Quercusserrata Murray)堅果の散布実験

を行った研究(箕口 1993) では、下層植生が乏しい林内

では、野ネズミが下層植生の貧弱な場所にも多くの種子

を貯食することを報告している。したがって、林内結実

木や下層植生などの要因も、森林の状況によっては種子

散布に影響を及ぼしていない可能性がある。「広葉樹林化」

に向けでは、種子供給源からの距離や動物による散布場

所など、針葉樹人工林への種子散布にかかわる様々な要

因を明らかにすることが必要となっている。

私たちは、落葉広葉樹林に隣接したトドマツ (Abies

sachαlinensis (F.Schmidt) Mast.)人工林において、広葉樹

の種子散布が種子供給源からの距離にどのように影響を

受けているのか、また、どのような場所に散布されてい

るのかを明らかにするため、風散布型、鳥被食散布型、

貯食散布型それぞれの種子散布の状況を調べた。本稿で

はこれらの研究結果を紹介し、種子散布における境界効

果の働き方について検討する。

調査地の林分状況

調査は北海道森林管理局空知森林管理署管内の利根別

自然休養林と南北にのびる尾根を挟んで東側に隣接する

民有林のトドマツ人工林で行った(北緯 430 10'、東経

1410 48'、標高 140m :図 1)。手Jj根別自然休養林は冷温

帯落葉広葉樹林の二次林であり、カシワ Q.dentata 

Thunb.、ミズナラ Q.crispula B1ume、アサダ Ostrya

japonica Sarg.、シナノキ刀ifiajaponica (Miq.) Simonk.、ハ

ルニレ Ulmusdavidiana P1anch. var.japonica (Rehder) Nakai、
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イタヤカエデAcerpictum Thunb.など多様な樹種が混交し

ている。林床には高さ 1mほどのクマイザサ Sasa

senanensis (Franch. et Sav.) Rehderが優占する他、フッキソ

ウPachysandraterminalis Siebo1d et Zucc.、サッポロスゲ

Carex pilosa Scop.などが生育している。一方、トドマツ

人工林は 4つの林小班で構成されており、林齢は 39-

46年生である。人工林が互いに接する境界部では樹冠層

にギャップがみられる。いずれも 22-25年前に間伐が

行われて以降、施業は行われていない。林内にはハリギ

リKalopanaxseptemlobus (Thunb.) Koidz.、ホオノキ

Magnolia obovata Thunb.、ナナカマド Sorbuscommixta 

Hed1.、ヤマモミジAceramoenum Caπiere var. matsumurae 

(Koidz.) K.Ogataなどの広葉樹が更新し低木層 (2-3m) 

を形成している。林床はツルアジサイ Hシdrangea
petiolaris Siebold et Zucc.、ツタウ Jレシ Toxicodendron

radicans (L.) Kuntze subsp. orientale (Greene) Gillis、ヤブハ
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ギ‘Desmodiumpodocarpum DC. subsp. oxyphyllum (DC.) H 

Ohashi var. mandshuricum Maxim.、ウド Arαliacordatα 

Thunb.、オオタチツボスミレ Violakusanoana Makinoなど

が生育し、広葉樹林の林床植生とは大きく異なっている。

また、 トドマツ人工林の一部の林床では植生を欠いてい

る。

調査期間中、 トドマツ人工林内では、シラカンパ

Betula pla砂'PhyllaSukaczev var. japonica (Miq.) H.Haraが2

個体結実していること、トドマツの樹冠および幹にから

みついたヤマブドウ附iscoignetiae Pulliat ex Planch.、ツ

タウルシが結実していることを確認した。また、 トドマ

ツ人工林の外側には、カラマツ (Larixkaempferi (Lamb.) 

Carriとre) 林、牧草地、畑が広がっており、調査地から

100 mほど離れた場所に位置するハルニ レl個体を除い

て種子供給源となる広葉樹の母樹は存在しない (図 1)。

風散布種子と鳥被食散布種子の散布パターン

広葉樹林と人工林の境界域に 100m x 200 mの調査プ

ロットを設定した(図 1)。風散布種子と鳥被食散布種子

の散布状況を調査するため、 2007年 8月上旬に、プロッ

ト内に 100個 (5列各 20個)の種子トラップを格子状に

10 m間隔で設置した(広葉樹林内 39個、人工林内 61個)。
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種子 トラ ップは開口部面積が 0.5m2、深さ約 80cmのロ

ート状で、支柱を用いて地上から 1mの高さに設置した。

2007年 8月から 2009年 5月まで積雪期 (12 月 ~4 月 )

を除き 、月に I回トラップの内容物を回収した。なお、

積雪期はトラップを支柱から外し地上に置き、雪解け後

にト ラップの内容物を回収した。回収した種子は樹種を

同定した後、健全種子、虫害種子、シイナ種子に区分した。

また、鳥被食散布樹種については、果皮や果肉が除去さ

れた種子とそのまま残っている種子に区分し、それぞれ

を鳥被食散布種子、自然落下種子とした。調査は比較的

散布数が多い、風散布種のアサダ、イタヤカエデ、シラ

カンパ、鳥被食散布種のミズキ Cornuscontroversa Hemsl. 

ex Prainの4種を対象とした。なお、結果では 2007年と

2008年のうち各樹種とも散布数の多い年の結果を取り上

げた。

調査期間中、回収された風散布種 3種は調査地の広葉

樹林内に結実木を確認できた。いずれの樹種も母樹(胸

高直径 10cm以上の個体)からの距離に依存して散布数

は減少したが、より小さい種子を持つ樹種ほど遠くまで

種子が散布されていた(図 2，3)。 しかし、 種子散布範囲

の広いシラカンパを除くと、 トドマツ人工林内に散布さ

れる種子数は極めて少なく、全トラップで回収された総

種子数の 4%であった。また、散布場所は広葉樹林との
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アサダと イタヤカエデは 2007年のデータ。種子散布密度はグラフ作成ソフト DeltaGraphver.5の等高線図に
より描いた。
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境界都がほとんどを占め、人工林の内部に入るほど散布

種子数が少なくなっていた。

鳥被食散布種子のミズキは、 母樹直下で散布数が最 も

多く、母樹から 80m以上離れた場所では散布は確認でき

なかった (図4，5)。また、 トドマツ人工林に散布された

種子数は全ト ラッ プで回収された総種子の 18%であり 、

広葉樹林との境界から 43mの範囲に限られ、すべて林齢

38年生の林内に位置していた。一方、種子の散布場所は

一部に集中する傾向がみられた。種子が散布されたトラ

ップの割合は、広葉樹林では 28% (17/ 61トラ ップ)、

トドマツ人工林では 21% (8/ 39トラップ)であった。

このうちトドマツ人工林で種子が散布された 8トラップ

では、 2トラ ップが広葉樹林との境界に位置し、 3トラッ

プが林齢 46年生の林分と援する林齢 38年生の境界木の

樹冠下に位置していた (図4)。同時期に結実したヤマブ

ドウとの位置関係をみると、ヤマブドウの自然落下種子

が回収された 6トラップの内、 4トラップでミズキの鳥

被食散布種子が散布 されていた。 これはヤマブドウの自

然落下種子が回収されなかったトラップでミズキの鳥被

食散布種子が発見された割合 (4/55トラップ)よりも

多く (Fisherの正確確率検定、 p= 0.002)、ミズキ種子の

鳥被食散布が同時期に果実をつけるヤマブドウに影響さ

れていることを示していた。

野ネズミによる貯食散布

野ネズミによる貯食散布の実態を明らかにするため、

ミズナラ堅果の持ち去り実験を行った。境界から広葉樹

林側と人工林側へそれぞ、れ 5m、10m林内に入った地点

に餌台を 2カ所ずつ計 8台設置した(図 6)。餌台には磁
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図4調査地におけるミズキの母樹と鳥被食散布種子の空間分布。

2点鎖線は落葉広葉樹林とトドマツ人工林の境界、点線は林

齢の異なるトドマツ人工林間の境界を示す。数字は鳥により

食べられて散布された種子の数(個/0.5m2
)。小さい白丸は

胸高直径 10cm以上の母樹の位置を示す。大きな白丸はヤマ

ブドウの果実が自然、落下したトラップの位置を示す。

40m 

図6 餌台と野ネズミにより運搬・貯蔵された磁石付き堅果の発

見位置。 2点鎖線は落葉広葉樹林とトドマツ人工林の境界を

示す。 Oは餌台の位置、 xは磁石の発見位置を示す。太線で

囲った広葉樹林内部と人工林内部の 20m x 100 mの範囲は

竪果の探索範閣外(南野ほか 2009を改変)。背景の等高線は

林床植生の被度を示す。

布場所と林床植生との関係を検討するため、植生の被度

を 10m間隔で測定した。

自動撮影カメラではエゾアカネズミ Apodemusspeciosus 

amu、エゾヤチネズミ Myodesrufocanus bedfordiae、ヒメ

ネズミ Apodemusargenteuの 3種の野ネズミが撮影された

が、堅果を持ち去っているところを確認できたのはエゾ

アカネズミだけだった。エゾアカネズミが撮影されなか

った人工林側の餌台では、堅果が持ち去られていなかっ

た。このことからエゾアカネズミがミズナラ堅果の散布

者と考えられた。

広葉樹林と人工林では、餌台から持ち去られた堅果は

それぞれ 56個と 50個で、堅果発見数は 30個 (53%)と

45個 (90%) であった。発見率に差が見られたのは広葉

樹林の林床がクマイザサなど植生で被われ、発見効率が

低下したことも原因のひとつと考えられた。一方、貯食

場所が確認できた堅果の生存率は、広葉樹林で 40%、人

工林で 49%であり、林分間の差はなく半分弱の堅果が貯

食後放置されていることがわかった。堅果の散布方向は、

広葉樹林に設置した餌台からはすべて広葉樹林内へ、人

工林に置いた餌台からはすべて人工林内へ散布されてお
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近接母樹からの距離(m)

図3 ミズキの近接母樹からの距離と鳥被食種子散布密度の関係。

石付き堅果をそれぞれ 20個置き、堅果の設置箇所を記録

するため、果皮の一部と磁石に餌台ごとに異なる色の合

成樹脂塗料を塗布した。また、野ネズミ以外の動物によ

る被食を防ぐために、餌台を金網で被覆した。さらに、

餌台の入口付近に自動撮影カメラを設置しドングリを持

ち去る動物を特定した。 2008年 5月及び6月に磁気探知

機を用いて散布された堅果を探索し、餌台からの移動距

離、被食状態を調べた。堅果の被食状態は、磁石のみの

ものを被食による死亡として生存率を求めた。 また、散
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図 8 ミズナラ ・カシワの近接母樹からの距離と当年生実生密度

との関係。密度は調査地を 10m四万のグリットに区切り、

グリットごとに計算した。
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工林内におけるミズナラとカシワ堅果の散布状況を把握

するため、 2008年 6月にミズナラとカシワの当年生実生

の分布を調べた。調査は発芽後の被陰や病害などによる

死亡の影響を避けるため、発芽直後の上杯軸が伸長し本

葉が開葉している段階に行った。なお、大種子を持つミ

ズナラやカシワでは、種子の貯蔵養分を利用して発芽後

に一気に伸長するため、林床植生の状態が発芽に及ぼす

影響は小さく、当年生実生の分布が散布場所を示すと考

えた。

当年生の実生数は、母樹からの距離に依存して減少す

る傾向はなく、広葉樹林との境界から 100m入った人工

林内でも存在した(図 7，8)。これは強い距離依存性を示

した野ネズミによる堅果の持ち去り実験とは異なる結果で

あった。また、当年生実生は、野ネズミの貯食場所とは逆

に林床植生の被度が低い場所に偏って分布していた。これ

らのことから、 トドマツ人工林では野ネズミ以外の動物

も散布者として存在していると考えられた。本研究では

野ネズミ以外の散布者の調査は行っていないが、広範囲

におよぶ散布能力からミヤマカケス Garrulusglandarius 

brandtiiなどの鳥類やエゾリス Sciurusvulgaris orientisが

散布者となっている可能性が高いと考えられる。

図 7 ミズナラ・カシワの母樹と当年生実生の分布位置。 2点鎖

線は落葉広葉樹林と トドマツ人工林の境界を示す。0は胸高

直径 10cm以上の母樹、.は当年生実生を示す。当年生実生

の分布調査は、トドマツ人工林内て、のみ行った。背景の等高

線は林床植生の被度を示す。

り、境界を越えて運ばれる堅果はなかった (図 6)。また、

堅果の散布距離は、広葉樹林では 76%、人工林で、は 69%

の堅果が餌台から 10m以内の比較的近距離に散布されて

おり、平均散布距離はそれぞれ 8.1m、12.6mであった。

また、最大散布距離は広葉樹林では 32mであったのに対

して、人工林では 71mに達していた。散布場所と林床植

生の関係は人工林側で顕著であり、植生の被度の高い場

所に貯食する傾向があった。

以上の結果から、野ネズミが広葉樹林内に落下した堅

果を人工林内へ貯食する可能性は低いこと、しかし、

ドマツ人工林でも堅果が落下すれば、野ネズ ミによ り人

工林の内部へ運ばれる可能性があることがわかった。ま

た堅果の散布が期待できる場所は、林床植生の被度が高

いこと、結実木が隣接しているなど一定の条件が必要な

ことが示唆された。

ト

今回調査を行った広葉樹林から人工林への種子散布状

況の結果から、広葉樹林に近い場所ほど種子の供給量が

多いことが示された。この関係は散布様式により違いは

見られるものの基本的には同じであり、広葉樹の自然、侵

りわお
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貯食散布種子の散布パターン

調査地では広葉樹林の境界部にミズナラとカシワの母

樹(胸高直径 10cm以上の個体)が分布しており、人工

林内への貯食散布が生じている可能性がある。そこで人



広葉樹林からトドマツ人工林への種子散布

入は広葉樹林との境界ほど確率が高いと考えられる。し

たがって、広葉樹林化の適地を設定する際には、広葉樹

林からの距離に配慮すべきと考えられる。しかし、種子

散布範囲は樹種により様々であり一般化するのは難しい。

特に、鳥被食散布種子と貯食散布種子では動物の行動が

強く関わっており、境界効果の範囲はケースによって異

なる。対象となる森林に散布者が存在するのか、散布者

がどのような行動をとるのかなど、種子散布能力につい

てのさらなる理解が必要で、ある。例えば、今回の研究では、

鳥被食散布種のミズキでは種子散布が同時期に結実する

植物に影響を受けていることが示されたが、鳥による種

子散布が年や季節、散布者の種類や行動によって異なる

こと (Masakiet al. 1994 ; Kwit et al. 2004 ;正木 2006;平

田ほか 2006，2009) から考えると、長期継続した調査や

様々な樹種についてのさらなる調査が必要で、ある。また、

貯食散布者として野ネズミ以外の動物が存在している可

能性が示唆されたが、日本ではカケスやリスなどの動物

による散布実態はほとんどわかっていない。針葉樹人工

林では林内の奥深くまで貯食散布種の実生、稚樹が分布

していることから (Bhujuand Ohsawa 1999 ; Kodani 

2006 ; Utsugi et al. 2006 ; Masaka et al. 2012)、こうした動

物の種子散布者としての評価が必要と考えられる。
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