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経暫
特集 森林の“境目"の生態的プロセスを探る

森林景観において境界効果はどこまで及んで、いるのか?
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l森林総合研究所四国支所・ 2森林総合研究所九州支所・ 3東北大学大学院農学研究科

How far does edge effect reach in forest landscapes in Japan? 
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1， Hiromi Yamagawa2 and Ke町iSeiwa3 

lShikoku Research Center， Forestry and Forest Products Research Institute， 

2Kyushu Research Center， ForestIγand Forest Products Research Institute， 3Laboratory ofForest Ecology， Tohoku University 

要旨・針葉樹人工林の公益的機能を重視する立場から、自然林と人工林の境界域において人工林側への境界効果がどれ

くらいの距離に及んでいるのか、本特集の論文の成果を元に整理し、今後の課題を検討した。既往の研究事例カミら種子

の散布距離を調べたところ、風散布種子、動物被食散布種子は、母樹または森林の境界から 100m以上離れても散布さ

れていた。貯食散布は散布者によって運搬距離は異なり、ネズミ類は概ね 30m以内、リスは 50m以上堅果類を運搬し

て地面に埋めていた。カケスは運搬能力が高く、 250m程度堅果類を運搬していた。種子は広い範囲に散布され、人工

林にも散布されているが、植物の定着には様々な物理的、生物的な境界効果が働いている。植物の定着には菌根菌や病

原菌の影響が大きい。落葉広葉樹林とスギ林の境界域では外生菌根菌がスギ林側に 10m程度しか分布していなかった。

スギはアーパスキュラー菌根と共生関係にあるが、スギ林内では同菌根菌と共生関係にある広葉樹の生存率や成長がよ

いことがわかった。このような、菌類や食植者との生物相互作用を解明し、人工林に定着する植物にとっての正および

負の境界効果を解明する必要がある。境界効果の大きさや種類は時間とともに変化し、特に境界が発生した直後(皆伐

直後)と植生が回復する初期段階では物理的、生物的境界効果が変化していると考えられる。地形が急峻な日本におい

ては地形のバイアスがかかり、境界効果を純粋に評価することが難しいため、まお験の設定には注意する必要がある。冷

温帯の構成樹種は風散布種子が多く、照葉樹林は動物被食散布種子が多い。また、西日本と東日本では人工林と自然林

の大きさや比率、景観構造が異なる。人工林の公益的機能回復を図る場合は、それぞ、れの景観構造に合った処置を行う

べきである。我が固において、人工林側の生態プロセスや境界効果は未解明な部分が多い。長期的なモニタリング体制

をつくり研究者同士の情報交換を続けていくことが必要で、ある。

キーワード 種子散布距離、菌根菌、生物相互作用、針葉樹人工林、景観構造

はじめに
いる。それぞれのプロセスは境界からの距離に影響を受

けるため、人工林における横物の空間分布は様々な境界

針葉樹人工林における植物の空間分布は、本特集で取 効果を総合した帰結として捉えることができる。

り上げたように、種子の散布(今ほか 2013;山川ほか 本稿ではまず、境界効果に関する海外を含めたこれま

2013)、それに関わる動物の行動(平田・伊藤 2013)、植 での研究の流れを簡単にまとめた。次に本特集で得られ

物の定着と成長(清和 2013)、それに関わる菌根菌の分 た成果やこれまでの知見を元に、それぞれの境界効果が

布と役割(深津ほか 2013)、間伐による定着の促進(1青 空間的にどこまで及んで、おり、植物の空間分布を規定し

和 2013)など、一連の生態的プロセスを経て規定されて ているのか整理した。その上で、日本の森林景観の特徴

2012年 10月1日受付、 2013年2月18日受理 や特異性を明らかにし、今後我が国で境界効果の研究を
.e-mail:golgo@affrc.go.jp 進めて行く上で必要な課題を検討した。境界効果は、隣

261 



酒井敦・山川博美・清和研二

接した植生パッチの境界線を介して双方向に作用する(酒

井ほか 2013)が、本稿では針葉樹人工林の公益的機能を

重視する立場から、自然林から人工林に向けた作用を主

に取り扱う。

境界効果に関する既往研究

日本に林縁効果という言葉があるように、林縁や森林

の境界域が森林内部とは異質であるということは、古く

から自然に認識されてきたようである。林縁を扱った研

究は 1970年代から見られる(例えば、 Wa1es1972)が、

edge effectという用語が学術誌に並ぶようになったのは

1980年代に入ってからである(例えば、 Kroodsma1982 ; 

Harris 1988)0 Murcia (1995) は'80年代から'90年代前半

までの関連する研究をレビューし、境界効果を光や湿度

などの物理的作用、植物の分布、生態的プロセス(種子

散布等)等に分類し、それぞれの作用が及ぶ距離を整理

した。この論文は境界効果の要点を簡潔にまとめていた

ため、今でも境界効果を扱う論文にはよく引用されてい

る。

境界効果の研究は 1980年代当初から、分断化が進んだ

森林における動植物の保全に強い関心を持って行われて

いた。分断化による様々な森林機能の変化を観測すると

いうアプローチは世界中で行われ、膨大な数の研究が報

告されている(例えば、Iidaand Nakashizuka 1995 ; 

Laurance et a1. 1998)。こうした研究アプローチは植生パッ

チ全体の特性(動植物の種数など)を指標として評価し

たものであるため、境界効果がどのようなメカニズムで

森林内部に働いているのかわからなかった。そこで境界

部でもっと詳しく生物の分布や生態的プロセスを観測す

る必要があった。

境界効果を調べる最もスタンダードな手法は、林縁ま

たは森林の境界線と直角にベルトトランセクトや広大な

調査コドラートを設置し、様々な環境傾度や生物の空間

分布・行動を観測するというものである。トランセクト

に沿って物理的な環境変化を調べたもの (Candenassoet 

a1. 1997)、植物の空間分布や種多様性に関するもの

(Mat1ack 1994; Fraver 1994 ; Benitez-Malvido 1998 ; 

Euskirchen et a1. 2001 ; White et a1. 2004)、種子散布 (Hoppes

1987; Gorchov et a1. 1993; Ing1e 2003)や樹木の更新(Mat1ack

1994) といった生態的プロセスに関するもの、種子散布

に貢献する鳥類 (Stampset a1. 1987) やネズミ (Jensen

and Nie1sen 1986)の散布(貯食)行動を調べたものなど

多数が報告されている。最近では同様のコンセプトで埋
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土種子 (Linand Cao 2009)や菌根菌 (McGuier2009)の

空間分布も調査されている。

日本では、これら北米や南米の研究を追いかけるよう

に、 2000年代に入ってから活発に研究が行われるように

なった。日本で境界効果の研究が遅れていたのは、天然

林の研究が主流であったことや、針葉樹人工林の生態研

究にあまり着目されなかったことが理由かもしれない。

今や状況は一変し、以下に紹介するような境界域におけ

る研究が盛んに行われるようになった。

種子はどこまで運ばれているか

種子が森林の境界からどこまで遠くに運ばれているか

は、植物の空間分布を決める上で極めて重要で、ある。自

明のことだが、同質の森林の内部で種子トラップを仕掛

けても、シードソース(母樹)はあちこちにあるので、

種子散布距離を推定しにくい。その点、自然林と人工林

または伐採跡地の境界域では種子の散布距離を比較的簡

単に観測することができる。ここでは、本特集の成果と

既往論文から得られた散布距離を、風散布、動物被食散布、

げっ歯類または鳥類による貯食散布に分けて整理してみ

る(表 1)。

風による種子散布

風散布種子の散布距離は種子が落下する速度に反比例

し、それは種子の重さや散布体の構造によって決まる

(Norberg 1973)。また、樹木の風散布種子は母樹から離れ

るに従って規則的に数が減るので、線形モデルによって

散布距離を推定しやすい (Cremer1977)。今ほか (2013)

は風散布種子の散布距離が樹種によって大きく異なり、

イタヤカエデは林縁近くにしか散布されない一方で、シ

ラカンパは 100m以上散布されると報告している(表 1)。

Utsugi et a1. (2006) は、ヤマハンノキ、ミズメが林縁か

ら40m離れても一定の散布数を保っていることを確かめ

ている。また、小南ほか(1996) は、ミズメやアカマツ

などの風散布種子が、 1.2haの調査プロット (100m X 

120 m)の中に母樹がないにも関わらず、まんべんなく種

子が散布されていることを報告している。さらに、

Kamada (2005) は四国の 14.5haの広大な皆伐跡地でミ

ズメの種子が400m以上散布されていることを確認して

いる。こうした事実から、風散布種子は樹種によっては

100m以上の広い範囲に散布されていると言える。
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動物被食散布

風散布と異なり、動物の採餌行動を媒介した散布は離

散的でモデル化しにくい。 Takahashiand Kamit加 i(2004) 

や今ほか (2013) が観察したような他の果実による誘引

効果、また伐採跡地などの止まり木効果(小南 1999;山

川ほか 2013) は離散的な散布パターンをさらに高め、散

布パターンの予測を難しくしている。しかし、種子トラ

ップを用いた調査では、風散布種子と同様に、動物被食

散布種子は密度は低いながらも広い範囲に渡って散布さ

れていることがわかる(表 1)。平田・伊藤 (2013)が指

摘するように、ヒヨドリをはじめとする種子散布者の行

動圏は広く、自然林と人工林の境界域をハビタットとし

ていれば広範囲に種子が散布される。鳥散布種子の多く

は埋土種集団を作ることが知られており(佐藤・酒井

2003 ; Sakai et al. 2005)、散布数は少なくても長い時間を

かければ埋土種子が土壌に蓄積されていくと考えられる。

小谷 (2007) は、先駆樹種の埋土種子が林縁から 80m離

れでも種数や埋土種子数が減少しないことを報告してい

表 l 日本における樹木種子の散布距離の研究例。

場所 森林タイプ(境界タイプ) 対象樹種
北海道 トドマツ林一広葉樹林 シフカンノt

北海道 トドマツ林一広葉樹林 アサダ
北海道 トドマツ林一広葉樹林 イタヤカエデ
東北 スギ人工林一広葉樹林 ヤマハンノキ、ミズメ等

中部(岐阜) 広葉樹林一伐採跡地
ミズメ、ウダイカンノT、
シデ類、カエデ類

四国 広葉樹林一伐採跡地 ミズメ
四国 ヒノキ人工林一照葉樹林 モミ
九州 照葉樹林 イヌシデ
九州 照葉樹林 ミズメ、アカマツ

北海道 トドマツ林一広葉樹林 ミズキ
東北 スギ人工林一広葉樹林 ミズキ、カスミザクラ等
四国 ヒノキ人工林ー照葉樹林 サカキ、シキミ等
九州 伐採跡地ー照葉樹林 ヒサカキ等
九州 スギ人工林一照葉樹林 ヤフニッケイ等

北海道 ミズナラ林 ミズナラ
北海道 ミズナラ二次林(ササ境界) ミズナラ
北海道 トドマツ林一広葉樹林 ミズナラ
東北 落葉広葉樹林 クリ
東北 落葉広葉樹林 トチノキ
関東 ヒノキ広葉樹混交林 マテパシイ
関東(新島) 照葉樹林一竹やぶ ヤブツノfキ
中部(長野) 伐採跡地一広葉樹林 コナラ
四国 ヒノキ人工林ー照葉樹林 アカガシ
九州 スギ人工林ー照葉樹林 マテパシイ
北海道 樹木図， ミズナラ林 オニグルミ
関東 オニグルミ林 オニグルミ
北海道 ミズナラ林 イチイ
北海道 トドマツ林一広葉樹林 ミズナラ
中部(長野) アカマツ林ーミズナラ林 ミズナラ

*稚樹と母樹の空間分布より推定

料()内の数字は散布密度を示す

る。また、広大な人工林を伐採しでも伐採跡地の中心に

先駆樹種が多く生えるのは、長期間かけ動物被食散布に

よって蓄積されてきた埋土種子の働きによる (Sakaiet al. 

2010)。

貯食散布

貯食散布される種子はブナ科の堅果やトチノキ、クル

ミ類などであり、貯食行動をとる動物はアカネズミ、ヒ

メネズミ、リスなどのげっ歯類、カケスやヤマガラなど

の鳥類である。近年、堅呆に小型磁石を埋め込んで、置い

ておき、ネズミに散布させた後に金属探知機を使って回

収する手法が全国で行われている(表 1)。その結果は、

多くのケースで林縁から 30m程度までしか堅果は散布さ

れないというものであった。中には 70mまで散布された

ケースもあるが、ネズミの行動範囲を考えると希なケー

スと考えた方がよいであろう。こうしたケースではネズ

ミ以外の散布者(カケスやリス)を完全に排除できてい

たかどうか検討してみる余地があるだろう。リスはネズ

散布者 散布距離** 文献

風 > 100m 今ほか (2013)

風 25m (> 10個 1m2) 今ほか (2013)

風 10m (> 10個 1m') 今ほか (2013)

風 >40m Uぉugiet al. (2005) 

風 >40m 樋口・肥後 (1994)

風 400m (> 2個 1m') Kamada (2005) 

風 > 100m彬 酒井ほか (2011)

風 60m 小南ほか (1996)

風 > 100m 小南ほか (1996)

烏 75m (> 2個 1m') 今ほか (2013)

，白tτg >40m Utsugi et al. (2005) 

，烏 > 100 m* 酒井ほか，未発表
，烏 く 35m 山川ほか (2013)

烏(ヒヨドリ) 70m 平田ほか (2006)

エゾアカネズミ 30-40 m Miyaki and Kikuzawa (1988) 

エゾアカネズミ 30m lida (2004) 

エゾアカネズミ 71 m 今ほか (2013)

アカネズミ 35 m Seiwa et al. (2002) 

アカネズミ、ヒメネズミ 50mネ Hoshizaki et al. (1999) 

アカネズミ 35 m Sone and Kohno (1999) 

アカネズミ 30m Abe et al. (2006) 

アカネズミ、ヒメネズミ 30m Takahashi et al. (2006) 

アカネズミ、ヒメネズミ 30m Sato et al未発表
アカネズミ 70m 平田ほか (2007)

エゾリス >50m 林田 (1988)

ニホンリス 62m Tamura and Shibasaki (1996) 

ヤマガラ 150m 榊原 (1989)

ミヤマカケスフ > 100m 今ほか (2013)

カケス 250m 中村・ノトキ本 (1984) 
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ミよりも運搬距離が長いようである。林田(1988) はオ

ニグルミを餌台に置いた試験で、エゾリスが土壌中への

貯蔵行動を繰り返し 50m以上運搬する様子を詳細に観察

している。

ネズミやリスよりも強力な運搬者として考えられるの

は、カケスやヤマガラなどの鳥類である(表 1)。中村・

小林 (1984)は餌台を使った実験で、カケスがミズナラ

林から隣接するアカマツ林へ堅果を運搬し、その距離は

最大 250mに及ぶことを示した。今ほか (2013) も北海

道においてミヤマカケスが 100m以上ミズナラの堅果を

運搬していることを示唆している。これだけ運搬距離が

長いと大面積の人工林内部にも堅果が持ち込まれている

可能性は十分考えられるが、これを定量的に評価するこ

とは難しい。著者は四国の人工林の中心部(林縁からは

100 m以上離れている)でシイ・カシ類の実生が切り株

の脇に生えているのを観察している(酒井、未発表)が、

これらの堅呆はカケスが運搬した可能性が高いと考えて

いる。

このように、自然林から針葉樹人工林への種子散布を

想定したとき、すべての散布様式で林縁から 100m 以上

種子が散布されていると考えられる。ただし、どの種子

散布型でも境界付近 (~30 m程度)に最も多くの種子が

散布されており、境界から離れ薄く広く散布された種子

がどの程度植物の定着に貢献しているか定量的な評価は

されていない。

植物の定着に関わる境界効果

種子が散布されたとしても、そこに横物が定着するた

めには、何重もの「環境のふるいJ(Harper 1977) に耐え

なければならない。落葉広葉樹林とスギ人工林の境界域

ではスギ林の内部に行く程、関空度が小さくなり、スギ

のリタ一層が厚くなる (Utsugiet al. 2006)。散布種子や休

眠種子(埋土種子)の発芽には光や温度変化が必要で、あ

り(吉岡・清和 2009)、こうした距離依存的な物理的変

化は、種子の発芽や成長に大きな影響を与える。物理的

な境界効果は 10~ 20 m の比較的限定的な範囲にしか及

んでいない (Utsugiet al. 2006)。また、間伐は光環境を改

善し、土壌の撹乱を伴うため、植物の定着に有利に働く

と同時に、境界効果を緩和する働きがあることが示唆さ

れた(清和 2013)。

深津ほか (2013) は海外の研究レビューから、外生菌

根菌に依存的な森林からそれ以外の森林または草原に向

かつて 10mほどしか菌根菌の境界効果が働いていないこ
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とを示した。 Matsudaand Hijii (2004) はヒノキ林とモミ

林の境界ではモミと共生している外生菌根菌がヒノキ林

側にほとんど侵入していないことを示した。また、九石

ほか (2012) は、スギはアーパスキュラー菌根菌と共生

関係があるため、スギ人工林内部ではアーパスキュラー

菌根菌と共生関係にあるミズキやウリハダカエデの生存

率や成長がよいことを示している。人工林に侵入する植

物の菌根菌タイプと境界効果の関係は、植物の定着と成

長を説明する上で重要な視点である。

特集では触れられなかったが、土壌中にいる病原菌も

植物の定着に負の影響を与える。広葉樹から離れた人工

林の土壌には病原菌が少ないことが予想され、 Janzen-

Connellモデルに従えば稚樹の生存にとって有利に働くは

ずである(今埜・清和 2011)。その一方、(間伐を想定した)

明るい場所では、菌根菌の活動が病原菌よりも相対的に

活発になり、稚樹の生存に有利に働くことが実験的に知

られている (Hoodet al. 2004)。

本稿では詳しく触れないが、見虫から大型晴乳動物ま

での植食者の境界効果も重要で、ある。このような菌類、

植植者との相互作用を明らかにし(日野ほか 2003;清和・

大園 2011)、人工林に定着する植物にとっての正および

負の境界効果を解明していくことが必要で、ある。

境界効果は固定的なものでなく、時間とともに変化す

る。特に皆伐地から植生が回復する過程では物理的作用、

生物的作用ともにドラスティックに変化する (Matlack

and Litvaitis 1999)。山川ほか (2013) は、照葉樹林に面

した伐採跡地において、伐採直後から植生が回復する過

程で、動物被食散布種子の散布パターンが変化することを

報告している。このような境界効果の変化を捉えた例は

日本では少なく、ましてや前節で挙げたような生物相互

作用の変化を長期的に観察した例は皆無といってよい。

日本列島の地理的、地形的特徴に関する問題

これまであまり地域を特定せずに境界効果を論じてき

たが、日本列島の中でも植生や立地環境は大きく異なる。

大雑把に東日本と西日本に分けると、東日本の自然林は

落葉広葉樹林であり、西日本では常緑広葉樹林(照葉樹林)

である。落葉広葉樹林ではカンパ類やシデ類など風散布

種子を持つ樹木の占める割合が多い (23~ 30%)が、常

緑樹林では少ない (4~ 1l%) (中西 1994)。その代わり、

照葉樹林では動物被食散布種子を持つ樹種の比率が高く

なる (73~ 85%) (中西 1994)。暖温帯と冷温帯の推移

帝では広い範囲でモミ、ツガが出現する。こうした樹種
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図1. 自然、林と針葉樹人工林の境界効果を示した模式図。(a)伐採後の様子、(b)成熟した人

工林の様子。人工林の成長とともに林縁はふさがり、境界効果の種類や範囲は変化してい

くと考えられる。

構成の違いは境界効果の発現としての植物の空間分布に

大きな影響を与える。 また、同じ種子散布型でも 、落葉

性のブナ科樹木 (ナラ類)は人工林の中であまり見る こ

とはないが、常緑性のシ イ ・カシは人工林の林床に多く

見られる(酒井、 未発表)。そうかと思うと、積雪の多い

日本海側では人工林の中でもミズナラの稚樹が多 く見ら

れ(小谷 2009)、ブナ科樹木の出現状況は植生帯や地域

によって大き く異なる。

清和 (2013)が指摘している ように、西日本と東日本

では自然林と人工林の景観構造に違いが認められる。東

北地方の人工林は林分が小さく広葉樹林の中に浮かんで、

いる島のように見え、 九州や四国に行くと 、逆に自然林

が人工林の海に漂っている ように見える。つまり、東北

地方で比較的小さな人工林が自然、林に固まれているため、

境界効果の及ぶ範囲が多 く、 人工林の植生回復ポテンシ

ヤjレが高いこ とが想定される。一方で、西日本ではシー

ドソースとしての自然林の分断化、劣化が進んでいる上、

人工林が大面積であるため境界効果が人工林内部まで及

んでいない可能性がある。北海道まで行くと自然林や人

工林の面積も大きい上に傾斜が緩く 、本州、日こはまた異な

る景観構造となる。清和 (2013)が提示した森林機能回

復のための処方袋は、そうした地域の景観構造の違いを

考慮に入れて適用する必要があろう 。
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趣旨説明で指摘 したよう に、地形は植物の定着や、 動

物の行動を規定する極めて重要な要因である。境界効果

の研究が盛んな北米や南米は比較的なだらかな地形が続

き、長い トランセクトを設置しても地形の影響は少なく

てすむ。日本では境界が尾根や谷で分けられている こと

が多く、そこからで 100m程度のトランセクト を設置し

ようとすると 、その中に次の谷や尾根が入っ てしまう 。

すなわち、境界効果を評価しよ うとしても 、地形のバイ

アスがかかって しま い、境界効果を純粋に評価できない

場合が多い。このため、 境界効果を明らかにするには、

地形の影響を評価できる ように試験設計 (ベル トトラン

セクトの数や配置)を工夫する必要がある。

まと め

本特集で、扱っ た境界効果の働きを まとめる と図 lのよ

うな模式図で示すことができる。伐採直後(図 la)と成

熟した人工林(図 lb)では境界効果の働く強さが異なり、

伐採直後は境界(林縁)から自然林側への物理的影響が

強く働くが、人工林が成熟するに従いこの働きは弱ま る

と考えられる。特集記事と既往研究の レビューから、種

子はどのような種子散布型でも境界から 100m以上散布

される可能性があるが、 散布距離や散布密度は隣接する
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自然林の種構成や種子供給能力によって変化することが

示唆された。種子散布を担う動物の行動に関しては、堅

果の貯食散布を行うネズミ類は北海道から九州、ほで調査

が進み、どの地域でも林縁から約 30m程度までしか散布

されないこと、その代わりにリスやカケスが長距離散布

に貢献していることが示唆された。

境界域における果実食性の鳥類の行動は人工林の発達

段階や景観構造によって影響を受けると考えられるが、

実際の散布範囲や実生定着までのデモグラフィーを定量

的に明らかにするのは容易ではない。外生菌根菌は境界

線から人工林側にわずか 10m程度までしか分布しておら

ず、菌根菌相の違いが広葉樹実生の定着に影響を与えて

いることが明らかになってきた。こうした一連の生態的

プロセスは下刈りや間伐など施業のやり方によっても大

きな影響を受けると考えられる(図 1)。

このように、自然林と人工林境界部での物理的な環境

変化や種子散布範囲、菌根菌が影響を及ぼす範囲など、

境界効果に関する空間的な情報は集まりつつあるが、境

界効果の及ぶ範囲は広く、この中で生物相互作用を明ら

かにしつつ、複雑な生態的プロセスの全貌を明らかにす

るのは容易なことではない。境界効果の研究を進めるた

めには次のような課題が挙げられる。

1.種子が散布されてから植物が定着するまでの生態的プ

ロセスに未解明の部分が多い。特に、土壌の菌類や食

植動物と植物との生物相互作用、それらが植物の定着

に及ぼす正または負の影響を複合的に明らかにする必

要がある。

2. 急峻な地形が多い我が国では、尾根や谷などの地形で

境界が分かれている例が多い。このため、境界効果と

地形の影響を峻別して評価できるような試験設計や解

析手法が必要である。

3. 我が国における境界効果に関する研究は一回限りの調

査か短期的な調査にとどまっており、生態的プロセス

の解明を阻んで、いる。長期モニタリングは生態学の柱

であるが、代表的な天然林だけでなく人工林の境界域

においても、長期的なモニタリング体制をつくること

が必要で、ある。できれば、皆伐してから人工林が成熟

するまで一貫してモニタリングすることが望ましい。

また、全国各地でそのような試験地を設置し、研究者

が情報交換しながらデータをとっていくことが必要で

ある。

境界効果は境界から人工林内部まで連綿とつながって

おり、林床植生の構造や森林の機能を規定している。今

後境界効果の研究が進んで、、日本の針葉樹人工林が直面
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している様々な課題の解決につながることを期待したい。
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