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論文

北海道の平坦な河畔林における高所作業車および

落葉模型を用いたヤナギ落葉散布範囲の解明

阿部俊夫*.1.倉本恵生2・山野井克己2

河川への落葉供給源となる範囲を明らかにするため，北海道の平坦な河畔林2箇所(赤川河畔林，勇払川河畔林)において

ヤナギ類の落葉移動距離を調査した。高所作業車を用いて高さ 13.5mまでの葉にマーキングしリタートラップで追跡したとこ

ろ，樹冠上部の葉は根元から 15-25mまでの範囲に散布されており，落下高の低い樹冠下部の葉では根元から 5-15mと狭

かった。落葉の散布方向は基本的に風向により決められており，最大散布距離には風の強さと正の相関があった。また，落葉

模型を用いて晩秋~晩春の林床で‘の移動を調べたが，平均移動距離は 0.04-2.15mと極めて短かった。落葉模型の移動方向は

林床付近の強い風(注5m/sまたは注6m/s)の風向分布と関係していた。積雪地域の平坦な河畔林では，林床での落葉移動よ

りも落下時の移動が卓越すると考えられた。

キーワード.落葉移動，河畔林，ヤナギ類，風向，積雪

Toshio Abe， *.1 Shi抱ge帥oKu凹町ramo“to2，Kats叩u叩E町凶E

Using an Aerial Work Platform and Artificia叫ILeaves at Flat Riparian Forests in Hokkaido. J Jpn For Soc 96: 132-140 To eluci-

da旬 thesource area of leaf litter in s仕切ms，we investigated the travel distance of leaf litter企omwillow (Salix spp.)田 esat two flat 

riparian forests in Hokkaido (in Akagawa and Y凶削1).We marked the willow leaves by spray-painting them to an aboveground height 

of 13. 5 m using an aerial work platform， and we surveyed their dispersal with litter仕aps.Leaves of the upper crown were found to 

disperse within 15-25 m from the base of the trunks， whereas leaves of the lower crown were found to disperse within only 5-15 m be-

cause the heights from which they fell were relatively low. Directional differences in dispersal area were related to wind direction during 

the leaf fall season， and there were positive correlations between maximum dispersal distances and wind intensities. Leaf litter 

redistribution on the forest floor was surveyed using artificial leaves from late fall until late spring. The average travel distances of the 

leaves were very short (0.04-2. 15 m)， and the travel directions relate to the directions of s仕ongwinds (苫5m/s or?6 m/s) near the 

floors. Leaf litter travel distance at flat riparian forests in snowy region is considered to depend more on leaf dispersal during leaf fall 

than on redistribution on the floor. 

Key words: leaf litter transport， riparian forest， Salix spp.， wind direction， accumulat巴dsnow 

1.はじめに

河畔林は河川に対して多くの有益な機能を有しており

(中村 1995;崎尾・鈴木 1999).その一つに落葉などの有

機物を河川に供給する機能がある (Fisherand Likens 1973 ; 

Kochi et al. 2004 ;阿部 2006a)。川幅の狭い河川上流域の

渓流においては，落葉は水生昆虫など底生動物にとって極

めて重要な餌資源であり (Cumminset al. 1973 ; Wallace et 

al. 1999). 食物網を通じて魚類など捕食者の生息にも寄与

している (Hicks1997 ;阿部・布川 2005)。底生動物の微

生息場所としても機能することが知られている (Kobayashi

and Kagaya 2004)。落葉の餌資源としての重要性は，河川

規模が大きくなるにつれて低下していくものの (Finlay

2001 ; Vannote et al. 1980). 河口域においても限定的なが

ら落葉は餌資源としての価値を有している(棲井ら 2007)。

また，水系を通じた陸域から海域への炭素などの物質循環

(Hope et al. 1994) という視点でも，河畔林から河川への

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail:ωshioa@fftri.affrc.go.jp 

落葉供給は重要といえる。

河川への落葉供給を維持するためには，落葉の移動距離

から供給源となりうる範囲を特定し，その範囲の河畔林を

保全することが必要である。しかし落葉移動に関して具

体的な移動距離まで明らかにした研究は少ないうえ (Stone

1977 ; Omdorff and Lang 1981 ; Ferrari and Sugita 1996 ; 

Staelens et al. 2003). こういった研究は森林内での物質循

環という視点で河川から離れた山地などの森林で行われて

いることが多い。河川への落葉供給を念頭において落葉移

動距離を調べた研究としては，山地渓流の側岸斜面におけ

る調査事例は若干あるものの(阿部ら 2006b ;船田ら

2007 ;阿部ら 2009).平坦地の河畔林において落葉移動距

離を調べた事例はほとんどない。平坦な河畔林は中下流域

だけではなく，地形の援やかな地域では上流域の小河川に

も存在し(阿部・中村 1996;岸ら 1999;下回ら 2003; 

阿部 2007)，通常はヤナギ類 (Salな spp.) が主要な構成樹

種となっていることが多い(新山 2002)。
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著者らは以前に希な樹種をトレーサーとして落葉の移動

距離を調査したが(阿部ら 2006b)，これは毎木調査デー

タのそろった固定試験地のため可能であったが，任意の河

畔林において高木で希な樹種(葉の形状やサイズが特殊で

はない種)を探し出すのは容易ではない。また，個体数の

多い主要樹種について調査したい場合，このような手法は

利用できず，これまで河畔林や渓畔林において主要樹種の

落葉移動距離を調べた研究はほとんどない。主要樹種につ

いて調べる場合，何らかの手段で葉にマーキングしなけれ

ばならず， Stone (1977) は高さ 15m以上の樹冠層までハ

シゴを掛けて動力散布機で葉に着色を行っているが，高所

までハシゴで登るのは危険をともなううえ，ハシゴの設置

可能な幹や大枝の近くはあまり葉が多くないと思われる。

船田ら (2007) は葉に ICタグを貼り付けて移動を追跡し

ているが，調査対象木の樹高が 7.5mおよび 8.5mとや

や低く，樹冠へのアクセス手段は明示されていない。一

方，森林の林冠調査では，高所作業車が樹冠位置別の多点

測定 (Lindbergand Lovett 1985 ; Bassow and Bazzaz 1997) 

や繊細な実験操作(倉本・津田 2011; Watson and Herring 

2012) を必要とする研究に利用されている。高所作業車

は，樹体を支持体に用いず油圧式の自立ブームで林冠に到

達するため，様々な位置への到達性と移動性が高く，枝葉

も撹乱しない。

そこで本研究では，北海道の 2箇所の平坦な河畔林にお

いて，高所作業車を利用して落葉前の葉にマーキングを行

い主要樹種であるヤナギ類の落葉移動距離を明らかにする

とともに，河畔林内の風向分布との関係についても検討し

た。また，落葉の模型(阿部ら 2009) を利用して，落下

後の林床上での落葉移動についても調査した。

II.研究方法

1.調査地の概要

北海道にある平坦な河畔林から，高所作業車の通行でき

る林道が通じていて比較的林帯幅の広い(林道両側に 30

m以上)2箇所を調査地として選定し(表-1)，それぞれ 1
年ずつ調査を行った。 l箇所で複数年調査しでも，周辺の

地形や気候がほぼ同じため類似の結果となる可能性が高い

が，異なる 2箇所の河畔林を調査地とすることで得られる

情報は増えると考えられる。赤川は日本海側の樺戸郡月形

町に位置する石狩川支流上流域の小河川である(水面幅3

m 前後)。赤川河畔林では幅 120m の谷底面に樹高 12~16

mのヤナギ類やケヤマハンノキ (Alnushirsuta) ，ハルニ

レ (Ulmusdavidiana var. japonica) などが生育し林床に

は高さ1.5 mほどのササ (Sasaspp.)が密生している。一

方，勇払川は太平洋側の苫小牧市に位置する安平川支流で

あり，調査地はこの川の中流域にあたり水面幅 4~5m で

ある。勇払川河畔林では幅 480mの広い平坦地に樹高

10~15m のヤナギ類やケヤマハンノキ，カエデ類 (Acer

spp.) ，シラカンパ (Betulaplatyphylla var. japonica) など

がまばらに生育し林床は高さ1.2 mほどのホザキシモ

表-1.調査地の概要

Summary of the study sites 

Site Akagawa Yufutsu 

River system Ishikari Abira 

Location 43020' 58"N 42042' 48"N 

141038' 41"E 141 0 34' 55" E 

Altitude 44m 22m 

Valley flat width 120m 480m 

Forest vegetation Sa!ix spp.， Salix spp.， 
Alnus hirsuta， Alnus hirsuta、
Ulmus davidiana var. Acer spp.， 
japomca Betula platyphyl/a 
(12-16 m high) var.jαrponzcα 

(10-15 m high 

sparse forest) 

Floor vegetation Sasa spp. Spir，αea sa!icifo/i，α， 
(1. 5 m high bush) Phragmites australis 

(1. 2 m high bush) 

Maximum snow depth 1. 5-2. 0 m 0.5-1. 0 m 

Surveyed tree Salix pet-susu Sa!ix sachalinensis 
(14.5 m high) (12. 3 m high) 

Height of the leaves 9. 5-13. 5 m (upper) 7. 5-12. 3 m (upper) 

marked with spray 6. 0-9. 5 m (Iower) 3.0-7.5 m (lower) 

Distance to the stream 37. 8 m eastward 16. 8 m southward 

Flow direction 191. 5。 96" 

ofthe s廿'eam

Forest road parallel to the stream parallel to由es廿eam

Wind observation site 20 m southeastward 24 m northeastward 

Observation period 2010/10/14-2011/6/1 2011/1017-2012/6/5 

ツケ (Spiraeasalicifolia)， ヨシ (Phragmit，ω australis)，オ

オアワダチソウ (Solidagogigantea var. leiophylla)などに

覆われている。冬期の最大積雪深は赤川河畔林で1. 5~

2.0m，勇払川河畔林で O.5~ 1. Omである。

両調査地とも河川!と平行に林道(路肩を含め幅 4.5~5. 0 

m)が通っており，林道協に生育するヤナギ類樹木 1個体

を調査対象として選択した。赤川河畔林は樹高 14.5mの

エゾノキヌヤナギ (Salixpet-s山 u)，勇払川河畔林は樹高

12.3mのオノエヤナギ (Salixsachalinensis)である。赤

川河畔林では調査対象木から東へ 37.8mに河川があり，

ほぼ北から南へ流れている。勇払川河畔林では南へ 16.8

m の位置に河川があり，ほぼ西から東へ流れている。な

お，勇払川河畔林のオノエヤナギでは，東側に隣接する樹

高約 10mのミヤマザ、クラ (Prunusmぽ imowiczU) とミズ

ナラ (Quercuscrispula)が樹冠を接していた。

2. マーキングした落葉の散布範囲の観測および落下速

度の計測

葉のマーキングは，最大作業床高さ 12mの高所作業車

に乗って手の届く葉すべてにスプレー塗料を用いて行っ

た。実作業ではブームを斜めに伸ばすため高さ 12m未満

となるが，上に人聞が立ち腕を伸ばせば高さ 13.5m前後

まではマーキング可能である。また，マーキングによる調

査の場合，樹冠の部位によって色を変えることができると

いう利点もある。本研究では，着葉位置の高さにより散布

距離がどう異なるかを調べるため，樹冠上部と下部でスプ

レー塗料の色を変えた。色分けの境界は池上から目視して
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樹冠のほぼ中央と思われる箇所とし，赤川河畔林のエゾノ

キヌヤナギは高さ 9.5m 勇払川河畔林のオノエヤナギは

高さ 7.5mとした(表-1)。塗料には落葉期の林内にあま

りない青色と白色を用い，できるだけ厚塗りしないように

着色した。この作業は落葉期直前の無降雨時に行った (10

月上~中旬)。

落葉移動には，葉が樹冠から落下する際の移動と林床で

の再移動の 2プロセスがあり(阿部ら 2006a， b， 2009)， 

落下時の移動はどのような森林でも風に応じて起こる普遍

的現象と考えられる。落下時の移動については，リタート

ラップ (0.5m2の円形)を調査対象のヤナギから約 5m

おきに距離 30mまで配置して観測した。山地渓流の側岸

斜面の場合は最大傾斜方向への落葉移動がもっとも重要で

あり(原則的に最大傾斜方向に川があり，落葉も傾斜方向

へ移動しやすいため)，著者らも以前の研究で最大傾斜方

向についてのみ調査を行っているが(阿部ら 2006b， 

2009)，平坦地の場合は河畔林内の樹木からみた河川の方

向はさまざまなため， 1方向のみの調査では不足であり，

少なくとも 4方位についての調査が必要と考えられる。そ

こで， トラップの配置方向は，林道沿い(川に平行)とそ

れに直角な方向の 4方向とした(おおよそ東西南北とな

る)。観測期間は赤川河畔林では 2010 年 10 月 14 日 ~11

月 18 日，勇払川河畔林では 2011 年 10 月 7 日 ~11 月 7 日

であり，原則として 1週間おきにトラップ内の落葉を回収

し，着色された葉の枚数を調べた。なお，林床の大部分は

林床植生が密生しており歩行やトラップ設置が困難なた

め， トラップ配置方向に関しては事前に刈り払いを行っ

た。

さらに，スプレー塗料が散布距離に及ぼす影響を確認す

るため，着色された葉とされていない葉について落下時の

移動に関わる葉の落下速度を阿部ら (2006b) と同様の方

法で計測した。すなわち，屋内の無風条件下で高さ 7m

より風乾状態の葉を落下させ，高さ 4mから床までの所

要時間をストップウォッチで計測した。計測に用いた落葉

はリタートラップで回収したサンプルから無作為に抽出し

た。枚数は着色あり各 100枚，着色なし各 60枚である。

3.林床での落葉模型の移動調査

林床における落葉移動は，積雪がない場合，晩秋から翌

春にかけての冬期間に活発である (Boemerand Kooser 

1989 ;阿部ら 2006a)。これは，樹冠に葉がないため林内

の風が強く(阿部ら 2008)，空気も乾燥しており，草本が

枯れてなくなっているためと考えられる。当初，融雪後に

林床上での落葉分布を調査する予定であったが，落葉期の

終わりまでに風雨によって落葉の塗料がかなり落ちてしま

い翌春の調査は困難と判断された。そこで，阿部ら (2009)

と同様に，防水紙で、作成した落葉模型を用いて林床での落

葉移動を調べる方法を採用した。阿部ら (2009)はブナ

(Fagus crenata)型の落葉模型のほか，着色した 9樹種の

落葉の移動速度を調査しており，そのなかにオノエヤナギ

落葉も含まれる。調査地によって林床での落葉の移動しゃ

すさは大きく異なるが，ブナ型模型の移動速度を 1とした

場合の他の落葉の移動速度(速度比)を用いれば，異なる

調査地であっても樹種による移動速度の違いを比較するこ

とが可能と考えられる。本研究では，エゾノキヌヤナギ落

葉をモデルとした模型のほか，阿部ら (2009) と結果を比

較するためにブナ型落葉模型も作成し(各 30枚)，林床の

l地点(直径 0.7mの円内)に設置した。おおよその大き

さは，ヤナギ型が長さ 0.085m，幅 0.015m，ブナ型が長

さ0.085m，幅 0.045mである。なお，ヤナギ落葉の形状

や大きさはエゾノキヌヤナギもオノエヤナギもほぼ同様で

あった。落葉模型の材料や制作方法については阿部ら

(2009)を参照されたい。落葉模型の設置箇所は，後述す

る風向・風速観測タワーのごく近傍であり，タワーを中心

として直径 10mほどの林床植生を刈り払つである。他の

箇所では密生した林床植生のため調査が行いにくいこと，

移動距離を風速データと対比する際に設置箇所が近い方が

よいために，このような設置とした。落葉模型は落葉期の

終わりに設置し翌春の開葉期に個々の模型の位置を測量

した(赤川河畔林は 2010年 11月12日~翌年6月1日;

勇払川河畔林は 2011年 11月7日~翌年 6月5日)。また，

林床が積雪に覆われている期間を調べるため，自動撮影カ

メラ (brinno社， Garden Watch Cam) をタワー近くに設置

し3時間おきに林床を撮影した。

4.林内での風向・風速の観測

落葉移動を引き起こす主要な営力として河畔林内で風の

観測を行った。樹冠層まで届く高さ 11mのタワーを，調

査対象のヤナギから 20mほど離れた河畔林内のギャップ

に設置し(表-1)，4高度(高さ 11m， 7. 7 m， 4. 3 m， 1 

m)で5秒ごとに風向・風速の瞬時値を計測した。本研究

では，落下時の移動については高さ 11m， 7. 7 m， 4.3 m 

の風を，林床での移動については林床に近い高さ 1mの

風を参照した。高さ以外のタワーの構造や観測機器に関し

ては阿部ら (2008) とほぼ同様である(ただし風向も 4

高度すべてで計測した)。冬期に関しては，積雪による機

器の破損を防ぐため，高さ 1mの風向・風速計を予想さ

れる最大積雪深以上の高さまで移動した。

風データは，風向を 16方位で表し，一定風速以上の風

について風配図を作成した(原則として値は%頻度で表し

た)。また，リタートラップ配置方向への風の強さを表す

ために，その方向 (16方位 l方位分の角度範囲)に吹い

た風の風速合計を全観測データ数(風速 Om/sも含む全方

位の風のデータ数)で除した指標を計算した。この指標は

平均風速に似た考えであるが，風速 Om/sのデータについ

て風向を定義できないため，ある観測期間中の全風速デー

タ数を分母としている。

III.結果

1.落下時の落葉散布範囲

落下時のヤナギ落葉の散布範囲は，両調査地とも着葉高

および方位により異なっていた。着色された落葉の枚数は
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7.7m (樹冠下部)では南東および南西の風が多く，高さ

4.3m (樹冠層より下)では東南東の風が卓越していた

(図-3)。いずれの高度でも西~北北西の風は極めて少な

かった。一方，樹木のまばらな勇払川河畔林では高度によ

る風向の大きな違いはなく，南よりの風(南東~西南西)

が卓越し北よりの風は少なかった(図-3)。また風の頻

度は，勇払川河畔林では高い位置ほど多かったが，赤川河

畔林では高度による明瞭な違いは認められなかった。

葉の平均落下速度は，赤川河畔林のエゾノキヌヤナギに

ついては着色のあり・なしとも 2m/s前後で有意な差は認

められなかったが，勇払川河畔林のオノエヤナギでは着色

ありが 2.06m/s，着色なしが1.85 m/sと着色していない

葉の方がやや遅かった(表ー2)。

3.落葉の最大散布距離と風速との関係

リタートラップを配置した4方向について，各調査期間

に樹冠上部のヤナギ落葉が入ったもっとも遠方のトラップ

の距離とその方向への風の強さ(各方向の風速合計を総

データ数で除した指標)との関係を調べた。落葉の最大散

布距離と風の強さには正の相闘が認められ，風の強い期間

および方向ほど落葉が遠くまで散布される傾向があった

(図-4)0Spearmanの順位相関係数pは， 3高度すべての風

データを用いて風の強さを求めた場合(図-4(A))，赤川

河畔林で 0.65，勇払川河畔林で 0.60，高さ 11mの風デー

タだけを用いた場合は(図-4(B))，赤川河畔林で 0.67，

平坦な河畔林のヤナギ落葉散布範囲

距離が離れると急激に減少し散布範囲の辺縁では落葉期

全体でもトラップに入る落葉が 1~2 枚であったため， ト

ラップ当りの落葉枚数が2枚以下 (1m2当り 4枚以下)と

なる距離を調べたところ，赤川河畔林のエゾノキヌヤナギ

は樹冠上部の葉で根元から 15~25 m，樹冠下部の葉では

5~15m であり，上部の葉の方が散布範囲は広かった

(図-1)。勇払川河畔林のオノエヤナギでも，樹冠上部の葉

で根元から 15~20mであるのに対し樹冠下部の葉は

10~15m であった(図-2) 。

方位による違いについてみると 赤川河畔林では樹冠上

部の葉は北側への散布範囲が広く(距離 25m)，東側への

散布範囲は狭かった(距離 15m)。樹冠下部の葉でも東側

の散布範囲は狭かったが(距離 5m)，他の 3方位の散布

範囲は同程度であった(距離 15m)。勇払川河畔林では樹

冠上部の葉は北側および、西側への散布範囲が広く(距離 20

m)，南側と東側へは狭かった(距離 15m)。樹冠下部の

葉は東側への散布範囲が狭く(距離 10m)，他の 3方位は

同程度であった(距離 15m)。なお，マーキングした落葉

が入ったもっとも遠方のトラップは，樹冠上部の葉につい

ては北側 25m，樹冠下部の葉については北側 20mのもの

であった。

2.落葉期の風向分布および葉の落下速度

落葉期の風向は，赤川河畔林の高さ 11m(樹冠上部)

では南南西の風，次いで北北東の風が多かったが，高さ
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図-2.勇払川河畔林におけるオノエヤナギの落葉散布状況

Leaf litter disp巴rsalof Salix sachalinensis in the riparian forest at 

the Yufutsu River. 
The number of leaves is the sum for the leaf fall season. 
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図-1.赤川河畔林におけるエゾノキヌヤナギの落葉散布状況

Leaf litter dispersal of S，αlix pet-susu in th巴 riparianforest at 

Akagawa Creek. 
The number of leaves is the sum for the leaf fall season. 
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図 4.樹冠上部の葉の最大散布距離と風の強さとの関係

Relationships between maximum dispersal distances of upper leaves 

and wind intensities 

(A) Wind data at all three he凶ltswere used， (B) Wind data at only the ll-m 
height were used 

0.05 0.1 0.15 0.2 

Sum of wind speed to specific direction 

/ number of all wind data 図 3.落葉期の河畔林内における風向分布

Wind roses for the riparian forests during the leaf fall season. 

Values indicate wind data exceeding O. 5 m/ s as a share of the total data N 

(606413 in Akagawa; 537384 in Yu白tsu)，expressed as a percent. Arrows indi-

cate the river flow directions 

ー--7.7m 己 11竺

り，移動のなかった模型については省略している。赤川河

畔林では移動はわずかであり 比較的移動の活発なブナ型

でも最大移動距離は数m程度に止まった。平均移動距離

はヤナギ型 0.04m.ブナ型 0.23mであった。勇払川河畔

林では，赤川河畔林より移動は活発であったものの，模型

の移動距離は 5~6m の範囲に止まっていた。距離 5m 前

後は刈り払い範囲の辺縁にあたり，もっとも移動したブナ

型模型4枚は密生した林床植生のなかで停止していた。平

均移動距離はヤナギ型 0.74m，ブナ型 2.15mであり，移

動方向は北西や北東が多かった。ブナ型模型の移動距離を

lとした場合，ヤナギ型の移動距離は平均で 0.26であっ

た。なお，行方のわからなくなった落葉模型は，赤川河畔

林では O枚であり，勇払川河畔林でもヤナギ型 l枚，ブナ

型2枚と少なかった。

5.積雪期間および林床付近の風

自動撮影カメラの林床画像より，根雪の期間は赤川河畔

林で2010年 12月7日午前~翌年4月28日午前(142.5日

間)，勇払川河畔林で2011年 12月3日午後~翌年4月14
日午前 (133日間)と解析された。根雪前の一時的な積雪

表-2 着色した落葉としない落葉との落下速度の違い

Differences between painted leaves and unpainted leaves. 

Sαlix pet-susu S，αlix sachalinensis 
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勇払川河畔林で0.53である(いずれも p<O.Ol)。特に遠

方の散布に限れば. 3高度すべての風を用いるよりも，樹

冠上部に相当する高さ 11mの風の強さと散布距離の対応

が良好で、あった。

4.林床での落葉模型の移動

翌春の開葉期 (6月上旬)における落葉模型の位置を

図-5に示した。いずれも図の原点が模型の設置位置であ
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図-5.林床における落葉模型2種の移動状況

Transport of the two types of artificial leaves on the forest floor. 
Thirty leaves for each type. Leaves that did not move are not shown in the 
graphs. 

も合わせれば，積雪期間は赤川河畔林で 150.5日間，勇払

川河畔林で 133.5日間であった。また，融雪後の林床には

草本が生えてくるが，赤川河畔林では 5月下旬にはエゾ

ニュウ (Angelicaursina)やオオハナウド (Heracleumla-

natum) などの草本によって林床の半分以上が覆われた。

勇払川河畔林では 5月中旬にフキ (Petasitesjaponicus)な

どの草本によって林床の半分以上が覆われた。落葉模型の

設置期間は赤川河畔林で 201日間，勇払川河畔林で 211日

間であるが，積雪期間と林床の半分以上が草本に覆われた

期間を除外すると，赤川河畔林で 39日間，勇払川河畔で

52日間しかない。

この期間内に林床付近で吹いた 5m/s以上および6m/s

以上の風向分布を図-6に示した(きわめて少ないため，

値は%ではなく頻度で表した)0 5 m/s以上の風について

は，赤川河畔林では全方位合わせて 64回 (0.048%) あ

り，東南東~南の風が多かった。勇払川河畔林では全体で

40回 (0.023%) あり，西南西や南南東の風が多かった。

6m/s以上の風は，赤川河畔林では東南東(東~南東)の

風が多く，ほかに南，北~北北東，北西の風もあった(全

体で 10回， 0.008%)。勇払川河畔林では 6m/s以上の風

は3回のみであった(南西，北北西，南南東)。こういっ

た強い風は，赤川河畔林で根雪前の晩秋に集中しており

(5m/s以上は 92.2%，6m/s以上は 100%)，春の融雪後

に強い風が吹くことはほとんどなかった。勇払川河畔林で

は5m/s以上の強風のうち 55.0%が晩秋に，残りは春に
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図-6.林床で落葉移動が可能な期間の高さ 1mにおける強風の

風向分布

Wind roses for s仕ongwinds at 1-m height during the period when 

leaves were able to move on the forest floor. 
Values indicate the wind frequencies. For the Yufutsu riparian forest， data for 
winds exceeding 6 m/ s are not shown， because they are very few 

観測された。なお，赤川河畔林では，根雪前の 11月 26日

に風向・風速計を 2m以上の高さに移動したため，図-6

の解析では 11月26日から根雪までのデータを除外しであ

る(日数は 33.5日間となる)。

IV.考察

1.落葉散布範囲に対する風および落下高の影響

風は落葉の散布距離に影響を及ぼすと考えられるが

(Staelens et al. 2003 ;阿部 2006b)，これまで風の影響に

ついては必ずしも十分に検討されてこなかった。特に散布

方向と風向分布の関係は 実際に森林内で風を観測してい

る研究が少なく，ほとんど調べられていなしミ。森林生態学

の分野では風向の影響を無視して種子や落葉が同心円状に

散布されると仮定した研究も多い (Wilson1993 ; Ferrari 

and Sugita 1996 ; Tanaka et al. 1998) 0 Staelens et al. (2003) 

は指数関数モデルをベースに主風向に対しより広く落葉が

散布されるよう改良を行っているが，風データは 30km

離れた気象観測所のもので落葉散布と風向の詳細な検討ま

で、は行っていない。阿部ら (2006b) は，林内で風観測を
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行い，簡単な物理モデルを使い風速分布と落葉散布につい

て検討しているが，落葉散布調査が斜面の最大傾斜方向の

みであるため，面的にみて風向分布に応じた落葉散布と

なっているかまでは不明である。本研究の結果をみると，

落葉期全体でのヤナギ落葉の散布方向や散布範囲は原則と

して風向分布と対応しているように思われた(図-1~3) 。

すなわち，風の多く吹く方向に対しては落葉散布範囲が広

く(両調査地とも北側への散布が広い)，風の少ない方向

に対しては散布範囲が狭くなっている(赤川では東側，勇

払川では南側への散布が狭い)。また，個々の調査期間に

ついてみても，落葉の最大散布距離は風の強く吹く方向，

期間ほど長くなると考えられた(図-4)。これらのことか

ら，落葉期の風は，落葉の散布範囲の広さだけではなく，

散布される方向に対しでも大きな影響を及ぼしているとい

える。

ただし落葉散布範囲には，風以外の影響もあるように

思われた。林道沿いに吹く風は河畔林内で観測された風よ

りも強いと推察されるが 東西方向に林道がある勇払川河

畔林の場合，東よりの風は多くないものの西側への落葉散

布範囲が広く，反対に東側については，隣接する 2本の樹

木に遮られて散布が狭くなったと思われた。このように，

林道に沿った散布や樹冠を接する他個体がある場合では，

風データから予想されるような落葉散布とはならない可能

性もある。

また，阿部ら (2006b)は葉の落下速度が同程度の場

合，高い位置にある葉ほど林床に到達するまでの滞空時間

が長いため，より遠方へ移動すると考えてモデル計算を

行ったが，実際の落葉散布調査では樹高 18mのクリより

15mのクリの方が散布範囲は広く (2個体の調査方向が

異なり，斜面により風況も異なるためと推察された)，落

下高と散布距離について検証はできなかった。本研究の結

果，樹冠上部の葉の方が下部の葉より散布範囲は広く，こ

の仮定が正しいことが確認された。なお，葉の落下速度は

マーキングでわずかに速まる傾向があったが，落葉散布範

囲に与える影響は大きなものではないと考えられた。たと

えば，勇払川河畔林のオノエヤナギでは，葉の落下高を

10mとした場合，葉の平均滞空時間(落下高/平均落下速

度)は着色ありで4.85s，着色なしで 5.41sとなり，着色

しない葉の方が0.56s長いが もし落下時に 4m/sのや

や強めの風が吹いたとしても移動距離は 2.2m(4m/sx 

0.56 s)延びる程度と予想される。

なお，落葉散布範囲を判断する指標として，どのような

値が適切かについては議論の余地がある。種子は l個の散

布でも繁殖上メリットはあるが (Tanakaet al. 1998)，落

葉の場合は，水生生物の餌資源や物質循環上の重要性を考

えると極端に低密度の散布は意味がないと考えられる。本

研究のなかでは，散布距離と風の強さの関係を調べるため

に最大散布距離も用いたが，むしろ落葉期全体での落葉数

が一定数(たとえば 1m2当り 4枚以下)となる距離を目

安とする方が望ましい。しかし何枚(もしくは何g)で

あれば資源として有効かは解明されておらず，代替手段と

して累積落葉数の割合が90%や 95%となる距離を指標と

することも考えられる (Ferrariand Sugita 1996 ; Staelens et 

al. 2003 ;阿部ら 2006b)。この場合，同じ 90%ラインで

も個体の葉量(樹冠全体の葉の枚数)によっては単位面積

当りの落葉枚数が大きく異なることに留意しなければなら

ない。

2.林床での落葉移動に対する積雪と林床植生，風向の

影響

本調査地はいずれも地形が平坦で林床植生が密生してい

るが，林床での落葉移動は林床植生の被度が高く，斜面傾

斜の緩い箇所では起こりにくいと考えられる(阿部ら

2009)。落葉模型の設置箇所については直径 10mほどの林

床植生を刈り払ったが，それにも関わらず落葉模型の移動

は不活発であった(図-5)。岸ら (1999)は北海道の平坦

な河畔林を有する小河川において河畔林からの落葉供給量

を調査しているが， 72%が河川への直接落下であり，林

床からの供給は 9%に過ぎなかったと報告している(残り

は上流からの流入)。この研究では融雪後の調査が行われ

ていないため，林床からの供給量はやや過小評価と思われ

るが，本研究と類似した河畔林に関しては林床の落葉移動

は不活発で、あると推察される。積雪地域においては，林床

の落葉移動は秋および春の融雪後に起こることが知られて

いるが (Leeet al. 1999)，積雪期間中は，落葉が林床に押

さえつけられ，風を受けることもできないと考えられる。

本研究の調査地では，積雪期間と草本の繁茂する期間を除

けば落葉移動の可能な期間は 1カ月半程度しかなく，雪の

少ない北関東で 3~4 カ月間移動可能で、ある(阿部ら 2006

a， 2009)のに比べると極めて短い。なお，赤川河畔林で

の落葉模型の移動は特に不活発であったが(図-5)，これ

は落葉移動の可能な期聞が勇払川河畔林より約 2週間短い

こと，密生したササの梓を地際まで完全には刈り払えな

かったことが理由と考えられた。

林床上での落葉移動の活発さには，落葉の受風面積(葉

サイズに関係)が影響することが知られており(船田ら

2007) ，山地斜面での実験ではコナラやイヌブナなどの中

型葉に比べてオノエヤナギやサワグルミ小葉などの小型葉

は移動が遅かった(阿部ら 2009)。本研究の結果もこれら

の報告と矛盾しない。オノエヤナギ落葉のブナ型模型に対

する移動速度比は 0.11(阿部ら 2009)，本研究のヤナギ

型模型の速度比は 0.26であるが，両者とも移動速度はか

なり遅く，大きな違いはないと思われる。

風は地表面に近づくほど弱くなるが，さらに林床上では

地表面のわずかな凹凸や林床植生，堆積リターなどのた

め，落葉が風を受けにくくなると考えられる。船田ら

(2007) によると，林床における落葉の移動方向は重み付

けされた平均最大風速の方位分布に強く影響されたとい

う。すなわち，林床での落葉移動では，弱い風は移動に寄

与せず，まれに吹く強い風でのみ移動が起こると考えられ

る。赤川河畔林の場合，落葉模型の移動方向は風速 5m/s
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以上の風向分布とはあまり対応しないものの， 6m/s以上

の風とは比較的合致しており 勇払川河畔林では 5m/s以

上の風向分布と合致しているように思われた。風速 5m/s

以上の風は両調査地ともめったにない極めて強い風である

が，赤川河畔林では，地際に残ったササの惇などによる移

動阻害があるため，落葉移動には勇払川河畔林よりもさら

に強い風が必要であったものと考えられる。こういった強

風は，勇払川河畔林では晩秋と春の両方で発生し，両時期

とも落葉移動が起こったと推察されるが，赤川河畔林では

強風は晩秋に集中しており，落葉移動も晩秋に起こったも

のと推察される。

3.傾斜地における遣い

本研究では平坦な河畔林に着目したが，山地渓流のよう

に川岸から斜面になる場所も多い。このような傾斜地では

平坦地とは異なる落葉移動プロセスがあると考えられる。

まず，樹冠から葉が落下する際の移動については，平坦地

では葉の落下高は平均的には樹冠中央の高さとなるが，斜

面上の樹木の場合，川へ向かう方向が通常は最大傾斜方向

となるため，根元から離れるほど落下高が高くなる(阿部

ら 2006b)。このため，平坦地に比べて落葉散布距離は長

くなると考えられる。

林床での落葉移動については，落葉が斜面下方へ移動す

ることは多くの研究で明らかであり(たとえば， Omdorff 

and Lang 1981 ; Boemer and Kooser 1989 ; Lee et al. 1999)， 

斜面傾斜が急なほど落葉移動は活発なことが報告されてい

る (France1995 ;阿部ら 2009)。傾斜地の場合，重力の

作用が加わるため，平坦地よりも落葉は移動しやすいと考

えられ，急傾斜地では土砂移動にともなう移動も予想され

る。さらに，透水性の低下した林地斜面などでは降雨時に

発生する地表流によって落葉などのリターが移動すること

もある (Tsukamoto1991 ;古揮ら 2003)。本研究と同じ北

海道でも，急傾斜の側岸斜面を有する源頭部の小渓流で

は，渓流へのリターフォール量を上回るリターが林床から

供給されることが報告されている (Kochiet al. 2009)。

なお，本研究で用いた高所作業車による葉のマーキング

手法は，原則的には路肩のしっかりした水平な林道があれ

ば平坦地以外にも適用可能で、ある。たとえば，山地渓流の

側岸斜面に等高線に沿って林道があるケースが考えられ

る。ただし傾斜にもよるが車両の重みで谷側の路肩が崩

れる危険があるため，安全に高所作業が可能であるかは慎

重に判断する必要がある。

V.おわりに

本研究では樹高 10数mのヤナギ類樹木を対象に調査を

行ったが，この高さは北海道における高木性ヤナギ類の一

般的な樹高 (10-15m) に近く(佐藤 1990)，北海道の平

坦な河畔林においては樹種，樹高ともに代表的な個体で

あったと考えられる。一方，河畔林の主要樹種でもハルニ

レやケヤマハンノキは樹高 20m以上に成長し，ヤナギ類

のなかにもシロヤナギ(Salixjessoensis )やエゾヤナギ(Salix

rorid.α)のように樹高 20mに達する樹種がある(長坂

1996)。単に現時点の落葉散布範囲を明らかにするだけで

はなく，河畔林樹木の成長にともなう落葉散布範囲の変化

についても検討するのであれば，モデルを用いたシミュ

レーションを行うことが望ましい。著者らは以前の研究

で， Greene and Johnson (1989) のモデルを改良し落葉散

布の推定を行ったが(阿部ら 2006b)，これらは 1次元モ

デルのため，特定方向への散布推定は可能であるものの，

面的な推定は困難である。本研究により落葉の散布範囲は

風の影響を受けて方位ごとに異なることが明らかであり，

平坦な河畔林においては樹木の落葉散布推定のために面的

推定の可能な 2次元の落葉散布モデルが必要と考えられ

る。

また，今後，林分や林帯レベルで河畔林の落葉散布を評

価しようとする際にも， 2次元モデルにより XY平面上の

任意点における落葉散布数が推定できれば，複数樹木の計

算結果を重ね合わせるうえで都合がよい。ただし実際に

林分・林帯レベルでの評価を行うには，原則として毎木調

査(樹種， XY座標，樹冠中央の高さなど)が必要であ

り，すでにデータのそろっている固定試験地以外では容易

ではない(固定試験地でも樹高デ}タがない場合もある)。

簡易な方法として，一斉林や二段林のような単純な林分構

造を想定した仮想、のモデル森林を作成してシミュレ}ショ

ンを行う (Greeneand Johnson 1996) ことも選択肢として

考えられる。

なお，林床での落葉移動は，本調査地と条件の似た河畔

林であれば不活発と予想されるが，平坦地であっても積雪

期聞が短く林床植生の少ない場所では無視できない可能性

がある。特にヤナギより葉の大きい樹種(たとえばケヤマ

ハンノキ，ハルニレなど)では，落葉が風を受けやすく移

動距離も長いと予想される。阿部ら (2009) は林床でのブ

ナ型落葉模型の移動に関する経験的モデルを提案している

が，このモデルは傾斜地を想定した l次元モデルであり，

計算には林床付近での風の観測も必要となる。林床での落

葉移動距離を調べるのであれば，本研究のように，その河

畔林の主要樹種の落葉模型を作成し，それらの移動を追跡

する方法が容易かっ確実と考えられる。

本研究を行うにあたり，月形町役場，苫小牧市役所，胆振東部森

林管理署の関係各位には調査地の設定で大変お世話になった。北海

道立総合研究機構林業試験場の長坂有氏には調査地の選定に関して

有益な情報をいただいた。また，森林総合研究所北海道支所の相津

州平氏，高橋正義氏(現森林総研森林管理研究領域)，溝口康子氏，

土谷直輝氏，伊藤江利子氏，相i宰利和氏(現農研機構北海道農業研

究センター)，室谷邦彦氏，佐藤孝一氏，神田光紀氏にはタワー設

営・撤収や樹冠へのマーキング，林床の刈り払いなどの作業を手

伝っていただいた。これらの方々に感謝の意を表します。なお，本

研究は科学研究費補助金(課題番号 22580171)の助成を受けて行わ

れた。

引用文献

阿部俊夫 (2007)小流域における渓畔林の喪失とサクラマス幼魚の



140 阿部・倉本・山野井

生息環境悪化. 日林誌 89:85-91 
阿部俊夫・中村太士 (1996)北海道北部の緩勾配小河川における倒

流木による淵およびカバーの形成. 日林誌 78・36-42
阿部俊夫・布川雅典 (2005)春期の渓流における安定同位体を用い

た食物網解析. 日林誌 87:13-19 
阿部俊夫・布川雅典・藤枝基久 (2006a)森林からの有機物供給と渓

流生態系.水利科学 292:1-23 
阿部俊夫・坂本知己・延庚竜彦・壁谷直記・萩野裕章・田中 浩

(2008)小川群落保護林における風向・風速の観測資料 (2003
年 11月-2006年4月).森林総研研報 409:245-266 

阿部俊夫・坂本知己・田中 治・壁谷直記・延贋竜彦・萩野裕章

(2009)落葉模型を用いた林床における斜面下方への落葉移動距

離の推定. 日;林誌 91:104-110 
阿部俊夫・坂本知己・田中 浩・延庚竜彦・壁谷直記・萩野裕章

(2006 b)モデルによる河畔域の落葉散布パターンの評価 応用

生態工学 8:147-156 
Bassow SL， Bazz耳zF A (1997) Intra-and inter-specific variation in 

canopy photosynthesis in a mixed deciduous forest. Oecologia 109・
507-515 

Boemer REJ， Kooser JG (1989) Leaf litter redistribution among forest 

patches within an Allegheny Plateau watershed. Landscape Ecol 2: 
81-92 

Cummins KW， Petersen RC， Howard FO， Wuycheck JC， Holt VI (1973) 
The utilization of leaf litter by stream detritivores. Ecology 54: 336-
345 

Ferrari JB， Sugita S (1996) A spatially explicit model of leaf lit町制1in 

hemlock-hardwood forests. Can J For Res 26: 1905-1913 
Finlay JC (2001) Stable-carbon-isotope ratios of river biota: implications 

for energy flow in lotic food webs. Ecology 82: 1052-1064 
Fisher SG， Likens GE (1973) Energy flow in Bear Brook， New Hamp-

shire: an integrative approach to s仕eamecosystem metabolism. E∞l 
Monogr 43: 421-439 

France RL (1995) Empiric拘 ωtimatingthe 1蹴 raltransport of riparian 

leaf litter to lakes. Freshw Biol 34: 495-499 
船田晋・吉村千洋・石平博・竹内邦良 (2007)ICタグによる個

体識別技術を用いた落葉動態観iDIJ.水工学論文集 51:1159-1164 
古浮仁美・宮西裕美・金子真司・日野輝明 (2003)ニホンジカの菜

食によって林床植生の劣化した針広混交林でのリターおよび土

壌の移動 日林誌 85:318-325 
Greene DF， Johnson EA (1989) A model of wind d叩 ersalof winged or 

plumed seeds. Ecology 70: 339-347 
Gr，官eneDF， Johnson EA (1996) Wind dispersal of seeds仕oma forest 

into a cle唖ring.Ecology 77: 595-609 
Hicks BJ (1997) Food webs in forest and pasture streams in the Waikato 

region， New Zealand: a study based on analyses of stable isotopes of 

carbon and nitrogen， and fish gut contents. NZ J Mar Freshw Res 31: 
651-664 

Hope D， Billett MF， Cresser MS (1994) A review of the export of carbon 

in river water: fluxes and processes. Environ Pollut 84: 301-324 
岸千春・中村太士・井上幹生 (1999)北海道南西部の小河川幌内

川における落葉の収支及び滞留様式.日生態誌 49:11-20 
Kobayashi S， Kagaya T (2004) Li悦 rpatch typ凶 determinemacroinverte-

brate assemblages in pools of a Japanese headwater s仕eam.J North 

Am Benthol Soc 23: 78-89 
Kochi K， Mishima Y， Nagasaka A (2009) Lateral input of particulate or-

ganic matter企ombank slopes surpasses direct litter fall in the upper-

most reaches of a headwater s仕eamin Hokkaido， Japan. Limnology 
11・77-84

Kochi K， Yanai S， Nagasaka A (2004) Enegy input合oma riparian forest 

into a headwater stream in Hokkaido， Japan. Arch Hydrobiol 160: 
231-246 

倉本恵生・津田吉晃 (2011)カバノキ属の交雑による遺伝子流出ー

遺伝子組換えカバノキは北海道のカンバ類と交雑するか?一.

北海道の林木育種目:5-9 
L∞D， Yoo G， Oh S， Shim JH， Kang S (1999) Significance ofaspect and 

understory type to leaf litter redis位ibutionin a temperate hardwood 

forest. Korean J Biol Sci 3: 143-147 
Lindberg SE， Lovett GM (1985) Field measurements of particle dry 

deposition rates to foliage and inert surfaces in a forest canopy. Envi-

ron Sci Technol 19: 238-244 
長坂有 (1996)河畔に生えるヤナギ類.光珠内季報 101:12-17 
中村太士 (1995)河畔域における森林と河川の相互作用.日生態誌

45: 295-300 
新山馨 (2002)河畔林. (水辺林の生態学.崎尾均・山本福蕎

編，東大出版会). 61-93 
Omdorff臥， Lang GE (1981) Leaf litter redistribution in a West Vir-

ginia hardwood forest. J Ecol 69: 225-235 
崎尾均・鈴木和次郎(1999)水辺林の構造と機能. (渓流生態砂防

学.太田猛彦・高橋剛一郎編，東大出版会). 16-26 
棲井泉・柳井清治・伊藤絹子・金田友紀 (2007)河口域に堆積す

る落ち葉を起点とした食物連鎖の定量評価.北水試研報 72:37 
45 

佐藤孝夫 (1990)北海道樹木図鑑.亜璃西社

下田和孝・小林美樹・工藤 智・船岡輝幸 (2003)ホマカイ川にお

ける倒流木と魚類の生息密度との相互関係.道水産鮮化場研報

57: 37-43 
Staelens J， Nachtergale L， Luyssaert S， Lust N (2003) A model of wind-

influenced leaf litterfall in a mixed hardwood forest. Can J For Res 

33: 201-209 
Stone DM (1977) Leaf dispersal in a pole引zemaple stand. Can J For 

Res 7: 189-192 
Tanaka H， Shibata M， Nakashizuka T (1998) A mechanistic approach for 

evaluating the role of wind dispersal in甘巴epopulation dynamics. J 

Sustain For 6: 155-174 
Tsukamoto J (1991) Downhill movement of litter and its implication for 

ecological studies in three types of forest in Japan. Ecol Res 6: 333 
345 

Vannote RL， Minshall GW， Cummins KW， Sedell JR， Cushing CE 

(1980) The river continuum concept. Can J Fish Aquat Sci 37: 130-
137 

Wallace JB， E銘出 SL，Meyer JL， Webster JR (1999) Effects of resoぽ ce

limitation on a detrital-based ecosystem. Ecol Monogr 69: 409-442 
Watson DM， Herring M (2012) Mistletoe as a keystone resou陀 e:an ex-

perimental test. Proc Biol Sci 279: 3853-3860 
Wilson MF (1993) Dispersal mode， seed shadow， and colonization pat-

tems. Vegetatio 107/108: 261-280 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

