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北海道におけるブナの潜在生育域と分布北限個体群の実態

田中信行1.2. *・井関智裕3・北村系子1・斎藤 均4

津山幾太郎1.中尾勝洋1・松井哲哉I

1森林総合研究所・ 2東京農業大学・ 3東京植生研究会・ 4黒松内町ブナセンター

ブナの分布北限の成立理由について8つの仮説があるが，気候決定仮説と北進仮説に大別できる。ブナの優占林
と個体の分布全域の分布予測モデルによると，ブナの分布の北限・上限は冬期の寒さで，南限・下限は生育期の熱
量で，優占度は積雪で，おもに規定されている。また，北海道の北部・東部の地域は，ブナ林には寒冷少雪のため，
個体には寒冷のため，非生育域に入ると予測される。分布予測モデルは北海道を含む全国の分布データを用いて構
築されているので，北海道の潜在生育域は過小予測になっているはずだが， 日本海沿いに広がり稚内に達している。
この結果は，北進仮説を支持する。将来気候シナリオに基づくと，北海道の滞在生育域の面積は大きく増加すると
予測されている。これまでの研究によると，北限最前線付近のブナ個体群は過去から現在まで増加しており，将来
も増加と分布拡大を続けると推定されている。 2013年にニセコ山系で発見されたブナ個体群は，北限最前線より 12

km離れている。最高樹齢は131年で，いろいろな大きさの個体があるとともに小さい個体が多いことから，ここ
でもブナが増殖していると推定される。この新分布北限個体群の最初の個体の侵入時期が古いこと，周辺地域にお
ける広域の現地調査でブナが発見できなかったことから，北限最前線以北における他のブナ個体群の密度は大変低
い。新分布北限地点に基づく移動速度は約12m/年で、ある。
キーワード:分布予測モデル，植物の移動，気候変化，分布北限，増殖

Nobuyuki Tanaka， Tomohiro Iseki， Keiko Kitamura， Hitoshi Saito， Ikutaro Tsuyama， Katsuhiro Nakao and Tet-
suya Matsui : Potential habitats of buna (Fagus crenata) and the current situation of the northernmost populations 

in Hokkaido. Japanese Journal of Forest Environment 58:9-15， 2016. 
Eight hypotheses on the cause of northem distribution limit of buna (Fagus crenata) can be classified into two types， the 

climate determining one and the northward migrating one. According to two distribution models for buna forests and indi-

viduals， northem and upper limits of distribution， southem and lower limits， and its dominance were respectively controlled 
by winter coldness， heat in the growing season， and snow accumulation. Northem and eastem regions of Hokkaido were 
predicted to be non-habitats both for buna forests due to winter coldness and a little snow， and for buna individuals due to 

winter coldness. Since the distribution models were developed using distribution data of whole Japan including Hokkaido， 
the models seem to underestimate potential habitats (PHs) in Hokkaido. However， PHs covered coastal areas along the Sea 
of Japan in Hokkaido， reaching the northemmost region. These results support the northem migration hypothesis. The mod-
els predicted the expansion of PHs in Hokkaido under the future climate scenarios. Buna populations near the northem diト

tribution front (NDF)， which had increased in the past， were estimated to reproduce and expand in future， according to pre-
vious studies. The buna population found in Niseko Mountains in 2013 is located 12 km apart企omNDF. This new north-

emmost population also showed reproduction since it consisted of individuals of various size with the oldest one of 131 

years and many small ones. Because of this population established such many years ago and no other buna populations 

found by the survey in extensive areas， buna populations are very rare in the areas beyond NDF. The migration speed was 
estimated to be 12 m/yr， based on this population. 

Key words : predictive distribution model， plant migration， climate change， northem distribution limit， reproduction 

1 .はじめに

気候条件は多くの生物の広域の分布を規定している (Wal-

ter， 1979 ;酒井. 1995)。過去の気候変動は生物分布を規定

してきたが，植物では花粉を含めた植物化石によって過去の

分布変遷が明らかにされてきた。日本の発達した冷温帯林の

優占種であるブナについては，過去の分布変化に関する研究

が比較的多く，次のような分布変遷が報告されている。最終

氷期最盛期(約20，000年前)にはブナは現在のようなブナ純林

* 連絡・別刷り請求先住所・メールアドレス

を形成せず，他の落葉広葉樹や針葉樹と混交する森林の一員

として，福島県・新潟県以南沿岸地域に分布していた(塚田，

1984)。その後の温暖化と多雪化に伴い12，000年前からブナ

は徐々に北上し(内山. 1998)， 9，000年前には青森県に到達

した(Tsukada， 1982)。北海道には. 5，300年前までには津軽

海峡を越えて渡島半島南端に達した(小野・五十嵐， 1991)。

その後も徐々に北上し1，200年前に現在の分布北限である黒

松内低地に達した(紀藤・瀧本. 1999)。

ブナの分布北限が黒松内地域にある理由について. 8つ

干156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1 東京農業大学 Tokyo University of Agriculture， 1ーlー1Sakuragaoka， Setagaya-ku， Tokyo 156-8502， Japan 
E-mail: ntanakal298@gmail.com 
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2 Tokyo University of Agriculture 
3 Tokyo Vegetation Research Society 
4 Kuromatsunai Beech Tree Museum 
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本総説は特集「黒松内・北限のブナ林の特徴と気候変動による分布変化」の一部である
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の仮説が提案されている。分布北限を検討した渡遺(1994)

は，次の 7つの仮説を認めた。すなわち，①山火事説(本多，

1900) ，②北進途上説(種子分布歴史的沿革説)(南部， 1927)， 

③羊蹄火山群阻害説(古畑， 1932)， (f気候特性反映植生配置

説(吉良ら， 1976)，⑤降水量制約説(Tsukada， 1982;植村ら，

1983; Yagihashi etal.， 2007)，⑥ニッチェ境界説(渡遺，

1985 ;渡遺， 1987)，⑦黒松内低地帯高温説(大森・柳町，

1988 ;野上・大場， 1991)である。その後，林 (1996)が⑧

晩霜害説を提唱している。各仮説に対する具体的評価を今回

は行わないが，その仮説を大きく分けると，ブナ分布と現在

の気候条件が平衡に達していることを前提として気候条件で

分布を説明しようとする仮説(気候決定仮説)と，気候条件と

の平衡を前提とせずブナが北進中であることと矛盾しない仮

説(北進仮説)に大別できる。前者が④笹沼児島で，後者が①②

笹川島であろう。

現在は気候変化の時代に入っている。地球の陸地と海洋を

合わせた表面温度は1880~2012年の間で0.85"C上昇したが，

21世紀中も温室効果ガス濃度に応じて温度上昇が予想され

ている (IPCC，2013)。日本では，都市化の影響が少ない15地

点のデータによると年平均気温が1898年の統計開始以来

1.14
0

C/100年の割合で上昇した(気象庁， 2015)。日本の将来

の気候シナリオにはさまざまな予測があるが. SRES排出シ

ナリオA2に準拠した 2つの全球気候モデルRCM20とMI-

ROC(3.2)による 2081~2100年の全国の年平均気温は，現在

気候値に比べそれぞれ2.8
0

Cと4.3
0

C上昇すると予測されてい

る(田中ら， 2009)。このような将来の気候温暖化に伴い，ブ

ナ林の生育に適する地域(適域)は分布北限以北に拡大すると

予測されている(松井ら. 2009)。したがって，ブナの分布北

限の規定要因としていずれの仮説が正しいとしても. 1900 

年以降続く気候温暖化が明確になった現在では，ブナの分布

移動を考慮せずに適切な森林管理は考えられない。

気候変化が進行する現代では，あらゆる森林で気候変化の

影響を考慮した管理が必要である。ブナの分布北限域は，過

去から将来にわたる気候変化に対応して移動してきたブナの

限界域における森林動態を見ることができる場所で，気候変

化と森林変化の関係の重要な事例を示す。本論では，ブナの

潜在分布域の規定要因と将来予測，分布北限の個体群の実態

について述べ，北海道のブナ林管理について考察する。

2.分布予測モデルによる潜在生育域とその気候条件の

推定

近年進歩したコンビュータを利用した統計モデルを用いて

生物の分布を予測する手法(分布予測モデル)が，気候変化の

生物への影響を予測する研究で多く用いられている (Huntley

et al.， 1995)。日本でも，多くの自然林の優占種や指標植物

についてモデルが作られている(田中ら. 2009; Higa et al.， 

2013)。ブナ林の分布予測モデルを用いた研究は他種に先ん

じて行われ，分布規定要因や闘値が特定され，分布可能な環

境条件を有する地域(潜在生育域)が推定された(Matsuiet al.， 

2004 ;田中ら， 2006;松井ら， 2009;田中ら. 2012)。最近

は，ブナにおける温暖化の悪影響を軽減する対策(適応策)の

定量的検討も行われた(Nakaoet al.， 20l3)。

2.1 ブナの優占林と個体の分布規定要因と闇値

ブナ優占林(ブナ林)の分布を環境条件から予測する

ENVIモデルは，ブナ林の分布全域を環境条件から定量的に

予測する統計モデルの一種の分類樹モデルである(図-la.b) 

(Matsui et al.， 2004 ;松井ら. 2009)。モデルの従属変数は 3

次メッシュ(lkmメッシュ)の植生分布データから抽出した

ブナ林の分布，説明変数は4つの気候変数(WI，TMC， 

PRW， PRS)と5つの非気候変数(地形，土壌，地質，傾斜

度，方位)である。気候変数はどれも植物の成長や生存に関

係の深い変数で，暖かさの指数(WI)は植物の成長に必要な

熱量を示し最寒月の日最低気温平均(TMC)は植物の耐寒

性の限界に関係し冬期(12~ 3月)降水量(PRW)は積雪に

よる保温・保湿・圧力と融雪期の水分供給に関係し夏期

(5~9 月)降水量 (PRS) は生育期の水分供給量を示す。説明

変数の予測への貢献度を示すDevianceweighted sore (DWS) 

は. PRW(36.6%)とWI(31.4%)が特に高く. TMC(20.0%)と

続き. PRS(4.6%)が低く，非気候変数では地形(4.9%)が最

高で、他の変数は低かった(Matsuiet al.， 2004)。この結果は，

ブナ林の分布域全体が気候変数でほとんど説明できることを

意味する。

ブナ個体の分布を気候条件から予測する分類樹モデルも構

築されている(図-1[， g) (Nakao et al.， 20l3)。モデルの従属変

数は植物社会学ルルベデータベースPRDB(Tanaka et al.， 

2005)から抽出したブナの個体分布データで¥説明変数は 4

つの気候変数である。このモデルでは， AUC = 0.89と予測

精度が高く. DWSはWI (46.8%)が最大で. TMC(26.2%)と

PRW(21.2%)が続き， PRS(5.8%)が最小であった(Nakaoet 

al.， 20l3)。

以上2つのモデルの結果を比較すると.TMCとPRSはブ

ナ林とブナ個体のモデルで同程度の貢献度を示したが，

PRWはブナ林モデルで貢献度が大きく. WIは個体モデルで

貢献度が大きかった。これは優占林の成立のためには

PRWが多いこと，個体が分布するためにはWIが適する範囲

にあることが必要であることを示している。

分類樹モデルで潜在生育域と判定された各ノード(枝の節)

の気候条件と分布確率を，ブナ林とブナ個体について，表-1

に示す。当然，潜在生育域の環境条件の幅は，ブナ個体の方

がブナ林より広いと想定される。潜在生育域の温度的限界条

件は，高温側のノードではブナ林が85< WI < 95であるの

に対しブナ個体が94<WI< 104で(表1e).低温側のノード

ではブナ林が 13.4 < TMC < -12.3であるのに対しブナ個

体が 13.7< TMC < -12.0で(表1a).想定と符合する。し

かしブナ林とブナ個体の温度的限界条件の差は，高温側で

はWI=9CC・月)であるのに対し低温側ではTMC= 0.3 

CC)で，各月の積算温度であるWIの性質を考慮しでも，低

温側で差が小さい。本州中部山岳などの垂直分布ではブナ林

と亜高山帯針葉樹林が狭い標高幅で移行するが，このような

分布パターンがモデルにも反映しているかもしれない。各

-10-
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(8)ブナ林の分布 (c) RCP2.6(ブナ林) (d) RCP4.5(プナ林) (e) RCP8.5(ブナ林)

U
-
F
 

(図 g)

- 組調域

仁コ翻陸醐

(図 h-j)

- 相措健闘

o 200 400Km 

L一一一L-..J

図-1.ブナ林(上段)とブナ個体(下段)における実際の分布域，および現在気候と 3つのRCP(Representative Concentration Path-

ways)の将来気候シナリオで予測された潜在生育域(適域+辺縁域).

フーナ林で1まMa包uiet al. (2004)のENVIモデル，フ守ナ個体ではNakaoet al. (2013)の分布予ifflJモデルを用いて予測した 将来気候シナリオは，

2081-2100年の各RCPにおける 4つの全球気候モデルGCM(MIROC5.MRI-CGCM3. GFDL-CM3. HADGEM2-ES)を用いた.ブナ林では，

現在気候に基づく分布確率および各シナリオの分布確率の中央値を用いて，適域と辺縁域を特定した (b. c. d. e). ブナ個体では，現在気候

に基づく潜在生育域の特定(g).各シナリオに基づく潜在生育域の特定と不確実性の評価を行った(h. i. j).確実な生育域とは 4つのシナリ

オとも生育域と予測される場所で，不確実な生育域とは 1-3個のシナリオで生育域と予測される場所と定義した.空閥解像度は 3次メッ

シュ (約 1kJ百メッシュ)である

表-1.分類樹モデルにより判定されたブナ林とブナ個体の潜在生育域の気候条件

ブナ林" ブナ個体"

気候的特徴 潜在生育域条件 分布確率 潜在生育域条件 分布確率

a)寒冷多雪 WIく85 0.11 44くWIく94 0.35 

一13.4<TMCくー12.3 一13.7くTMCくー12.0

499くPRW 359<PRW 

b) )令涼多雪 WIく85 0.52 WIく94 0.41 

一12.3くTMC 一12.0<TMC

499<PRW 379くPRW

c) )令涼中雪 WIく90 0.22 

一12.5くTMC

331<PRWく499

d) )令涼少雪多雨 WIく90 0.09 WI<80 0.25 

一12.5<TMC 一12.0くTMC

PRWく331 PRW<379 
795くPRS 746くPRS

e)温暖多雪 85くWIく95 0.09 94くWIく104 0.17 

499くPRW 838くPRW

l)Matsui et al.， 2004， 2}Nakao et al.， 2013 
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ノードを見ると，温暖多雪ノード以外では，高温側はWIが，

低温側はTMCが規定している(ま長一1a，b， c， d)。ブナ林や

ブナ個体の分布確率が最も高い気候条件，すなわち最適な気

候条件は，どちらも冷涼多雪で，変数の闘値も似通っている

(表ー1b:ブナ林がWI< 85， -12.3 < TMC， 499 < PRWで，

ブナ個体がWI< 94， -12.0 < TMC， 379 < PRW)。温度的

に辺縁部の潜在生育域では，高温側も低温側も， ともに多雪

が条件になっている(差是ー1a，e)。少雪条件(ブナ林でPRW<

331，ブナ個体でPRW<379)では，適温域にのみ潜在生育

域が成立するが，その際はじめてPRSの多いこと(ブナ林で

795 < PRS，ブナ個体で746< PRS)が条件に加わる(言受ー1d)。

このように，ブナ林とブナ個体の潜在生育域の条件は，高温

側で闘値が大きくずれるものの，影響する変数はまったく同

じで，開値も近い。前述のDWSの結果と合わせて考察する

と，ブナの分布の北限・上限は冬期の寒さで，南限・下限は

生育期の熱量で，優占度は積雪で，おもに規定されている。

2.2 北海道における潜在生育域

ブナの分布北限は北海道渡島半島の黒松内低地にあり，そ

れより北の冷温帯にはミズナラ，シナノキ， ドドマツ等が優

占する針広混交林が分布する。しかし本州以南でブナ林が

成立するWI45~850C ・月を北海道に当てはめると，ほとん

どの地域がこの範囲に入ることが指摘されている(吉良，

1949)。分布予測モデルによると，北海道の北部や東部の地

域は，ブナ林の成立には冬期寒冷少雪のため(TMC< -12.5， 

PRW< 499)，個体の分布には冬期寒冷のため(TMC<

13.7)，非生育域に入ると推定される。注意を要するのは，

潜在生育域とは自然林の中で個体群が維持できる環境がある

地域を，非生育域とはそうでない地域を意味する点である。

北海道の北部や東部の非生育域でも，庭園などに植栽された

ブナは生育し樹下に稚樹の定着する場合があるが(紀藤，

2008)，自然林での増殖は認められていない。

気候条件を説明変数とする分布予測モデルは，生物が分布

可能な気候条件の地域に広く分布すること，すなわち生物分

布と気候条件が平衡状態にあることを仮定して構築される

(Sykes et al.， 1996)。前述のブナ(林，個体)の分布予測モデ

ルが予測精度が高かった点から，ブナの分布域は，その生育

可能な地域にほとんど広がっていると推定される。 ENVIモ

テツレ(ブナ林分布予測モデル)では，北海道を含む全国の分布

データを用いて構築されているため，分布北限の気候条件が

モデルの構築に影響しており，北限域の潜在生育域は小さめ

な予測(過小予測)になっているはずである。それにもかかわ

らず，現在気候における北海道の適域は分布北限を超えて日

本海側沿いに積丹半島(北緯43度20分)まで，辺縁域はさら

に日本海側沿いに稚内(北緯45度24分)まで広がっている

(図-lb)。ブナ個体の分布予測モデルでも，同様に，北海道

の潜在生育域は過小予測で、あるにもかかわらず， 日本海沿い

に広がり稚内に達している(図-lg)。このように潜在分布域

の過小予測にもかかわらず，潜在生育域が北限を超えて予測

されることは，ブナの分布北限は気候で制限されておらず，

現在も分布拡大途上にあるとする仮説(北進仮説)を支持する。
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2.3 北海道における潜在生育域の将来予測

ブナ林の分布予測モデルによると，全国の適域の面積は，

現在気候では31，374km2で，RCP2.6， RCP4.5， RCP8.5に基

づく 2081~2100年の気候シナリオではそれぞれ97.5% ，

76.3%， 22.4%に減少すると予測された(図-lb，c， d， e)。

北海道における適域の面積は，現在気候で、は4，288km2で，

RCP2.6， 4.5ではそれぞれ386.3%， 344.2 %と大きく増加し，

RCP8.5では96.6%に減少した。辺縁域と適域を合わせた潜

在生育域の面積は， RCP2.6， RCP4.5， RCP8.5でそれぞれ

324.0%， 351.9%， 295.0%といずれも大きく増加した。

一方，ブナ個体の分布予測モデルによると，現在気候にお

ける全国の潜在生育域の面積は124，780km2で，RCP2.6， 

RCP4.5， RCP8.5に基づく 2081~2100年の気候シナリオにお

ける確実な潜在生育域はそれぞれ71.5%，49.1 %， 9.8%に減

少すると予測された(図-lg，h， i， j)。北海道における潜在

生育域の面積は，現在気候で、は20，943km2で，RCP2.6， RCP 

4.5では確実な潜在生育域がそれぞれ232.7%，181.7%と大き

く増加し RCP8.5では32.3%に減少した。また， RCP2.6， 

RCP4.5， RCP8.5における北海道の不確実な潜在生育域は，

それぞれ現在の潜在生育域面積の95.3%，150.5%， 219.7% 

であった。

3.分布北限ブナ個体群

3.1 これまでの知見

紀藤 (2003)は，黒松内地域周辺では1，000年前から現在ま

でブナ花粉の割合は増加傾向を示していること，ブナ個体群

維持に支障も認められないこと，さらに，札幌以東の北海道

内各地に植栽されたブナは生育し樹下に幼樹も認められるこ

とから，ブナは現在も北進中であると結論している。これら

の理由に加え，前述の分布予測モデルによる結果からも，ブ

ナが北進中であることが支持される。現在の分布北限域は，

伐採や土地利用改変など人為影響によってブナ林が分断され

ているものの，ブナ個体群パッチが高密度に分布する地域

(高密度分布地域)と，その東北側に低密度で分布する地域

(低密度分布地域)が併存し，この分布パターンはブナの北進

する際の最前線の状態を示していると考えられている(紀藤，

2003)。これまでの研究(紀藤， 2001;舘脇， 1948; Matsui et 

al.， 2012)から，高密度分布地域の東側の辺縁線(高密度分布

前線)とともに， ミズナラ・シナノキ・エゾイタヤなどが優

占する自然林に混じってブナ個体群パッチが低密度に存在す

る地域の辺縁線(北限最前線)を51くことができる(図-2)。北

限最前線は，幌別岳 幌内山一礼文華峠を結ぶ。

高密度分布前線付近や北限最前線のブナ個体群の研究によ

ると，ブナの個体群の増殖が認められている。高密度分布前

線付近の下チョポシナイ川右岸のブナ個体群パッチでは，ブ

ナの最高樹齢が301年生で， 80年~140年生に個体数のピー

クを持っていたことから，老齢個体の周辺で80~140年前の

時期を中心に若い個体が定着したと推定された(松井ら，

2012)。最前線に位置するツバメの沢のブナ個体群の調査で

は，最高樹齢が200年程度で少なくても 1回以上の再生期間
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. 最前線の主要右ブナ分布地点

X ブナ分布地点(紀綴 2001)

. 舘脇(1948)によるブナ分布域

140' 10'E 140・2O'E

-ニセコ山系

140' 30'E 

図-2 分布北限域のブナの分布パターン.

42-50'N 

42' 40'N 

140' 40'E 

ブナ個体群パッチが高密度に分布する地域の外縁線(高密度分布前

線)と，低密度地域の外縁線(北限最前線)を示す

が経過しブナ林成立は400年前から680年前の問と推定さ

れ，現在も個体群の拡大が進んでいると結論された(小林・

渡迭， 2003)。同じく最前線に位置する三之助沢のブナ個体

群では，ブナは最高樹齢が185年以上でミズナラ，エゾイタ

ヤなど共存樹種より若く，若齢の個体は他樹種よりも著しく

多く 55年~75年生に個体数のピークをもっていたことから，

台風撹乱などを契機に増加したと推定された(Namikawaet 

al.， 2010) 0 2010年に発見された北限最前線の東端に位置す

る礼文華峠のブナ個体群パッチでは，胸高以上の全個体が

44本と少ないが，最大直径が50cmに近く， 10cm 以下と20

~30cmに個体数のピークをもっ直径分布を示したことから，

フ'ナの更新が順調に起こり個体群が増殖していると推定され

た(Matsuiet al.， 2012 ;松井・志知， 2015)。

3. 2 新分布北限ブナ個体群

筆者の一人田中は，ブナ分布北限以北の潜在生育域に，植

生調査区を多点設置する方法による植物分布モニタリングを

計画し， 2013年10月に調査地点選定のため井関と調査に

入った際，ブナを偶然発見した。このブナ発見地点は，幌別

岳の東北側の尻別川の谷を越えたニセコ山系の緩やかな尾根

に位置しブナ北限最前線からさらに最短12km，ブナ高密

度分布前線からは最短14kmに離れている(図-2)。この距離

は，過去にブナが渡った本州と北海道渡島半島を隔てる津軽

海峡(最短約19km)，渡島半島と奥尻島を隔てる海峡(最短

18km)より短く ，ブナの移動可能な距離と考えられる。この

新分布北限個体群(図-3)は，人里や道路から遠く離れており，

周辺は老齢自然林におおわれ，後述するようにブナの個体は

サイズがぱらぱらで個体位置が不規則であることから，植栽

の可能性は低く，自然に成立したものと推定される。

2014年4月と 7月にブナ全個体の位置直径，樹幹長，

及び植生を調査した。このブナ個体群パッチでは，ドドマツ，

図-3.新分布北限ブナ個体群(2014年4月撮影).

アカエゾマツ，ダケカンパなど高木1重，ナナカマド， ミネカ

エデ，コシアブラ，ハウチワカエデ，イチイなど小高木種が

混生し林床はチシマザサ，オオカメノキ，ムラサキヤシオ

などが優占し，ヒメモチ，エゾユズリハなど多雪地の指標植

物も見られ， 40種以上の維管束植物が確認された。ブナ個

体群には，約 1haの範囲に若木~成木(幹長l.3m以上)のブ

ナが61本が生育し直径67cmの個体が最大で小径の個体ほ

ど個体数が増加する直径階分布を示した(図-4)。幹長1.3m

未満の個体では， 2年生以上の稚樹が38本，当年生実生が

55本確認された。全個体154本の樹幹長階分布では，いろい

ろなサイズの個体とともに多数の 1m以下の個体が存在した

(図-5)。なお，殻斗から2013年の結実を確認しており，当

年生実生はその種子からが発生したものである。

成長錐で採取した材コアの年輪数カウントを 8個体(直径

18~67 cm) で実施 したところ，年輪数が83~125であり，材

コア採取高までの推定年輪数を加算して最高樹齢は131年と

推定された。いろいろな大きさの個体があるとともに小さい

個体が多いことから，この地点でブナが増殖していると推定

される。ブナは自家不和合性が強いことから，約131年前に

複数の個体が定着したと考えられる。その種子は， 12km以

上離れた北限最前線以南のブナ分布域から，カケス (Garru-

lus glandarius)などの鳥によって種子が運ばれたと推定され

る。鳥によるブナ種子散布の実測情報は少ないが，米国ウイ

スコンシン什|ではアメリカブナ(Fagusgrandifolia)の種子が

アオカケス (Cyanocittacristata)によって 4km運ばれたこと

-13-
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図ー4.新分布北限地ブナ個体群(樹幹長1.3m以

上の61本)の直径階分布.
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図一5 新分布北限ブナ個体群全個体(154本)の樹幹長階分布.

が観察されている (Johnsonand Adkisson， 1985)。

このような点から，定着した稚樹が成長して母樹となり，

周辺に種子を散布して後継樹が増加し現在の個体群パッチ

が形成されたと推定される。一方，このようにブナが順調に

増殖していることは，この地域がブナ(林，個体)の潜在生育

域であることを裏付けている。

新分布北限個体群の調査の他， 2014年4月の残雪期に新

北限地点周辺地域を踏査しブナを探し回った。また，

2014年10月には積丹半島とニセコ山系の道路沿いの森林を

目視により調査， 2015年3月と2016年3月の残雪期にはニ

セコ山系の北東部(岩内町)を踏査し，ブナを探し回った。し

かし新分布北限地点以外で新たなブナは発見できなかった。

新分布北限個体群の最初の個体の定着が131年前と古いこと，

北限最前線以北の広域の現地調査でブナが発見できなかった

ことから，北限最前線以北における他のブナ個体群は，他に

も存在するかもしれないが，密度が大変低いといえる。

1，200年前に黒松内の高密度地域にブナが到着しその後14

km北進したとすると，移動速度は約12m!年になる。これま

で推定された北海道の移動速度が20町工/年(五十嵐， 1994;紀

藤・瀧本， 1999)であるから，それよりさらに遅い。このよ

うに，北限ブナの北進は大変ゆっくりしており，今後予想さ

れる温暖化に伴う潜在生育域の変化に敏感に反応して分布を

拡大する可能性はないと考えられる。

4. 北海道におけるブナの保全

ブナ林の管理法については，木材生産を目標とする天然更

新施業についての研究や提言が行われている(前田， 1988; 

片岡， 1991;寺津・小山， 2008)。北限地域のブナ林の管理

についてもこの情報が活用できるが，北限域という特殊性か

ら，保全上とくに注意すべき点もある。

北限のブナは，ブナ林が連続する地域の北東部にブナ個体

群パッチが自然林内に散在する分布パターンが存在している

(図-2)。このパターンは，気候条件に対応した平衡的分布に

向かつてブナが分布を拡大している過程と考えられる。気候

変化に対応して分布移動するのはブナだけでない。移動能力

の高い他の生物は，気候変化に伴ってブナよりも速く移動し

ていると推定されるが，裏付けるデータが少ない。ブナ分布

北限地域のブナ林やその他の自然林の管理においては，その

変化を見守ることを基本とし，生態系サービスや生物多様性

保全の問題が予想される場合には適切に対処していくことが

必要と考えられる。この地域では，生態系の変化を早期に検

出するための森林モニタリングが特に重要である。

一方，ブナ北限の南西部に広がる狩場山など広大なブナ林

連続分布地域の一部は，将来の温暖化後もブナ林の成立に適

する環境条件が継続する(図-1)。この地域のブナ林は，世界

的に見ても稀有な大面積ブナ林であり，白神山地世界遺産地

域に並び重要なブナ林として保護していくことが重要と考え

られる。一方で，人里に近いブナ林などは，観光や木材生産

などの利用も可能であろう。したがって，北限を有する渡島

半島のブナ林は，生態系の保護と利用を両立させることを目

標とし保護すべき地域と利用する地域を科学的な根拠も考

慮してゾーニングし，利用地域では持続可能な管理法を追求

する必要があると考える。そのためには森林の生産力，生物

多様性，防災などの異なる観点からの研究が一層必要である。
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