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短 報

マツ枯れ林内に植栽された常緑広葉樹の活着に及ぼす残存林冠の保護効果

米山隼 佑*・1,2 • 紙谷智彦l

海岸砂丘の植栽樹種として高木性常緑広葉樹が選択される機会が増えているが，植栽初期の活着不良が問題となっている。

2014年3月に新潟海岸において，マツ枯れが進行し落葉高木が侵入しつつある林冠下に，クロマツ代替種としてシロダモとタ

ブノキを試験植栽した。本研究は，これら植栽木480本の直上で夏期に測定した光量，地際周囲の地温と土壌水分が植栽後 2

生育期間での活着に及ぼす影響を明らかにした。その結果両樹種の活着には，土壌水分で正の効果があり，光量と地温で負

の効果があったことから，林冠木が常緑広葉樹苗木に保護効果を及ぽしていることが推察された。さらにシロダモでは光環境，

タブノキでは土壌環境の影響が相対的に強かった。マツ枯れが進行する海岸林において，常緑広葉樹を植栽する場合には，現

存している林冠のマツや自然侵入してきている落葉広葉樹の保護効果を活用することが効果的である。

キーワード：保護効果，シロダモ， タブノキ，海岸マツ林，マツ枯れ

Shnnsuke Yoneyama, •.1. 2 Tomohiko Kamitani1 (2018) Nurse Effect of the Residual Canopies on the Survival of Evergreen 

Broadleaved Tree Seedlings Planted in a Coastal Pine Wilt Disease Stand. J Jpn For Soc 100: 186-190 Evergreen broadleaved tree 

seedlings are recently planted to maintain the function of coastal protection forest after pine wilt disease in the former pine stands on the 

coastal sand dunes. Those seedlings, however, have a problem of poor vigor in the early rooting stage. On March 2014, both evergreen 

broadleaved tree species of Neolitsea sericea and Machi/us thunbergii were planted in a coastal pine forest where pine wilt disease has been 

proceeding and deciduous broadleaved trees have naturally been invading. This study examined the effect of light intensity, soil temperature 

and soil moisture that measured in summer on the survival of the two species. The residual pine and invaded tree canopies played a significant 

role as a nurse plant for the survival of the young seedlings. In addition, Neolitsea sericea and Machi/us thunbergii were significantly 

influenced by light intensity and soil moisture, respectively. We concluded that sparse canopies should be retained to facilitate planting 

evergreen broadleaved seedlings in a coastal protection forests. 

Key words: nurse effect, Neo/itsea sericea, Machi/us thunbergii, coastal pine forest, pine wilt disease 

I. はじめに

日本では砂丘海岸の飛砂・防風を目的として，クロマツ

林が 1懺紀以上にわたって造成されてきた（村井ら 1992)

が， 1905年頃に北米から九朴1に侵入したマツノザイセン

チュウ病（清原・徳重 1971) が日本列島を北上し， 1970

年代には東北地方にまで蔓延，新潟県では 1977年に初め

て観測された (Mamiya1988)。保安林機能を維持するた

めの，マツ枯れ後の海岸林の再生方法の確立が大きな課題

である。

マツ枯れが蔓延する以前のクロマツ林では，落葉・落枝

の増加とともに土壌の理化学性が改善（河田・小西 1986)

し，自然植生の侵入が促されて（河田 1987;崎尾 2009)

林分構造は大きく変化してきた (Taoda1988)。そのような

クロマツ林において，マツ枯れで林冠が疎開すると落葉・

落枝の分解が加速 (Araujoand Austin 2015) し， さらに土

壌養分が増加した（三浦・丸山 1984;藤田・中田 2001)

ことが示唆されている。マツは貧栄養士壌で外生菌根を形

成することから (Zhuet al. 2003), 肥沃化した土壌にクロ

マツを再造林する際には， しばしば重機を使って，有機物

の少ない砂土を表層に出現させる大規模な地招えが必要と

なる。そのため，マツ枯れが進行した海岸林の再生にかか

る経費負担を軽減するために，広葉樹への樹種転換が検討

され (Mamiya1988 ; 村井ら 1992;中村 2014), 実際に広
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葉樹を植栽した海岸林が造成されつつある（和田・白沢

1998; 田村ら 1999;野掘ら 2004;津田ら 2008;金子

2005, 2012; 長島・摂待 2013)。広葉樹導入による樹種転

換は，単純一斉林のリスクを減らし，多面的な機能の充実

にも貢献する（島田ら 2010;中村 2014)。

海岸クロマツ林内での常緑広葉樹の自然侵入や植栽につ

いては様々な報告がある。砂丘上の海岸林であっても肥沃

化した士壌には常緑広葉樹が侵入・定着する（中田・林田

1996; 山内ら 2000;山中ら 2005) ことが知られている。

シロダモやタブノキを海岸クロマツ林内に植栽した例にお

いて，樹下植栽では植栽 7年後の生残率は 50~80% (津

田ら 2008) であったが，マツ枯れ後に林冠木を全て伐倒

して植栽した場合には全てが枯死（金子・田村 2007), あ

るいは生残しても先端枯れが多く健全な樹裔成長ができな

い（伊藤 1999)などの報告がある。武田・金子 (2007)は，

マツ枯れが激しい新潟海岸の林分で，残存木が全て刈り払

われた跡地にシロダモとタブノキを植栽した場合，それら

の活着は困難であったが，樹冠下の植栽では，活着• 初期

成長ともに良好であったと報告している。このように植栽

木の活着を助け，成長を促す上層木の存在は，ナースプラ

ント (Francoand Nobel 1988, 1989) として機能している

ことが知られており，樹冠下のターゲット植物に対して，

良好な微生息場所（光環境，気温，地温，士壌水分，栄養

など）を提供する (McAuliffe1988 ; Keeley 1992 ; Fisher 
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and Gardner 1995 ; Valiente-Banuet and Ezcurra 1991 ; 

Chambers et al. 1999 ; Castro et al. 2002 ; Padilla and Pugnaire 

2006; Cavieres et al. 2006)。その効果は，強い直達光や高温か

らターゲット種を保護 (Francoand Nobel 1988, 1989 ; Valiente-

Banuet and Ezcurra 1991 ; Vetaas 1992 ; Callaway 1992 ; Suzan 

et al. 1996 ; Ren et al. 2008) し，蒸散が抑制される (Aguiar

and Sala 1994 ; Pugnaire et al. 1996a ; Wied and Galen 1998) tご
けでなく，土壌の性質を理化学的にも向上させる (Hirose

and Tateno 1984 ; Joffre and Rambal 1988 ; Pugnaire et al. 

1996b) ことなどが明らかにされている。マツ枯れ進行中

の海岸林への常緑広葉樹導入に際して，林冠木の存在が，

植栽された常緑広葉樹の活着に正の影響を及ぽしているこ

とが推測できるものの，要因となる環境条件やメカニズム

などは明らかになっておらず，また植栽樹種による差異は

検証されていない。

そこで，本研究は林冠のクロマツが低密度状態となり，

広葉樹が自然侵入している海岸クロマツ林の林床に植栽し

た常緑広薬樹 2種の植栽後 2生育期間の活着に及ぽす光環

境，土壌表層の地温と水分の影響を植栽木の単木レベルで

解析する。この結果をもとに，マツ枯れ進行中の海岸クロ

マツ林内への常緑広薬樹の植栽方法について検討する。

IL 調査地と調査林分

調査は新潟市西区内野上新町（緯度： 37°51'' 経度：

138゚54') で行った。11km離れた新潟地方気象台における

1981 ~2010年までの 30年間の年平均気温は 13.9℃，年平

均降水量は1,821mm, 暖かさの指数は 110.6℃•月，寒さ

の指数は一 4.3℃•月である 。 調査林分は 70 年生のクロマ

ツ林であるが，マツノザイセンチュウ病のために，林冠木

はパッチ状に残るのみで，マツ枯れ跡地には調査地から約

10km離れた角田山を主な起源とした広葉樹が自然侵入し

ている (Takahashiand Kamitani 2004)。2014年 3月に，こ

の海岸クロマツ林内に常緑広葉樹のシロダモとタプノキを

2.5m間隔で交互に植栽した（図ー1)。植栽苗はビニール

ボットで育苗された苗高 50cmの3年生苗である。植栽時

に士壌改良剤は使用していない。植栽後は，毎年 7月中旬

から 8月中旬にかけて高さ 2m以下の低木類と草本類を

下刈りした。

植栽地全体の面積は 4.31haで，汀線から 150~200mに

位置し，前線には林帯幅 50mの若齢のクロマツ植林地が

ある。調査では，この林内のうち，比較的平坦で，林分状

況が類似した 2区域（各 0.15haのAおよびB;表ー1) に

植栽したシロダモとタプノキ各 240本，計 480本を対象と

した。表ー1に樹高 2m以上で残存クロマツとともに植栽

木を覆っている広葉樹（エノキ，サクラ類，ネムノキ，ヤ

マグワ， トベラ，ツリバナ， シロダモ）の立木密度，平均

樹高，平均 DBH, 平均樹冠深度を示した。

なお，調査地の海岸林前線部にはクロマツ林があり，調

査林分は最も内陸側に位置しているため，直接潮風害の影

響は受けていないと考えられる。また，下刈りを実施して

いるため，林床植生の影響も受けていないと判断した。
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図—1. 調査地の写真

Study site. 

マツ枯れによりマツ樹冠は減少し，広葉樹が自然侵入してきている海岸ク

ロマツ林内に，シロダモと タプノキを支柱とともに 2.5m間附に交互に植栽

した。植栽時は，マツ枯れ被害木と 2m以下の低木類を全て刈り払った。

Neolitsea sericea and Machi/us thunbergii were alternately planted at 2.5 m 
intervals with a bamboo prop. Pine canopies has been evacuated by pine wilt disease 
and broadleaf trees have naturally been invading. At the time of planting, pine wilt 
disease trees had been cut down, and all shrubs shorter than 2 m were cut off. 

表―1. 調査したクロマツ林の概況

Outline of the Pinus thunbe; 苫iiexperimental stands. 

Age of stands (years old) 
Area of each study plot (ha) 
Name of study plot 

Stand density (ha) 
Mean height (m) 
Mean DBH (cm) 
Mean crown depth (cm) 

Stand density (ha) 
Mixed natural Mean height (m) 
Broad-leaved trees Mean DBH (cm) 

Mean crown depth (m) 

ill. 調査方法

A 

673.3 

8.6 

14.6 

3.7 

260.0 

4.5 

6.5 

2.5 

70 

0.15 

B 

673 3 

95 

12 6 

3.6 

393 3 

51 

7.5 

2.7 

植栽後 2生育期間の生存を個体ごとに調べ，光環境と土

壌表層の地温と水分を調査した。光環境は各植栽木の直上

で撮影した全天空写真から光量を，土壌環境は地温と土壌

水分を以下に示す方法で測定した。

1. 光環境

魚眼コンバータ (NikonFisheye Converter FC-E8) を装着

したデジタルカメラ (NikonCOOLPIX 995) は，各植栽木

の真上，地上から Umの位置で水平にし，鉛直上方に向け，

方位を一定にして三脚に固定した。撮影した全天空画像は

白黒に 2値化後，名古屋大学山本一清氏作成の画像解析ソ

フトウェア LIA32(https://www.agr.nagoya-u.ac.jp「shinkan/

LIA32/index.html) により, PAR (光合成有効放射）推定か

ら光量（直達光と散乱光）を算出した。撮影は， 2014年夏

の曇天日に行った。PAR推定の指定期間は，落菓広葉樹の

展葉が完了した 6月1日から落葉直前までの 9月30日と

した。

2. 土壌表層の地温と水分

地温は温度計 (HANNAHI 145-20) を地表から 10cmの

深さに 1分以上挿入して計測した。土壌水分は水分計
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(L'.lT Theta Probe ML3) を植栽木の半径 30cm以内の A層

を露出させ， 2点を計測した。計測は. 2014年に最も土壌

が乾燥する夏期の最高気温30℃以上で48時間以上無降雨

が続いた日に行った。測定に使用した水分計は ADR式で，

土壌の誘電率を計測することから．地温や塩分濃度の影響

を受けにくく，土壌水分の少ない乾燥地での計測に適した

機種である。

3. 植栽木の生残調査

植栽木の生残調査は植栽後 2生育期間に行った。生残と

枯死の判断は，葉が全て枯れ．地際まで幹が黒く変色して

いたら枯死と判断し，それ以外の場合（健全，先枯れ，葉

は枯れているが幹は緑色，幹は枯れているが根から萌芽）

は生残木とした。

4. 植栽木の生残調査

地形条件が類似した A林分と B林分で調査データも大

きな差がなかったため. 2区域のデータを合わせて解析し

た。環境要因間の相関関係は,Spearmanの相関分析を行っ

た。植栽木の生死は，一般化線形モデル (GLM) で解析

した。応答変数は．植栽後 2生育期間後 (2015年 11月）

の植栽木の生死（生残個体を 1. 枯死個体を 0) とし，ニ

項分布， logitリンク関数を仮定した。説明変数は光量・

地温・土壌水分である。モデルに多重共線性が生じている

可能性を検討するために，分散拡大係数 (VIF) と相関係

数を算出した。その結果．全ての説明変数において， VIF

が 10未満であったため，多重共線性は生じていないと判

断し，相関係数はいずれも Ir I <0.7であったため，全

環境要因を変数として用いた。各モデルの赤池情報量基準

(AIC) を算出し．モデルの妥当性を比較した。すべての

モデルと最も AICが小さいモデル（ベストモデル）との

差分 (L'.lAIC) を算出し. L'.lAICが 2未満のモデルの結果

を検討した (Burnhamand Anderson 2002)。植栽木の生死

に対する環境要因の影響度合いを検討するために，各説明

変数のデータを標準化（各データから平均値を減じ，その

値を標準偏差で除す）し. GLMで算出されたモデル式の

傾きとなる係数を比較した。すべての統計解析は. R3.2.3 

(R Core Team 2015) を用いて行った。

IV. 結 果

1. 環境要因間の関係

測定した環境要因の間では，光最と地温 (r=0.3029,p 

<0.001), 地温と土壌水分 (r= -0.2638. p< 0.001) に相

関がみられた。一方，光量と土壌水分 (r= -0.0116, p = 

0.8001) の間には有意な相関が認められなかった。

2. 生残率の推移

両樹種ともに，植栽直後から枯損が進み，シロダモは 6

月までに 10%, タブノキは 30%が枯死した（図ー2)。6月

から 9月までの夏期の期間は，シロダモで 17.5%, タブノ

キで 2.1%が枯死した。 9月から 11月の秋期は，シロダモ

で4.6%, タブノキで 3.3%が枯死した。 2014年 11月から

2015年 11月までの期間の枯死率は， シロダモ， タブノキ

でそれぞれ 16.3, 17.1 %であり，その間の生残率の推移は

両樹種で類似していた。 2生育期間を経た 2015年 11月の

生残率は，シロダモで 51.7%,タブノキで 47.1%であった。

3. 活着に及ぼす環境要因の効果

表ー2に植栽木の生死を応答変数としたL'.IAICが 2未満

のモデルの推定結果を示した。シロダモでは，ベストモデ

ル(1)に全ての説明変数（光量・地温・土壌水分）が選択

された。モデル(2)では光量と土壌水分，モデル(3)では光

量と地温が選択された。タブノキは，ベストモデル(4)に

土壌環境のみが選択され，モデル(5)では全ての説明変数

が選択された。

算出された係数から，両樹種の活着に対して，土壌水分

は正の効果があり，光量と地温では負の効果がみられた。

また，シロダモは士壌環境に比べ，光量で係数が大きく，

タブノキでは光環境に比べ，地温と土壌水分で係数が大き

かった。

V. 考 察

GLMの推定結果（表ー2) から，両樹種の活着に対し，

土壌水分は正の効果，光量と地温は負の効果があることが

明らかになった。光環境と地温に相関があり，また地温と

士壌水分の間にも相関関係がみられたことから，強い直達
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図ー2. 海岸クロマツ枯損林内に植栽されたシロダモとタブノキ

の2年間の生残率

Two-year survival rates in Neolitsea sericea and Machi/us thunbergii 

planted in a withered coastal Pinus thunbergii forest. 

表ー2.常緑広葉樹2種の生死を応答変数，環境要因を説明変数とした一般化線形モデルの推定結果

Result of the generalization linear models with environmental factors as explanatory variable and death of the two species of evergreen broad-

leaved as response variables. 

Species Model no. (intercept) 

Neolitsea serzcea 

Machi/us thunbergii 

1

2

3

4

5

 

0.0744 

0.0674 

0.0768 

-0.1363 

-0.1332 

Light intensity 

-0.732 

-0.8107 

-0.6903 

-0.1206 

Soil temperature 

-0.2568 

-0.3217 

-0.463 

-0.4258 

Soil moisture loglink 

-145.75 

-147.25 

-147.53 

-156.42 

-156.07 

AIC LIAIC 

0.2818 

0.337 

0.2827 

0.2867 

299.5 

300.5 

301.1 

318.8 

320.1 

0.00 

1.00 

1.55 

0.00 

1.31 

The standardized coefficients for the models with L'.IAICく2are shown in order of ascending AIC. 
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光は，地温を上昇させ，その結果，土壌表層の水分の低下

をもたらすと考えられる。つまり，土壌 ・光いずれの環境

要因から見ても，上層に林冠があることは常緑広葉樹の良

好な活着につながると結論することができる。

常緑広葉樹林内のように強い閉鎖林冠（相対光量子束密

度 10%未満）では， 天然更新 した実生の活着率は著 しく

低下する（中田・林田 1996;山内ら 2000)。したがって，

本研究で示された傾向は，ある程度弱い林冠閉鎖下での結

果であることに留意する必要がある。常緑広葉樹の天然生

の実生は，マツ枯れにより林冠が疎開し，落莱樹が自然侵

入した，肥沃な土壌が発達してきた海岸マツ林で活着しや

すいとされる（中田 ・林田 1996;藤本 ・林田 2000)。植栽

木についても，その活着は，上層にクロマツおよび侵入し

た落葉広葉樹が上層に残り，適度に被陰された環境条件下

で良好になると考えることができる。

植栽直後の春期では， シロダモに比ベタプノキが大量に

枯死し，一方，夏期ではタプノキに比べてシロダモが大量

に枯死した（図ー2)。このことは， タプノキに比ベシロダ

モでは直射光が枯死に強く影神するという活着に及ぼす環

境要因の解析結果（表ー2)に沿ったものである。しかし，

本研究では光環境 ・土壌表層の地温 ・水分の調究を夏期の

みで行ったため，春期にタプノキが大量に枯死した要因を

正確に判断することはできない。そのため，気象データを

用いて枯死の要因を検討する。気象データ （図ー3,4) を

みると，植栽直後の 2014年 4月は月の積算日射時間が過

去 30年間と比べ 60時間以上長く， また降水量も平年と比

ベ半分程度と少なかった。このため，植栽直後の春期は，

長い日照時間に より地温が上昇し，少ない降水量のために

土壌が強く乾燥した条件であったと考えられる。土壌環境

の影響を相対的に強く受けると示唆されたタプノキの枯死

率が高かったことは，この環境条件で説明できる。同年夏

期にタブノキの枯死率が低下したことも，土壌の高温・乾

燥が緩和された気象条件 (7月の降水量は例年よりも

120mm程度多かった）と矛盾していない。植栽初年の環

境条件は，定着に強く影響すると考えられ，顕著に気象条

件の影響を受けた可能性がある。ただし，光環境の影響を

より強く受けることが示唆されたシロダモでは，その枯死

時期は，必ずしも日射量の指標と同調しているとは言えな

かった。シロダモは強い直射光からの保護，タブノキは地

温の高温抑制からの保護を特に強く受けていることを示唆

する本研究の結果についてそのメカニズム（光 ・水利用

に係る生理的特性）の解明と春期の環境調査が今後の課題

である。

本調査地でも，マツ枯れ進行後も残存 したクロマツと自

然侵入した広葉樹の樹冠が，植栽された常緑広葉樹 2種に

対して保護効果の機能を発揮したと考えられる。地中海沿

岸の山地など乾燥地域では，過酷な日射環境において，ナー

スプラント林冠下への植林が知られている (Castroet al. 

2002)。マツ枯れが進行する日本の砂丘上の海岸林におい

ても，残存しているクロマツや自然侵入した広葉樹を地掠

えで伐採することなく，ナースプラントとして残存させる

ことで，植栽にかかる経費を大幅に減らし，効率的に常緑
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図ー3.新潟市における調査年の日照時間と全天日射巌

Hours of sunlight and total solar radiation in the study years in Niigata 

City. 

This figure is drawn from the data ofNiigata Local Meteorological Observatory. 

■ 1981-2010 

■ 2014 

1<12015 
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図ー4. 新潟市における調査年の月別降水量

The monthly precipitation in the study years in Niigata City. 

This figure is drawn from the data ofNiigata Local Meteorological Observatory. 

広葉樹を導入できる可能性がある。
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