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特集 つる植物の多様な生態と多様な研究

野外環境下における木本性つる植物の成長特性

ー自重支持依存のコストとリスクを考える

市橋隆自＊

九州大学大学院農学研究院

Growth characteristics of forest lianas: Costs and risks associated with the host-dependent support strategy 

Ryuji lchihashi* 

Graduate School ofBioresource and Bioenvironment, Kyushu University 

遵

要旨：木本性つる植物は巻き付く、貼り付くなどして周囲の樹木等に取り付き、これに自重支持を依存しながら成長する。

樹木では自重を支えながら高く成長するため茎肥大に大きな資源投資を必要とするのに対し、つる植物の成長様式はそ

の分の資源を茎伸長と葉量増加へと振り分け、よって資源を効率良く用いて生育空間と光合成生産を拡大する戦略とし

て解釈される。しかしこの仮説は十分に検証されておらず、そもそも野外におけるつる植物個体の成長過程に関する情

報は非常に少ない。本稿では著者のこれまでの研究に基づき、日本冷温帯林の木本性つる植物 4種を主な対象として成

長過程の記載を行いつつ、自重支持依存の戦略的意義を改めて考察した。地上部アロメトリ解析の結果、地上部重量が

同じ個体同士を比較した場合、つる植物が当年に伸長させる茎の量は樹木の 5倍、当年に展開する葉量は樹木の 3倍近

くに及んでいた。この物質分配特性は、植物個体の伸長成長と光合成生産を促進させるものと考えられた。一方、年輪

数に基づく個体成長パターンの解析からは、つる植物が実生から林冠層到達に要する年数は樹木と同程度であり、その

期間に蓄積される地上部重醤は樹木の 10分の 1程度にとどまることがわかった。つる植物は支持物を獲得するために

シュートを伸ばし続けるが、支持物を獲得せず枯れ落ちるシュートも多い。また、つる植物が取り付いている樹木（ホ

スト）の倒壊・枝の落下に際し、つる植物自身も損傷を受け、その体の一部を失うことがある。種によっては林冠に辿

り着くまでに伸ばした茎の、長さにして 8割近くを失っていると推測された。この大規模な茎のターンオーバーは、つ

る植物個体の重量増加速度が小さい一因であると考えられた。以上から、つる植物の自重支持依存の意義は、従来の仮

説通り、茎肥大への資源投資を減らすことにより侮年の茎伸長量を大きくすると共に、同化部の割合が高い地上部構造

を維持できる点にあると考えられた。これは光競争の激しい環境で優占する上で、あるいは生産性の低い林内環境で成

長を維持する上で大きな利点となる。一方、常にホストを獲得する必要があり、ホストが枯死した時に巻き添えを受け

る等の制約により、長期的には必ずしも効率の良い個体成長を可能にするわけではなく、さらに地面まで完全に落下す

るリスクも内包する不安定な成長様式であることも明らかになった。

キーワード：アロメトリ、枝構造、生活形、生活史戦略、物質分配

Abstract: Although lianas (woody climbers) are a phylogenetically and functionally important group of land plants, there is very 

little information on individual-scale liana growth in the field. Based on previous studies of temperate liana species, this study 

investigated how liana plants grow to the forest canopy. The paper discusses the potential benefits and costs associated with the host-

dependent support strategy. The host-dependent support habit enables plants to reduce resource investments in mechanical tissues, 

thereby attaining greater stem extension every year, while maintaining a large leaf-to-stem mass ratio. These features could be a 

great advantage in competition for light or growth in shady environments. However, this habit requires a continuous search for host 
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structures, and plants can be damaged and even fall to the ground when the hosts collapse. These factors, representing the costs and 

risks associated with host-dependent growth, may limit plant growth over protracted periods. 

Keywords: allometry, biomass allocation, life form, life history strategy, shoot structure 

はじめに

つる植物 (vine、climbingplant) は、基本的に自身の茎

で直立せず、自重支持を外部のものに依存する植物の総

称である。通常は周囲の自立植物に巻きつく、貼り付く

などして取り付き、これをよじ登ることで高く成長して

いく。このような成長様式は維管束植物の多くの系統に

おいて独立に出現しており、現生種子植物の科の半分ほ

どにつる性の種が含まれているとされる (Gentry1991)。

その中には一年生草本から森林に生育する大型木本まで

多様な生活形が含まれるが、本稿の話題は木本性のつる

植物 (woodyvine, liana) に限定し、以後「つる植物」と

記した場合これを指すものとする。

つる植物は主に熱帯において繁栄しているグループで

あり、森林内の茎密度・種数ともに熱帯から温帯、高緯

度地域へと進むにつれて飛躍的に少なくなる (Gentry

1991 : Schnitzer 2005)。多くの熱帯林において、木本植物

の茎密度・種数の 4分の 1程度をつる植物が占めるが、

森林のバイオマスや茎基部断面積に対しては全体の 5%

程度を占めるにとどまり (Gentry1991 : Hegarty and 

Caballe 199 I : Schnitzer and Bongers 2002)、量的には森林

植生の中でマイナーな存在と言える。しかしながら、樹

木との地上部・地下部双方の資源を巡る競争、樹木に与

える物理的負荷を通してその成長と生存を阻害し、よっ

て森林の構造・動態・機能に強く影響を与えている

(Schnitzer and Bongers 2002: Schnitzer et al. 2015)。例えば、

つる植物の増加に伴って熱帯林の炭素貯蔵最が低下する

ことが指摘されており (Duranand Gianoli 2013 : van der 

Heijden et al. 2013, 2015)、Duranand Gianoli (2013) の汎

熱帯プロット情報の解析によると、森林 1ヘクタール当

たり、つる植物 100本の増加は 16Mgの炭素貯蔵量低下

に相当したという。定量的な評価は未だ少ないものの、

つる植物は小さなバイオマス・茎基部断面積で多量の水

を消費し、森林の水動態に対しても大きな影響を及ぼす

ことが示唆されている (Campanelloet al. 2007 : Ichihashi 

et al. 2017 : Reid et al. 2015 : Restom and Nepstad 2001)。森

林内のつる植物コミュニティの動態と、その森林諸機能

に対する影響や役割に関しての研究は、熱帯林を中心に

1990年代以降飛躍的に増加しており、最近までに得られ
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た知見は書籍 (Putzand Mooney 1991 ; Schnitzer et al. 

2015)や総説 (Schnitzerand Bongers 2002, 2011 ; van der 

Heijden et al. 2013) に詳しくまとめられている。このよう

に、「つる植物が森林に与える影響」が活発に研究される

一方で、つる植物自身の生活史や生態的特性に焦点が当

てられることは稀である。

熱帯の森林動態における重要性が広く認識されるよう

になる以前、つる植物が生態学的研究の対象とされるこ

とは、樹木などに比べると極めて少なかった (Gentry

1991 ; Schnitzer and Bongers 2002)。そのため、現在でも

つる植物の個体ベースの生態に関する基礎的な情報がし

ばしば欠けている。例えば、林床で芽生えたつる植物個

体が林冠に達するまでに何年くらいかかるものなのか。

その素朴な疑問に答える記録は過去の文献の中にほとん

ど見つからない。それでは、そもそもつる植物が自重支

持を他者に依存することにはどのような意義があるのだ

ろうか。一般には、自重支持に必要な木部生産（茎肥大

や密度の高い材形成）への資源投資を減らし、その分の

資源を茎の伸長成長と葉量増加に振り分け、よって用い

る資源量に対して効率良く生育空間を拡大すると共に高

い光合成生産力を達成する、そのような戦略として解釈

されている（例えば Darwin1865 ; Monsi and Murata 

1970 ; Putz 1990 ; Schnitzer and Bongers 2002 ; van der 

Heijden et al. 2013）。しかしながら、この仮説は見た目の

印象に依るところが大きく、定量的な裏付けは、実は驚

くほど少なく、限定的である (Ichihashiand Tateno 2015 ; 

Wyka et al. 2013)。つる植物の成長様式は、確かに自重支

持に必要なコストから逃れることができそうだが、自重

支持を依存する対象（ホストと呼ぶ）を探索し、そこに

取り付くことに対してもコストが必要になるであろうし、

ホスト樹木が倒れた時には必然的にその巻き添えを受け

ることにもなる。そのような、自重支持依存に伴って発

生するコストやリスクが植物個体の成長に与える影響は

ほとんど評価されておらず、既に述べたように、つる植

物の個体レベルの成長過程の実態がそもそも不明確であ

る。本稿では、著者がこれまで冷温帯林のつる植物を対

象に行ってきた、野外個体の成長と物質分配のパターン、

その種間差などの評価に基づき、情報の少ないつる植物

個体の栄養成長過程の記載を行う。特に付随するコスト
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やリスクに焦点を当て、自重支持依存の戦略的意義を改

めて考察することを目的とする。

なお本稿は基本的に、日本冷温帯の一地域に生育する

落葉性つる植物 4種 （樹木との比較では 9種）を対象と

した事例研究に基づくものであり、個々の記載がつる植

物全体に当てはまるわけではないことに注意されたい。

気候・森林構造が異なる地域、特により多様なつる植物

種が生育する熱帯林などでは、つる植物の成長の仕方に

も、ここで述べる特徴とは異なる点が多々存在すると思

われる。また、本稿の話題は、ほぽ地上部の構造的要素（器

官の重さ、長さなど）に限られる。つる植物のより広い

範囲の生態的特性に関して、先に挙げた書籍の各章の他、

Isnard and Silk (2009)、Wykaet al. (2013)、Gianoli(2015) 

の総説等を参照していただきたい。

調査地と対象種

本稿で紹介する研究は栃木県日光の冷温帯林 （薬師嶽

国有林：北緯 36度 43分、東経 139度 31分付近、標高約

800-1100 m、林冠高 15m前後）で行われた。主な対象種

はサルナシ (Actinidiaarguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex 

Miq.，マタタビ科）、ツルウメモドキ (Celastrusorbiculatus 

Thunb.，ニシキギ科）、マツブサ (Schisandrarepanda (Siebold 

et Zucc.) Radlk.,マツブサ科）、イワガラミ (Schizophragma

hydrangeoides Siebold et Zucc.，アジサイ科）の落葉種 4種

である。イワガラミを除く 3種は茎を巻きつけるタイプ

（巻き付き型： stemtwiner）、イワガラミは茎から付着根

を出して貼り付くタイプ （付着型 ：rootclimber)のつる

植物である。調査地における個体の出現場所と、その頻

度やサイズの分布から、サルナシとツルウメモドキは林

縁や大規模な林冠ギャップなど攪乱地で更新し、マツブ

サとイワガラミは主に林内の被陰環境で更新することが

分かった (Ichihashiet al. 20 I 0)。これら 4種の内、ツルウ

メモドキは林冠個体の根元から地下器官を水平方向に長

く伸ばし （地下茎か根かは非特定）、その所々から新たな

シュートを地上に出して栄養繁殖を行う 。他 3種にはそ

のような規則的な栄養繁殖は確認できなかった。

巻き付き型つる植物の場合、巻き付くことが出来る物

の太さに限度があり、個体成長の初めから大きな樹木に

登っていくことはできない。通常は芽生えた場所近くに

いる稚樹や低木などから登り始め、その先端から届く範

囲にもう少し大きなホスト樹木を見つけて乗り移り、こ

れを何度か繰り返して林冠に到達する (HegartyI 991 ; 

Putz 1984 ; Putz and Holbrook 1991)。付着型つる植物の場
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図l (a）ツルウメモドキの登攀枝 （巻き付く．右）と直立短枝

（左3本）、（b)イワガラミの登禁枝 （付着根を作って貼 り付

く： 左2本）と直立短枝 （右 3本）、（c)つる植物の枝構造

の模式図。登琲枝はホストを獲得すると共に地上部の骨組み

を形成し、そこを足場に直立短枝由来の小枝構造を形成して

展葉を行う 。

合、成長初期から大きな樹木の幹を登ることができる一

方で、あまり細い物の表面や、接触面が不安定な状態で

は貼り付くことが難しいとされる (Darwin1865)。通常

は複数のホスト樹木を利用することはなく、一本のホス

卜樹木の幹に沿って成長し、またホスト樹木の枝先まで

は広がりにくいという特徴がある (Hegarty1991 ; Putz 

and Holbrook 1991)。本稿の評価の中で付着型のイワガラ

ミは、複数のホスト樹木に広がらない場合のつる植物の

成長事例と見なすことができる。なお、本稿ではつる植

物のシュートが巻き付く、あるいは貼り付いて支持を得

る樹木の枝や幹を「支持物」と呼び、つる植物が取り付

いている樹木を個体レベルで表現する場合に「ホスト」

と呼ぶ。

つる植物のシュート構造と支持物探索のコス ト

つる植物のシュートは支持物に取り付くために何らか

の特殊化を示し、巻き付き型の場合は茎を長く伸ばして

巻き付き、付着型の場合は茎から付着性の不定根を生や

す。多くの種では、そのような特殊化シュート （本稿で

は登攀枝と呼ぶ）を作ると同時に、支持物獲得に寄与し

ない短い直立シュート （直立短枝と呼ぶ）を併せ持つ （図

la, b ; Ichihashi et al. 2009)。直立短枝は一般的な樹木シュ

ートと同様、直立した茎に葉を密に展開する構造をとる。
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図2.つる植物4種、高さ 5m前後の個体の(a)平均塗琺枝長と (b)

当年生シュート総重最に占める登黎枝の茎（黒 • 塗りつぶし）、

登禁枝の葉（黒 • 白抜き） 、 直立短枝の茎（グレー · 塗りつぶし）、

直立短枝の葉（グレー •白抜き）の割合の平均値。各種 n =5。

(a)は各個体における平均登禁枝長の、個体間の平均土標準

偏差を示す。

登攀枝は、直立短枝と 比較して葉を小さく保ったまま茎

を長く伸ばすことを特徴とする。巻き付き型の登攀枝の

場合、1シーズンの伸長でしばしば長さ数メートルに達し、

空中を旋回しながら支持物を探索する (Darwin1865, 

lsnard and Silk 2009 ; Putz and Holbrook 1991)。付着型の登

攀枝はそれほど長くならず、明瞭な旋回運動は報告され

ていない。登幕枝に葉を発達させないことは、探索中の

茎にかかる力学的負荷を減らして到達できる距離を増し、

支持物獲得の成功率向上に寄与すると考えられている

(French 1975; Putz and Holbrook 1991)。

登禁枝の腋芽からは、翌年以降新たな登攀枝、あるい

は直立短枝が生じる。登攀枝の毎年の積み重ねにより 、

個体は支持物を確保しつつ生育空間を拡大し、地上部の

骨組みを形成する。直立短枝からは通常直立短枝のみが

生じ、やがて細かく分岐して葉を密につけた、樹木の小

枝 (twig)様の構造が形成される （図 le)。つる植物は、

生育空間の拡大と光合成生産という役割をシュート間で

分担し、それによって個体として両機能を成立させてい

ると見なすことができる。

登攀枝は個体が成長を続けるために必須のシュ ート で

あるが、 1つ 1つが大型であり、その生産には多くの資
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源を必要とする。例えば攪乱地で成長するサルナシやツ

ルウメモドキの場合、個々の登攀枝の長さは平均して

2 m前後に達する（固 2a)。個体の全当年生シュート中、

登攀枝の出現率は数％程度であったが、当年生シュート

バイオマスの 5割前後がその少数の登攀枝に分配されて

いた（図 2b)。登攀枝は茎の割合が高い シュートである

ため、 登攀枝への分配が大きくなるほど、その年の光合

成生産に直接寄与する葉の割合は低下する。つる植物 4

種の間では、攪乱地で成長する種は登攀枝 （茎） への分

配が大きく、林内で成長する種、特に付着型のイワガラ

ミは直立短枝 （葉）への分配が大きいという関係が認め

られた（図 2b）。 このつる植物種間の差については後に

考察する。樹木のシュートの作り方を参照すると、日本

冷温帯林の落葉樹木 10種において、当年生シュートバイ

オマスの 69-87％が葉に分配されていたことが報告され

ている (Yagi2000, "leaf-stem ratio of a population of 

current-year shoots, LSR"°/ より再計算）。 攪乱地で成長す

るつる植物種では、葉と茎の割合は半々程度であり（図

2b)、相対的に大きな資源を茎の伸長に振り分けているこ

とがわかる。

また重要な点は、そのように大きな資源を投入した登

攀枝が必ずしも新しい支持物に辿りつけるとは限らない

ということである。野外では支持物を獲得しないまま枯

れ落ちる登攀枝がしばしば観察される (Putz1984 ; Putz 

and Holbrook 1991)。定量的な評価は成されていないが、

個体の生活史を通じて多数の登攀枝が成長に寄与するこ

となく失われている可能性がある。つる植物が支持物を

探索するメカニズムに関しては不明な点が多いが (Gianoh

2015 ; lsnard and Silk 2009 ; Putz and Holbrook 1991)、野外

で観察する限り、個々の登攀枝の探索成否は確率的な要

素が強く、個体が周囲に多数の登攀枝を伸ばし続けるこ

とで初めてその一部が適当な支持物に到達し、その個休

の次の成長に繋がる 、と いう場面がしばしばあるようで

ある。従って、結果として無駄になるものも含め、多数

の登攀枝を作り続けることは自重支持依存の成長に必要

なコストであると考えることができる。

なお、イ ワガラミを含めた付着型つる植物の実生は、

地表をより暗い方向に向けて伸長することが知られてい

る (Katoetal. 2012a, b:Strongand Ray 1975）。 この性質は、

林床に濃い陰を生じる大きな樹木、即ち付着型つる植物

にと って望ましいホストの探索に役立つと考えられてい

る。その他のケース、例えば巻き付き型の登攀枝が空中

を旋回しながら支持物を探索する際、やはり光などをシ

グナルとして利用しているのか、そのメカニズムにどの
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程度の種間差があるのか、などに関してはほとんど情報

がない。

もう一点補足すると、巻き付き型 ・付着型以外のつる

植物、例えば巻きひげや鉤状器官を用いて、あるいは棘

や小枝などを引っかけてホスト樹木に取り付くタイプで

は、「支持物獲得のための特殊化の有無」という基準でシ

ュートを分類することはできない。ただし、著者の観察

した範囲では「長く伸びて支持物を探索するシュート」

と「茎を伸ばさずに葉を充実させるシュート」の分化は

概ね認められた（ヤマブドウ、カギカズラ、ツルグミ、

モリイバラ）。一方で、このようなシュート間の形態分化

の程度は種によって異なり (Penalosa1982）、マメ科のク

ズのように、明確な分化が認められない種も存在する。

シュート間の形態分化の有無とその程度の違いが、つる

植物個体の成長にどのような影響を及ぽすのか？興味深

いテーマであるが、関連する研究はほとんど行われてい

ない。

ホスト樹木倒壊の巻き添え

つる植物は周囲の樹木に取り付き、これに自重支持を

依存する。 しかし、依存先の樹木も安定して立ち続ける

とは限らず、強風や乾燥、あるいは病虫害など様々な要

因により 、常に枯死 ・倒壊する可能性を秘めている

(Franklin et al. 1987 ;山中ほか 1997)。加えて、つる植物

は一般に、ホストの樹冠に広がって光を遮り、また地下

部の競争や物理的負荷などの影響も加え、ホスト樹木の

枯死率を高める傾向がある (Ingwellet al. 2010 ; Phillips et 

al. 2005 ; Putz 1984)。そうしてホスト樹木が倒れた場合（つ

る植物が取り付いている枝の落下など部分的崩落も含

む）、上に載っているつる植物も共に林床まで落下してし

まうことがある（図 3a,b)。つる植物個体が複数のホス

卜樹木を獲得していた場合、その内の一本が倒れても、

まだ他のホスト樹木に掴まることができるため、個体全

体が完全に地面まで落下する事態は避けられる見込みが

ある。しかし、その場合でも倒壊するホストに引きずられ、

自身の体の一部を失うようなダメージを受けることは避

け難い（図 3b; Putz 1990)。このように、ホスト樹木の

枯死 ・倒壊は、つる植物にとっても大きな不利益につな

がる。それでは一体、つる植物個体の生活史の中で、ホ

スト樹木の枯死に遭遇する機会はどのくらいあるのだろ

うか？直接的な評価は難しいが、野外個体の地上部に残

る痕跡から手掛かりを得ることができる。

林内のつる植物は、しばしば個体の基部側、樹木の幹
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図 3.(a)倒壊したホスト樹木と （b)引きずられて落下したつ

る植物（ヤマプドウ）。 なおこの時落下したのは個体の一部

であり、個体の残りの部分は他のホスト樹木の上で生存して

いた。（c)ホスト樹木の樹冠からぶら下がり、地面を這うつ

る植物の基部茎。現在のホストに辿りついた後で、それ以前

に取り付いていたホストが枯死して姿を消した時、基部がぶ

ら下がった状態になる。
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図4.2.6 ha調査地内のつる植物4種の個体における、根付き地

点から現ホストとの接触点までの基部茎の長さと基部直径の

関係。サルナシ（●、両対数変換したデータに対する回帰直

線を実線で示した）、ツルウメモドキ (0、破線）、マツブサ

（＋、点線）、イワガラミ（▲、回帰は有意でない、 P>0.05)。

(Ichihashi and Tateno (2011) より、 JohnWiley and Sons社の

許可を得て改変・転載）

に当たる部分の茎がホスト樹冠からぶら下がり、また林

床を這うような状態になっている（図 3c)。この状態は、

次のような過程を経て生じると考えられる。今、つる植

物個体が取り付いているホスト (Aとする）から登攀枝

を伸ばし、新たに別のホスト (B) を獲得したとする。そ

の後、ホスト Aが枯死して姿を消し、かつ、このつる植

物がホスト Bに掴まって落下を免れた場合、それまでホ

スト Aに絡み付いていたつる植物の基部側の部位は宙に

浮き、ホスト Bからぶら下がるようになる。さて、この

ようにしてつる植物個体が多くのホストを経由するほど、

あるいは大きなホストを経由するほど、その個体のぶら

下がっている部分の茎の長さ、即ち「根付き地点から現

在のホストとの直近接触点までの基部茎の長さ（根ーホ

スト間茎長）」が増加することが期待される。対象種4種

の中では、攪乱地で成長するサルナシやツルウメモドキ

において、根ーホスト間茎長が大きく、サルナシの林冠

個体では 20m以上であることも稀ではなかった（図 4:

Ichihashi and Tateno 2011)。林内で成長するマツブサでは

根ーホスト間茎長は比較的小さく、複数のホストを利用

することのないイワガラミは現在のホストのほぼ直下に

根付いていた。この観察結果から、巻き付き型のつる植物、

特にサルナシのような種にとって、成長過程でホストが

枯死し、それに伴って自身も損傷を受ける場面は決して

稀ではないことが示唆される。

上の評価に含まれるのは、ホストが倒壊した場面で他

のホスト樹木に掴まって生きのびたケースのみであり、

ホスト樹木の枯死に伴ってつる植物個体が完全に地面ま

で落下・枯死するケースは含まれない。従って、図 4に

見られる種間差には、大まかにホストが枯死する頻度と、

ホストが枯死した時に落下せずに成長を続けられる可能

性の両要素が反映されている。ホストが枯死した時に落

下しない可能性は、常に多数のホスト樹木を獲得するこ

とで高まると考えられ、実際に根ーホスト間茎長が大き

な種ほど多数のホスト樹木を獲得しながら成長すること

が確認された (Ichihashiand Tateno 2011）。この 4種の挙

動の違いは林冠層に到達した後の大型個体において顕著

であり、サルナシは林冠最上層で強い光を受けながら大

きく広がり続けるのに対し、マツブサとイワガラミはホ

スト樹冠の内側や下部、ホストの受ける光を遮らない場

所に葉を展開し、その場でほぽ伸長成長を止めてしまう

(Ichihashi and Tateno 2011)。それぞれ、大きく伸長して多

数のホストを獲得するか、あるいは片利共生的なふるま

いで現在のホストヘの悪影響を抑制するか、致命的な落

下を避けるための異なる戦略を反映していると解釈でき

る。

なお、林床に落下したつる植物個体はそのまま枯死す

るとは限らず、熱帯林での観察によると、落下した個体

の多くはそこから成長を再開するという (Putz1984, 

1990 ; Schnitzer and Bongers 2002)。著者の調査地では、

暗い林床まで完全に落下してしまった個体は早晩枯死し

ており、明らかに林床から成長を再開した事例が確認さ

れたことはない。落下後に生きのびられるかどうかは、

林床の日照条件や種の特性などに依るものと思われるが、

いずれにしても、つる植物個体にとって完全な落下は避

けるべきリスクであると言える。

樹木と比較したつる植物の物質分配と

長期的成長パターンの特徴

はじめに述べたように、つる植物の自重支持依存の成

長様式は、茎肥大など自重支持に必要であった資源を茎

伸長と葉の増量へと振り分け、よって資源を効率良く用

いて生育空間を拡大しつつ高い光合成生産量を達成する

ことがその特徴であると考えられており、しかし十分な

検証が成されてはいなかった。著者らはこの点を検証す

るべく、冷温帯の落葉性つる植物 9種 121個体の地上部

完全採取を行い、各個体の到達高さ、地上部全体と各器

官の乾燥重最、茎の総延長、基部の年輪数に基づく解析

を行った (Ichihashiand Tateno 2015)。アロメトリ解析の

結果、地上部重が同じ個体同士で比較すると、つる植物

は平均して樹木の 3倍近い葉量を保持し、つる植物が当
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年に伸長した茎の重量は樹木の 5倍に達していた（図 5)。

この結果は、つる植物の物質分配に関する伝統的な仮説

を支持していた。また地上部重量が同じ個体同士を比較

すると、つる植物の到達高さは樹木よりも数メートルほ

ど高く、即ちつる植物は、バイオマスをより効率よく用

いて高い位置に達しているように見えた。続いて、サン

プル個体の到達高さ・地上部重量と茎基部の年輪数との

関係から、野外における見かけ上の成長速度を解析した。

その結果、つる植物個体は垂直高 10m （林冠層）に到達

するまでに、成長が速いサルナシやツルウメモドキの個

体でも 20年程度を要しており、これは同じ調査地内の樹

木と比べて特に速いものではなかった。さらに、地上部

重最の増加速度は樹木よりも低く、樹齢40年以上の林冠

つる植物 19個体の地上部重量 (4-60kg) は、同調壺地内・

同齢の林冠樹木の重量（胸高直径と高さから 45-580kgと

推定）よりもおよそ一桁小さいことがわかった。

地上部アロメトリの結呆から、つる植物は地上部重量

に対して常に樹木の 3倍近い葉量を持ち、また少なくと

もサルナシとツルウメモドキに関しては基本的に日当た

りの良い攪乱地で成長すること (Ichihashiet al. 2010)、個

葉レベルの光合成能力も同所生育する樹木種と同程度で

あることを確認した (Ichihashiand Tateno 2015の

Supporting information Fig. S2)。すると、サルナシなどで

は毎年の光合成生産量は樹木よりも相当に大きいことが

予想されるが、地上部に蓄積されるバイオマスは樹木よ

りも小さいことになる。この一因として、先に考察した

自重支持依存に由来するコスト、即ち大量の登攀枝作成

とその脱落、倒壊ホストに引きずられることによる地上

部損傷などの影響があるのではないかと考えた。より具

体的な手掛かりを得るため、採取したサンプル個体の「当

年の登攀枝総伸長量」と「過去の登攀枝に由来する地上

部の骨組み総延長」のバランスを解析したところ、齢 30

年の平均的なサルナシ個体は、過去に登攀枝を 450m伸

長し、その内の 347m (77%) を失っていること、ツル

ウメモドキは 208m伸長して 156m (75%）を失い、マ

ツブサは 86m伸長して 38m (45%）を失い、イワガラ

ミは 34m伸長して 10m (29%）を失っていることが予

想された (Ichihashiand Tateno 2015)。茎の長さと重さの

比を用いた単純なバイオマス換算では、例えばサルナシ

において、上記の失われた茎が直径 1cm以下の部分であ

ると仮定した場合、その喪失分は 30年間で生産した全茎

重量の 41％に相当すると計算された。樹木の類似データ

がないために比較は難しいが、サルナシやツルウメモド

キのような大規模な茎のターンオーバーは、個体のバイ
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図5．冷温帯落葉樹林に生育するつる植物 (0、n= 121、9種）

と樹木（●、 n= 245、44種）個体の、地上部重量に対する

(a)葉重と（b) 当年生茎重のアロメトリ関係。 (Ichihashi

and Tateno (2015) より、 JohnWiley and Sons社の許可を得て

改変・転載）

オマス収支において大きな影響を持つものと考えられる。

同時に、林内で成長するマツブサとイワガラミでは、成

長過程を通して登攀枝伸長量が比較的小さく、伸ばした

茎を後に失う程度も小さいことがわかった。

以上から、攪乱地で成長するつる植物種は大きな資源

を葉と茎伸長に分配し、かつ伸ばした茎の多くを枯れ落

とすことにより地上部を軽く保ったまま成長することが

示唆された。つまり、樹木では自重を支えるために個体

の基部に木部を多く蓄積するのに対し、これらのつる植

物では個体基部の木部蓄積量は少ないものの、自重を支

えてくれるホストを獲得するために個体の先端部で茎を

伸ばし続け、それを外部に捨てていく。形は異なるものの、

自重支持依存の成長様式にも相応の茎生産コストが必要

であり、少なくともある瞬間の個体の地上部構造から予

想されるほど効率良く成長しているわけではない。この

意味では、林内で成長するつる植物種、特に複数のホス

トに広がることのない付着型のイワガラミなどはより見

た目の印象に近く、生産性の低い林内環境でバイオマス

を効率よく用いて林冠まで成長を続けると考えられる。
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なお、つる植物において地上部のバイオマス蓄積量が

小さい要因として、地下部（根や貯蔵物質など）や繁殖

への物質分配が相対的に大きいという可能性もある。現

在までに、つる植物の地下部、あるいは繁殖器官への物

質分配に関して定量的な評価は極めて少なく (Kaneko

and Homma 2006 ; Wyka et al. 2013)、今後の検証が必要で

ある。

自重支持依存の意義と制約、成長環境との関係

地上部アロメトリに示されたように、つる植物は自重

支持を他に依存することにより、毎年大きな茎伸長を行

うと共に、同化部の割合が高い地上部構造を維持するこ

とができた。植物間の光を巡る競争が激しい攪乱地では、

短期間に大きな伸長ができる特性は光獲得に対して有利

に働くと考えられる (Selayaet al. 2007 ; Selaya and Anten 

2008)。樹木同士の競争では、周囲の個体が先に伸びて被

陰されてしまった後に追いつくことは困難であるが

(Berntson and Wayne 2000 ; Weiner 1990)、つる植物の場合

には周囲の樹木に多少先行されていたとしても、その相

手に取り付くことさえできれば、いずれ樹冠上に出て光

を獲得することが可能であろう。ただし、光競争の激し

い環境では、生き残る植物が大きな成長を示す一方で枯

死していく植物が多く (Niklaset al. 2003 ; van Breugel et 

al. 2006)、さらにつる植物自身がホストの生存に対して

負の効果を持つ。現在取り付いたホストの樹冠上が日当

たりの良い場所であったとしても、そこで落ち着いて動

かずにいると、ホストが枯死して自身が落下する危険が

高くなる。こうして攪乱地で成長するサルナシとツルウ

メモドキは、常に登攀枝への物質分配を大きく保ち（図2)、

ホスト樹木を乗り換えながら林冠層まで成長を続ける（図

3)。その過程で新しいホスト樹木の獲得が常にスムーズ

に進むとは限らず、高さ成長が停滞する場面はしばしば

あると思われるし、そもそも登攀枝の届く範囲に適当な

ホスト樹木がいなければそれ以上先に進めず、いずれ落

下してしまう。林冠に至るまでの成長過程で、大きく伸

ばした茎の大半を失っていることは、この足場の不安定

な成長に伴うリスクの高さを暗示し、それを超えて成長

を続けるために要するコストの大きさを示すものと解釈

できる。

攪乱地で成長する種と比べると、林内で成長するマツ

ブサとイワガラミ、特に付着型のイワガラミは、葉への

投資割合が高く、その場での光合成生産をより重視した

シュート生産を行っていた（図 2)。登攀枝への投資量が

78 

比較的小さいことは、生産性が低い被陰環境においてコ

ストの高い登攀枝に資源を割く余裕が少ないこと、特に、

複数のホストを獲得することがないイワガラミでは登攀

枝を長く伸ばす意義がそもそも小さいことを反映したも

のと考えられる。巻き付き型のマツブサも、成長過程で

ホストを乗り移る頻度は比較的低いようであり（図 4)、

これらの種では登攀枝伸長量が全体的に小さいが、その

内の失われる割合も低い、より無駄の少ない成長を行っ

ていた。林内で成長するつる植物種の場合、自重支持を

他に依存することの意義は、同化器官である葉の割合を

高く保ち、それによって生産性の低い林内環境でも炭素

収支を正に保ち、よって着実に成長を続けて林冠に到達

する可能性を高められる点にあるのではないかと思われ

る。

林内で成長する 2種のうち、付着型のイワガラミの場

合、個体がどこまで大きく成長できるかは最初に登り始

めたホスト樹木に完全に依存する。従って成長初期にな

るべく安定した大きな樹木を見つけることが望ましいが、

より小さな樹木をホストにした場合でも、ホストが後に

林冠まで大きく成長すればイワガラミも共に成長できる。

このようにホストと共に成長しているように見えるケー

スも調査地ではしばしば観察された。巻き付き型のマッ

ブサの場合、最初から大きな樹木に取り付くことはでき

ず、林床の低木や稚樹をホストとするところから成長を

始める必要がある。マツブサは林冠層に到達するまでの

時間が4種の中で最も長く、比較的順調に成長している

ように見えるサンプル個体でも 40年程度を要していた

(Ichihashi and Tateno 2015）。また本調査地では、短枝の芽

鱗痕から判断して、林内の稚樹の上で 10年以上成長が停

滞している個体も複数観察された。そのように林内のホ

スト稚樹の上でしばしば長期間耐え、ギャップ依存的に

そのホストや周囲の稚樹と共に成長することが多いもの

と推測される。林内の稚樹は一般に耐陰性が高い樹種で

あり、閉鎖林冠下で成長が停滞しても長期間生存を続け

ることができる (Canham1985 ; Kobe et al. 1995 ; Lorimer 

1980)。また先に記したように、マツブサやイワガラミは、

林冠到達後にホストの受光を妨げないような共生的挙動

を示す種である。マツブサは林冠に至るまでの成長過程

においてはホスト稚樹の枝先まで広がっていたが、攪乱

地で旺盛に成長するつる植物種のようにその樹冠を覆っ

てしまうことは普通なかった。耐陰性の高い樹種と共生

的なつる植物種の組み合わせであれば、閉鎖林冠下でも

容易には共倒れにならないものと思われる。ただし、そ

れでも現在のホストが倒れてしまった時、マツブサはあ
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まり多くのホスト樹木を獲得しないため、林床まで完全

に落下する危険性はそれだけ高く、 1本のホストのみに

自重支持を依存するイワガラミは、基本的にそのホスト

と共倒れになる。

いずれの種でも基部直径 2cm程度で林冠層に到達して

いたが、林冠到達後に成長パターンの変化が認められ

(Ichihashi and Tateno 2015のSupportingInformation Note 

Sl)、攪乱地で成長する 2種では基部直径と地上部重量の

増加が加速していた。また特に林内成長種で顕著であっ

たが、個々の登攀枝の長さ、登攀枝への物質分配が低下

する傾向があり、実際にサルナシ以外の 3種では、林冠

到達後に樹冠部の骨組み長さ・葉量ともにほぽ一定にな

り、顕著な樹冠部成長を示さなくなった (Ichihashiand 

Tateno 2011)。そして、採取したサンプルの中で、林冠到

達以前に花や実を作っている個体はごく稀であった。林

冠は最も安定した光獲得を見込める場であると共に、つ

る植物にとって、サイズの大きい林冠木は、その森林の

中で最も枯死しにくい安定したホストであると考えられ

る。森林環境の中で成長するつる植物の場合、林冠まで

到達することは、ある程度安定した環境を得て繁殖に入

る、生活史の重要なステップになっているものと思われ

る。

おわりに

本稿では日本冷温帯林のつる植物 4種を主対象とした

地上部構造の評価に基づき、その栄養成長過程の記載を

通して改めて自重支持依存の意義と制約について考えた。

自重支持依存は、植物個体が短期間に大きく伸長すると

共に、同化部の割合を高く維持しながら成長することを

可能にした。しかし、常にホストを獲得し続ける必要が

あること、ホストが枯死した時に巻き添えを受けること

などにより、林床から林冠に至るまでという長期的スケ

ールで考えた場合、必ずしも効率の良い個体成長を可能

にするものとは言えなかった。また、本稿で紹介した評

価にはつる植物が地面まで完全に落下するケースは含ま

れないため、野外におけるつる植物個体の実際の成長は、

ここに記載されたものよりも一層困難である。それにも

関わらず、植物の多くの進化系統でこの成長様式が現れ

たことは、「短期間に大きく伸長できることと、同化部の

割合が高い地上部構造を維持できること」が、植物の生

存戦略上やはり相当な利点であることを示唆している。

あるいはまた、本稿で触れていない他の要素、例えば繁

殖などにおいて利点があるのかもしれない。林冠の成熟
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個体において、自重支持依存により得られた余剰資源を

繁殖に多く投資している可能性など、検証する意義が高

いと思われるが、つる植物の繁殖について物質分配とい

う観点からの定贔評価は少ない（例えばKanekoand 

Homma 2006)。ただ、つる植物の多くの種が地下茎や走

出枝等を介した活発な栄養繁殖を行うことが知られてお

り、これはつる植物の更新戦略の大きな特徴とされてい

る (Ledoand Schnitzer 2014; Mori et al. 2017; Yorke et al. 

2013)。

はじめに述べたように、近年熱帯林を中心につる植物

が注目を集め、盛んに研究が行われる一方で、個休ベー

スの生活史や生態の様々な面において不明な点、評価が

十分に成されていない点が存在する。その意味でも魅力

的な研究対象であり、興味のある方にはぜひ取り組んで

いただければ幸いである。また強調しておきたい点は、

日本の森林において、つる植物コミュニティの実態と動

態に関する評価が少ないことである (Kusumotoet al. 

2008, 2013 ; Mori et al. 2016)。温帯林ではつる植物が全体

的に少ないとされているが、日本の森林はそれなりに多

様なつる植物種を含み、場所によっては密度も相当に高

く、森林動態に対して無視できない影響を及ぽしている

可能性がある（例えばIchihashiet al. 201 7)。つる植物は、

その通導構造が凍結によって機能を失いやすいことが温

帯における分布を制限していると考えられており (Gentry

1991 ; Schnitzer 2005)、今後、温暖化に伴う冬期の気温上

昇により、温帯林においてつる植物の重要性が高まる可

能性が指摘されている (Jimenez-Castilloand Lusk 2013 ; 

Ladwig and Meiners 2015)。国内の森林調査においてもっ

る植物の潜在的な重要性に対する認識を高め、その動態

を注視していく必要があると考えている。
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