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ブナとイヌブナ成木の環境適応に関する生理生態学的研究

上村 章

Ecophysiological study for adaptation to environment in adult trees of 
Fagus crenata and Fagus ja.ρonzca 

by 

Akira UEMURA 

要 旨

日本の代表的な落葉広葉樹であるブナと同じブナ属のイヌブナを用い，個葉レベル，当年枝レベル，樹冠レ

ベルでの環境応答特性の違いを調べた。ブナとイヌブナは，蒸散要求の季節的な増加に対し，個葉レベルと個体

レベル両方の通水特性の季節的な順化を行い，水蒸気圧飽差に対する水蒸気拡散気孔コンダクタンス (gs) の

反応性を低くし，光合成の気孔制限 (Ls) を低くしていた。ブナと比べて，イヌブナは，低い gs，高い Lsを持

った。イヌブナ当年枝は，ブナと比べて大きな葉面積比(当年校総葉面積/当年枝乾重)，小さな当年枝の木部

断面積/総葉面積比 (HV)を持った。この小さい HVが，イヌブナの保守的な水利用と関係していると考えら

れた。また，ブナと比べて，イヌブナは樹冠内の葉の特性の可塑性が小さく，樹冠上部の葉角が垂直的で樹冠内

部に光を透過させ，比較的樹冠全体で CO2を獲得していた。ブナでは，冬芽の段階で葉の特性の前決定がある

ことが知られている。樹冠上部に被陰処理をすることによって，ブナ業とイヌブナ葉に対する光の履歴効果の違

いを調べた。イヌブナと比べ，プナは，葉厚の変化に対する前年の光環境の影響を強く受けた。

キーワード :ブナ，イヌプナ，光合成特性，水分特性，J順化

2007年 3月6日受付.Received March 6. 2007 

2007年7月2日受理. Accepted ]uly 2. 2007 

1 森林総合研究所北海道支所. (干062-8516 札幌市長平区羊ケ丘7)

Hokkaido Research Center. Forestry and Forest Products Reserch Institute. Sapporo. 062-8516. ]apan 



132 北海道大学演習林研究報告第64巻第2号

第 I章序論

1 . 1 環境変化と葉の特性

1.1.1 環境変化に対する葉の特性の順化

1.1. 2 葉の特性聞の連動(Jinkage)

目

1.1. 3 成木樹冠における生理生態学的調査の重

要性

1 . 2 プナ属に対する研究

1. 2.1 研究の必要性

1. 2. 2 ブナ属の分布

1. 2. 3 ブナとイヌブナの種特性

1 . 3 論文の目的と構成

第E章調査地および調査方法

2 . 1 はじめに

2.2 試験地概要

2.3 材料および調査方法

2.4 勿来広葉樹試験地の気象

2.5 統計解析

第皿章樹冠表層葉のガス交換速度の日・季節変化

3 . 1 ガス交換と水分特性の季節的な連動

3.1.1 はじめに

3.1. 2 方 法

3.1.2.1 生化学的，形態的特性

3.1.2.2 ガス交換特性の日変化

3.1.2.3 光合成の気孔制限

3.1.2.4 水分特性

3.1. 3 結 果

3.1.3.1 ブナとイヌブナの個葉の特性の比較

3.1.3.2 生化学的，形態的特性の季節変化

3.1.3.3 ガス交換特性の季節変化

3.1.3.4 水分特性

3.1.3.5 光合成の気孔制限

3.1. 4 考 察

3.2 プナとイヌブナのガス交換特性の違い

3.2.1 はじめに

3.2.2 方 法

3.2.2.1 当年枝の特性

3.2.2.2 個業のガス交換特性

3.2.2.3 業と当年枝の呼吸

3.2.2.4 ガス交換モデル

3.2.3 結 果

3.2.3.1 ブナとイヌブナの当年枝の特性の比

較

次

3.2.3.2 葉のガス交換に対する微気象要因の

影響

3.2.3.3 日CO2獲得量，日 H20損失量の季節

変化

3.2.4 考 察

3.2.4.1 当年枝の形態と棄のガス交換の聞の

連動

3.2.4.2 個業レベルでの炭素収支

3.2.4.3 当年枝レベルでの炭素収支

第W章 樹冠内における葉の特性の空間的変化

4.1 はじめに

4.2 方 法

4.2.1 樹冠構造

4.2.2 個葉の生化学的，形態的特性

4.2.3 個葉の光合成特性

4.2.4 樹冠光合成の推定

4.3 結 果

4.3.1 樹冠構造

4.3.2 樹冠内における形態的，生化学的特性の

可塑性

4.3.3 樹冠内における光合成特性の可塑性

4.3.4 樹冠光合成の見積もり

4.4 考察

4.4.1 樹冠構造と葉の可塑性の連動

4.4.2 炭素獲得に関する最適分配

4.4.3 種聞の葉の可塑性の違い

第V章 葉の特性に対する光の履歴効果

5 . 1 はじめに

5.2 方法

5.2.1 樹冠被陰処理

5.2.2 形態的， 生化学的特性

5.2.3 ガス交換速度，水ポテンシャルの日変化

5.2.4水分特性

5.3 結 果

5.3.1 形態的， 生化学的特性に対する光環境の

履歴効果

5.3.2 ガス交換特性に対する光環境の履歴効果

5.3.3 水分特性に対する光環境の履歴効果

5.4 考察

5.4.1 水分特性に対する光環境の履歴効果

5.4.2 ガス交換特性に対する光環境の履歴効果

5.4.3 枝の成長に対する光環境の履歴効果



樹木葉の可塑性と環境適応(上村) 133 

5.4.4 履歴効果のブナとイヌブナの違い

第羽章結論

6 . 1 落葉広葉樹の環境適応能力

6.2 ブナの環境適応能力

謝辞

引用文献

Appendix 1 

Appendix 2 

Summary 

第 I章序論 耐陰性や更新特性と関係する (Ishidaet al. 2003)。

1.1 環境変化と葉の特性 一般的に，同一樹種内でも明るい場所にある陽葉は，

1.1.1 環境変化に対する葉の特性の順化 被陰下にある陰葉と比べ，葉が厚く，単位葉面積あた

地球温暖化による森林への影響が懸念されている りの窒素含量，クロロフィル含量が多いことが知られ

(例えば，田中ほか 2003)。温暖化による環境の変化 ている (Larcher2003)。窒素を炭素固定系や集光部

は環境に対して最も柔軟に変化する器官の一つであ 位などへどのように分配するかが重要で、，例えば，明

る葉に影響を与える。気温の上昇とともに，降水量や 環境下で炭素固定系の効率を上げ，暗環境下で光獲得

大気飽差の変化も予測される。降水量が減少しなくて の効率を上げるように分配が変化し，それぞれの光環

も，飽差が増大した場合には，植物葉に対する蒸散要 境下で光合成速度を高めていると考えられている。一

求は高まり，土壌一植物一大気連続体 (SPAC)内の 方，水分特性は，樹木の耐乾性，成長，個体活力度に

水バランスに影響を与える。一方，植物は，環境の変 影響を及ぼす重要な要因であるが(例えば，高橋

化に対して葉の生理的，形態的特性を順化させること 1981，丸山・森川 1984，松本ほか 1992)，水分特性

ができる。順化によって導かれるこれらの特性の変異 の大気飽差や土壊水分の変化に対する順化過程や可塑

は，置かれた環境下で個体レベルでの炭素獲得(光合 性は，主要樹種に関しでも十分解明されていない。

成)をより高めていると考えられている (Hiroseand 

Werger 1987. Ellsworth and Reich 1993. Evans 

1993a. 1993b. Hollinger 1996)。ある特性の順化の

幅は，それぞれの種によって異なるので，森林に対す

る環境変化の影響を評価するためには，その違いを考

慮に入れ評価する必要がある。本論文では，特性の順

化の幅のことを特性の「可塑性」と定義する。分布や

成長を左右する生理的特性の評価に加え，特性の可塑

性の評価は，樹木の環境適応性に対するより詳細な情

報を与え，森林の将来を予測したり森林の持続可能な

経営や劣化した森林の生態系修復に関する計画を作成

したりするために役立つだろう 。近年，針葉樹の単一

造林地は，それぞれの地域の潜在種である広葉樹種を

再導入することによって針広混交林へと転換されよう

としてきている。導入する広葉樹種の気象変動に対す

る潜在的なリスクを知っておく必要がある (Gesler

et al. 2007)。日本の冷温帯域における再導入に有力

な樹種は，ブナである。地球規模の気象変動を含む環

境変化に対するブナの応答特性を解明し，造林域を判

定する必要がある。

これまで，その重要性から，光環境の変化に対す

る葉の生理的，形態的特性の可塑性の調査が多くなさ

れてきている。変化する光の傍受と使用の種間差は，

1.1.2 葉の特性聞の連動 (Iinkage)

植物個体における生理生態学的諸特性は，お互い

密接に関係しあう 。例えば，光合成速度は，種ごとの

水分特性と環境によって大きく左右される (Meinzer

et al. 1995. Saliendra et al. 1995. Hubbard et al 

1999. Sperry 2000. Hubbard et al. 2001. Tyree 

2003)。なぜなら，光合成に必要な CO2は，気孔を通

じて葉内に供給され，その気孔の開度(気孔コンダク

タンス)は水分特性によって影響を受けるからである。

気孔開閉のメカニズムは，完全には解明されていない

が，それは，光合成による CO2の取り込みを進行す

ることと蒸散による水の損失を制限し葉が過度に脱水

することを妨げることの聞の，あるバランスを保つた

めに働く複雑なメカニズムによって制御されていると

考えられている (Whitehead1998)。一日の内の明け

方から日中にかけての蒸散要求度(飽差) の増加は，

気孔コンダクタ ンスの日中低下を引き起こし，光合成

速度を低下させる，すなわち，光合成の気孔制限

(stomatal limitation)を増大させることがある

(Ishida et al. 1999b)。このように，樹木葉の環境適

応機構を明らかにするためには，どのような特性とど

のような特性が連動しているかを明らかにすることが
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重要である。種特性はつ 1つの特性の違いだけで 後述する。

なく，様々な特性の連動の仕方の違いによって形作ら

れていると考えられる。 1.2 ブナ属に対する研究

1.2.1 研究の必要性

1.1.3 成木樹冠における生理生態学的関査の震要性

同じ場所に長期間生育し，サイズが大きくなる樹

木の個体の機能維持には，個体としての生理生態学的

特性の変化が重要である。大きな樹木個体には，樹冠

内に大きな物理的環境の勾配を生じ(例えば， Ack-

erly and Bazzaz 1995. Ishida et al. 1999b. Kimura 

et al. 1998)，樹冠下部の校から展開する葉は，樹冠

が発達するにつれ異なる光環境に置かれる

(Schoettle and Smith 1991. Ishida et al. 1999c)。こ

の個体内にできる環境の勾配に応じて，生理生態学的

特性は複雑に変化する (Bassowand Bazzaz 1998. 

Koike et al. 2001)。また，この個体を取り巻く物理

的環境の変化に加え，個体サイズが大きくなる樹木に

おいては，成長に伴って生物的変化が生じるかもしれ

ない (Nabeshimaand Hiura 2004)。例えば， 実生か

ら成木への成長に伴って，同化器官と非同化器官の割

合の違い， 一定の面積の業が支える非同化器官の重さ

の遠いが生じる。成木の樹高成長の制限要因のーっと

して，成長にともなう土壌と業の聞の通水コンダクタ

ンス (Kw)の減少が考えられている (Ryanand 

Yoder 1997)。成木の樹冠葉が，どのようなガス交換

を行っているかを明らかにするためには，実際の着業

位置でのインタクトな測定が欠かせない。

成木樹冠は，森林生態系の機能において多くの重

要性を持つと同時に，特にアクセスの難しさから生じ

る，多くの調査の難しさを持つ (Barkerand Pinard 

2001. Ryan 2005)。例えば，成木樹冠の重要性は，

光資源、を十分に利用できる樹冠表層葉の個体の炭素獲

得に対する高い貢献度や，樹冠内の葉の特性の垂直的

変化の種による違いにあるが，その研究は制限されて

いる。現在，タワーやクレーンなどの設置により，広

葉樹樹冠における葉の生理生態学的ふるまいは，熱帯

樹種(例えば， Furukawa et al. 2001)や温帯樹種(例

えば， Saito and Kakubari 1999，小池ほか 2004，

Iio et al. 2005) に関して蓄積されつつある段階であ

る。そこで本研究では，本州冷温帯林を代表し世界遺

産に登録された白神山系の主要構成樹種であるブナと

その近縁種イヌブナの成木樹冠に焦点をあてて，これ

らの環境応答に関する生理生態学的研究を行って，森

林管理のための基礎資料とすることを試みた。詳細は

ブナ属は，北半球中緯度地域を代表する樹種であ

る。各地域において，材の供給だけでなく文化，環境

面で人類に大きく貢献している (Peter1997)。プナ

属は，比較的湿潤な環境下で生育し，共存する他の種

と比べて乾燥に対して敏感であることから (Peter

1997) ，生育，分布に対する地球温暖化の影響も懸念

される。

プナ属が優占する北半球中緯度地域は，そこに成

立する森林生態系の，温暖化ガスとしての CO2収支

への寄与度(隔離能力)と温暖化による影響の両面で

重要視されている (Wofsyetal.1993. Fanetal 

1998)。しかし，ブナ属成木のガス交換特性や環境適

応性は，十分調査されていない。調査により得られた

データは CO2吸収量や成長をモデル化するための

生理的基礎データを供給することができる。

プナ (Faguscrenata Blume)は，日本の冷温帯

林を代表する樹種である。ブナは，材積ベースで日本

の全広葉樹天然林の約 9%と最も豊富な広葉樹種であ

る。冷温帯域に限れば，胸高断面積ベースで80%がブ

ナである (Nakashizukaand Iida 1995)。近年，ブナ

には，広葉樹材の需要拡大の他，水源、の確保，風致・

景観の維持，環境保全等の公益的機能の発揮を期待し

て，国民の関心が高い。現在の気象条件と植生データ

から導かれた分布モデルによる温暖化影響予測は，こ

のブナ林の減少を示し，その脆弱性が懸念されている

(本間ほか 1995，田中ほか 2003，Matsui et al. 2004)。

本研究では，近縁で後述するように分布域や生態的地

位の異なるイヌプナ (Fagusjatonica Maxim.) と比

較することで，プナの環境応答特性を明確にすること

を期待した。

1.2.2 ブナ属の分布

世界のプナ属は，北半球の中緯度地域の海洋性気

候または湿潤な夏期を伴う大陸性気候に分布し，約12

種に分類されている(生態的変異種か独立穫であるか

刀分類上の問題で種数が確定していない)。ブナ林は，

いずれも各地域において文化や資源の商で重要な役割

を演じてきた。ブナ属は，生態的に同質なグループと

して見られてきている。冬期落葉高木で冷温帯林の代

表的な樹冠を構成する極相樹種である。いずれの種も
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耐陰性が強く，乾燥に弱いとされる (例えばF.syl-

vatica (Aranda et al. 2000. Leuschner et al. 2001. 

Raftoyannis and Radglou 2002)， F. crenata 

(Maruyama and Toyama 1987)， F. grandifolia -

(Tschaplinski et al. 1998))。

日本には，プナとイヌブナの 2種のプナ属が分布

している。日本の温帯域は，寒冷な方から針広混交林，

冷温帯落葉林，暖温帯落葉林の 3つに大別されるが

(Kira 1991)，プナは，冷温帯落葉林，イヌブナは暖

温帯落葉林に優占する (Nakashizukaand Iida 1995)。

垂直的分布では，プナは，北緯37度付近では，標高300m

から1500mlこ優占する。プナとイヌプナは，冷温帯落

葉林下部域，プナ垂直分布の下限域において共存する

(野寄・奥富 1990)。

プナ林は， 気候条件の違い(主として冬期の降積

雪の違い)を反映して，相観的，組成的に異なる太平

洋 (表日本)型のブナ林と日本海 (裏日本)型のブナ

林に大別できる (藤田 1987)。日本海型ブナ林 (積雪

深)0.5m)は，組成が単純で純林を形成する

(Nakashizuka 1987)。太平洋型ブナ林(積雪深<0.5m)

は，多様な高木性の樹種を混生する。日本海型ブナ林

と比べて，太平洋型ブナ林の樹勢の衰えや後継稚樹の

少なさから，その脆弱性が懸念され，研究が行われて

きている (丸田 ・紙谷 1996.Shimano 1998)。一方，

イヌブナは，日本海側にはほとんど分布せず，太平洋

側に分布する。イヌブナは，めったに純林を形成せず

に，多様な樹種と森林を形成する。

太平洋型ブナ林と日本海型ブナ林の聞において，

森林の相観的，組成的違いだけでなく，そこに生育す

るプナ自身の違いが明らかになっている。太平洋型ブ

ナは，日本海型ブナと比べて，葉が小さい傾向がある

(萩原 1977，Hiura 1993， 日浦 1996，Hiura 1998， 

小池 ・丸山 1998，小山ほか 2002)。太平洋型プナの

葉は厚く，それは，より柵状組織が発達する (2- 3 

層)ことに関係している (小池・丸山 1998)。太平洋

型における小さくそして厚い葉は，乾燥に適応してい

ると考えられている (小池ほか 1990，日浦 1996)。

近年，日本海型と太平洋型ブナは，遺伝的に異なるこ

とが明らかにな っている (Koikeet al. 1998. 

Tomaru et al. 1998)。

1.2.3 ブナとイヌブナの種特性

ブナ，イヌブナは，春先にその年に着けるすべて

の葉を展開させる一斉展葉型の樹種である。散孔材樹

種である。耐陰性のある林冠構成種に分類される

(Masaki 2002)。両種の葉の外観は非常によく似てい

る (Photo.1-1)。

両種は，上述の分布域に加え更新様式が異なる。

すなわち，ブナは実生更新，イヌブナは萌芽更新に大

きく依存する (Niiyamaand Abe 2002)。結果，プナ

F. japonica Maxim. F. multinervis Nakai 

F. crenata Blume F. sylvatica L. 5cm 

Photo. 1-1. Leaves of Fagus sp. 
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Fagus crenata Fagus japonica 

Photo. 1-2. Stems of two Fagus. 

は，単幹を形成するが，イヌプナは，ストレスを受け

ない自然条件下でも多幹を形成する (Ohkubo1992) 

(Photo. 1-2)。プナは，林冠下における暗い環境下か

らギャップ下の明るい環境に適応でき，イヌブナは，

萌芽枝が親木の下の暗い環境下で効率的に光を利用で

きることが更新に有利に働くと考えられる。

個葉特性に関しては，林内稚樹に関して，プナ葉

と比べてイヌブナ葉の方が大きくて薄く，低い光合成

速度を持つことが報告されている (Yamamuraet al 

1993)。個葉特性や更新特性の違いは，環境適応に関

して異なる成長戦略を示すかもしれないが，両種の違

いは明らかになっていない。

1.3 論文の目的と構成

本研究の目的は，ブナとイヌブナ成木を用い，環

境の時空間的変化に対する倒葉と個体レベルでの反応

を明らかにする，また，成木個体に存在する生理生態

学的特性の聞の連動関係を明らかにすることである。

特に，水分特性と個葉の生理的特性の関係を明らかに

することを目的として研究を行った。成木では，校ご

との生理的自立性 (branchautonomy) (Sprugel et 

al. 1991)が存在することを前提に，当年枝を 1つの

モジュールとして，モジュール聞の特性の違いを比較

し考察を進めた。本研究では，両種の生態的違いの要

因を解明するというよりはむしろ，異なる特性を持つ

葉の環境応答性の違いを明らかにする。以下の点を解

明することに重点をおき解析を行った。

(1) 個葉のガス交換と通水特性の季節的な連動

(個葉レベルの解析)

(2) 当年枝の形態と葉のガス交換との間の連動

(当年枝レベルの解析)

(3) 樹冠構造と葉の特性の可塑性の連動(個体レ

ベルの解析)

(4) 葉の特性の決定時期の解明

第2章では，調査地，調査方法に関する概略を説

明する。第3章では，プナとイヌブナの樹冠表層葉(樹

高約14-15m)の生理生態学的特性に関する基礎的

データを示す。土壌と葉の聞の通水コンダクタンス

(Kw) ，葉の水分特性，ガス交換速度の日 ・季節的変

化を調べ，上記の(1)と(2)を解析した。第4章では，こ

れら成木樹冠において層別刈り取り調査を行った結果

を示す。樹冠表層の明環境から樹冠下部の暗環境にか

けて，光合成能力と関連する葉の特性の垂直的変化を

調べ，上記の(3)の解析を行った。第5章では，ブナ属

樹種において，葉の特性決定に関して環境の履歴効果

を受けることが報告されていることから，樹冠被陰実

験を行い，前年と当年の光環境を変えることによって，

上記の(4)を調べた。なお，高木の樹冠表層での被陰実

験は，これまで行われていない。履歴効果のブナとイ

Fプナの違いを明らかにする。第6章では，本研究の

成果をまとめ，結論を述べる。

三次元測定タワーを用いた本研究により，生育環

境下における，ブナとイヌブナ成木の樹冠表層業のガ

ス交換特性，樹冠内での葉の特性の垂直的変化が明ら
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かになる。得られた環境応答特性は，脆弱なプナ生態

系の保全管理に資することができると考える。本論文

に関する略号は， Appendix 1にまとめられた。

第E章 関査地および鯛査方法

2.1 はじめに

調査地域は，阿武隈山地の南端にあたり，冷温帯

と暖温帯 (中間温帯)の移行域にあたり，山地帯(標

高600m以上)地域には，プナとイヌブナ両種が同所

的に生育している。本試験地から約 5km南にある小川

学術参考林 (北緯36
0

55'，東経140
0

35'，標高610-

660m)では，これまで 6haのプロ ットを設置し，

森林動態，種多様性等に関する様々な研究がなされて

いきてる (Nakashizukaand Matsumoto. 2002)。樹

種構成比は，コナラ27%，イヌブナ21%，プナ 9%と

これら樹穫が全樹冠構成種 (46樹穏/6ha)の半分以

上を占める (小川学術参考林データ，胸高直径ベース)

(Masaki 2002)。ブナの優占度が高くときに純林に近

い森林を形成する日本海側と異なり，プナ以外に多様

な樹種が出現する。本地域に出現するプナは，葉が小

さく 厚いことから，太平洋型ブナとみなされる。 Fu-

jiiほか (2002)のブナ DNAの種内変異分析の地理的

Photo. 2-1. Location of the study site 
(Nakoso research station). 

な分布調査結果に当てはめると，本地域のブナはク

レード II (Clade 共通の祖先から進化した生物群)

に分類される (本州日本海側ブナは，クレード1)。

2.2 試験地概要

関東森林管理局管内，福島県いわき市回人町固有

林内に試験地が設置された (以下，勿来広葉樹試験地，

北緯36
0

58'，東経140
0

36'，標高700m)(Photo 2-1)。

太平洋岸から約20km内陸に位置する。試験地は，落葉

広葉樹二次林で，尾根部林冠高は，約14-17mで，プ

ナ，イヌプナに加えて，コナラ (Quercusserrata 

Thunb.)，ミズナラ (Quercuscri~ρula Blume)，アカ

シデ (Caゆinuslaxifolia Blume)， ミズメ (Betula 

grossa Sieb. et Zucc.)等の落葉広葉樹で構成される (学

名は，牧野(1961)による)。林冠は閉鎖し，林床上

約 1mの高さの相対照度は，約 5%である。なお，学

名は牧野(1972)に依った。

2.3 材料および関査方法

試験地尾根部に生育するブナとイヌプナの成木

(樹高14-15m)について，枝ごとの生理的自立性

(branch autonomy)が存在することを考慮し

(Sprugel et al. 1991)，複数の枝を測定対象として得

られたデータの比較を行った。樹齢は， 100年を超え

ている。1994年4月に，底辺 4x 3，高さ16mの森林

空間を 1辺約1.5mの3次元格子で区切ったジャング

ルジムタワーが設置された (Photo.2-2)。タワーを

Photo. 2-2. Research tower. 
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sensor 

Photo. 2-3. Sensors for micro climate above the top canopy (l6m above the ground). 

用い，上層 (16m)，中層 (8m)，下層 (1m) にお

いて，光量子束密度 (PPFD:μmolm-2 
S-l. IKS-25. 

Koito Seisakusho Co.. Tokyo. Japan)，気温 (Tair: 

t. OPT-150-10. Koito Seisakusho Co.. Tokyo. 

Japan) ，相対湿度 (RH:%. TDK. CHS-APS. 

Tokyo. Japan)が測定された (Photo.2-3)。上層で

は，さらに，風速 (μ:m S-l. A-702-01. Yokokawa 

Co.. Tokyo. Japan)，雨 量 (mm:MES-1705. 

Koito Seisakusho Co.. Tokyo. Japan)が測られた。

データは， 1994年 5月から 10分間隔でデータロガー

(MES-901. Koito-Seisakusho. Tokyo. J apan) に

連続的に記録された。

2.4 勿来広葉樹試験地の気象

試験地の冬期は，少雪 (最深積雪50cm以下)で乾

燥する典型的な日本の太平洋側の気候を示す。晩春か

ら早夏にかけて，本太平洋北東沿岸は，寒冷な北東風

にみまわれ，しばしば曇りがちな気象あるいは霧が発

生する (Mizoguchiet al. 2002) 0 1995年から2004年

の10年間の樹冠上部の気温と雨量の平均値を Table

2-1に示す。温量指数は， 67:!: 5 (平均値:!:S.D.f 

であり，冷温帯 (45-85)の下限にあたる(吉良 2001)。

10年間の平均年降水量は， 1596皿で、あった。落葉広葉

樹の生育期間である 5月から10月の月降水量は， 100mm

以上あった。降雨頻度は高く ，1995年の生育期間にお

Table 2-1. Mean values of air temperature and precipitation from 1995 to 2004 at Nakoso research station. 

Data were measured above the canopy at 10 minute intervaJs 

Mean 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一一一一一

Total 

Air temperature 
-2.6 -2.5 0.7 7.1 12.0 15.8 20.1 20.5 16.7 10.9 5.6 0.1 8.7 

('C) 

Precipitation 
44 20 89 143 164 149 258 185 260 174 92 30 1596 

(mm) 
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いては，連続して降雨が無い期間は平均で 3日，最大

で7月下旬に観察された10日であった。このように，

本試験地は，湿潤な森林に分類できる。

1995年の落葉広葉樹の展葉が始まる 5月から落葉

の始まる10月までの気象の変化を Figure2-1に示し

た。生育初期(6月から 7月中旬)の聞の PPFDの

60 
(A) 

Q b国h 40 

LEL N て注コ

O E 20 

O 

ω 」
30 

20 

〈
10 

。

0.04 
(C) 

O E 
仏〉句
c.. 0.02 

O 

150 (0) 

itE E 
100 

50 

O 

M J J A S O 

Fig.2-1. Seasonal course of daily total photosynthetic photon flux density (PPFD) (A). air temperature 

(B) • vapour pressure deficit (VPD) (C) . and precipitation (D) at the top canopies of Fagus 

trees in 1995. The thick line and the dotted line in panel (B) represent maximum air tempera-

ture and minimum air temperature. respectively. The thick line and the dotted line in panel (C) 

represent the daily maximum value of air VPD and the estimated maximum leaf-to-air VPD for 

F. crenata. respectively. 

This figure is adopted from Uemura et al. (2005) with the permission of Elsevia in Forest Ecology and Management 
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積算値は，夏期(7月中旬から 8月)の22%であった。 のような水分特性の聞の関係は，お互いに複雑に影響

これは，生育初期が天気の悪い梅雨の期間を含むから しあう 。 gsとKwの聞には，成長の間 (Saliendraet 

である。8月において，日最高気温の月平均値は al.1995， Hubbard et al. 1999， McDowell et al. 

27.8
0

Cであったけれど. 30
0

Cを超える日が何度かあっ 2005)や種間 (Meinzeret al. 1995， Nardini and Sal-

た。葉と大気の聞の水蒸気圧飽差 (LAVPD)の最大 leo 2000)に関係が見られる。高い Kwは，葉への水

値は 8月に記録された。このことは，夏期に大気の 分供給を効率的に行うことができ，植物葉のガス交換

蒸散要求が高いことを示す。時々. LAVPDが大気 を最大化することを可能にし，結果として光合成に対

飽差 (VPD) より 0.01Pa Pa-1以上高くなった。 する気孔制限を最小化する。葉の浸透調節(溶質濃度

1995年において，年降水量は. 1614凹で 5月から10 を増加させることによっ Eて引き起こされる液汁の浸透

月の総降水量は. 1167rnrnであった。 ポテンシャルの減少)は，高い蒸散要求下において，

lJfLをより低下させ吸水力を増しでも圧ポテンシャル

2.5 統計解析 (膨圧)そして gsを維持することを可能にする。逆に，

分散分析 (ANOVA)あるいは t-testが，葉の特 lJfLは Kwとgs聞の相互作用を決定する重要な要

性の違いを比較するために用いられた。違いは p 因であるけれど，冷温帯湿潤林の樹冠構成種に関する

が0.05以下であるとき，有意な差があると判断された。 その季節変化はあまり知られていない(丸山・森川

1984)。水分特性の季節的な順化がどのようにガス交

第E章 樹冠表層葉のガス交換速度の日・季節変 換速度の日 ・季節変化に影響しているのだろうか。

イヒ ブナ属は乾燥に敏感との報告がある。もし，ブナ

3.1 ガス交換と水分特性の季節的な連動 属が乾燥に対して高い感受性を持つなら，湿潤な森林

3.1.1 はじめに に生育していても夏の高い蒸散要求によってより深刻

光を十分受けることのできる樹冠上層の葉は，光 な水ストレスを感じているかもしれない。一方，季節

エネルギーの効率的な利用を行う 一方，光阻害や葉と 的な環境の変化に対して順化を行い，生育期間を通じ

大気の聞の水蒸気圧飽差 (LAVPD)の増大などのス て高い光合成量を実現しているかもしれない。本研究

トレスによる光合成の損失の可能性を回避しなければ では，ブナとイヌブナの樹冠表層葉に対して，純光合

ならない(小池ほか 2004)。日中，もし，光を受けて 成速度 (Pn) とgsの環境要因の変化に対する反応性

いる葉が LAVPDの増加に伴う蒸散要求の増加に応 と水分特性，生化学的特性，形態的特性の季節変化を

えることができなければ，葉からのさらなる水の損失 調べた。主要な目的は，ブナとイヌブナに関して，い

を抑えるために気孔コンダクタンス (gs) を低下さ かに Pnとgsの季節変化が KwとlJfLと関係している

せることになる。 gsの減少は，葉の膨圧の維持(例 かを明らかにし，仮説「湿潤な森林に生育するブナと

えば. Robichaux 1984. Ishida et al. 1992)や木部 イヌブナでさえ，飽差の増大に対して水分特性を順化

のキャビテーションの回避(例えば Tyreeand している。その結果，夏期でも光合成に対する気孔制

Sperry 1988. Tyree and Ewers 1991)に貢献する。 限は低い」を検証することである。

一方 gsの減少は，光合成に対する気孔制限

(stomatallimitation) を増加させ，光合成速度を低下 3.1.2 方法

させる。 gs増減のメカニズムは十分理解されていな 3.1.2.1 生化学的，形態的特性

いけれど，葉の水ポテンシャル (lJfdや土壌と葉の 樹冠上部の葉のクロロフィル (chJ)濃度.~素 (N)

間の通水コンダクタンス (Kw)といった通水に関す 濃度，比葉面積 (SLA)が生育期間を通じて一ヶ月

る特性が gsに影響を及ぼす重要なパラメーターで に1度か 2度調査された。それぞれの種，それぞれの

あることが示されてきている。 測定日において. chl濃度に関して10枚 N濃度と

高い蒸散要求下での gsの維持は，単位葉面積当 SLAに関して 7枚の葉が選ばれた。 chl濃度の季節

たりの土壌と葉の間の通水コンダクタンス (Kw)の 変化は，校に着いたままの葉に関して，携帯型クロロ

増加あるいは葉の浸透調節によって可能となる フィルメーター (ModelSP AD-502， Minolta Co.， 

(Turner and Jones 1980， Ishida et al. 1992. Gebre Osaka， Japan)を用いて得られた SPAD値から見積

et al. 1998. Hubbard et al. 1999)0 gsとKwや弘 もられた。これに加えて S
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見積もるために，採取された葉から SPAD値と chl

濃度の聞の関係が調べられた。 chl濃度測定葉は，業

身から約lOcn1の葉ディスクがくり抜かれ，冷却された

80%アセトン下でホモジナイズされた。その液は， ・

4 'C， 12，000Gで10分間遠心分離にかけられた。 chl

濃度は，分光光度計(Ubest-30，] apan Spectrosco-

pic Co.， Tokyo， ]apan)を用い， Porra et al. (1989) 

の等式に従って決定された。使われた回帰式は，次の

ようになった。

I SPAD-54.61 ¥ chl = eXD I ----.:-_ _~.. V~ I一0.05
ヤ..， ¥ 19.79 

(for F. crenata， 1-= 0.95， n = 92) 

(3-1) 
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SLAは，葉乾重に対する葉面積の割合として決

定された。葉面積は，業面積計 (LI-3000，LiCor 

Inc.， Lincoln， NE) を用いて測定された。葉身のN

濃度は， N-Cアナライザー (SumigraphNC-900， 

Sumika-Bunseki Center， Osaka， ]apan)を用いて測

定された。展開が完全に終わった葉において，気孔密

度，気孔口の長さが，セルロイド版への複写による方

法 (SUMP法)によって得られた型を光学顕微鏡で

撮影し決定された。

枝の成長量は，デジタルノギスを用いて約 1ヶ月

に1回，通年測定された。1994年にブナ，イヌブナそ

れぞれ10本の 1年枝を選び，基部にマジックで印をつ

け，同じ場所を測定した。それぞれの枝の成長量は，

141 

れた。

単位葉面積当たり純光合成速度 (Pn:t-tmo1 m-2 

S-1) は，携帯型 H20/C02分析計 (LCA-4，ADC 

Co" Hoddesdon， U. K. )を用いて測定された。単位

面積当たり水蒸気拡散気孔コンダクタンス (gs:

mmol m-2 
S-l)は，スーパーポロメーター (LI-l600，

LiCor Inc" Lincoln， NE) を用いて測定された。 Pn

とgsの測定に同じ葉が使われたので，両測定の聞に

約10分の時間のずれが生じた。蒸散速度 (Tr:mmol 

m-2 
S-l) は， Equation in Appendix 2， AP2-1のよ

うに計算された。得られた Trは，土壌と葉の聞の通

水コンダクタンス (Kw)の計算に使われた。

3.1.2.3 光合成の気孔制限

気孔抵抗による純光合成速度の相対的な気孔制限

(stomatallimitation)の大きさ (Ls:%)を調べるた

めに，葉内 CO2濃度 (Ci) に対する Pnの反応

(Ci-Pn曲線)が測定された。測定は， 業のガス交換

速度の日変化測定日の前日か次の日の gsの日最大

値が記録される 9時から12時の間に行われた。ブナと

イヌブナそれぞれ 3枚の葉が選ばれた。温度は，大気

気温， PPFDは， 2000t-tmol m-2 
S-1で，導入空気の

C02i農度は， 1500から0μmolmor1まで徐々に減少さ

せた。 C021司化効率 (CE:mol m-2 
S-1) が Ciが0

から350t-tmolmor 1の範囲の PnとCiの聞の直線関係

から計算された。 Lsは， Farquhar and Sharl王ey

(1982)に応じて次のように計算された。

Ls = (1-P，/Pp) X 100 (3-3) 

その年の成長が止まった時の値に対する相対成長量と ここで， Ppは， CEと， Ciが大気 C02i農度と

して示した。 等しい(すなわち，気孔コンダクタンスが無限大)と

仮定した場合に見積もられる飽和光下の純光合成速度

3.1.2.2 ガス交換特性の日変化 を意味する。

樹冠表層葉のガス交換速度が，比較的晴天であっ

た7日(1994年の 5月31日， 7月5日， 8月4日と 1995 3.1.2.4 水分特性

年の 8月4日 9月12日， 10月18日)において，約 1 葉の水ポテンシャル (lh;MPa)の日変化測定は，

時間間隔で夜明け前から日没後まで測定された。葉は， 夜明け前から日没まで，約 1時間間隔で行われた。

校に着いた状態で日を通じて同じ 5枚の葉が測定 WLの値は，ガス交換が測定された近くの枝の葉に関

された。測定日には PPFD，Tairo RH，風速の徴 して，プレッシャーチャンパー (Model-3000，Soiト

気象データが 1分間隔で記録された。同時に，葉混 Moisture Equipment Co.， Santa Barbara， CA) を

(Tleaf) が， 小さなテープで葉の裏面に取り 付け られ 用いて調べられた。

た銅コンスタンタン熱電対 (diameterO.lmm， 飽水時と原形質分離点での水ポテンシャルを決定

Hayashi-Denko Co.. Tokyo， ]apan)を用いて測定さ するために， P-V曲線がプレ ッシャーチャンパーを
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用いて生育期間を通じて測定された。得られた P-V

曲線から，飽水時の浸透ポテンシャル (1Jf"0: MPa). 

膨圧を失うときの水ポテンシャル(1JfLtlp: MPa). 細

胞壁の体積弾性係数の最大値 (εmax)が決定された。

測定は，ガス交換の測定から 3日以内，ブナとイヌブ

ナそれぞれ 3枚ずつ行われた。採取された枝は，実験

室に輸送され，薄暗い湿潤な条件下で一晩吸水させら

れた。 εm出は，葉の圧ポテンシャル (1Jfp:MPa) と

自由水含量の聞の直線回帰の最も急な傾きから決定さ

れたo 1Jfpの日変化は 1JfLの日変化とそれぞれの季

節に得られた P-V曲線から見積もられた。

水流の土壌一植物一大気連続体内の定常状態を仮

定し，単位葉面積当たりの通水コンダクタンス (Kw
mmol m-2 S-1 MPa-1)は，ガス交換速度の日変化測

定から得られた単位業面積当たり蒸散速度 (Tr) と

葉の水ポテンシャル (1Jfdの関の直線回帰の傾きか

ら次のように決定された。

KT，v = '" Tr w 一一一一一一一一
I[fs -I[fL 

(3-4) 

ここで. 1Jfsは，土壌の水ポテンシヤルである

(MPa)。全ての測定日において，夜明け前のI[fLが

I[fsとして使われた。この仮定の正しさは，水の損失

を最小にするためにビニール袋の中に一晩入れられた

葉の夜明け前のI[fLが，そのような処理をされていな

が. Sperry et al. (1988) の方法を修正した LoGul-

10 and Salleo (1991) の方法に従って， 当年校と 1年

校において測定された。樹冠最上部の枝が. 1995年の

5月30日と 8月21日に採取された。全ての切断処理は，

空気が道管に入ることを防ぐために，蒸留水下で行わ

れた。枝は，葉からの蒸散を押さえるために，ビニー

ル袋に入れて研究室に運ばれた。研究室において，そ

れぞれの種の 8枝が，当年枝と 1年枝に分けられた。

枝の基部は 1mの高さにつり下げられた水袋につな

がった，水で満たされたチューブにつなげられること

によって. 10kPaの圧がかけられた。水温と室温は，

25
0

Cに維持された。単位時間当たりの水流 (kgS-l) 

は，校のもう一方から出てくる水を小さなチューブに

詰めた紙に吸収させ，その重さを測ることによって計

算された。その測定後，エンボリズムを解消し最大の

水の伝導率の値を得るために，チューブにつながった

基部は，プレッシャーチャンパーによ って100kPaの

水圧がかけられた。水の伝導率の最初の値と最大値の

聞の違いから，エンボリズムによる水の伝導率の低下

として考えられた (Kolbet al. 1996)。それぞれのサ

ンプルに対して 5点の安定した値の平均値が，枝の

水の伝導率として用いられた (kgS -1 MPa -1 m)。値

は，枝の基部断面積によって標準化された (kgS-1 

m-2 MPa-1 m)。

い葉の夜明け前のI[fLと違いがないといった観察結果 3.1.3 結 果

から確かめられた。 3.1.3.1 ブナとイヌブナの個葉の特性の比較

Kwの季節変化に対する枝の通水性の影響を調べ 生育期間の中期にあたる 8月の，ブナとイヌブナ

るために，枝の水の伝導率 (Ks:kg S-1 m-2 MPa-1 m) 陽葉の特性の比較を Table3-1に示した。イヌブナの

Table 3-1. Comparisons between the Fagus crenata and F. ja，ρonica leaves at the top canopies in August. -

F. crenata F. japonica % P-value 

Morphological prope同es

Leaf area (cm2) 10.6:t3.9(n = 179) 15.2:t 6.3 (n = 201) <143> <0.001 

Thickness (/Lm) 207 :t 9 (n = 5) 134:t 3 (n = 5) <65> <0.001 

SLA (m2 kg-1) 1O.4:t 1. 7(n = 10) 14.2:t 1.6(n = 10) <74> <0.001 

Stomatal density (mm2) 250:t 21(n = 10) 534:t 104 (n = 7) <214> <0.001 

pore length (μm) 12:t1.8(n =100) 8:t1.6(n =100) <67> <0.001 

Biochemical properties 

Nitrogen concentration (g g-1) 2.31:t0.19(n =lQ) 2.31:t0.14(n =10) <100> n.s. 

Chlorophyll concentration (mg g-l) 3.15:t0.32(n =5) 2.86士0.48(n=5) <91> n.s. 

Photosynthetic prope同les

Daily maximum P n (μmol m-2 S-l) 11.9:t 1.l(n = 5) 7.3:t 1. 0 (n = 5) <61> <0.001 

Daily maximum gs (mol m-2 S-1) 0.286土 0.043(n= 5) O. 142 :t O. 030 (n = 5) <50> <0.001 

Data are presented as means :t 1 S.D. Student"s t-test was used to detect significances between two Fagus species in each prop-
erties; n.s.; not significant. < > show the ratio of F. ja.戸onicato F. crenata 
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F. crenata (Sun leaf) F. japonica (Sun leaf) 

50μm 

Photo. 3-1. Micrographs of transverse sections of sun leaf of F. crenata and F. jatonica. 

葉厚は，プナの65%と薄かった。すなわち，イヌブナ

の大きな比葉面積 (SLA) は，主に，ブナと比べて

イヌプナの方が葉身の厚さが薄いからであった

(Photo. 3-1)。イヌプナの気孔密度はブナの2.1倍で，

イヌプナの気孔口の長さはプナの67%であった。すな

わち，ブナと比べてイヌブナはたくさんの小さい気孔

を持った。窒素 (N)浪度，クロ ロフィル (chI)濃

度は，両種に違いはなかったが， SLAがプナよりイ

ヌブナが大きいため，単位葉面積あたりのN含量，

chl含量はイヌブナと比べてブナで大きくなる。ガス

交換速度の日変化測定から得られた日最大純光合成速

度 (Pnmax) と日最大水蒸気拡散気孔コンダクタンス

(gsmax)は，それぞれ，イヌプナはブナの61%と50%

であった。単位葉乾重あたりの Pnmaxは，イヌブナ

(0.102μmol g-lDW S-l) はブナ (0.121μmolg-lDW 

S -1)の84%となった。単位窒素あたりの Pnmaxは，

イヌブナ (4.45μmolg-lN S-l) はブナ (5.27μmol

g-lN S-l)の84%となった。

3.1.3.2 生化学的，形態的特性の季節変化

測定個体に関して， 1995の開業は，ブナ(5月12

日)と比べてイヌブナ (4月30日)が約 2週間早かっ

た。葉の展開は，両樹種とも開葉開始後約2週間で終

わった。イヌブナの早い開葉と遅い落葉のために，イ

ヌブナの着葉期間はプナより約20日長かった。両樹種

に関して，生育初期の間，葉の chl含量は，葉の発達

とともに徐々に増加した (Fig.3-1A)。夏の安定期

に続いて，ブナの chl含量は， 10月上旬から大きく低

下した。一方，イヌプナの chl含量は10月下旬まで目

立った減少は見られなかった。このことは，イヌブナ
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Fig.3・1. Seasonal changes in chlorophyll content (A)， 
specific leaf area (SLA) (B) . and nitrogen 

content (C) in the top canopy leaves of F. cre. 

nata (0) and F. jatonica (e) in 1995. Vertical 

bars represent 95% confidence intervals 

This figure is adopted from Uemura et a1. (2005) with the per. 
mission of Elsevia in Forest Ecology and Management. 
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のゆっくりとした葉の老化を示す。両樹種に関して，

生育初期から夏期の聞の安定期の後， 10月下旬から落

葉までの間， SLAは大きく増加し， N濃度は大きく

低下した (Fig.3-1B. C)。

枝の直径成長量は，ブナとイヌブナとも 4月から

大きく増加した (Fig.3-2)。ブナは 7月中旬には

成長が止ま った。イヌブナは 8月中旬には成長が止

まったが 7月中旬にはまだ成長が止まっていなかっ

た。

3.1.3.3 ガス交換特性の季節変化

Pn
max， gsmaxは，両樹種とも生育期間を通じて，

8時から11時の間に観察された (datanot shown)。

イヌブナの Pnmaxの年最大値 (7.7μmolm-2 S-1)は，

ブナの年最大値 (11.9μmolm-2 S-l) より，約35%低

かった (Fig.3-3A. B) 0 8月中旬以降，ブナの

pnmaxは， 急速に減少した。プナのこの傾向は，日本

の別のプナで得られた結果と 一致した (Saitoand 

Kakubari 1999)。一方，イヌプナの Pnmaxは， 10月

下旬まで比較的変化が少なかった。結果として， 業齢

が140日を超えたとき (9月中旬)，イヌブナの Pnmax

は，ブナの PJnaxより大きくなった。イヌブナの

gsmax (0.15mol m-2 S-1) は，ブナの gsmax

(0.3mol m-2 S-l)の約半分であった (Figure3-3C. 

D) 0 gsmaxの年最大値は，両樹種に関して，葉齢80

から90日(8月上旬)に記録された。CO2同化効率(CE)

は，両樹種とも，業の展開終了後徐々に低下 した

(Fig. 3-3E. F)。
純光合成速度 (Pn)は， PPFDの増加とともに

増加した (Fig.3-4)。両樹種とも生育期間を通じて，

PPFDが約600f.lmolm-2 S-l以上で Pnは飽和したr

LAVPDとgsの関係が Figure3-5に示された。夜明

け前の LAVPDは，ゼロに近かった。日中の LAVPD

は 7，8月を除いて0.025Pa Pa-1以下であった。

強光下 (PPFD>600f.lmol m -2 s -1，・)において 7

月のブナの gsは， LAVPDが約0.015Pa Pa-1を超え

たとき減少したけれど，他の測定日，両種において，

明確な LAVPDの増加に伴う gsの減少傾向は見られ

なかった。
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3.1.3.4 水分特性

水分特性の季節変化パターンに，ブナとイヌブナ

の聞に大きな違いはなかった (Fig.3-6)。葉の水ポ

テンシャルの日最低値 (lhmm)は 6月より 8月で

低かった (Fig.3-6A. B) 0 P-V特性から見積もら

れた圧ポテンシャルの日最低値(件m町は，生育期

間を通じて，ブナにおいて1.0MPa，イヌブナにおい

てO.7MPaを下まわらなかった (Figure3-6C. D)。

飽水時の浸透ポテンシャル (lJf"O) は 6月より 8月
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で'15:かった (Fig.3-6E. F)。この結果は， LAVPD 

の増加に伴って浸透調節が効率的に行われたことを示

す。細胞壁の体積弾性係数の最大値 (εmax)は，低

いほど水の損失あたりの膨圧の減少が小さく，柔らか

い細胞壁を持つことを示す。 εmaxは，季節を通じて

大きな変化が見られなかった (Fig.3-6G. H)。土壌
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よび一年枝の水の伝導率 (Ks) は，ブナの当年枝を除

いて 5月30日より 8月21日に有意に高かった (Fig.

3-7)。エンボリズムによる水の伝導率の低下は，両測定

日，両樹種に関して. 5%以下と小さかった。

第64巻北海道大学演習林研究報告

と葉の間の通水コンダクタンス (Kw)は 6月から

8月にかけて増加した (Fig.3-61. J) 0 1995年にお

ける Kwの年最大値は，ブナにおいて6.7mmolm-2 

S-l MPa-¥イヌプナにおいて3.2mmolm-2 
S-l MPa-1 

と，イヌブナはブナの約半分の値であった。当年枝お

146 

3.1.3.5 光合成の気孔制限

夏期の高い飽差にもかかわらず，光合成に対する気

孔制限は 6月より 8月で低かった (Fig.3-8) 0 6月

から 8月にかけて. 1995年のイヌブナを除いて，気孔制

限は，両樹種に関して有意に減少した。結果として，

CEは 6月に最も高かったけれども 6月の Pflaxは，

8月の値と比較して必ずしも高くなかった。8月の気孔

制限の平均値は，ブナが37.6%. イヌブナが44.0%とイ

ヌブナの方が有意に大きかった。
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Fig.3・7. Specific hydraulic conductivity in the inter-

nodes of current and 1-yearold shoots at the 

top canopy of F. crenata and F. jaρonzca. 
upen bars and hatched bars represent mea-

sured values on 30 May and 21 August. re 

spectively. Vertical gars indicate 95% confi-

dence intervals.柿 and* indicate significant 

difference between May and August (n = 8. 

帥 p< 0.001， *p < 0.05. t-test) 

This figure is adopted from Uemura et al. (2004) with the per-
mission of Springer-Verlag in Trees 

Current-year 

shoot inlernode 
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Fig. 3-6. Seasonal changes of daily minimum of xylem 

water potential (lJTL mIn)estimated daily mini-

mum turgor potential (lJTpmIn). osmotic poten-

tial at full turgor (lJT"o) ， maximum bulk mod-

ulus of elasticity in leaf cell walls (εmax) ， and 

whole-plant hydraulic conductance per unit leaf 

area (Kw) in the top canopy leaves of F. crena-

ta and F. japonica in 1994 (triangles) and in 

1995 (cirdes). Vertical bars represen t 95% 

confidence intervals 

This figure is adopted from Uemura et al. (2004) with the per-
mission of Springer-Verlag in Trees 
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3.1.4 考察

湿潤な環境下に生育するブナとイヌブナにおいて

も，炭素獲得にとって，個葉レベルと個体レベル両方

の水分特性の季節的な順化が重要であった。 LAVPD

の増加に伴う Kwとgsの同時の増加が見られた。こ

の結果は，両ブナが大気の蒸散要求の変化に対して水

分特性の順化能力があることを示す。この}II質化は，

LAVPDが最も高くなる夏において gsmaxを最大化

し (Fig.3-3C. D)，光合成に対する気孔制限をより

低くする (Fig.3-8) ことを可能にしている。いくつ

かの研究が，減少させられた Kwが，葉の水ポテン

シャルを維持する一方 gsの減少を引き起こすこと

を実験的に示した (Sperryand Pockman 1993. 

Saliendra et al. 1995. Hubbard et al. 2001)。本研究

は gsは，個体レベルでの Kwの増加だけでなく，

個葉レベルでの浸透調節によって影響されることを示

した。以上のような結果は gsと水分特性の順化の

聞に密接な連動 Oinkage)があることを示している。

飽和光下における gsの日中の変動は， 一般的に

LAVPDの変化が原因とされてきている(例えば，

Heath 1998. Aranda et al. 2000による F.sylvatica 

の研究参照)。しかしながら，研究に用いたブナとイ

ヌプナに関して，生育期間を通じて gsとLAVPDの

聞に明らかな関係を見つけることができなかった

(Figure 3-5)。また，特に湿潤な環境下において，

低い Kwを持つ樹木と比べて，高い Kwを持つ樹木

の gsがLAVPDの変化により敏感であるという報告
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があるが (McDowellet al. 2005)，イヌブナと比べて

高い Kwを持つプナの gsの方が LAVPDに対する高

い感受性を持つという結果は得られなかった。両プナ

における LAVPDに対する gsの低い感受性は，次の

ことが原因であるように思われる。(1)環境要因の季節

変化に対するこれらの種の能力， (2)極端に高い

LAVPDの低い頻度， (3)土壌乾燥の低い頻度。湿潤な

環境は gsに対する根によって作り出されるアプシ

ジン酸の影響を抑制するかもしれない (Aasamaaet 

al. 2002)。また，ブナや F.sylvaticaの異なる生態型

(エコ タイプ)は，異なる特性を持つことが知られて

いるので(小池・丸山 1998， Peuke et al. 2002)， 

微気象に対する gsの反応性は生態型で変化するかも

しれない。

ブナとイヌブナにおいて，浸透調節は， 高い

LAVPD下で葉の圧ポテンシャルを減少させることな

しに低い葉の水ポテンシャル (すなわち，高い水の吸

引力)を持つことを可能にした (Figure3-6)。両プ

ナにおいて， 浸透調節は，増加した LAVPDに対応

する最も可塑的な順化過程であるかもしれない。同様

に，浸透調節は，イベリア半島の F.sylvaticaにおい

て土壌の水損失に関連して起こることが報告されてい

る (Arandaet al. 1996)。対照的に， ドイツ北西の湿

潤な環境における F.sylvaticaでは，浸透調節がほと

んど見られなかった (Backesand Leuschner 2000)。

低い弾性係数 εmax 柔らかい細胞壁)を持つ葉の細

胞壁は，水の損失当たりの膨圧の減少が小さい

(Salleo 1983. Ishida et al. 1992)。いくつかの研究

において弾性係数が水ストレスに対して調節されるこ

とが示されてきているけれど (Salleo1983. Ishida 

et al. 1992. Aranda et al. 1996. Backes and Leus-

chner 2000. Saito et al. 2003)，本研究においては，

弾性係数の変化は観察されなかった (Fig.3-6G. H)。

本研究の結果は，変化する環境下に生育する植物に関

して，膨圧の日最小値の安定が水ポテンシャルの日最

低値の安定より 重要である というこれまでの調査結果

(Robichaux 1984. Morgan 1984) によって支持され

た。

植物は 2つの方法によって Kwを増加させ，

高い蒸散要求に対して順化できる。 1つは，辺材 (木

部)面積に対する総葉面積の割合を減少させることに

よって (Mencucciniand Grace 1995. Maherali and 

DeLucia 2001)，もう 一つは Ksを増加させること

によってである。ブナとイヌブナは， 一斉開葉型シュー
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トを持ち，展開した葉を秋まで保持するので，総業面

積は，生育期間にわたってほとんど変化しない。すな

わち Kwの増加は，おそらく， Ksの増加に関係す

る2つのメカニズムのせいであると考えられる。すな

わち，木部における新しい機能的な道管の形成とエン

ボリズムの生じた道管の最充填である (Hackeand 

Sauter 1995) 0 Ksは，個体の通水性に影響を与える

いくつかある要因のうちの一つであるけれど，いくつ

かの研究が KwとKsの聞の幅広い相互関係を示し

てきている (Tyreeet al. 1998. Becker et al. 1999. 

Brodribb and Hill 2000)。ブナとイヌプナの Ksは，

生育期初期から夏にかけて増加した (Figure3-7)。

芽が開く春に通水性を回復させるために，新しい機能

的な道管を作ることは重要である (Ameglioet al 

2002)。本研究における水の伝導率の改善もまた 2

つの理由から新しい機能的な道管の形成が主要な要因

であるだろう 。 1つめは，シュートの直径は，ちょう

ど芽が開く前の 4月後半から 7月に大きく増加した

(Fig. 3-2) 0 2つめは，校の水の伝導率のパーセンテー

ジロスとして定量化されたエンボリズムは，ブナとイ

ヌプナにおいて 5月で十分低く 5月と 8月の聞に

大きな違いはなかった。

Kwの低下は，水ストレス状況下において土壌と

植物体の水ポテンシャルが低下したとき，木部のエン

ボリズムによって引き起こされる (Tyreeand Ewers 

1991， Sperry et al. 1998. Sperry 2000)。減少した

Kwは，乾燥条件下での gsを小さくし，さらなる回

復不能なエンボリズムを防ぐ (Nardini and Salleo 

2000. Sperry 2000)。生育期初期における低い Kw

をもたらす別の可能性は，低温である (Cochardet 

al. 2000. Brodribb and Hill 2000. Wan et al. 2001)。
低温は，水の粘性を高め，根における水チャンネルの

活性を弱める。ゆえに，本研究において春と秋に観察

された低い Kwは，この低温の影響が含まれている

だろう 。

変化する蒸散要求に対する水分特性の順化は，生

育期間を通じて高い炭素獲得を得るために重要である

と考える。本研究の結果は，極端にひどい通水的制限

が生じないような条件下でさえ， Kwとgsの聞の相

互作用がj順化過程のーっとして重要であることを示し

た。それぞれの樹種がいかに季節的な環境の変化に反

応しているかを予測するためには，水分特性の順化を

含めて理解する必要がある。

3.2 ブナとイヌブナのガス交換特性の遣い

3.2.1 はじめに

研究に用いた個体に関して，生育中期 (8月)に

おける gsとKwが，イヌブナはブナの約半分である

ことが観察された (Uemuraet al. 2004)。このことが，

イヌブナの光合成速度が高い気孔制限を受けているこ

とと関連していると考えられる。 gsの最大値の種聞

の違いは， LAVPDに対する気孔の反応性の生理的

な違いより，通水に関する構造的特性によって大きく

支配される (Whiteheadet al. 1984. Andrade et al. 

1998. Hubbard et al. 1999. Brodribb and Field 

2000)。それでは，ブナとイヌブナにこれらの違いを

もたらした要因は何であろうか。

当年枝は，落葉広葉樹，特に一斉開葉型樹木にと

って，光合成 (C02獲得)に関する最も重要な部分で

ある。また，当年枝のふるまいは，成長モデル構築の

ための重要な要素である (Terashimaet al. 2001)。

高い当年枝当たりの炭素獲得は，次のように形態的，

生理的な方法によって達成させることができる。すな

わち， (1)当年枝当たりで大きな総葉面積を持つ，すな

わち，当年枝において大きな LAR (総葉面積/校乾

重)を持つ， (2)高い単位葉面積当たりの光合成能力を

持つ。これら当年枝レベルでの炭素獲得に対する形態

的，生理的方法の間にトレードオフがあるだろう 。す

なわち，もし，当年枝が与えられた乾物量(バイオマ

ス)で大きく薄い葉，すなわち，大きな SLA (葉面

積/葉乾重)を持つなら，その校は，大きな LARを

得ることができる。しかしながら，薄い葉は，低い単

位葉面積当たりの光合成速度と関係する (Koike

1988)。さらに，通水構造の点において，高い LAR

を持つことは，当年枝における低い Hubervalue 

(HV: m2 m-2，当年枝の総葉面積に対する当年枝基部

の木部の断面積の割合)を持つ結果となる。高い HV

は，枝に単位葉面積当たりの水輸送の高い効率を与え

ることができる。逆に，低い HVは，高い蒸散要求

下で gsを減少させるだろう 。大きな木における水フ

ラックスに対する制限は，樹冠葉面積の減少といった

構造的な補償によって必ずしも達成されないけれど

(Phillips et al. 2003)，辺材に対する葉の割合の木の

.高さに伴う減少は，木が高くなることに対する通水的

なコストを和らげる過程として，個体レベルで議論さ

れている (McDowellet al. 2002)。当年枝レベルでの

比較は，種による通水特性，ガス交換特性の違いをも

たらす要因を解明するための重要な情報を与えてくれ
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ると思われる。

ここでは，個葉から当年枝レベルにスケールア ッ

プし，ブナとイヌブナの違いをさらに詳しく調べた。

また，ブナとイヌブナに関して得られた，業の生理的 -

プロセス(環境応答性)とフェノロジーからガス交換

モデルを作り，個葉レベルと当年枝レベルでの季節を

通じた炭素獲得量と水損失量を見積もり，ブナとイヌ

プナの違いを検討した。そして，仮説 「当年枝の形態

的特性と葉のガス交換特性は関連している」を検証し

た。

3.2.2 方 法

3.2'.2.1 当年枝の特性

当年枝のバイオマス分配におけるブナとイヌブナ

の違いを調べるために，1995年 7月25日に，ブナとイ

ヌブナそれぞれ50本の当年枝が樹冠最上部からランダ

ムに採取された。葉の数，総葉面積，総業乾重，総枝

(芽+葉+幹)乾重がそれぞれの枝でiHIJられた。業に

対する木部の通水能力の指標として， 当年枝の

Huber value (HV: m2 m-2) ，すなわち， 当年枝の総

葉面積に対する当年枝基部の木部の断面積の割合がそ

れぞれの枝で評価された。木部の断面積は，カミソリ

によるハンドセクションで得られた切片を光学顕微鏡

で観察し求めた。

3.2.2.3 葉と当年枝の呼吸

夜間の呼吸量を含めた純 CO2獲得量を見積もる

ために，単位葉面積当たりの呼吸速度 (RL:μmolm-2 

S-1) と当年枝 (stem) の単位乾重当たりの呼吸速度

(Rs:μmol m-2 S-l)が，生育期間を通じて大気温度，

大気 CO2濃度下で、測定された。 RLは，ガス交換速度

の日変化測定日の夜明け前と日没後に測られた。当年

枝の呼吸は，遮光された針葉樹用チャンパーをつない

だ携帯型 H20/C02分析計 (LI-6400，LiCor Inc.， 

Lincoln， NE)を用いて，日中測定された。枝は， 葉

を取り除いてす ぐにチャンパーに入れられた。葉脱に

よる傷害呼吸は無視できると仮定した。

3.2.2.4 ガス交換モデル

ガス交換速度の日，季節変化測定から得られた，

環境要因 (PPFD，LA VPD， Tleaf)とガス交換速度

の聞の関係から，ブナとイヌプナそれぞれに対して，

樹冠最上部個葉の光合成速度，蒸散速度を見積もるた

めのモデルを構築した (Appendix2-2， Appendix 

2-3参照)。得られたモデル式と 2.4節の Fig.2-1に示

した1995年の10分間隔で測定された気象データを用

い 6月から 10月までの生育期間を通じた，日 CO2

獲得量と日 H20損失量を見積もった。

3.2.3 結 果

3.2.2.2 個葉のガス交換特性 3.2.3.1 ブナとイヌブナの当年枝の特性の比較

個葉のガス交換速度のデータは r3.1 ガス交換 生育期間の中期である 8月に樹冠表層の当年枝の

と水分特性の季節的な連動」と同じデータが用いられ 形態的特性が調べられた。当年枝において， LAR (総

た。 葉面積/当年枝乾重) は，ブナよりイヌブナで大きか

った (Table3-2) 0 LARは，次に示すように， SLA 

Table 3-2. Comparisons between the Fagu沼 crenataand F. jatonica of the current-year shoots at the top canopies 

in August. 

F. crenata F. japonica P-value 

Morphological prope附 esin the current-year shoots (n =50 in each tree) 

Totalleaf number 3.62:t O. 89 4.04:t 1. 27 n.s 

Total leaf dry mass (g) 0.35 :t 0.12 0.41 :t 0.22 n.s. 

Total leaf area (cm2
) 38.8:t 11.0 60. 9:t 25. 7 <0.001 

Shoot mass (g) 0.38:t0.14 0.48:t O. 30 <0.05 

Leaf area ratio， LAR (m2 kg-1) 10.35士1.41 13.80:t 2.30 <0.001 

Leaf mass ratio， LMR (g g-I) 0.929:t 0.022 0.879:t 0.060 <0.001 

Huber value (m2 m -2 x 10-5) 12.5:t 4.0 8.8:t4.4 <0.001 

Data are presented as means :t 1 S.D. Student's t.test was used to detect significances between two Fagus species in each prop-
erties: n.s.: not significant 



微気象環境の聞の関係が， Fig. 3-10に示された。そ

れぞれの九と gsは，それぞれの測定日の 5枚の葉

で観察された日最大値の平均値に対する相対値として

表された(それぞれ Pn'el， gsrel)。すなわち，それ

ぞれの日の Pnmax値 gsmax値が lになる。1994年

と1995年の生育期間にわたる全てのデータが Fig

3-10のそれぞれのパネルに一緒にプロットされた。

九がそれぞれの測定日の目最大値に達する前におい

て (Fig.3-10の・)， ~PFD と PJel の聞に正の相関

関係が見られた(非直角双曲線への当てはめ。 r2= 

0.97 for F. crenata and? = O. 95 for F. jaρonica)。

Pnがそれぞれの測定日の目最大値に達した後におい

て (Fig.3-10の0)，強光下 (PPFDが600μmolm-2 

S-1以上)における Pnの減少傾向がみられた (Pnの

日中低下現象)。 しかしながら，プ ナに関して

LAVPDとPJelの聞に弱い負の相関関係が見られた

時を除いて，増加する LAVPDや T1eafに伴って Pnrel

は，減少しなかった (Fig.3-10 C-F) 0 P n'elと同じ

ように，強光下において gSrelは，増加する

LAVPDや T1eafに伴って減少しなかった (Fig.3-10 

!-L)。これら環境要因に対する Pnとgsの反応性に

おいて，プナとイヌブナの聞に違いは検出できなかっ

た。

これまでの測定結果から，光合成の日中低下は，

過度に吸収された光エネルギーのためであるように思

われる。それぞれの日，両種に関して Pnが最大値

に達した後，強光下 (PPFDが600μmolm-2 S-l以上)

において，日積算 PPFDとPnrelの聞に負の相関関係

が見られた (Fig.3-11)。つまり Pnは，増加する

LAVPDや T1eafに伴ってというよりはむしろ，日積

算 PPFDに伴って減少した (r= O. 53， n = 182， .P 

<O.OOlforF. crenataandr =0.49， n =1742， P 

<0.001 for F. jゆonica)。本論文では，日 CO2獲得

に対する Pnの日中低下の評価としてこの関係を用い

た (EquationAP2-6)。

両種に関して，生育期間を通じた葉温と葉の暗呼

吸速度 (RL) の聞に曲線関係が得られた (r2= 0.89 

for both trees， data not shown)。生育期聞を通じた

RLに関する RlOの値は，ブナがー0.438，イヌブナが

.-0.357であった。付随する QlOの値は，ブナが2.73，

イヌブナが2.61であった。この QlOの値は，様々な広

葉樹で観察された値(2から 4)の範囲にある

(Bolstad et al. 1999， Amthor 2000)。枝乾重あたり

の枝の暗呼吸速度 (Rs:μmolkg-1 S'l)の値は，両種

第 2号第64巻北海道大学演習林研究報告

Relationships between shoot mass and Huber 
value (the ratio of xylem cross-section area to 
totalleaf area) of the current.year shoots at 

the top canopies of F. crenata (0) and F. 

japonica (・)• 

This figure is adopted from Uemura et al. (2005) with the per-
mission of Elsevia in Forest Ecology and Management. 

1.5 

(3-5) 

ブナと比べて， LMRは，イヌブナで低かった。

ゆえに，イヌブナのより大きな LARは，より大きな

SLAのために得られた結果であった。このことは，

イヌブナの当年枝における大きな LARは，葉に対す

るバイオマスの大きな投資によって達成されるのでは

なく，薄い葉を持つことによって達成されていること

を暗示する。

イヌブナの当年枝の Hubervalueは，いくつか

の特に枝乾重が大きな校 (>0.7 9 )を除いて，プナ

より小きかった (Fig.3-9)。 イヌブナの大きな

Huber valueを持つ大きな枝は，長い節聞を持つ長校

であった。

(総葉乾重/当年枝乾重)の積から成り立つ。
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とLMR

3.2.3.2 葉のガス交換に対する微気象要因の影響

プナとイヌプナの樹冠表層における，個葉あたり，

当年枝あたりの CO2獲得量，H20損失量を明らかに

するために，葉のガス交換特性と微気象環境の関係か

らモデルを構築した。 Pnと微気象環境の間 gsと
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F. jaJりonica.The values of Pn and gs were expressed as Pn
rel and gSrel， i.e. as a fraction of the 

mean daily maximum value on each measurement day. In the PPFD graphs. closed circles (・)

indicate Pn values before th巴meandaily maximum of Pn， and open circles (0) indicate Pn 

values after the mean daily maximum of Pn. In the LA VPD and T1eaf graphs， the data were 

obtained under PPFDs above 600μmol m-2 S-1 

This figure is adopted from Uemura et al. (2005) with the permission of Elsevia in Forest Ecology and Management 

LAVPD (Pa Paぺ)PPFD (μmol m-2 S-1) 
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Fig.3-11. Relationships between daily-cumulated PPFD and net photosynthetic rate (Pn) in the top 
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of the mean daily maximum value on each measurement day. The cumulated PPFD shows tot-

al PPFD above 600μmol m-2 
S-1 accumulated during the daytime. All data were obtained under 

PPFDs above 600μmol m-2 
S-1 over the growing season. 

This figure is adopted from Uemura et al. (2005) with the permission of Elsevia in Forest Ecology and Management 

に関して同じ温度反応を示した。ゆえに，両種に関す

る生育期間を通じた葉温と Rsの聞に 1つの曲線関係

が得られた(戸=0.81 for both trees， data not 

shown)。生育期間を通じた RlQと QlQの値は，それぞ

れ，一1.17と1.84であった。

3.2.3.3 日C02獲得量， 日H20損失量の季節変化

本論文で用いたモデルによって見積もられた Pn

は，測定された実際の Pnと高い相関関係がみられた

(Fig. 3-12A. B)o Pnの日中低下の等式 (Equation

in Appendix 2， AP2-6) を用いることにより，より

高い相関を得た (r2= 0.93 for F. crenata and ? = 

0.88 for F. jゆonica)。もし，この等式を使わなければ，

相関は低下した (r2= 0.90 for F. crenata and ? = 
0.85 for F. japonica)。蒸散速度 (Tr) に関 しでもま

た，見積もられた値と実際の値の聞に密接な関係が見

られた(?= 0.92 for F. crenata and r2 
= 0.88 for F 

Ja.ρonica) (Fig. 3-12C. D)。

5ヶ月の生育期間(1995年の 6月から10月)の間

の樹冠表層部の個葉の単位面積あたりの日 CO2獲得

量と日 H20損失量が， Fig. 3-13に示された。生育期

間初期 (6月から 7月中旬)において，日純 CO2獲

得量が相対的に低い日が何日か見られるが，これは梅

雨の影響である (Fig.3-13A. B) 0 5ヶ月間の総計

の単位葉面積あたりの純 CO2獲得量 は，ブナが

30.1mol CO2 m-2 (= 361g C m-2)，イヌブ ナカf

22. 3mol CO2 m -2 (= 268g C m -2)であった。 5ヶ月

間の総計の単位葉面積あたりの呼吸による夜間の

CO2消費量は，ブナが4.9molCO2 m-2，イヌブナが

4.3mol CO2 m-2であった。夏期 (7月中旬から 8月)

の夜間の高い CO2消費のために，生育期間初期から

夏期の，日中の純 CO2獲得量に対する夜間の CO2消

費の割合は，ブナにおいて10から16%，イヌブナにお

いて12から21%に増加した。すなわち，夏は夜間の呼

吸による消費が大きいので，より晴天日が続く夏期の

稼ぎが生育初期と比べて高いという結果にはならなか

った。本論文で用いた CO2収支モデルでは，日中低

下は，両樹種において 5ヶ月間の総計値で 7-8%純

CO2獲得量を低下させた。

5ヶ月間の総計の単位葉面積あたりの H20損失

量は，イヌブナ (5.267molH20 m -2 = 95kg H20 m -2) 

・はブナ(10.900molH20 m -2 = 196kg H20 m -2)の約

半分であった (Fig.3-13C. D) 0 LA VPDの日最大

値は，太陽放射のために， VPDより 0.01Pa Pa-1以

上高くなることがあった (Fig.2-1)。もし，本論文

で用いた蒸散量推定モデル (Equationin Appendix 2， 
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AP2-1)で， LAVPDのかわりに VPDを用いた場合，

雨樹種において 5ヶ月間の総計値で H20損失量を20

-30%過小評価する結果となった。このように太陽放

射による葉温の上昇は，樹冠表層葉の H20損失に関

して大きな効果を持つ。両樹種において，夏期の高い

蒸散要求と高い gsのために，夏期の聞の日 H20損失

量は，生育期間初期の量の 2倍以上あった。結果とし

て， H20損失に対する純 CO2獲得量の割合(すなわ

ち，目的な水利用効率)は，夏期に低かった (Fig.

単位葉面積あたり，単位葉乾重あたり，当年枝(樹

冠表層における平均サイズの当年枝)あたりの 5ヶ

月間の日純 CO2獲得量の総計(年純 CO2獲得量)が，

Fig. 3-14に示された。イヌブナの単位業面積あたり

の年純 CO2獲得量は，ブナの74%であった。それが

単位葉乾重あたりで計算されたとき，イヌブナはブナ

の84%であった。当年枝あたりの年純 CO2獲得量は，

ブナとイヌブナの聞に大きな違いはなかった。
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3.2.4考察

3.2.4.1 当年枝の形態と葉のガス交換の聞の連動

当年枝の形態、と葉のガス交換特性の聞に関連があ

った。プナと比べて，イヌブナは，低い日最大 gsを

持ち (Fig.3-3)，長枝を除いて低い HVを持った

(Fig. 3-9)。このことは，当年枝において gsとHV

の聞に密接な関係があることを暗示する。イヌプナの

低い HVが，イヌブナの高い通水に関する制約と関

係していると考えられる。光合成速度に対する気孔制

限は，生育期間を通じてブナと比べてイヌブナで大き

かった (Fig，3-8)。個葉レベルの gsと枝レベルの

HVの聞の通水バランスが，圧ポテンシャルの維持や

木部におけるキャピテーションの回避に関して重要で、

あるだろう (Willigenand Pammenter 1998， Bond 

and Kavanagh 1999)。イヌブナの上記のような特性

が，ブナと比べてイヌブナがより水利用に関してより

水節約型である (水利用効率が高い)という特性を導

くと考えられる。別の研究においても，イヌプナは，

他の日本産広葉樹と比較しでも，水利用効率が高いと

いう結果が示されている (松本ほか 1999)。

イヌブナは，当年枝当たりの総葉面積，すなわち

LARが大きかった (Table3-2)。これは，イヌブナ

が枝総乾物量をより高い割合で葉乾物量に振り分けて

いるからではなく，薄い業を持つことによって達成さ

れていた。薄い葉は，低い単位葉面積当たり Pnと関

係している。このように，当年枝レベルでの炭素獲得

に対する戦略の違いが，同じブナ属の樹種聞にも存在

することが明らかになった。

3.2.4.2 個葉レベルでの炭素収支

単位葉面積あたりの生育期間を通じた CO2獲得

量(年純 CO2獲得量)の，ブナに対するイヌプナの

割合は74%であった (Fig.3-14) 0 P n maxの年最大値

は，イヌブナはブナの65%であったので，両種の聞の
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違いは，主にイヌブナの遅い老化スピードのために小 度は，イヌブナ個葉のゆっくりとした老化スピードの

さくなったと考えられる。単位乾重あたりの年純 効果に加えて，イヌブナの大きな LAR (Table 3-2) 

CO2獲得量は，イヌブナはブナの84%で，これは主に によって補償された。分校パターンや樹冠の空間的な

イヌブナの高い気孔制限に起因する。 広がり等，個体としての評価をしなければならないが

6月の晴れた日の単位葉面積あたりの日純 CO2 (Kuppers 1989)，似通った当年枝当たりの CO2獲得会

獲得量は，ブナにおいて0.3molm-2 day-l，イヌブナ 量は，両穫がこの試験地付近で共存できる原因の一つ

において0.2molm-2 day-lであった。 Granieret al. であるかもしれなし、。

(2000)は，また，F. sylvaticaの樹冠上部葉において， 当年枝レベルにおいて，幹の呼吸が炭素収支を減

その獲得量が，生育初期(5から 6月)の聞の晴れた 少させる 1つの要素であふ。生育期間の問，当年枝の

日に0.3molm-2 day-lであることを示している。その 呼吸は，当年枝の CO2獲得量の 2%以下であり，当

F. sylvaticaの単位葉面積あたりの日純 CO2獲得量の 年枝レベルでの炭素収支に大きな影響を与えなかっ

季節的な変化は，我々のブナの変化結果と似ていた。 た。加えて，日中の当年枝の光合成は，枝の呼吸を部

梅雨で天気の悪い生育初期と比べて晴れの日が多い夏 分的に補償することができる (Damesin2003)。本研

期の期間総炭素獲得量は，生育初期より必ずしも高く 究において，当年枝の炭素収支が計算されるとき，幹

なかった。これは日中の炭素獲得量に対する夜間の の光合成は無視されたけれど，総 CO2収支に対する

CO2放出量の割合が，夏期において増加するからであ その効果は，ごくわずかであるだろう 。

る。

光合成の日中低下 (middaydepression，光が十

分にある条件下における光合成速度の低下)は，炭素

収支を減少させる1つの要素である。本研究において，

ブナとイヌブナにおける光合成の日中低下は，

LAVPDやT1eafからではなく，日中の積算 PPFDか

ら決定されることが明らかになった (Figure3-11)。

積算 PPFDに伴う光合成の低下は，回復可能な光阻

害(例えば， Faria et al. 1996， Ishida et al. 1999b， 

Niinemets and Kull 2001)あるいは葉内での過剰な

でんぷん集積による阻害(例えば， Turnbull et al 

2002)が原因であるだろう 。他の付随するストレスが

なくても，自然の光強度だけで光阻害を引き起こすと

いう証拠がある (Ogrenand Sjostrom 1990. Raven 

1994) 0 Werner et al. (2001)による光合成モデルで

は，炭素獲得に対する日中低下の影響を組み込み，常

緑の Quercuscoccifera L.では，晴れた日の最上部の

葉において，潜在的な炭素獲得量の7.5-8.5%が損失

することを示した。彼らの研究のように，本研究にお

いて，日中低下の効果を取り除くことは，生育期間を

通じた総 CO2獲得量において 7-8%の過剰見積も

りとなった。

3.2.4.3 当年枝レベルでの炭素収支

当年枝当たりの生育期間を通じた CO2獲得量は，

ブナとイヌブナで大きな違いはなかった(約O.lmol

shooC 1 (Fig. 3-14))。当年枝レベルでの炭素獲得に

おいて，イヌブナの低い単位葉面積あたりの光合成速

第N章 樹冠内における葉の特性の空間的変化

4.1 はじめに

前章まで，樹冠表層葉(陽葉)の特性を取り扱っ

てきた。しかし，個体~林分レベルで見た場合，樹冠

内での葉の特性の空間的変化が重要になってくる。樹

冠内にできる環境の変化に対する葉の特性の順化の程

度(可塑性)は，ブナとイヌブナで異なるだろうか。

葉面積指数 (LAI:m2 leaf area m -2 ground) ，葉

の空間分布，葉の傾斜角といった樹冠構造は，樹冠内

での光の遮断や透過を決定する (Campbelland Nor 

man 1989)。樹冠構造，業の形態や光合成は，お互い

密接に関係し，この関係は，樹冠レベルでの CO2獲

得を増進することに 貢献していると思われる

(Ellsworth and Reich 1993. Bond et al. 1999. IshL-

da et al. 2001. Koike et al. 2001. Kull 2002. 

Niinemets and Valladares 2004. Pons and Anten 

2004)。 しかし，樹冠構造の複雑さや種間で光に対す

る順化反応が異なるために，この関係はまだよく理解

されていない (Sacket al. 2006)。葉の垂直的配置や

傾斜角の違いが，葉の生化学的能力の違いと関係する

ことが示されてきている (Ishidaet al. 2001)。また，

葉の特性の可塑性と更新特性が関連していることが，

絡に稚樹に関して示されている (Ishidaet al. 2003)。

非耐陰性樹穫の樹冠内の葉は，光に対する反応におい

て，耐陰性樹種と比べて，低い可塑性を示す(例えば，

Teskey and Shrestha 1985， Chen et al. 1996. 

Kubiske and Pregitzer 1996)。しかるに，非耐陰性
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樹種は，効率的な光利用と樹冠全体の葉による炭素獲 4.2 方 法

得を行うために，比較的薄い樹冠を持つことが予測さ 4.2.1 樹冠構造

れる。 樹冠内の葉の分布が，層別刈り取り法 (Monsi

樹冠内の個々の葉が受ける光強度は，樹冠内の瞬 and Saeki 1953. 2005)によって調べられた。調査に

時の炭素獲得量を決める。温度，湿度， CO2濃度の 選んだ、場所は，それぞれの木において均質な樹冠部分

ような他の環境要因も同時に変化するが，光強度が光 であると仮定した。それぞれの木に関して，正方形枠

合成速度の第一の決定物であることに疑いはない(例 (1 m x 1 m)が樹冠最上部に設置され，樹冠の上部

えば， Niinemets et al. 1999. Niinemets and Valla- から下部に直方体枠を形成するために 4つのメジ

dares 2004)。また，個々の葉が受ける光強度は， SLA， ャーが枠の 4隅からつり下げられた。直方体枠は，高

光合成能力，クロロフィル蛍光，クロロフィル含量， さ30cm層ごとに分割された。直方体枠内の相対照度の

窒素含量といった葉の特性の重要な決定要因である 高さに伴う変化を調べるために， 2002年夏の高曇りの

(例えば，川又・丸山 1972.Eschrich et al. 1989. 日中に，光量子センサー (KoitoSeisakusho Co.. 

Kimura et al. 1998. Ishida et al. 1999a. Uemura et Tokyo. ]apan)を用いて各層 5点ずつ PPFDが測定

al. 2000. Le Roux巴tal. 2001b. Meir et al. 2002. された。葉の角度を調べるために，枠内の10%の葉が

Yamashita et al. 2002. Iio et al. 2005)。いくつかの 選ばれた。測定は分度器を用いて，水平に対する葉身

研究は，葉の単位重さあたりの生化学的特性(濃度) の傾き (90
0

=垂直)として測定された。各層におけ

よりもむしろ LMAの変化が，樹冠内の単位葉面積あ る吸光係数 (k({))) が，葉角が円錐形分布をすると

たりの生化学的特性の重要な決定要因であることを示 仮定したときの係数 xを用いて次のように表された

している(例えば， Popma et al. 1992. Evans 1996. (Campbell and Norman 1989. Campbell and Nor-

Niinemets 1997. Evans and Poorter 2001. Ishida et 

al. 2005)。

純光合成速度 (Pn)は， PS nを通じた電子伝達

速度 (ETR) と正の相関関係がある (Heand 

Edwards 1996. Ishida et al. 1999b)。近年，携帯型

の蛍光測定器が開発され，野外条件下で蛍光収率が測

定可能となった。与えられた微気象環境下で insitu 

でPSn 活性をモニターすることは， ETRに対する

情報を供給でき，結果として，樹冠内の葉の ETR-Pn

関係は，炭素獲得量の推定を可能にする。

本研究では，層別刈り取りが行われ，葉の特性の

樹冠内変化が調べられた。夏の晴れた日中の瞬時の単

位地面面積あたり樹冠光合成速度が，それぞれの樹冠

層で測られた ETRとETR-Pn関係から見積もられ

た。樹冠内における葉の特性の可塑性は，プナとイヌ

ブナで異なるだろうか。また;プナとイヌプナにみら

れた結果が，遷移後期種としての特徴を示すかどうか

検証するために，隣接して生育する遷移前期種で同じ

ブナ目でカバノキ科のミズメ (Betulagrossa Sieb. et 

Zucc，樹高約14.8m)で同様の測定を行った。仮説「樹

冠上部の層においてより垂直な葉を持つ樹冠は，樹冠

内により直達光を透過できる。その結果として，その

ような樹冠は，例え樹冠高の減少に伴って葉の特性を

大きく変化させな くても，高い樹冠光合成を発揮でき

る。」を検証した。

man 1998)。

U x2 + tan2e 
k ({)) = - -'-

x+ 1.774 (x+ 1.182) -0. 733 
(4-1) 

ここで， θは，太陽の天頂角で，今回は本調査

地の 8月の天頂角 として19。を採用した。係数 xは，

水平表面と垂直表面上における群落要素の平均投影面

積の比率である。葉が，球面上の葉角分布を持つ場合

はx 1，垂直分布では x 0，水平分布の場合は x

は無限大に近づく 。すなわち，多くの水平的な葉を持

つ層は，大きな xを持つ。葉以外の要素が k(θ)に与

える影響は小さいと仮定した。樹冠を貫通した直達光

の割合 (-r({)))は，次のように決定された。

τ({)) = exp (-k (e) Lt) (4-2) 

ここで Ltは，樹冠の深さ tまでの LAI Oeaf 

area index: m2 leaf m-2 ground)である。葉の生理

的特性のisiJ定が終わった後，枠内の全ての葉が LAI

を決定するために採取された。

4.2.2 個葉の生化学的，形態的特性

生理的特性が測定された各層10枚の葉が，その測

定後採取され，実験室での葉の特性の分析に用いられ

た。第一に，葉の吸光度 (A)が，積分球 (LI-1800-12.



158 北海道大学演習林研究報告第64巻第2号

司

ω 
u 

0.95 

c 0.9 
co 
4コ
‘ー。
ω 
ぷコ
co 0.85 -毛 A=chl制 aI (chl帥 a+0.051) コ (n= 200， (J. = 0.78) 

0.8 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Chlorophyll content 

(9 m之)

Fig. 4-1. Relationship between chlorophyll content per 

unit area and light absorbance in the leaves 

for F. crenata (0) . F. japonica (・).and B. 

grossa (企)• 

This figure is adopted from Uemura et al. (2006) with the per-
mission of Heron Publisher in Tree Physiology 

LiCor Inc.， Lincoln， NE) を備え付けた波長別エネ

ルギー測定器 (LI-1800，LiCor Inc.)を用いて

nm間隔で400から700nmの波長内で測定された。A

は，それぞれの波長での反射と透過の残り (A= 1 

一反射一透過)として計算された。第二に，葉の半分

が，クロ ロフィル (chL)濃度の測定のために用いら

れた。 chlは， 80%アセトンで抽出され， chl aと

chl bの量が， Porra et al. (1989)の等式に従って

決定された。単位葉面積当たりのク ロロフィル含量

(chlarea)とAの聞の関係は， 全ての種に関して 1つ

の関数で表された (Fig.4-1)。第三に，葉のもう半

分が，比業面積 (SLA)，葉身窒素 (N)濃度，炭素

安定同位体比 (013C)を決定するために， 80
0

Cで乾

燥させられた。窒素濃度は， N-Cアナライザー

(Sumigraph NC-900， Sumika-Bunseki Center. Osa-

ka， ]apan)を用いて測定された。 013Cは，安定同

位体比分光測定器 (MAT 252. Finnigan. Bremen. 

Germany)を用いて測定された。

4.2.3 個葉の光合成特性

葉の生理的特性の垂直的変化は，直方体枠内にお

いて， 2002年8月に調べられた。枝に着いた状態の葉

のPnが gsとPnの日中低下を避けるために， 8 :00 

から11:00の聞に測定された。測定には，人工光源チャ

ンパーを持つ開放型ガス交換測定システム (11-6400.

LiCor Inc.. Lincoln. NE)を用いた。それぞれの樹

種において，直方体枠の高さ30cm層ごとに10枚の業が

ランダムに選ばれた。日，最大純光合成速度 (Pnmax， 

導入空気 CO2濃度 =350μmol mol-I， T1eaf = 30
o
C， 

PPFD = 1500μmol m-2 S-l)と飽和 CO2濃度下におけ

る潜在的な純光合成能力 (Pn sat，導入空気 CO2濃度

= 1500μmol morI， T1eaf = 30'C， PPFD = 2000μmol 

m-2 S-l)が測定された。

PPFD-Pn曲線の初期勾配(見かけの光量子収率)

が，各樹冠層で選ばれた10枚の葉の内の 5枚に関して，

導入空気 C02i農度=350μmol morI， Tleaf = 30'C下

で測定された。PPFDは， 30からO.umolm -2 S-1まで，

lO.umol m -2 S-l問闘で減少させた。暗呼吸速度，光補

償点，見かけの量子収率は， PPFDに対する Pnの直

線回帰から決定された。見かけの量子収率は，個々の

葉の吸光度を用いて，吸収された PPFDあたりの量

子収率として修正された。

4.2.4 樹冠光合成の推定

樹冠内の瞬時の総炭素固定速度を見積もるため

に，夏の晴れた日の日中に直方体枠内の電子伝達速度

(ETR)とETRと総光合成速度 (Pg= Pn + RL) の

関係をislj定した。 RLの値は，各層で測定された葉温

30'Cでの RL と， QlO = 2.65を仮定して計算された

(Equation in Appendix 2， AP2-7参照)0 ETR-P-g 

関係は，蛍光測定チャンパーヘッドを装備した

11-6400 (Mode16400-40， LiCor Inc.， Lincoln. NE) 

を用いて，それぞれの樹種に関して，樹冠最上部の葉

と最下部の葉それぞれ3枚ずつ測定された。葉上の

PPFDは， 1500， 1000， 800， 500， 300， 200， 100， 50， 

20， 0.umo1 m -2 S-1の順番で減少させた。葉温は， 25， 

30， 33
0

Cに変化させた。導入空気の CO2濃度 は，

360μmol mor1を用いた。葉は Pnの決定の前，そ

れぞれの葉温で少なくとも 30分，それぞれの PPFD

で少なくとも 15分順化させられた。 Gentyet al 

(1989) に応じて， ETRは，次のように計算された。

ETR = (tJ.F/Fm') xO.5x A x PPFD (4-3) 



159 

面積当たりの炭素獲得量を見積もるために，樹冠各層

ごとのそれぞれの葉に関して， ETR，葉表面の PPFD，

葉温が，葉クリップホルダー (Model2030-B， 

Walz， Effeltrich， Germany) を装着した携帯型蛍光

測定器 (Mini-PAM. Walz) を用いて測定された。

測定は， 8月(生育期間の中期)の晴れた日中に行わ

れた。樹冠上部から下部にかけて，直方体枠内のそれ

ぞれの層ごとに50枚の業がランダムに選ばれた。

ETRと葉が受けている PPFDを正確に測定するため

に，蛍光測定の問，葉の角度と向きを変えないように

注意した。 ETRの測定には，それぞれの穫に関して

1時間を要した。

樹木葉の可塑性と環境適応(上村)

ここで， LlF/Fm'は， PS IIの光量子収率， 0.5は，

エネルギ一分配における PS1に対する PSIIの割合

である。 ETR-Pg関係は，次のような直線式で表さ

れた。

(4-4) pg=αETR 

4.3 結果

4.3.1 樹冠構造

樹冠上部の PPFDに対する樹冠内の相対 PPFD

(rPPFD) は，樹冠内の高さの減少に伴って減少した

(Figure 4-3)。ミズメ (4.50)は，ブナとイヌブナ(そ

れぞれ， 5.26， 5.52) と比べて低い総 LAIを持った。

総 LAIに対する樹冠上部層(樹冠表層から深さ0.9m

まで)の LAIの割合は，プナで41%，イヌブナで20%，

ミズメで27%であった。このことは，イヌブナとミズ

メと比べて，ブナの葉が樹冠内で上層の方により集中

していることを示す。 ミズメは，ブナとイヌブナと比

べて，単位地面面積あたりの葉の数が少なかった。

3種において，葉の角度は，樹冠上部でより急(よ

り垂直)である傾向があった。葉角分布を表すパラメ ー

タ-xは，ブナよりイヌブナとミズメでより大きかっ

た (Fig.4-4)。このことは，ブナと比べて，イヌブ

ナとミズメがより急な葉角を，特に樹冠上部層におい

て，持つことを示す。樹冠全体として，葉角分布は，

イヌブナとミズメは球形に近い分布で，ブナは上下の

両極で扇平な扇円分布であった。 Equation4-2から

計算された樹冠全体の吸光係数は，プナ (0.87) と比

べて，イヌブナ (0.77) とミズメ (0.62) で小さかっ

た。このことは，樹冠中層までの光の透過率は，ブナ

よりイ ヌブナとミズメで大きいことを暗示する。
Relationships between electron transport rate 
(ETR) and gross photosynthetic rate (P g) at 

three different leaf temperatures (0 ・25.ム:

30， and ・:33"C) . The values of the upper-

most and the lowermost crown leaves for 

three trees are shown by the same symbols. 

This figure is adopted from Uemura et al. (2006) with the per-
mission of Heron Publisher in Tree Physiology 

αは，葉温の関数として表された。それぞれの業

温での ETR-Pg関係は，それぞれの葉に関 してタワー

上で測られた ETRから insituの CO2獲得量を見積

もるために使われた。 ETR-Pg関係に，樹冠上部葉

と下部葉の間 3樹種の聞に明らかな違いは見られな

かった (Fig.4-2)。それぞれの葉温での ETR-Pg関

係は，高い正の相関関係を示した (r2= O. 95-0. 97)。

結果として 3樹種と 3つの葉温を含む全てのデータ

に関して， ifflj定された PgとEquation4-4から見積も

られた Pgの聞に密接な関係が得られた (r2= 0.96)。

樹冠葉の聞の光合成速度の違いは，結果的に in

situのETRの大きさの違いとして計算された。

ETR-Pg関係から，瞬時の，樹冠全体の単位地面

150 

ETR (μmol m-2 5-1) 
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15 
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白
色

Fig. 4-2. 
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Vertical variations of leaf area index (LAI; open bars) . photosynthetic photon flux 

(PPFD) relative to PPF above the crown (rPPFD; 0) . and cumulative LAI from the 

top to the bottom of the crown (・)• Horizontallines in rPPFD show :t 1S. D. 

This figure is adopted from Uemura et al. (2006) with the permission of Heron Publisher in Tree Physiology 

Fig. 4-3. 

4.3.2 樹冠内における形態的，生化学的特性の可塑

性

ミズメは，ブナとイヌブナと比べて，樹冠を通し

て大きな個葉面積を持った (Fig.4-5) 0 3種において，

SLAは，樹冠内の高さの減少(すなわち， rPPFDの

減少)に伴って大きく増加した。樹冠最上層(樹冠表

層から深さ 0.3mまで)の SLAは，ブナが9.25:t 

O. 30m 2 kg -1 (mean :t 95% confidence in tervaJ)で，

ミズメ (11.17:t0.56m2kg-1) とイヌブナ (13.32:t 

O.38m2 kg-1) と比べて有意に大きかった。樹冠最上

層と最下層の聞の層平均 LMAの遠いは，ブナ

(26.87m2 kg-1) が， ミズメ (14.92m2kg-1) とイヌ

ブナ (24.48m2kg-1) と比べて有意に大きかった。

3種において，樹冠内の高さの減少(すなわち，

rPPFDの減少)に伴って，窒素濃度 (Nmass:g kg-1) 

ほ増加し，単位葉面積あたり窒素含量 (Narea:g m -2) 

は減少した (Fig.4-6)。樹冠上部層の NmassとNarea

は，イヌブナとミズメと比べて，ブナで有意に大きか

った。樹冠最上層と最下層の聞の層平均 Nmassの違

いは，ブナ (6.1gkg-1) が， ミズメ (3.7g kg-1) と

Crown transmittance 

Fig.4-4. Vertical variations of A) ellipsoid parameter ~ 

and B) crown transmittance (i.e.. the probabil-

ity that direct irradiance penetrate until each 

crown layer) for F. crenata (0) . F. jatonica 

(・)• and B. grossa (企)• Data until the middle 
crown-layers (the range of 0 to 3m depth from 

the top crown) are shown. 

This figure is adopted from Uemura et al. (2006) with the per 
mission of Heron Publisher in Tree Physiology. 
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イヌブナ (4.3gkg-1)と比べて有意に大きかった。

3種において，樹冠内の高さの減少(すなわち，

rPPFDの減少)に伴って，クロロフィル濃度 (chlmass)

は増加し，単位葉面積あたりク ロロフィル含量・

(chlarea)は，ブナとイヌブナの樹冠最下層の chlarea

はより小さかったけれども，全体的に変化が少なかっ

た。3種において，樹冠内の高さの減少(すなわち，

rPPFDの減少)に伴って，窒素含量に対するクロロ

フィル含量の割合 (chllN)は増加し. chl bに対す

るchlaの割合 (chla/b) は減少した。これは，樹冠

内の薄暗い環境下で効率的に光を吸収するという結果

になることが示されてきている(田中ほか 1994.

Hikosaka and Terashima 1995. Evans 1996. 

Niinemets et al. 1998. Kull and Niinemets 1998. 

Ishida et al. 1999c)。
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nitrogen content (Narea) . C) leaf dry-mass-

based chlorophyll content (chlmass) . D) leaf 
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E) the ratio of chlorophyll content to nitrogen 
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4.3.3 樹冠内における光合成特性の可塑性

樹冠最上層の単位葉面積あたりの強光，高 CO2

j農度下の光合成能力 (Pn satμmol m-2 S-I) は，プナ

(35.59:t 1.32: mean :t 95% confidence interval)が，

イヌブナ (27.06:t1. 26) とミズメ (30.26:t1. 21)と

比べて有意に大きかった (Fig.4-7) 0 3種に関して，

単位乾重あたり，単位窒素あたりの Pnsatは，樹冠最

上層の葉よりも樹冠最下層の葉において大きかった。

樹冠最上層の 013C (%0) は，ブナ(ー27.78:t O. 16: 

mean :t 95% confidence interval)が，イヌプナ

(-27.29:t0.08) とミズメ(一27.23:t 0.21) と比べて

有意に小さかった。また，樹冠中部層 (樹冠表層から

深さ0.9mから3.0mまで)の 013Cは，イヌブナとミ

ズメと比べて，ブナで有意に小さかった。このことは，

イヌブナとミズメと比べて，プナは，長期間にわたる

積算的な評価として，葉内に高い Ciを持っていたこ

とを示す (Farquharand Lloyd 1993)。

3種において，樹冠内の高さの減少(すなわち，

rPPFDの減少)に伴って，暗呼吸速度 (RL)，光合

成の光補償点は減少した (Fig.4-8)。樹冠最下層の

光補償点は，イヌプナとブナと比べて，ミズメで有意

に大きかった。 chlareaでみられたように，光合成の

量子収率は，樹冠内で大きな変化が見られなかった。

chlareaと光合成の量子収率は密接に関係しているの

で (Ponsand Anten 2004)，おそらく，高さの減少

に伴う chlmassの増加が量子収率の低下をおさえるこ

とに貢献している。
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た。 しかし， ミズメは，樹幹最上層と最下層の聞に

SLA， Narea， P n 5at ~こ最も小さな違いを持った。 こ

れは，ブナとイヌブナと比べて， ミズメが薄暗い環境

下で葉を維持できないためであるかもしれない。

樹木葉の可塑性と環境適応 (上村)

0.8 

〈
」
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4.3.4 樹冠光合成の見積もり

8月 (生育期間の中期)の晴れた日中の単位地面

面積あたりの純 CO2獲得量の垂直的変化が 3樹種

に関して見積もられた (Fig.4-10)。総純 CO2獲得量

(μmol m-2 ground S-l) は，ブナカ{}6.3，イヌ ブナカf

11.0，ミズメが20.4であった。総純 CO2獲得量に対

する樹冠上部層(樹冠表層から深さ0.9mまで)の純

CO2獲得量の割合は，ブナが70%，イヌブナが38%，

ミズメが39%であった。葉面積の垂直分布でみられた

ように， CO2獲得量の垂直分布は，イヌブナとミズ

メと比べて，ブナが樹冠内で上層の方により集中して

いることを示す。それぞれの樹種に関して，樹冠上層

への集中度は，業面積より CO2獲得量の方が大きかっ

た。
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4.4考察

4.4.1 樹冠構造と葉の可塑性の連動

樹冠構造と樹冠内の葉の特性の可塑性はリンクし

ていた。イヌブナは，同じ遷移後期種であるブナより，

遷移前期種のミズメに近い樹冠内の葉の可塑性を示し

た。すなわち， LAIと樹冠内の葉の可塑性は，ブナ

より，イヌブナとミズメで小さかった。ブナの大きな

可塑性は，幅広い範囲での光条件下で効率的に CO2

獲得を行うことを可能にするだろう 。イヌプナとミズ

メの樹冠は，ブナより低い吸光係数を持ち，樹冠内へ

の直達光の高い透過確率を暗示した (Fig.4-4)。

013Cは Ciの増加に伴って減少するので，得られた

値は，長期間にわたって平均化された Ciの lつの指

標となる (例えば， Farquhar and Lloyd 1993)。プ

ナの樹冠中層の 013Cは 3種の中で最も小さかった

(Fig. 4-7D)。このことは，おそらくブナの樹冠は，

高さの減少に伴ってより大きく光を減少させるためで

あると考えられる (Hanba et al. 1997. Le Roux et 

al. 2001a. Niinemets et al. 2004)。一方，イヌブナと

ミズメの 013Cのプロファイルは，樹冠の中層により

効率的に光を透過させていたことを暗示する。これら

の結果は，イヌブナやミズメのような樹冠内の葉の可

塑性が低い種は，樹冠内への光の透過の結果として比

較的樹冠全体の葉で CO2を獲得していることを暗示

。

Fig. 4-9. Relationships between PPFD relative to PPFD 

above the crown (rPPFD) and A) mean speci-

fic leaf area in each crown-layer relative to 

maximum value (rSLA) . B) mean leaf area-

based nitrogen content in each crown-layer re-

lative to maximum value (rNarea) . and C) 

mean net photosynthetic rate under high CO2 
and high light conditions per unit leaf area in 

each crown-layer relative to maximum value 

(rPnsat) within the crowns for F. crenata (0)。

F.jゆ onica ・)• and B. grossa (企)• Max-
imum value of each parameter was obtained in 

the uppermost crown leaves 

This figure is adopted from Uemura et al. (2006) with the per-
mission of Heron Publisher in Tree Physiology. 
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樹冠内の業の特性は， 一般的に，葉が置かれた場

所に優占する光強度に依存する。 3種に関して，樹冠

内の rPPFDの減少に伴って SLAは増加し Narea，

Pnsat は減少した (Fig.4-9)。与えられた rPPFDに

おいて 3種の聞に葉の特性に目立った違いはなかっ
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する。また，樹冠上層での葉の急な傾斜角は，樹冠下

部への直達光の透過確率を増加させるだけでなく，光

阻害による葉の光合成速度の低下を軽減するメカニズ

ムの 1っとして考えられており(Ishidaet al. 2001)， 

プナ葉と比べて，イヌプナやミズメのように薄く強光

を利用できないであろう葉にとって適応的であるかも

しれない。このように，樹冠内の葉の可塑性の大きさ

と樹冠構造の聞のリンクは，樹冠レベルでの総 COz
獲得量を増進していると考えられる。

4.4.2 炭素獲得に関する最適分配

樹冠内の葉の特性の垂直的バリエーションは，窒

素のような生化学的資源の樹冠内の葉の関の最適な分

配と関係があると考えられている(例えば， Hirose 

and Werger 1987. Hollinger 1996. Pons and Anten 

2004)。本研究において 3種とも Nmassは，樹冠の

深さの減少(すなわち rPPFDの増加)に伴って減少

した (Fig.4-6A) 0 Niinemets (1997)は，耐陰性

穫が弱光下でより高い葉身窒素の濃度を持つことを示

した。非耐陰性穏に分類されるミズメの Nmassの垂

直的変化のパターンは，別のカバノキ属の Betula

ρendula Roth.の結果と異なった (Kulland 

Niinemets 1993)。

ETR-Pg関係と insitu ETRを使った本研究のモ

デルの利点は，樹冠内のそれぞれの層での不均質な

PPFDとT1eaf環境を評価できることである。一方，

本研究のモデルは，次の 2つの欠点を持つ。すなわち，

(1)多くの葉において ETR-Pg関係を得るためには時間

がかかる， (2)PnとETRに関する誘導時間 (induction

time) を無視している。ブナは，共存するミズナラや

コナラと比べて， 気孔の開孔速度が速い (丸山 ・本回

1993)。しかし，サンフレ ックが，樹冠内に現れたとき，

Ciの変化を通じて誘導時間の間に， ETRとPnの閑

の関係が変化するかもしれない。 しかしながら Pn

とgsの平行した変化は， Ciを一定の狭い範囲内に保

つことができるので (Chazdonand Pearcy 1986. 

Han et al. 1999. Schulte et al. 2003)， ETR-P g関係

を用いた見積もりに対する誘導時間の効果は，部分的

に無視できるものであるかもしれない。

4.4.3 種聞の葉の可塑性の遣い

遷移系列や被陰耐性に沿った可塑性の違いが，い

くつかの研究で報告されてきている (Strauss-

Debenedetti and Bazzaz 1991. Niinemets et al. 

1998. Valladares et al. 2000. Ellis et al. 2000. Val-

ladares et al. 2002. Yamashita et al. 2002)。いくつ
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かの研究は，耐陰性種の葉の特性，特に葉の形態的特

性は，非耐陰性種と比べてより可塑的であることを示

している (Teskeyand Shrestha 1985. Chen et al 

1996. Kubiske and Pregitzer 1996. Valladares et -

al. 2002)。本研究において，樹冠内の葉の可塑性は，

用いた 3樹種の間で異なった。この違いは，遺伝的な

違いというよりはむしろ，樹冠構造の垂直的な変化の

違いから生じているかもしれない。一方，本研究で観

察された違いは，弱光下における葉の維持に関する耐

陰性の種間の違いであるかもしれない。すなわち，ミ

ズメの低い耐陰性は，樹冠最下層葉の高い光補償点か

らの結果であると思われる。耐陰性樹種に分類される

ブナとイヌブナを比較したとき， LMAとNareaの可

塑性は，ブナと比べてイヌブナでより小さかった。こ

の遠いは，葉の解剖学的特性の遺伝的な制約のためで

あるように恩われる。樹冠内のイヌブナの葉の柵状組

織は 1層または未発達な 2層であり，そしてそれゆ

え，葉の厚さは光の変化に対して大きく反応できない

(Uemura et al. 2000.第V章参照)。一方，樹冠内の

ブナの葉の柵状組織は 1層または発達した 2層であ

り，葉の厚さは，層の数と細胞の長さ両方の変化によ

って，光の変化に対して大きく反応できる。

イヌブナとミズメの樹冠葉は，ブナより可塑性が

低く，樹冠内により光を透過させることができた。結

果として，光合成は，比較的樹冠全体の葉で行われ，

樹冠 COz獲得量を高めた。本研究では，樹冠構造，

葉の可塑性，樹冠内の COz獲得の協調は，樹冠光合

成を増進させることができることを示してきた。樹冠

構造と COz獲得の問の関係の生態的意義を明らかに

するためには，調査個体数と種数を増やし，さらに分

枝パターンを含めた樹冠全体としての評価をする必要

がある (Kuppers1989)。また，個体樹冠内だけでな

く，種としての葉の特性の可塑性を評価するために，

調査を面的に広げる必要がある。

第V章葉の特性に対する光の履歴効果

5.1 はじめに

季節的な環境の変化 (Uemuraet al. 2004)や個

体内にできる光環境の勾配 (Uemuraet al. 2006) に

対して，ブナとイヌブナが葉の特性を順化させている

ことが明らかになった。一方，ブナ属のような前年に

冬芽が形成される種では，冬芽中の葉原基段階ですで

にいくつかの葉の特性が決定されていることが知られ

ている。 ブナとイヌブナの葉の特性の前決定

(predetermination)に違いがあるだろうか?

Kozlowski and Clausen (1966)は，次年度に展

開する全ての葉が冬芽に準備されていることを発見し

た。丸山(1983)は，ブナに関して，冬芽の大きさと

当年枝の形質(伸張量，葉面積，葉数)に関係，冬芽

にこれらの情報が含まれることを発見した。

Eschrich et al. (1989) は，F. sylvaticaに関して，

葉肉細胞数が前年に決定されていることを示した。

Koike et al. (1997) は，一斉展葉型の落葉広葉樹苗

木に関して，前年の環境が葉の解剖学的特性や光合成

速度に影響を与えることを示した。光合成速度は，形

態的・生理的特性だけでなく水分特性によっても影響

を受けることから (Uemuraet al. 2004， 2005，第3.1

節参照)，水分特性にも光の履歴効果があるかどうか

を明らかにする必要がある。

冬芽段階で特性の前決定を持つ種は，環境が急に

大きく変化した後の新しい環境に対する順化が遅れる

かもしれない。そのような変化は，例えば，相互被陰

や競争によって引き起こされる明るい環境から暗い環

境への変化，あるいは，ギャップ形成等撹乱によって

引き起こされる暗い環境から明るい環境への変化があ

る。概して，明環境で作られた冬芽は，明環境に適応

した陽葉を，暗環境で作られた冬芽は，暗環境に適応

した陰葉を葉原基として準備する。春にその年に着け

る全ての葉を展開し終える一斉開業型樹種では，新し

い葉を作ることによって新しい光環境に適応すること

はできない。熱帯常総樹種の成熟葉では，光環境の変

化に応じて窒素の再分配を行うことができることが示

された (lshidaet al. 1999c)。一方，熱帯稚樹の常緑

樹の成熟葉で柵状組織の厚さに変化がみられた例外

(Kamaluddin and Grace 1992) を除き，展開完了後

の葉には，光合成能力に変化をもたらすような形態的

変化は起こらない。それぞれの種が持つ履歴効果の違

いは，環境の急激な変化後の成長や競争に影響を与え

るかもしれない。 Koikeet al. (1997)は，遷移系列

の異なる種で，柵状組織の総数の前決定が異なること

を明らかにした。

本研究では，葉原基が前年に作られるブナとイヌ

ブナの葉が，どのように光に順化しているかを明らか

にするために，前年と当年の光環境の効果を調べた。

成木樹冠上部に被陰処理を行い，葉原基形成時と展葉

時の光環境を変化させた。連続する 4年間被陰処理を

行うことによって，実験的に葉原基時と展葉時の光環

境が異なる 3パターンの葉を得ることができた。仮説



166 北海道大学演習林研究報告第64巻第2号

「光の年変動に対する光合成特性の順化は，葉の形態

的 ・生理的特性の順化の程度だけでなく，葉の水分特

性の順化の程度によって影響される」を検証した。

5.2 方法

5.2.1 樹冠被陰処理

1995年4月の開葉前に，被陰枠(約 2x 2 x 

2 m)がブナとイヌプナの樹冠の最上部に 1つずつ設

置された。それぞれの枠内には，前年に全天下にあっ

た約200枝が含まれた。枠内の PPFDが樹冠高 8mの

PPFD (相対 PPFD約 5%)と同じになる ように，

枠は，ネット(寒冷紗)で覆われた (Photo.5-1)。

Red/Far-Red，気温，相対湿度は，被陰枠の内と外で

有意な違いはなかった。ネットは， 雪による破壊を避

けるために，落葉後にはずされ，次の 4月に再び襲わ

れた。1995年から1998年の連続4年間，同じ校上の葉

が調べられた。次の 5タイプの葉が比較された (Fig.

5-1)0 (1)枠内の葉原基が強光下で作られ，葉の展開時

に弱光下にあった葉 (HL，in 1995)， (2)枠内の葉原

基時と展開時ともに弱光下にあった葉 (LL，in 1996 

and 1997)， (3)枠内の葉原基時が弱光下で作られ，業

の展開時に強光下にあった葉 (LH，in 1998)， (4)枠

外の葉原基時と展開時ともに強光下にあった葉 (H)， 

(5)枠外の樹冠高 8m被陰環境下で、葉原基と展開時とも

に弱光下にあった葉 (L)。

5.2.2 形態的，生化学的特性

業身の SLA，窒素 (N)濃度の分析に関して 1

処理当たり 7枚の葉が選ばれた。葉は， 80'Cで48時間

乾燥させた。乾燥した葉は， SLAの算出後，粉砕さ

れ，約50mgがケルダール法による葉身窒素濃度の分析

に用いた。

葉身のク ロロフィル (chl)濃度，形態的特性の

分析に関して l処理当たり 5枚の葉が選ばれた。 chl

濃度は， r3.1.2.1 葉の生化学的，形態的特性」に示

した方法と同様に80%アセトンで抽出した。

業身切片は， ミクロトーム (MT-2， NKsystem 

Co. Ltd.， Osaka， ]apan)を用いて10μmの厚さで切

られた。それぞれの葉の表皮，柵状組織，海綿状組織

の厚さが，光学顕微鏡を用いて測定された。個葉面積

は，それぞれの処理ごとにランダムに選ばれた100枚

の葉から決定された。気孔密度は，それぞれの処理ご

とにランダムに選ばれた 5枚の葉から r3.1.2.1 葉

の特性」に示した方法と同様に決定された。

Photo.5・1. Shading boxes at the top canopies of F. crellata and F. japollica 
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Flg. 5-1. Scheme of shading experiment. 

5.2.3 ガス交換速度，水ポテンシャルの日変化

ガス交換速度の日変化の測定が 8月上旬に被陰

ネットをはずした全天下で， H葉(1995年-1998年の

4回測定。葉原基時，展開時とも Highlight)， HL 

葉 (1995年測定。葉原基時は Highlight，展開時は

Low light)， LH葉(1998年測定。葉原基時は Low

light，展開時は Highlight)， LL葉(1996年と 1997

年測定。葉原基時は Lowlight，展開時は Lowlight) 

に関して行われた。それぞれ 5枚の葉が選ばれ，夜明

け前から日没まで約90分間隔で測定された。 Pn

(umol m-2 S-l) とgs (mol m-2 S-l) は，枝に着い

た状態で，携帯型 H20/C02分析計 (LCA-4.ADC 

Co.. Hoddesdon. U. K. )を用いて測定された。蒸散

速度 (mmolm-2 
S-l) は， Appendix 2-1に示された

計算式によって計算された。葉の水ポテンシャル(7[I"L>

の日変化は，タワーの下で，プレッシャーチャンパー

(Model-3000. SoilMoisture Equipment Co.. Santa 

Barbara. CA)を用いて約 1時間間隔で測定された。

5.2.4 水分特性

葉の水分特性，単位面積当たりの通水コンダクタ

ンス (Kw)は， r3.1.2.4 水分特性」に示した方法

で測定された。 P-V曲線法によって，飽水時の浸透

ポテンシャル (1Jfπ。)，膨圧を失うときの水ポテンシヤ

ル(7[I"LtlP)，細胞壁の体積弾性係数の最大値 (εmax)

を得た。葉の水ポテンシャル(7[I"L)の日変化測定から，

7[l"Lの日最低(7[I"Lmln) を7[l"Lの日変化デー タと

P-V曲線データから葉の圧ポテンシャル(叫)の日

最低値(7[I"pm町が見積もられた。

5.3 結果

5.3.1 形態的，生化学的特性に対する光環境の履歴

効果

両種において，被陰処理 1年目の HL葉の葉面積

は， H葉と同じであった (Fig.5-2A. B)。ブナに関

して， LL葉と LH葉の葉面積は L葉と同じかより

大きかった。一方，イヌブナに関して， LH葉の葉面

積は， L葉と有意な違いがなかったが， LL葉は L

葉より小さかった。これらのデータは，個葉面積に対

する前年の光環境の履歴効果は，ブナで強くイヌブナ

で弱いことを暗示する。
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とができた。

両種において， HL葉と LL葉の葉身の窒素 (N)

濃度，クロロフィル (ChJ)濃度， ChllN比， Chl 

a/bは L葉の値に近かった (Fig.5-4)。一方， LH 

葉のこれらの特性は， H葉に近かった。すなわち， N

や Chlは，葉の発達の関の当年の光環境によって強

く影響された。

第64巻北海道大学演習林研究報告

5.3.2 ガス交換特性に対する光環境の履歴効果

両種に関して， Pnとgsは，当年の光環境によ っ

て影響された。飽和光条件下(ここでは500μmolm-2 

S-1 PPFD以上)で測られた日中の Pnは， H葉より

LH葉， HL葉， LL葉で、有意に低かった (Table5-1)。

H葉と LL葉の聞の Pnの違いは，イヌプナよりブナ

で大きかった。両種に関して， HL葉の gsは， H葉

の54-65%であった。 LH葉の Pnとgsは， HL葉と

LL葉のそれらより大きかった。HL葉の気孔密度は，

両種において，前年の光環境は SLAに影響した

(Fig. 5-2C. D)。これは主に細胞層数のような業の

解剖学的特性に対する前年の光環境の影響のためであ

る。ブナに関して， H葉と HL葉の柵状組織は 2層

であり， 一方， LL葉， LH葉 L葉の柵状組織は 1

層であった (Photo5-2， data for LH leaves not 

shown)。このことは，ブナは当年の光環境に対する

反応において柵状組織の層数を変化できないことを示

す。イヌブナに関しては， H葉を含めた全ての処理の

業の柵状組織が 1層であった。

ブナの HL葉と LH葉の葉厚は， H葉と L葉の中

間であった (Fig.5-3)。一方，イヌプナの葉厚に関

しては， HL葉と L葉の間， LH葉と H葉の間に有意

な差はなかった。光に対する業厚の調節の両種の違い

の 1つの要因は，柵状組織の層数に対する前年の光環

境の影響の違いの結果だった。両種は，葉の発達の聞

の光環境に応じて，個々の細胞の長さを変化させるこ
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Photo. 5-2. Micrographs of transverse sections of leaves of F. crenata (A. C. E. G) and F. japonica 
(B. D. F. H) . The H (A. B) . HL (C. D) . and L (G. H) leaves were cotlected in 1995. 

and the LL (E. F) leaves were collected in 1996. 
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Fig.5-3. Lamina thickness in 1995 in H， L， and HL leaves (A， B) and in 1998 in H. L， and LH 

leaves (C， D) of F. crenata and F， jatonica. The four areas in the bars represent (from 
top to bottom) thickness of upper epidermallayer， palisade mesopylllayer， spongy 

mesophylllayer， and under epidermallayer. Vertical bars represent 95% confidence in. 

terval of total lamina thickness. 

This figure is adopted from Uemura et a1. (2000) with the permission of Heron Publisher in Tree Physiology. 

H葉の気孔密度と有意な差がなかったので (mean:t 

S.D.; 230:t41cm-2 in HL and 226:t26 cm-2 in H for 

F. crenata)， HL葉と H葉の聞の gsの違いは，気孔

密度というよりはむしろ気孔開度に起因すると考えら

れる。

5.3.3 水分特性に対する光環境の履歴効果

lJfLと蒸散速度の間の直線回婦の傾きは，単位葉

面積あたり土壊と葉の間の通水コンダクタンス (Kw)

を示す (Equation3-4参照)0Kwは，両種において，

H葉と HL葉の聞に有意な違いは無かった (P= 

0，391 for F. crenata， P = 0.301 for F. jaρonica) 

(Fig. 5-5)。このことは，被陰処理が Kwに影響を与

えなかったことを示す。

飽水時の浸透ポテンシャル (lJfπ0)，膨圧を失る

ときの水ポテンシャル(lJfLtl
p
) のような葉の水分特

性は，当年の光環境に反応して決定された (Table

5-2)。ブナとイヌブナにおいて， lJf" 0は H葉と比べ

て LL棄と HL葉において有意に高く， LH葉におけ

る ETJは H葉と同じか低かった。 lJfLtlpもまた， H 

葉と比べて LL葉と HL葉において有意に高く， LH 

葉と H葉は似通った値であった。被陰処理は，細胞壁

の体積弾性係数の最大値 (εmax) に対する影響を示

さなかった。 HL葉と LL葉の水ポテンシャルの日最

低値(lJfLm町は， H葉と比べて高かった。このよう

に，浸透調節そしてlJfLmmは，主に当年の光環境に

依存した。被陰処理葉の聞の圧ポテンシャルの日最低

値(lJfpm町
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Table 5-1. Net photosynthetic rate (P n.μmol m-2 cl) and water vapor stomatal conductance (gs. mmol m-2 S-I) 

under sunlit conditions in shading experiment leaves for F. crenata and F. jatonica. Data were 

obtained at a PPFD of more than 500μmol m-2 S-I. and are presented as means :t 1 S.D. Values in 

parenthesis represent the percentage of values for H in each year 

HL LL in 1996 LL in 1997 LH 

F. crenata 

4.33:t 1. 45 2.07:t O. 83 3.61:t2.00 7.63:t 1. 28 
Pn 

(56.6) (28.8) (42.5) (79.1) 

68.2:t 13.9 65.5:t 15.2 77.3:t 18.6 166.9:t17.0 
gs 

(53.6) (51.0) (56.4) (88.7) 

3.05:t 1. 66 1. 85:t O. 64 3.22:t 1. 65 4.76:t O. 78 
Pn 

(53.6) (32.6) (46.8) (69.4) 

55.3:t 23. 4 53.6:t 22.4 69. 9:t 25.8 130.4:t 13.6 
F. jatonica 

gs 
(65.1) (54.4) (67.1) (95.6) 

This Table is adopted from Uemura et al. (2000) with the permission of Heron Publisher in Tree Physiology 
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Fig. 5-5. Relationship between absolute values of diurnalleaf water potentials (lh) and transpira-

tion rate in (0) H and (・)HL leaves of F. crenata and F. japonica 

This figure is adopted from Uemura et al. (2000) with the permission of Heron Publisher in Tree Physiology 

1j/'L mmのcv(ブナにおいて0.323，イヌブナにおい 件mmが比較的全ての処理葉の間で変化が少ないこと

で0.166) は1j/'pmmのcv(プナにおいて0.018， を示す。

イヌブナにおいて0.133)より大きかった。このことは，
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Table 5-2. E妊ectsof shading on leaf water relations for F. crenata and F. japonica. Leaf properties in the shading 

experiment (HL. LL in 1996 and 1997. and LH) were compared with the 4-year average for H. Within a 

species. the Student's t-test was used to detect significant differences (柿 p <0.001;本・ p< 0 . 05: n.s. : 

not significant) . 

Control Shading experiment leaves 

H HL LL LL LH 

F. crenata 

W".O(MPa) -2.14 -1.45柿 1.18柿 ー1.55" -2.13 n.s 

WLt1p (MPa) -2.57 ー1.88・8 -1.63榊 ー1.76帥 -2.58 n.s 

o
max (MPa) 33.4 16.3‘ 15.5ホ 30.8 n.s. 24.3 n. s. 

WL mlO (MPa) -1.3 -0.8 -0.6 -0.8 -1. 6 

WpmlO (MPa) 1.1 0.8 0.7 0.8 0.8 

f. japonica 

W".O(MPa) -1.96 -1.68帥 -1. 67柿 ー1.54榊 -2.11ホ

WL
印 (MPa) -2.46 -2.22' ー2.30本 ー2.00榊 -2.58 n.s 

o
max (MPa) 19.3 18.1 n.s. 16.0' 20.4 n.S 22.2掌

WL mlO (MPa) -1. 3 -0.9 -0.9 -1. 0 -1. 2 

WpmlO (MPa) 0.9 0.8 0.8 0.7 1.0 

This Table is adopted from Uemura et al. (2000) with the permission of Heron Publisher in Tree Physiology. 

5.4 考察

5.4.1 水分特性に対する光環境の履歴効果

光の年変動に対する光合成特性の順化は，葉の形

態的・生理的特性の順化の程度だけでなく，業の水分

特性の順化の程度によって影響された。 ETJとlhtip

は，当年の光環境によって決定された。 gsは Kw

と浸透調節と密接に関係する(第3.1節参照)0Kwは，

光環境の履歴効果を示さなかったので，気孔開度が当

年の光環境に依存できる要因は， 1lf".Oを変化させるこ

とによる浸透調節の結果であると考えられる。 1lfLmtn 

と比べて1lfp
mtnの低い被陰処理問の変動係数は，

浸透調節は， 1lfpの維持に関する適応的なメカニズム

である (Turnerand Jones 1980. Robichaux 1984) 

という仮説を支持する。暗環境から明環境に変化した

とき，もし，葉の浸透調節が十分行われなければ，葉

は十分気孔を開くことができず，光合成に対する気孔

制限が大きくなるだろう 。

5.4.2 ガス交換特性に対する光環境の履摩効果

本研究の結果は，葉の形態の前決定という制約に

もかかわらず，目的な CO2獲得に対する当年の光環

境の効果は，前年の光環境の効果より大きいことを示

唆する。これらの結果は，形態的特性以外の個葉の水

分特性や生化学的特性が，葉の発達段階の光環境によ

って決定されたからである。生化学的特性の結果は，

樹冠の上部と下部の葉の間，明環境と暗環境に生育す

る個体の聞にみられるように，被陰された葉は，炭素

固定系 (Rubiscoや電子伝達タンパク)に対して光獲

得系 (クロロフィルタンパク)へより窒素を分配させ

ることができたことを示す (Terashimaand Evans 

1988. Evans 1989)。常緑樹では，一成長に伴う自己被

陰による光強度の減少に応じて，成熟葉でも窒素の再

分配が起きることが示されている (Ishidaet al. 

1999c)。

5.4.3 枝の成長に対する光環境の履歴効果

Kimura et al. (1998)は，イヌプナにおいて，

当年枝当たりの葉数，当年枝当たりの総葉面積， 当年

校長といった枝の特性は，大きくは前年の光環境によ

って決定される。多くの葉を持つ長枝の長さは，前年

の光環境だけでなく，当年の光環境すなわち当年の光

合成産物量に影響されることを明らかにした。丸山

(1983) は，ブナにおいて，冬芽に伸張量や葉数の情

報が含まれていることを示した。当年枝の形態的特性

は，当年枝あたりのガス交換特性だけでなく，個葉あ

たりのガス交換特性にも密接にかかわってくるので
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(第3.2節参照)，さらにくわ しく枝の成長に対する光

環境の履歴効果について明らかにする必要がある。

5.4.4 履歴効果のブナとイヌブナの遣い

葉の形態的特性の前決定過程は，ブナとイヌブナ

で異なった。ブナの葉の形態的特性は，前年の光環境

の影響を強く受けた。ブナの柵状組織層数は，明環境

下のより発達した2層から暗環境下の l層と変化した

ので，F. sylvatica L. (Eschrich et al. 1989. Tog-

netti et al. 1998)によって観察さ れたように，葉原、

基段階の光環境 (すなわち前年の光環境)に応じて 1

層か 2層かの葉が展開した。すなわち，ブナと F.

sylvaticaの葉は，当年の光環境に反応して柵状組織

の層の数を変化させることができなかった。このこと

は，細胞の分割は芽が開く前に完了していて，葉原基

段階の光強度によって決定されていることを示す

(Eschrich et al. 1989. Koike et al. 1997)。対照的に，

イヌプナの柵状組織層数は，陽葉と陰葉とも 1層 (ま

たは陽葉において未発達な 2層)であったので，

Acer tenuifolium Koidz. (Koike et al. 1997)によっ

て観察されたように，前年の光環境による影響が少な

かった。個々の細胞の長さは，葉の展開時の光環境(す

なわち当年の光環境)の変化に反応して変化したので，

光環境の年変動に対する葉の厚さの変化は，ブナと比

べてイヌプナで、速かった。本研究の結果は，葉の形態

のl順化能力は，柵状組織が単層である種と比べて，発

達した複数層を持つ種でより光前歴により制限される

ことを示す。

第VI章結論

6.1 落葉広葉樹の環境適応能力

本論文は，本州冷温帯の代表樹種であるブナと同

属のイヌブナを対象に，生理生態学的特性の環境適応

性を調べたものである。冷温帯において，樹木葉は，

その展葉から落葉までの聞に大きな環境変化を経験す

る。一斉展葉型の落葉広葉樹では，生育期間中に新し

い葉を出すことによって変化する環境に適応すること

はできない。それら落葉広葉樹が高い炭素獲得，成長

を行うためには，春先に展開させた葉を，いかに環境

の変化に応じてその特性を順化させていくかが非常に

重要である。

研究に用いたブナとイヌブナは， 季節的な環境の

変化に対して，個葉レベル(葉の浸透調節)と個体レ

ベル(土壌と葉の間の通水コンダクタンス)両方の水

分特性の順化を行っていた。もし，この順化が行われ

なければ，夏の高い蒸散速度を引き起こす条件下(高

い飽差下)においては，光合成の気孔制限が増大し，

年間の炭素獲得量は減少するだろう 。ブナとイヌブナ

の水分特性は，季節的な比較的ゆっくりとした環境の

変化に対し，そして，葉の展開時の光環境に応じて適

応できることがわかった。水分特性は，葉の特性の中

でも環境の変化に対し，より可塑的な反応を示す特性

であると考えられる。個体の成長や環境変化に対する

炭素収支の変化を予測する場合，当然の事ながら，光

合成特性だけでなく水分特性による応答能力を考慮す

る必要がある。

個体聞の生育期間を通じた炭素獲得量の違いは，

同じ生育場所の場合， 個葉の光合成能力だけでなく，

着葉量や着葉期間が関係する。本研究において，単位

地面面積当たりの葉面積 (LAI:m2 (Jeaf area) m-2 

(ground) )は，プナ (5.26)と比べてイヌブナ (5.52)

で大きかったが，生育期間中期の晴れた日中の単位地

面面積当たりの純光合成速度 (μmolm-2 (ground) 

S -1) は，ブナ(16.3) と比べてイヌブナ(11.0) で

小さいことが明らかになった。この単位地面面積当た

りの純光合成速度は，ブナとイヌブナとも，樹冠表層

葉(陽葉)の同時期の晴れた日中の単位葉商積当たり

の純光合成速度の約1.8倍であった。ブナと比べて，

イヌブナの低い単位葉面積あたりの純光合成速度，低

い単位地面面積当たりの純光合成速度は，生育期間を

通じた純光合成量としては，イヌブナの長い着業期間

によって部分的には補償されたと考えられる。イヌブ

ナに見られた，低い光合成速度を持つ業の長い寿命は，

一般的に見られる落葉広葉樹高木層構成種で確認され

た葉の光合成 と寿命の関係と一致する(小池 1987，-

菊沢2005)。異なる生育場所聞の場合，その植物にとっ

てどれだけ良好な環境が続くかが重要になる。例えば，

温帯樹種と比べて熱帯樹種の光合成速度が特に高くな

いことが実生 (Matsumotoet al. 2003)や成木樹冠

(Furukawa et al. 2001)で観察される。この事実から，

熱帯樹種の成長の速さは，その生育条件が比較的1年

中良好であることと関連づけられる。

樹木の特徴の 1つである大きな個体サイズは，ガ

ス交換の環境応答性に影響を与える (Ryan2002. 

McDowell et al. 2005)。本研究で行ったように，葉の

ガス交換が，成木樹冠の上層でどのように行われてい

るのか，樹冠内でどのように変化しているのかを明ら

かにすることが，樹木，そして森林の炭素・水循環に
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果たす役割を評価する上で重要となる。個体サイズが

大きくなると土壌と葉の聞の通水コンダクタンスが低

下し，樹冠上層の葉は，ガス交換の抑制を受けやすく

なる (Ryanand Yoder 1997)。また，樹冠表層の葉は

日射が遮ることなく供給されると同時に，高い水蒸気

飽差の条件に置かれる。このような条件に置かれた樹

冠上層の葉は，下層の葉と比べて，より脱水に適応的

な水分特性や形態的特性を持つ(丸山ほか 1996)。本

研究においても，樹冠上部の葉(陽葉)は，樹冠下部

の葉(陰葉)より脱水に適応的な水分特性を持つこと

が示された。また，イヌブナの成木と実生の枝は，同

じ光環境下においても，定量的に異なるふるまいをす

る亡とが示されている (Kimuraet al. 1998)。

現在，温暖化により 100年で1.4-5.8
0

Cの気温の

上昇が懸念されている (IPCC第三次評価報告書)。

1950年からの気象庁気象データから計算された年平均

大気飽差の値は，増加傾向を示している(松本ほか

1992，上村 1999)。このような環境の下で，関東平野

でのスギの衰退の原因のーっとして，大気飽差の増大

が示唆される研究結果が報告された(松本ほか 1992，

松本ほか 2002)。ブナとイヌブナが水分特性の順化が

できるとしても，順化の限界を超えたとき，水収支バ

ランスを崩し，活力度の低下が起こることが予想され

る。本研究で明らかになった順化反応が，他の落葉広

葉樹にも普遍的に見られるのかどうかを明らかにする

ために，さらに研究を積み重ねる必要がある。

動けない樹木は，個葉，枝，個体レベルで，炭素

獲得(光合成)がより効率的に行われるように進化し

てきたと考えられる。そして本研究で見られたように，

当年枝の形態と葉のガス交換特性の関連性の有無，樹

冠構造と葉の特性の可塑性の関係等，異なるレベル聞

の連携も個体としての炭素獲得を高めるために重要で、

あることが示された。

の表現型的特性の変化(可塑性)を示すことが予測さ

れる。また，本研究では，樹冠部アクセスの制限から，

ブナとイヌブナ 1個体ずつしか調査できず，同一グ

ループ内 (地域内)のばらつきを評価できなかった。

これらを含め，本研究で得られた結果がブナとイヌブ

ナの種としての特性として評価できるかどうかをさら

に検討する必要がある。

プナ葉が現在のそれぞれの生育環境に対しで恒常

的なバランスをとっているなら，温暖化による水蒸気

飽差の増大は，日本海型のブナと比べてより乾燥に強

いとされる太平洋型のブナにも影響を与えることも予

想される。今後，このような視点は，プナ属を利用し

た水源j函養林造成の基礎資料となることも期待され

る。

ブナに関しては，温暖化の影響予測，太平洋域に

おける不安定な更新の要因の解明(藤田 1987)，分布

の北限を決める要因の解明等持続性の有る森林管理の

基礎資料の充実が待たれる。さらに，乾燥に敏感であ

る一方，季節的な大気の蒸散要求の増加に対して順化

できることが明らかになった。もし，いったん定着す

れば，その高い環境適応性からより幅広い地域で健全

に生育できるならば，分布の制限となる要因を堅果の

生残や発芽，実生稚樹の生残に関わる要因として調べ

なければならない(丸田・紙谷 1996)。しかしながら，

本研究は，通常経験するであろう比較的混潤な生育環

境条件下での反応を調べたものであるので，さらに異

常気象時や実験的に環境要因に対するガス交換特性の

反応を調べる必要がある。衰退地域における更新をう

ながし，今あるブナ林を保護するために，ブナの生育

制限要因の解明が望まれる。

本研究で得られた結果が，ブナとイヌブナの種間

の違いとしてみられるなら，両種は異なる環境応答特

性を持ち，近縁種といえども種による生育特性の違い

があることを暗示させる。ブナと比べて，イヌブナが

6.2 ブナの環境適応能力 ' 低い気孔コンダクタンスを持つ要因として，イヌブナ

ブナの葉の形態的，生理的特性の地理的な変化か が当年枝あたりで大きな葉面積を持つこと，薄い葉を

ら，ブナの葉は，日本の環境勾配に応じて適応してい 持つことなど当年枝レベルの形態的特性の違いが考え

ることが示唆されている (Hiura1998，斎藤2005)。 られた。イヌブナ樹冠の葉の特性やその小さい可塑性

過去の気象の変動に応じて，分布の変遷が行われ(南 は，同じ生態的地位にあるブナと比べて，遷移前期種

木1996)，それぞれ環境に適した遺伝的グループがそ ミズメのそれと似通っていた。主に萌芽により更新す

れぞれの地域で分布を拡大したと考えられる。日本海 るイヌブナは，長い生育期間にわたって光環境に大き

型のブナと比べて，小さく厚い葉を持つ本試験地にお な変化がなく，強光をより利用するよりも，親木の下

けるブナは，乾燥に適応的であると考えられている(小 での弱光を効率的に利用できるように進化してきた結

池・丸山 1998)。異なる遺伝的グループは， 異なる葉 果と考える。主にギャップ更新をするブナは，発達し
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た柵状組織を持った。その発達した柵状組織は，光環

境が大きく変化したときに細胞層数の前決定

(predetermination)により大きな形態的な制約を受

けるけれども，ギャ ップ下の強光から林床の弱光まで

の幅広い光環境の変化，そしておそらく付随して生じ

る水分環境の変化に適応的であると息われる。プナ葉

の形態的特性の前決定による制約は，水分特性や生化

学的特性を展開時の光環境に応じて変化させることに

より補償された。このように，本研究の結果は，両種

の生理生態学的特性の違いが，両種の光利用様式，更

新様式の違いと関連があることを示唆した。
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Appendix 2. 

(Appendix 2-1)蒸散速度の計算

蒸散速度 (Tr:mmol m-2 S-1)は次のように計算された。

ト LAVPD(認可ド0
3 (AP2-1) 

ここで、 LAVPDは、葉と大気の聞の水蒸気圧飽差 (PaPa-1)o gbは、境界層コンダクタンス (molm-2 

S -1)でJones (1992)、 Pearcyet al. (1989) に応じて次のように計算される。

gb =0ω(0叫す)。づ(27げ附則)(1O;.J103 (AP2-2) 

ここで、 μは風速 (ms-1)、dは葉の長さ (m)、Pは大気圧 (kPa)である。今回 Pは、 93.4kPa (標高

700m)が用いられた。 LAVPDは、次のように計算された。

LA VPD = (e (T1ea/) -es) / P (AP2-3) 

e (T1eaf)は、業温での飽和水蒸気圧に一致する水蒸気圧 (kPa)、esは、葉を取り巻く大気の水蒸気圧 (kPa)

である。

(Appendix 2-2)単位葉面積当たり CO2交換モデル

ある時の純光合成速度 (Pnμmolm-2 S-1)は、 PPFDと葉齢 (日)から見積もられた。それぞれの日の

Pnは、それぞれの測定日の目最大 Pn (Pn
max)の平均値に対する相対値 (Pnrel)として表された(すなわち、

PJelは約 0-1の範囲)。 生育期間を通じた PnrelとPPFDの関係 (Pn rel (PPFD)) は次のように、非直角双曲

線式で表された。

p..rel αPPFD+ pmax一((αPPFD + pmax) 2 -4αPPFDpmax8) O. 5 

11 28 -Y (AP2-4) 

ここで、 pmaxは、 Pnの光飽和速度 (ここでは、 pmaxは約 1)、αは、 PPFD-P/el曲線の初期勾配、 θは、

曲線の曲度、 yは、日中の呼吸速度の相対的な大きさ意味する y切片である。初期勾配と y切片を決定するた

めに、 PPFDが150μmolm-2 S-1以下で測られた Pnが、直線回帰によって分析された。ある葉齢での純光合成

速度の絶対値は、次のように表された。

P" = Pll

1n即
(age)Pn

rel (PPFD) (AP2-5) 

ここで、 Pnmax (age)は、生育期間を通じて回帰された、業齢と Pnmaxの聞の二次関数から見積もられた、

ある葉齢での Pnmaxである。

光合成の日中低下が、日積算 PPFDから評価された。葉が600μmolm-2 S-1以上の PPFDを受けたとき、日

中の600l1molm-2 S-1以上の PPFDの積算値 (D(PPFDcum)) とPnrelの聞の直線回帰が使われた。

Pll = Pll

max (age) Pll

rel(PPFD) D (PPFDcum) (AP2-6) 

ここで、 Dは、 Pnの日中低下の相対値の関数 (すなわち、 0- 1の値)である。

葉の呼吸速度 (RL :μmol m-2 S-1) と枝の呼吸速度 (Rs:μmol kg-1 S-1) は、次のような温度の指数関数と
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して表された。

RLorRs = RlOQlO(T-lO)/10 (AP2-7) 

ここで、 Tは、気温(=Tair)、RlOは、気温10
0

Cでの呼吸速度、 QlOは、温度が10
0C上昇したときの呼吸

速度の増加率である。葉温と枝の温度は、気温と等しいと仮定された。 RLとRsに関する RlOと QlOは、生育

期間を通じて得られた全てのデータから見積もられた。

(Appendix 2・3)単位葉面積当たり H20交換モデル

蒸散速度 (Tr mmol m-2 
S-1)は、 Appendix2-1に示されたように、 gs、LAVPD、gbから求められた。

それぞれの日の gsは、それぞれの測定日の日最大 gs (gsmax)の平均値に対する相対値 (gsrel) として表さ

れた(すなわち、 gsrelは約 0-1の範閉)0 pn'elとgsrelの聞の直線関係が、生育期間を通じて導き出された。

ある葉齢での gsの絶対値は、次のように表された。

gs = gsmax (age) gsrel (p"rel) (AP2-8) 

ここで、 gsmax(age)は、生育期間を通じて回帰された、 葉齢と gsmaxの聞の二次関数から見積もられた、

ある葉齢での gsmaxである。

LAVPDを見積もるために、 T1eafが、ガス交換の測定日に得られた TairとPPFDの重回帰分析から見積

もられた。用いられた回帰式は、次のようになった。

T1eaf = O. 002606PPFD + 1.027 Tair -0.731 

(for F. crenata，日=O. 921， n = 5760) 

Tleaf=0.002085PPFD +0.984Tair -0.223 

(for F. ja.ρonica， r2 
= 0.944， n = 5760) . 
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Summary 

We investigated ecophysiological properties of two Fagus species， F. crenata Blume and F. jゆonicaMax-

im.. growing naturally in Japan. A sca妊Oldingtower-enabled us to measure leaf properties at the crown level 

of mature trees (approximately 14 m height above the ground) . In the uppermost crown layer， leaf thickness 

of F. japonica tree was 65% of that in F. crenata tree. There were no large differences between both Fagus 

trees in nitrogen and chlorophyll content per unit leaf mass. However， nitrogen and chlorophyll content per 

unit leaf area were lower in F. japonica tree than in F. crenata tree， because F. japonica tree had thinner 

leaves (i.e. higher specific leaf area) than did F. crenata tree. In August (mid-growing season) ， daily max-

imum net photosynthetic rate (Pn max) and daily maximum water vapor stomatal conductance (gsmax) in 

sunlit leaves of F. japonica tree were 61% and 50%， respectively， of rates in F. crenata leaves. 

To examine the relationships between gas exchange properties and water relations for sunlit leaves， we 

rriade physiological measurements over the growing season. Leaf-to-air vapor pressure deficit (LA VPD) was 

highest in August， suggesting highest evaporative demand in summer. The patterns of seasonal change in 

water relations were similar between both Fagus trees. From June to August， leaf water potential at full tur-

gor decreased and leaf-to-air hydraulic conductance (Kw) and stem hydraulic conductivity increased. The 

highest annual maximum value of Kw was recorded in August. In that month， Kw for F. ja.ρonzca tree was 

half that of F. crenata tree. Stomatallimitation of Pnmax (Ls) decreased from June to August for both trees. 

These results suggest that both Fagus trees reduced Ls through seasonal acclimation of hydraulic properties 

at both the leaf (e.g. by osmotic adjustment) and whole plant levels (e.g. by adjustment of Kw) 

Values of gs and Kw in F. japonica tree were approximately 50% of those in F. crenata tree. We investi-

gated causal factors (at the current shoot level) which may explain the differences between both trees. Cur-

rent shoots of F. crenata tree had a smaller leaf area ratio (LAR. totalleaf area / shoot mass) than current 

shoots of F. japonica. The larger current shoot LAR in F. japonica tree results in a smaller Huber value 

(HV， xylem area / totalleaf area) . We consider that small HV in F. japonica tree has a strong relationship 

with high hydraulic constric 
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leaf water relations) between F. crenata tree and F. ja.ρonica tree. We experimentally shaded parts of bran-

ches in the upper crowns for four consecutive years to produce crown leaves that formed under different 

irradiances during the leaf primordium and leaf expansion stages. When buds of F. crenata tree formed under 

light conditions. expanded leaves had a 2-1ayered palisade parenchyma. whereas expanded 1巴avesof F. ja，ρOnl-

ca tree had only one layer. When buds formed in dark conditions. the palisade parenchymas of the two Fagus 

trees had one layer. Thus. when irradiance largely changes. F. crenata tree made time-lag according to 

change from one to two layers or two to one layer for palisade parenchyma. While leaf anatomical properties 

expressed the e丘ectsof previous year. leaf water relations were a妊ectedby irradiance at the leaf expanding 

stage. The responsiveness of gs depended largely on irradiance in the current year. Our results suggest that 

the change in water relations (such as osmotic adjustment to light environment in the current year) enables 

gs to acclimate to the current-year environment. 

Key word: acclimation. Fagus crenata. Fagus ja.ρonica. photosynthetic properties. water relations 
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