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1. はじめに

北関東地方に位置する栃木県において，落葉性のコ

ナラ属コナラ亜属では，主に標高の高い地域ではミズ

ナラ(Quercusmongolica Fisch. var. grosseserrata Rehd. et 

Wils.)が分布し標高の低い地域ではコナラ(Quercus

serrata Thunb.)が広い地域に，またカシワ(Quercus

dentat Thunb.)は特定地域に局所的に生育している。平

野部の台地や正陵地から低山地域に分布しているコナ

ラは，かつて薪炭林として利用されてきた刷。 しかし

近年，低山地域において，大陸に分布するモンゴリナ

ラ(Quercusmongolica Fisch.)に良く似た形態的特徴を

もっ樹木が生育していることが報告されているυ。ま

た，宇都宮市で、は最高標高が583mで、あるが，その北

部山地においてモンゴリナラが林を優占して形成して

いるとしている4)。また，モンゴリナラについて，分

布域は概ね標高250-6∞m前後の山地帯に生育する落

葉高木で¥ ミズナラ よりも明らかに樹高が低く，主要

生息域も低標高地に偏在する傾向にあるとことが報告

されている 16)。さらに，栃木県のレットデータブック

川によれば，分類学的位置づけを含めて詳細ははっき

りしないとしながらも.r特殊立地に成立する群落」お

よび「保護上重要な植物種の生育する群落jという理

由で，低山帯に分布する2ヶ所のモンゴリナラ群落が

選定されている。

囲内のモンゴリナラについては，北海道や東北地方

に分布するとされていたモンゴリナラは， ミズナラと

カシワの雑種であり，日本にはモンゴリナラは分布し

ていないとしている町 一方東海地方に分布するナ

ラの個体群について，モンゴリナラに関する記載があ

り6) さらに葉緑体DNAによる系統地理学的な研究も

行われているω。最近，北関東および東海地域の標高

200m以下の低山地域において，フモトミズナラ

(Quercus serrata sub. Mongolicoides H. Ohba) と命名さ

れたコナラ属の存在が報告されている九

栃木県の北西部に位置する塩谷町の低山地域(標高

280-600m)に設定されている宇都宮大学農学部附属

演習林において，コナラ属コナラ亜属はコナラおよび

ミズナラが分布しているが カシワは分布していない

ω。これらの2種のコナラ属は，戦前は主に薪炭材と

して活用されたが，戦後の拡大造林期において，多く

の広葉樹林が人工林の針葉樹になった。現在，コナラ

属は，尾根周辺域や広葉樹2次林に局所的に生育して

いる。これらの樹木は萌芽更新が良好であり，現在は

学生実習のための薪炭材やシイタケ原木として活用さ

れている。

以上のことから.栃木県の低山地域において，従来

ミズナラとされてきた林木集団は， ミズナラの変異の

ひとつ，あるいはモンゴリナラやフモトミズナラの可

能性も推察される。しかしながら，ナラ類では典型的

な種として認識できないものを中間的形態として扱わ

れることあるが。個体変異が極めて大きく，その特徴

を適切に把握することは困難であるとしている凶。 特

にモンゴリナラについては詳細な報告がなく，これら

のコナラ属は，種としての分類的な位置付けが不明瞭
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であるl九

そこで本研究では，標高6∞m以下の低山地域に天

然分布するミズナラと Cて，それらの堅果，苗および

葉を対象として，標高l∞Om以上に分布しているミズ

ナラと比較し、その形態的特徴に関する検討を行なっ

た。また，スギやヒノキの植林により分布域が狭ま

り，局所的な小集団に分断された二次林から採取され

た堅果.苗および葉の形態的特徴，並びに苗の成長状

況を把握するとともに，これらの森林を適正に保全管

理するための基礎的情報の蓄積を得ることを目的とし

た。

2. 材料と方法

2.1 材料

栃木県においてミズナラの材料を採取した低山地域

の船生と，対照とした標高1∞Om以上の高原山および

奥日光の位置図を図1に示す。

図1 栃木県におけるミ ズナラの調査地の位置図

低山地域のミズナラは，栃木県塩谷町大字船生(以

下， ['船生」とする(北緯360 46' 東経1390 49' )に設

定されている宇都宮大学農学部附属船生演習林の4林
班の標高350mおいて，ヒノキ人工林に隣接するミズ

ナラが優占する2次林を対象とし，堅果および葉を採

取した。

対照とした標高t6∞m以上の位置するミズナラは，

高原山中腹(以下， ['高原山」とする))(北緯360 42' ， 

東経1390 50' ，標高11∞m)において，2002年10月上

旬にミズナラが優占する天然林において，堅果を採取

した。また，奥日光の戦場ヶ原に隣接する地域に設定

された宇都宮大学農学部附属日光演習林戦場ヶ原地区

(以下， ['奥日光jとする)(北緯360 46' ，東経1390

27' ，標高1390m)において.ミズナラが優占する天然

林から， 2004年8月に葉を採取し，同年9月下旬に堅果

を採取した。

2.2 堅果の形質

船生のミズナラの堅果は， 2002， 2003および2∞4年

の8月下旬から9月上旬にかけて，高原山のミズナラの

堅果は2∞2年10月上旬，および奥田光のものは2004年

9月下旬に，自然落下した成熟堅果を採取した。採種

後直ちに，外観から判断して虫害が観察されなかった

堅果の重量，長径および短径を測定した。

2.3 苗の成長と形態

採取された堅果は， 10月にl個ごとにポット(内径

lOcm)に播種した。翌年4月下旬に発芽の開始を， 5月

下旬の発芽が終了を確認したあと，堅果から発生した

幹数から判断して多匹性の有無を確認し，発芽率を求

めた。その後，成長，苗および葉の形態の観察を行な

い， 11月に生存個体の苗高を測定した。発芽が観察

されなかった個体については，ポットから堅果を取り

出し，発根の有無を観察し発根していた堅果につい

ては根をカ ッターで切断し根の生死を確認した。生

存個体については，1個体ごとに菊鉢8号に植え替え

た。本研究では，市販の園芸用培養土と赤玉小粒を

1 : 1の比率の比率で混合した土を用いた。2002年に採

種し翌年に播種した船生および高原山のものは， 3年

間にわたり苗の成長量を測定した。また，2∞4年に採

種し翌年に播種した船生の生存個体は，7月下旬に葉

の枚数と苗の形態を観察した。なお，葉への食害は観

察されなかった。

本研究では，苗を観察し，全体的に著しく護小のも

の，葉の形が変形しているものを形態異常苗(以下，

「異常苗jという)として，それ以外を正常苗とした。

2.4 葉の形質

苗の葉の形質は，船生と高原山の4年生の苗につい

て，新薬の展開の終了した2∞5年6月上旬に，すべて

の苗木の新葉の数を数えた。葉の形態を測定するた

め，異常苗を除き， 1個体当たり 14枚以上の葉があっ

た苗を対象に，その個体の平均的な大きさを示した葉

を各3枚採取した。船生では43個体， 高原山では12個

体であった。

成木の葉については，船生で50個体.奥日光で12個

体を対象に，陽樹冠を構成し.虫害等の被害が観察さ

れなかった葉を各3枚採取した。船生では2004年7月上

旬.奥日光は2004年8月上旬に採取した。

これら合計354枚の葉について，葉身長，葉身幅，

葉柄長，葉先から最大葉身幅を示す位置および葉の片

側にある鋸歯まで達している側脈の数を数えた(図2)。
船生と高原山の苗の葉について，測定終了後，熱風乾

燥機において105tで完全に乾燥させ， 全乾重量を測

定した。

業身幅

r葉柄長

図2 葉の測定部位
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3. 結 果

-3.1 堅果の形質

堅果の採種は，船生では2002，2003および2004年

に，高原山では2002年並びに奥田光では2004年であ

る。産地ごとの堅果の長径，短径，形状比(長径/短径)

および堅果重を表lに示す。

表1 産地ごとの竪果の形質
産地 接種年 聞査長径(mm)(・}短径(mm)(b)形状比(・/b) 霊泉重量(g)

(年)個数 8Vg. std 8Vg. std 8V，. std eVI. std 

2∞2 1∞ 19.8 2.6 18.2 1.6 109 15 3.98 1.13 

船 生 2∞3 2∞ 17.7 22 16.7 2.1 107 13 3.19 1.01 

2以M 210 212 2.5 18.5 2.0 114 13 4.75 1.35 

高原山 2∞2 40 22.1 1.8 14.0 1.4 158 14 2.32 0.61 

奥田光 2∞4 130 172 2.3 13.9 1.3 124 16 2.03 0.54 
av，平均値.std練場偏差.

堅果の各形質の測定値の平均値で見ると，長径では

船生は17.7~21.2mmの範囲で，高原山の22.lmmよる

も短く，奥日光の17.2mmよりも長い値を示した。短

径では船生は16.7~ 18.5mmの範囲で，高原山の14.0mm

および奥日光の13.9mmよりも長い値を示した。この

ため，堅果形状比では，船生は平均値で107~ 1l4であ

ったのに対し高原山で158，奥田光で124を示した。

堅果重では，船生は3.l9~4.75gの範囲で，高原山の

2.32gおよび奥日光の2.03gよりも大きな値を示した。

また.産地ごとの堅果形状比と重さの関係を図3に

示す。ここでは，船生のものは2∞4年の堅果のうち任

意のl∞個体，高原山と奥日光は全個体で示した。船

生の堅果は，堅果形状比が1oo~ 150の範囲に，堅果重

は2~8gの範囲とぱらつきが大きい傾向を示した。 堅

果形状では，形状比100の球形に近いものから船生，

奥日光，高原山の順となり，船生と高原山のものは.

ほとんど重ならないことが示された。堅果重では，重

いものから船生>高原山寺奥日光の順となり，船生の

堅果は，高原山および奥田光のものと比べ t検定

(pぐ0.05)の結果，有意に重いことが示された。

これらの結果から，船生の堅果は，長径については

ミズナラと大きな差は見られないものの，短径が大き

いことから，堅果形状比が1∞に近い球形の形状にな

る傾向が示された。また，船生の堅果重は，明らかに

ミズナラよりも大きいことが示された。

3.2 苗の成長と形態

船生のものは， 2002年および2004年に採種し，当年

には播種した堅果も発芽および苗の成育状況を表2に

示す。発芽率は 76.2および83.3%を示した。発芽した

個体を葉の形態から正常苗と異常苗に区分し，さらに

正常苗を単幹の単脹性由来と堅果から複幹が成育して

いる多距性由来の苗に区分した。また、未発芽のもの

は，発根の有無を記録した。

表2 苗木の発芽および成育状況

発 芽 未発芽

採種年福 種 計 正常首 異常酋
(年)竪果数 小計単医性多蛭性 匝亙ifl~)

2∞ 80 61 51 44 10 19 8 

{100) (76.2) (12.5) (23.8) 

2∞4 210 175 143 133 10 32 35 17 

(100) (83.3) (15.2) (16.7) 

( )1ま篠種年の聞査竪県教に対する比率(%).

発芽したもの中には形態の異常の異常苗が， 2∞2年

が12.5%，2∞4年が15.2%存在してい，た。また，未発

芽の種子のうち，発根が観察されたものは， 2∞2年が

42.1 %， 2004年が48.6%であった。これらの個体の主

根の長さは、 5cm以上あり生存していた。 しかし，発

芽の痕跡は観察されなかったため，種子中において子

葉の発育に異常があったものと考えられる。このた

め，異常な生育を示した個体は、異常苗および根茎が

発達するが，発芽しないものを併せると 22.5~23.3%

の個体が，播種当年の観察において，正常に生育しな

い種子であったことが推察された。

つぎに、 2∞4年に採種し翌年に播種した210個体に

関する初年度の調査結果を表3に示す。正常苗につい

ては，単距性と多匹性の堅果の形状比はほぼ同様であ

ったが，堅果重の平均が多匹性(5.92g)は単脹性 (4.81

g) と比べて1.11g重い値を示した。葉の枚数は，単

脹性が4.0枚であったのに対し，多脹性は7.4枚であっ

たが，苗高は両者ともに8.9cmと閉じ値を示した。

表3 2004年に採種し昨年発芽したミズナラの調査結果

区分 堅 果 1年生の苗木
宿敵形状比重量(必 業数酋高(cm)

正常酋 143 

単匠性 133 112 4.81 4.0 8.9 

多医性 10 111 5.92 7.4 8.9 

異常苗 32 

.の変形 15 117 4.95 6.8 5.5 

子業なし 17 111 4.43 4.2 

未発芽 35 

~視なし 18 123 3.73 

発根あり 17 120 4.81 

合計 210 

異常苗では，葉の変形している苗および発芽したが

葉の展開の観察されなかった個体に区分した。堅果の

形状比，重量苗高はいずれも，業の展開が観察され

たグループが大きな値を示した。苗高は，正常苗に比

べ前者が61.8%の5.5cm 後者が47.2%の4.2cmで、あっ

た。なお，異常苗のうち葉が観察されなかった17個体

は，その翌年の2006年の5月には全て枯死が確認され

た。

未発芽個体では，発根の有無に より個体を2区分し

た。堅果の形状比は両者ともに120以上を示した。発

根有りの堅果は.正常苗単匹性と同様な4.81gであっ

たが，発根無しは正常苗単匹性と比べて1.08g軽い

3.73gであった。

表4 2∞4年に採種し昨年発芽したミズナラの3成長期後の苗木の形態

区分 単勝 個体 領幹 .体 枯死

合計 |舗が旬旬鰍 ~が旬旬枝無 個体
正常酋 51 32 。 19 5 。
単匪性 44 31 3 。 13 4 。
事匪性 7 。 。 。 。

異常酋 10 7 4 。
合 併 61 40 21 

2002年に採種し発芽した61個体の3成長期後の苗木

の形態を表4に示す。単匹性由来の苗木において，

29.5%の13個体が萌芽更新により複幹になっていた。

また.多目壬性由来の個体において，幹が枯れて単幹個

体になっていたものがあった。また， 51個体のうち

15.7%の8個体については，主幹の3年目の部位が地面
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を伺旬して，途中から立ち上がっている状態であっ

た。特に複幹個体の31%は，主幹が地面を伺旬してい

る状態であっ.た。一方10個体の異常苗については，既

にl個体が枯死しており，生存個体の9個体のうち55.6%

の5個体が校のない樹形であった。

2002年に採種し播種後3成長期の苗長について，船

生と高原山の比較を図4に示す。船生は60個体(表4を

参照)および高原山は全て正常苗の16個体である。船

生の正常苗は，異常苗の苗高を比べて， 1年生では正

常苗の8.4cmの69.0%の5.8cm，3年生では23.6cmの

6l.8%の14.6cmであり，正常苗と異常苗の苗高差は

年々大きくなった。高原山のものは， 1年生では，船

生の正常苗よりも高い9.8cmを示したが，その後は.

船生の正常苗と異常苗の中間的な値を示し， 3年生で

船生の平均より 2.5cm低い20.1cmを示した。異常苗の

苗高は，いずれの年次においても，船生の正常苗およ

び高原山の苗と比べて， t-検定 (pく0.05)の結果有

意に低いことが示された。

30 

25 

20 

15 

10 

5 

。
1年生 2年生 3年生

ロ船生正常酋・船生異常酋ロ高原山

図4 船生と高原山における苗木の3年間の成長比較
パーの範囲:標準偏差

さらに， 3年生における苗高と葉の枚数の関係を図

5に示した。苗高が高くなると葉の枚数の多くなる傾

向が見られた。葉の平均枚数は，船生の正常苗の葉で

表5 葉の形質の比較

産地別 L1 L2 L3 
(cm) (cm) (cm) 

船生の3年生苗木
平均値 109.6 40.6 2.0 
最大値 144.3 54.7 4.8 
最小値 80.3 25.3 0.5 
変動係数(%) 14.0 17.0 45.0 

高原山の3年生苗木
平均値 78.9 33.4 1.9 
最大値 109.3 44.0 2.7 
最小値 56.3 24.7 1.0 
変動係数(%) 20.4 18.3 26.3 

船生の成木
平均値 129.7 50.9 5.9 
最大値 209.0 88.0 11.7 
最小値 92.7 33.0 3.0 
変動係数(%) 17.1 17.9 32.2 

奥日光の成木
平均値
最大値
最小値

01 
(cm) 

28.4枚，船生の異常苗で5.1枚および高原山で19.8枚で

あった。特に船生正常苗において，苗高で12.1から

44.2cmの範囲，葉の枚数は5枚から62枚の範囲と個体

により大きなばらつきを示した。

70 

60 
。

。

50 。。

o 8 。~ 。
40 ザ。ロ 。a匝

o po qqj p o o ~ 30 
O O  M 。。 ve 

自 d首担ロ口ohh o船生正常首
鰍 20

@Ef♂ 0-0 ・ ・船生異常酋10 
-ー.白ロ ロ高原山• 。

。 20 40 60 

箇 高 (cm)

図5 3年生の苗高と葉の枚数との関係

これらの結果から，船生のミズナラは，播種した堅

果のうち， 12%以上が形態異常苗で、あった。また，正

常な生育を示さない堅果は，根茎は発達するが発芽し

ないものを含めると播種したうち22%以上であったこ

とが示された。また，発芽して形質異常と判断された

苗は，正常苗と比べ当年性から成長が劣り， 3年生で

は正常苗の苗高の6l.8%を示した。また，葉の枚数は，

当年生では正常苗より多い傾向があるが， 3年生では

正常苗の葉の枚数の18.0%に相当する5.1枚であった。

船生の正常な3年生の苗において.多距性由来の苗以

外においても，萌芽により複幹の個体，あるいは主幹

の3年生の幹が地面に伺旬して，そこから立ち上がっ

ている樹形を示す個体が観察された。さらに， 3年生

において，高原山のミズナラの苗と比べると，船生の

正常苗は，苗高が高く，葉の枚数が多い結果を示し

た。また，個体聞における成長および葉の枚数の大き

な差異が存在していた。

3.3 糞の形質

船生と高原山の3年生苗，船生および奥日光の成木

の葉の形質について，個体の代表値(平均値，最大値，

側 脈数 L1/D L21L1 N/L1 Wo 
(本)(N) w 

61.8 8.9 1.79 0.370 0.82 0.18 
88.7 12.0 1.98 0.442 1.08 0.32 
42.3 6.7 1.37 0.287 0.61 0.10 
17.3 12.4 6.90 9.70 15.0 55.6 

36.4 10.1 2.16 0.426 1.31 0.08 
49.7 11.3 2.48 0.457 1.67 0.16 
28.3 7.7 1.88 0.401 1.00 0.04 
17.3 10.9 8.70 4.90 18.3 50.0 

71.6 11.6 1.87 0.393 0.92 
151.3 14.0 2.24 0.460 1.30 
46.3 8.7 1.38 0.334 0.54 
27.4 10.3 11.20 6.80 29.3 
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最小値)および変動係数を表5に示す。3年生苗の9形

質を見ると，船生と高原中の間には，葉柄長を除く 8
形質においてト検定 (p<0.05)の結果，有意差が認

められた。特に，葉の平均全乾重量では船生のもの

は，高原山よりも2.25倍重い値を示した。成木の8形

質を見ると，船生と奥田光の聞には，葉身長，葉の先

端から葉身長の最大幅までの長さおよび葉身幅の3形
質において t-検定 (p<0.05)の結果，有意差が認

められた。しかしその他の5形質には有意差が見ら

れなかった。これらには変動係数が10%を超える形質

が大半を占め，個体聞のばらつきが大きいことを示し

ている

つぎに，葉の形状比と側脈数との関係を図6に示す。

船生の苗および成木における形状比と側脈数では，両

形質ともにあまり重ならない範囲に分布していた。船

生の苗は、形状比および側脈数は少ない傾向にあっ

た。船生の成木では，形状比および側脈数ともに奥日

光の成木のものを包括するような範囲で分布してお

り，それらの形質の変異が大きいことが示唆される。

一方，高原山の苗においては船生苗，船生および奥日

光の成木と比べて.形状比が中間的および側脈数が大

きい傾向を示した。

16 

業の形状比(葉脈I~簾身幅)

図6 葉の形状比と側脈数との関係

これらの結果から，船生の苗の葉の形質は、高原山

の苗と異なる傾向を示した。船生の成木では、奥日光

の成木の形状比と側脈数に比較的同様な範囲に分布し

ていたが，いずれの形質においても，個体聞のばらつ

きが大きいことが示された。

4. 考察

4.1 堅果および葉の形質

まず，堅果の形状について考察する。北海道におい

て，富良野の天然林のミズナラの堅果に関する 2年間

の記録では，平均値は、長径が18mmと23mm. 短径

が13mmと15mm.形状比が1.36と1.53.および重量が

1.69gと3.09gであった11)0 また，道内の天然林5産地58

母樹から採取された堅果について，平均値は，長径が

21mm. 短径が16mm.形状比が1.31および重量が3.38

gと報告されている問。 ミズナラ交配園で生産された

堅果では. 6年間の平均値は，長径が19mm、短径が

14mm.形状比が1.36および、重量が2.53gと報告されて

いる則。 これらから、北海道産のミズナラの堅果のそ

れぞれの平均値では，長径が18-21mm. 短径が13-

16mm.形状比が1.31-1.53重量が1.69-3.38gの範囲

に位置した。岡山県のナラ類に関する報告別では，堅

果についてミズナラ型は，平均値は，長径が21.2mm.

短径が14.1mmおよび形状比が1.51である。これらによ

れば、ミズナラの堅果のそれぞれの形質は，長径が18

-21mm. 短径が13-16mm.形状比が1.31-1.53重量

が1.69-3.38gの範囲に位置している。本研究における

高原山および奥田光のミズナラの堅果は，前述した形

質の範囲にほぼ包括される ような値を示した。低山地

域のミズナラは，長径は前述した報告にあるミズナラ

とほぼ同様な長さを示しているが，短径が16.7-18.5mm

と長いため，形状比が1.07-1.14と球形に近い形状で

ある特徴を示した。橋詰ら5) によるカシワ型では形状

比の範囲が1.04-1.37であった。この値は，船生のミ

ズナラの形状比に比較的近い値であった。しかし，本

調査地域にはカシワは分布しておらず，また殻斗には

カシワが有する長い総直片ωが観察されない。また、

堅果重については，平均値が3.19-4.75gの範囲に位置

して，対照のミズナラと比べて.19以上重い値の範囲

に分布していた。

さらに，多脹性については，宮崎らνl
較的重い母樹において多匹性を示す傾向があるとして

いる。一方、母樹別の平均堅果重と多匹率の聞には明

瞭な関係がみられないという報告もある則。本研究で

は、母樹別に採種していないため，特定の母樹の堅果

で多匪率が高いかどうかを明らかにすることはできな

い。しかし，多匹性を示した堅果の平均重量は5.92g

を示し正常苗単匹性の堅果重の4.81gと比べて、1.23

倍高い値を示した。以上のことから、低山地域のミズ

ナラは，対照のミズナラと比べて，堅果が球形に近

く，重量が重い傾向があることが示された。

つぎに，葉の諸形質について，百と成木を区別して

検討することとする。まず，苗の葉については，船生

は高原山よりも，葉長身で1.39および葉身幅で1.70と

高い値を示したが，形状比では逆に0.83と小さな値を

示した。また，測脈密度は、船生は高原山の0.63と小

さな値を示した。成木については，本研究のミズナラ

の葉では、船生と奥日光では大きな差異が見られず，

平均値では，形状比が1.87と1.92および測脈密度が0.92

と1.05(本/cm)を示した。一方、北海道一円から収集さ

れたミズナラのクローン却)の平均値では，形状比が

2.44および測脈密度が1.06(本/cm)を示した。測脈密度

は栃木産と北海道産では同様な値を示したが、特に形

状比では、栃木のミズナラは、北海道産よりも小さい

値を示したことから，葉の形が卵形に近い形状である

ことが示唆された。しかし栃木県内におけるミズナ

ラを産地ごとの集団で比較するとき、本研究における

葉の形質では得られる情報が不十分であると考えられ

るため，指標となる葉の形質，解析法および対照とす

るミズナラの産地を再検討しさらに調査研究を進め

る必要がある。

4.2 形態異常苗の出現

本研究において，苗を観察し全体的に樹体が著し
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く媛小のもの，葉の色素が極端に薄いもの，あるいは

葉の形が変形しているという特徴を示した形態異常苗

が，採取種子の12%以上も出現した。また.これらの

異常苗は、'堅果の平均重量および苗高において低い値

を示していた。

生方ら21)は，ミズナラは，堅果の散布距離が比較的

限られていることから，天然林内では近縁な個体がパ

ッチ状に生育していることが推察され，近交弱勢の結

果として，平均堅果重では近交係数0が2.74g，近交

係数0.25が2.23gで，前者は後者に比べ，約20%軽い

結果が得られ，さらに，近交係数Oの個体の平均苗高

は， 13.2 c mで自然交配個体の平均13.3c mと同等で

あるが，近交係数0.25の個体では7.4cmであったこと

.を報告している。近交弱勢とは，近親交配によっても

たらされた繁殖能力や代謝能力に関係した形質の表現

型の減少であり 2) 天然林では集団の細分化が近親交

配をもたらすことが指摘されている九 また，ミズナ

ラは自家不和合性と考えられている8)ため，本調査地

は，過去の薪炭林としての人為的行為により、比較的

近交係数の高い樹木によって構成された集団になって

おり，他家受粉にもかかわらず，近親交配が起こりや

すい環境にあると推察される。その結果として，異常

苗および発根するが発芽しない個体が22%以上出現し

た要因のひとつは，近親交配による近交弱勢の影響の

結果であることが推察された。

5. おわりに

栃木県の低山地域に天然分布しているミズナラ林

は，スギやヒノキの植林による人為的な活動により，

分布域が狭まり局所的な小集団に細分化されてきた結

果，近交係数が高い樹木によって集団が構成され，ま

たジーンフローの範囲が狭くなり.次世代において形

態異常苗の発生頻度が高くなっている可能性が推察さ

れた。

森林の適切な維持管理を行なうため，花粉および種

子の散布や交配実態を把握し，また集団の遺伝変異を

明らかにし生態・遺伝学的な観点に基づいた保全を

進める必要がある。

本研究を行なうに当たり，宇都宮大学教授・小林幹

夫理学博士および助教・逢沢峰昭環境学博士には，コ

ナラ属に関する貴重な情報およびご助言を頂き，厚く

御礼申し上げる。
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