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学術情報

樹体の内部形態をもとにしたハンノキの株年齢、の判読と

ハンモック形成過程の推定

石川幸男*・矢部和夫**

*専修大学北海道短期大学みどりの総合科学科

料札幌市立大学デザイン学部

Estimation of stump age and hummock formation process of Alnus japonica using tree wood anatomy. Yukio 

Ishikawa (Department of Agriculture and Environment，日okkaidoCollege， Senshu University) and Kazuo Yabe 

(SchoolofD巴sign，Sapporo City University) 

要旨:北海道東部、自11路混原に侵入定着しているハンノキの年齢調査を行った。従来、本種は萌芽性を示すことから、

地上部の幹の齢が個体の年齢とは一致しないことが多いと考えられていた。しかしながら、採取した稚樹の基部につく

られた株の断面の材構造を観察した結果、幹と根の材組織の違いをもとに種子の発芽位童を知ることができ、その位置

での年輪数を計測することによって個体としての年齢を知る方法を確立した。この方法で推定した年齢と発芽地点から、

ハンノキの成長とともにその根元に形成されるハンモックの高さも上昇することが明らかとなった。

キーワードーハンノキ、萌芽性、株年齢、茎根遷移部、ハンモック

はじめに

ハンノキ (Alnusjaponica Steud.) は日本の冷温帯の湿

潤な立地に優占して森林を形成し(崎尾・山本 2002)、

種としては韓半島、中国東北部やロシア沿海地方にも分

布する(大井・北川 1992)。本種は北海道や東北地方で

は主に低地の湿原辺縁部で優出し(宮脇 1987，1988 ;矢

部 1989)、また関東地方以南では111地の湿原に生育して

(宮脇 1983，1985)、湿原生態系の構造と機能に大きな影

響を与えていると考えられる O

冷温帯以南の日本においては、米作の開始以降に多く

の湿原が農地開発によって失われ、主に北海道の低地を

中心に残されていた湿原においても、近年の各種開発行

為によって小面積化、乾燥化や富栄養化が顕在化してい

る例が多い(福嶋 2002)。こうした乾燥化と富栄養化に

伴って、ハンノキ林の拡大によるフェン(スゲ田ヨシ群落)

とボッグ(ミズゴケ優占群落)で構成される混生自然草

原の縮小が報じられるようになった(環境省・社団法人

自然環境共生技術協会 2004;矢部 2005)。

従来、ハンノキ林の拡大過程を調査する場合には、;最

e-mail: ishikawa@senshu悶hc.ac.jp
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影年度の異なる航空写真や衛星闘像で分布域の経年変化

を追跡する目視的な手法が一般的であった。その一方で、

個体単位での拡大過桂を考えた場合には、年齢を判読す

ることによって容易に定着、成長や更新過程が角平明でき

ると期待される O しかしながら本穣は、年輪境界が判然

としない散孔材のなかでも特に年輪境界が見にくいこと

に加えて、過湿な立地においては個体サイズが小さいう

ちから繰り返して窃芽して株をつくる場合があることか

ら(冨士回 2002)、地上幹の齢が個体の年齢を示さない

ことも多く、この手法は十分には活用されてこなかった。

なお、ここでいう株とは、ハンノキの根元に形成されて

いる小山状のハンノキ・ハンモック(以下、ハンモック)

の内部にある多数の幹の基部と根の絡まりあった塊をい

い、ハンモックはこのような塊と泥炭状の植物遺体によ

って構成されている。

著者らは、 2005年から針11路湿原南部においてハンノキ

林の定着と拡大の過程を倒体単位で明らかにする調査を

開始した。その途上で、樹木の幹と根の内部形態の差異

に注目することによって、萌芽を繰り返している偲体で

あっても、株内において材が幹から根に推移する部分の

齢を判読することに成功した。この齢とはまさに個体と

しての年齢に相当するので、その手法を紹介する。
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関1.到11路湿原南部、温根内地区と広豆地区における調査地の佼置。織かけはハンノキ林の分布範

図を示す。

さらに、調査当初は同地のフェンに多数形成されている

ハンモックの現在の表面に定着したと見えたハンノキが、

株採取のために掘り起こしたところ、ハンモック内部に深

く樹体を伸張させていることを観察した。すなわち比高数

10 cmにまで、監起したハンモック内において、ハンノキの

一部の個体では樹体の表皮が根よりは幹に類似しており、

地上部の幹と外部形態的に連続した特徴を示している部分

もあることに気づいた。このことは、当該ハンノキの定着

は現状のハンモックの表面よりは下方であったことを示唆

しており、個体の成長に伴ってハンモック高も高まった可

能性があるO このことを確かめるために、現状でのハンモ

ック表面と前段で述べた発芽地点の高さとの差を求めるこ

とによってハンノキ定着後のハンモック高の上昇量を推定

したので、第二点として報じる O

調査地の概要

調査を行った釧路湿原は北海道東部、針11路市と釧路町

にまたがり、現存する日本最大の平野部の湿原(約 175.7

km2) であり、このうちフェンの群落は 94.3km2、ハンノ

キ林が 81.4km
2とされている(北海道開発局 2004)。

路湿原の位置する北海道東部は冬の少雪で特徴付けら
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れ、ここでの植生の主体はカブスゲ (Cαrexcaespitosa 

Linn.)やムジナスゲ (Carexlasiocarpa Ehr・h.var. occultans 

Kukenth.) などのスゲ属とヨシ (Phragmitescommunis 

Trin.) を中心としたフェンであり、周辺部に広大なハン

ノキ林が広がっているのに対して、ボッグの発達は悪い

(矢部 1993)。本湿原は自然性の高さが評価されて 1980

年にはラムサール条約査録湿地に指定され、続いて 1987

年に 28番自の国立公園に指定されたものの、主に周辺の

農地開発の影響で、生態系の変質が危慎されている。特

に 1970年以降は湿原より上流に位置する河川支流から微

細土壌粒子(ウォッシュロード)が流入し続け、氾濫時

に湿原内に堆積する直接的な影響に加えて、粒子表面に

栄養塩を付着させていることから富栄養化が懸念されて

いる(中村 2004)0 また、近年ではハンノキ林の湿原内

部への拡大が著しく(環境省・社団法人自然環境共生技

術協会 2004)、このために湿生自然草原の面積が減少し

ている。

現地調査

現地調査は、針路湿原の南部に位置する温根内地区と

広里地底において行われた。両地区は 1930年代に開削さ
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函 2. ハンノキの生育するハンモックの断面例。

れた新鋭!路川を境に左右に分断され、ともに 1970年以降

はハンノキ林の拡大が著しい(環境省・社団法人自然環

境共生技術協会 2004)。

温根内地区では、長さ 1kmの3本のライン (A、B、C

ライン)、広里地区では l本のライン (Gライン)を設

けて群落構造と環境条件の調査を実施している(矢部

2008 :図1)。今聞のハンノキ定着年代の推定とハンモ

ツク高の調査は、これら 4ライン上で、現存するハンノ

キ林の外周において実施された。すなわち、各ラインで

それぞれ長さ 50m 幅2mの帯状の調査区を、ハンノキ

林の外縁部分から外部の湿生自然草原に向けて 2本ずつ

(1と2)設け、その中に生育するハンノキ稚樹(高さ 4

m未満)を調査した。各帯状区をラインごとに、 A-1と

A-2、B-1とB-2、C-1とC-2、および G-1とG-2とする。

なお、 j昆根内地区においては 1985年に野火が発生して多

くの面積が焼けたが(北海道自然保護協会 1986)、その

跡地は現在ではおもにハンノキ林で被われている。

これら 8本の帯状区に生育するハンノキ稚樹の位置を

記録した後に、個体の高さ、基部直径とハンモック上で

の生育位置、およびハンモックの高さを記録した。ここ

でのハンモック高とは、近傍の水面から各ハンモックの

最高部までの距離を示す。次に、各個体はハンモック内

まで掘り起こして、株ごと採取した。図 2に掘り起こし

途上の個体の一例を示す。掘り取りの捺に、樹幹のハン

モック表面での位置にナンバーテーフ。で、印しをつけた。

採取したハンノキ稚樹は実験室に持ち帰り、解体処理に

付すまでの聞は、乾燥と腐朽を避けるために冷蔵庫で保

管した。
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株年輪の観察

採取したハンノキ稚樹は、ナンバーテープで標したハ

ンモック表面の位置より数 cm高い部分を最高点として、

手ノコギリや小型のバンドソーを用いて、下方に向かい

ノコ歯の厚みを含めて)享さ 1cmの円板に連続的にスライ

スして、その横断面を観察した。採取したハンノキ稚樹

の株の大きさは、地上幹でみれば最大で地際直径が約 8

cmと比較的小さかったが、株全体では主根以下の各種の

根を除いて最大で直在(水平方向)が約 20cm、長さ(垂

直方向)が約 30cmに達するものもあった。このため、

大きな株では断面のスライスの幅を 2cmにした場合もあ

った。

実験室内での観察に際しては、大型の替え刃式カッタ

ーを用いて年輪が判然とするように円板表面を切削した。

ハンノキの年輪は、散孔材の木本類の中でも特に判然と

しない。年輪は実体顕微鏡(オリンパス SZHlO) で観

察したが、低倍率では主に材の中心部分近くで年輪境界

が判然とせず、また偽年輪様の筋によって年輪が判読し

にくい場合もあった。ここでの年輪の観察は材の長軸方

向に直行する横断面、すなわち木口断面であり、通常は

年輪がもっとも観察しやすい。しかし、ハンノキの場合

では木口断面よりやや傾けて切削した断面に光を照射す

ると年輪境界が明僚になることが多く、その照射角度は

30
0ほどであった。また一般に白色チョーク、灯油などを

塗布すると年輪境界が明瞭になるとされているが、ハン

ノキではとくに効果はなかったので、絵筆で水を塗布す

るのみで作業を行った。これらの点に関わる手法は Fritts

( 1976)、Schweingruber(1987)や Cookand Kairiukstis (1989) 

にも詳しく記述されているものの、断面の角度、光の照

s13 ハンノキの年輪境界。材の成長方向は写真の左からおであ

り、矢印は年輪境界を示す。
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図4. ハンノキ稚樹の幹と根の内部形態。

対角度や塗布物質の内容はそれぞれの種によって個別事

例的に工夫することが必要で、ある。以上の調整方法で準

備をした後に年輸を観察した。年輪境界が特に判然、とし

ない部分では、倍率が 10倍の対物レンズを用いた場合は

ズーム比率を 5倍程度にして、散孔材中の道管配列に注

意して晩材ーから早材への年輪境界(国 3) を確認する事

が不可欠であった。

一般に樹木の幹と根は、木口断面の中心部に髄組織が

あるかどうかで区別できる。すなわち、幹であれば中心

部には髄が分布する(図 4上)。これは種子が発芽して地

上のシュートを成立させてから、頂端分裂組織が細抱分

裂を行いつつ上方に伸長成長を行う際に、最初に分化さ

せる組織である髄、前形成層および原表皮のうちで、髄

だけがその後は分化せずに永久組織として残るためであ

る(佐藤・堤 1978)0一方、根では根端分裂組織が下方

に伸長成長を行う際に、最初に分化した一次木部が中心

部まで充填するので、髄は分布しない(圏 4下)0 したが

って、一次木部と一次師部の配列は幹と根において異な

ることになるが、この相違は幹と根の推移部(芸根遷移部)

において調整される(佐藤・堤 1978)。

茎根遷移部において髄がどこまで分布するかは、既存

文献でもニュアンスが微妙に異なっている。たとえば

Fritts (1976)ではまさに地表面、すなわち本来の発芽地

点で髄が消失しているように描かれているが、塩倉 (1994)

では明らかに地下部のかなりの深さにまで髄と心材が描
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かれており、少なくとも根の上部には髄が入る形で茎根

遷移部における材構造の調整が行われている苦手を示唆し

ている。ハンノキにおいても、茎根遷移音~の深い部分に

まで髄が分布していた場合には、発芽地点は髄消失点よ

りは上になる。この点の実態を解明するために 2年生の

実生 10侶体を解体し、髄の分布を光学顕微鏡で観察した。

観察に際しては、幹に残る種子の付着点の痕跡と最上部

の側根の位置をもとに発芽点を推定し、それより下方に

向けて 50μmの厚さの切片を氷結ミクロトーム(大和光

機 FX時 801) で連続的に作成した。これを観察した結果、

平均で発芽地点より1.86111111の深さで髄が消失していた。

したがって、これより逆算して髄消失点より1.86111111上

方での齢が価体の年齢ということになる。

調査した 8本の帯状区におけるハンノキ稚樹の生育は

諜られていた。すなわち、半数の帯状区恒例1、B-2、C-1

とG-2) ではハンノキ稚樹は皆無であり、残りの 4帯状

涯のうち、 C-2とG-1にはそれぞれ2俗体、 5個体しか生

育していなかった。これに対し、混根内 Aラインの 2帯

状区には、比較的多くの稚樹がみられた (A司 1に 13個体、

A-2に16個体)。

解体した 36個体のうちの 3個体で、株の中心部の腐朽

が原閣で髄が確認できなかった。さらに別の l儲体でも

極端な樹体のねじれによって年輪が判然とせず、年齢を

判読できなかった。残りの 32偲体で個体の年齢が確定で

き、その範囲は 3年から 37年であった。なお、大きな株
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の個体では株の内部で複数の幹と次節で詳しく述べる不

定根が複雑に絡み合い、場合によっては癒合していたも

のの、複数の幹の中心部の髄をそれぞれ丹念に下方に向

けてたどることによって、最も下部にまで髄を持ってい

る幹を特定することができた。他の幹(萌芽幹)がこの

幹の側面から出芽していることから、この幹が種子から

最初につくられた幹であると見なされた。また、幹の下

部に発生する不定根が幹から分岐する際に幹の髄を確認

しにくくすることも懸念されたが、そのような不具合は

観察されなかった。

ハンモックの上昇

年齢を判読した 32個体すべてのハンノキ稚樹で、ハン

モック表面より下に泣置する樹体の部分で髄が消失して

いた。髄が消失するハンモック表面からの深さは最小の

個体でも 0.6cm (3年生)であったので、上記の発芽点

から髄が消失するまでの採さを勘案しでも、当該個体が

種子であった時点でハンモックの表面より深い部分で発

芽したことはありえないことから、定着した時点ではハ

ンモックは現状の高さより低く、その後にハンノキが成

長するとともにハンモックも高さを増したものと推察さ

れる。

稚樹の側根の位置と年輪の観察からもハンノキの成長

とハンモックの発達の関係が裏付けられた。個体を解体

する際には、地下部に伸長する主根以外の主要な根も切

断してその齢も判読したが、国 4で材の内部を例示した

個体の場合、発芽点より上部に位置して齢が l年から 4

年の根は、最初は地上部に出ていた幹から発根した不定

根ということになる(国 5)。またこの個体では幹の上部

の根ほど齢が若く、よりあとから発根したことは明らか

であった。ほとんどの他個体でも同様に上部にある根ほ

ど若かったことから、上方に幹を伸長成長させつつ発根

位置も上部に移行させたものとみなされる。

個体の年齢が確定できた 32個体において、年齢と現在

のハンモック表面と発芽地点の高さの差との関係を図 6

に示した。偲体の年齢が高くなるほどハンモックの発芽

地点からの上昇高は高くなる傾向があり、最大のハンモ

ツク上昇高は、温根内 A♂帯状区に生育する 21年生の個

体で 22.3cmであった。なお、ここでの高さは、発芽点

から髄消失点までの深さ(1.86mm) を差しヲ|いて補正し

た値である。

ハンノキの定着地点を出発点としてハンモックの内部

を上方にたどって観察した場合、若齢で小サイズの個体
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ハンモック表面

o 5cm 

図5. ハンノキ稚樹(図 4と同一個体)の各部の年齢。 sとrは

それぞれ幹と根を示す。
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図6 ハンノキの年齢とハンモックの上昇高との関係。

では、その幹の屈囲にハンノキの細根が密に発生してお

り、その中にチシマガリヤス (Calamagrostisstricta (百mm)

Koeler var. aculeolata Hack.)、カブスゲやムジナスゲなど

の生きた地下部が混在していた。ハンノキ個体の年齢が

高くなると、発芽地点よりよ方に位置する根の甚径が大

きくなり、ハンモックの高さも上昇するとともに未分解

の植物質が大量に混在していた。図 6から、ハンモツク
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のヒ昇速度はおおよそ 20年目以降では低下する傾向がみ

られ、高さも 20cm程度が上限となっていた。

以上の結果から、ハンノキ・ハンモックの発達過程は

以下のように考えられる。 (1)定着したハンノキ実生は

主根を下方に伸長させるとともに横走する側根から多数

の細根を発根させ、これらと植物遺体(泥炭)の堆積で

発芽地点より上部側である幹の基部が埋まる。 (2)ハン

ノキの細根と世炭の塊の中で幹の表面から不定根が発生

し、斜め下に向かつて伸長する。 (3)不定根は自ら肥大

しながら上部に細根をつくり続け、泥炭も表面に堆積す

るo (4)上昇した綿根と泥炭の塊の中でさらに上方の幹

表面から不定根が発生してハンモックは発達し、経起し

たハンモックの表面上では革本の定着も起こる。 (5)ハ

ンモックは高さ 20cm程度にまで発達すると、上方への

成長は止まる O これは地表水面から離れると、ハンノキ

根に乾燥ストレスがかかるためであろう。

調査対象地のフェンには、ハンノキが定着していない

ハンモックも多数分布しており、今回述べたハンノキ・

ハンモックとハンノキが定着していないハンモックでは、

その形成プロセスが異なっているといえる O 同時に、こ

れらの形成過程の異なるハンモックは、他の植物にとっ

ての定着サイト等としての役割においても機能分化して

いる可能性もあることから、これらの点に関する調査が

今後必要といえる。

また従来の調査からは、北海道の低地湿原における

ミズゴケの堆積で形成されるハンモックの高さは 50~ 

60 cmに達することが知られており (Yabeand Uemura 

2001)、本調査地でのハンノキ・ハンモック高より高くな

るO ここで示唆されたハンノキ稚樹の成長によるハンモ

ックの高さの上昇が他の地域でも見られる現象かどうか、

検討が必要で、あろう。

まとめ

従来、ハンノキの年齢構成l土地上部の幹のみを対象に

実施され、萌芽が行われている場合が混在するので、個

体として定着してからの年数には踏み込めないでいた(新

産 1985;富士田 2002)。今回に報じた方法によれば、株

自体の年齢を判読することが可能なので定着年代を特定

することが可能で、ある。このことは、釧路湿原をはじめ

とする E本各地の湿原でハンノキ林の寝入が懸念されて

いる今日、その基本的な認識として不可欠な、林分とし

ての侵入過程を明らかにすることが可能になったといえ

るO ただし株中で最初につくられた幹の基部が腐朽して
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いた場合には、株年齢が推定できないという制約はある O

湿原に生育する種に限らず、萌芽特性を持っている木

本植物は多いことから、本法はハンノキ以外の木本種に

も適用可能と考えられる。特に低木やi韮木においては自

然状態、でも株立ち形態、をとる種が多く、こうした種の生

活史を理解するうえで偲体の年齢そのものの解明は欠か

せないものの、低木種や濯木種の年齢を明らかにした例

はほとんどないことから、本法の適用は有効であろう。

低木種の萌芽形態は多様であり、種によって地上茎の交

代による場合と伏条による場合、およびその組み合わせ

による場合があるとされる(玉井・天保 1990)。本法は、

伏条したのちに地表に接した部分から発根して親株から

独立してしまった場合には適用できないものの、地上茎

を交代する形で萌芽する種や伏条しでも親株と分離しな

い種において、原則的には適用可能で、ある。しかしなが

ら株のサイズが大きくなると、掘り取り、解体と観祭の

困難さから本法は実質的に困難になる O 著者らの経験か

ら判断すると、技術的にみて適用可能な株の上限サイズ

は直径で 50cm程度である O
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