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Synopsis 

Shunpei Kano (2009) Vegetation and Ranking of Species 

Constituting the Understory Community of a Grazing Forest 

Dominated by Pinus densiflorαSieb. et Zucc. by Dual Scal-

ing Analysis. Jpn J Grassl Sci 55 : 156…160 

The understory vegetation of a forest dominated by Pinus 

densiflorαSieb. et Zucc.， which was used for grazing for 

approximately 25 years in central Japan， was studied with 

respect to site conditions. The forest under study consisted 

of three main sites ; a dense-tree site where the light inten-

sity over the understory was low， a sparse-tree site where 

the light intensity over the understory was medium， and an 

open-site where the light intensity was high due to tree-

cutting. The understory vegetation coverage of the dense-

tree site (49%) was lower than that of the other sites (ca. 

88%). The understory of this site was dominated by Trαche-

lospermumαsiαticum N akai and Oplismenus undulαtif，οlius 
Roemer et Schultes. The understory of the sparse-tree site 

was dominated by Agrostis stolonifera L.， suggesting that 

a site partly shaded by tree canopy might be favorable for 

this grass. Anthoxαnthum odoratum L. and Zoysiαjα:poni-

cαSteud. dominated the understory of the open-site. The 

species constituting the understory communities of each 

site were ranked using dual scaling analysis， a kind of 

multivariate analyses. As a result of this analysis it was 

shown that the dominant grass species in the understory 

community changed from A. stolonifer，αto A. odorαtum， 

and then to Z. fα:ponicα， according to the increase in under-

story light intensity. 

Key words : Grazing forest， Multivariate analysis， Pinus 

densiflorα， Vegetation. 
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一般に，放牧林地においては，林地の植生は均一ではなく，

様々な植生がモザイク状に分布している(戸田ら 1980;安

江・佐藤 2002)。樹木の伐採や樹木により生じた無立木地で

は，草本類の生育が旺盛となるとともに，放牧により新たな
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樹木の生育が抑制されることから，主主本植物の優占した草生

地となる。東北地域において，森林伐採跡に放牧を継続した

場合，シパ (Zoysiajaponica Steud.)草地が成立することが，

福田 (2001)により実証されている。一方，樹木の密度が高

く，樹冠のうっ閉した場所では，林床の植生は一般に貧弱で

ある(J11那辺 1974;斉藤 1989)。

林床J憶生を決める大きな要因の一つは光環境であり，そこ

に生育する植物の種類や量あるいは構成には林内の明るさが

大きな影響を及ぼしている(J11那辺 1974)。うっ閉林の林床

から，日当たりの良い車生地まで，林床の光環境に応じて植

生は変化し，そこに出現する横物種も連続的に移り変わるも

のと考えられる。こうした林床の条件とそこに出現する植物

種の聞には関連性があるはずである。

うっ関林の林床から，草生地に至る各場所に出現する穫の

リストを作ってみると， うっ問林に出現する種のなかには，

草生地に全く出現しないものもあれば!芝生地に出現するも

のもある。逆に草生地に出現する種のなかには， うっ開林に

出現しないものもあれば，出現するものもある。こうした各

場所に出現する植物種の被度のデータをもとに，林床の条件

とそこに出現する植物種の関連性を見い出すことができれ

ば，林内で放牧を継続した場合，どのような条件の場所に，

どのような植物種が出現しやすいかを予測するのに役立つと

思われる。

音産草地研究所那須研究拠点には， 1980年代から放牧に利

用されてきたアカマツ (Pinusdensifiora Sieb. et Zucc.)林

がある。ここでは一部で樹木の伐採がおこなわれるととも

に，放牧が継続されてきたため，上述したような林床植生の

分化が生じ，それらがモザイク状に分布している。本研究で

は，このアカマツ林における林床植生の実態を明らかにする

とともに，主に光環境によって規定されているとみられる林

床条件(生育場所)と，林床植生を構成する植物種との関係

五多変量解析の一手法である双対尺度法(西里 1982)を用

いて明らかにした。

材料と方法

調査地は，畜産草地研究所那須研究拠点(栃木県那須塩原
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市)の約 4haの放牧林地である。この林地は，もともとアカ

マツ林であったが， 1980年代に一部(約 1ha)が，家畜によ

る雑潅木抑圧を目的とした放牧試験(鈴木・加納 1987)に使

われ，その後景観管理を目的として全域で放牧が続けられて

きた。また，この聞に松枯れが進行し，一部で枯損木の伐採

が行われてきた。この結果，現在の植生はアカマツ林，落葉

広葉樹林，ハル力。ヤ (Anthoxanthumodoratum L.)優占草生

地の三つに大別される。アカマツ林は，樹齢約 100年，平均

樹高 24m，密度は ha当たり 200本程震の疎林となっている。

落葉広葉樹林は，アカシデ (Carpinuslax明oraBlume)，コ

ナラ (Quercusserrata Thunb.)などからなり，夏期には樹

冠はほぼうっ閉する。草生地の植生はノリレヵーャが優占し， こ

れにシパ，ヒメヤプラン (Lirioρeminor Makino)，ヒメクグ

(Cyρerus brevifolius Hassk. var. leioleρis T. Koyama)など

を混える。

池形は平坦で，土壌は石!潔の多い爵状地堆積物の上に薄く

黒ボク土が載っており，調査地内の土壌条件はほぼ均一であ

る。

放牧の実績としては，ここ数年間は， 4haの林地に黒毛和

種成雌牛 2-4頭が 5月中旬から 10月中旬まで放牧されてき

た。草生地とアカマツ林の林床は，草量も多く，よく利用さ

れている。これに対し，うっ閉林の林床は翠量が少なく採食

利用は低いものの，放牧牛の歩行や休息による地表面の撹乱

がみられる。

植生調査はこのうち， 80年代から放牧試験に使われてきた

約 1haの部分で行った。 2005年8月上旬に， 1mX1mのコ

ドラートを用い，前述した 3毘分の植生が含まれるよう配慮

し，中間的な地点も含め 30地点の植生調査を行った。

このうちの 17地点については，晴天日の 11持前後に，

床群落上の光量子東密度を樹定した。測定は LI-COR社の光

量子センサー LI-190SAを用い， 短時間で樹定を終わらせる

ため槌定点数は各数点とした。うっ時林では測定値のばらつ

きが大きかったが，対数をとって解析に利用したので，その

変動係数は 17%以下に収まった。

なお，本調査地の林床の棺対光量子東密度は，草生地の光

量子東密度を 100%とした場合， アカマツ林では年聞を通し

て35%程度であり，うっ関林では，広葉樹の葉が展開するま

では 40%程度と明るいが，夏期には 4%まで低下する(加納

2009)。

植生調査は，植被率と種号IJの被度を測定した。樹木は実生

もしくは幼植物を対象とし，樹高 50cm以上のものは調査対

象に含めなかった。穣別の被度は P巴nfoundand Howardの

被度階級を用い， l'を0ム+を 0.04と換算し(両本 2004)，

集計および解析に用いた。

各調査地点と構成極物種の関連については，多変量解析の

一つである双対尺度法を用いて解析した。この手法は， De 

trended Correspondence analysis， Reciprocal averaging， 

林の数量化理論などと同等のものである(閉盟 1982)。

植生調査の結果として， 30ヵ所の調査地点ごとに穏別の被

度を記入した表が得られる。本手法は，この表をもとに調査

地点と出現した植物種との関連性を見いだすものであり，各

調査地点および各植物種の栢対的な順序関係(位富)が数億

で与えられる(加納ら 1996)。この解析法によれば，類似の種

構成を持つ地点は近くに，異なる種構成の地点は遠くに位置

づけられる。また，類似の種構成を持つ地点に出現する種は，

互いに近くに位置づけられる。位置づけの良さは，各調室主地

点に与えられた数値と各植物穏に与えられた数値の聞の相関

係数で示される。相関が高いほど，調査地点と植物種の関係

が密接な順序づけができたことになる。なお，こうした位置

づけは一つで、はなく，主成分分析などと同様，対象とするデー

タ行列の固有値の数だけ得られるが，一般に相関係数の大き

い方からJI債に 2，3/間をとることで，全体の説明ができる。

結果と考察

調査した 30地点を，落葉広葉樹林の林床(以下うっ閉林と

呼ぶ)，アカマツ林の林床および散在する広葉樹の樹下(以下

と呼ぶ)，樹木のない聞けた草生地(以下翠生地と呼ぶ)

のいずれかに分類した。中間的な地点は，相観から判断して，

いずれかの区分に分類した。林床群落上の光量子東密度を測

定した 17地点についてみると，これらの 3区分は光量子束

密度に対応して区分されていた(図1)。

植生議査の結果， 30地点の総出現穣数は 87穣で， いずれ

か 1地点にしか出現しなかった植物種は 34種であった。各

植生区分の概要を表 lに示す。うっ間林では植被率が平均

49%と低いにもかかわらず，出現種数および種目IJの被度をも

とに算出した多様産指数は大きかった(表 lおよび国 1)。こ

れは，うっ間林の林床では，植被率や現存量は少ないものの，

草本植物に加え，林地を構成する樹木の幼植物が含まれたた

めである。

3長三分の林床植生の特徴は以下のとおりであった。 うっ閉

林では，チジミザサ (0ρlismenusundulatifolius Roemer et 

Schultes)，テイカカズラ (Trachelospermumasiaticum N akai)， 

ツタ (Parthenocissustricuspidata Planch.)の幼横物の被度

が比較的高かった。疎林ではハイコヌカクサ (Agrostissto 

lonifera L.)の被度が 2.2と高く，次いでハルガヤの被度が高

かった。草生地ではシパとハノレガヤが俊占していた(表1)。

出現した 87種のうち l地点にしか出現しなかった植物種

は，調変地点の特性を反映したものではなく，偶然に出現し

た可能性があるのでこれを除き， 2地点以上に出現した 53植

物種の被度を用いて双対尺度法による解析を行った。解析の

結果，図 2-3に示すように，相関係数の高い方からこつの軸

(尺疫〉で全体を説明することができた。第 l軸の相関係数は

0.932 (P < 0.001)，第 2軸の棺関係数は 0.823(P < 0.001)とい

ずれも高く，調査地点と植物種の聞に密接な関係があること

が示された。なお，図では全体の平均値は 0となるようにし

である。

函2に調査地点の位置づけ(相対的なJI限序関係)を示す。

図から明らかなように，第 l軸はうっ閉林林床の樹木を含む

植生と草本植物を主体とする他の地点を分けるものであり，

第 2軸は疎林の林床植生と草生地を分けるものとみなされ

る。うっ詞林に分類した地点のうちでも， うっ開林林縁の 2

地点は，左よりの位置づけとなった。また，草生地のうちで
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表1. 植生の概要.

うっ関林 疎林 草生地

7 9 14 

49.3A 87.9B 88.7B 

17.1 " 9.4b 11.1 b 

20.6A 12.7B 13.18 

3.07" 2.10b 2.19b 

被度 被度 被度

0.171 

0.063 

0.491 

0.017 

0.029 

0.046 

0.080 0.004 

0.120 0.004 

0.080 

0.080 0.004 

0.223 0.022 

0.869 0.027 

0.017 0.003 

0.011 0.004 

0.069 0.009 0.003 

0.011 0.003 

0.017 0.009 0.006 

0.006 0.009 

0.011 0.009 

0.200 0.138 0.077 

0.006 0.003 

0.017 0.022 0.020 

0.023 0.018 0.029 

0.017 0.071 0.006 

0.006 0.018 0.006 

0.017 0.009 0.037 

0.017 0.058 0.040 

0.006 0.031 0.049 

0.022 0.031 

0.009 0.023 

0.011 0.249 0.011 

0.006 0.049 0.049 

0.040 0.960 1.020 

0.011 0.004 0.346 

0.560 0.691 

0.006 2.227 0.154 

0.027 0.083 

0.013 

0.004 0.020 

0.338 

0.004 0.003 

0.031 

0.006 0.049 0.343 

0.027 0.666 

0.004 0.031 

0.022 1.089 

植生区分

地点(コドラート)数

樋被率(%)

群議高 (cm)

1 m2当りの出現種数

多様度指数日
F

種名

サワフタギ

アカシデ

テイカカズラ

キソコウハグマ

ヤマモミシ

ウリカエデ

チゴユリ

モミジイチゴ

ミツバアケヒ

タチドコロ

ツタ

チジミザサ

ヒカゲスゲ

カワラスゲ
スイカズ、ラ

アカマツ

フモトスミレ

イヌサ‘ンショウ

カキドオシ

ヘクソカズラ

タラノキ
コノてギ、ポウシ

ニガナ

アオスゲ
カタノ〈ミ

アオツヅラフジ

ヘビイチゴ

コナスビ

ニガイチコ

ヌカボ

ハシカグサ

ニョイスミレ

ハルガヤ

ヒメヤプラン

ハイゴケ

ハイコヌカグサ

ケ、ンノショウコ

トウノミナ

クサイ
シロクローノぐ

コ

ク

マ

メ

ギ

ノ

ド

カ

ネ

チ

ウ

ツ

オ

ユ

キ

オ

ヒメクグ

ミノボロスゲ
シノぜ

主な出現横物議のみ示す. 図 3の第 l軸上の数値の大きい順に

並べである.

A. B 異文学問に大文字は 1%，小文字は 5%水準で有意差あ

り.スチューデント化した範囲を用いたl.s.d法による

も， シパ俊占草地はいずれも第 2軸の上方に位置づけられた

2)。

光量子束密度を総定した地点についてみると，光量子東密

度(常用対数値)と第 1軸の時には-0.875(P<O.OO1)の相

関が，うっ問林を除いた第 2軸との間には， 0.736 (P<O.01) 

の相関が得られた。このことから，図 2-3上における光条件

との対応関係は，右端から左下そして左上に移るに従って，

群落上の光量子束密度が高くなる，ということになる。

各植物種の位置づけを図 3に示す。第 l軸の右側にはうっ

閉林の林床に関連の深い穣が位置つ、けられており，これらに

は木本類及び落葉広葉樹林の林床に生育するチゴユリ

(Disporum smilacinum A. Gra y)やタチドコロ (Dioscorea

gracillima Miq.) ，キッコウハグマ (AinsliaeaαρiculataSch. 

Bip.)などの草本類，テイカカズラ，ツタなどのツル植物があ

るO 木本類でもアカマツは他の木本と異なり，第 2軸で主主生

地の位置づけとなっている。アカマツは揚樹で白当たりの良

い環境に適しており，放牧圧の低下とともに草地に侵入して

くることを考えると妥当な結果である。木本類のうちでも，

イヌザンショウ (F，αgara mantchuria Honda) やタラノキ

(A ralia elata Seem.)は比較的原点近くに位置し，菜生地と

うっ関林の中間的位置づけとなっている。キイチゴ類ではモ

ミジイチゴ (Rubusρα1mαtusThunb. forma coptophyllus 

Makino) とニガイチゴ (Rubusmicroρhyllus L.)が出現し

た。モミジイチゴはうっ閉林の要素として位置づけられた

が，ニガイチゴはハルガヤなどと同様，草生地に近い要素と

して位置づけられた。スミレ属では， ニョイスミレ (Viola

verecunda A. Gray) とフモトスミレ (Violapumilio W 

Becker)が出現した。フモトスミレはうっ閉林と草生地の中

間的位寵に位置づけられたが，ニョイスミレはハルガヤなど

と同様車生地の近くに位置づけられ，両種の生態的特性が示

された。

第 2$由では，シパが正の大きな値をとり， シロクローパ

(Trifolium reρens L.)， ハシカグサ (HedyotisLindleyana 

Hook. var. hirsuta Hara)， トウパナ (Clinopodiumgr，αcile 

O. Kuntze)， ハイコヌカグサなどが負の比較的大きな値と

なった。ハルガヤ，ヒメクグ，ヒメヤプラン，ハイゴケ

(Stereodon Plumaeformis Mitt.)など，草生地の代表的な植

物種は， この中間に位置づけられた。林床の日射量に応じ，

疎林から草生地に移行するにつれ，ハイコヌカグサ， トウパ

ナなどが出現する群落から，ハルガヤ，ニョイスミレなどの

生育する群落へと移行し，さらに日射量の多い条件でシパが

出現するという一連の草種交代の方向性が示された。

疎林の林床の優占筆頭となっていたハイコヌカグサについ

ては， 1980年代に行われた林床の緑化試験(鈴木・加納

1987) において，ベントグラスとして一部に導入されたもの

の名残ともみられる。しかしながら，導入された面積は数 m2

にすぎず，また，本草穣は闘場周辺など至る所に見られるこ

とから，試験導入由来のものかは確定しがたい。現在ではハ

イコヌカグサの優占面積は 8aほどにもなっていることか

ら，由来のL、かんにかかわらず，ハイコヌカグサ

床という環境条件下で優占してきたことは明らかである。
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双対尺度法による各調査地点の位置づけ.図 2.

物種との相関係数を最大にするという条件で，各地点，植物

種の位置づけを行うものである。解析には林床の光条件は用

いておらず，解析の結果，林床の光条件に応じた位置づけが

なされるという保証はない。しかしながら，本調査対象地の

場合には，土壌および地形条件はほぼ均一であり，

条件が各地点の植生を大きく規定していたと見られることか

ら，結果として，林床の光環境に応じた各植物種の位置づけ

がなされた。もし，土壌条件や地形条件も異なり，それらが

林床横生にも影響を与えていたとすれば，これらの条件を反

映し，解析結果も異なったものになったと患われる。

出現した 87種すべてを用いた解析も行ったが， 結果は 53

種を用いた結果とほぼ同様で、あった。ケンタッキーブルーグ

ラス (Poapratensis L.)やレッドフェスク (Festucarubra 

L.)は l地点でしか出現しなかったが，ハイコヌカグサと同

様の位置づけとなった。シロクローパも同様の位置づけと

なっており，寒地型牧箪はある程度の庇桧のある林床に透し

ていることが舟われる。福田ら (2008)は，寒地型牧草の長

期存続が国難な媛地においても，寒地型牧草が樹冠下に多く

残存していることを報告しており，本解析結果はこの報告と

一致するO

本研究で用いた解析法は，各調査池点とそこに出現する植
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加納泰平 (2009)アカマツ林放牧地における休床総生と双対尺度法に

よる構成植物種の{立置づけ. 日草誌 55: 156-160 

アカマツの部分的な伐採が行われるとともに， 25年余りにわたっ

て放牧が続けられてきた関東北部のアカマツ林の休床総生を，林地

の条例tとの関連から明らかにした。本放牧林地の植生は，うっ閉休，

アカマツの疎林，間伐によって生じた草生地の 3タイプの嫡生に区

予〉された。うっ jUH，f¥のキド!ぷではテイカカズラやチジミサ'サが{妥占し，

植被準は疎林や樹木のない草生地の 88%に比べ 49%と低かったが，

京本性の植物種に加lえ木本性の槌物が出現したため，様多様性は高

かったO 疎林の林床ではハイコヌカグサが優占しており，ある程度の

庇陰が本車穏の生育に適することが伺われた。草生地ではハルガヤ

やシパが優r5していた。多変最終析の一つである双対尺度法により，

うっ閑林の林床から草生地へと群落上の日射量が多くなるにつれ，

テイカカズラなどの林床特有の植物種から，ハイコヌカグサ，さらに

ハルガヤ，シパへと草穏が移り変わることが示され，群落を構成する

各縞物種の相対的な関係を明らかにすることができた。

キーワード:アカマツ，植生，多変最解析，放牧林地.
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