
  
  オオバアサガラ（Pterostyrax

hispida）の果実の特徴と発芽特性

  誌名 日本森林学会誌
ISSN 13498509
著者名 西尾,恵介

兜森,早智
菅原,泉
上原,巌
佐藤,明

発行元 日本森林学会
巻/号 91巻4号
掲載ページ p. 295-298
発行年月 2009年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日林誌（2009)91: 295 298 

短報

オオバアサガラ (Pterostyraxhispidα）の果実の特徴と発芽特性

西尾恵介1・兜森早智2・菅原 泉2・上原 巌2・佐藤 明り

オオバアサガラの果実の特徴，発芽特性の解明をするため，東京農業大学奥多摩演習林内に自生している約 12年生のオオ

バアサガラの母樹から果実を採取し，果実の精選，発芽試験を行った。採取した果実をふるいにかけ，爽雑物を除去した果実

から得られた種子の充実率は 59.0%で、あった。風選は充実率を高めることはできなかったが，シイナの除去効果は認められ

た。各種比重選を実施したが，果実のほとんどが沈下しなかった。発芽試験では結実年に発芽力が認められ， 5カ月間低温湿

層貯蔵したものも採取直後と同様の発芽率を示したが，低温乾燥貯蔵では種子に活力は認められたものの発芽は認められな

かった。

キーワード：オオパアサガラ，果実，精選，発芽特性

区eisukeNishio,1 Sachi Kabutomori,2 Izumi Sugawara,2 Iwao Uehara,2 and Akira Sato*>2: Germination and Fruit 

Characteristics of Pterostyrax hお:pidα.J. Jpn. For. Soc. 91: 295-298. We collected seeds of Pterostymx hispida from a 12 

year-old autogenous mother仕切h也eOkutama university forest of To旬。Universityof Agriculture. We cleaned and examined the 

seeds to research the charac白risticsand germination.τhe maturation rate was 59.0% by si他 igthe seeds and removing impurities. 

The wind selection was not effective to raise maturation rate, however it was use釦1to remove empty seeds. We also attempted some 

gravity selection, but most of the seeds did not sink. Germina世田ratewas 17% immediately after the collection. Germination rate 

after 5 mon出sin cold s刷出cationwas approximately same rate. However, the seeds after cold and dry storage did not germinate 

and kept dormant condition. 

Key words: Pteros伊WCh坤ida,fruit, seed cleaning, germination廿d

I. はじめに

近年，ニホンジカ （Cervusnippon）の生息密度の高い束

京都奥多摩地域では，食害による林床植生が消失すること

によって，表土が流出するなどの深刻な事態にまで至って

いる（東京都， 2008）。このような状況下においても，東京

農業大学奥多摩演習林において木本類で、は唯一，オオパア

サガラ （Pterosty叩 ：xh坤ida）が群生している林地が多くみら

れ，かつ生息域の拡大が確認されている。シカの低晴好性

植物によって森林の構成種が置き換わる現象は，シカの生

息密度の高い他の地域でも認められており（高槻， 1994;

西川ら， 1998），オオパアサガラはその代表的な樹木の一つ

である。オオパアサガラは本州（山形県以南），四国，九州

（北部）に分布し，山地の渓流沿い，谷あいなどの湿気のあ

る，日当りの好い場所に自生するエゴノキ科の落葉小高木

である。果実は核果であり，果皮に星状毛と白色長毛が密

生し（邑田， 2004），核は倒卵形で 10稜があり， 1～2個の

種子がある（倉田， 1971）。

シカ食害による林床植生の消失が引き起こす土壌流亡を

防ぐためには，まずシカの個体数を調整する必要がある。

しかし，一度無植被化した林地では植生が回復するまでの

聞にも土壌流亡は起こり続ける。こうした土壌流亡は不可

逆的な現象であるため，これを防ぐことが重要である。そ
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こでシカの個体数管理を行い，かっそれが軌道に乗るまで，

シカ食害地へシカが低晴好性を示すオオパアサガラの導

入，繁殖を図り，土壌保全機能の低下を防ぐことが有効な

のではないかと考え，シカ食害地へのオオパアサガラの林

地導入に向けた研究に着手することにした。これまでに丹

沢大山のブナ林におけるオオパアサガラのギャップ更新

（二ノ宮・古林， 2003）や，間伐率を異にしたプロットに植

栽したオオパアサガラの生育特性（上回ら， 2006；高橋ら，

2008）などの研究が行われてきた。しかし，繁殖特性に関し

ては十分な研究がなされておらず，オオパアサガラの果実

や種子の取り扱いは不明な点が多い。そこで本研究では，

直播きによる林地への植生導入や効率的な苗木生産を可能

にすること目的とし，オオパアサガラの果実等の特徴や発

芽特性について調査を行った。

II. 材料および方法

東京農業大学奥多摩演習林内に生育する樹齢 12年生前

後，樹高約 5.0m，胸高直径5.5～8.5cmの数本の母樹から

2007年 10月末から 11月半ばにかけて果実を採取した。オ

オパアサガラの種子は9～10月に成熟する（林， 1985）こ

とから，採取した果実は十分に成熟しているものとして判

断した。採取し持ち帰った果実をただちに 5mm×5mm

の網目のふるいに 3,4回かけ，発育不良な小さい果実や爽
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雑物を取り除き，実験に用いた。果実の貯蔵については5℃

以下の冷蔵庫にミズゴケにからませて湿った状態でビニー

ル袋に入れた低温湿層貯蔵と，直射日光が当たらない室内

において，常温で約 2週間自然乾燥させた果実をビニール

袋に直接入れ， 5℃以下の冷蔵庫に貯蔵した低温乾燥貯蔵の

二つの処理を行った。なお，種子の取り扱いについては，

基本的に林木種子の検査方法細則（農林省林業試験場，

1969）に準拠した。採取した果実から充実粒を得るため，

ふるい選の他に風選，比重選を試みた。

風選は，風速6.0m/sの送風機を高さ約 40cmの台に設置

し，果実が受ける風量を均ーとなるよう風の出所に果実が

重ならないよう落として飛ばした。送風機からの落下距離

により近（半径60cm以内），中（同 60～SOcm），遠（同

SO cm以上）と 3区分し，近と中の範囲からは各200粒，遠

からは 100粒を無作為に抽出しテトラゾリウム試験を行っ

た。さらに，風選を繰り返すことにより充実率の向上が図

れるか検証するため，風選実施後に近，中の2区分に飛散

された果実を収集し，再び風選を実施した。風選実施3回

目， 5回目の近の果無を無作為に 200粒抽出し，テトラゾリ

ウム試験を行った。

テトラゾリウム試験は呆実を水に一昼夜浸水させ，果皮，

果肉を除去した後，試薬が核内部の種子まで浸透するよう

核に切り込みを入れた。その後， 1% 2,3,5-トリフェニール

テトラゾリウム溶液に 30℃下で48時間浸漬させた。浸漬後

に核を切断し， Jlfがピンクまたは赤色を呈したものを匪に

活力がある種子とした。テトラゾリウム試験は核内部の種

子の匪を対象とすることから，核単位で種子の内訳を選別

した。核にシイナの概念は適さないが，本試験においては

核内の種子がシイナであった場合，核単位においてシイナ

の概念を用いることにした。 Jlfに活力がある種子をもっ核

（以下，充実粒），匹はあるが呈色反応を示さない種子をも

っ核（以下，死粒）， Jlfが形成されず中がカラの種子をもっ

核（以下，シイナ），匪が黒く変色している種子をもっ核

（以下，腐敗）にそれぞれを分類した。充実率は充実粒に死

粒を加えたものを供試粒数で除して算出した。まれに核内

に充実粒が二つ確認されるが，核単位で充実率を算出する

ことから 1粒とみなした。

比重選については，水選に加えて， 0.80,0.85, 0.90 g/ cm3 
と比重の異なるアルコール選を試みた。比重選は，それぞ

れの液に 100粒の果実を入れ一昼夜浸漬して行った。

発芽試験は，果実採取後紙袋に入れ，持ち帰った翌日に

行ったもの（無処理）と，採取後5カ月間低温湿層貯蔵お

よび低温乾燥貯蔵処理した果実で、行ったものと 3とおり実

施した。試験は，林木種子の検査方法細則に沿い， 100粒ず

つ4反復で 23℃，白色蛍光灯（約 3,000lux）で 12時間照射

とした。締め切り日数は 28日間とし，常に湿った状態を保

つために適宜給水を行った。匪が成長して幼根が果実の外

に現れ屈地性を示した時を発芽とし，発芽試験開始から毎

日発芽数を記録し発芽経過を調べた。試験終了後に未発芽

果実の匪の生死を調べるため，テトラゾリウム試験を行っ

た。

各貯蔵した果実の匪の生存率は，それらの発芽可能粒を

ふるい選後の発芽可能粒で除して算出した。発芽率は発芽

核数を発芽核数に未発芽の発芽可能粒を足したもので除し

たもの（一般の種子の真正発芽率（浅Jllら， 1981）に相当）

と定義する。発芽の速さは発芽率の 50%に達するまでの日

数（平均発芽速度：浅川ら， 1981）を比較した。

発芽率，平均発芽日数の結果は統計解析を行った。発芽

率は一元配置分散分析を行い，有意性が認められた場合は

Sheffe検定で多重比較し処理聞の差異を調べた。また，正

規性確保のために逆正弦変換をしてから検定を行った。平

均発芽日数の結果の統計的検定は2水準であることから t

検定を行った。

オオパアサガラの果実や核の特徴を明らかにするため，

十分に吸水した充実粒をメスで切断し， 100粒の4反復を設

けて果実の内部の形状，特に子房の状態を観察した。

III.結果

1. 果実の特徴

採取した果実について測定した 1,000粒重，容積重等，オ

オパアサガラの果実，核の特性値を表 1に示す。ふるい選

実施後の充実率は 70.3%（充実粒： 236粒，死粒： 45粒）

であった。

2. 種子の精選

1）風選

風選を 1回実施したときのテトラゾリウム試験の結果を

図 1に示した。近と中では充実率に差はみられなかったが，

遠はそれらよりも低い値を示した。果実の飛散距離が増す

につれシイナの割合が大きくなる傾向が得られた。風選の

繰り返しの結果を図－2に示した。風選1回目， 3回目， 5回

目と充実率に差はみられなかった。しかし，シイナの割合

は徐々に減少し風選を重ねるごとにシイナよりも重量が

ある死粒が増加した。

2）比重選

水選で、は，果実の比重が小さいためか沈下しなかった。

そこで，比重を変えたアルコール水溶液を用いた結果， 0.90

では果実は沈まなかった。比重0.85では 100粒中 8粒， 0.80

のアルコール比重選では 22粒沈下したが，比重選の効呆は

低かった。

3. 発芽試験

各貯蔵をした果実の匹の生存率，発芽率，平均発芽日数

を図－3に示す。匹の生存率は低温湿層貯蔵，低温乾燥貯蔵

それぞれ74.2, 72.9%であった。

無処理の発芽率は 17.4土2.0%，低温湿層貯蔵は 21.1

±4.7%である（Shefte検定， ρ＞0.05）のに対し，低温乾燥

表－1. オオパアサガラの果実，核の特性値

粒数／g 粒数／mL 1,000粒重（g) g/L 

果実 126.5 ± 9.5 22.6 ± 3.4 8.9 ± 0.7 178.4±13.0 

核 214.9± 17.5 64.9 ± 4.0 5.0 ± 0.6 301.1±43.3 

上記の値は平均±標準偏差を示す。
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図 3.生存率（上図），発芽率（中図），平均発芽日数

（下図）

中図，下図の縦棒は標準偏差を示す（n=4）。中図の異なるアルファ

ベットは多量比較により互いに有也、な差があることを示す（She日e

検定，p<0.001）。

貯蔵では発芽しなかった（Shefte検定，他の 2処理双方に

対Lp<0.001）。平均発芽日数は無処理 15.4±0.8日，低温

湿層貯蔵 12.2±0.2日となり 低温湿層貯蔵した果実の方が

無処理よりも有意に減少した Ct検定， ρ＜O.Ol)a

4. 果実の内部形状

比重 0.80のアルコール水溶液で、も多くの果実が沈下しな

いことから，果実の内部形状を調べた。果皮，果肉は非常

に薄く，内果皮が繊維状を呈している硬い核が存在した。

核を切断した結果，子房が二つあることがわかり，さらに

lOmm 

事至

Omm 

図 4. 果実の縦断面図

片方の子房は空洞であった（図－4）。そこで， 100粒の 4反

復で子房と種子の状態を観察したところ， 100粒当たり

99.0±0.0粒は一つの子房室が空洞で，残りは両方の子房に

種子を有した核で、あった。

日I. 考 察

1. 果実の特徴

今回測定した 1,000粒重と容積重等の特性値は，これまで

報告されている亀谷（2002）が求めた 1,000粒重28.0gと容

積重349g/Lの値とは明らかな差異がみられた。本研究で

の果実等の取り扱いは林木種子の検査方法細則に準拠した

が，亀谷の報告ではこの点がはっきりしない。オオパアサ

ガラの果実や核の特徴を明らかにするためには，さらに

データの蓄積が必要と考える。

2. 種子の精選

1）風選

果実の飛散する距離が増すにつれてシイ ナの割合が大き

くなる傾向が得られた，このことから，風選はシイナの除

去に効果があるといえる。また，境界の定め方は恐意的で

あったものの，遠の範囲においても充実粒は 31%であった。

比較的大きな果実も風により遠くまで飛散し得るので，こ

うした特性は生育域の拡大に影響するものと思われる。風

選の繰り返しはシイナの除去効果をさらに高めるが，図 2

に示すように 3回と 5回ではすべての項目においでほぼ等

しい値を示したことから， 3回以上実施する必要はないと考

える。

2）比 重選

オオパアサガラの果実は比重選が適さないことがわかっ

た。果実が沈下しない原因は比重だけでなく，果皮に毛が

密生していることなど，果実の形状が浮力に大きく影響し

ていると考えられる。さらに果実の切断の結果，図 4に示

すようにほとんどの核で一つの子房室が空洞であることが

分かつた。したがって密生した毛が水をはじき，そして核

内部の空洞が浮力を生じさせる散布をするのではないかと

考えられる。このことが，沢筋にオオパアサガラが多く更

新しているー要因である可能性が示唆された。

3. 発芽特性

採取直後の発芽試験の結果から，オオパアサガラの果実

の一部は結実当年に発芽力を有することがわかった。未発

芽果実については発芽試験を行った際にすで、に休眠に入っ

ていた可能性が考えられる。また，無処理と低温湿層貯蔵
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した果実の発芽率に有意差はみられなかった。この結果か

ら，オオパアサガラの種子は 5カ月間の低温湿層処理では

休眠は打破されないことがわかった。一方，低温湿層処理

により平均発芽日数は有意に減少した。これは低温湿層貯

蔵による影響であるのか，もしくは無処理は浸漬処理等の

前処理を行っていないことから，無処理と低温湿層貯蔵し

た果実において吸水のタイムラグが生じたことが考えられ

るが，現時点ではどちらの理由によるかは明確ではない。

本試験において低温乾燥貯蔵した果実は発芽しなかった

が，乾燥により圧が死亡したのではなく，発芽力を有する

すべての核は休眠していたことがわかった。同じ科のエゴ

ノキ，ハクウンボクの種子は乾燥すると大部分の発芽は2

年目の春になる（関西地区林業試験研究機関連絡協議会育

苗部会， 1980）。オオパアサガラの種子も同様に休眠にはい

ると，発芽が翌年に持ち越されるのではないかと考えられ

る。また，種子の成熟直後は休眠していない，もしくは休

眠が浅い状態であるが，母樹から散布が確認された 12月ま

でに種子は乾燥し休眠が深まるのではないかと考えられ

る。
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