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アカマツ林床に生育するツツジ科低木4種のシュートデザイン

城田徹央・岡野哲郎

信州大学農学部森林科学科

要約

アカマツ二次林の林床に生育するツツジ科低木 4 種のシュートデザインを比較した。林床1~木にとって重

要な光捕捉に関連するシュートデザインの指標として，シュート重量あたりのシュート投影面積 (SAR)を

計測し，種間およびシュートタイプ聞で比較をおこなった。その結果，いずれの種でも SARは長技よりも短

枝で大きく，空間獲得を行う長枝と光獲得を行う短枝との機能分化が示唆された。また種間では，パイカツ

ツジとホツツジが，それぞれ SARの最低値と最高値を示し，ヤマツツジとトウゴクミツバツツジは中間髄を

示した。この調査地ではノミイカツツジとホツツジが優占していたことから，これらの穏の生活史戦略を議論

するうえでは，シュートデザインだけではなく樹冠アーキテクチャなどの空間獲得様式も併せて吟味する必

要があると結論された。

キーワード:シュートデザイン，ツツジ科，低木，比シュート投影面積 (SAR)，長枝・短枝

しはじめに

内陸で標高が高い長野県では，アカマツ林にしば

しばヤマツツジが出現し，ヤマツツジーアカマツ群

集を形成する 15)。ヤマツツジ アカマツ群集には，

ヤマツツジ以外にも， トウゴクミツバツツジやパイ

カツツジなどのツツジ科植物を伴う μ 九ツツジ科

植物は非常に多くの撞から構成される分類群であ

りm，多種多様な生活史があるものと考えられる。

一般に，林床横生は土壌流出を防止し5，13，同18，2ヘ生

物多様性を向上させるl九したがって林床植生構成

穏の生活史の比較検討は，これらの機能を計画的に

発揮させるうえで有用と考えられる。

一般に，樹木はモジューノレの再生産と穣上げに

よって成長する。すなわち，母親シュートから分岐

した娘シュートが成長し，母親シュートとなって，

新たに披シュートを分岐させることによって樹冠が

拡大する3川，10，24)。このような積上げ型の成長は，

樹形にある程度の範囲で自由度を与え，環境への可

塑的な適応を可能にする。しかしながら，問時に，

樹形形成に一定の規則性を与え，樹穏に特有な樹形

を作り出す。したがって樹形にみられる種特性は，

その麓の空間獲得戦略を反映していると考えられ

る6，20，25)。これまでに，いくつかのツツジ科低木に

ついてモジュール概念に基づいた生活史研究が行わ

受付日 2009年12月3日

受理日 2010年2月3日

れてきた11，16，19)。たとえば森本16)はコパノミツバツ

ツジの当年枝の動態を行列モデルで、表現し，樹形形

成と繁殖戦略について考察した。一方， Kawamur勾

a & Takeda11
)はウスノキとシャシャンポの樹形形

成過程における光可塑性を検討し，前者のほうが多

様な光環境に適応できると結論した。また城田・岡

野19)はアカマツ林に成育する 4麓のツツジ科低木に

ついて，分岐特性の解析に基づいたシミュレーショ

ンを用いて空間獲得における種特性を明らかにした。

一方で，樹木の光捕捉には樹冠全体の構造だけで

なく，シュートそのもののデザインも重要と考えら

れる叫。例えば，光捕捉を考えるうえでは，葉の重

なりはマイナス要圏となる。したがってシュート全

体の葉面積だけでなく，シュートの投影面積が重要

になるだろう日)。シュートの投影菌積と葉面積の比

は同一樹種でも可塑的に変化する9，21)。本研究では

閤ーのアカマツ林の林床に生育する，巽なる属また

は車属に含まれるツツジ科低木4韓を対象にシュー

トのデザインを比較した。

2.材料と方法

2.1.調査地

長野県伊那市羽広地区， 1i中f山寺近傍の丘陵地(北

緯35
0

53'12九東経13T54'50"，標 高1050m)の南東

斜面(斜面傾斜20度〉に位置するアカマツ林(ヤマ

ツツジーアカマツ群集〉を調査地とした〈図1)。

この調査地は高木層アカマツの被度が40%の疎林で
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識変地における出現種とその被度表 1
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関 1 調査地の位置

あり，亜高木層(被度30%)にヒノキとコメツガが

分布した。低木層(被度80%)はよく発達しており，

特にパイカツツジ，ホツツジが優占し，ヤマツツジ

とトウゴクミツバツツジが局所的に分布した。また，

樹高 4m以下のコシアブラ，コナラ，クリ，ヤマウ

ルシなども点在した。一方，主主本層の植生はほとん

ど発達しておらず(被度10%)，最も多くの個体数，

および最も大きな被度を示したのは，ノミイカツツジ

とソヨゴの実生であった(表1)。

上伊那地方のアカマツ林を対象に種組成からタイ

フ。分けを行った研究川こ基づくと， r革本種が相対的

に少ないが，ネズミサシのように貧栄養の立地に出

現する種があらわれないタイプの群落」に対応する

と考えられる。このタイプの群落では，下メリりなど

の人為的な影響が認められる可能性が指摘されてい

る。本調査地では，高木層のアカマツを間伐した形

跡があり，撹乱の影響を少なからず受けていると考

えられる。

2.2.材料

2009年 7月25日，調査地に生育するヤマツツジ

CRhododendron kaemtルrz.ヤマツツジ亜属)， ト

ウゴクミツバツツジ CR.wad，αnum.ミツバツツジ

距属)，パイカツツジ CR.semibarbatum ;トキワ

バイカツツ ジ亜属)，ホツツジ CElliottia

仰niculata;ホツツジ麗〉の各 5個体から，長さ50

cm程度の枝を 1つずつ採取した。それぞれの供試枝

から長枝と短枝を 5個ずつ選び，供試シュートとし

た。

2.3.測定方法

シュート投影面積をデジタノレカメラと画像解析ソ

フトを用いて解析した九先ず，供試シュートを水

平の台上に国定し，デジタノレカメラ CCoolpix5400， 

Nikon)で撮影した。次に，撮影画像の葉の部分を

画像解析ソフト CGIMP2.6.6)で抽出し，その面

積を葉覇積解析ソフト CLIA32ver 0.37628
)) に

よって算出した。この{直をシュートの投影面積

Csilhouette area: As)とした。このとき供試

シュートとカメラの範離によって投影される面積が

変化するので，シュートの高さを計測して補正した。

次に，投影面積を求めた供試シュートについて，

シュート長 :Lと基部直径 :Dを計測した。さらに

茎と葉を分け，葉の画像をスキャナー CCanoScan-

LiDE200， Canon)で読み込んだ。この画像を葉面

積解析ソフト CLIA32ver. 0.37628りによって計澱

し，葉面積 :Alとした。最後に茎と葉を， ドライ

オーブンを用いてお度で72持間乾:燥させた後，乾操

重量を計測し(それぞれWs，Wl)，その合計債を

シュート全体の重量 :Wとした。

2.4.解析方法

シュートの投影面積は光獲得量の指標とな

る2，8，9，21)。本研究では，シュートの光獲得効率の指

標として，シュートの乾重量あたりの投影菌積

Csilhouette area ratio : SAR， As/W)を定義し

た。 SARはシュート乾重量あたりの葉面積Cleaf

area ratio : LAR， Al/W)と葉面積あたりの投影

面積 Coverlapratio : OR， As/ Al)の積で表され

る。前者はシュートのコストあたりの葉の面積であ

り，後者は葉の重なり具合を表現する。

SAR=LAR • OR (1) 

さらに LARはシュート乾重量あたりの葉の重量

Cleaf weight ratio : L WR， Wl/W)と葉重量あ

たり葉商積 Cspecificleaf area : SLA， Al/Wl) 

の積で表現される。ここで、前者は葉への分配率を，

後者は葉のコストあたり面積を表現する。

LAR=L¥九TR• SLA (2) 

これらの式から SARはLWR，SLA，およびOR

の積で表現される。

SAR=LWR • SLA • OR (3) 

式. 3を対数変換すると次式が得られる;

log SAR=log LWR+log SLA+log OR (4) 

本研究では，まず，ツツジ科低木 4種について

SARの種間差を検討する。次に，その構成因子の

種間差を調べることで， SARの種間差の要因を議

論する。対数変換することで， SARを構成関子の

和として表現できるので， SARの種間差やシュー

ト間差への各国子の寄与を定量的に評価できる。
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それぞれの因子(対数種〉について 4樹種と 2つ

のシュートタイプを要問とする分散分析を行った

(p =0.05)。さらに事後検定として，種に関する

多重比較および種とシュートタイプの相互作用に関

する多重比較を行ったのcheffeの 方 法 p=

0.05)。事前の解析段階で個体関差が検出されな

かったので，本研究では個体のデータをプールして

解析した結果を示した。なお，全てのグループ

(種×シュートタイプ〉について，対数変換された

各因子の正規性を検定した結果，全ての因子につい

て正規分布と異ならなかった(コロモゴロフ・スミ

ノレノフ検定， P =0.05)。全ての統計解析は統計解

析ソフト STA TISTICA 2000 ver. 5.5によって行わ

れた。

3.結果

関2に各樹種の長枝と短枝の直径と長さの関係を

示した。直径は長枝よりも短枝のほうが若干小さ

かったが，長さは長枝よりも短枝のほうが大幅に小

さかった。また直径と長さの椙関をみると，長枝で

は有意であったのに対し，短枝ではパイカツツジを

除き有意で、はなかった。

圏 3にSARとその構成要素を種別，シュートの

タイプ別に示した。またその対数植の分散分析の結

果を表 2に示した。 SAR[cm'/ g ]はパイカツツジ

で最も小さく(長枝:191，短枝:288)， トウゴク

.0 f 
A 門3 し=0.2200 • 47

白兵n11 n" 

戸、E0ω崎5〆、
む

0.11 CL...口口=

2 
ぷ暢

け
10.0 

，λ 

1.0 

0.1 

3 

3 

ミツパツツジ(長枝:260，短技:372)，ヤマツツ

ジ(長枝:246，短枝:327)，ホツツジ(長枝:201， 

短枝:592)の11震に大きくなった。また長校と短枝

を比較すると，いずれの樹種でも前者で小さかった。

まず SARはLWR，SLA，およびORの積で表

現されるく式 3)0LWRについてみると，大型の

シュートをもっトウゴクミツバツツジが最も低い値

を示し，小型のシュートを持つヤマツツジで最も高

い値を示した。パイカツツジとホツツジの LWRは，

表2 SARとその構成要素に関する分数分析表

従属変数独立変数自由度要因 F-値 P値
平均平方和

SAR 梅穏 3 0.2401 12.6 <0.001 

シュート 1 3.5233 184.4 <0.001 

交互作用 3 0.1963 10.3 <0.001 

誤差 192 0.0191 

OR 樹種 3 0.0285 7.7 <0.001 

シュート 1 0.0828 22.4 < 0.001 

交互作用 3 0.0093 2.5 0.060 

誤差 192 0.0037 

LWR 樹穣 3 0.0117 4.8 0.003 

シュート 1 1. 0209 417.3 < 0.001 

交互作用 3 0.0098 4.0 0.009 

誤差 192 0.0024 

SLA 樹種 3 0.1957 22.2 <0.001 

シュート 0.3431 38.9 <0.001 

交互作用 3 0.1243 14.1 <0.001 

誤笈 192 0.0088 

10.0 

1.0 

O. 
2 3 

10.0 

1.0 

0.1 
2 3 

基部穫径(mm)

図 2 ツツジ科低木4種の長校と短校における基部直径とシュート長の関係

丸は長校を，四角は短校を表す。式は相対成長関係を， Rはその栢関係数を示す。

* : p <0.05， **: p <0.01，料率 P<0.001， n.s.: P >0.05 
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これらの種の中間的な値を示し，いずれの種とも有

意な差を示さなかった。一方， SLAはパイカツツ

ジで最も小さく， トウゴクミツバツツジ，ヤマツツ

ジ， ホツツジのj顕l腫買に大きくなつた。最後tにこ ORはノ〈

イカツツジで

かつた。ヤマツツジとホツツジの ORは，これらの

種の中間的な値を示し，いずれの種とも有意な差を

アカマツ林床に生育するツツジ科低木4種のシュートデザイン

A B BC 
1000 

10 

示さなかった。

長枝と短枝を比較すると， LWR， SLA，および

ORのいずれの値も短枝より長枝のほうが低い値を

4.1.長枝と短校の違い

本研究で取り扱った 4穏の全てのツツジ科低木に

おいて，シュート長には長枝と短枝の違いが大きく

認められた。一方，短枝の SARは長枝よりも大き

かった。このことは短枝のシュートのコストあたり

の受光量が大きいことを示唆している。一般に長枝

は空間獲得に適した形態を，短枝は獲得した空間の

中に葉を効率よく配置するうえでで、都合のよい形態を

f示示す帆叩，24凡仰ιρ，2お5丸5，2品2

形全体の形態を変えることなくし，葉を樹冠内に配置

するうえで効率的なシユ一ト形態を示しているとい

える。

SARは，最終的には， LWR， SLA，およびOR

の積で表現されるが(式 3)，いずれの値も短枝よ

りも長枝のほうが小さい値を示しており，それぞれ

の要因が SARのシュートのタイプによる違いを生

み出しているといえる。まず LWRはシュート重量

あたりの葉の重量である。したがって，長い茎を持

つ長枝のほうが低い億を示すのは必然的といえ

る3，22)。

次に SLAは，葉の形質だけを扱っているので，

LWRのような構造的要素に恵接的な椙違の原因を

求めることは難しい。…般に SLAは葉の配置され

る位置によって異なり，より明るい樹冠の外側で小

さし、同。長枝のほうが短枝よりも，より揖冠の外側

にせり出していくことで，より明るい光環境におか

れ，それが SLAを相対的に小さくしている可能性

が考えられる。今後，短枝と長枝のおかれた光環境

を計測することで，この仮説が検証できるだろう。

最後に ORはシュートにおける葉の重複の程度を

示す。長枝が短枝よりも小さい ORを示すというこ

とは，長枝のほうが葉の震援が大きいことを示して

いる。一般に植物のシュートは先端がよ方に向かっ

察4.考

示した。
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図3 ツツジ科低木4種の SARとその構成要素

自バーは美枝を，グレーのパーは短枝を表す。

Rk， Rw， Rs， Epはそれぞれヤマツツジ， ト

ウゴクミツノミツツジ，ノミイカツツジ，ホツツジ

を表す。同じアルフアベットの付いた債は互い

に異ならない CScheffeの方法による多重比較，

P =0.05)。なお，大文字については種間差の

みの検定結果，小文字については種間差と

シュートタイプ閤差の交互作用も含めた検定結

果を示している。

Rs Rw Rk 
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て伸長する直立枝と，先端が水平または斜めに伸長

する斜出枝に分けられる3，6，7)。今回取り扱ったツツ

ジ科低木は全て置立校を，アクシパやスノキなどで

は斜出枝を形成する。ホオノキに代表されるように，

直立校ではシュートの先端に葉が輪生することが多

い3，6)。今回計測したツツジ科億木においては，いず

れの種においても，短枝では輪生する葉のみが形成

されていた。その一方で，長枝では先端部分に輪生

する葉群が形成され，途中部分に別の葉が形成され

ていた。この途中部分の葉の一部が，先端部分の葉

群に関、されていたことから，長枝の葉の重複が相対

的に大きくなったと考えられる。

4.2. SARの種間差とその要菌

SARはパイカツツジで最も小さく，ホツツジで

最も大きかった。トウゴクミツバツツジはパイカツ

ツジよりも大きな値を示し，ヤマツツジはトウゴク

ミツパツツジとホツツジの中間的な値を示した。こ

の謂査地ではパイカツツジとホツツジが優占し，ヤ

マツツジとトウゴクミツバツツジは相対的に少な

かった。したがって本研究の結果は，ホツツジが優

先する理由のひとつとして，この種のシュートのコ

ストパフォーマンスが良いことを挙げることができ

る。しかしながら，その反面，本研究の結果は，パ

イカツツジが優占する根拠を同じ要国に求めること

ができないことも示している。ツツジ科低木の生活

史戦略を議論するうえでは，シュートの形態に表れ

る空関獲得様式だけでなく，枝分れ構造などに代表

される樹形そのものも併ぜて，総合的に検討する必

要があるだろう。

SARを構成する LWR，SLA，およびORの種

間差を検討した結果，それぞれの要罰が複合的に関

与していることが明らかにされた。そこで SARの

違いがあった 2種の組み合わせを抽出し，その違い

が現れた原閣を検討する。

まずパイカツツジとトウゴクミツバツツジについ

ては， LWRとSLA~こは有意な違いがなかったが，

ORに違いが認められた。次に，ノミイカツツジとヤ

マツツジについては， ORとLWRに有意な違いは

なかったが， SLAに有意な違いがあった。またト

ウゴクミツバツツジとホツツジについても， ORと

LWRに有意な違いはなかったが， SLAに有意な

違いがあった。最後に， SARが最も異なったノミイ

カツツジとホツツジについても， OR と LWR~;こ有

意な違いはなかったが， SLAに有意な違いがあっ

Tこ。

このように SARの種間差と最もよく対応したの

はSLAの種間差であった。すなわち，今国，調査

したツツジ科低木4種に関しては，シュートにおけ

る物質分配特性や，葉のかたちゃ配列によって生じ

る葉の重なりの特性よりも，葉そのもののコスト・

ベネフィットを表す SLAが，シュートのコスト・

ベネフィットを反映する結果になったといえる。
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Comparison of shoot design among four ERICACEAE understory species 

in Pinus densiflorαforest 

Tetsuoh SHIROTA， Tetsuo OKANO 

Department of Forest Science， Faculty of Agriculture， Shinshu University 

Summary 

Shoot design was compared among four ERICACEAE understory species in Pinus densijlora forest. 

Silhouette shoot area per unit shoot weight (silhouette area ratio : SAR) was calculated as a parameter 

of light acquisition efficiency. SAR was compared among four species， and between long shoot and short 

shoot. In any species， SAR of long shoot was smal1er than one of short shoot. This di任erencesuggests that 

the functional differentiation of shoot design between long and short shoot. On the other hand， SAR of 

Rhododendron semibarbatum and one of Elliotti，αρaniculata represented minimum and maximum value 

among species， respectively. And， SAR of R. kaempj討iand R. wadanum represented intermediate values. 
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Because both of R. semibarbatum and E.ραniculata were dominant understory species in this Pinus 

densifiora forest， SAR could not be a good indicator of light capture strategy. It is necessary to consider 

not only shoot design， but also crown architecture in order to discuss the light capture strategy of 

ERICACEAE species. 

Key word : shoot design， ERICACEAE， understory species， silhouette area ratio (SAR)， 

long and short shoot 
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