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要旨.地球温暖化による気温上昇の影響は、広く生態系に拡がりつつあり、フェノロジー(生物季節)のタイミングに

もその影響が波及しつつある。近年、今まで蓄積されてきた長期データを使用した研究により、地球温暖化が植物・動

物のフエノロジーのタイミングに、大きな影響を与えていることが明らかとなってきた。しかし今までの研究では、あ

る場所でのフェノロジーの温暖化への反応を検討している場合が多く、そのマクロ的な傾向について検討した研究例は

未だに少ない。気象庁では、 1953年から現在まで全国 102カ所の観測所で、のべ 120種以上の植物・動物種についてそ

の開花・発芽・落葉・初見日・初鳴日などのフェノロジーを記録している。全国 102カ所という広範囲で長期に観測さ

れたフェノロジーデータを用いれば、フェノロジーの温暖化への反応をマクロエコロジーの視点から考えることが可能

である。そこで本稿では、気象庁・生物季節データセットを用いたマクロスケールおけるフェノロジーと気候変動の関

係についての研究、特にフェノロジーの温度反応性の緯度クラインと、温度反応性への遺伝的多様性の影響について紹

介する。まとめとして、今後のマクロスケールでのフェノロジー研究の意義と方向性について述べる。

キーワード:気候変動、緯度クライン、遺伝的多様性、開花、マクロ生態学

温暖化とフェノロジー

地球温暖化が生物の生存や生態系の成立を脅かす大き

な問題になってきている (IPCC2007) 0 IPCC (2007) に

よると、最悪のシナリオでは 2100年に地球表面の平均気

温が最大6.4
0

C上昇すると予測されており、地表面の平均

気温が 2-3tが上昇することによって地球上の生物の

30%が絶滅に瀕すると予測されている。地球温暖化によ

る気温上昇の影響は広く生物全般に拡がりつつあり、フ

ェノロジー(生物季節)や生息域、生物群集の変化を引

き起こし、ひいては被食捕食関係にまで波及すると考え
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られている (Rootet al. 2003 ; Parmesan 2006 ; Both et al. 

2006)。開花・結実や開業・落葉などの植物フェノロジー

が変化すると、例えば、植物を餌資源として利用する動

物群集にとっては餌資源の時空間変動が起こり、結果と

して植物と動物の生物間相互作用に変化が生じたり、新

たな相互作用が駆動されることがある。受粉や被食、種

子散布などの過程を経て植物の適応度に影響すると、植

物個体群の動態や新たな形質進化がヲ|き起こされると予

測される(工藤 2008)。地球温暖化による気候変動によ

って引き起こされるフェノロジーの急激な変化は、生態

系全体に広く影響を及ぼすため (IPCC2007)、今後の生

態系構造を考える上でフェノロジーの変化は重要なカギ

を握ると考えられる。
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フェノロジー研究の現在

フェノロジー研究は観測手法の開発をはじめ、フェノ

ロジーと気温との相関分析、予測モデルの開発まで様々

な研究がなされてきた (Schwartz2003)。囲内においても

広葉樹の開芽日と開芽期の温度(平均気温、積算温量)

の相関分析(佐々木 1983;木村ほか 1995)、温度換算日

数を用いたソメイヨシノ、ヤマザクラの開花日予測(青野・

小元 1990; Aono and Kazui 2008) など多くの知見が得ら

れており、様々な植物のフェノロジー予測モデルの開発

(青野・小元 1992;藤本 2007) が進んでいる。しかし、

マクロ生態学的な視点を持った研究は少なく、気候変動

がもたらすフェノロジーへの影響予測についても局所的

なものが多い(藤本 2007)0

世界に目を向けると、ヨーロッパやアメリカを中心に

気候変動によるフェノロジーの変化について長期観測デ

ータを用いた解析が行われており (Rootet al. 2003 ; 

Menzel et al. 2006 ; Gordo and Sanz 2009)、今まで出版され

たほとんどの研究例で春のフェノロジーのタイミングが

気温上昇の影響を受けて大きく早まっていると報告され

ている (Rootet al. 2003 ; IPCC 2007、ただし Doi2008な

ど遅くなる例もある)。例えば、 Menzelet al. (2006) に

よるヨーロッパ全域を対象とした解析によると、春の開

花フェノロジーは 10年当たり 2.5日早くなってきている。

また、スペインでは、 29種類の植物の開業、開花、結実

がそれぞれ 10年当たり平均 4.8、5.9、3.2日早まってい

る (Gordoand Sanz 2009) 0日本にも気象庁の生物季節観

測データセット (1953年から全国で観測;詳しくは後述)

をはじめとするフェノロジーの長期観測データが存在し、

著者らなどによる日本でのフェノロジーと気候変動の関

係についての研究例 (Matsumotoet al. 2003 ; Doi 2007 ; 

Doi and Katano 2008 ; Matsumoto 2009)が発表されつつあ

るが、欧米のフェノロジ一長期観測データの活発な活用

に比べると、その存在はまだあまり知られていない。

マクロ生態学とフェノロジー

地球規模で起こる気候変動とフェノロジーの関係を明

らかにするためには、大きな空間スケールでの生態学的

現象を扱うマクロ生態学的な視点が重要で、ある。地球温

暖化による気温上昇には地域によるぱらつきがあると予

測されており (IPCC2007)、フェノロジーの変化もその

ばらつきを反映する可能性が高い。しかし、マクロ生態

学で注目されている緯度クラインや大空間スケールでの
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現象のばらつきをフェノロジーに関して考察した論文は

限られている o Root et al. (2003) はメタ解析により、高

緯度 (50-72
0

N) と中緯度 (32-49.9
0 N) をカテゴリーと

して解析し、高緯度の方 (10年当たり 5.5::t 0.1日早まる)

が、中緯度 (4.2::t 0.2日)よりも大きなフェノロジーの

変化が起きていることを明らかにした。一方で、 Menzel

et al. (2006) は、ヨーロッパにおける研究で、中緯度の

国の方が、高緯度の固よりも大きなフェノロジーの変化

が起きていることを明らかにした。驚くことに、両者の

解析は全く逆の結果を示しているが、その原因について

は言及されていない。また、両解析とも中緯度と高緯度

の2地域を比較したに過ぎず、連続的な緯度クラインの

解析は行われていない。全球レベルでのフェノロジ一変

化の予測を行うにはフェノロジーの緯度クラインの解明

が重要であるが、現在のところ、地域間の比較をしたこ

の2例しか報告されておらず、広範囲での緯度クライン

の解明には至っていない。

様々な温暖化防止策が議論されている現在、その取り

組みを裏付けるマクロスケールの研究が必要とされてお

り、社会的な意義からも、マクロ生態学的な視点を持っ

たフェノロジー研究の重要度が増している。長期観測デ

ータは数カ所で蓄積されていることが多く、現在のとこ

ろ、緯度との関係などを考慮できるような大スケールで

の傾向を捉えた研究例は、上記のようなメタ解析や国際

的なフェノロジー観測ネットワークでの研究に限定され

ている O 国際的な観測ネットワークの利用ではデータの

統一性が問題となることがあるが、その点、日本のフェ

ノロジー観測は日本全国に観測地点を持ち、統一的な手

法によって観測されており、そのデータを用いてマクロ

生態学的な解析を行うことが可能である。

気象庁の生物季節観測

1953年に生物季節観測指針が制定されたことにより、

気象庁による全国統一基準のフェノロジー観測が開始さ

れた。代表的な例としては毎年公開されているサクラ前

線があげられる。観測地点は全国 102カ所の気象庁観測

所もしくは測候所であり、最北端の観測所である稚内

(45.24
0
N、141.41

0
E) から、最南端の石垣島 (24.200N、

124.09
0
E) まで幅広い範囲で観測が行われている(図1)。

観測項目は「規定種目」といわれる全国 102カ所で観測(観

測できない場合や生息域でない場合は代替種が用いられ

る)されているものと、観測所ごとに地域特性として観

測される「選択種目」に大別される。その観測項目は開花、
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図1.気象庁生物季節観測が行われている観測所・測候所地点。

表1.気象庁生物季節観測の植物規定種目(全国必須)、植物の主な選択種目(地域特性種)

とその観察フェノロジー。ただし、いくつかの種目では代替種として近縁種を観察して

いる場合がある。

フェノロジー 規定種目(全国必須)

開花 ウメ、ツバキ、タンポポ、ヤマツツ
ジ、ノダフジ、ヤマハギ、アジサイ、
サルスベリ、ススキ

開花・満開 サクラ(ソメイヨシノ)

紅葉・落葉 イチョウ、イロハモミジ

開葉(発芽) イチョウ

主な選択種目(地域特性)

スイセン、スミレ、シロツメクサ、
ヤマブキ、リンゴ、カキ、ナシ、モ
モ、キキョウ、ヒガンバナ、サザン
カ、デイゴ、テッポウユリ、ライラッ
ク、チューリップ、クリ

ヒガンザクラ、オオシマザクラ、ア
ンズ

クワ

クワ、シパ;、カラマツ、
チャ、シダレヤナギ

満開、発芽、落葉、紅葉などがあり(表1)、動物種につ

いても初見、初鳴が観測されている(表2)。各観測地点

において、気温、雨量をはじめとする気象データも 1953

年から蓄積されており、フェノロジーデータと対応して

解析に用いることができる o 2003年の観測地点見直しに

よって観測地点数は減少したものの、現在も継続的なフ

ェノロジー観測が実施されている。なお、 1953年から現

在までの生物季節観測データセットは、(財)気象業務支

援センター (http://www.jmbsc.or.jp/、2010年6月30日確認)

から CD-ROM媒体での購入が可能である。

主&

フェノロジーのマクロエコロジー研究例:

フェノロジーの緯度クライン

すでに述べたように日本は緯度の幅が大きいため、気

象庁生物季節データセットを用いて緯度とフェノロジー

の関係性について解析することが可能である。そこで、

気象庁生物季節データセットの中でも、特にイロハモミ

ジ (Acerpalmatum (Thunb.)、気象庁生物季節観測ではイ

ロハカエデと表記)とイチョウ (Ginkgobiloba (L心の 紅

葉・落葉に着目して、そのフェノロジ一変化の緯度クラ
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表2. 気象庁生物季節観測の動物規定種目(全国必須)、動物の主な選択種目(地域特性種)と

その観察フェノロジー。ただし、いくつかの種目では代替種として近縁種を観察している

場合がある。

フェノロジー

初見

主な選択種目(地域特性)

トカゲ、アキアカネ、サシパ、カ、
マガン、アオダイショウ、クマバチ

ハルゼ、ミ、カッコウ、エンマコオロギ、

ツクックボウシ、ミンミンゼミ、ニ
イニイゼミ、クマゼミ、クサゼミ

規定種目(全国必須)

ツバメ、モンシロチョウ、キアゲハ、
トノサマガエル、シオカラトンボ、
ホタル

ヒバリ、ウグイス、モズ、アブラゼミ、
ヒグラシ
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図 3 緯度に対するイチョウ・イロハモミジのフェノロジー(紅

葉・落葉日)の温度反応性(温度に対するフェノロジーの回

帰係数)の変化。曲線は指数回帰曲線を示す(比較したモデ

ル中、 AIC;赤池情報量規準が最小)。黒丸は回帰係数が有意

な場合 (P<0.05)、灰色丸は有意でない場合 (P>0.05)を示すo

rは緯度に対する相関係数を示す。 Doiand Takahashi (2008) 

より一部改変。

図 2. 緯度に対するイチョウ・イロハモミジのフェノロジー(平

均紅葉-落葉日 )0rは緯度に対する相関係数を示す。 Doi

and Takahashi (2008) より一部改変。

ことが明らかとなった(図 3)0 よって、日本での解析結

果は Menze1et aL (2006) の仮説を支持した。同じ種であ

っても気温上昇に対する紅葉・落葉日の遅延度合いに地

域差があることが分かり、局所的な研究では見落とされ

ていた、フェノロジーの気温反応性の緯度クラインを明

らかにすることができた。
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インを調べた (Doiand Takahashi 2008) 0 まず、 1953年 ~

2005年の各観測所におけるフェノロジーの平均値と緯度

との回帰分析を行ったところ、イロハモミジとイチョウ

の紅葉・落葉のフェノロジーは明確な緯度クラインを持

っていた(図 2)。次に、各観測所における気温(各フエ

ノロジーの平均値を含む月とその前、前々月の平均値)

とフェノロジーの回帰分析を行い、回帰係数と緯度との

関係を調べたところ、イロハモミジとイチョウの紅葉・

落葉の温度変化への反応は、緯度が低くなるほど大きい
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表 3. 気象庁生物季節観測の植物規定種臼(開花)とその集団内の遺伝的多様性。遺伝的多様性

の分類は文献情報による。

f民しミ
クラ 2

ある地域での品穏、接ぎ木で栽培

中国から移入、数個体から始まる?
セイヨウアジサイ シーボ、ルトがヨーロッパに 12株持ち

帰り、その後臼本に再移入

栽培種 ウメ、ツバキ、ヤマハギ、サルスベリ 遺伝的多様性が比較的高い?

野生種 タンポポ、ヤマツツジ、ススキ 遺伝的多様性が比較的高い?

0.6 

0.4 

0.2 

0.6 

制 0.4

f羽 0.2

。
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μ 川、
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4j寺

遺伝的多様性

3月 野生種

栽培種

人 遺伝的多様性小 i

サルスベリ ヤマハギ
6F.1 5F.1 

外し ~ 
イチョウ セイヨウアジサイ

3F.1 5月

人
-3 -2 】 2 町 3 叩 2 -1 -3 -2 叩 2 -3 -2 同

温度に対する呂婦係数(日。C-1)

図4. 各種の湖花(イチョウは開業)フェノロジーの混度反応性(温度に対するフェノロジーの回帰係数)

の分布(回帰係数の密度推定プロット)。遺伝的多様性のカテゴリーはま受3によるo Doi et al. (2010) よ

り一部改変。

フェノロジーのマクロエコロジー研究例:

遺{云的多様性と向調性

気象庁生物季節データセットの規定項目になっている

植物種は、種によってその栽培方法や歴史的背景が異な

るため、集団内の遺伝的多様性が異なっている可能性が

高いと考えられる。例えば、ソメイヨシノ (Prunusx 

yedoensis (Matsum.)) はサクラ 2種の交雑種が接ぎ木で栽

培されているクローン種である(表 3)。また、イチョウ

(Ginkgo biloba (L.))、ノダフジ (Wiお'steriωaflorバibunda(羽w凡illd.)
DC.)λ、セイヨウアジサイ(均Jdl砂rα仰n噌'ge印αmωαCαF叩 h伶Iyμ凶n伽lμα(σTh加u∞B油b.川.)
も集屈内の遺伝的多様性が低い種と考えられる。そこで、

植物の規定項目 11種に関して、開花・開葉フェノロジー

の温度反応性を求めて、遺伝的多様性のレベルによって、

日本全体でのばらつきが異なるかを比較した (Doiet al. 

2010)。その結果、温度に対する回帰係数が多くの場合、
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負であり、溢度上昇によって開花・開葉のフェノロジー

は早まる傾向が見られた。さらに、遺伝的多様性が低い

種では温度反応性が全国でほぼ同じになった(図 4)0 こ

れは集団内の遺伝的多様性の減少がフェノロジーの向調

性を高くすることを示している。今後、集団サイズの減少、

生息場所の分断などにより集団内の遺伝的多様性が減少

するとフェノロジーの向調性が高まり、集団全体が花粉

媒介者のフェノロジーとミスマッチを起こすことなどの

影響が考えられる。また、アレルギーの原因となる植物

では、フェノロジーが向訴することによってさらに多く

のアレルギー疾患が起こる可能性も指摘される (Doiet 

al. 2010)。このように、マクロスケールでのf直物フェノ

ロジーの向調性には、その集団内の遺伝的多様性が大き

く影響を及ぼしていることが実際のフェノロジーデータ

セットを利用した解析から明らかとなった。
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まとめと展望

本稿では、マクロ生態学的視点からフェノロジーをと

らえる意義と実例について述べた。気象庁の生物季節デ

ータセットから、特に日本においてはフェノロジ一反応

性の空間構造が明確にあり、それが温暖化によって容易

に変化しつつあることが示された。

生物群集内のフェノロジー構造は、生物間相互作用に

大きな影響を及ぼすことが知られており(土居 2008;工

藤 2008)、フェノロジー反応性の空間構造は、生物群集

の成立自体にも影響を及ぼすと考えられる O 特に、花粉

媒介者とのフェノロジーのマッチングは、集団維持に重

要であるが、それも気候変動による温度反応性が植物と

花粉媒介者で異なることから、ミスマッチを起こしつつ

ある (Doiet al. 2008) 0 個体群や群集構造を考える際にも、

マクロ生態学の視点は重要で、あり(角谷ほか 2010;奥田

ほか 2010)、フェノロジー構造も考慮することで、生物

間相互作用の時間的連動性も考慮した群集動態を明らか

にすることが可能となるであろう。

マクロ生態学的視点からフェノロジーをとらえること

で、局所的な研究では見落とされていたマクロスケール

での一般的な生物の環境への反応を明らかにすることが

可能であり、それによって一般的な反応性予測を導くこ

とが可能になる。また、温暖化予測という社会的な要求

に応えるためにも生物の環境反応性の地域差を明らかに

することは重要であり、温暖化による気温上昇とフェノ

ロジ一反応性の両者の地域差を考慮することでより精度

の高い温暖化の影響予測が可能になるであろう。
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