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吾<>. 守匂司

自lIfl .x. 

京都市近郊二次林における遷移進行に伴う木本種構成および種多様性の変化

平山貴美子*.1・山田勝俊2・西村辰也2・河村期太2・高原 光l

京都市近郊二次林では巡移が進行し，コジイの{愛1討する森林が広がってきている。本研究は，このような遷移の進行に伴う

滋構成や秘多様性の変化を切らかにするため，アベマキ・コナラが俊市する遷移段階中lYJにあたる洛葉広葉樹林と遷移段獄後

期のコジイ俊占林に調査プロットを設けて木本筏の秘構成と縫多様性を誠べ，サイズクラスごとに比較した。幹iミ100cm'¥u'、

上のサイズクラスでは，同プロット!日jで滋多様皮の差はほとんどみられなかったものの，種機成が異なっていた。 li喜楽広葉樹

林ではコジイ{俊占林に比べ，低水， ~'事業t1. Jill.tii!c;(¥i-@'I滋経のil¥現率がJJiくなっていた。これに対し，小さなサイズクラス(斡

長 <100cm)では，いずれの:tf分においてもコジイやアラカシといった遂移後期に現れる重力1!X;(1i型の常緑伎の高木稜が数
多く定着し，種類1t皮がおくなり，干最多様皮は低下していた。落葉広主主樹林では，お散布製の災生の定義が多くみられ，種多

様!支の低下の度合いはコジイ俊山林によとべ小さかった。しかしながら，低水，終業性.Jii¥t散布型樹稜の定者は少なく，このま

ま放置されれば次第に地域全体としての秘多様性が低下していくと考えられた。

キーワード:選移進行，者lirli近郊林，種情)jX;.滋多様性，コジイ俊市

Kimiko Hirayama， *.1 Katsutoshl Yamada，2τ'atsuya Nish加 ura，2Shota Kawamur・'a，2and Hikar担割kahara1 (2011) 

Cbanges in Species Composition and Diversity witb Respect to tbe Successional Stage of Ur加 nForests in Kyoto City， 
Westem Japan. J. Jpn. For. Soc. 93: 21-28. Castanotsis cltstidata， which is considered as a late successional species in a warm. 

temperate， evergreen broad.leavedおrest，has often expanded its range in abandoned secondaryゐrestsof Kyoto City. To c1ariかchang-

es in species composition and diversity in the course of succession， we estab¥ished two study plots with different successional stages， 

i.e. one was located in a mid悶succ巴cssionaIforest dominated by deciduous broad必avedspecies， such as Querclts variabilis and Q. ser-
rata， ancl the other was locatecl in a late-succ巴ssionalforest clominatecl by evergreen broad悶.¥eaveclspecies of仁 CIゆidata，初 clexamined

tl1eir species composition and diversity in relation初 stemsize c1ass. In larger size c1asses (stem length ;doo cm)， species diversity was 

sim辺倒・forthe two plots. However， species composition differed between them: shrub， deciduous， and/or wind-dispersed spεcies were 

more abundant in a mid-successional plot than in a lat仔successionaI.In smaIler size c1asses (stem length < 100 cm)， speci邑scomposi居

tion became similar and species diversity decreased in the two plots because evergreen broad-leaved tree species， such as C. cllstidata 
and Q. glauca， extr，巴melyincreased in number in both plots. Although bircl-dispersed species es匂blishedin smaIler size c1asses in the 
mid-successional plot， few individuaIs of shrub， deciduous， and/or wind-dispersed species occurr巴dthere in smaIler size. These results 
suggest that species richness will decrease in this region without any intervention. 

Key words: succession， urban forest， species composition， species div'εrsity， dominance of Castanotsis custidata 

1. はじめに

日本では， 1960年代までは燃料や把;ji3/を得るために，

森林から樹木を伐採したり，落ち葉をかき集めたりしてい

た。こうしたことから，ふつう都市近郊では，明るいとこ

ろで定着し成長も卒い陽樹的な高木種のアカマツやコナ

ラが優占する二次林が広がっていた(飯悶・谷本， 1992)。

しかしながら， 1960:年代以降，燃料の主役は石油や都市

ガスにかわり，農地では化学杷料が大量に使用されるよう

になった。その結果，現在では二次林の多くは放置され，

選移が進行している。

森林は遷移に伴い，優占する樹穂がi湯樹的な樹種から，

しだいにH奇いところでも発芽し成長できる陰樹的な樹種に

推移していき，最終的には本来の自然植生の極相林を構成

する極相種が{憂占するようになる。このような遷移に伴う

キ迷旅先著者 (Correspondingauthor) E-mail: khirayam@gmail.com 

極構成の変化は，地域の種多様性保全を考える上で重要で

ある。種多様性の高い熱帝・亜熱帯地域では，遷移の進行

と共に木本種の種多様性が増加する例が報告されている

(Turner et αl.， 1997; Kubota et al.， 2005)。一方， 日本のi昆

帯域では極相林よりニ次林の方が木本積の種多様性が高い

とする例が報告されている (Ozakiand Ohsawa， 1995; Aiba 

et al.， 2001)。また遷移の過程は，その土地の環境条件や

周囲の環境によって変化することが指摘されている O たと

えば， Ozaki and Ohsawa (1995) は，地形勾配によって遷

移による種の置き換わりパターンが異なり，これにより地

形による種構成の違いが生み出されていると推察してい

る。また閤間の森林から孤立した都市近郊二次林では，散

布力の強い烏散布型の樹木が優占するようになることが予

測されている(守山ら， 1984;達・大浮， 1992)。麓多様性

保全の観点からみれば，それぞれの地域で遷移の進行がど

1 京都府立大学大学院生命~tj1~科学研究科 千 606-8522 京都市左京区下鴨半木町ー 1-5 (Graduate School of Life ancl Environmental Sciences， 

Kyotd Prefectural University， 1-5 Hangi-cho， Shimogamo， Sakyo-ku， Kyoto 606-8522， ]apan) 
2京都府波大学j史学部 〒 606-8522 京都市1i.京区下鴨"1'-木mT1-5 (Faculty of Agriculture， Kyoto Prefectural University， 1-5 Hangi-cho， 

Shimogamo， Sakyo-Im， Kyoto 606-8522， Japan) 

(2010 5ド8月23日受付;2010 年 11月 17日受理)
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のような種構成の変化を起こし，種多様性維持にどのよう

な影響を及ぽすのか明らかにしておく必要がある O

京都市近郊の二次林では，アカマツやコナラが優占す

る林から，コジイを中心とした常緑広葉樹林へ選移が進

んでいる林分が多くみられることが航空写真の解析など

から明らかとなってきている(森下・安藤， 2002;奥田ら，

2007)。奥田ら (2007)は，過去の空中写真やデジタルオ

ルソフォトの判読により，京都市東山におけるシイ属の樹

冠面積が 1961年から 2004年までの間に 6.9haから 32.1

haの約 5倍に拡大したことを示している。植物社会学的

な分類に従えば，コジイは日本の暖温帯常総広葉樹林を

構成する極相穂とされている (111中， 1979; Hiroki， 2001)。

果たしてこのような遷移の進行によるコジイの拡大は森林

の種構成や種多様性にどのような影響を及ぼすのであろ

うか?Kubota et al. (2005)は，沖縄の現熱帯林において，

同じシイ属のスダジイが優占すると種多様性に負の影響を

与えることを示している。

本研究では，京都市近郊二次林において遷移の進行に伴

う韓構成や種多様性の変化を明らかにすることを目的に，

選移設踏の異なる落葉広葉樹林とコジイ優占林に二つの調

査プロットを設け，木本種の種構成と種多様性を調べた。

こつの調査プロットは同じ111の斜面のほぼ同じ斜面位寵に

設けられており，土壌などの環境条件はほぼ閉じであると

考えられる。こうした調査プロットにおいて，小サイズ個

体からの種構成を調べ，サイズを考慮した極構成と種多様

性の比較・解析を持った。種構成や種多様性の比較・解析

には，多様度指数や類似度指数を用い，また種構成につい

てより詳細に検討・するため，生活形や韓子散布型による類

取化を行った。木本種のサイズ構造には過去の履歴が反映

されており，サイズを考癒した比較・解析によって遷移に

伴う変化の方向性がより細かい時間スケールで明らかにな

ると考えられる。

11.方法

1 .鵠査地

調査は，京都市市街地北部に位置する宝ヶ油丘陵の林

山 (350 3'N， 1350 46'E，標高 174m)において行った。調

査地から約 5km南西に位置する京都地方気象台 (35
0

l'N， 

1350 44'E，標高 41m)における 1971年から 2000年までの

年平均気温は 15.6
0C，年平均降水量は 1，545.4mmとなっ

ており，植物社会学上の分類に従えば，調査地の潜在自然

植生はヤブツバキクラスのカナメモチコジイ群集に属す

るとされる(宮脇， 1984)。林山の南西斜面下および南東

斜面下には，それぞれ新宮神社および七面の耐と呼ばれる

社があり，その周間はコジイが優占する林に覆われている。

しかしながら林山崩辺では， 1960年後半以降都市ガスが

整備されるまでは，燃料のための樹木の伐採や落ち葉のか

き集めるま盛んに行われており(松ケlu奇妙法保存会，私信)， 

1961年の航空写真からは大部分の場所はアカマツ優占林

に覆われていたことが明らかとなっている(奥田ら，未発

100m 

関-1.調査地における落葉広葉樹林プロットとコジイ優
r!:d本フ。ロットの位置国

地I~Iは 111城森林言n理îI豆京都市森林総本間JJ;ノ 3701; 57l1iD (1/5000) 
の一吉1;を十<l!1lJした。

表データ)。現在では森林は放置され，マツ材線虫病によ

る松枯れも起こり，アカマツ優I封林で、あったところはアベ

マキ，コナラを中心とする森林に覆われているO 環境省に

よる自然環境基礎調査 (2004)によると，調査地の現存自

然植生はヤブツバキクラス域代償植生のアベマキコナラ

群集となっている。また，コジイを中心とする常総広葉樹

林は， 1961年の航空写真においても新宮神社および七回

の嗣周回に認められ，現在ではその而積が拡大しつつある

(奥田ら，未発表データ)。

2.調査方法

2008年に，言問査地の林山南西京:;1.酉のアベマキ・コナラ

が{愛占する落葉広葉樹林内および，林山南東斜面のコジイ

が優占する林内に 40mx60 mの調査プロット(以下，落

葉広葉樹林プロット，コジイ優占林プロットとする)を設

定した(図1)。二つの調査プロットは，歩道などを含め

ずに設定できる，できるだけ大きなサイズの方形涯となっ

ており，ほほ同じ斜面位置に位置している。またコジイ優

占林プロットは，七回の耐と隣接しており， 1961 if:.の航

空写真においても常総広葉樹林と認められた場所を含んで、

いる。アベマキ・コナラが優占する落葉広葉樹林プロット

は選移中期段階，コジイが侵占するコジイ優占林プロット

は選移後期段階の森林にあたるといえ，それぞれ森林の上

層部分の樹高は約 14m前後，約 17m前後となっている。

調査プロットは，地形測量により 10x10 mの24偶のコ

ドラートに分割し，胸高車径 (DBH)5 cm以上の幹につ

いて，枯t種名と DBHを記録した。根元が繋がっている幹

については，繋がっている幹の集団を 1個体とし，最も

大きな幹を主幹と定義した。また 2009年の夏から秋にか

けて， lOx 10 mの24偲のコドラートの右上に設寵された

5x5 mのサブコドラートにおいて，森林下!留に出現した

DBH 5 cm未満の木本種すべての個体〔幹長 (S1)ミOcm，

DBH <5 cmJ を対象に樹種名と SLを記録した。根元が
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繋がっている幹については，繋がっている幹の集団を 1倒

体とし，最も大きな!~宇について SL を計測した。

3. 解析方法

調査プロット全体の階層構造から， DBH 5 cm .1.-:1，1:の偲

体について，森林上層にあたる DBH15 cm以上の個体と

中層にあたる DBH5 cm以上 15cm未満のサイズクラス

に分け，森林下層に出現した倒体について， SL 0 cm 以上

30 cm未満， SL 30 cm以上 100cm未満， SL 100 cm以上

300 cm未満， SL 300 cm以上 DBH5 cm未満のサイズク

ラスに分けた。

落葉広葉樹林プロット，コジイ優志林プロットにおい

て，サイズクラス別に Simpsonの多様度指数 D(Simpson， 

1949)を求めた。 Dは次のような式で表される。

D口 1-LPl

ここで， 5はある'Il判客に含まれる樟数，Pi はある群落に出

現する種 iの相対頼度である。本研究では，1間体数をもと

にRを計算した。すなわち，Pi=n;/N (ただし lliは種 iの

個体数，Nはすべての穂の個体数の合計)である。また，

落葉広葉樹林プロット，コジイ{憂占林プロット間の種構成

がどれだけ似ているのか知るため， Morisitaの類似度指数

ι(Morisita， 1959)をサイズクラス別に求めた。 C;.は次の

ような式で表される。

2"2:，niAlliB 

C=万戸初NANs

Q 交 t11仇(niA 1) 
ただし，NA口玄lliA' NB

口"2:，niB λ口 i"i'''iA， .I. "13 "j"'iB， /¥"A N
A 
(N

A 
-1) ， 

I，11ぷηiB-1)
λn=2 である。
B NB(NB 1) 

ここで， 5はある群落に含まれる麓数，lliAは調査プロッ

トAにおける種 iの個体数， nmは調査プロット Bにおけ

る種 iの僧体数を示すo Cl.指数は，二つの1洋条の麓組成

が同じ場合は lに近い{直 異なる場合は Oをとる。落葉ー広

葉樹林プロットとコジイ優占林プロットで種構成が有意に

異なるかどうかは，モンテカルロ法によって判定した。す

なわち，種構成が二つの調査プロットで異ならないという

帰無仮説のもとで生じる ι指数の 95%が含まれる区間を，

ニつの調査プロットの倒休をプールした後，それぞれの調

査プロットの個体数およびそれぞれの種の個体数の合計値

を保ちながら偲体をランダムに割り当てて ι指数を計算

する作業を 1000関繰り返すことによって求め，観察され

たι指数の有意性を判定した。

調査プロット内に出現した樹種について，佐竹らC1989a，

b)およびItoet al. (2003)の記述に従い，生活形と種子

散布型によって類型化した。生活形は，それぞれの樹種が

到達する最大サイズから高木種(泣om)，亜高木犠 (5~
10 m)，低水種(豆5m)に分け，葉フェノロジーから落葉

性と常緑性に分けた。種子散布製は，風散布製，鳥散布

~， :b主力散布型に分けた。落葉広葉樹林プロットとコジイ

優占林プロットのそれぞれのサイズクラスにおいて，高木

種，亜高木韓，低水種の出現率(それぞれの調査プロッ

トで観察された個体数/各サイズクラスにおける各部査プ

ロットの全倒体数)が異なるかどうか，常縁性と落葉性の

出現率が異なるかどうか，風散布型，烏散布型，重力散布

型の出現率が異なるかどうかをモンテカルロ法によって判

定した。すなわち，それぞれの出現率がこつの調査プロッ

トで異ならないという帰無仮説のもとで生じる生活形や桂

子散布型それぞれの出現率の 95%が含まれる区間を，ニ

つの調査プロットの個体をプールした後，それぞれの調査

プロットの個体数およびそれぞれの種の個体数の合計佑を

保ちながら個体をランダムに割り当てる作業を 1，000回繰

り返すことによって求め，観察された出現率の有志:性を判

定した。

また落葉広葉樹林プロット，コジイ能占林プロットそれ

ぞれにおいて，各サイズクラス問の韓構成がどれだけ似て

いるのか知るため， DBH 5 cm未満の倒体について各サイ

ズクラス悶の C指数を計算した。各サイズクラスIHJで、韓
構成が有意に異なるかどうかは，モンテカルロ法によっ

て判定した。検定全体の有意水準は 5%とし，多重比較

による補正を Bonferroni法によって行った (p=0.05/6=

0.008)。すなわち，種構成がサイズクラス間で異ならない

という帰無仮説のもとで生じる C、指数の 99.2%が含まれ

る区間を，サイズクラス間の個体をプールした後，それぞ

れのサイズクラスの個体数およびそれぞれの種の個体数の

合計値を保ちながら 1~日体をランダムに割り当てて C 指数

を計算する作業を1，000困繰り返すことによって求め，観

察されたι指数の有意性を判定した。

III.結 果

1. 調査プ口ットの構成と構造 (DBHミ5cm) 

落葉広葉樹林プロットでは， 16種が確認され，胸高断

隠積合計は 26.87m2/ha，倒体密度は 2，150.0個体/ha，幹

密度は 3，000.0本/haとなっていた(表-1)。アベマキが最

も箆占L.，全体の胸高断面積合計の約 30%を占め，以下

コナラ，アラカシ，ソヨゴ，ネジキカ当定いた。 DBH15cm 

以上の上層で、優占していたのは，アベマキ，コナラであり，

DBH 5~15 cmの中層で優占していたのは，ネジキ，ソヨ

ゴ，アラカシであった(図-2(a))。最優占種のアベマキは，

DBH 15~20 cm の個体数が最も多いー IlJ~の胸高直径階

分布を示していた。

コジイ優占林のプロットでは， 15種が確認され，胸高

断面積合計は 46.65m2/ha，個体密度は 1，437.5個体/ha，

幹密度は 1，679.2本/haとなっていた。コジイが最も{憂占

し，全体の胸高断面積合計の約 70%を占め，以下アベマキ，

コナラ，カナメモチが続いた。 DBH15 cm以上の上層で

優占していたのは，コジイであり， DBH 5~15 cmの中層

で優占していたのは，コジイ，カナメモチであった(圏一2

(b))。最優占種のコジイは L字型の胸高誼径i按分布となっ
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(a)落裟広築綴林プロット (b)コジイ優占林プロット
350 

関コジイ 豊富アラカシ

121 アペマキ E カナメモチ

ロコナラ []ネジキ

DBH(cm) 

表1. 落葉広葉樹林プロット，コジイ優占林プロットにおける

木本穏 (DBH;::5cm) の構成

合計
J1'..!ln"'ru1:>ι 干 '-IUJX，.

手11 :i'， Cm'/ha) (総体/ha) C本/ha) (m2/ha) (f弱体/ha) (本/ha)

コジイ 0.11 25.0 25.0 31.10 500.0 533.3 

アベマキ 7.62 287.5 362.5 5.21 125.0 133.3 

コナラ 4.12 195.8 216.7 3.85 75.0 91.7 

ソヨゴ 3.60 304.2 433.3 1.26 100.0 104.2 

アラカシ 3.67 291.7 458.3 0.78 75.0 91.7 

カナメモチ 1.78 191.7 308.3 1.45 216.7 262.5 

ネジキ 2.57 537.5 795.8 0.66 87.5 120.8 

ヒノキ 1.69 129.2 129.2 
アオハ夕、 0.42 41.7 79.2 1.02 50.0 95.8 

タカノツメ 0.53 50.0 87.5 0.32 45.8 70.8 

アカマツ 0.48 45.8 45.8 0.20 4.2 4.2 

サカキ 0.07 25.0 25.0 0.35 70.8 70.8 

リョウブ' 0.03 4.2 4.2 0.30 41.7 50.0 

クロパイ 0.14 8.3 8.3 0.04 12.5 12.5 

アセビ 0.08 29.2 33.3 

アオダモ 0.04 8.3 16.7 

ヒサカキ 0.04 4.2 4.2 

ていた0

2. 下罵 (DBH< 5 cm) の構成

表一2は，落葉広葉樹林プロット，コジイ{愛占林プロッ

トそれぞれの下層に出現した樹種について，樹種の類型と

サイズクラスごとの個体数を示したものである。 SLO~30

cmのサイズクラスにおいては，落葉広葉樹林プロットで

は 24種，コジイ優占林プロットでは 14種の木本種が出現

し，両プロットともにコジイとアラカシが優占していた。

落葉広葉樹林プロットでは，ソヨゴやタカノツメも多くみ

られた。 SL30~100 cmのサイズクラスにおいては，落葉

広葉樹林プロットでは 16種の木本種が認められ，アラカ

シ，ソヨゴ，コジイが優占し，コジイ優占林プロットで

は 11穂の木本穫が認められ，コジイとアラカシが優占し

ていた。 SL100~300 cmのサイズクラスにおいては，落

葉広葉樹林プロットでは 14種の木本稜が認められ，コパ

ノミツバツツジが優占し，コジイ優占林プロットでは 11
種の木本種が認められ，サカキとコジイが優占していた。

SL 100 cm~DBH 5 cmのサイズクラスにおいては，落葉

口その他の綴滋

10000.." (a) 

b 160 
生誕

事蓄担 10 

毒議録。a0 8 1 「 ω 

0.6 

3Cω a E n 84 
0.2 

。

0.6 

0.4 

0.2 

。
下隊

SLO 

図-2. DBH5cm以上の幹をもっ個体の主幹

についての (a)落葉広葉樹林プロッ

トと (b) コジイ俊占林プロットにお

ける胸高直径荷分布

主-'2!H(については樹経別に示した。

十

-0- 落3霊広菜樹林プロット

ー@ー コジイ優r!i林プロット

+ 

同十

下露雪 下長翼 下露雪 中長雪 上関

-30cm 
SL30- SL1 00-SL300-DBH5-DBト115cm-
100cm 300cm DBトi5cm15cm 

サイズクラス

図-3. 調査プロットにおけるサイズクラスに伴う (a)側

体密度， (b) Simpsonの多様皮指数， (c) Morisita 

の類似!主指数の変化

I~::ILが吉}~広葉樹林プロット. TH丸がコジイ後占林フ。ロットにおけ
る変化を示す。+は，二つのプロットJlljの綴似皮指数が有意に低い
こと(戸<0.05)を示している。

広葉樹林プロットでは 15種の木本種が認められ，コパノ

ミツバツツジとネジキが優占し，コジイ優占林プロットで

は 12種の木本種が認められ，サカキが俊占していた。

3. サイズクラスに伴う多様産指数と類似度指数の変化

会樹離を含めたサイズクラスに伴う個体数変化は，落葉

広葉樹林プロットもコジイ優占林プロットもサイズクラス

が大きくなるほど個体数が減少し，同じような変化傾向と

なっていた(留す(a))。多様度指数は，落葉広葉樹林プロッ

ト，コジイ優古林プロットともに， DBH 15 cm以上のサ

イズクラスでは 0.65前後， DBH 5~15 cm， SL300~DBH 

5 cm， SL 100~300 cmのサイズクラスでは 0.8前後を示し
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表-2. 落葉広葉樹林プロット，コジイ俊占林プロットの下層のBH<5cm)の各サイズクラスにおける木本稔の出現本数

本数 (11司体数/5mx5 mx24コド、ブート)
務íÌ~広楽樹林プロット コジイ 1fii~1林プロット

手口名 業ブエノロジー 滋子散請i!，担 SIρ~30* 
SL30~ SLlOO~ SL300~ 

SIρ~30感
SL30~ SLlOO~ SL300~ 

8 。
洛禁tt fjlt'cMjti 7 。 。 。 。

アベマキ 主写楽't4 ili:力i孜;{tHI早! 12 。 。 。 。 。 。 。
コナラ 詰写楽tJ: 泣:JJllk;{li波 15 。 1 。 。 。 。
アオダモ 子存然性 鼠u孜;{Iil¥'! 。 。 。 。 。 。 。
クロノ〈イ ?古縁組 13i孜1'iil1夜 2 2 。 1 。 。 。 2 
ヤブニッケイ 常級官1: 13i技布茸i~ 。 。 。 。 2 。 。
アラカシ 常幸正性 金力散布型 258 52 10 16 93 56 14 10 
コジイ ?主主主t1: 意力散布製 600 23 5 。 1610 93 38 9 
アカマツ 'to'緑t1: 原u孜;{Ii!i'l 3 l 。 。 。 。 。 。
ヒノキ ?古主主tI; j瓜i孜;{fi型 4 2 1 2 。 。 。 。
ア 4 。 。 。 2 。 。 。
エゴノキ 務主主役 13i技;{IH\~ 5 。 。 。 。 。 。 。
タカノツメ 古写真H!I 1:3i投;{fit¥'! 93 2 1 11 。 2 3 
ヤマウルシ 吉年主~t1 鳥i技;{Iïlí~ 25 l 。 1 9 1 。 。
ネジキ 落葉t1， j瓜l&;{fî 1í~ 2 2 7 30 。 。 。 7 
イヌツゲf 'ì~'主主t1 J~~散布刻 6 。 。 。 22 7 。 。
カナメモチ 常事j(tI; Isi孜イ'fî!í~ 10 10 3 13 5 11 6 
サカキ 常総tl: 必i波イ\î1í~ 4 17 29 6 12 40 22 
ソヨコ
スノ 。 。 。

コバノミツバツツジ ?会主~t1 1ぷ散布1í~ 16 4 73 
コックパネウツギ 務主~t1， 鼠l散請j~~ 3 。 。
モチツツジ ì'iS:主~tl 村 I!l¥¥j孜;{In明 2 14 
シャシャンボ ?佐主主tJ， XJnx;{fil1型! 6 10 6 
ヒサカキ 常総tJ おl&;{fi!収 4 7 12 
マンリョウ 古?縁切 必散請I悲1 。 。 。

セピ

*1ド{立 (cm) を省略した。叫モチツツジは J"J鐙では 'I'.'ì~総と記絞されているが，ここでは多くの菜が洛楽するためi喜楽性に含めた。

ており，ほとんど差がなかった(国一3(b))。これに対し，

8L30~100 cm と 8LO~30 cmのサイズクラスでは，落葉

広葉樹林プロットでそれぞれ 0.83，0.69であったのに対し，

コジイ優占林プロットでは 0.66，0.19となっていた。森林

下層において， r官官プロットともサイズが小さくなるほど多

捺度指数が減少する傾向がみられたが，コジイ優占林では

その程度がより大きくなっていたO

落葉広葉樹林プロットとコジイ優占林プロットの種構成

は，モンテカルロ法による類似度指数の検定により，すべ

てのサイズクラスにおいて有意に異なっていることが示さ

れた(戸<0.05，図-3(c))。しかしながら， 8L 100 cm以上

のサイズクラスの類似度指数は 0.4~0.5 前後の値となって

いたのに対し， 8L 30~100 cmと8L0~30 cmのサイズク

ラスの類似度指数はそれぞれ 0.69，0.83と増加しサイズ

が小さくなるほど類似度指数が高くなる傾向が認められ

た。

4.落葉広葉樹プロットとコジイ優占林プロットにおけ

る各類型の出現率の遣い

国-4(a) は，各サイズクラスにおける高木・亜高木・

低水種別の個体数を落葉広葉樹林プロットとコジイ優占林

プロットそれぞれに示したものである。両プロットともに

DBH 15 cm以上の上層では高木種の出現率が， DBH 5~ 

15 cmの中層では亜高木麓の出現率が高く，プロット関で

の差は認められなかった。森林下層においては， 8L 100~ 

300 cm， 8L 300~DBH 5 cmのサイズクラスで，落葉広葉

樹プロットにおける低木種の出現率が全体の約半数以上と

なり，コジイ優占林のそれに比べ有意に高くなっていた

(p<0.05L 8L 0~30 cm， 8L 30~100 cmのサイズクラス

では，コジイ優市林で、高木穂の出現率が全体の 80%以上

となっており，落葉広葉樹林のそれに比べ有意に高くなっ

ていた (p<0.05)。しかしながら，開じサイズクラスの落

葉広葉樹林プロットにおける高木種の出現率も全体の約三|三

数以上を占めていた。

間一4(b) は，各サイズクラスにおける樹木の常緑性・

落葉性別の個体数を落葉広葉樹林プロットとコジイ優占

林プロットそれぞれに示したものである。落葉広葉樹林プ

ロットは，コジイ優占林プロットに比べ，総じて落葉性樹

種の出現率が有意に高くなっていた (p<0.05)。しかしな

がら， 8LOへ〆30cm， 8L 30~ 100 cmのサイズクラスでは，

落葉広葉樹林プロットにおける落葉性樹種の出現率は全体

の個体数の約 10%前後に低下していた。

図 4(c) は，各サイズクラスにおける種子散布型別の

個体数を落葉広葉樹林プロットとコジイ優占林プロットそ

れぞれに示したものである。重力散布型樹種は，コジイ優

占林プロットの 8L0~30 cm， 8L 30~ 100 cm， 8L 100~ 

300 cmのサイズクラスで出現率が有意に高くなっていた



26 王子山・ IlJAI・1田村・河村・高原

(a)洛木・室主E霊木・jJ!木孝童書IJの偶然議室

i::::!日:1打n150 

j1刊 U1091山 1∞

i叫l' 501回以 5

章。¥民苧 01

主_(b)字詰綴・京漆喜E繋護?絵全E溺IJの1鐙鐙体露数

; 1悶叩附5犯抑叩0∞0
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章。J機織。
_(c)京童子散布裂到の長遺体室主

主要
まt
Z富

下賂

。持者 :τ 
終 η
下摺
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:λ 
門

下露雪 下居室
SLO-3Ocm Sし30-1~m SL1αト3田 SL3師、DBH5cm

サイズヴラス

中震翌
日BH5-1Scm

上擦
OBH15cffi'" 

間一4.終業広葉樹林プロット，コジイ優占林フ。ロットに

おける各サイズクラスでの (a)高木・ TIIT潟水・低

水種7JI1， (b)常緑・洛架空1:別， (c) 種子散布l\~~IJ

のそれぞれの側体数

「泌さ完」は務員と!よ主主総林プロット， rコジイJはコジイ後I!i林フ'ロッ

トを示す。十は， 1キサイズクラスで二つのプロットの似体をプー1し

してj1pったランダムな立Wlよりも11¥草心不カマf立にiujl.r、(戸<0.05)こ

とを， は11¥現ネが有志、に依し、(戸<0.05)ことを， n.sはIIWどがが

J~ならない(戸>0.05) ことを訴している。

(戸<0.05)が， j可プロットともに DBH15 cm J，'JJ二の上層

と森林下層の SL0~30 cm. SL 30~100 cmといったサイ

ズクラスで、重力散布型樹種の出現率が高かった。烏散布型

樹積の出現不は， SL 0~30 cm， SL 30~100 cmといった

小サイズクラスでは落葉広葉樹林プロットで、有意に高く

(戸<0.05)，SL 300~DBH 5 cm， DBH 5~15 cmのサイズ

クラスでコジイ優占林の方が高くなっていた (p<0.05)。

風散布型樹殺は総じて落葉広葉樹林プロットでの出現率が

有意に高く (ρ<0.05)，SL 100~300 cm， SL300~DBH 5 

cmのサイズクラスでは全体の約半数以上を占めていた。

5. 下題におけるサイズクラス間の類似度指数

モンテカルロ法による類似度指数の検定は，落葉広葉樹

林プロットにおいてもコジイ優占林プロットにおいても，

下層におけるほとんどのサイズクラス間の種組成は有意

に異なっていることを示していた (p<0.008，表的。わず

かにコジイ優占林プロットにおける SL100~ 300 cmとSL

300~DBH 5 cmの聞の種組成には有意な違いがないこと

まえ-3. 落葉広葉樹林プロット，コジイ優I!i林プロットの下府

(DBH<5αn)におけるサイズクラス間の類似度指数(G)

サイズクラス

SL30~100cm 

SL 100~300 cm 

コジイ隊出林ブタロット

SLO~ SL30~ SL100~ 

30cm100cm 300cm 

0.80 

0.50' 0.71' 

千 lま，狂HJJ、!立指数が二つのサイズクラスのjloj休をプールして{守ったランダ

ムなこ二つの集!珂よりも有;じt(こ低いこと(戸<0.008)を はランダムな集

白1とiてならないこと(戸>0.008)を示している。

が示された(p>0.008)。しかしながら，落葉広葉樹林プロッ

トとコジイ優古林プロットにおけるサイズクラス問の類似

度指数の{院を比較すると，コジイ優古林プロットでは落葉

広葉樹林プロットのそれらに比べ，総じて高くなってい

た。特に SL30~100 cmとSL100~300 cmの聞の類似度

指数は，コジイ優市林ブ。ロットでは0.71であったのに対し，

落葉広葉樹林プロットでは 0.36となっており，この間で

落葉広葉樹林プロットの種組成が大きく変わることが示さ

れていた。

IV. 考 察

1.遷移進行に伴う木本種構成の変化

本調査地の選移後期j段階にあたるコジイ優占林プロット

では，森林上扇の最優占種であるコジイの胸高i直径階分布

はL字型となっており，更新が)順調に行われていること

が示されていた。これに対し，遷移中期段階にあたる落葉

広葉樹林プロットでは，森林上層の最優占種であるアベマ

キの胸高誼控階分布は一山型を示しており，衰退していく

傾向が示されていた。上腐の優15種で、あるコナラも小さな

サイズの倒体は少なく，更新が順調に行われていないと考

えられた。したがって，本調査地のアベマキやコナラが優

占する落葉広葉樹林プロットでは，現在選移がj並行してお

り，種構成が変化しつつあると推察された。

都市近郊二次林では，人為的撹乱によって孤立化しやす

いといった特徴をもつことから，選移の進行に伴って散布

力の強い鳥散布型の樹木が増加することが指摘されてきて

いる(達・大津， 1992)。守山ら(1984) は，都市域で、人

工的に造成した選移系列の異なる林分において樹木実生の

調査を行った結果，スダジイ，シラカシ，コナラといった

堅巣類の実生は母樹の樹冠下しかみられなかったのに対

し，エノキ，ムクノキ，ネズミモチ，シュロといった鳥吉文

布型の種子の実生は共通して数多くみられ，各林分は烏散

布製の樹麓からなる林へ移行することを予測している。ま

た勝木ら (2003)は，放置された針葉樹人工林の後に成立

したこ次林において，撹乱に伴って鳥散布型の樹種が一時

的に優占することを報告している。本識査J哉の落葉広葉樹

林プロットでは，森林下層 SL100 cm以下のサイズにおい

て， コジイ{愛占キノドプロットよりもソヨゴやタカノツメと

いった鳥散布型樹種が多くみられた。このことは，本調査

地においても遷移の進行に伴って一時的に烏散布型の樹木

が増加することを示唆している。しかしながら，落葉広葉
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構林プロットの下層 SL100 cm以下のサイズで最も多くみ

られたのは，コジイ優占林プロットと同様，コジイ，ア

ラカシといった選移段階後期に現れる重力散布担の常緑

性の高木離であった。両プロット関の類似度指数Cの値

もサイズが小さくなるほど増加しており，小さなサイズ

クラスでは種構成が類似していく傾向が認められた。

都市近郊二.次林で、は本来の自然植生における極相麓の

種子供給源や種子運搬者を欠く可能性が指摘されている

(飯間・谷本， 1992)。落葉広葉樹林プロットには，アラ

カシの成木があり多少の鶴子務ではみられるものの，コ

ジイの成木はなく主力散布による種子散布はほとんどみ

られなかった(平山ら，未発表データ)。しかし，調査地

の森林には二つの神社がありその問問はコジイを中心と

する常緑広葉樹が優占する林に覆われ，務葉広葉樹林プ

ロットもそのコジイが優占する林に近接している。さら

に調査地では，思来類を貯食しニ次散布に貢献する野ネ

ズミ類や鳥類が観察されている(乎11Iら，未発表データ)。

落葉広葉樹林プロットのド層にあるコジイやアラカシは，

主に動物の二次散布により分散したものであると考えら

れた。調査地は宝ヶ池丘陵という林地の中の一角であり，

宝ヶ池町凌のf羽田は住宅地であるものの約 136haにわた

り林地が広がっている(森下・安藤， 2002)。一殺的に孤

立した生育場所の面積が大きいほど，生育する生物の種

数は増加する (MacArthurand Wilson， 1967)。このような

林地の広がりと，その林地のrl"の社寺周辺に本来の自然

柏生の遷移後期種にあたるコジイやアラカシの種子供給

源があることが，遷移進行途中の落葉広葉樹林下層にお

いてこれらの船積が増加している要図と考えられた。コ

ジイは下層における定着後，林冠水の枯死等の撹乱に伴っ

て急速に成長することが示されている (Hirayamaet α1.， 

2010)。すなわち，本来の自然植生の遷移後期種といわれ

る樹種の種子供給源があり穂子運搬者がいるところでは，

たとえ都市域で林地が孤立していても，二次林から本来

の植生の極相を占めるといわれる樹種の都合がしだいに

高くなり，いわゆる極棺林へ推移する可能性が示された。

森林下層におけるサイズクラス罰の類似度指数Cの値

は，器禁広葉樹林プロットではコジイ優I主林フ。ロットよ

りも総じて低くなっていた。コジイ{憂占林プロットでは，

下層のどのサイズクラスにおいても常緑性樹種の占める

割合が高く，低木種の割合は低くなっており，サイズクラ

ス開の種構成の変化が緩やかとなっていた。これに対し，

落葉広葉樹林プロットでは， SL 30~100 cmとSL100~ 

300cmの関のc.は 0.36と特に{尽く，落葉広葉樹林プロッ

トとコジイ優古林プロットの間の C- の値も SL30~100cm

とSL100~300 cmの間を境に大きなサイズクラスで低下

していた。落葉広葉樹林プロットでは， SL 100~300 cm， 

SL 300~DBH 5 cmのサイズクラスにおいて，低水，落葉

性， )武散布型樹識の占める割合が小さなサイズクラスと

比べ非常に高くなっており，このことが落葉広葉樹林と

コジイ優占林の下層における殺構成の違いを大きく特鍛

づけているといえる。

落葉広葉樹林プロットの SL100~300 cm， SL 300~DBH 

5cmのサイズクラスで最も多くみられたのは，低木種のコ

パノミツバツツジであった。また同じツツジ科のネジキも

多くみられた。亜高木種であるネジキは落葉広葉樹林プロッ

ト中層の{憂占種となっていた。コパノミツバツツジをはじ

めとする野生ツツジ類は関西地方の二次林の代表種であり，

選移の進行にしたがって個体数や繁殖個体数が減少するこ

とが報告されている (Morimotoand Yoshida， 2005)。本調査

地においても，落葉広葉樹林プロットとコジイ優古林のプ

ロットの問で，モチツツジの侭体数は個体数自体が少なく，

設があまりなかったものの，コパノミツバツツジやネジキ

はコジイ僚占林プロットで個体数が激減していた。またこ

れらの樹種は，落葉広葉樹林プロットにおいても SL100 cm 

以下の~体数は少なく，サイズ構造は一山製となっており，

実生定義がほとんど行われず衰退していく様子が示されて

いた。鈴木ら (2000)は植栽したミツバツツジ類の天然

実生が半日陰のコケ群落か裸地でしかみられないことを

報告している。また，森本ら (2003)は，さまざまな環

境下へのコパノミツバツツジとモチツツジの藍嬬きによ

り，林内のコケ上の実生は成長が悪いものの生存率がもっ

ともよく，落ち葉上では発生した実生がすべて一葉を展開

しないまま枯死したことを示している。また，ツツジ科

のネジキの種子もコパノミツバツツジやモチツツジの穂

子と向掠な 0.5~15 mm程度の微細な風散布型種子となっ

ている(石111，1994)。小さな種子由来の実生は，落ち葉

上では安定した根系を発達させることができないことか

ら，物理的に埋もれたり，生理的に乾燥したりしてうま

く定着できないことが指摘されている (Christyand Mack， 

1984; Lusk， 1995)。落葉広葉樹林プロットでは，燃料革命

前には樹木の伐採と同時に落ち葉かきが行われていたが

(松ヶ IIJ奇妙法保存会，夜、信)，現在では伐採や落ち葉かき

は行われず，林床にはアベマキやコナラの落ち葉がたまっ

た状態になっている。落葉広葉樹林プロットの下層を特

徴づけているコパノミツバツツジやネジ今といった落葉

性のツツジ科の樹木は，.l-j、前伐採や落ち葉かきが行われ

ていたころに吏新したものであると考えられた。

2. ~霊移進行に伴う種多様性の変化

多様度指数は種の豊富さとともに均等度を反映してい

る。落葉広葉樹tfプロット，コジイ{憂占林プロットとも

小さなサイズクラスではコジイ，アラカシといった選移

段階後期に現れる重力散布型の常緑広葉樹が非常に多く

なっていたことから，サイズが小さくなるほど多様度指

数が低下する傾向がみられた。しかしながら落葉広葉樹

林プロットでは，コジイ優占林プロットに比べ多様度指

数の低下が小さかった。落葉広葉樹林プロットでは，小

さいサイズクラスにおいてソヨゴやタカノツメといった

烏散布製の樹木がコジイ優占林よりも多くみられた。選

移進行途中の落葉広葉樹林プロットでは，重力散布型の

常緑広葉樹の増加とともにこのような烏散布製樹樟の移
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入・定着が起っているため，多様性の減少度合いが少なかっ

たことが考えられた。コジイ優占林フ。ロットでは， f援温帯

常総広葉樹林のギャップ指標種とされる鳥散布型樹種のク

ロパイ (Nakaand Yoda， 1984) もみられなくなっていた。

SL 100 cm 以上のサイズクラスでは，落葉広葉ー樹プロッ

トとコジイ優占林プロットの多様度指数はほぼ同じであっ

た一方で，麓構成は異なっていた。種多様性は空間スケー

ルに応じて，ある一つのサイトの種多様性 (α 多様性)， 

対象とするすべてのサイトを含んだ多様性 (y多犠性)， 

サイト開での種多様性伊多様性)に分けられる(Iρreau，

2000)。落葉広葉樹林プロットとコジイ優占林プロットの

SL 100 cm 以上のサイズクラスの種多様性は， α多様性は

ほぼ同じであるが， β多様性が高いといえる。しかしなが

ら，アベマキやコナラといった落葉広葉樹林において上層

を占める樹種や，コパノミツバツツジやネジキといった落

葉広葉樹林の下躍を特徴づけていた樹積は，落葉広葉樹林

プロットの小さなサイズクラスではほとんどみられなかっ

た。もしこのまま落葉広葉樹林が放置され遷移が進行すれ

ば，これらの樹種が衰退し，しだいにβ多様性が低下する

ことが容易に予測される。さらに，コジイ優占林の小さな

サイズクラスでは，コジイ，アラカシといった選移後期段

階に現れる常緑広葉樹がほとんどを占め，コパノミツバツ

ツジやネジキをはじめギャッブ指標麓であるクロパイの定

着もみられなかった。こうしたことからコジイ優占林では

α多様性もしだいに低下すると予測された。地域全体の種

多様性 (y多様性)の維持のためには，落葉広葉樹林を維

持し，コパノミツバツツジやネジキを含む低木，落葉性，

風散布型樹麓の定着・維持を促すような機会，たとえば落

ち葉かきや萌芽更新を促すなど何らかの撹乱を伴った施業

が必要であると考えられた。

本研究の宝ヶ池丘陵林J1 1での ID~JiEは，京都市かられ司をいただい

て行った。松ヶ崎妙法保存会の皆絡には，本研究の初恋地の履般に

ついてJ.'J:ill:な情報をいただいた。また，調ゴtEを行うにあたっては，

京都府立大学森林植生学研究室の母様にご協力をいただいた。京都

大学大学院j災学研究科森下和路氏ならびに 2人のJiE読者には，本論

文に対して災1li:なご意見をいただ、いたO ここに記して原く鈎l礼申し

上げます。なお，本研究は，科学研究~.~補助金「都市近郊二次林の

選移送行がブナ科樹木の分散パターンに与える影響の解明J(研究課

題呑号 21880042研究代表者:王1'-111貴美子)の一部を使用して行った。
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