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特集 菌類・植食者との相互作用が作り出す森林の種多様性

Janzen-Connellモデルの成立要因の検討

今埜実希 1・清和研二 2

i宮城県林業技術総合センター・ 2東北大学大学院農学研究科

The validity ofthe Janzen-Connel1 model in the maintenance oftree species diversity 

Miki Konno1 and Kenji Seiwa2 

lMiyagi Prefecれu'・alForestrγResearch Institute， 2Graduate School of Agricultural Science， Tohoku University 

要旨 Janzen-Connell (J-C) モデルは、森林の種多様性を説明するモデルの一つで、「群集内の多くの樹種において撞特

異的な天敵が密度依存的な死亡を引き起こすことによりそれらの共存が促進されるJというものである。このモデルは

熱帯を中心、として検証されてきたが、近年では温荷でも検証が始まってきており、多くの実証例が報告されている O し

かし、 J-Cモデルの検証は単一様穂や種子・実生段階のみで、行われたものが多く、さらに天敵の種特異性について検証

した例は極めて少ない。本論では、(I)一つの林分に共存する複数種で同時に J-Cモデルが成立するか、 (2)病原i*iや

植食者に種特異性はあるのか、あるとすればどの程定か、 (3)J-C効果はどの位の生活史段階まで、持続するのか、につ

いて、実証倒を挙げながら紹介し、 J-Cモデルの成立要注lについて議論する O

キーワード・距離依存的死亡、密度依存的死亡、種多様性、犠特異性、病原菌

はじめに

森林群集において樹木の種多様性を決定する要因はそ

の空間的スケールによって異なり、谷や尾根など異なる

環境を含むような広いスケールでは、水分や栄養塩など

の資源量;に依存して種の分布が決まり、地形の複雑さが

多様性に影響する (Weiheret al. 2004) といわれている。

さらに狭いスケールの資源量の異質性を伴わない小さな

空間においても複数の樹種が共存し (α 多様性)、熱帯低

地林ではわずか 1haの中に 300種以上もの樹木が共存し

ているところもあり、その種多様性維持メカニズムにつ

いては多くの仮説が提唱されている O その中でも、これ

までの研究では、地形や資源量のヘテロな分;(11に伴うニ

ッチの分化(たとえば Grubb1977 ; Connell 1978 ; 

Denslow 1987 ; Chesson and Huntly 1997) など、光や水分、

栄養塩などの非生物的な環境への樹木の応答'生の違いか

ら種多様性が説明されることが多かった。

近年では、非生物的な環境だけではなく、植物:病原菌

や昆虫・ 11自乳類などの生物が樹木の分布パターンの形成・
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動態に大きく関わっていることが明らかにされつつあり、

Wright (2002)はその総説の中で JanzerトConnel1model (以

下 J-Cモデル)が熱帯林の種多様性を説明する重要な仮

説であることを指摘している。 J-Cモデルとは、種多様性

を説明するモデルの一つであり、「種特異的な天敵が、同

種の成木近くや同種の種子や実生の密度が高いところで、

子個体の新規加入を減少させ、その種の後度が低下する

ことによって形成された空間に他の穂が更新することで

森林の種の多様性が促されるjというものである(図 1; 

Janz巴n1970 ; Conn巴111971) 0 このモデルは、これまでに

熱帝を中心として検証され、多くの樹木種において、種

子や実生は母樹の近くに分布するほど、または高密震で

分布するほど、病原菌や昆虫や草食動物などの植食者に

よって加害され死亡することが報告されている (Gilbert

2002， 2005 ; Marquis 2005 ; Massey et a1. 2005など)。

J-Cモデルで種多様性を説明するには

何を明らかにする必要があるか

近年、温苦林においても、種子や実生の密度が高いほ

ど死亡率が高いこと(密度依存的な死亡)や母樹からの



今埜実希・清和iiJf二

るのか、については、熱帯林.i昆帝林を問わず知見がほ

とんどない。そこで、本稿では、 ヒ記の 3点を検証する

ために行った野外播種試験、室内接種試験および大面積

プロットにおける個体群動態・構造調査の結果を招介し、

種多様性維持メカニズムにおける J-Cモデルの成立要割

について議論する。
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J-Cモデルの成立要因

一つの森林群集に共存する複数種でのJ-Cモデルの成立

J-Cモデルは、一つの森林群集内において共存している

複数種で同時に J-C効果(種特異的な天敵によって、成

木からの距離や子個体密度依存的に成木と同種の子個体

が死亡すること)が作用することによって初めて種多様

性維持を説明するものと考えられる O ある樹種の成木下

で!司被の子個体が死亡してできた空間に他種の子個体が

定着するといったことが、一つの森林群集内の多くの樹

種で同時に起きて初めて多種の共存が期待されるからで

ある。しかし、これまでの研究は、一つの林分において、

ある特定の!樹種についてこのモデルを検証したものが

ほとんどであり、|可ーの森林内で複数種を対象とした研

究は熱帝で数例 (Augspurger1984 ; Augspurger and Kel1y 

1984) あるにすぎない。

熱帯・温帯を通じて、樹木の種子や実生は病原ï~íや昆虫、

11r1詳し類など様々な外敵(天敵)に加害され、その加害の

様式は天敵の樟類によって異なることが報告されている。

例えば、見虫 (Maetoand Fukuyama 1997 ; Wada et al 

2000川知quis2005) や11m乳類 (Akashi1997 ;τomita et al 

2002 ; Si1man et al. 2003 ; Wyatt and Silman 2004) などは

密度あるいは距離、あるいはその両者に依存性を示すO

一方、病害による死亡率を調べた研究では、密度依存的

な死亡を報告しているもの (Bellet al. 2006 ; Freckleton 

and Lewis 2006) と、密度よりも成木からの距離が重要で、

ある (Augspurgerand Kelly 1984 ; Packer and Clay 2000 ; 

Masaki and Nakashizuka 2002 ; Tomita et al. 2002 ; Gallery et 

al. 2007tヲ;Seiwa et al. 2008) とする報告がある。これは、

自然偶休群の調査において、それぞれの天敵の加害様式

(帝度依存性 vs.距離依存性)を区別できなかったためと

考えられる O したがって、両者を分けて評価するためには、

距離と密度を独立にして両者の相対的な重要性を明らか

にできるような野外操作実験が必要である (Clarkand 

Clark 1984)。

そこで、筆者らは、どのような天敵の加害様式により

実生の死亡が引き起こされるのか、さらに J-C効果が複
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図1. Janzen-Connellモデル (1970: p.502) 0 親から離れるにつ

れて、単位而積あたりの種子や実~tの数(1)は急激に減少

する一方で、散布された種子や実生が、成木になるまでに種

特典的な捕食者から逃れて生き残る可能性 (p)は精力iIする。

Iとpから割り tHされる倒休群補充IIlI線 (PRC:population 

recruitment curv巴)は、~ðl，からPì!tれたjiJ所でピーク値をとり、

そこでの新規!茨木の<'il現の可能性が最も向くなる。(Janzen

(1970) を参照)。

距離が近いほど死亡率が高いこと(距灘依存的な死亡)

がいくつかの種で報告されており、温帝林における J-C

モデルの成立が示唆されてきた (Strenget al. 1989 ; Jones 

et al. 1994 ; Shibata and Nakashizuka 1995 ; Akashi 1997 ; 

Hoshizaki et al. 1999など)0 Lamber・set al. (2002) は、 ijz

帯林における諦査と、これまで世界中の広い地域で得ら

れた実生・稚樹のデータを再分析することによって、密

度依存的な死亡は、熱帯林・温帯林を向わず、かなり広

い範囲で見られる現象であることを示唆している。しか

し、温帯では、密度・距離依存的な種子・実生の死亡を

引き起こす死亡要因を明らかにした研究 (Akashi1997 ; 

Packer and C1ay 2000) は少なく、さらに、その結果生じ

る種子・実生の分布パターンの変化までを明らかにした

研究 (Packerand Clay 2003 ; Masaki and Nakashizuka 

2002; Tomita et al. 2002; Seiwa et al. 2008) は極めて少ない。

また温帯・熱帯を問わず、穂子から実生、そして稚樹に

かけての生活史段階に伴って、病原菌や植食者などがど

の程度のサイズになるまで影響し続けるのか、その結果

どのように分布パターンが変化するのかは、まだほとん

ど十余証されていない。

このように J-Cモデルが種多様性の維持メカニズムを

説明するよで重要だと認識されつつあるが、その重要な

成立要件のいくつかは、これまでほとんど検証されて来

なかった。特に以下の 3点、(1)一つの森林で共存する

複数種で J-Cモデルは成立するのか、(2)天敵に穂特異

性はあるのか、 (3)J-C効果はどの発達設階まで持続性す
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数種で作用し森林群集内で普遍的に機能しているかを確

かめるために、 j晶帯の落葉広葉樹林に共存する 8接、ウ

ワミズザクラ (Prlll1l1Sgrayana)、ミズキ (COI・1111S

cOl1troνersa)、アオダモ (Fraxil1l1s{al1ugil1osα)、ホオノキ

(Magl1o!ia obovata)、イタヤカエデ (Acer1110110)、ブナ

(Fagus crel1ata)、クリ (Castal1eacrenata)、コナラ (Querclls

serrat討を対象として野外矯種試験を行った (Yamazaki

et al. 2009) 0 8種それぞれの種子を同種成木のi直下(近距

miOとそこから離れた他種成木直下(遠距離)それぞれ

に密度を変えて高努度区と低密度l互に種子を播き、芽生

えた当年生実生について、その死亡要因と死亡率を調べ

た。また、醤類の活動条件や病原菌による実生の死亡率

は光環境に大きく左右されるのではugusperger1984 ; 

Hood et al. 2004)、距離間の光環境のバラツキを小さくす

るため、近距離と逮甑誕生の調査枠は、明るいギャップを

外し樹冠下に配置したc その結果、 8穂rfJクリとコナラ

を除く 6f:重(ウワミズザクラ、ミズキ、アオダモ、ホオ

ノキ、イタヤカエデ、ブナ)において、当年生実生の死

亡率が成木からの距離が近いほうで低く(距離依存的な

死亡)、そのうち 3種で、は高密度区の方が高かった(密度

依存的な死亡) (図 2)。いずれの種においても、実生の

主な死亡要問は、病原菌やげっ歯類などの生物的要因で

あり、また、それらの加害率は成木からの距離が近く密

度が高いほと守高かった。これらの事実は、上記落葉広葉
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樹 6種の実生の死亡は詑荷!tおよび密度依存的な病原菌・

植食者ーの加害によるという事を示している O これまでも

成木からの距離および箔:度依事的な病原菌や虫害による

実生の死亡が、イタヤカエデ、ミズキ、ウワミズザクラ

でもすでに報告されている (Maetoand Fukuyama 1997 ; 

Masaki and Nakashizuka 2002 ; Seiwa et al目 2008)。このよ

うに、日本の冷漁帯の広葉樹林に普通にみられる多くの

樹種で、同時に J-C効果が作用するならば、それぞれの

成木下では同種の実生の死亡確率が高まり、その代わり

に他稜の実生の更新が期待され、ひいては種の多様性が

創出されると考えられる。

上述したように、病原菌による実生の死亡率は、特に

親~.三の下で高い。この傾向は広く北米や熱帯でもよく知

られており、筆者らの野外播接試験でもウワミズザクラ、

ミズキ、アオダモ、ホオノキの 4種でl司様の傾向が見ら

れた。しかし、このような距離依存的な病原躍の加害が

どのようなメカニズムによって引き起こされているかは、

まだ推測の域を出ていない。これまでの考え方を整理す

ると次のようになる。すなわち、成木の林冠下では、成

木から遠く離れた所より、 の種子が落下するため

(Houle 1992 ; Masaki et al. 1994 ; Clark et al. 2005)、穂子

や実生を餌資源とする土壌病原菌が繁殖しやすい。また、

菌類の佐代交代は宿主である樹木より圧倒的に早いので、

長い期間に渡って穂子が供給されると次第に宿主値物に
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適応して、林冠下の種子や実生への病原力を高めていく

のではないかと考えられている (Packerand Clay 2004 ; 

Seiwa et al. 2008) 0 このことは、偲体サイズが大きく樹齢

の高い個体の下ほど実生の死亡率が高くなる (Packerand 

Clay 2004 ; Seiwa et al. 2008) ことからも伺われる O この

ように、成熟した樹木の下では向種の種子や実生への攻

撃力を強めた土壌病原菌が高密度で存在するようになり、

実生の死亡率を高めているものと考えられている (Gilb巴rt

2002，2005)。

また、野外播撞試験では実生を加害する病原菌は 1種

類ではなく、複数の病原菌(粧軌を加害する立ち枯れ病躍、

葉の病原菌など)が観察された。さらに、立ち枯れ病が

雨期に蔓延して発芽i直後の実生を死亡させ、その後に葉

の病害が発生し、立ち枯れを免れた実生の多くも死亡す

るという、病原菌の季節的な活動性の違いも見られた。

これらのことから、土壌病原菌(立ち枯れ病躍など)や

葉を加害する病原菌の分布や活動性などの森林における

不均一性が樹木種の J-Cモデルの成立を促しているもの

と考えられる O 複数の病原菌の相乗的な効果や相対的な

重要性についても今後研究する必要があろう。

さらに、野外播種試験で、は複数種を比較することによ

って、樹種によって主な死亡要|設が異なることを明らか

にした(図 2)0その違いには種子のサイズが大きく関与

していることが示唆された。比較的小さな種子を持つウ

ワミズザクラやアオダモでは病害が主たる死亡要因であ

り、一方、大きな種子を持つクリやブナでは主にアカネ

ズミなどのげっ歯類の食害が死亡を引き起こしていた。

中間的な種子サイズをもっホオノキでは、病害とげつI虫

類による食害によって死亡する割合がほぼ同じであった。

このように種子が大きい種ほどげっ歯類による死亡が多

くなる傾向は、げっ歯類が大きな種子(堅来類)を選択

的に捕食するために生じたと考えられる(Jensen 1985 ; 

Seiwa and Kikuzawa 1996 ; Ostfeld et al. 1997)。げつI器類は、

種子が発芽し上IJfj!油が地上に出現した後でも、子葉を掘

り起こして食べると同時に上粧取11ないし下)Jfj!jllJも切断す

るため、実生の死亡率が高かったのだろう。また、種子が

大きい種の実生の病筈が少なかった要国としては、病害が

発生する以前 (5 月下旬~6 月中旬)にげっ歯類の食害

によってほとんどの実生が死亡したことが考えられる。

一方、ブナとクリの 2種におけるげっ歯類の加害パタ

ーンは誼離依存性が見られ、成木からの距lillEが近いほど

食害される傾向がみられた(図 2)。この結果は、密度依

存性が報告されているこれまでの研究結果 (T0111itaet al 

2002) と一致しない。げっ歯類、特に森林で個体数の絞
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も多い Apodell1l1s属のアカネズミ (A.speciosus) やヒメネ

ズミ (A.正IIgentells) の移動能力を考えると、本研究で設

定した高密度思と抵密度区のコドラートの|旬IW(!I (1111)が

近すぎたことが、密度による食害の違いを検出できなか

った原因かもしれない。さらに、調査を笑施した年は大

きな種子を持つ樹穣の結実が少なかったため、ネズミな

とεの:trli食者にとっての餌資源が周辺に少なかったことも

高い捕食圧に繋がった可能性がある O また、イタヤカエ

デでは、これまでに、成木から落下する昆虫によって成

木近くの実生が枯死することが報告されているが (Maeto

and Fukuyama 1997)、我々の研究においても虫答が主要な

死亡要因として観察されたものの、距離や密度依存性は

検出されなかった。移動能力があり、前年の種子生産に

個体数が左右されるようなげつj\jfi~ll~ ゃ昆虫類による加害

様式を明らかにするためには、種子生産および天敵の倒

体iTr密度の年変動を考慮して複数年にわたる調査を行う

必要があると考えられた。

8穂の中で唯一、コナラは J-Cモデルの予想、とは逆のパ

ターンを示し、同種IJX:木に近いほど生存率が高くなった0

8月時点に許iWJした相対光量子東?を度 (rPPFD) は成木か

らの距離が近いほうがi向かった (Yal11azakiet al. 2009) 0 

また、コナラの成木の展葉時期jは実生や他種の成木の展

業時期jよりもおよそ 1ヶ月遅かった (Yal11azakiet al. 

2009)。温帯林では、林冠水の展葉よりも17lAく発芽する実

生が、林冠が閉鎖する前に多くの光量を獲得でき、病虫

主主:が少ないことが幸Riffされている (Seiwa1998)。コナラ

の実生は、 i可種成木近くで春先の光をより多く干IJ)日でき

るので、生存率がiおくなった可能性が考えられる。 jjii;fii; 

の落葉広葉樹林においては、 J-Cモデルの適用を検討する

上で、階層間の開業タイミングの違いも考慮する必要が

あるだろう。

また、ヰζliJfヲEでは、ブナ科の3t重(ブナ、クリ、コナラ)

において距隊依存的な死亡が他の樹穫によヒベ強く見られ

なかった理由として、ブナ利樹木に一般的な外生菌根菌

による正の影響を受けていた可能性が考えられる。成木

の閤りには多様な働きをする菌類群集が共存しており、

病原臨として同種実生を力11害する菌類がいる一方で、、|百l

槌実生と共生関係を築き、その実生の定着をJ:!)Jける街類

も存在する (Hoodet al. 2004) c 例えば外生菌根在、J(土、宿

主植物のリンや窒素の吸I1又を促進し、宿主植物の根を病

原菌から守ることで宿主の成長や生存率を増加させる

(Sl11ith and Read 1997) 0 令j長i滑に分布する樹種の I:IJでは、

ブナ科、カバノキ科、マツ科などの実生が外生iii根閣に

感染して実生の定着が促進されること(奈良 1998) がよ
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く知られている O ブナ科の移f;j三では、成木の根に!惑染し

ているi副長蕗が実生への感染源として重要であることが

報告されており Oshidaet al. 2007)、成木の近くの方が成

木から離れたj易所より実生の生存や成長を促進する可能

性が考えられる O 今後は、病原瑳iだけではなく共生菌も

含めて宿主植物と菌類のキ13立作用が樹木の動態に及ぼす

影響を誠ベる必要があるだろう。

野外播種実験では、生物的要因によって距縦や宮、!支に

依存した死亡が生じ、J司 C効果(種特異的な天敵によって、

成木からの距離や子館体密度依存的に成木と同種の子似

体が死亡すること)が1洋条内の複数種で同時に成立する

ことが示唆された。しかし、一方で、これからの課題も

見えてきた。特に種子サイズや開業タイミングなどの俄々

の種の生活史特性、さらには共生菌との相互作用などが

J-C効来にどのような、またどの程度の影響を与えるのか

としミったことを設理することが、今後重要だろう O

重姿である (Gilbert2005 ; Bell et al. 2006 ; Freckleton and 

Lewis 2006 ; Seiwa et al. 2008) 0 しかし、天敵の種特異性

については、熱情における昆虫の事例が中心であり

(Janzen 1970 ; Coley and Barone 1996 ; Marquis 2005)、距

離や密度依存性を調べた研究はあっても、 1tl2種との加害

を比較した研究は緩めて少ない。特に、種子ーヤ実主主の

重要な死亡安田である病原菌については、野外側体訴で

はさまざまな病害が{jj:発しており、病原菌の特定の関空lt

さから (Garcia-Guzmanand Dirzo 2001)、そもそもどのよ

うな病原菌が種子や実生の死亡に関わるかについての知

見が非常に少ないのが現状である (Gilb巴rt2000， 2005) 0 

そこで、官官述の播種試験(図 2) において、病害による

死亡率が成木からの距離が近いほうが高かったウワミズ

ザクラ、ミズキ、アオダモ、ホオノキを対象に、感染率・

致死率(!感染した場合の死亡ヰ0・死亡率を近距離と遠距

i維で比11妥した(関 3)。

その結果、それぞれの種の尖生において複数の病害が

天離の種特異性 問時に見られた (Yamazakiet al. 2009)。主嬰な 4種類の

一個体の!茨木の樹冠 iぐには、複数種の種子や実生が混 病害の感染率・致死率は、その何れかまたは両方が遠sIT

在しているのが一般的である。そのため、成木下で同種 雄より近距離(成木下)の方が高くなった(凶 3)0つまり、

よりも他種の実生が定着し更新するには、天敵が同種の 成木の iごでは強い感染力や毒性を発達させた病原龍が分

種子・実生を選択的に加害するという条件が必要である O 布し、実生の死亡を引き起こしていると考えられた。一

つまり、 J-Cモデルが成立するためには天敵の種特異性が ガで、複数種の死亡実生からは、宿主範l翠が広い多犯性

323 



今i在実希-清和研二

の病原菌が数種分離され、分除菌株のうちの数種は 2~

7種の死亡実生から共通して分/)J!Eされた (Yamazakiet al 

2009)。この結果は“特異的な天敵(病原、商)が実生を加

害する"という J-C モデルの予測とは、一見、十I~I 反する

ものであった。

一般に多くの植物病原菌 (Pyth;UllhPh)'tophthora、

Fusar;ul11、Rhizoctoniα属菌など)は多くの宿主積物を加

答することが知られている (Agrios2005 ; Augspurger and 

Wilkinson 2007)。例えば、 Pythiwl1属菌は病原菌 l種につ

き 1~6 植の樹木の実生に立ち枯れ病を引き起こす多詑

性病原菌であり (Augspurgerand Wilkinson 2007)、さらに

森林群集内でも株々な場所に広く分布する (Kurtet al. 

2005 ; Augspurger and Wilkinson 2007) ことが報告されて

いる。しかし、病原菌が宿主特異性を持たずに密度に依

存して子個体を加害するならば、同種成木から近く子{同

体密度が高い場所では、 i也穣の子個体も加害されてしま

うだろう O それでは、病原閣は樹木の多様性維持には貢

献しないのだろうか。

近年、殺夜、i剤や分子生物学的手法を!日いて病原菌の空

間分布や病)Jf(tl:について調べた研究が徐々に増えつつあ

る。|可i'lTf.]j茂木近くやi可極成木が優占す一るij詰所では、その

種を加害する病原菌が分布ーするために種子や実生の死亡

守主カ)~jいことや (Packcr and Clay 2000 : Hood et al. 2004 : 

Kotanen 2007 : Gallery et al. 2007a、2007b)、特定の種の実

生への感染回数が増すほど(つまり感染涯が長いほど)

そ の種への病原力が強くなったり (Packerand Clay 

2004)、その種を選択的に加害するようになったりするこ

と (Kotanen2007 : Gallery 2007a ; Seiwa et al. 2008)が見

出されている。これらの事実から、菌類がある樹種の成

木下で同種個体に感染を繰り返しているうちに局所的に

成木と同種の子個体に感染しやすい菌類が分布するよう

になるか、または病原性の強い株が出現するなどして、

同種成木下に他積成木 Fよりも向種の子倒体にとって病

原性の強い~ïがより多く分布するようになることが考え

られる O もし、ある病原葡の病原、性が感染履歴によって

異なるならば、 J-Cモデルで予測されるような距離や密度

に依存した死亡を引き起こす可能性があるだろう。

革本群集では、複数の宿主を持つ病原菌は、より頻繁

に感染していた宿主植物に対して特化するために、問じ

種類の病原閣であっても、それまで感染していた宿主に

よって宿主植物に対する病原性(感染力や毒性)が異な

ることが明らかとされている (CapeIleand Neema 2005 : 

Sicard et al. 2007) 0 しかしながら、これまでの森林群集で

の研究は、感染履歴が同じ(つまり宿主由来が l種類の)
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病原菌について、同種や他穣の種子・実生に対する病原

性を調べた研究 (Packerand Clay 2000， 2004 ; Kotanen 

2007 : Seiwa et al. 2008)が中心である O 草木17手当ミと森林

群集では若手築構造や宿主植物の寿命、分布パターンなど

が異なると考えられるが、森林群集においても草本i洋集

で見られたように、宿主範 1'111 の広い病原ï~îの病原性の分

化が生じ、成木の近くと遠くに分布する病原菌の病原性

が異なることで生存率に差が生じるのかは解明されてい

ない。この開題について筆者らは、 Colletotrichul11属菌を

用いてさらに詳細な検討を行った。

Colletotrichu/1l属菌はブナなど多くの落葉広葉樹の実生

の立ち枯れ病を引き起こすことが報告されている (Sahashi

et al. 1994， 1995 ; 吉田 2002)。前j述込の町野，外J嬬詰制干種重軒z試試式式!験!
落葉]仏広L広-葉樹 8種中 4韓(ウワミズザクラ、 ミズキ、アオ

ダモ、ホオノキ)で同種から離れた他種成木下よりも同

種成木直下で実生の病原菌による死亡率が高く、それら

の実生からは共通の病原菌 Col!etotr;chulI1sp.が高頻度で

分離され、その分離頻度は他種成木下よりも同種成木下

の実生からの方がiおかった (Yamazakiet al. 2009)。した

がって、 Col!etotrichul11spは複数樟の実生に感染し死亡

を引き起こすものの、 i可種IJX;木下で病原性が強いことが

予ijl!Jされる。

そこで、筆者らはや}極成木ドで立ち枯れ病により死亡

したアオダモ、ウワミズザクラ、 ミズズ、キ、ホオノキそれ

ぞぞ‘れの実f生i主tから Col!たetωotrich灼1η11仰JI1η1S叩p.のl閣2笥i株を分i削}l現羽1/点li伺し、 アオ

ダモとウワミズザクラの実生に接種試験を行った (Konno

et al. 201 J)。その結果、 Ii1J種実生から分離した菌株の病原

力が最も強い傾向が見られた。したがって、

Col!etotrichll/1l sp は森林内に広く分布しているものの

(Sahashi et al. 1994， 1995)、その病原告tは一様ではなく、

異なる樹種の樹冠 fで異なる宿主植物に感染するため、

その分布場所や感染していた宿主によって病原性が異な

る可能性が考えられる。樹木の樹冠下という局所的な空

間スケールで病原蔚がある宿主植物に適応し選択性を獲

得するには、樹冠下という限られた範聞に宿主植物が分

布するだけではなく、病原菌の分散範問も眼られること

が重要である (Burdon1991 ; Thrall and Burdon 1997 ; 

Gi1bert 2002) 0 Col!etotrichul11属菌は擢病葉I:jJで分生子層

に付組した分生子が越冬して翌年の感染源になることが

知られており (Sahashiet al. 1995 : Buchwaldt et al. 1996 ; 

Yoshida and Shirata 1999a， 1999b ;古出 2002)、閉じ場所で

病気の感染が繰り返して起こると推測される O 病原龍は

しばしば野外個体群において複数種に感染するが、

Colletotrichul11属菌のように分散制限がある場合には、羽三
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定の宿主植物が多い場所で局所的にその穣への病原性を

増すことによって、成木からの距離に依存して種子や実

生の死亡率が高まる可能性があるだろう。

Janzen-Connell効果の持続性

種子や実生・稚樹の段階は樹木の生活史の中でも個体

数が大きく変化する時期であり (Cavers1983 : Harcombe 

1987 : Schupp 1988 : Seiwa and Kikuzawa 1996)、この時期

の僧体の空間分布パターンの変化はその後の成木の分布

を決定する上で最も重要だと考えられている (Bazzaz

1991)。また、一般に樹木は長い生活史の中で、種子や実

生段階では菌類や植食者が大きな死亡要国となり、稚樹・

幼木になるにつれて、光量、土壌環境などの非生物的な

要因がその成長や生存に影響を及ぼすことが指摘されて

いる (Nakashizuka2001)。このような背景をもとに、 J-C

モデルの検証もその多くは種子や実生段階を中心に行わ

れてき t:.o しかし、 Clarkand Clark (1984)やNathanand 

Casagrandi (2004) は、生育初期段階のみを対象とした短

期間の研究では親木fす近の子個体の死亡率を過小評価し

てしまう可能性が高いことを指摘している O

当年生実生以上の生育段階の個体について距離・密度

依存的な死亡を明らかにした例は、熱帯林 (Hubbellet al. 

1990: Gilbert et al. 1994) と、 j昆帯林における数例 (Masaki

and Nakashizuka 2002 : Packer al1d Clay 2003 : Seiwa et al. 

2008) のみである。このうち、 Gilbertet al. (]994) と

Seiwa et al. (2008) は、成木と共通する病害が稚樹にも発

生し、成木に近く稚樹密度が高い場所では成長率が悲く

死亡率が高いことを明らかにしている O

そこで筆者らも、宮城県ー桧山の大面積試験地 (6.0

ha) に生育している落葉広葉樹ミズキの空間分布パター

ンと成木と子倒体との分布相詞について、生育段階に i'l~

う変化を解析した。その結果、ミズキの子個体は成木か

ら離れた分布パターンを形成していくことが明らかにな

り、距離や密度に依存した死亡が種子・実生段階だけで

なく稚樹・ :i-1J木段措まで持続することが示唆された(山

崎ほか未発表)。ミズキの実生や稚樹では成木と共通の

輪紋葉枯れ病が発生しており、成木に近いほど感染率が

高かった。このような成木由来の病害が、成木だけでは

なく実生や稔樹にも加害するならば、 J-C効果はより長期

間持続して分布パターンの形成に大きく影響する可能性

がある O しかし、樹木の生活史段階によって樹木の成長

や生存に作用する要国やそのメカニズムは奥なるといわ

れている。特に光量や栄養塩濃度、水分などの非生物的

な環境要因 (abioticfactor)は、実生よりも稚樹、稚樹よ
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りも成木といったように生育段階が進むにつれて、個体

の成長や生存への影響が大きくなると考えられる

(Nakaslヨizuka2001 : Tomita et al. 2002 : i青和 2005)。ミズ

キにおいても、実生段階では光量や水分環境の違いによ

る生存・成長率の差は検出されず、稚栂段階では明るい

環境ほど生存率が高い傾向が見られた(山崎ほか未発

表)0J心効果が生育段階後期(稚樹レベル)まで持続す

ることによって不均一な稚樹パンクの分布を形成するこ

とは示唆されたが、 J-C効果のような生物間相互作用だけ

では倍々の樹種の分布パターンの形成や共存メカニズム

を説明できないと考えられる。つまり、森林における種

多様性の維持には、生物間相互作用や非生物的環境の不

均一性など複数のメカニズムが複合的に作用し、また、

それぞれの栢対的重要性は生育段階で大きく変化してい

る可能性がある O

したがって今後は、個々のメカニズムを個別に調べる

のでなく、複数のメカニズムについて、どの生育段階で

どのようなメカニズムがどの程度重要なのかを明らかに

していく必要があるだろう。
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