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外来樹木ニセアカシア河畔林への在来木本種の定着

ーエノキとヌルデを例に-

黒河内寛之*，1

1東京大学大学院農学生命科学研究科

侵略的外来樹木ニセアカシアの優占する群落内に，他樹種がいつ定着し，どのように成長するのかについての知

見を得るために，長野県千曲川中流域の大規模なニセアカシア林内にて，ニセアカシア以外の木本植物の定着有無
および定着過程を調査した。 3カ所のニセアカシア河畔林内(計3.600m') を調査したところ，ニセアカシアは728
個体確認され，ニセアカシア以外に 6科 6属 6種265個体の木本植物が確認された。特に，エノキは19個体，ヌル
デは229個体と比較的多くの個体が定着していて，この 2穫について定着過程を解析した。先ず，エノキの樹高成
長を年単位で調べたところ，樹高 1mになるのに 2~3 年必要で，これは周囲のニセアカシアと同程度であった。
さらに，樹齢分布を調べたところ，エノキとその周囲のニセアカシアとの樹齢階級は同程度であった。これらから，
初期成長が早いエノキは，ニセアカシアが倒木や伐採などの撹乱を受けた際にニセアカシア林内へ定着できたと推
測される。一方，ヌルデの水平根の追跡から 3つのジェネットが確認され，大部分のヌルデはいずれかのジェネッ

トからのラメットであった。また，樹長成長解析から，ニセアカシア林内のヌルデは樹長 1mになるのに 3~6 年
必要で，成長が悪かったO さらに，樹齢解析からニセアカシア林内のヌルデは若い個体が多かった。これらから，
ヌルデは，ニセアカシア林冠下で成長は悪いが，水平根由来の栄養繁殖能によりニセアカシア林内での個体数維持

を可能にしたと推測される。
キーワード:ニセアカシア，外来種，在来種，エノキ，ヌルデ

Hiroyuki Kurokochi : Establishment of native species， Ce目的 sinensis and Rhus javanica， into Robinia pseudoacacia 

riparian forest. Japanese Journal ofForest Environment 54:101-106， 2012. 
In order to understand when住民 speciesexcept for Robinia pseudoαcacia巴stablishand how they grow in R. pseudoaca-

cia pure forests，出reestudy sites w巴reestab!ished in th巴R.pseudoacacia riparian forests along the Chikumagawa Riv巴rm

C巴ntralJapan. 265 trees of six woody species巴xceptfor 728 R. pseudoacacia tre巴sw巴redetected仕omthe study sit巴s.Es-

pecially， sinc巴numb巴rof two native sp巴cies，Celtis sinensis and Rhus jανanica， was 1紅ge，巴stablishmentprocesses of those 

two species were inv巴stigated.As the results of dendro巴cologicaland tree height analyses of C. sinensis， tree age class巴sof 

neighbor R. pseudoacacia and C. sinensis trees were similar and initial growth of C. sinensis was as rapid as that of R. 
pseudoacacia， indicating that C. sinensis佐eeswerl巴ableto b巴establishedin R. pseudoacacia riparian forests wh巴nan open 

area was formed after a for凶 tclear-cutting and/or fallen trees. As the results of d巴ndroecologicalanalysis and tracing hori-

zontal roots of R. javanica， most R. javanica佐官巴swere younger than 5 y巴arswith slow growth and each individual was 

belonging to either three genets connected by roots， suggesting that R. javanica trees were established even under the 

closed canopy of th巴R.pseudoacacia riparian forests because of their capacity of asexual陀 production.

Key words : Robinia pseudoacacia，巴xotictree species， native仕巴especies， Celtis sinensis， Rhus jaνanica 

1.はじめに

明治初期に日本へ導入されたニセアカシア CRobiniapseu-

doacacia)は有用樹種として歓迎されてきたが(上原， 1959; 

白井， 1993; Maekawa and Nakagoshi， 1997;日本生態学会

編， 2002;山田・真坂， 2007)，一部で本種の旺盛な繁殖力

による侵略的分布域拡大が問題視されている CChapman，

1935 ; Boring and Swank， 1984 ; Luken et al.， 1991 ; Maekawa 

叩 dNakagoshi， 1997 ; Vasilopoulos et al.， 2007 ; Kleinbauer et 

al.， 2010)。実際に，ニセアカシアを過去に導入した国々で

は，ニセアカシアは在来植生に対して侵略的であるという認

識の高まりとともに，本種の侵略性に着目した研究が近年増

えている CHolznerand Numata， 1982; Maekawa and Nakか

goshi， 1997;日本生態学会編， 2002;崎尾， 2003; Protopo-

pova et al.， 2006 ;山田・真坂， 2007; Mueller and Hellmann， 

2008 ; Kleinbauer et al.， 2010)。
一方で，在来木本種がニセアカシア優占林内に定着してい

ることが，植物社会学的手法を主に用いた研究により幾っか

報告されている。例えば，ニセアカシア人工林9林分の調

査から計27種の在来木本種を確認した研究(真坂・山田，

2008)や，河川上流のニセアカシアが優占する渓畔林の調査

から14種の在来木本種を確認した研究(崎尾， 2003)がある。

ニセアカシア林の現状や今後の変化を正確に理解するために

は，ニセアカシア林内の他樹種についての研究を蓄積する必

要があろう。また，ニセアカシア林内に定着可能な在来木本

種について，その定着過程を明らかにしていくことは，ニセ

アカシア優占林の林層転換が必要な場所(崎尾， 2003;谷

本・金子， 2004)において，低コストで，かっ効果的な樹種
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選抜に役立つ知見を提供できる。

今日，野生化したニセアカシアの大規模群落は，人間活動

とも密接に関わる河川中下流域で確認されることが多い

(Maekawa and Nakagoshi， 1997 ; Kurokochi et al.， 2010)。そ

こで，本研究では，河川中流域の大規模なニセアカシア河畔

林において，植物社会学的手法と年輪生態学的手法を用いて，

ニセアカシア以外の樹種の定着を確認した上で，それがいつ

定着し，どのように成長したのかを年レベルで追跡した。

2.調 査地

本研究では，長野県上田市~千曲市を流れる千曲川の河川

敷において，過去の空中写真および現地の間取りから30年

以上前からニセアカシア河畔林が広がっていた場所を特定

し， 3 個の調査区(調査区A~C) を設置した。なお，千曲川

流域だが， 2005年には流域にある河川内自然植生面積約

2，000haのうち約500haをニセアカシアが占めていた(千曲川

河川事務所， 2009)。また，千曲川流域のニセアカシア林管

理は主に河川管理上の安全確保であるため，高木のニセアカ

シア林が伐採され，伐採後は高木化が再び顕著になるまで放

置されていた。そのため，千曲川流域には伐採時期の異なる

ニセアカシア林が分布していた。

調査区A(1，800m') と調査区B(900m')は過去に河川管理

の一環として皆伐が行われており，調査区C(900m')のみ皆

伐記録が無かった(表1)。さらに，筆者らの先行研究で調査

区A~Cのニセアカシアの個体数・平均樹高・樹齢分布を既

に明らかにしており，調査区Aは22年生(1987年に普伐)，調

査区Bは21年生(1988年に管伐)，調査区Cは皆伐無しであっ

た(差是-1)。また，調査区A内では直径50cm以上の腐朽が進

行したエノキの倒木が 1本あった。

3.方 法

2008年 5 月 ~10月に，各調査区内に定着していた全木本

植物を佐竹ら (1989)に従い種同定するとともに，樹高が3m

以上か 3m未満かで、クラス分けした。調査区全体で，定着個

体数が10個体以上の樹種(以下，解析対象種)について，各

個体の立木位置をv巴rtexcompass (LS-25 : GISupply， Camp 

Hill， P A， USA) ，または 2mの測高ボールによる方形枠を

用いて記録した。

2008年12月 ~2009年 2 月に，解析対象種の地際音防、ら円

板を採取し，実体顕徹鏡下で年輪界の数を計測し，各個体の

樹齢を決定し定着年を推定した。

樹高が 3m以上に達していた解析対象種(エノキ:Celtis 

sinensis)については，無作為に 2個体選び，それらの主幹の

o m， 0.3 m， 1.3 m，以降 1m毎に樹高までの各部位から円

板を採取し，樹幹解析を行い各年の樹長を求めた(山田・村

松， 1967)。一方，樹高が 3m未満であった解析対象種(ヌル

デ:Rhus javanicα)については，全個体の樹長を測高ポール

で計-測した。

さらに，水平根を通じた栄養繁殖による分布拡大が知られ

ている解析対象種については，地面を掘ってラメットが水平

根で相互につながっているのかを確認し，つながっていた場

合は各ラメットは同ーのジェネットに由来すると判断した。

4.結果

4. 1 ニセアカシア河畔林内の他樹種定着

調査区A~Fで定着していた木本種を同定した結果，ニセ

アカシア以外の樹種は在来種と外来種を含めて 6科 6属 6

種計265個体確認された(表 2)。その内，エノキは19個体，

ヌルデは229幹(ヌルデは大部分がクローン由来のラメット

で、あったため(結果4.4参照)，本研究では幹数と表現した)

あり，それぞれ10個体(幹)以上定着していたので，以下の

樹齢解析と成長解析の対象とした。

4. 2 エノキとヌルデの樹齢分布

採取した円板の内，損傷や腐朽が進んでいなかった個体を

対象に樹齢解析を行い，エノキについては，調査区Aで10個

体，調査区Bで6個体の定着年を確定した(図-1)。エノキの

定着は1986年~1997年に起こっており(図 1) ，エノキとそ

の周囲のニセアカシアの樹齢階級は同程度で、あった(図-2)。

一方，ヌルデについては，樹齢解析により 203幹の定着年を

確定した(図-1)。ヌルデは周囲のニセアカシアの樹齢階級と

は無関係に近年幹数を増加させていた(図-2)。

4.3 エノキとヌルデの成長特性

樹幹解析に供した 2本のエノキはそれぞれ，樹高が 5mと

4.5m，胸高直径が5.lcmと4.3cmで，ともに12年生であった。

樹幹解析により得られた各年の樹長から，エノキの樹長が

1mに達するのには 2~3 年必要であり(図-3) ，また，各年

表 1 各調査区および調査区内のニセアカシア個体の基本情報

場所 ニセアカシア同

調査区 北緯 東経
標高調査面積皆伐年 立木密度平均樹高
(m) (m2) (西暦) 個体数 (本/h~) (標準偏差)

調査区A 36024'33.63" 138013'08.18" 427 

調査区B 36024'32.82" 138013'07.33" 427 
調査区C 36026'52.39" 138010'55.47" 397 

* 1 : 30年以上伐採されていない林分

1，800 
900 

900 

牢 2 ニセアカシアのデータはKurokochiet al.， (2010)を一部改編

102 

1987 

1988 
(叫)

204 
385 
139 

(m) 

1，133 10.65(3.49) 
4，278 8.71(1.74) 

1，544 11.44(3.57) 
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表 2 各調査区におけるニセアカシア以外の各樹種の樹高別定着数

定着樹種

エノキ ヌルデ イタチハギ オニグルミ テリハノイバラ タチヤナギ

Celtis sinensis Rhusjavanica Amorpha骨u比:00田 Juglansmandshurica Ro田 luciae Salix sub，骨ョgilis

樹高 樹高 樹高 樹高 樹高 ? 樹 高

調査区

調査区 A

調査区 B

調査区 C

<3m孟3m <3 mミ3m<3m孟3m <3 m孟3m <3 m孟3m <3 m孟3m

o 12 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 
o 6 229 0 1 0 0 0 4 0 0 0 
0 1 0 00130000  

(合計) 19 229 3 6 7 

60 -，…………………  

調査区A
50 -j…………一… h … ー … … 一……

40 +"，:=;，，+1円 ……………………ー…

個
体 m
数一

20 

。
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

定着年

;:]:1二二二二二二二二割争点

個 50-j山引…ー…………… … 

f本 An
数一

。
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

定着年

図一1 エノキ(黒色)とヌルデ(灰色)とニセアカシア(白色)の定着年

図中のニセアカシアの定着年はKurokochiet al.， (2010)を改変したものを用いた。また，縦軸は個体数，横軸は定着年(西暦)である。

の樹長と地際部の聞には正の相対成長関係が認められた(図-

4)。なお，樹幹解析に用いた 2個体の I年目の地際部直径

はいずれも 4mmで，地際部の成長解析を行った計16個体の

エノキの 1年目の地際部直径(平均4.77mm)の中で最小で

あった。

先端の損傷していた 1幹を除く 202幹のヌルデの樹長と樹

齢を調べたところ，ヌルデが樹長 1mに達するのには 3~6

年必要であり(三十3)，樹齢毎の樹長と地際部の聞には正の相

対成長関係が認められた(図-4)。

4. 4 ヌルデの分布拡大特性

水平根からの栄養繁殖能が知られているヌルデに関して根

の追跡を行ったところ，地上部の水平根によるつながりが明

らかとなり(図-5)，3つのジェネット (01， 02， 03)を確認

した。 229幹のヌルデの内， 135幹はG1のラメット， 58幹は

02のラメット， 36幹は03のラメットで，各ジ、エネットはま

とまって分布していた(図-2)。

5.考 察

日本国内において，外来樹木ニセアカシアの優占する林内

にニセアカシア以外の木本植物が定着するという報告は幾っ

かある(崎尾， 2003;田村ら， 2007;真坂・山田， 2008)。

しかし，ニセアカシア林内へ他の木本種がいつ定着したのか

を具体的に示した研究例は無く，本研究はそのような研究の

先駆けである。本研究の調査区は，ニセアカシアが林分の大

103 

部分を優占する林であったが，ニセアカシア以外の樹種定着

が何れの調査区においても確認され，特に，エノキとヌルデ

の数が多かった(差是ー2)。

エノキは，ニセアカシアと同じく高木になる上，成長も早

い樹種である(上原， 1959)。エノキの初期成長は，本研究で

も樹高 1mになるのに 2~3 年程度(ニセアカシアは 1~3

年)と比較的早く，ニセアカシアとの光を巡る種間競争で生

き残れたことが推測される。また，エノキの定着には，([種

子源があること，②散布された種子が湿潤状態を経験し発芽

できること，③発芽個体の生育に必要な光があること，が重

要であるといわれる(比嘉ら， 2006)。①については，河川水

辺の国勢調査(国士交通省， 2001-2007)によると，エノキは

千曲川流域に広く確認されていて，実際に調査区Aにはエノ

キの倒木があるなど，本調査区を含む一帯にはエノキの種子

源があったと推測される。②については，ニセアカシア林内

は被陰されており，河川も近く湿潤な環境で、あったため，エ

ノキの種子の休眠は打破されたと推測される。①についてだ

が，本研究で行った樹齢解析の結果，エノキの樹齢はその周

囲のニセアカシアの樹齢と同程度であり(図-2)，調査区内に

若いエノキ個体は無いことが分かつた(図 1)。つまり，エノ

キは，ニセアカシア林が皆伐や倒木などで林冠が開け，生育

に必要な光環境が整ったときに発芽した個体が定着できたと

推測される。

ヌルデは，耐陰性の高くない樹種で(上原， 1959)，林内に
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図-2 樹齢階級毎のニセアカシア，エノキ，ヌルデの立木位置図

図中の“0，ム，口"はそれぞれ，“ニセアカシア，エノキ，ヌルデ"の立木位置を示す。黒色の塗りつぶしは樹

齢20年以上の個体，灰色の塗りつぶしは樹齢15-19年，白抜きは樹齢14年以下の個体を示す。なお，ヌルデに関

しては樹齢4年以下の個体は小さな口で，樹齢4年以上の個体は大きな口で示す。ヌルデとニセアカシアの立木

位置図中のGl， G2， G3はヌルデのジェネットの名前を示し，曲線で囲まれた範囲は各ジェネットのラメットが
あった範囲である。格子の大きさは10mx 10mである O 図は上が北を示す。調査区AとBのニセアカシア分布は
Kurokochi et al.， (2010)を一部改編した。

植林しでも時間経過とともに林縁へ追いやられる(小平，

1995)。また，生育適地での成長は旺盛で，法面緑化に用い

られたヌルデは発芽後 1年目には樹高が 1m前後に成長し

(小畑ら，2007)，成長の良い個体は 2年で、2.5mに達する(田

中・堀江，2008)と言われる。さて，本研究で調査したヌル

デであるが，樹長が 1mに達するのに 3 年~6 年， 2mに達

するのには 4年以上が必要で、あった(差是ー3)。これは，被陰さ

れたニセアカシア林内はヌルデの生育環境には適していな

かったことを示唆している。さらに，ヌルデの特徴として，

烏散布型の種子は埋土種子として20年以上も発芽能がある

こと(小津， 1950)，種子親が近くに見当たらない環境でもヌ

ルデの繁殖があること(中村ら， 2002)，クローン分布が1.4

m~57.4 mに及ぶこと (Chung et al.， 2000)も知られている。

これらの特徴に加えて，本研究で明らかにした，大部分のヌ

ルデは栄養繁殖由来で(図 2，図-5)，若いヌルデの定着が

年々増加した(図-1)という点を考慮すると，ヌルデのニセア

カシア林内への定着は，①ニセアカシア林の林床で，偶然発

芽した種子(埋士種子を含む)が定着し，②定着した個体が水

平根を伸長させるとともに水平根から栄養繁殖によるラメッ

トを発生させ，①発生したラメットが再び水平根を伸長させ，

新しいラメットを発生させるという過程を年々繰り返すこと

により進行したと推測される。

日本におけるニセアカシアの既往研究は，その急速な分布

拡大や旺盛な萌芽能力などにスポットを当てた研究が多かっ
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ヌルデの樹齢分布と樹長分布の関係
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図 3 エノキ 2個体の樹幹解析図

図中の黒い実線は横軸が0に近い方から 5年目と10年目を示す。
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図-5 ヌルデのラメッ卜聞の地下部のつなが

り(図 2，ヌルデとニセアカシアのジェネッ

トG3の伊U)
図中の.は12年生 xは6年生，.は 4年生，
+は 3年生，企は 2年生， ーは 1年生の個体の
定着場所を示す。なお，枯死していた個体は図中
に載せていない。個体問を結ぶ点線は，水平根に
よるつながりを示す。格子の大きさは 2mx 2m 
である。図は上が北を示す。

図 4 エノキとヌルデそれぞれの地

際部成長と樹長成長の聞に見られた

アロメトリー関係

図中の黒丸はエノキ，白丸はヌルデを表
す。エノキは樹幹解析を行った 2個体の
データをもとに，ヌルデは樹長と樹齢の
確定できた202個体のデータをもとに，
それぞれ作成した。縦軸は各年の樹長
(m)の常用対数，横軸は各年の地際部直
径(cm)の常用対数である。実線はエノ
キの近似曲線，点線はヌルデの近似直線
を示しており，それぞれr= 0.95とr= 

0.89である (p< 0.001)。

が各所で進行すると考えられるからだ。

国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所戸倉出張所塚

田光博氏(当時)にニセアカシア伐採を手配して戴くとともに，

千曲川流域の資料を戴いた。また，東京大学大学院農学生命

科学研究科森林科学専攻首山啓介氏(当時)には現地における

エノキの伐採に協力を戴いた。材汗究の一部は日本学術振興

会科学研究費補助金(特別研究員 No.2O-6167)によった。
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たCMaekawaand Nakagoshi， 1997;山田・真坂， 2007)。し

かし，原産地でニセアカシアは，個体の寿命が短い樹木で，

数十年でユリノキなどの陰樹に置き換わること CBoringand 

Swank 1984)や，日本でも過去のニセアカシア植栽地でニセ

アカシアの老齢化に伴う倒木問題が顕在化していること(谷

本・金子2004)を考慮すると，今後は，成熟したニセアカシ

ア林あるいは衰退の始まったニセアカシア林について，他樹

種との関係も考慮した知見を深める必要がある。なぜなら，

本研究で扱った在来樹木エノキとヌルデの 2種でさえ，そ

れぞれ異なる樹種特性を生かしてニセアカシア林内へ定着し

ており，原産地とは異なる日本独自のニセアカシア林の遷移
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