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特集 森林の“境目"の生態的プロセスを探る

バ金吾参，

場担

照葉樹二次林に隣接する伐採地における 6年間の種子散布
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Seed dispersal in c1ear-cut stands adjacent to lucidophyllous forest in 1 to 6 years after c1ear-cut 
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要旨:伐採後の森林再生に及ぼす散布種子(伐採後に新たに散布される種子)の効果を明らかにするため、!照葉樹二次

林に隣接する伐採地において、伐採直後から 6年間の種子の散布範囲および種子数をシードトラップによって調査した。

伐採地へ散布された種子数は、隣接する照葉樹二次林およびスギ人工林と比較して明らかに少なかった。種子散布様式

で比較すると、風散布型種子は伐採地に限らず隣接する照葉樹二次林およびスギ人工林でも少なかった。伐採地におい

て重力散布型種子は林縁でのみで散布され、林縁から 10m以上離れた地点ではほとんど散布されていなかった。被食

散布型の種子は伐採地での散布が確認されたが、)照葉樹林の林冠を構成する高木性木本種は少なく、多くは低木性木本

種で、その 6割以上をヒサカキおよびイヌピワの 2種で占めていた。しかしながら、伐採地において、被食散布型の種

子は伐採からの時間経過に伴って、散布される種子数および種数が増加する傾向がみられた。さらに、種子の散布範囲

も伐採から 3年日程度までは林縁から 15m付近まで、の木本種が多かったが、伐採5年目以降は林縁から 35m地点まで

種子が散布されるようになり、種子の散布範囲が広がっていた。以上の結果から、暖温帯における散布種子による更新は、

風散布型木本種がほとんどなく、重力散布型および被食散布型の木本種が主となる。そのなかで、伐採後の森林の再生

を短期的な視点で捉えると、重力散布種子の散布は林縁周辺に限定され、被食散布型種子も伐採直後に伐採地内に散布

される種子数は少ないことから、散布種子による更新は非常に難しいと考えられる。しかしながら、長期的な視点で捉

えると、伐採からの時間経過とともに伐採地への散布種子数および種数の増加していることから、被食散布型種子によ

る更新が可能となるかもしれない。ただし、本研究は母樹源となる照葉樹林が隣接する伐採地であることを考慮すると、

特に辺り一面に人工林が卓越するような森林景観では、過度な期待は避け方が無難であろう。また、伐採後の更新にお

いて萌芽などの前生樹のみの更新では更新する樹木が伐採前の前生樹の分布や萌芽力に依存し種組成が単純化する恐れ

があるため、伐採後に散布される種子は、長い時間スケールのなかで多様性を高めるための材料として重要であると考

えられる。

キーワード.森林再生・林縁・被食散布型種子・散布距離・針葉樹人工林

はじめに

「持続的な森林経営」が世界的に合意されて以降、生態

系としての森林の健全性と生産力の維持や生物多様性保

全を実現するための生態系管理の視点が重要視されてい

る (Kohmand Franklin 1997 ; Hunter 1999 ;長池 2002)。
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日本の森林面積は 2，510万haで国土の 3分の 2を占めて

いるが、そのうちの約 4割あたる 1，000万 haがスギやヒ

ノキなどの針葉樹人工林である(林野庁 2011)。これら

の人工林の多くは針葉樹の単純一斉林であり、生物多様

性の低下が指摘されている(清野 1990;長池 2000; Ito et 

al. 2003 ;山浦 2007)。そのなかで、森林の生態系管理を

行うためには、部分的に天然生林へ転換すべき林地があ

る(伊藤ほか 2004;山浦 2007; Ito et al. 2008)。そのため、
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天然生林への誘導技術の確立が求められている(田内

2010 ;田中 2012)。

針葉樹人工林の伐採後は、前生樹(伐採前に林内に生

育する広葉樹)の萌芽および生残、埋土種子および伐採

後に散布される種子(散布種子)によって更新する

(Yamagawa et al. 2010)。そのなかで、特に暖温帯におい

ては、速やかな極相林(照葉樹林)への再生は、前生樹

が重要であると指摘されている (Sakaiet al. 2006 ; 

Yamagawa and Ito 2006 ; Yamagawa et al. 2006 ; Nagashima 

et al. 2009)。一方、伐採後に埋土種子から発生する実生は、

そのほとんどは先駆性木本種で極相林の林冠を構成する

ような木本種の発生は期待できない (Sakaiet al. 2005 ; 

Yamagawa and Ito 2006)。伐採後の散布種子からの更新は、

タブノキなどの遷移後期種を含んでいるが、周辺の環境

や母樹の分布などに大きく左右され、短期間での更新の

確実↑生は低い(Yamagawaet al. 2007， 2008)。しかしながら、

萌芽力の低い種の更新や長期的な視点で多様性を高める

ためには、萌芽更新だけでなく新たに散布される種子に

よ って更新する実生も重要である (McLarenand 

McDonald 2003)。

一般に、伐採地での散布種子数およびその更新個体は、

林縁から遠くなるほど減少するとされる(例えば、

Hoppes 1988 ; Gorchov et al. 1993 ; Hooper et al. 2005 ; 

Yamagawa et al. 2007)。しかしながら、伐採地への種子の

散布は、林縁周辺の植生構造や種子散布者の有無、種子

生産の豊凶など様々な要因が複雑に関係していて一般化

が難しい (Matlackand Litvaitis 1999)。さらに、散布種子

数は林縁からの距離に依存するが、更新個体数は距離依

存性がみられないケースもある (Utsugiet al. 2006)。また、

林縁は、時間経過(選移の進行)とともにその特性が変

化し、様々なタイプの林縁が存在する (Matlackand 

Litvaitis 1999)。

本研究では、伐採からの時間経過に着目し、種子源と

なる照葉樹二次林が隣接する伐採地において、伐採直後

から 6年間の種子散布数とその種組成を時間経過ととも

に明らかにすることを目的とし、伐採後の植生回復に与

える散布種子の効果について議論した。

調査地と方法

調査地は、宮崎県宮崎市田野町に位置する宮崎大学農

学部附属自然共生フィールド科学教育研究センタ一日野

フィールド(演習林)内のスギ人工林伐採跡地 (2005年

5月に伐採)と隣接する 92年生照葉樹二次林および 52
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図 l プロットの配置とシードトラップの位置。

年生スギ人工林である(図 1; N31
0 

51'、 E131
0

18 ;標高

170 m)。スギ人工林および伐採地は尾根部の緩斜面に位

置し、隣接する照葉樹二次林は比較的急な斜面にある。

2001年から 2011年までの年平均気温および年間降水量

は、それぞれ 17.3
0

Cおよび2.793mmであった(田野フィ

ールド;http://www.fsc.miyazaki-u.ac.jp/muf/)。潜在自然横

生は、ブナ科およびクスノキ科が優占する常緑広葉樹林

(照葉樹林)である(宮脇 1981)。

伐採後の 2005年 7月から 2011年 6月(伐採 6年目)

の問、地上 1mの高さに関口部面積 0.5m
2のシードトラ

ップを調査地内に設置した。シードトラップは、林縁か

らの距離を考慮、して解析できるように、照葉樹二次林と

伐採地との境界を基準に 5mおよび 10m間隔で設置した

(図 1) 。伐採 l 年目 (2005 年 7 月~ 2006年6月)は、伐

採地 (20個)および伐採跡地と照葉樹二次林の林縁 (4個，

以降、林縁とする)に合わせて 24個のシードトラップを

設置した。伐採 2年目 (2006年 8月)には、伐採地に隣

接する周辺林分との散布種子数の比較を行うために、伐

採跡地 (9個人林縁 (3個)、隣接する照葉樹二次林 (9個)

および隣接するスギ人工林(13個)にシードトラップを

新たに設置し、 2年目以降は l年目、 2年目の合計で 58

個のシードトラップを解析に用いた(図 1)。

シードトラップ内に散布された種子は、 2ヶ月に l回

の頻度で回収した。回収した種子は研究室に持ち帰り、
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表1. 6年間に散布が確認された種子。

種子散布様式 種名

重力散布

(8種)
アラカシ、イスノキ、イチイガシ、ウラジロガシ、コナラ、スダジイ、ツブラジイ、ハナカ、カゃシ

被食散布

(67種)

アオキ、アカメガシワ、イイギリ、イズセンリヨウ、イヌガシ、イヌピワ、イヌマキ、エノキ、カ
カツガユ、カゴノキ、カナクギノキ、カラスザ、ンショウ、カンコノキ、カンザ、ブロウノキ、クサギ、

クスノキ、クマイチゴ、クマノミズキ、クマヤナギ、クロキ、コクサギ、コショウノキ、コバンモチ、
サカキ、サネカズラ、サンショウ、シイモチ、シロダモ、シロバイ、センダン、タイミンタチバナ、
タブノキ、チシャノキ、ツゲモチ、トキワガキ、ナガパモミジイチゴ、ナナミノキ、ニガキ、ニワ
トコ、ヌルデ、ネズミモチ、ハナイカダ、ハマセンダン、ヒサカキ、ヒメバライチゴ、ヒメユズリハ、
フユイチゴ、ホソバタブ、ホルトノキ、マンリョウ、ミズキ、ムクノキ、ムラサキシキブ、モチノキ、
ヤパネヒイラギモチ、ヤブコウジ、ヤブニッケイ、ヤブムラサキ、ヤマウルシ、ヤマグワ、ヤマザクラ、
ヤマハゼ、ヤマモモ、ユズリハ、リュウキュウマメガキ、リンボ、ク、ルリミノキ

風散布

(1種)
ウリハダカエデ

種を同定し、種ごとに種子数を記録した。被食散布型の

種子は果肉の有無から自然落下(果肉あり)と散布種子(果

肉なし)に分類した。本研究では、被食散布型種子は散

布種子を、重力散布および風散布については自然落下種

子を解析の対象とした。また、回収した種子は目視観察

によって、しいな、未成熟種子および虫害を受けた種子

を判別し解析から除外した。

解析は林縁からの距離および伐採からの経過年数に着

目し、種子数および種数の比較にはボンフエローニの多

重比較検定を用いた。また、散布種子数の多かった上位

8樹種については、林縁からの距離および伐採からの経

過年数を主要因とした 2元配置分散分析を行った。

結果

調査期間中に散布されたスギおよびヒノキを除く木本

植物の種子は、 76種であった(表 1)。そのうち、重力散

布型 8種 (55個 /6年 /0.5m
2
)、被食散布型 67種 (380個

/6年 /0.5m2
) および風散布型 1種 (0.1個 /6年 /0.5m2) で

あった(表2)。調査地内に散布された種子数および種数は、

照葉樹林内で最も多く、次いで林縁、スギ人工林、伐採

地の順であった(図 2;ボンフエローニの多重比較検定)。

伐採地に散布された種子は、ほとんどが被食散布型の低

木性木本種で、ヒサカキおよびイヌピワが多くこの 2種

で全体の 6割以上を占めていた(表 2)。また、照葉樹林

および林縁に散布された種子数および種数の 6年間の変

化は、年によって大きなバラツキがみられたが、有意差

は検出されなかった(図 3;ボンフエローニの多重比較

検定)。伐採地へ散布された種子数および種数は年々増加
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する傾向がみられ、伐採後 5年目以降に顕著に増加して

いた(図 3;ボンフエローニの多重比較検定)。

林縁からの距離で種子散布数を比較すると、重力散布

型木本種は林縁周辺(林縁からの距離 -5mおよびom) 

で、散布種子数が多かった(図 4;ボンフエローニの多重

比較検定)。クスノキ (Cinnαmomumcamphora)やナナミ

ノキ (llexchinensis)などの被食散布型の高木性木本種は、

照葉樹林内および林縁で散布量が多く、伐採地への散布

量は照葉樹林内と比較して有意に少なかった(図 4;ボ

ンフエローニの多重比較検定)。ヒサカキ (Eurya

japonica)やイヌビワ (Ficuserecta) などの被食散布型の

低木性木本種も、照葉樹林内および林縁で種子散布量が

最も多かったが(ボンフエローニの多重比較検定)、重力

散布種子および高木性木本種と比較すると、伐採地へも

種子が散布されていた(図 4)。

種子散布数の多かった上位 8種の散布種子数を伐採か

らの経過年数および林縁からの距離ごとに図 5に示す。

林縁からの距離と伐採からの経過年を主要因とした 2元

配置分散分析の結果から、ヒサカキ、イヌピワ、ツブラ

ジイ (Castanopsiscuspidata)およびナナミノキは、林縁

からの距離のみが有意な要因として検出され(表 3; 

pく0.05)、伐採後の経過年に関係なく照葉樹林および林縁

で多く伐採地で少ない傾向がみられた(図 4)。但し、種

子散布の有無を観察すると、ヒサカキおよびイヌピワは

伐採 l年目には伐採地に散布された種子はなかったが、

伐採 2年目は 15m、3年目は 25m、それ以降は 35mま

で種子が散布され、年々散布範囲が広くなる傾向がみら

れた(図 5)。クスノキは、伐採 4年目までは伐採地にほ

とんど散布されていなかったが、 5年目以降は林縁から
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表 2. 各森林タイプに散布された 6年間の種子数(上位 20種)(seeds/6years/0.5m')。

種名 種子散布様式 照葉樹林

(9価*)

ヒサカキ 被食 317.6 

イヌピワ 被食 259.2 

クスノキ 被食 69.8 

ヒメユズリハ 被食 4.8 

ツブ、ラジイ 重力 127.1 

ナナミノキ 被食 12.6 

クサギ 被食 0.7 

イイギリ 被食 30.8 

フユイチゴ 被食 9.3 

イチイガシ 重力 1.2 

ノ、ナイカダ 被食 12.1 

ヌルデ 被食 2.8 

クマイチゴ 被食 1.0 

アオキ 被食 7.3 

ヤマザクラ 被食 5.0 

クマノミズキ 被食 2.2 

タブノキ 被食 2.2 

チシャノキ 被食 2.7 

ネズミモチ 被食 1.0 

アカメガシワ 被食 1.4 

その他 (56種) 13.6 

風散布 (1)** 0.0 

総計 被食散布 (67)** 755.0 

重力散布 (8) 紳 129.3 

*各森林タイプに設置したシードトラップの個数を表す。

**各種子散布様式別の種数を表す。

25 m以上まで広範囲に散布されていた。ツブラジイは、

伐採 5年目に 25m地点で観察された以外は林縁からどの

年においても林縁から 10mまでしか散布されていなかっ

た。ナナミノキは、種子の散布が2、3および5年目のみ

に確認され、散布範囲も林縁からの 10m以内であった。

クサギ (Clerodendrumtrichotomum) は伐採からの経過年

のみが有意な要因として検出され(表 3;pく0.05)、伐採

4年目以降に種子が散布されていた。また、クサギの種

子の散布範囲は、林縁から 10mの地点に集中している傾

向がみられた。ヒメユズ、リハ (Daphniphyllumteij・'smannii)

は、伐採からの経過年と林縁からの距離が要因として検

出され(表 3;pく0.05)、伐採から 2年固までは伐採地に

散布されなかったが、3年目および4年目は林縁から 10m、

5年目は 25m まで、 6年目は 35m まで散布されていた。

イイギリ (ldesiapolycarpα) は、伐採からの経過年数、

森林タイプ

林縁 伐採地 スギ人工林 合計

(7個*) (29個*) (13個*)

202.1 26.0 175.5 126.0 

129.3 22.3 163.0 103.5 

15.3 0.8 8.0 14.9 

0.9 0.8 21.9 6.2 

168.0 2.4 0.2 41.2 

6.4 0.6 21.3 7.8 

2.3 8.9 0.9 5.0 

16.0 2.3 47.1 18.4 

4.4 2.3 3.0 3.8 

3.6 0.2 13.5 3.8 

4.0 0.8 2.2 3.3 

1.9 0.6 8.7 2.9 

1.4 4.1 2.6 2.9 

l.l 0.3 4.2 2.4 

2.9 0.6 2.6 2.0 

3.9 0.7 2.8 1.8 

11.0 0.0 0.2 1.7 

1.3 0.6 1.8 1.3 

0.4 0.1 4.6 1.3 

1.3 1.0 1.5 1.2 

17.1 1.7 13.0 9.6 

0.0 0.0 0.1 。。
422.4 74.4 485.0 379.5 

172.1 2.7 13.8 54.7 

林縁からの距離およびその交互作用が有意な要因として

検出され(表 3;pく0.05)、伐採 l年日は照葉樹林および

伐採地ともに散布されず、 2年目は伐採地の 5~ 15 mの

距離にのみ散布され、 3年目は照葉樹林および林縁のみ

に散布され、 4年目以降は幅広く散布されるようになっ

た(図 5)。
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伐採地への種子散布

試験地内に散布された種子数は、照葉樹林およびスギ

人工林と比較して伐採地で明らかに少なかった(図 2)。

種組成を種子散布様式で比較すると、風散布型の種子は

ほとんどなく、 6年間でウリハダカエデ (Acerrザinerve)

が l個散布されただけであった(表 1)。暖温帯の森林は、



重力散布型の種子は照葉樹林および林縁と比較して、

伐採地およびスギ人工林では少なかった(図 2)。堅果な

どの重力散布型種子は樹冠から真下に落下するため、伐

採からの経過年数とは関係なく、林縁には散布されるが

林縁から 5m離れた位置ではその散布数が著しく少なく

なっていた(図 4)。 したがって、重力散布型種子の散布

は母樹の有無が強 く影響しており 、伐採地への種子の散

布範囲は母樹の分布する林縁周辺に限定される。ただし、

ツブラジイの種子は伐採 5年目に林縁から 25m地点に散

布されており(図的、堅果を貯食するカケスなどの鳥類

が種子を散布した可能性が考えられる。

被食散布型の種子も隣接する照葉樹林およびスギ人工

林と比較して伐採地では散布数が最も少なかった(図 2)。

種子散布者である鳥類の個体数および種数は、隣接する

ヒノキ人工林より伐採地で少ない ことが報告されている

(佐藤・酒井 2003)。本研究でシー ドトラップにより観察

された被食散布型の種子は鳥類により散布されたものと

考えられ、鳥類の利用頻度の違いが伐採地に散布された

被食散布型種子の少なさに影響しているだろう 。伐採地

内を詳細に観察すると、伐採地に散布された種子数は林

縁からの距離や伐採からの経過年数によって異なった。

伐採地への散布種子数および種数は、伐採からの年が経

つにつれて増加し、散布される距離も林縁から遠くなる

傾向がみられた (図3およ び4)。なかでも、低木性木本

種であるヒサカキおよびイヌピワは、伐採地へ散布され

た種子数が最も多く、全体の 6割以上を占めていた(表2)。

照葉樹林に隣接する伐採地における種子散布

B 

自園風散布

亡コ被食散布(低木)

医雪被食散布(高木)

仁コ重力散布

a 

AB 

a 

a 

A 

a 

200 

50 

150 

100 

NSEm.。
.
マ
崎
・
語
仏
町
剛
僻

b 

b 

照葉樹林

図2 各森林タイプに散布された種子散布様式別の種子数。図中

の異なるアルファベットは各森林タイプ間に有意差があるこ

とを表し、大文字は全体の種子数、小文字は各種子散布様式

別の種数についての結果を表す。なお、風散布型種子に有意

差は検出されなかった。

風散布型木本種が少なく、多くが重力散布型や被食散布

型の木本種で構成されており、発達した照葉樹林内でも

風散布型種子の散布は少ないことが報告されており (小

南ほか 1995)、本研究の結果と一致する。
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式ごとに林縁からの距離で有意差があることを表す。

表3 散布種子数の多かった上位 8穫の 2元配置分散分析の結果。

林縁からの距離 伐採からの経過年 交互作用(距離×年)

ヒサカキ <0.001 0.056 0.604 

イヌビワ 0.003 0.795 0.353 

クスノキ <0.001 0.295 0.053 

ヒメユズリハ 0.005 く 0.001 0.264 

ツブラジイ く 0.001 0.620 0.702 

ナナミノキ <0.001 0.453 0.394 

クサギ 0.755 0.018 0.845 

イイギリ く 0.001 く 0.001 く 0.001

表中の数字はp値を示し、下線は 5%水準で、有意なものを表す。

その散布距離は、伐採 2年目までは林縁から 15mまでで

あったが、伐採4年目以降は林縁から 35mの位置でも種

子の散布が確認され、その種子数も増加する傾向にあっ

た(図5)。高木性木本種であるクスノキやヒメユズリハは、

ヒサカキやイヌピワと比較すると散布種子数は少ないが、

伐採 5年目以降は林縁から 25mの位置まで種子が確認さ

れた(図 5)。イイギリも同様の傾向が観察された(図 5)。

伐採地に散布される種子数とその種組成は、林縁からの

距離および伐採地の植生構造の複雑さが影響する

(McDonnell and Stiles 1983 ;樋口・肥後 1994)。本研究の

伐採地は、年を追うごとに群落高が高くなり植生構造が

複雑になっている(山川ほか未発表)。種子散布者であ

る鳥類についても、鳥類群集の個体数および種の多様性

は伐採直後に低下し、伐採からの時間経過に伴って徐々

に上昇することが示唆されている (Hanowskiet al. 2006)。

加えて、伐採地内での結実個体の有無は、鳥散布型種子

の散布に強く影響し (McDonnelland Stiles 1983)、結実し

た木本個体は、鳥類を誘引し結実季節が重なる鳥散布植

物の種子の散布を促進する効果がある (Guevaraet al. 

1986 ; Toh et al. 1999 ;高橋・紙谷 2003)。本試験地でも、

伐採地に更新したクサギなどの木本植物の開花結実がみ

られ(山川ほか未発表)、伐採4年目以降にクサギの種

子が散布されていた(図 5)。その散布種子数は隣接する

照葉樹林およびスギ人工林と比較して伐採地で多く(図

5)、伐採地内で果皮がついた種子が観察されたこと(山

川ほか未発表)から、伐採地内で生産された可能性が高

い。したがって、伐採後の再生植生の発達、および伐採

地での開花結実が、伐採地における鳥類の利用頻度を高
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め、伐採からの時間経過に伴い種子散布数の増加や種子

散布範囲の拡大を促したと考えられる。

伐採地や開放地における種子散布は林縁からの距離に

依存することが報告されている (Hoppes1988 ; Gorchov 

et al. 1993 ; Hooper et al. 2005 ; Yamagawa et al. 2007)。本

研究においても被食散布型の種子で同様の傾向が示され、

被食散布型の種子は伐採からの時間経過とともに散布さ

れる種子数の増加と、散布範囲が広くなることが明らか

となった。しかしながら、風散布型種子は少なく、重力

散布型種子の散布は林縁に限定された。また、被食散布

型種子のなかでもナナミノキの種子は伐採からの時聞が

経過しでも、林縁から 15m以上は散布されていなかった

(図 5)。このため、被食散布型樹木のすべての種子が伐

採からの年数の経過に伴って散布されるわけではなさそ

うである。今後、周辺の母樹の分布や豊凶とあわせた解

析が必要で、ある。

森林再生における散布種子の役割

伐採地に散布された種子の多くは被食散布型であり、

風散布型および重力散布型は殆どなかった(図 2)。風散

布型の樹木は暖温帯の森林では少ないことから(小南ほ

か 1995)、伐採地に限らず隣接する照葉樹林およびスギ

人工林でも散布されていなかった。一方、冷温帯では森

林の主要構成種に風散布型の樹木が存在し、それらが伐

採地で林縁から 40m以上散布される(例えば、樋口・肥

後 1994)。つまり、伐採後の散布種子による更新において、

風散布型種子の有無が暖温帯と冷温帯の大きな違いであ

る。そのため、暖温帯において散布種子による更新は多

くの場合、重力散布型および被食散布型が主となる。

照葉樹林の主要な構成種であるツブラジイ(Castanopsis 

cuspidata) などのシイ・カシ類の重力散布型種子は、多

くが照葉樹林内および林縁に散布され、林縁から伐採地

への散布範囲は伐採からの時聞が経過しでも変化しなか

った(図 3および 5)。また、シイやカシ類などの堅果は、

地表に落下後、ネズミなどのげっ歯類によって二次散布

されるが、その散布距離は 30m以内であるものが多い

(Sone et al. 2002 ;平田ほか 2007; Takahashi et al. 2007 ;山

川ほか 2010)。したがって、重力散布型種子の散布種子

による更新は、母樹の周辺に限定され、短期的には非常

に難しいと言えるだろう。

被食散布型種子は伐採地への散布がみられたが、林冠

構成種であるクスノキやヒメユズリハなどの高木性木本

種は少なく、ヒサカキやイヌビワなどの低木性木本種が

大半を占めていた(図 2)。また、種子生産には豊凶があり、
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種子は毎年安定して散布されるとは限らない。したがっ

て、伐採後の更新を短期的な視点で捉えた場合、被食散

布型種子を持つ樹木、なかでも林冠構成種の更新は、難

しいと考えられる。しかしながら、散布された種子数お

よび種数は、伐採からの時聞が経過するにつれて増加す

る傾向がみられ、種子が散布された範囲も伐採後の数年

聞は林縁周辺 (15m程度)でしか種子が散布されていな

かったが、伐採5および6年目には林縁から 35m程度ま

で種子が散布されていた。したがって、長期的視点で捉

えた場合、被食散布型種子による更新が可能となるかも

しれない。ただし、本研究は母樹源となる照葉樹林が隣

接する伐採地であることを考慮すると、特に辺り一面に

人工林が卓越するような森林景観では、過度な期待は避

け方が無難であろう。

伐採後の森林は、萌芽などの前生樹、伐採前から土壌

中に休眠する埋土種子、および伐採後に新たに散布され

る種子から更新する。これらのなかで、特に暖温帯の森

林では更新の確実性から前生樹が重要な材料であり、散

布種子は種子生産の豊凶や種子散布後の実生の定着など

更新の不確実性が高いと指摘されている (Yamagawaet al. 

2008 ; Nagashima et al. 2009)。しかしながら、本研究にお

いて、母樹の周辺では種子散布量が多く、被食散布型種

子は伐採からの時間経過とともに散布種子数および種数

が増加し、散布範囲も拡大する傾向がみられた。したが

って、伐採後の森林再生は、短期的には前生樹による更

新が重要であるが、長期的には被食散布型種子の相対的

な貢献度も大きくなるだろう。また、長期的な視点にお

いて、前生樹のみの更新では更新する樹木が伐採前の前

生樹の分布や萌芽力に依存し種組成が単純化する恐れが

あるため (Yamagawaet al. 2008)、伐採後に散布される被

食散布型種子は、多様性を高めるための材料として重要

であると考えられる。
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