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北方落葉広葉樹・林における林冠木種の

若木の樹冠の動態と維持

寄元道徳・ 木 村 症 治

Dynamics and maintenance in crown of saplings of canopy 旬、ees

in a northern deciduous hardwood forest 

Michinori SAKIMOTO and Shouji KIMURA 

要 民〕問

落葉!t葉樹林の閉鎖林下における 4林抵木種の若木について 1手水当りの潜紫査をと樹高の関係、

を調べた。藷紫i設はいずれの樹穂も樹高 4m程までは指数関数的にt詩加したが， 4 m以上の樹高

では樹高にかかわらず…定化し，増加中F!と定?訓告が存在した。被i設下において主j土木がつけられる

灘数にはよ躍があることを訴していた。

ミズナラとヤチダモの樹越の基本単{立である芽や当年シュートの構造と動態を澗ベた。さ当年生

シュートは 5cmを越えるものは殆どなく小型!化していた。芥の活性擦は，ミズナラが35%税j丸

ヤチダモが20%とかなり低かった。シュートの仲授は， 5月米から 6月初めに始まり 6月下勾

から 7月初めに停止し，約 1ヶ月で成長を完了した。一つのシュートの芽の生産部は，いずれも

6側程度であり，実際に伸長する芽の数は 1-211/i1と緩めて少なかった。倒体当りの55年生シュー

ト数は，経年的には冶ixまな設がみられずはほ…定していた。

落葉広葉樹林の閉鎖林下において定常杯|に逮した林説木植の若木は，樹高成長をtfiJえ被陰下に

おいて効準的な生践を行う上で有利と考えられる傘引に樹形を変えるとともに， ~I:q可化器の増

加につながる器本単位のサイズや数を増加させることなく維持ーしていることが明かとなった。

はじめに

北海道における広葉-樹研究は数多くなされてきており，議の生存様式に注目した進化生態学的

な研究 (Kikuzawa198:-l， 1984) や単葉の光合成研究(小池 1985，Koike 1990) などおこなわ

れてきている。また，…方では，林低水の構造や現存法といった生!窓生態学的な研究(只木

1976)，林分の秘!支t器製研究(菊in1978， 1979)，誕生段階における許可長・発迷逃殺に関する1iJf究
(Seiwa and Kikuzawa 1991，消和 1991) などがおこなわれてきており， J釦人!の主要な広葉樹や

林分レベルの性質;が明らかにされてきている。こうした研究が対象としているのは，主に林水の

生活史の初期と後期の段階のものであり，生活史の中期にあたる若木段階については殆ど触れて

いない。

林誠j認を構成する樹種は，ふつう，森林下!??を総て林諸問に到漉する O したがって，林活水般

の更新を考・える上で、は，実生段階の挙動だけでなく生i首長:の 1~ll期にあたる下層段階における林冠
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木義f[の若木の挙動を押さえる必袈がある。

樹木の格j誼は，羽紫，シュートといった基本単位から構成されていることから，桜木の成長

はこうした基本市イ立の動態のJ:.に成立していると考えられる。そこで，本研究では，落葉広葉船

林の林7低木植が森林の下回段階においてどのように維持されているのかを綿ベる目的で，間~j'it1;

下に生育している林;立木織の若木の掛託を構成する葉，亦，シュー i、の構造や動態を解析し，閉

鎖林下における{肉体維持株式を検討した。

本研究を進めるにあたり，北海道ij)f習林の谷口iEL文， 11.1 I付隆之，大襟勝の各技官'には御協力企

いただいた。また， I11那辺三郎教授と武1111前古助教授には倒l批判とllJJ詩命令l!易わった。ここに記し

て感謝の意を表する。

調査地および方法

本融資は，北j毎週束部にある<<JII路i11のjヒブ'j50kmに位置する京都大学農学部約成北海道演習林

(探茶器)の落葉It葉樹林において行われたひこの森林は， ミズナラ (Quercus mongolicαυαr. 

grossesernαtα) ，イタヤカエデ (Acermono) ，ヤチダモ (Frαxinusmαndshuricαuar. japonica) ， 

そしてハルニレ (Ulmusdαuidiαnαuαr. Jαponicα) といった樹種が傑出する落楽性広葉樹林で

ある o ?T1習林…J;i?は，起伏の緩ヤかな準乎限状のj也7院が広がっている。制主在地は， I毛根沿いの

:l:B丸fJ.に設置した。

調査地は，ミズナラ，ハルニレ，イタヤカエデ，ヤチダそが{進出していた。Jl('!l高直後lOcm以上

の例体の胸高断ffii和と立オえそもn立は， 31.7m'/haと467本/加であった。 また，詩Iu査J也の下!将 (地

上 4m) における相対!被l:!tは， 13こと4.9%で、あった。

葉数:閉鎖林下に生育しているミズナラ，イタヤカエデ，ヤチダモ，ハルニレのそれぞれにつ

いて，艇長Ijl'~ 6 mの似体を40~.50本ずつぴ，樹高と治:業数を 1991i手7月下旬に ì~.IJ った。
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5当年生シュートの制定:I現制;1*下lこ生Iffしている制。高 4m松のミズナラ，ヤチダモについて，

それぞれの似体会5本ずつ選び出した。そして， 19引年のllnに当年生シュートの数を調べた。

また，樹泊;をヒ古liから20cml!司舗に別別イヒし，それぞれの肘位にある当年生シュートを数本ずつ

ぴ番サそつけた。さらに，それぞれのシュートについている全ての芥をスケッチし，者?サをふっ

た。 1992年 5Jlから， 1 週間から iヶ月のIIIJIIMでシュートの伸びを測った。また， 1992:均三の 10月

に， (JIJ年にマークした芥の挙nVJ(i首rUJ，休11民，拍手引を制べるとともに，…つの芥から生殺され

た芥の数(~~のき1::.結核)も捌べた。 1992年の 7 月 1; 旬に，制売木会てについて， 72i 年生シュート

の;設さとそれぞれのシュートにつく議数を測定した。

結果

Table 1 Numbers and ar日asof leaves in the 

Specie日 NumbGr of Numbor of [oavGs Total [Gaf 
trees tree area (cn1) 

Q. mongolica 530 22018 

uαr. grosseserrαtα 

A. mono 6 1630 36186 

F.lηαndshuricα 11 140 24108 

vαr. ]αpOnLCα 

U. davidiαnα 12 2400 27120 

uαr. 

'1、able2 leaf ar日aand leaf 

Species Area (cnf) Type 

Q. mongolicα 41.6士 25.9 Simple 

A. mono 22.2ゴニ 10.3 Simple 

F.maηdslwrica 172.2 1O~).5 Compound 

U. dαvidiαna 11.3ゴ 8.2 Simple 

Moan with standard devi札tion
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SHOOT OF  LENGTH 

l;gj-3は，…本の木についている当年生シュートの設さの頒度分布を訴したものである O ミズ

ナラは，最長がlOOmm程度で1O~20mm クラスにそー Fをもっ頻度分析iî を訴し，平均は23.5 ゴニ 18.:~m聞

であった。…ブ'j， ヤチダモは，故長が50mm程度-でo~lOmm クラスにそー r" をもっ分布を示し，王子
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Fig 4 

均は11.1こと8.6rnrnであった。いずれの樹早良も，当1j三シュートの長さはかなりi立かった0

3. 法本単位の季節的動態

ほJ-4は， I必{立別にシュ…トの本節110な伸長械式を訂えしたものである O ミズナラは，いずれの
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)~引立においても 5 月の米に仲良を開始し， 6月の下勾に停止.した。ヤチダモは，いずれの府i立に
おいても 6月の初めに伸長を開始し， 7 月の1'1J旬に 1i;~:11ニした。シュートの{lll，長j明間は，いずれの

樹稔も 1ヶ月桂皮となり，かなり鋭lVjllflに成長'a:'完了していることが明かとなった。戸ヅi，fドIlfJ

は，いず、れのj!H・1'1ffにおいても樹祇上*il¥'てヅくさく下部で小さく，概して，樹;託下ブjへノj、さく

なる傾向をおし

間一 5，ま，…成長期Hと経過した非の挙動を:)(~{}Jj]1jに IJ' したものである。ミズナラの活動穿，休

11民枯死芥のよヒヰヨは，それぞれ35%，[5%， 50%であり，ヤチダその活動羽休11民芽，約兆五三の
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O 

比率は，それぞれ20%，80%， 0 %であったO こうした芥の挙動比率は，掛綾i羽においてかなり

奥なったにもかかわらず， )討{立i悶では大きな設が見られなかったことから，穂に特手i・なものであ

ることが示唆された。ミズナラとヤチダモの活動茅のJt~彩(活性ネ)は， 20~40%程度であった。

トドマツの売さの活動芽の比率は80~90% に

なっているという報告があり ( 寄 他

1992)，これに較べると，ミズナラとヤチダ

モの芽の活性はかなり低い。

-3 は，…つのから生産された:5j~の数

(芽の政1寄りを時1立自IJに示したものである。

ミズナラの'$:1'の生産は， 6 ~ 71101程度で、あ

り，ヤチダそのそれは 5~6 制限度であった。

芥の生謀本は，いずれの読も樹冠i法上告11にお

いて高かった。ミズナうは!自{立にj拾っての

f以前jは見られなかったが(1'口 -0.591，p> 

0.05)，ヤチダモはJ;;?lf:立にj仔って手nまに1正く
なるftnli'l]が見られた (rコニー0.809，p<O.(5)。

13ud production raLe per bud 

Species 
F. mndshuricα 

6.3士2.3

6.3土0.9

6.0士0.8

5.0:U.3 

5.9:1: 1.5 

4.5土1.7

5.0:1:0‘臼

Table 3 

Layer 

7.3:f:2.9 

6.。こと2.5

6.3ゴ.2.8

5.9こ!ニ:3.1

6.0ごこ1.1

5.9:J: 1.8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Mean 

ミズナラ

4. 総本単位の経年的動態

表 4，丸一一1rm体についている当年住シュートの数の続年変化を示したものである O
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とヤチダその1991年のシニLート数と 1992年の Tablc 4 Annual change in number of current 

それには有意な設が見られず，続年的にはほ shoo，s pcr ，1'ω 

していることが明かとなっ

5. 樹?ち

Y car 1991 1992 

|玄i…6は， IllH長林1ごに しているミズナ
Q目 mongolicα 7 5土17 88土24m

ラ，イタヤカエデ，ヤチダモ，ハルニ二レのiHl訟
を示したものである。いずれの船植も主i!ql!は

i狗僚でなく， 1Jlij 7iに枝が発迷し樹紙上耐が平

たくなったおj形になっていることがうかがえ

る。

E 
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x 
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刷

工

Om Fm  

F'.mαndshurica 41.士12

Mcan with standard dcviation 
Significancc lev日1:m p>O.05 

Am  Ud 

Fig 6 Branching architcctul'C of four日ap1ingtr日espeClGs. 
Am: Acer rηono. U d: U lmus dauidiαnα 

考察

39土 13倒

り とf;¥Jil守iの{切に見られた増加相と定常利の二;ト13の存在は，ヒノキ林下に生育し

ているitll木6{最 (A吋hanaet al. 1988) とアカマツ・ヒノやj見交林1ごに生育している!こノキの

若木(誹冗・武ElJ 1989) において報告されてきている。 閉鎖林下においては，出水換だけでな

く林j叩討を構成する林間木棋の岩木においても殺業;肢にmu交があることが明かとなった。また，

11;紫{IH4磁における増加jれから定常利への変1l!1点(以下， I臨界樹高という)は， 4 m前後であっ

た。ヒノキ林…ドにおける ìff(水~1f[の臨界+9:j高は，いずれも 2 mfll支となっている (Ardhana et al. 

1988) のに対して休鼠水マあるとノキの岩木の臨界樹高l土3m張!となっている(時党・武問

1989) ことが報告されている O こうした研究報告に見られる臨界樹高の迷いは， 1t1i.!Jf.樹高が樹梯
によって災なることを示H変しているが，それぞれの森林における臨 ~ft銭高は組{以していることか

ら， I臨界樹高は，むしろ林j試を構成する樹磁に!忘じて大きく変わる(寄.jiUF! 1989) ものと

:考えられる。

11母体当りの楽部結は，ミズナラ，ヤチダモ，ハルニレが24，OOOcnr程度であったのに対して，イ

タヤカコニデが36 ， OOOcnn~J支で、あった。小池(1985) は，北海道の落葉広葉樹24離について光合成

を淵べた。そのIjlで，ミズナラ，ヤチダモ，そしてハルニレの光飽和点における光合成法夜

は，いずれも 12mgC02・dm-2・hパ程度と矧似しているのに対し，イタヤカニ仁デのそれは 7mg 

C02.dm-2 ・ hr- 1 程j立と比il\主的1f~ くなっていることを訴し，こうしたj患いは樹犠聞における耐|密性
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によるものとしている。本研究の単水当りの業部和の速いは光合成速度に対応していたこと

から，樹韓関で見られた.E¥t水さきりの漉樹新の述いは，細々の樹殺の附総性の怒，すなわち，イタ

ヤカエデが最も酎[~会tl:が高いということに対!忘しているのかもしれない。

~1j三~-Èシュートの i更さは，いずれも 5 cmをjll1えるものが少なく緩いシュートから構成されてい

た。部元・武III (1993) は，異なる光fJfV1~ を形成しているアカマツ林とヒノキ林の下!留に生育し

ている様子ド 2 殺の~1f.!:f.シュートの設さを糊べ，光JJ;'tJ1iの厳しいヒノキ林下において，いずれの

樹穂の当1f.生シュートも小型化していることを報告・している O また，当年シュートレベルにおけ

るC/F比(葉重に対するシュート震の比)とシュート長の間に正のキ1'11期間保が見られることを

報告しており s シュ…トの小型イとは当主!とシュ…;、の維持のよで有利になると考えられることから，

シュートの小JJ~イヒは被|容に対する維持制節機構と解釈している。本研究の調査木も閉鎖~*-f・とい

う光ストレス下にあったことから，シュートの小別化はこの制節機構が発櫛された結来と考えら

れる。

シュートの季節的な伸長様式は，いずれの樹穂も!丹位間マ設が見られず，伸長畿のみが樹沼下

ブJへ向けて小さくなった。また，*の生謀本も概して樹沼下方へj合jけてノトさくなる傾向を訴した。

ーブj，芽の活性は，いずれの樹被もJ(qf.立に対する11幻滅は見られなかったが， 20%~35% とかなり

抵かった。樹器内の光1環境は，ふつう，猿鮮の相;??:被i設によって樹沼下方へ向けて感化するため

に，不均一-となっている O したがって，本研究において見られた樹詰構造や動態の不均…性は，

光環境の不均…分布に対応したものと考えられる。

:}j::のjミ続本は，ミズナラ，ヤチダモともに 6個程度となっていたが，芽の活性率は，ミズナラ

が35%税j支，ヤチダそが20%殺皮であった。実擦に…本のシュートに付いている芽のうちfrjlびる

芽の数を計算すると，ミズナラが2本，ヤチダモが12ド;となり，かなり低いことがわかる O また，

いずれの樹穂のシュートの伸長最も，段上告[1でさえ平均 3~ 4 cmとなっていた。したがって，芽:

の動態{活性， 1t11民謡t，生溜率)を総合的に考えると，いずれもかなり小さくなっていたことか

ら，被設された森林下!討において非同化器官の地加を綴力抑えようとした茅の行動と捉えること

ができる O このことは，単水生iりの当年役シュート数が，続年的にほぼ…定していたことからも

倹約的に耐え忍んでいることが舵察される O

樹1[~(ま，いず、れの樹麓も主戦h~ヒタミい， jWJ")J・へ枝を発速させていた。例体当りの器禁殻は，樹高

4m程度以上で、は樹高にかかわらず…定イとするために，光ストレス1ごにおいて格11"(@:j!1;宮川lはリスク

を伴うことになる(詳元・武悶 1989)。こうしたことから，叙IJ方への悲しい技限りは， m'i潟地

加を機力事11え，光ストレス下で効来的な!:f:.践を行なうとで有利な椀7障であるとされる単階的な

i非配置 (Horn1970) を実現しようとした結来と考えられる。

以上，閉鎖した落葉j広葉樹林の下併における林冠水植の若木の維持様式を見てきたが，閉鎖林

下においては，林冠水穂と設えども IlJh界樹高に透すると樹高成長や，持H誌を構成する基本単i立の

サイズや数の1m加をjJ[Jえ，単閥的な紫君l'配置によってi耐え忍んで倒体を維持するという林冠木被

の岩木段階における個体維持片品式が明らかとなった。
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Surnrnary 

The relationships between the amounts of leaves and 。ftrees were studied fo1' the 

saplings of canopy t1'日esin a no1'thern deciduous hardwood foresL The relationships showed 

two phases. In the increasing phase， the height growth allowed saplings t.o expand t.he canopy 

by increasing the number of leaves. In the st札tionaryphase， the nUl11ber of leaves was 

relatively constant numbe1' irrespective of t1'ee height f1'ol11 4， to G m. The number of leaves in 

the stationa1'Y phase 1'epresents the maximum number of ](:)av(:)s that. can b(:) supported by trees 

under closed canopies. 

From the analysis of modules (bud， leaf， shoot)， activities and bud production rate per bud 

were low and shoots wer・eminiatuar、ized.The numberωf current. shoot詰 pera tree was 

constant annually. The crown architectu1'e of saplings was the umb1'ellゃlikedshowing ar1'est 

o[ height growth. The saplings of canopy t1'e(:)s attain日dthe sta tiona1'Y pha日cand we1'e 

maintained without increasing the sizes and l1umbers of modules llnder the closed canopies 




