
 

Instructions for use

Title ロシア極東タイガにおける更新動態の特徴とクローン成長による個体群維持機構について

Author(s) 本間, 航介

Citation 低温科学, 0073, 133-142

Issue Date 2015-03-31

DOI 10.14943/lowtemsci.73.133

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/59094

Type bulletin (article)

File Information 137-146.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


1.はじめに

北方林（タイガ）は,森林成立の限界に近い環境に位

置する植生であり,温帯林や熱帯林と比べて低温や凍土

という独特のストレス要因と強い関わりを持ちながら成

立している.近年では温暖化に伴う植生変化や生産速度

の増大,夏期の乾燥に伴う成長低下など相反する影響が

指摘されるようになってきた（Alm et al., 1999;Beck
 

et al., 2011）.一方,北方林の更新には山火事が強く関

与していることが従来から指摘されてきており（Vie-

reck,1973;Johnson,1992）,温暖化に伴う夏期の乾燥に
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に考察した.タイガには山火事による一斉更新プロセスと山火事の合間に生じる連続的プロセスが存
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新が支配的であること,稚樹が同種の成木林冠下に集中分布するため空間構造の変化が起きにくいこ

とが指摘された.また,シラカンバやヤマナラシのクローン成長戦略は山火事後の一斉更新において

大きな役割を果たし広葉樹優占林分を成立させる主要因となり,山火事の大半を占める表層火災は相

対的にタイガの植生を針広混交林から広葉樹の萌芽林にシフトさせる可能性が示された.
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よって攪乱レジームが変化してきているため注目されて

いる（Hinzman et al.,2006）.

本稿では,北方林の更新が低温や山火事攪乱レジーム

と具体的にどのように結びついているのかについて論じ

ていく.山本（1984）は,森林の更新の具体的な定義と

して「林冠層を構成する樹木個体が何らかの原因で欠如

してできた空間を他個体が占めるという置換現象を指

す」とし,林木置換の面積スケール（個体・集団・林

分）と時間的レベル（連続的か断続的か）に注意しなが

ら様々な更新プロセスを整理している（表１）.これに

よれば,森林の更新は森林火災や火山爆発のような大規

模かつ断続的な攪乱が生じた後に一斉更新する「大面積

一斉更新」タイプと,樹木の寿命や小型台風などより恒

常的に発生しうる枯死倒木のような小規模攪乱を引き金

としてパッチレベルでマイクロサクセッションが起こる

「連続的小規模更新」（ギャップ更新を典型とする個体や

種の置換.以下,ギャップ更新とする）の２つに整理で

きる.北方林の更新は大くくりに見れば前者の典型例と

いうことになり,実際これまでの研究事例には大規模な

山火事を契機とした一斉更新や比較的単純な遷移系列を

扱ったものが多かった（Chapin III et al., 2006）.しか

し,北方林の山火事再来周期は平均で数百年の単位であ

り（Chapin III et al., 2006）,この間に大規模攪乱由来

の一斉更新とは異なるギャップ更新的動態が存在するは

ずである.しかし,北方林の動態における山火事以外の

小規模更新動態についてはこれまであまり知られて来な

かった.北海道の汎針広混交林のような南限地域を除く

と,そもそも更新動態について温帯の事例と比較可能な

手法で研究された事例が少なく,特に,ロシア極東部で

は現代的な群集動態研究自体がほとんど行われてこな

かったため不明点が多かった（Zyryanova et al.,2010）.

山火事後の一斉更新プロセスについても実際には複雑な

メカニズムが存在しており,遷移系列が必ずしも単極相

的にならないことや,その遷移プロセスを複雑にする要

素として広葉樹のクローナル成長が深く関わっているこ

とも近年分かってきたことである（Homma et  al.,

2003;Johnstone et al.,2004）.そこで,本稿では,筆者

らがロシア・カムチャッカ半島で行ってきた北方林の更
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更新タイプ 更新単位 時間レベル

林冠木の枯死

をもたらす

主要因

林冠木の枯死直後の林床状態と

その後の更新

(立地条件による制約が無い場合)

齢構造

大面積一斉更新

ギャップ

更新

林分

小集団

(～数十個体)

(～数千m)

個体

(１個体)

(～数百m)

より断続的

より連続的

火災

火山爆発

(降灰・泥流)

土砂崩壊・洪水

大型台風

虫害

恒常風

小型台風

暴風

個体寿命

主として種子供給源か

らの距離,種子の散布

力・散布量に依存

裸地 陽樹を中心と

する林分の成立

前生樹集団 枯死木と同種の

林冠木からなる

林分の成立

萌芽

林冠木の残存

根株など

ＡとＢの違いは主として

ギャップの大きさと耐陰

性の違いに依存

裸地 陽樹の林冠木や

そのパッチの成立

前生樹 枯死木と同種の

林冠木やその

パッチの成立

萌芽

林冠木の残存

根株など

ほぼ同齢

ほぼ同齢

集団のモザ

イク

異齢に近い
単

木

群

状

Ａ

Ｂ

？

表1：一般的に見られる森林更新のパターンとそのプロセス（山本,1984を簡略化）

Table1：A schema of pattern and process of natural regeneration of forest(extract from Yamamoto,1984)



新動態研究の成果を軸にして,北方林の更新動態が温帯

林や熱帯林と具体的にどのように違うのかを整理し,北

方林の更新動態についての新しい視点を提示する.

2.ロシア極東域のタイガの組成・構造的特徴

周オホーツク海地域には,植生地理的には大きく汎針

広混交林とタイガ,亜寒帯ツンドラの３つの植生帯が分

布する.汎針広混交林は北海道とロシア沿海州（シホテ

―アリニ山脈周辺）に分布し冷温帯植生とタイガの移行

帯部分に相当する.タイガはこの汎針広混交林の北部に

広がり亜寒帯ツンドラ植生の南側に接するエリアで,カ

ラマツ属（Larix）やトウヒ属（Picea）などの針葉樹を

優占種として広葉樹が部分的に混交する森林である.こ

の地域では,湿性の環境にヤナギ属を中心とした渓畔要

素の強い森林が分布し,山地にはヤマハンノキ（Alnus
 

hirsuta）林やダケカンバ（Betula ermanii）林などの広

葉樹林が見られるが議論の単純化のため,本稿ではこれ

らの植生については扱わず,平野・盆地・山地下部斜面

などに広範に分布する針葉樹林・針広混交林のみを便宜

的にタイガとして扱う.

この地域のタイガの組成・構造面での共通特徴を挙げ

ると,(1)木本の種構成が極めて単純である,(2)疎林状

の森林が多く林冠木同士の間隔が広い,(3)森林の亜高

木層や低木層の発達が悪く林冠層＋林床層の二層構造の

森林が多いという３点となる.

(1)は生育期間の短さや冬期の低温ストレスに対応で

きる高木種が極めて限定されていることを示唆してい

る.また,過去の氷期―間氷期サイクルによる影響も大

きな時間軸で見た場合の多様性低下因子になっているだ

ろう.ロシア極東の北方林では１種優占の森林が多くを

占め,壮齢林ではカラマツ（Larix cajanderi,グイマ

ツ（Larix gmerini）と記載している文献もある）やエ

ゾマツ（Picea ajanensis）,が第１優占種となり,筆者

らの調査地であるカムチャッカ半島中央低地帯ではこれ

にシラカンバ（Betula platyphylla）やヤマナラシ

（Populus tremula）が混交して針広混交林になっている

（表２）.中木層・低木層の中で出現頻度が高いのはハイ

マツ（Pinus pumila）で,ヤナギ類（Salix bebbiana,

Salix caprea）,ナナカマド類（Sorbus commixta,Sorbus
 

kamchatica）などが希に混生する.樹木組成としては

温帯林と比較した場合極めて単純で,これに近い組成の

森林がカムチャッカからサハリン,マガダンなどの周オ

ホーツク域に広く分布している（沖津,2002）.また,

ベーリング海を隔てて対岸のアラスカにも相同の植生が

広く分布し,タイガの標準的な組成であると言える

（Chapin III et al.,2006）.

(2)は温帯林では見ることのできない,北方林固有の

特徴である.カラマツやエゾマツの壮齢林の中は温帯の

落葉広葉樹林や針葉樹林と比較すると明瞭に明るい（図

1-a,b）.林床まで光が差し込んでいる場所は,温帯林

ではギャップとして識別するべきものだが,北方林では

林冠木同士の間隔が広い林分が多く,ギャップの識別が

困難なくらい林冠の空𨻶が繫がっている.

(3)は,日本のような温帯では間伐の入っていないス

ギ造林地のような林床の光量が圧倒的に不足している森

林で多く見られるものだが,それがタイガの中では林冠

開空率がかなり高いにも関わらず生じているところに特

徴がある.低木層の樹木密度は,山火事後にクロミノウ

グイスカグラ（Lonicera caerulea subsp. edulis var.

emphyllocalyxa）などの矮性低木が侵入した場合を例外

とすればかなり低いと言え,成熟林分の林床の多くは草

本植物やコケで覆われ,林冠層と林床の２層構造に近い

概観となっている.これは,植物の生育期間が事実上

３ヶ月ほどしか無いタイガ分布地域の年間獲得エネル

ギー量が低いために高木層がわずかに光を遮るだけでも

他の木本植物が生育しにくくなっていると解釈すべき

か,それとも他の要因を考えるべきか,一見しただけで

は答えが出ない.以下で,より詳細に考えてみたい.
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表2：カムチャッカ半島中央低地帯のエゾマツ―シラカンバ林の組成・優占度
の例（Homma et al.,2003を改変）

Table2：An example of boreal forest vegetation (conifer-hardwood mixed
 

forest) in the Central Depression of Kamchatka Peninsula (extract from
 

Homma et al.,2003)

Species  BA（cm/ha) RBA（％) no.of trunk
 

Picea ajanensis（エゾマツ) 132587.0 51.35 565

Betula pratiphylla（シラカンバ) 108101.9 41.87 465

Populus tremula（ヤマナラシ) 17056.3 6.61 39

Crategus chlorosarca 235.8 0.09 14

Sorbus kamchatica 177.2 0.07 2

Salix bebbiana 54.2 0.02 1

total 258212.5 100.00 1086

BA＝basal area；RBA＝relative basal area



3.タイガ構成種の稚樹の水平分布パターン

上述の３つの特徴は,個々の特徴が別々の林分で見つ

かるのではなく,ひとつの林分で同所的に見ることがで

きる.そこには温帯林の動態メカニズムでは説明できな

い不可解な点が存在する.ギャップ内で樹木の稚樹が旺

盛に生育している姿が確認出来ないのである.ロシア極

東の北方林はオホーツク海の影響により年平均気温が低

く,植物の生育期間は正味３ヶ月ほどしかない.光環境

の良いギャップは生存に重要なはずであり,稚樹が集中

分布していてももおかしくない.しかし,筆者らの複数

のフィールドではギャップ下の林床に樹木実生は散発的

に確認されただけであった.

では,高木性樹種の稚樹はどこに居るのだろうか.表

３は,カムチャッカ半島中央低地帯のエゾマツ林におけ

る,林冠層（エゾマツ・シラカンバ・ヤマナラシ・

ギャップ）と稚樹（エゾマツ・シラカンバ・ヤマナラ

シ）の分布相関解析（Monte Carlo permutation法；

Palmer and van der Maarel, 1995）の結果を示したも

のである（Takahashi et al., 2001;Homma et al.,

2003）.エゾマツの稚樹の分布は同樹種の林冠に有為な

正の相関を示し,他種の林冠やギャップとは弱い負の相

関を示していた.また,シラカンバの稚樹の分布はシラ

カンバの林冠に対して有為な正の相関を,エゾマツ林冠

に対しては有為な負の相関を,ギャップに対しては弱い

負の相関を示していた.この林分は,相対胸高断面積割

合で２種優占（エゾマツ51％,シラカンバ42％）であ

るが,両種ともギャップ下ではなく自らの樹冠下で稚樹

を更新させるパターンが明瞭であった.このような林分

では,林冠構成種が排他的な分布パターンになってしま

うので,陽樹から陰樹への教科書的なマイクロサクセッ

ションが起こることは少ないと考えられ（Dorezal  et
 

al., 2004）,山火事のような大規模攪乱が生じない限り

森林の水平構造は変化しにくいと推測出来る.他の複数

の天然林における解析結果でも優占種となるエゾマツ・

カラマツ・シラカンバの稚樹がギャップと有為な正の相

関を示すことは無かったので,これはカムチャッカ半島

中央低地帯の針広混交林では一般的な傾向のようだ（図

２）.シラカンバは稚樹の多くが地際萌芽によって供給

されているため樹冠下に集中するものだが,カラマツや

エゾマツは種子由来の稚樹でありながら同一種の樹冠下

に集中分布している.

林冠の下で陰樹の実生が定着してギャップが形成され

るまで稚樹バンクを作って待機する更新パターン自体は

前生稚樹更新（advanced regeneration）として,

ギャップ更新の要素のひとつとして温帯林でも普通に観

察出来る.しかし,原（2004）は,上述の現象にあえて

「林冠下更新」という別のタームを提案した.これは,

北方林の林冠構成種の稚樹（特に針葉樹類）が,より光

表3：カムチャッカ半島のエゾマツ成熟林分における林冠層
と稚樹の分布相関（Homma et al.,2003を改変）

Table3：Spatial correlation between canopy layer and
 

juveniles in a matured Picea ajanensis forest in Kamchatka
 

Peninsula (extract from Homma et al.,2003)

juveniles  canopy  R  p
 

Picea ajanensis  p.ajanensis 0.411 ＜0.001

B. platyphylla －0.113 0.248

P. tremula －0.129 0.018

gap －0.248 0.018

Betula platyphylla  p. ajanensis －0.287 0.010

B. platyphylla 0.353 ＜0.001

P. tremula －0.075 0.334

gap －0.201 0.176

Populus tremula  p.ajanensis －0.253 0.296

B. platyphylla 0.053 0.365

P. tremula 0.053 0.525

gap 0.162 0.175

Rはピアソンの相関係数,pはランダマイゼーションテスト（モ
ンテカルロ法）による

R;Pearson’s correlation coefficient,P;Monte Carlo permuta-
tion test
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(a)

(b)

図1：カムチャッカ半島中央低地帯の針広混交林の例

a：カラマツ林 数ヶ月前に発生した表層火災のために林床
に焦げ跡が見られる.

b：エゾマツ―シラカンバ林 林床まで光が差し込む場所が
多い.

Figure1：Examples of conifer-hardwood mixed forest in
 

the Central Depression of Kamchatka Peninsula.(a)Larix
 

dominant forest, a few months after surface fire. (b)
Picea－ Betula co-dominant forest.



環境が良いギャップや多種と競合しないオープンな林床

が無尽蔵にあるにも関わらず,母樹の林冠下に囲い込ま

れるように集中分布するために（特にエゾマツは現場で

観察すると,まるで母樹が実生を積極的に保護している

かのように見える）,温帯林のような「ギャップ形成ま

で陰樹が林床で待機する」という意味合いだけではこの

現象を捉えきれないと考えたためである.

本来,同じ種類の林冠下での実生更新は上層木の吸光

特性が実生と同じために非効率であるとされ,これは種

子散布特性の進化の一因とも考えられてきた（Howe&

Smallwood, 1982）.北方林では,上述のように疎林に

近い林冠構造であることや,生育期間の太陽軌道が低い

ためにギャップの北側の林冠下に光が差し込みやすい

（Bazzaz, 1996）ため,温帯林と比べてサンフレックや

散乱光成分が増えて吸光特性の問題点は幾分緩和されて

いると思われる.しかし,それだけではギャップと稚樹

の明瞭な負の分布相関は説明出来ない.エゾマツ・カラ

マツ・シラカンバの３種は種子が比較的小型でギャップ

へ種子散布を行う能力には問題無いと思われるので,

ギャップ内で実生が発芽・定着できない,もしくは稚樹

が死亡するなどの特殊な理由が存在すると考えた方が良

いだろう.この実生更新不全について,後段でさらに考

察したい.

4.北方林における山火事攪乱と樹木個体群の更

新

北方林における森林更新の理解を複雑にしているのが

山火事である.山火事は北方林では最も重要な攪乱因子

であり,ロシア・アラスカなどにおいて多くの研究蓄積

がある（Johnson and Miyanishi, 2001;Chapin III et
 

al., 2006）.山火事１回あたりの焼失面積は数haから数

十km まで多彩であり,雷や静電気による自然発火由

来の火事と人為（焚き火の不始末など）による火事の両

方の原因がある.自然発火と人為発火の比率は地域によ

り異なっており,アラスカでは10％程度が人為的要因

によるものである（Kasischke et al.,2006）また,シベ

リア北部では人口密度が非常に低いためほとんど自然発

火と考えられているが（Sofronov and Volokitina,

2010）,カムチャッカでは経済状況の悪化と連動して人

為発火による山火事が自然発火より多い（カムチャッカ

森林局 私信）.アラスカの研究事例では,自然発火に

よる山火事再来周期は100年から300年程度と推定され

ている（Chapin III et al., 2006）.また,筆者らがカム

チャッカ半島で調査した事例では,複数の黒ボク土壌の

中に炭化した植物遺体や焦げた土の層が観察され,テフ

ラの層序から推定された山火事の再来周期もアラスカの

事例と類似していた（山縣ほか,未発表）.山火事の多

くは,表層火災（flaming combustion）であり,稚樹

や低木は消失するが,大型樹木の一部は樹皮の断熱効果

などによって生き残ることも多い.ロシア極東のカラマ

ツ林の場合は成木の樹皮（バーク）が分厚いために断熱

効果によって若干の親個体が山火事をくぐり抜けて生残

し,そこからの種子散布によって世代を繫いでいるケー

スが観察される（図１）.エゾマツは特に山火事に脆弱

な植物である.耐陰性が高いために樹幹深度が深く,樹

高15mを超える成木でも葉を着けた生枝が地上1.5m

程度までついている.地際には自己被陰によって枯れ上

がった枝が幹から脱落せずに下垂していることが多いの

で,地表の火を拾って簡単に全焼してしまう.この表層

火災の繰り返しが頻繁になれば疎林形成が促進されるこ

とが予想される.ただし,100年単位で山火事の影響を

受けていないと推測される針広混交林においても疎林化

は顕著であるため,表層火災が疎林化を完全に説明する

わけではない.

北米のジャックパイン（Pinus banksiana）やロッジ

ポールパイン（Pinus contorta）が山火事に適応した種

子散布戦略をとっていることは有名である（Burns and
 

Honkala, 1990）.これらの種類のコーンの鱗片は樹脂

で固着しており,種子が成熟しても散布されずに何年も

樹上で貯蔵されている.しかし,山火事によって気温が

50度前後まで上昇すると,樹脂が融解して鱗片が反り

返り,周囲の地面に大量の種子が散布される.これは,
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図2：カムチャッカ半島中央低地帯のカラマツ林プロットに
おける,全天空写真による林冠被度分布とカラマツ稚樹の空
間分布（本間ほか,未発表）
橙色のドットはカラマツ稚樹の分布を示す.

Figure2：Canopy openness and location of juveniles of L.
cajanderi in a matured Larix forest in the Central Depres-
sion of Kamchatka Peninsula (Homma et al.,unpubl.)



温帯では多くの種でみられる「埋土休眠種子」という発

芽待機機構が山火事攪乱に適さず,樹上で複数年にわた

り種子を待機・貯蔵する形質が選択されたものと解釈で

きる.しかし,ロシア極東の北方林で,このような特殊

な種子散布を行う樹木は今のところ報告されていない.

北方林の更新において,更新阻害要因として重要な働

きをするのが森林土壌表層のduff（ダフ）と言われる

有機物層である.ダフはコケの遺体や植物遺体・落ち葉

などが半分解状態で堆積した有機物層で,温帯の

A －F層やA －H層と相同だが,北方林のそれは格段

に分厚く低温環境に行くにつれて明瞭に増加する.Van
 

Clave et al.（1981）は,アラスカにおいて土壌の深さ

10cmにおける有効積算温度（有効零点は０℃）,がダ

フの深さと綺麗な逆相関になることを見いだしている.

この研究によれば,積算温度が約500℃・日となる

black spruce（Picea mariana）林のダフ層は約18cm

に達する.ダフ層の60％から70％は空気であると言わ

れ,高い断熱効果を持ち,表面は乾いて火災の延焼を促

進するが,内部は断熱効果のために燃えにくい（John-

son, 1992）.ダフは樹木の実生定着には大きな障害と

なっている.ダフの表層に落ちた種子が発芽できずに乾

燥枯死したり,越冬期間中に暗色雪腐れ病に感染して腐

敗したりするからである（程,1990）.筆者らがカム

チャッカにおいてカラマツ林の山火事直後からの動態を

調べたところ,表層火災後の森林でも林床には上面だけ

が焦げた大量のダフが残存しており,ダフ層は10cm

から15cm程度であった.（本間ほか,未発表）.一斉更

新のセーフサイトになっていたのは焼け落ちた大木や林

床のハイマツの直下で強い火力によってダフの深層まで

消失した凹みにコケが定着した場所だけであった（図

3-a）.このように,一斉更新が進みやすいと考えられ

る山火事後でも,ダフが多く残存した場合はそれが定着

阻害因子として機能し続ける.これもまた,疎林ができ

やすい要因のひとつと言えるだろう.

5.北方林のギャップはセーフサイトか？

山火事が到来するまでの間,北方林の更新は上述のよ

うに主にダフの存在によって妨げられている.このた

め,林床の大部分では定着率の悪さを示唆するように,

限られた数の稚樹が散発的に立ち上がっている（上述の

ように,その大部分は同種の成木林冠下に集中して分布

している）.例外的に比較的安定したセーフサイトとな

るのは倒木上で,特に不朽が進んで表面にコケが繁茂し

た場所に多くの実生が見られる.北海道の汎針広混交林

でもよく見られる倒木更新である（図3-b）.一本の倒

木に数百本のシラカンバ・カラマツ・ヤマナラシ等の実

生が観察されることがある.こうした倒木更新は面的に

発生することは少ないので,更新の空間単位は「線」や

「点」になる.これも疎林が形成されるひとつの要因と

なるだろう.ただし,これも上述の「ギャップが埋まら

ない」という現象の充分な説明にはならない.

では,林床に生える限られた数の実生が光環境の良い

ギャップではなく,林冠下に集中するのはなぜだろう

か.カラマツ,エゾマツ,シラカンバという主要な構成

種がいずれも比較的小型で散布力の高い種子を持ってい

ることを考え合わせると,ギャップ内での種子・実生・

稚樹の死亡率が林冠下でのそれに比べて高くなっている

のではないかと筆者は考えている.筆者らは,カム

チャッカ半島のエゾマツ―シラカンバ―ポプラの混交林

で個体識別し追跡調査をしていたエゾマツの稚樹が200

本ほどギャップ内で葉を褐変させて定着後数年で立ち枯

れていることを発見している（図４）（Homma et al.,

2003）.林冠下に分布するエゾマツ稚樹には,この傷害

は全く生じていなかった.また,ギャップ下にはヤマナ

ラシのルートサッカー（後述）が比較的多く立ち上がっ

ていたが,これも掘り起こしによる確認と継続観察によ
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図3：タイガ林床での実生定着の例

a：山火事でダフが消耗してできた凹みの中で定着したシラ
カンバの実生

b：腐朽したカラマツ倒木上に定着した,シラカンバとカラ
マツの実生

Figure3：Examples of seedling establishment of seedlings
 

of canopy tree species in taiga forests. (a)B. platyphylla
 

seedlings established in combusted duff layer. (b) Seed-
lings of L. cajanderi and B. platyphylla established on a

 
decayed trunk of L. cajanderi.

(b)

(a)



り,大部分が２年程度で地上部を枯死（壊死に近い症状

であった）させていることが分かった（Homma et al.,

2003）.北方林ではギャップは必ずしもセーフサイトで

は無く,むしろ大変過酷な場所であることをこれらの事

実は示している.それゆえ,冒頭で述べた連続的小規模

更新はギャップ下ではなく同一種の林冠の下で,世代交

代はあっても空間構造の変化が小さい状態でほそぼそと

行われているのではないだろうか.

北方林のギャップの中は,夏季の３ヶ月間は日照は強

いが,残りの９ヶ月は,積雪以外に遮蔽物のない低温環

境である.特に極東ロシアやアラスカでは－30℃を下回

る極度の低温環境となるので,寒乾害や霜害（酒井

1982）が起こっている可能性は充分ある.一方で,耐陰

性の強い常緑樹（エゾマツなど）の葉に強い太陽光が当

たることで生じる光阻害の関与も強く疑われる（原,

2004）.光阻害は,光合成が飽和している「光余り」の

状態で,低温ストレスや乾燥ストレスが重層的に作用す

ると発生しやすいとされている（Takahashi and Mu-

rata,2008）.周オホーツク海地域では,太陽高度の最も

高い６月下旬から７月中旬は寒暖差が激しく（筆者は７

月末のカムチャッカの中央低地帯で降雪を経験したこと

がある）,６月と８月は降水量が少ないため山火事が発

生しやすい.すなわち,強光と低温ストレスや,強光と

乾燥ストレスの組み合わせは同地では充分に起こりうる

ものであり,図４で示した新鮮な状態のまま褐変したか

のようなエゾマツの葉の症状は,６月や７月に起きた障

害であると考えると納得出来るのである.今後,より詳

細な生理学的研究が望まれる.

6.広葉樹類のクローナル成長と北方林の更新

環境ストレスや撹乱が厳しい生育条件下では,多くの

樹木が実生更新に加えてクローナル成長を行って個体群

を維持していることはよく知られており（Puts et al.,

1983;Puts and Brokaw,1989）,北方林や多雪地でもそ

の重要性は確認されてきた（Peterson and Johnes,

1997;Homma, 1997）.樹木のクローナル成長の表現型

は,後生的に根を発生するもの,後生的に幹を発生する

もの,葉などの断片から植物体全体が再生するものなど

多彩であるが,その整理はまだ充分になされていない

（Jenik, 1994）.ここでは,北方林の広葉樹が示すク

ローン成長形態として,カバノキ属の「地際萌芽」

（root color sprout；Ohkubo, 1992）とポプラ属のルー

トサッカーについて取り上げる.なお,北方林に分布す

る針葉樹類で筆者が確認できた範囲では,カラマツ属,

トウヒ属,モミ属の３属には目立ったクローナル成長は

観察できず,マツ属では林床のハイマツ（Pinus
 

pumila）に匍匐樹形にともなう伏条更新と思われる形

態が確認されるのみである（Khomentovski, 2003）.概

して,「実生更新の針葉樹」と「実生とクローンを使い

分ける広葉樹」という色分けになる.

ダケカンバ（Betula ermanii）は比較的萌芽能力が旺

盛な種類で日本の山でも森林限界付近で地際から萌芽幹

を出して株立ちした個体を見ることができる.一方,シ

ラカンバ（Betula platyphylla）は日本では萌芽株立ち樹

形を見ることがほとんど無い種類であるが,カムチャッ

カ半島のカラマツ林やエゾマツ林では旺盛な萌芽を行い

株立ち樹形で生育する（形態的にはシラカンバになる

が,現地の学者はシラカンバとダケカンバのハイブリッ

ドではないかと考えている）.シラカンバやダケカンバ

の種子は小型で死亡率の高い種子である.種子由来の実

生の分布はほぼ倒木上に限られ,稚樹供給の大部分は萌

芽によるクローン成長でなされていた.このクローン幹

は,親個体と根茎を完全に共有しており,個体として独

立していないため分散力は無く森林構造は萌芽による幹

の入れ替えが起こっても変化しない.親個体がクローン

成長によって古くなった幹を入れ替えて個体寿命を延ば

し,これが結果的に実生による更新機会を増やす方向に

図4：ギャップ内で葉を枯死させたエゾマツのサンプル 左端が健全葉,右端が完全に枯死したもの

Figure4：Examples of dead leaves of P. ajanensis under canopy gaps.
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働いていると解釈出来る.山火事後も地下部分が生残

し,旺盛に萌芽幹を成長させることでいち早く損傷した

樹体を回復させるので,種子散布が山火事後に比較的速

やかに行われるメリットもある.一般に,広葉樹の萌芽

形質には攪乱が少ない場所では単幹樹形をとり攪乱強度

の増大に伴って萌芽数が増大するタイプ（ブナ・ミズナ

ラなど）と,目立った攪乱が無くとも地際萌芽を生産し

続けるタイプ（イヌブナなど）が認められる（Homma,

1997;Ohkubo et al.,1988）.前者は「修復と再生のため

の萌芽」,後者は「地上部の更新のための萌芽」と考え

られている（酒井,1997）.カムチャッカにおけるシラ

カンバの萌芽の挙動は基本的には後者に属するものであ

ろう.ただし,山火事に対してもシラカンバの旺盛なク

ローン成長能力は有効である.筆者らはカムチャッカで

山火事約40年後の林分（カラマツ―シラカンバ林が火

災によりシラカンバ林に置換）を調査しているが,ここ

では稚樹の大部分は燃え残ったシラカンバの地下部から

クローン成長で供給された萌芽幹で,倒木や林床の実生

は数が少ないだけでなく成長も悪く,林冠を構成してい

る幹はほぼ全てが旺盛なクローン成長によるものであっ

た（飯村ほか,未発表）.山火事によって元々の地上部

が焼失した場合には,クローン成長で欠損部分を回復さ

せる働きが顕在化するものと考えられる.

カバノキ属に比べて,クローン成長をより積極的に

使っているのがヤマナラシ（Populus tremula）である.

この植物の成木は,カラマツやエゾマツの成熟林分の中

に,１haあたり数本から十数本という低密度で出現す

る.その一方で,親木よりも二回り以上大きなサイズの

葉（異形葉）を着けた,高さ数十cmから１m程度の

萌芽稚樹（ルートサッカー）を林床に多数立ち上げてい

た（図5-a）.他の種類の稚樹の分布パターンとは異な

り母樹の林冠との正の分布相関は示さず,ギャップの下

でも多く確認することが出来た.この萌芽稚樹は50m

ほども離れた場所にある親幹と太さ10mm前後の地下

茎（ラテラルルート）で接続しており（本間ほか,未発

表）,この地下茎を通して親個体からの水分や栄養塩の

転流を受けて光合成を行っていると思われる.ルート

サッカーの挙動を調べたところ,多年生草本にも似て,

２－３年ほどで大部分が枯死していた.枯死幹は幹や葉

が黒変して腐っており「立ち枯れ」というよりも「壊

死」に近い症状であった.枯れた後は同じ場所から新し

いサッカーを再度立ち上げ直している痕跡が地下茎に認

図5：(a)ヤマナラシのルートサッカー地下部の典型的な構造,(b)定常時にギャップ内で見られるヤマナラシのサッカーの異形
葉と成木の正常葉,(c)山火事１ヶ月後に一斉に発生しはじめたルートサッカー

Figure5：(a)Typical structure of P.tremula below ground.(b)Heterophylli of P.tremula leaves.(c)Root suckers appeared
 

after a month of fire.
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められた（Homma et al., 2003）（図5-b）.このため,

ギャップには高い確率でヤマナラシのサッカーが存在す

るにも関わらず,定常状態ではギャップがヤマナラシの

成木で埋められることはほとんど無い.ところが,山火

事が起こり共存するカラマツやシラカンバの地上部が焼

失した直後に,ヤマナラシのサッカーがそれ以前とは比

べものにならない高密度で出現した（図5-c）.山火事

後わずか２年足らずでその密度は高いところでは１ha

あたり数十万本に達し,カラマツの疎林は短期間でヤマ

ナラシの藪になってしまった.この山火事後に大量発生

したシュートは,定常状態で見られるそれに比べて堅

く,葉も異形葉ではない典型的なヤマナラシの葉であっ

た.ヤマナラシは,山火事攪乱に備えて,非攪乱時には

多年生草本のような貧弱なサッカーで光合成を行うと共

にラテラルルートのネットワークを森林の地下全面に張

り巡らして更新の機会をうかがい,山火事のヒート

ショックを契機にして一斉更新していたのである.

このヤマナラシの特異なクローン成長戦略は,これま

で述べてきた北方林の特徴に見事に適合している.定常

状態でギャップに侵入して数年で地上部を枯死させる脆

弱なサッカーは,ギャップ内に他の種類が密生して

ギャップ更新を行っているような条件下では競争力を持

ち得ないと思われるが,実際のギャップ内の稚樹密度は

上述の通り低い.また,地下部に張り巡らされるラテラ

ルルートはダフの内部もしくは鉱質土層の上部を通って

いるので,表層火災ならば焼失しないが深層火災では全

滅してしまうだろう.実際に発生している火事の大部分

は表層火災なので,これもヤマナラシに有利に働いてい

る.さらに,長い年月にわたって森林一面にラテラル

ルートを張り巡らして大規模攪乱を待つ戦略自体が,自

然発火由来の山火事が個体寿命よりも短い周期で再来し

ないと意味をなさないはずだが,北方林の山火事の再来

周期は自然発火に依存する場合でも100年～300年程度

であり近年は人為発火の増加により周期が短縮されてい

る.つまり,ヤマナラシのクローン成長戦略は,ギャッ

プ内に競争者がおらず,表層火災が周期的に訪れる現在

のタイガの攪乱レジーム下で最大の効果を発揮する一方

で,これ以外の条件では大きなリスクを伴う諸刃の剣な

のである.

7.結論

これまでタイガの動態の特徴について複数の角度から

考察してきた.これらをまとめると,(1)タイガでは,

山火事を契機にした一斉更新と山火事のインターバルに

起こる連続的小規模更新が存在する,(2)連続的小規模

更新の中で起こっているのは主として倒木更新や林冠下

での更新および地際萌芽からの更新である,(3)低温障

害や光阻害によりギャップ内での実生・稚樹の死亡率が

高いことや林床のダフが発芽定着の妨げになることから

ギャップ更新は起こりにくい,(4)実生の分布が同種の

成木林冠下に集中するためにマイクロサクセッションは

起こりにくく大規模攪乱がなければ空間構造の変化は起

きにくい,(5)シラカンバやヤマナラシの特徴的なク

ローン成長戦略は山火事後の一斉更新において大きな役

割を果たし広葉樹優占林分を成立させる主要因となって

いる,となる.

カラマツやエゾマツの優占状態が山火事周期の長い状

態（自然発火のみで作られる攪乱周期）での安定状態と

するならば,ヤマナラシやシラカンバの優占する状態は

近年の高頻度攪乱に対応した森林の表現型と言える.実

生更新のセーフサイトの絶対面積が小さいことや,

ギャップ更新が起こりにくいことは,広葉樹優占状態か

ら針葉樹優占状態に推移するまでに長い時間を要するこ

とを示唆しており,優占種が交代する過程が温帯林のよ

うに種間競争や耐陰性の差に基づいて起こるのか,それ

とも隠れた別のプロセスが存在するのかどうかは,今後

さらに研究の余地がある.
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