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北海道大学農学部演習林研究報告第 58巻第 1号 37-59(2∞1) 

鳥類による木本種果実の被食が

種子発芽に与える影響

八木橋 勉 1

Effects of bird ingestion on seed germination of 
arboreal plants in Hokkaido， ]apan 

by 
Tsutornu YAGIHASHI1 

要旨

37 

アカハラ，クロツグミ，コムクドリ，ムクドリ，ツグミ，ヒヨドリは種子を物理的に破壊することはなかっ

た。しかし，キジバトは種子を消化し，種子を散布することはないと考えられた。鳥類による被食は果実が成熟

色を示してから観察された。鳥類による被食率は.20%程度から90%程度と幅があり，夏季に結実するエゾヤマ

ザクラでは比較的低かったが，秋季に結実する樹種では，高い傾向にあり，種子が散布されている可能性が高い。

鳥類に被食後排出された種子は人為的に果肉を除去した種子と同程度，未処理の果肉っきの種子よりも高率で

発芽した。エゾヤマザクラ，シウリザクラ，ナナカマド，キハダ，ヤマブドウ，タラノキでは，鳥類の被食によ

る種皮表面の浸透性の増大は発芽に必須ではなく，発芽または種子の後熟を抑制する果肉を取り除き，発芽しや

すくする働きが重要であると考えられた。野外では果肉の除去作用は，分解者などによって代行される場合もあっ

たが，北海道北部では，冬期間に低温，積雪条件になるため，秋季に結実し，雪解け直後に発芽する樹種では，

発芽時期には果肉が未分解で発芽できないため，被食による果肉の除去の重要性が高くなると考えられた。

キーヲ!ード:果実免種子発芽，果実成熟期，果肉，被食
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Summary 

1.序論

森林を構成する木本植物は，動物散布種子を持つ

ものが多く (HOWE& SMALLWOOD， 1982). その中で

も動物に果実が食べられ，糞とともに種子が散布され

る被食型散布種子が大部分を占めている (FLEMING，

1991; JORDANO， 1卯2)。これらの種子は，発芽機構が

複雑で，発芽の抑制や休眠性の存在が知られている

(BRADBEER， 19槌)。発芽抑制物質を含む果肉

(Y AGIHASHI et al.， 1998・;Y AG IHASHI et al.， 2000)や，

種子内と外部の水分やガスの交換を阻害する種皮が，

発芽を妨げている (BRADBEER，1988; MA YER & 

POWAKOFF-MA YBER， 1989)と考えられている。動物

による種子散布は，ザル (LIEBERMAN& LIEBERMAN， 

1979) .クマ (ApPLEGATEetal.， 1979). コウモリ

(IZHAKI & ARAD， 1995)といった哨乳類のほか，カメ

(BRAUN & BROOKS， 1987)や魚類 (AGAMI& W AISEL 

， 1988)などでも報告が見られるが，鳥類が最も重要

な散布者であると考えられており (Fleming，1991; 

小南， 1伺2).研究例も比較的多い。

鳥類による被食は，種子を広範囲に散布するだけ

でなく (e.g.HOWE， 1977; JANZEN， 1983; HOWE， 198 

6).果実を体内に取り込んだ後，種子を排出する過程

で果肉を除去することや，種皮の構造を変えることが

考えられるため (VANDERPIJIL，1972; MAYER& 

POWAKOFF-MAYBER， 1989). これらの樹種の発芽に

及ぼす被食の影響の研究も古くから行われてきた

(RIDLEY， 1930)。鳥類によって被食された種子の発芽

率は，被食されなかった種子よりも高くなる (e.g. K 

REFTING & ROE， 1949;NoBLE，1975;GLYPHISetal.， 

1981; HOLTHUJJZEN & SHARIK， 1985). 低くなる

(LIVINGSTON， 1972).変わらない (DEBUSSCHE，1985; 

CLOUT & TILLEY， 1992). などの結果があげられる。

鳥類に被食されることで発芽率が高くなるという結論

の研究が多いが，多樹種をあつかった研究では，発芽

率が低くなる樹種や変わらない樹種も含まれている

(KREFTING & ROE， 1949; HOLTHUIJZEN & SHARIK， 

1985; LIEBERMAN & LIEBERMAN， 1986; CLERGEAU， 

1992)。また，鳥類による果実の被食が種子発芽にとっ

て必須と考えられる例 (Temple，1977)はほとんどない。

BARNEA et al. (1991)は地中海地域の木本種 8

種について 2種類の鳥類に被食された種子の内，種

子の体内滞留時間の長い鳥類に被食された種子の方が

発芽率が高くなる傾向を示し.鳥類による果実の被食

は，種皮の浸透性を高めて発芽を促進することを提示

した。また.IZHAKI & SAFRIEL (1990)は地中海地域

において，様々な鳥類による果実の被食は種皮の浸透

性の多様度を高め，発芽時期をずらす効果があり，雨

期のはじめの不安定な降雨期に実生が全滅するのを防

ぐ効果がある可能性を示した。さらに. AGAMI& 

W AISEL (1986). BARNEA et al. (1990)は，種皮構造

の顧微鏡的観察により，鳥類による被食後は種皮の表

面の構造に変化が見られることを示した。このように，

研究例は少ないものの，水分条件の安定しない地中海
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地域では鳥類による被食が種皮の浸透性に影響を与え

ている可能性は高い。しかし， IZHAKI & SAFRIEL 

(1990)， BARNEA et al. (1991)の研究ともに，被食

後排出された種子と人為的に果肉を除去した種子の発

芽を比較した結果，差が見られなかったものについて

は，被食の影響は発芽に対しではないと判断されてい

る。自然状態では被食されなかった果実は，いずれ落

下し，種子は果実に含まれたままになると考えられる。

そこで被食後排出された種子を用いた発芽実験の対照

には，果実に含まれたままの種子を用いる必要がある

(林田ら， 1田4; Y AG!HASHI et al.， 1999)。しかし無処

理の果実を対照に実験を行った研究は少ない。無処理

の果実は室内ではほとんど発芽できないと考えられる

が (ADAMS，1927;中西， 1974; FUKUI， 1995)， 自然

状態では落下した果実や種子は，土壊生物や薗類の分

解作用を受けることが考えられる。しかし，これらを

考慮して野外で実験を行った研究や，室内外で実験を

行って比較した研究はほとんど行われていない

(Y AG!HASHI et al.， 1悌8)。

従来の研究から予想されるように，鳥類による被

食の影響が発芽に対しであると考えられる場合でも，

被食された種子のうちのすべてが未消化で排出された

場合と，ある程度が消化された場合では，未消化で排

出された種子の発芽率が同じであっても鳥類の被食が

もっ意味は異なる。そのため，種子が消化過程でどの

程度消化されるのかを明らかにする必要がある。また，

野外での果実の被食が内部の種子の形成前に起こって

いれば，未発達な種子が散布される可能性はあるが，

その後発芽することはできないため，被食される時期

も明らかにする必要がある。さらに，被食率も重要で

あり，被食率が高い場合には，被食の影響を考えるこ

とは非常に重要と考えられるが，被食率が非常に低い

場合には，被食の影響を考慮する意義は小さくなる。

果実成熟後の被食率については，研究例があり (e.g. 

HOWE & V ANDE KERCKHOVE， 1981 ; HERRERA， 1982 

; IZHAKI & SAFRIEL， 1985; GUITIAN et al.， 1992)， 

多くの果実が被食される場合もあるが，樹種や地域に

より異なっており，本研究の樹種でも測定する必要が

ある。

そこで本研究では果実 (Fleshy-fruit)をつける

北海道産木本種数種について

1)鳥類による消化作用による種子の物理的な破壊

率

2)鳥類による果実の被食の時期，被食率，被食さ

れない場合の自然落下過程

3)種子発芽に対する被食の影響(水分条件の良い

と考えられる本研究調査地でも種皮の浸透性へ

の影響が現れるのか，それとも果肉の除去が重

要なのか，または被食はあまり重要ではないの

か)

以上を明らかにし，鳥類による果実の被食が，自

然状態での種子発芽にどのような影響を与えているの

かを考察した。なお，本論文は北海道大学審査博士論

文を修正したものである。

2.調査地梗略

本研究は北海道北部の北海道大学雨龍地方演習林

と近接する名寄市弥生公園，北海道大学中川地方演習

林 (440N，1420E)で行った。この地域の年平均降水

量は約1500mmで，年平均気温は3.0"Cである(1956-198

9)。降水(降雪)は冬季に多く，積雪は 1メートルを

越え， 11月から 4月下旬までの 6カ月程度は積雪期間

である。気温は夏季には30"Cを越えることもあるが，

冬季は-30"C以下になることもある。この地域の森林

は汎針広混交林に属し (TATEWAKI，1958)，アカエゾ

マツやトドマツなどの針葉樹にミズナラやダケカンパ

などを主とする広葉樹が混交している。名寄市弥生公

園は天然の針広混交林にエソ。ヤマザクラが補植されて

いる。

3.鳥類の消化作用による種子の物理的破壊

はじめに

鳥類による種子の散布過程では，被食された種子

の消化による消失率，および未消化で排出された種子

の発芽能力の有無を明らかにすることが，有効な散布

量の推定に重要となる。従来の研究では鳥類に果実を

与えて，排出された種子を一定数集め，発芽実験を行

うことで鳥類による被食が種子に与える影響を検討し

ているものが多い (e.g. DEBUSSCHE， 1985; IZHAKI & 
SAFRIEL， 1990; BARNEA et al.， 1991; CLOUT & 

TILLEY， 1992)。これは，未消化で排出された種子の

発芽能力の有無を明らかにするのには有効である。し

かし，被食された種子のうちのすべてが未消化で排出

された場合と，ある程度が消化された場合では，未消

化で排出された種子の発芽率が同じであっても鳥類の

被食がもっ意味は異なる。本章では鳥類に実際に果実
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を与えることで種子の消化率を明らかにし，鳥類の散

布者としての有効性と，被食されたことで発芽可能な

種子数が物理的に減少することがないのかを検討した。

材料と方法

材料には5章の被食後排出された種子を使用した

発芽実験に用いた， エゾヤマザクラ (Prunus 

sargentii)，シウリザクラ (P.ssiori)，ナナカマド

(Sorbus commixtα) ， ハリギリ (K，αlopαnαx 

pictus) (発芽実験は継続中につき 5章の結果には

含まれていない)， キハダ (Phellodendron

amurense)，ヤマブドウ (Vitiscoignetiae)，タラノ

キ (Araliαelatα)，全樹種を用いることが望ましかっ

たが，キハダ，ヤマブドウ，タラノキについては行

えなかった。鳥類の消化力を推定するためには樹種数

が多い方が良いので，クロミサンザシ (Crataegus

chlorosαrcα)，イチイ (Taxuscuspidata)の果実も

用いた。これらの果実を鳥類に与え，その後排出され

た種子を回収した。鳥類は，予備調査や従来の研究

(高野， 1田1，八木橋.1閉めから，各樹種の果実を野

外で実際に採食していると考えられる種を用い，自然

界での種子の消化率を推定した。夏期に結実するエゾ

ヤマザクラでは，キジバト (Streptopeliaorientalis)， 

アカハラ (Turdus chrysolaus)， クロツグミ

(T. cardis)，コムクドリ (Stumusphilippensis)， 

ムクドリ (Stu.cineraceus)を用いた。また秋期に

結実するシウリザクラ，ナナカマド，クロミサンザシ，

ハリギリ，イチイでは，秋期に渡り鳥として飛来する

ツグミ (T.naumαnii)を用いた。シウリザクラにつ

いてのみ，ヒヨドリ (Hypsipetesαmαurotis) も用

いた。体サイズ(全長)はキジバトが最も大きく 33佃

であり，ついでヒヨドリが27.5cm，ムクドリ，アカハ

ラ，ツグミが24cm，クロツグミが21.5佃，最も小さい

コムクドリで19cmである。キジバトのみ，主に穀物食

であり，他の鳥種は果実の他には昆虫やミミズなどを

食べる(高野.1981)。果実はケージに 1羽ずついれ

た鳥に数回にわけで与え，口からの吐き戻しおよび糞

として排出された種子を回収，計数した。エゾヤマザ

クラの果実は1992年7月11日に各250個ず、つをそれぞ

れコムクドリ.ムクドリ，アカハラに， 1993年 7月20

日に各350個ずつをクロツグミ，アカハラに与え， 40 

個をキジバトに与えた。シウリザクラの果実は1992年

10月12日に250個をツグミに， 1996年10月5日に400個

をヒヨドリに与えた。ナナカマドの果実はl伺3年10月

15日に1∞個をツグミに与えた。ハリギリの果実は

1994年10月30日に250個をツグミに，クロミサンザシ，

イチイは1995年10月24日にそれぞれ50個， 250個をツ

グミに与えた。

なお，この実験に用いた鳥類は，旭川市立旭山動

物園および北海道大学農学部附属雨龍地方演習林に傷

病鳥として一時的に保護されていた個体を使用した。

結果

被食後排出された果実数を表-1に示した。キジ

バトに与えた40個のエゾヤマザクラの果実は，完全に

消化され，種子とわかるものは糞中にみられなかった。

Table 1 . The number of fruits that were fed to each bird species and the number of seeds 

that were excreated after ingestion 

p1ant species bird species 
the number the number of 

year 
of fed fruits excreated seeds 

Prun回 sat宮側tii Turdus chη'solaus 1992 250 250 

P. sa培町ltii T. chη'sola悶 1993 350 350 

P. sarg側 tii T. cardis 1993 350 350 

P.sa旬開tii S飽間耐philiptenSis 1992 250 250 

P. sat官官ntii Shιcineracl側 S 1992 250 250 

P. sargentii St四pωμliaotおnωlis 1993 40 。
P. ssiori T. naumanii 1992 250 250 

P. ssiori Hypsipetes amaurotis 1996 400 400 

Sorbus commixta T. naumanii 1993 100 267 

Kalopa間IXPiC似S T.加棚anll 1994 250 500 

Crataegus chloro岨 rca T. naumanii 1995 50 252 

Taxusα崎pu品ata T. naumanii 1995 250 250 
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コムクドリ，ムクドリ，アカハラ，クロツグミにエゾ

ヤマザクラの果実を与えた場合は，与えた果実と同数

の種子が果肉や果皮がほぼ取り除かれた状態で排出さ

れた。ツグミとヒヨドリにシウリザクラの果実を与え

た場合にも，与えた果実と同数の種子が，果肉や果皮

がほぼ取り除かれた状態で排出された。ツグミにナナ

カマドの果実をl∞個与えた場合は.267粒の種子が排

出された。未消化の果皮の断片が多く見られたが，果

肉は取り除かれていた。また人為的に果肉を除去した

l∞個のナナカマドの果実内には262粒の種子が含まれ

ていたので，ツグミに採食された果実中のすべての種

子が消化されずに排出されたと考えられる。同様に，

ツグミにハリギリの果実を250個与えた場合は500粒，

クロミサンザシの果実を50個与えた場合は252粒，イ

チイの果実を250個与えた場合は250粒の種子が排出さ

れ，同数の果実から人為的に果肉を除去した場合には，

各樹種でそれぞれ500粒， 250粒， 250粒が含まれてい

たので，種子はすべて排出されたと考えられた。

考察

キジバトに与えた果実はわずか40個であるが， 40 

個すべてが消化されたことから，穀物食と考えられて

いるキジバトは種子捕食者 (Seedpreda tor)である

可能性が強い。穀物食のウズラやキジに被食された種

子は， 75%から100%が消化されることが報告されて

おり (SWANK，1944)，またウズラやキジに被食され

た種子は消化されずに排出された場合の発芽率も低下

する場合があることがKREFTING& ROE (1949)の研

究結果から読みとることができる。このことからも，

穀物食と考えられているキジバトが種子散布に貢献し

ている可能性は低いと考えられる。ヒヨドリは，果実

の消化過程で内部の種子を消化することはない(福井，

1993 ; FUKUI， 1995)といわれている。今回の結果か

らも，ヒヨドリはシウリザクラの種子を消化すること

はなかった。他の鳥種もヒヨドリと同じく，見虫類と

果実を主な食物としており，また体サイズは全てヒヨ

ドリより小さい(高野， 1981)。消化力は体サイズに

依存する (TEMPLE，1977)ので.他の鳥種の消化力は

ヒヨドリと同程度またはそれ以下と考えられる。今回

の実験でもアカハラ，クロツグミ，コムクドリ，ムク

ドリ，ツグミは種子を消化することはなかった。この

ため，キジバトを除く 6種は種子を散布する能力があ

ると考えられ，実験を行うことができなかったキハダ，

ヤマブドウ，タラノキについても，消化することはな

いと考えられる。キジバトは北海道北部では夏鳥

(4月から 9月に観察されている)であるため(奥田・

林田， 1993)，秋季に結実する樹種が被食されること

はほとんどないと考えられるが，夏期に結実するエゾ

ヤマザクラでは，キジバトに被食された場合には種子

は全く散布されないと考えられる。

以上のことから，本調査地では，キジバトを除く

鳥類によって，被食の段階で一部の種子が消化され，

発芽可能な種子数が物理的に減少することはないと考

えられた。

4.果実の被食と自然落下

4-1 被食の時期

はじめに

鳥類による被食がいつ起きているかを検討するこ

とは，鳥類による種子散布の有効性を検討するうえで

重要である。すなわち，果実の被食が内部の種子の形

成前に起こっていれば，未発達な種子が散布される可

能性はあるが，その後発芽することはできない。一方，

被食が種子の形成後に起きていれば，種子は散布され

た後に発芽することができると考えられる。このため，

成熟した果実を用いて発芽実験を行って，鳥類による

被食の影響がみられた場合にも，一部が発芽が可能に

なる前に被食されていた場合には，被食のもつ意味は

変わる。ここでは，鳥類による果実の被食がいつ起き

ているかを明らかにするために，樹上における果実の

生残を開花から果実の消失するまで調査した。また，

あわせて鳥類の飛来状況も観察した。

材料と方法

材料には3章， 5章で用いた樹種のうち，調査の

設定が可能であった 4樹種，エゾヤマザクラ，シウリ

ザクラ，ナナカマド，ハリギリを用いた。各樹種で

10から30の果序について標識をつけ，満開時から果実

が消失するまで花および果実の生残数をほぼ一週間お

きに測定した(ただしハリギリは冬季の積雪のため調

査を中断したので，果実消失時期を明らかにできなかっ

た)。ここでは，果序内の開花数が80%を越えた日を

満開と定義した。また，その時点でつぼみの状態のも

の，花弁の損傷が激しくなったものも，満開時の開花

数に含めてカウントした。エゾヤマザクラは 1果序当

たりの開花数が 1から 3と少ないので，長さ50cmの枝

に着生する果実数を測定単位とし，ハリギリについて
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は 1果序の開花数が2∞0程度と非常に多いので，小

泉序単位で測定した。エゾヤマザクラでは1994年 5月

21日から名寄市弥生公園で3個体の各10枝について測

定し，シウリザクラでは1997年6月25日から中川地方

演習林で3個体の各30果序について測定した。ナナカ

マドでは1994年6月26日から 1個体の10果序について，

ハリギリでは， 1994年8月10日から 1個体について，

22小泉序を測定した。測定用の個体は，比較的低層部

にも結実が見られる林縁部に位置するものを用い，高

さ3から 4メートルの位置の果序を測定対象としたが，

シウリザクラでは林縁個体でも結実が上層部に集中し

ていたため，高さ10から11メートルの足場を組んで，

高さ10から12mの高さに位置する果序を測定対象に用

いた。

予備調査の結果，本調査地でのエゾヤマザクラ果

実の主な散布者はアカハラ，ヒヨドリ，アオバトであ

り(八木橋， 1995)，シウリザクラ，ナナカマド，ハリ

ギリではツグミであると考えられたため(奥回・八木

橋，未発表)，これらの鳥類が採食に現れるかを約 7

日おきに観察した。観察は果序に標識をつけた個体に

ついて双眼鏡を用いて行った。一回につき観察時聞は

1時間と限定し，果実を採食した(種子捕食者も含む)

鳥種についてのみ記録した。

結果

エゾヤマザクラでは開花数は個体 lで481，個体

2で393，個体3で239であった。シウリザクラでは個

体1で1450，個体2で2230，個体3で2199であった。

ナナカマドでは1227であり，ハリギリでは2335であっ

た。エゾヤマザクラの開花期から果実成熟期までの生

残過程を図一 1凶に，シウリザクラの生残過程を図-

1 (8)に，ナナカマドの生残過程を図-1 (C)に，ハリ

ギリの生残過程を図一l(D)に示した。どの樹穫でも

開花後まもなく急激に花や果実が減少した。この間多

数の自然落下が見られ，それらは子房が未発達のもの

であった。エゾヤマザクラでは開花後14日目までに

84%が消失し，残りの16%が緑色の果実になった。そ

の後開花後40日頃までは漸減し，開花後62日までに果

実は全て消失した。シウリザクラでは，開花後22日固

までに伺%が消失しし， 10%が緑色の果実になった。

その後は開花後l∞日固まではほとんど減少しなかっ

たが， 1∞日目以降はほぼ一定の減少率で推移し，開

花後148日までに果実は全て消失した。ナナカマドで

は開花後21日目までに82%が消失し， 18%が緑色の果

実になった。その後開花後132日目まではほとんど減

少がみられず，その後急激に消失速度が大きくなり，

開花後148日で果実は全て消失した。ハリギリでは開

花後33日固までに70%が消失し，残りの30%が緑色の
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果実になった。果実は，その後積雪により調査を中断

した11月下旬(開花後103日目)までは減少率の低い

状態で推移していたが，翌春5月には果実は全て消失

していた。

鳥類はエゾヤマザクラでは，開花後41日目にアオ

バトが，開花後48日目にはヒヨドリ，アカハラ，キジ

バトが採食した。シウリザクラでは，開花後111日目，

126日目， 138日目にツグミの群れが採食に現れた。ナ

ナカマドでは，観察期間中には飛来しなかった。ハリ

ギリでは，観察個体の上層部に開花後88臼目にツグミ

が多数飛来し，周囲に種子の入った糞が多数見られた。

シウリザクラの開花後111日目にのみ，ナンバリング

した枝での採食も観察された。いずれの樹種でも鳥類

が観察されたのは果実が色づいた後であった。

考察

開花後約20日間の急激な果実の消失は，落下した

多くのものは花または，子房が未発達な果実であるこ

とから，消失のおもな原因は従来の研究でいわれてい

るように受粉，受精の失敗と考えられ(水井， 1993)， 

この時期に鳥類が餌資源としての価値が低いと考えら

れる，子房が未発達な果実を採食している可能性は低

いと考えられる (STILES，1992)。また緑色の果実が形

成された後は残存率が安定しており，被食はほとんど

起きていないと考えられた。その後残存率に変化がみ

られたのは，果実の成熟後であり，果実が成熟してか

ら被食もしくは，落下が起きていると考えられた。鳥

類の観察からは，採食は成熟後に限って見られた。以

上のことから，鳥類による被食が種子の形成前に起こ

り，発芽可能な種子数を滅じていることはないと考え

られた。

4-2 果実成熟後の被食と自然落下

はじめに

4 -1の結果から，果実の被食は主に果実成熟後

におきると考えられた。成熟後の果実の被食率は研究

例があり (HOWE& V ANDE KERCKHOVE， 1979; 

THOMPSON & WILLSON， 1979; HOWE & VANDE 

KERCKHOVE， 1981 ; HERRERA， 1982 ; IZHAKI & 

SAFRIEL， 19;邸;GUITIAN et al.， 1992)，多くの果実が

被食される場合もあるが，樹種や地域により異なって

おり，本研究の樹種でも測定する必要がある。被食率

が高い場合には，被食の影響を考えることは非常に重

要と考えられるが，被食率が非常に低い場合には.被
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食の影響を考慮する意義は小さくなる。また，果実の

成熟後，鳥類によって果実が被食されない場合に，果

実がどのような残存過程を経て消失するかを明らかに

する必要がある。すなわち，果実が被食されなくても

速やかに落下するのか，樹上に残存するのかによって

被食の影響の意義は異なる。ここでは，果実の被食本

果実成熟後の残存過程を明らかにするために，袋かけ

実験を設定して検討した。

材料と方法

調査には3章， 5章で用いた樹種のうち，調査の

設定が可能であった，エゾヤマザクラ，シウリザクラ，

ナナカマド，ハリギリ，キハダを用いた。果実成熟後

の樹上における残存過程と被食量を調べるため，果実

が成熟色に変色し始めた時期に袋かけ実験を設定した。

鳥類によって種子散布が行われる果実の色は黒色と赤

色が多く (WHEELWRIGHT& JANSON， 1985)，本研究

の材料でも，ナナカマドは赤色で，他の 4種は黒色で

ある。ほぼ同数の成熟果実がついた，袋をかけた枝と

袋をかけない枝を 1セットとして設定した。これらの

枝の果実の残存数と，袋内に落下した果実数をカウン

トした。袋をかけない枝から求めた消失率から，袋を

かけた枝から求めた落下率分を引くことによって被食

率を推定した。エゾヤマザクラでは1993年7月 5日に
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名寄市弥生公園で5個体で 7セットを設定し，袋かけ

果実，袋なし果実ともに，合計数は133で行った。シ

ウリザクラでは1996年 9月22日に中川演習林で 3個体

で31セットを設定し，袋かけ果実の合計数は416.袋

なし果実は399，ナナカマドでは1994年 9月21日に雨

龍演習林でl個体4セットを設定し，袋かけ果実の合計

数は96，袋なし果実は112.ハリギリではl叩4年 9月

26日に l個体で22セット，袋かけ果実の合計数は705.

袋なし果実は710，キハダでは1994年10月 6日に雨龍

演習林で 1個体で10セット，袋かけ果実の合計数は

294.袋なし果実は266で行った。

結果

エゾヤマザクラ，シウリザクラ，ナナカマド，ハ

リギリ，キハダの果実成熟後の残存過程をそれぞれ，

図-2凶，図-2(8)と図-3凶，図-3(8).図-3(C)，

図 -3(D)に示した。全般的に袋をかけない自然状態

のままのものの方が，袋をかけたものに比べて果実が

早く消失した。袋をかけた枝の果実の残存率は，エゾ

ヤマザクラでは30日程度で0%となったが，同じサク

ラ属でもシウリザクラでは比較的長期に渡り樹上に残

り，成熟後32日目でも70%以上残存した(図-2)0 11 

月下旬の本格的な降雪期にはシウリザクラでは残存率

は30%以下となったが，ナナカマド，ハリギリ，キハ

ダの果実では80%以上が落下せず、に樹上に残っていた。

翌春5月にはシウリザクラ，ハリギリ，キハダの袋を

かけた果実は，袋をかけた果序ごと落下していたが，

ナナカマドでは62%が樹上に残存していた。被食率は，

エゾヤマザクラでは成熟した果実の内の26.3%で，自

然落下するものも多いことがわかった。シウリザクラ

では52.3%.ナナカマドでは92.9%. キハダでは95.6

%.ハリギリは調査期間内には16.9%のみしか被食さ

れなかったが，その時点 (11月21日)でまだ袋かけし

なかった果実も残っており，最終的な値ではない。

考察

本研究では夏季に結実するエゾヤマザクラの被食

率は低く，また被食されない場合には果実はすぐに落

下した。エゾヤマザクラと同様に夏季に成熟するサク

ラ類では，鳥類による被食率が低いと報告されている

(THOMPSON & WILLSON， 1979;小南， 1関3)。夏季に

は見虫などの鳥類の餌資源が豊富なことや，これらの

樹種の果実は落下後タヌキなどの日南乳類によって被食

されるため(小南， 1993;八木橋， 1995).鳥類への依

存度が低いのかもしれない。またエゾヤマザクラの果

実を採食する鳥種のうち，ヒヨドリ，アカハラなど種

子を散布すると考えられる鳥種による被食率が約40%

であるのに対し，果実を消化するキジバトと，採食時
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に直接種子をかみ砕くシメによる採食率が約60%に達

していた (八木橋， 1995の結果から計算)。このよう

に樹上における種子捕食者が多いため，エゾヤマザク

ラの樹上に残存する期間が短いことは適応的意義があ

る可能性も考えられる。これらに対し，秋季に結実す

る樹種では，従来の研究と同様に被食率が高く

(HOWE & V ANDE KERCKHOVE， 1979; THOMPSON & 

WIL凶 ON，1979 ; HERRERA， 1982 ; IZHAKI & SAFRIEL， 

1985)，また果実が被食を受けない場合には比較的高

い率で樹上に残存した。これらの樹種では，秋季の渡

り鳥による利用が主な被食であると考えられる。実際

に本調査地では10月になるとツグミの群れが飛来し，

果実を採食するのが観察されている。またこの地域で

主な種子捕食者と考えられるキジバト，シメは北海道

北部では4月から 9月に限って見られる夏鳥であるた

め(奥田・林田， 1993)，秋季に結実する果実が被食

されることは少ない。このため秋季に鳥類によって被

食された巣実のほとんどは散布されていると考えられ

る。ハリギリについては最終的な被食率が不明であっ

たが，秋期に結実する樹種の中では，シウリザクラの

被食率が比較的低かった。これはシウリザクラの果実

が他の樹種に比べて，樹上での残存期間が短く，被食

されない場合には，自然落下するためと思われた。鳥

類による被食が種子発芽に与える影響を検討すること

は，特に秋期に結実する樹種で，また果実が樹上に長

期にわたって残存する樹種で重要であると考えられた。

5.鳥類による被食が種子発芽に与える影響

5 -1 室内発芽実験

はじめに

4-2章から，木本種の果実は樹種によってその

被食率に違いはあるものの，実際に鳥類によって被食

されていることが確認され，鳥類による被食の影響を

検討することの必要性が確認された。

序論で述べたように鳥類による果実の被食の影響

は，果肉を除去することによるものと種皮への傷っけ

によるものとが考えられている。そこで，鳥類による

果実の被食が果肉を除去する作用のみ持つのか，種皮

への傷付けなど他の影響もあるのかを室内実験により

検討した。また，種子が鳥類の消化液によって内部に

悪影響を受けている可能性についても検討した。

材料と方法

実験にはエゾヤマザクラ，シウリザクラ，ナナカ

マド，キハダ，ヤマブドウ，タラノキを用いた。エゾ

ヤマザクラの果実をl伺2年(エゾヤマザクラ凶)と

1993年(エゾヤマザクラ巴，))の 7月に名寄市弥生公園

で採集した。またシウリザクラの果実を1992年(シウ

リザクラ凶)と1叩6年(シウリザクラ侶，))の10月に北

海道大学雨龍地方演習林内で採集した。ナナカマドの

果実は1992年(ナナカマド凶)， 1993年(ナナカマド

日)， 1995年(ナナカマド悶)の10月に北海道大学雨

龍地方演習林内で採集した。キハダ，ヤマブドウ， タ

ラノキは1991年10月に北海道大学雨龍地方演習林内で

採集した。

採集したそれぞれの果実から無作為に50個を抽出

し，果実および種子の形質を計測した。また種子の充

実率は切断法によって，匹の確認を行って判断した

(表-2)。

穂子の処理

実験では果実にそれぞれ以下の4処理を行い，恒

温恒湿器内で発芽実験を行った。

Table 2. Dimention of fruits that were used in the germination experiments 

p1ant species year diameter 
flesh weight the number of the number of viable 

seeds per a fruit 艶edsper fruit 

Prun悶 Sa7宮'entiiω 1992 9.99:t0.42 0.51:t0.06 

P.sargentii (8) 1993 8.51 :t0.46 0.51:t0.06 

P.s抑 riω 1992 9.70:t0.43 0.57:t0.07 0.96:t0.20 

P.ssiori (8) 1996 10.66:t0.64 0.75:t0.13 0.66:t0.48 

Soゆuscommixtaω 1992 10.45:t0.66 0.56士0.09 6.02:t1.84 5.86士1.87

S.commi:cωω 1993 9.87:t0.88 0.48:t0.ll 3.40:t1.76 3.07士1.43

PhellCKU剤dπmamurense 1991 8.65:t0.74 0.37士0.09 5.04:t0.57 2.00土1.62

Vitis co恕net古躍 1991 11.16:t1.13 0.88:t0.23 2.44:t1.07 2.36:t1.05 

Aralia eωω 1991 4.24:t0.32 0.04:t0.Ol 4.98:t0.14 3.28:t0.99 



46 北海道大学農学部演習林研究報告第58巻第l号

(a)被食種子:果実をケージに l羽ずついれた鳥に食

べさせて，口からの吐き戻しおよび糞として排出

された種子。この際，種子表面にはわずかに果肉

が付着しているものがみられた。 1992年のエゾヤ

マザクラ凶とシウリザクラ凶をのぞき，種子に付

着した糞や果肉は水洗した。鳥種は野外でそれぞ、

れの果実を採食するのが観察されたもので，エゾ

ヤマザクラではアカハラ，コムクドリ， ムクド

リを用いた。シウリザクラ，ナナカマド，タラノ

キ，ハリギリではツグミを用い，キハダではムク

ドリ，ヤマブドウではヒヨドリを用いた。なお，

実験に用いた鳥類は，旭川市立旭山動物園，北海

道大学雨龍地方演習林に傷病烏として保護されて

いた鳥類である。この処理は単なる果肉の除去の

みならず，種皮表面の形態的，化学的変化がある

可能性がある。

(b)果肉除去種子:果肉を手でもみほぐして除去し，

残った果肉を水洗した種子。この処理は果肉の取

り去りのみを意味する。

(c)無処理種子:自然状態では，被食されなかった果

実は，そのまま落下し，種子は果実に含まれたま

まになると考えられる。また，サクラなどの比較

的大きな果実では，フインチ類などが果肉を食べ

ようとして，つついて落下させてしまうことが多

いと報告されている (GUITIANet al.， 1992; 

JORDANO， 1994)。このような果肉が付いたまま

の落下を想定して，果実に含まれたままの無処理

種子を対照として設定した。

種子と果実は事前に1600Cで 2時間以上高温殺菌

したシャーレ(直径9ω)にいれ，殺菌した川砂

で覆い，蒸留水で十分湿らせた。

種子数と温度設定

ヱゾヤマザクラとシウリザクラ

実験に用いた種子数はエゾヤマザクラ凶，エゾヤ

マザクラ(8)，シウリザクラ凶，シウリザクラ巴)ともに，

被食種子は各鳥種ごとに1∞粒，果肉除去種子，無処

理種子はそれぞれ100粒とした。種子は 5個のシャー

レにそれぞ・れ20粒ずつ並べた。サクラ類の種子の発芽

には 50C以下の低温湿層処理を60日以上行った後に，

50Cから150C程度の発芽条件を与えるのが良いとされ

ている(石井， 1991)。そこで，シャーレは恒温恒湿器

にいれ，エゾヤマザクラ侶，)，シウリザクラ凶，シウリ

ザクラ侶)では， 4 OCに180日(冬期聞を想定した低温

湿層処理)の後， 5 OC-15OCの変温 (12時間おきに変

温)に30日間セットした。 2度目の低温処理は期間を

短縮し， 4 OCで的日間とし，その後50Cー150Cの変混

に30日間セットした。エゾヤマザクラ凶のみ，実験の

都合上以下の温度処理期間で行った。 40Cに120日間

セットした後.30日間5OC-15OCの変塩条件にセット

した。その後40Cで90日間の後. 5 OC-15OCの変温に

30日間セットした。さらに 40Cに608. 5 OC -15OCの

変温に30日間セットした。低温処理と変温の期聞をあ

わせて lサイクルとし，エゾヤマザクラ凶では 3サイ

クル，その他では 2サイクルの開発芽を観察した。

ナナカマド

被食種子と果肉除去種子は2ω粒用意し 4個の

シャーレにそれぞれ50粒ずつ並べた。無処理種子はナ

ナカマドωでは33果実(種子200粒を含むと考えられ

る)を用意し. 4個のシャーレにそれぞれ8粒または

9粒ずつ並べた。ナナカマド侶)では64果実を用意し，

4個のシャーレにそれぞれ16粒ずつ並べた。ナナカマ

ドもサクラ類同様に，各シャーレは恒温恒湿器にいれ，

40Cに180日間セットした後. 30日間 50Cー150Cの変

温条件(12時間おきに変温〉にセットした。その後4

℃で60日間の後. 5 OC-15OCの変温に30日間セットし

た。低温処理と変湿の期聞をあわせて 1サイクルとし，

2サイクルの開発芽を観察した。

キハダ

種子数は被食種子は84粒で， 4個のシャーレにそ

れぞれ21粒ずつ並べた。果肉除去種子はl∞粒で，

4個のシャーレにそれぞれ25粒ずつ並べた。無処理種

子は50果実(種子100粒を含むと考えられる)で，

4個のシャーレにそれぞれ12粒または13粒ずつ並べた。

温度条件は. 5 'cに30日間セットした低 30日間15'C

250Cの変温条件 02時間おきに変混)にセットした。

その後50Cで30日間の後.15OC-25OCの変温に30日間

セットした。さらに 50Cに30日.15OC-25'Cの変温に

30日間セットした。つまり，発芽は3サイクル観察し

た。

ヤマブドウ

種子数は被食種芋は127粒で 4個のシャーレに

それぞれ31粒または32粒ず、つ並べた。果肉除去種子は

1∞粒で， 4個のシャーレにそれぞれ25粒ずつ並べた。

無処理種子は50果実(種子l∞粒を含むと考えられる)
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で， 4個のシャーレにそれぞれ12粒または13粒ずつ並

べた。温度条件はキハダと同様に行い，発芽は3サイ

クル観察した。

タラノキ

種子数は被食種子は427粒で 4個のシャーレに

それぞれ106粒または107粒ず、つ並べた。果肉除去種子

は1∞粒で 4個のシャーレにそれぞれ25粒ずつ並べ

た。無処理種子は30果実(種子100粒を含むと考えら

れる)で， 4個のシャーレにそれぞれ 7粒または 8粒

ず、つ並べた。温度条件は，キハダと同様に行い，発芽

は3サイクル観察した。

発芽は実生の一部が砂の表面に現れた段階とし，

観察は 2日から 7日おきに行った。また湿度は70%に

保ち，随時シャーレ内に蒸留水を追加した。実験終了

時には，種子の生残を切断法を用いて調べた。

発芽率の検定には G検定を Sokal& Rohlf 
(1981)の方法(ウィリアムスの修正を用いた)に従っ

て用いた。

結果

エゾヤマザクラ

各サイクル終了時の発芽率を表 3に示した。被

食種子は，各鳥種ごとの発芽率にはエゾ、ヤマザクラ同

エゾヤマザクラ巴)のどちらでも，またどのサイクル

でも差が見られなかった(エゾヤマザクラ凶:1サイ

クル終了時 G=3.22，P>0.20， 2サイクル終了時

G=2.12， P>0.30， 3サイクル終了時 G=5.09，

P>0.05，エゾヤマザクラ侶，): 1サイクル終了時

G=0.17， P>0.50， 2サイクル終了時 G=O.l1，

P>0.7のため，その発芽率は各鳥種ごとに分けずに，

Table 3. Cumulative germination percentages of 
Prunus sa噌'enitiiseeds in the laboratory， 
and the significance of differences be-
tween germination percentages of in-
gested and extracted seeds 

Ingested seeds 

Extracted seeds 

Intact田eds(with pulp) 

P. sa得開tiiω P. sa樗倒的i(8)

Cyc¥e 1 cyc¥e2 cyc¥e3 cyc¥e 1 cyc¥e2 

6.0-， 10.3-，白白 18.0-，白白白 13.0-， 26.0， 
Ins 事事 l事事事 Ins Ins 

10.0.J 26かJ 4ゆかJ 12.0.J 24ド

o 0 0 00  

ns. not significant;・significantat 0.05>P>0.01. ・・O.OI>P>
0.001 ;・・・pく0.001by G-test Data of intact seeds were not 
used for statistics. since the number of germination for these 
seeds were zero. 

被食種子としてまとめた。

被食種子と果肉除去種子は発芽したが，無処理種

子は発芽しなかった(表-3)。糞や果肉の一部が付

着している被食種子を洗浄しなかったエゾヤマザクラ

凶では，実験終了時の被食種子の発芽率は果肉除去種

子よりも低かったが (G= 18.606， P<O.∞1)，被食種

子を洗浄して，糞などを流しさったエゾヤマザクラ闘

では，各サイクル終了時の被食種子の発芽率と果肉除

去種子の発芽率の聞に有意差は見られなかった

(G=0.06， P>0.80， G=0.14， P>0.50それぞれ1サイ

クム 2サイクル終了時) (表-3)。

シウリザクラ

被食種子と果肉除去種子は発芽したが，無処理種

子は発芽しなかった(表 4)。糞や果肉の一部が付

着している被食種子を洗浄しなかったシウリザクラ凶

では，実験終了時の被食種子の発芽率は果肉除去種子

よりも低かったが (G=9.391， P<O.01)，被食種子を

洗浄したシウリザクラ侶)では，実験終了時の被食種子

Table 4. Cumulative germination percentages of 
丹抑制ssioriseeds in the laboratory， and 
the significance of differences between 
germination percentages of ingested and 
extracted seeds 

Ingested seeds 

Extracted seeds 

Intacts剖 s(wi出p叫p)

p.sa増間tiiω P. sa旬開tii(8)

cyc¥e 1 cyc¥e2 cyc¥e 1 cyc¥e2 

:;:]国;::]H
。。

1::]田::;]回
ns. not significant;・significantat 0.05>P>0.01. .・O.OI>P>
0.001 ;・・'P<O.OOIby G-test Data of intact seeds were not 
used for statistics. since the number of germination for these 
seeds were zero. 

の発芽率と果肉除去種子の発芽率との聞に有意差は見

られなかった (G = 1.43， P>0.20， G=0.03， 

P>0.80，それぞれ lサイクル， 2サイクル終了時)。

ナナカマド

被食種子と果肉除去種子は発芽したが，無処理種

子は発芽しなかった(表-5)。ナナカマド凶では，

被食種子の発芽率は果肉除去種子よりも高く

(G = 19. 75， P<O.∞1， G=25.31， P<O.∞1，それぞれ

し 2サイクル終了時)，被食によって発芽が促進さ

れることが考えられる結果となったが，ナナカマド侶)
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Table 5. Cumulative germination percentages of 
Sorbω commixta seeds in the laboratory， 
and the significance of differences be-
tween germination percentages of in-
gested and extracted seeds 

P. sa昭-entiiω P. sargentii(B) 

cyc1e1 cyc1e2 cyc1e1 cyc1e2 

1ngested seeds 

Extracted seeds 

Intacts田ds(with puIp) 

事
--
事

「
l
l」

r
a
r
o
n
u
 

n
，e
F
町

U

角
点

u

'

E目
e

s
 ，
 

s
 

「
l
l
J

F
h
u
n
H
V

《
H
u

n
6
唱

A

。4
唱

i

17.1.， 18.0.， 
Ins Ins 

16.0"" 17.5"" 。。
ns， not significant;' significant at 0.05>P>O.01， .. 0.01>P> 
0.001; "'P<0.001 by G.test. Data of intact seeds were not 
used for statistics， sinc定 thenurnber of gerrnination for these 
seeds were zero 

Table 6. Cumulative germination percentages of 
Phell，似加zdron amurense seeds in the 
laboratory， and the significance of differ-
ences between germination percentages 
of ingested and extracted seeds 

cyc1e1 cyc1e2 

10.7寸
108 

6.0"" 。

cyc1e3 

10.7寸

100 

12.0"" 。
Ingested seeds 

Extracted seeds 

Intact seeds( with p叫p)

ns， not significant by G.test. Data of intact seeds were not 
used for statistics， si目 白 thenurnber of gerrnination for these 
seeds were zero. 

では，発芽率に有意差は見られなかった CG=0.07，P 

>0.70， G=0.02， P>0.80，それぞれし 2サイクル

終了時)。

キハダ

被食種子と果肉除去種子は発芽したが，無処理種

子は発芽しなかった(表-6)。被食種子の方が果肉

除去種子より 1サイクル， 2サイクル終了時に発芽率

が高かったが，有意差はみられなかった CG=0.52，P 

>0.30， G=1.41， P>0.20， G=0.08， P>0.70，それ

ぞれし 2，3サイクル終了時)。

ヤマブドウ

ヤマブドウでも被食種子と果肉除去種子は発芽し

たが，無処理種子は発芽しなかった(表一7)。被食

種子の方が果肉除去種子より，どのサイクル終了時に

も発芽率が高かったが，有意差が見られたのは lサイ

クル終了時のみで， 2， 3サイクル終了時には有意差

はみられなかった CG=6.91，P<O.∞1， G=l.64， P 

>0.20， G=2.04， P>O.lO，それぞれし 2， 3サイ

Table 7. Cumulative germination percentages of 
Vitis co悠netiaeseeds in the laboratory， 
and the significance of differences be-
tween germination percentages of irト
gested and extracted seeds 

cyc1e1 cycIe2 

12.4寸
108 

7.0"" 

O 

cyc1e3 

13.1寸
108 

7.0"" 

O 

Ingested seeds 

Extracted seeds 

Intact seeds( with p叫p)

12]H 

ns， not significant;・significantat 0.05>P>0.01， ・・0.01 >P> 
0.001 ;・‘・P<0.001by G-test. Data of intact seeds were not 
used for statistics， since the nurnber of gerrnination for these 
seeds were zero. 

Table 8. Cumulative germination percentages of 
Aralia elata seeds in the laboratory， and 
the significance of differences between 
germination percentages of ingested and 
extracted seeds 

cyc1e1 cyc1e2 cyc1e3 

57.5.， 
108 

60.0"" 

1.0 

Ingested seeds 

Extracted seeds 

Intact seeds( with p叫p)

;;;]回;:;]田
ns， not significant by G-test. Data of intact seeds were not 
used for statistics， since the nurnber of gerrnination for these 
seeds were very Iow or zero 

クル終了時)。

タラノキ

タラノキでも，被食種子と果肉除去種子は発芽し

たが，無処理種子は発芽しなかった(表-8)。被食

種子と果肉除去種子の発芽率にはほとんど差がなく，

有意差もみられなかった CG=O.04，P>0.80， 

G=0.23， P>0.50， G=0.13， P>0.70，それぞれ 1，

2， 3サイクル終了時)。

考察

実験に用いた 6樹種ともに被食種子は発芽し，ま

た実験終了時に被食種子の方が果肉除去種子よりも発

芽率が有意に低くなったのは，被食種子を水洗しない

で実験に使用したエゾヤマザクラ凶とシウリザクラ凶

のみであった。エゾヤマザクラ凶とシウリザクラ凶の

み発芽率の低下が見られたのは，被食種子を水洗した

エゾヤマザクラ巴)とシウリザクラ日では被食積子と巣

肉除去種子の発芽率に差がなかったことから，被食糧

子の表面にわずかに残っていた果肉や糞が，発芽に影
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響した可能性が考えられる。このため，これらの樹種

の種子が鳥類の消化液によって内部に悪影響を受けて

いる可能性は少ないと考えられる。

実験に用いた 6樹種ともに被食種子と果肉除去種

子は発芽したが，無処理種子はタラノキの一例を除き

発芽しなかった。果肉には発芽を抑制する作用がある

ことが指摘されている (BRADBEER，1988 ; MA  YER & 

POLJAKOFF-MA YBER， 1989)。キハダには発芽抑制物

質がないという提唱もあったが(山中， 1975)，本研

究で用いた樹種は，キハダを含めて，その果肉には発

芽を抑制する作用があると考えられた。

TEMPLE (1977)は鳥類による被食が発芽に必須

である例を示し， AGAMI & W AISEL (19邸)と

BARNEA et al. (1990)は鳥類による被食によって種

皮構造が変化し，発芽率が高くなる例を提示した。し

かし，本研究では，ナナカマド凶を除き，果肉除去種

子も被食種子と同程度発芽した。ナナカマド凶では被

食種子の方が発芽率が高く，有意差も見られたが，ナ

ナカマド侶)では果肉除去種子と被食種子の発芽率にほ

とんど差がなく，有意差もなかった。また，ナナカマ

ド凶の果肉除去種子も，発芽できないわけではなく，

被食による種皮構造の変化が発芽に必須とは考えられ

なかった。ナナカマド凶とナナカマド侶)の発芽の違い

はおそらく種子の形質の違いによるものと考えられる。

このため，今回用いた樹種に関しては，ナナカマドも

含めて，従来の研究で指摘された鳥類の被食による種

皮構造の変化は発芽に不可欠な要素ではない，もしく

は仮に種皮構造が変化していたとしても，発芽率が向

上することはほとんどない，と考えられた。

今回実験に用いたエゾ‘ヤマザクラ，シウリザクラ，

ナナカマド，キハダ，ヤマブドウ，タラノキにとって

は果肉の除去が発芽に不可欠な要素であり，鳥類によ

る被食は果肉を除去することで発芽を促進する働きが

あると考えられた。

5-2 野外発芽実験

はじめに

5 -1章の結果から，果実内に含まれたままの種

子は発芽できず，鳥類による被食によって果肉が取り

除かれることは重要であることが示された。しかし，

従来の研究では，被食の影響が果肉の除去のみと考え

られる場合には，被食は重要ではないと考えられてき

た (BARNEAet al.， 1991; TRAVASET & WILLSON， 

1997)。野外では自然落下した果実は土滋微生物など

の働きで果肉が分解されると考えられるため，鳥類の

被食による果肉の除去の重要性は低いと想定したと思

われる。しかし，分解による果肉の除去作用は，鳥類

による場合より，はるかに時間がかかることが予想さ

れ，また低温，その他の環境条件によっても分解しづ

らくなることが考えられる。ここでは鳥類の被食によ

る果肉の除去が自然状態で‘持つ意義を評価するため，

野外発芽実験を行った。日本では，高温多湿な夏季と，

低温で積雪の見られる冬季の気候差が大きし樹木の

種子の多くは春季から夏季にかけて発芽する。そのた

め，夏季に結実する樹種と秋季に結実する樹種では，

散布から発芽までの期聞が異なり，果肉の分解程度も

異なってくる可能性がある。そこで研究対象には，発

芽期が同じ(雪解け直後)で結実期が異なるエゾヤマ

ザクラ(夏期結実)と，シウリザクラ，ナナカマド

(秋期結実)を取り上げた。また，結実期はシウリザ

クラやナナカマドと同じであるが，発芽期が異なるキ

ハダ，ヤマブドウ， (主に 6月から 7月に発芽)を取

り上げて比較検討した。

材料と方法

5 -1章で用いた6樹種の果実を用いて野外発芽

実験を行った。実験は果肉の除去の影響を検討するた

めに，果肉除去種子と無処理種子(種子の処理方法に

ついては 4-1章と同様)を用意してその発芽パター

ンを比較した。エゾヤマザクラ，シウリザクラ，ナナ

カマドについては，被食種子についても比較した。野

外実験では，被食種子は糞などがついたままの状態で

使用した。

エゾヤマザクラ，シウリザクラでは各処理1∞種

子ず、つを，他の樹種については無処理種子は2∞果実

で，果肉除去種子や被食種子は2∞果実を処理して得

られる種子を使用した(表-2参照)。種子は北海道

大学農学部付属演習林林木育種試験場の苗畑にサクラ

2種は深さ 5mm，その他の樹種は深さ 1回程度で播種

した。エゾヤマザクラ凶は1992年8月1日に， シウリ

ザクラ凶，ナナカマド凶は1992年の10月138に揺種し

た。ナナカマド聞は1993年10月20日に，キハダ，ヤマ

ブドウ，タラノキは1991年11月1日に播種した。

発芽は土壌の表面に実生の一部が現れた段階とし

た。発芽の観察は雪解け直後から発芽が見られなくな

るまで，ほぼ 1週間おきに行った。 実験終了時には，

種子の生残を切断法を用いて調べた。発芽率の検定に

はG検定を SOKAL& ROHLF (1981)の方法(ウィリ
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May 

アムスの修正を用いた)に従って用いた。

ナナカマドでは，ナナカマド凶，ナナカマド侶)と

もに，無処理種子がほとんど発芽せず，実験終了時に

は未発芽種子がすべて死亡していた。そこで，ナナカ

マドの無処理種子の生残過程をナナカマド(C)の果実を

用いて調べた。ナナカマド(C)の果実は採集後翌春まで

は5"Cにセットした恒温器内で保存した。果実を0.7-

mメッシュの10x10cmサイズの袋に10個づついれて，

この袋を 24個用意した。この袋を 1995年 5月

10日に苗畑の深さ 1mにセットし， 3ヶ月ごとに 4袋

ずっ回収し，種子の生残を切断法によって判別した。

対照には，同様のものを.15"Cにセットした恒温器内

に土や水分を与えずに保管したものを用いた。

結果

エゾヤマザクラとシウリザクラ

野外におけるエソ‘、ヤマザクラの発芽パターンを図-

4(A)に示した。被食された鳥種によって発芽率に違

いはみられなかった (G=4.58，P>O.l， G=0.28， P> 

0.8.順に 1年目， 2年目)ため被食種子は一つにま

とめた。発芽は l年目(1993)に開始し，果肉除去種

子と被食種子の発芽率には有意差はなかった

(G=2.420， P>O.1)。恒温恒湿器内での結果と異なり，

無処理種子でも発芽したが，その発芽率は果肉除去種

子よりも有意に低かった (G= 12.84， P<O.∞1)0 2 

年目(1関心にも追加発芽がみられたが 3年目

(1995)には発芽は見られず，実験を終了した1995年

10月には発芽せずに残った種子はすべて死亡している

のが確認された。

無処理種子の発芽率が低いものの，発芽ノfターン

はどの処理でも l年目と 2年目の 5月に一斉に発芽す

る型を示した。

シウリザクラの発芽パターンを図-4 (B)に示し

た。 l年目には果肉除去種子と被食種子では発芽した

にも関わらず，無処理種子ではほとんど発芽しなかっ

た。発芽は 2年目にもみられた。実験終了時の積算発

芽率は無処理種子では果肉除去種子よりも低くなった

(G=7.03， P<O.01)o 3年目には発芽は見られず，実

験を終了した1995年10月には発芽せずに残った種子は

すべて死亡しているのが確認された。

発芽パターンは，無処浬種子の場合，果肉除去種

子や被食種子とは異なっていた。果肉除去種子や被食

種子ではほとんどが l年目の春に発芽したが，無処理

種子ではほとんどが2年目の春に発芽した。

エゾヤマザ、クラ，シウリザクラともに果肉除去種

子と被食種子は播種の翌春に発芽した。しかし無処理

種子は結実期の遅いシウリザクラではエゾヤマザクラ

より発芽開始年が 1年遅くなっていた。

ナナカマド

ナナカマドωの発芽パターンを図 5.(A)に示し

た。 1年目の発芽率は果肉除去種子で37.9%.被食種

子で44.4%.無処理種子で0.3%であった。 2年目には

わずかに追加発芽がみられ，積算発芽率は果肉除去種

子で38.6%.被食種子で48.0%.無処理種子で2.6%で

あった。 3年目には発芽は見られず，実験を終了した

1995年10月には発芽せずに残った種子はすべて死亡し

ているのが確認された。
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ナナカマド侶)の発芽パターンを図-5 (B)に示し

た。 l年目の発芽率は果肉除去種子で47.3%. 被食種

子で 45.0%.無処理種子で 0%であった。被食種子

と果肉除去種子の発芽率の聞には有意差はみられなかっ

た (G=0.059.P>0.7)o 2年目にはわずかに追加発

芽がみられ，積算発芽率は果肉除去種子で47.6%.被

食種子で46.0%.無処理種子で3.3%であった。実験を
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終了した1995年10月には発芽せずに残った種子はすべ

て死亡しているのが確認された。

発芽パターンは無処理種子の場合，被食種子や果

肉除去種子とは異なっていた。被食種子と果肉除去種

子では翌春の 5月にほとんどが発芽したのに対し，無

処理種子では翌春，翌々春も含めてほとんど発芽しな

かっ fこ。

無処理種子の内部の種子の生残過程を図-6に示

した。野外では，ほとんどの種子が結実の翌年の夏期

の聞に死亡していた。

キハダ

キハダの発芽パターンを図-7(A)に示した。発

芽は翌年(1伺2)に始まった。恒温恒湿器内での結果

と異なり，無処理種子でも発芽した。 2年目(1伺3)

にも追加発芽がみられたが， 3年目には(1994)発芽
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は見られず，実験を終了した1994年10月には発芽せず

に残った種子はすべて死亡しているのが確認された。

また無処理種子と果肉除去種子の発芽パターンに大き

な違いはみられなかった。

ヤマブドウ

ヤマブドウの発芽パターンを図一7(B)に示した。

発芽は翌年(1拘2)に始まった。恒温恒湿器内での結

果と異なり，無処理種子でも発芽した。 2年目(1993)

にも追加発芽がみられたが， 3年自には(1994)発芽

は見られず，実験を終了した1994年10月には発芽せず

に残った種子はすべて死亡しているのが確認された。

また無処理種子と果肉除去種子の発芽パターンに大き

な違いはみられなかった。

タラノキ

タラノキの発芽パターンを図-8に示した。無処

理種子は 1年目 (1992)には発芽しなかったのに対し，

果肉除去種子は 5%程度発芽した。 2年目には無処理

種子もわずかに発芽したが，その発芽率は有意に果肉

除去種子よりも低かった (G=39.8，P<O.OO1)。実験

終了時の種子の生残は観察できなかった。

官雪-----))-， 
June July May June July 

1992 1993 
CaI四d釘 mω.th

Fig.8. Field germination patterns of Aralia elata 
seeds that has been extracted from the pulp 
(.) or untreated (企)

考察

サクラ属 2種の無処理種子の発芽期の違い

日本のサクラ腐は果肉を除去しないと発芽しない

(石井， 1伺1)と報告されている。本研究でも，室内実

験ではエゾヤマザクラ，シウリザクラともに人為的に

果肉を除去するか，被食によって果肉が除去されなけ

れば発芽しなかった。しかし，野外実験では無処理種

子でも発芽し，その発芽パターンには両種で差が見ら

れた。エゾヤマザクラでは多くの無処理種子は l年目

の春期に発芽したが，シウリザクラでは 2年自の春期

まではほとんど発芽しなかった。夏季に成熟したエゾ

ヤマザクラでは苗畑の深さ 5凹に土中埋蔵した無処理

種子の多くで，その年の秋季には果肉がなくなってお

り，また母樹樹冠下では，果肉はわずか 1ヶ月ですべ

て消失したが，秋期に結実するシウリザクラの多くで

はl年目の春期にはまだ果肉に覆われており，結実の

翌年の秋期になって果肉がなくなっていた(宮本・林

田・八木橋，未発表)。果肉の消失は土場小動物や，

菌類等の働きを受け，果肉が分解除去されたためと推

測される。 7月に結実したエゾヤマザクラの場合は，

その年の夏期から秋期にかけて果肉が分解したと考え

られる。本調査地では11月から 4月までは積雪崩間で

あり，また低温期間である。この条件が， 10月に結実

したシウリザクラの早期の果肉の分解を困難にした可

能性が高い。また，秋期に結実する果実は夏期に結実

する果実よりも成分的に果肉が分解されずらいことが

示されており (CIPOLLINI& STILES， 1992a; 1992b ; 

1993a ; 1993b ; CIPOLLINI & LEVEY， 1997)，このため

にシウリザクラの果肉の分解が遅れた可能性もある。

自然状態では，夏期に結実するエゾヤマザクラの

果実の果肉の早期の分解が翌春の発芽を可能にすると

考えられた。一方シウリザクラでは秋期に結実するこ

とが，エゾヤマザクラに比べて果肉の分解が遅れるこ

と，そしてその後の発芽が遅れる原因になっていると

考えられた。無処理種子の発芽年の違いはエゾヤマザ

クラとシウリザクラの結実期の違いに起因すると考え

られた。

サクラ属 2種の発芽に与える被食の効果

サクラ属の Pincherryは埋土種子集団を維持す

るといわれている (MARKS，1974)。また，エゾヤマ

ザクラ，シウリザクラともに，種子を10cmの深さに埋

土すると 3年以上発芽力を保つ(水井， 1993)。しか

し，本研究では両種ともに，深さ 5皿に播種した種子

は散布年の 3年後の春期までに種子はすべて発芽また

は死亡した。エゾヤマザクラや，シウリザクラのよう

な大きな種子を持つサクラ類の種子は，昆虫などの種

子捕食者に利用されやすい (WEBB&WILLSON， 1985; 

WILLSON & WHELAN， 19卯)。そのため，早期に発芽

することは両種にとって時間的捕食回避の効果
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(JANZEN， 1971)があることが考えられる。サクラ属

は巣肉を除去し， 608以上の低温湿層処理後， 5 "cか

ら1O"C前後の発芽条件になれば発芽する伍井， 1伺1)。

鳥類に被食された種子は，果肉が除去されており，ま

た積雪下で低温湿層条件にさらされるので 1年目の

春期に発芽できる。果実が自然落下した場合は，前述

したように 1年目の春期にはエゾヤマザクラは発芽で

きるが，シウリザクラは発芽できない。つまり， シウ

リザクラの発芽に及ぼす被食の影響は，発芽を1年早

める効果があると考えられる。発芽の時期が早まるこ

とは，本来の発芽時期とずれる場合もあり，必ずしも

生存に有利とはならない (WIL日ON，1983)と考えら

れるが，本研究では発芽年には変化が見られたが，雪

解け直後という発芽時期そのものには変化がなかった。

エゾヤマザクラでは本研究の野外実験では無処理種子

は果肉除去種子よりも発芽率が有意に低かったが，自

然状態では，前述のように果肉の分解がわずか1ヶ月

で終了するため，その差が消失することも考えられる。

しかし，果肉の分解過程で内部の種子が死亡した可能

性もあり，今後果肉の分解過程での種子の生存率の解

明が必要である。

被食の影響の直接的な効果は両種ともに果肉の除

去であったが，それが持つ意義は秋期に結実するシウ

リザクラでは発芽年の変化に，夏期に結実するエゾヤ

マザクラでは発芽率の変化に現れた。

ナナカマド

1年目の春期には無処理種子はまだ果肉に覆われ

ており，発芽できなかった。シウリザクラと同様に冬

期間は果肉の分解が進まなかったものと考えられる。

果肉が分解した後に発芽が可能になると考えられた杭

無処理種子は 1年目の夏期の聞に種子が死亡してしま

うため 2年自の春期には発芽できない。このため，

ナナカマドの種子は鳥類の被食なしにはほとんど発芽

できないと考えられた。従来の研究で，鳥類の被食が

不可欠と考えられる植物はほとんどなく (TEMPLE，

1977)，また，ナナカマドのように果肉を除去すれば

発芽できる樹種は，被食の影響は小さいと考えられて

きた。そのため，ナナカマドの種子は鳥類の被食なし

にはほとんど発芽できないという結果がでたことは非

常に重要であり，従来の研究の一部には再検討を要す

るものがあると考えられる。

キハダ，ヤマブドウ

これらの 2種は，シウリザクラやナナカマドと同

様に，秋期に結実する樹種であり，無処理種子の果肉

の分解は冬期間は進まないと考えられた。しかし， こ

れらの樹種の無処理種子の発芽率や発芽パターンは果

肉除去種子と差がなかった。シウリザクラや，ナナカ

マドがその年の融雪の一週間後には発芽するのに対し，

キハダは融雪の 1ヶ月後から 3ヶ月後にかけて発芽し，

ヤマブドウは 2ヶ月後から 3ヶ月後にかけて発芽した。

このような，結実期から発芽期までの期間の違いが果

肉の分解の程度に影響を及ぼし，その後の発芽に影響

した可能性がある。しかし，単純にシウリザクラやナ

ナカマドよりも低温下で分解しやすい特性であること

も考えられ，この点については，今後果肉や，果肉に

含まれる化学物質の，詳しい分解過程の研究が必要に

なる。無処理種子と果肉除去種子の発芽に差がみられ

なかったことから，これら 2樹種にとって，鳥類の被

食による果肉の除去は，発芽段階ではあまり重要では

ないと考えられ.被食の効果は，種子の散布のみと考

えられる。

タラノキ

果肉除去種子は 1年目の春期に発芽したのに対し，

無処理種子ではほとんど発芽せず，果肉の除去効果が

発芽年に対して表れていると考えることもできるが，

果肉除去種子も発芽率が低く，また，未発芽種子の生

残が不明であるので，結論づけることはできなかった。

6.総合考察

従来の研究では鳥類による被食が種子発芽に与え

る影響を考える際に，鳥類に果実を適当数与え，排出

された種子を一定数集めて，人為的に果肉を除去した

種子と発芽を比較した研究が多い。しかしこの場合に

は，種子がある程度消化されていても見落とす可能性

が高い。また本研究では，調査地での主な果実の採食

者であると考えられる鳥類はキジバトを除いて，種子

を消化することはないと考えられたが，この結果を鳥

類相の異なる他の地域にそのままあてはめることはで

きない。次に，本研究では鳥類による被食率は，エゾ

ヤマザクラの26.3%からキハダの95.6%と幅があった。

エゾヤマザクラでは，鳥類による被食後排出された種

子の発芽だけでなく，自然落下した果実のその後の発

芽を考慮する必要性が大きいと考えられた。キハダや
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ナナカマドでは，ほとんどが鳥類に被食されると考え

られたので，落下果実の発芽についてはその重要度が

低いと思われるが，秋期の渡り鳥の個体数は変動が大

きいことが知られており，必ずしも高率で果実が被食

されるとは限らない。そのため，キハダのように被食

を受けない場合には果実が落下するのか，ナナカマド

のように樹上に残存するのか，といった特性を把握す

ることも重要である。以上のことから，鳥類による果

実の被食が種子発芽に与える影響を検討する際には，

被食後の種子を用いた発芽実験だけでなく，各地域の

鳥類による種子の消化率，鳥類による果実の被食率，

自然落下率，被食を受けない場合の果実の樹上での残

存率等を調べることが重要であると考えられた。

本研究では被食後排出された種子と人為的に果肉

を除去した種子の室内実験での発芽の比較だけでなく，

被食後排出された種子と無処理の果実内に含まれたま

まの種子の発芽もあわせて比較した。また，室内実験

と野外実験を両方行うことで，被食の影響の生態的意

義を検討できるようにした。従来の研究では被食後排

出された種子と人為的に果肉を除去した種子の室内実

験での発芽の比較において，被食後排出された種子の

方が発芽率が高い場合にのみ，鳥類による果実の被食

により種子発芽が促進されると結論づけているが(序

論の引用文献参照)，この比較では，被食による影響

は種子表面の構造の変化を想定しており(IZHAKI& 

SAFRlEL.1鈎o; BARNEA et al.. 1伺1)，果肉の除去作

用は考慮されていない。しかし，本研究により，鳥類

の被食を通した果肉の除去が重要な意味を持つ場合が

あることが示されたことから，従来の研究で，鳥類に

よる被食の影響がないとされていた樹種の中にも.被

食による影響があるものが含まれている可能性があり，

再検討が必要なものもあると考えられる。また本調査

地では冬期に果肉の分解が進まないために鳥類による

被食を通した果肉の除去が重要な意味を持つ場合があ

ることが示されたが，このような分解の進みづらい条

件は，例えば乾期の直前に結実し，雨期の到来直後に

発芽する植物などにもあてはまる可能性もある。今後

の研究では，被食後排出された種子と人為的に果肉を

除去した種子の室内実験での発芽の比較だけでなく，

本研究のように無処理の巣実内に含まれたままの種子

の発芽もあわせて，室内外で比較する必要があると考

えられた。

果肉には発芽抑制効果があるといわれ CMAYER

& POL品 KOFF-MAYBER.1989)，本研究でもエゾヤマ

ザクラ，シウリザクラ，ナナカマド，キハダ，ヤマブ

ドウ，タラノキの果肉には発芽の抑制作用があること

がわかったが，野外発芽実験では，キハダ，ヤマブド

ウは，果肉除去種子でも，果肉が付いたままの無処理

種子でも発芽パターンに変化はなく，発芽抑制作用は

野外では表面上現れなかった。シウリザクラでは無処

理種子の発芽が果肉除去種子の発芽より一年遅く，発

芽抑制作用により，発芽時期をずらすことで実生の危

険を分散する(IZHAKI& SAFRIEL. 1991)という説明

ができるかもしれないが，他の樹種では，果肉がなぜ

発芽抑制作用を保持しているのか説明できない。特に

ナナカマドは果肉が付いたままの無処理種子ではほと

んど発芽しないまま種子が死亡したため，果肉の発芽

抑制作用はナナカマドの種子発芽にとって完全にデメ

リットとなっている。果肉の発芽抑制作用の説明とし

ては，1)種子の樹上での発芽を抑制する。 2)母樹

のもとに落下した種子の発芽を抑制する。などを考え

ることができるが， 1)については，果肉による発芽

抑制作用がなくても，種子は一定の温度処理をしなけ

れば発芽しないようにできており，可能性は低い。 2)

については，実際にキハダやヤマブドウは巣肉付きの

ままでも発芽しており，説明できない。そこで， ここ

では果肉の発芽抑制作用の存在意義について考えられ

うる仮説をたてることにする。被食型散布樹種は，鳥

類などの動物によって果実が被食された際に，内部の

種子までも消化されると更新することが出来ない。本

研究では3章と 4-1章から，種子が物理的に破壊さ

れることは少なく，また消化されずに排出された種子

が内部に悪影響を受けることはないものと考えられた。

種子の表面(種皮)は形成直後は水分やガスなどが浸

透しづらく，後熟とともに浸透しやすくなる

CBradbeer. 1鵠8)。本研究で用いた樹種は，冬期の低

温条件により後熟が進むと考えられるため，果実成熟

後に鳥類によって被食されても後熟が進んでおらず，

消化液が内部に浸透することはなかったものと推察さ

れる。ところが，長期に渡り樹上に残存する樹種では

鳥類による被食が遅れた場合には，樹上で後熟が進む

ことが考えられ，この場合には種子内部が乾燥にさら

されて死亡したり，鳥類に被食された場合に内部に消

化液が浸透して死亡する可能性が考えれる。このため，

鳥類に被食されて種子が散布されるためには，樹上で

後熟が進むことは望ましくないと考えられる。そこで，

果肉は発芽そのものを抑制しているのではなくて，種

子の後熟を抑制している可能性が考えられる。シウリ
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ザクラとナナカマドでは果肉がついたまま低温処理を

してから，果肉を取り除いて発芽適湿においたものは

発芽せず，果肉を取り除いたあとの低温期聞が必要で

あり，シウリザクラの 5%濃度の果汁をかけた種子も，

発芽には果汁を洗浄してからの低温期間をを必要とし

た(八木橋，未発表)。このことからも，巣肉内の，

従来発芽抑制物質と呼ばれているものは，発芽そのも

のよりも，種子の後熟を抑制している可能性が高いと

考えられる。

樹木の多くは春期から初夏に開花するが，その結

実期が秋期に集中するのは，春期から夏期には，種子

を捕食したり，病害をひきおこす昆虫や菌類などが多

いことが理由のひとつとして考えられている (HOWE，

1986)。これと同様に，秋期に結実した果実が翌春以

降も樹上に残存することは，捕食や病害の危険にさら

されると考えられる。果実が被食されない場合に，春

期までに自然落下するものが多いのは，このような理

由が考えられる。ところが，果実は樹上では後熟が抑

制されていると考えると，この効果が翌春まで働き続

けていると，自然落下した果実内の種子は果肉の分解

後に低温の期聞をはさむことなく発芽期を迎えること

になり，発芽することが出来なくなる。このため，後

熟を抑制する物質が冬期間に徐々にその作用が弱まる

ような物質であるか，種子発芽が次の年になった場合

でも発芽が可能な種子を生産することが望ましいと考

えられる。果実内の種子をある時期までは樹上で被食

を受けても種子内部に消化液が浸透しないように後熟

を抑え，長期にわたり被食されない場合には，後熟を

抑える作用が弱まると同時に落下する，または，後熟

を長期にわたって抑制し，落下した果実内の種子の発

芽は，翌々年にする。これらが，被食型散布樹種の発

芽のしかたとしては最も考えやすい。

ナナカマドは後熟を抑制する作用は翌春を越えて

も保持する(八木橋，未発表)ため，果実内の種子の

発芽は，翌々年と予想されるが，果実内の種子は野外

では翌々年までにほとんどが死亡する。ナナカマドは

果実の残存過程が他の樹種と異なり，被食されない場

合には翌春になっても多くの果実が樹上に残存してい

た。春期以降も樹上に残存することは，先に述べたよ

うに捕食や病害の危険にさらされると考えられる。こ

のため，ナナカマドの種子は，果実が鳥類に被食され

ない場合には，落下した場合も，樹上に残存した場合

も生き残る可能性は少ないと考えられ，鳥類による被

食に非常に依存した樹種であると考えることができる。

しかし，果実の残存過程が他の樹種と異なっているこ

とからも，ナナカマドは例外的な樹種であり，多くの

場合，種子は鳥類による果実の被食なしにも発芽でき

る方法があると思われる。以上考えられ得る可能性に

ついて記したが，あくまで仮説であり，今後は，樹種

ごとの後熟を抑制する物質の解明など化活劫句なアプロー

チや，より長期的な野外観察などが必要となると考え

られる。

本研究で用いた 6樹種では，すべての樹種で同様

に，鳥類による果実の被食は果肉を除去するという，

従来あまり重要と考えられていなかった影響しか持っ

ていなかった。しかし，鳥類による果実の被食率，自

然落下率，被食を受けない場合の果実の樹上での残存

過程，果肉の後熟抑制作用の違いなどによって，鳥類

による果実の被食が，種子発芽に与える生態的意義は

異なっていた。

7.結 論

アカハラ，クロツグミ，コムクドリ，ムクドリ，

ツグミ，ヒヨドリは種子を物理的に破壊することはな

かった。しかし，キジバトは種子を消化し，種子を散

布することはないと考えられた。キジバトは北海道北

部では夏鳥であるため，秋季に結実する樹種が被食さ

れることはほとんどないと考えられるが，夏期に結実

するエゾヤマザクラでは，キジバトに被食された場合

には種子は散布されないと考えられる。

夏季に結実するエゾヤマザクラでは鳥類による被

食率も低く，また，種子を消化するキジパトによる被

食が多いことが予想され，鳥類のみに依存した種子散

布を行っている可能性は低いと考えられた。秋季に結

実する樹種では，鳥類による被食率が高い傾向にあり，

ツグミ類などによって種子が散布されている可能性が

高い。特にナナカマドは，袋をかけて被食されない条

件にした場合には翌春の 5月でも約6割が樹上に残存

しており，鳥類による種子散布に依存している可能性

が高L、。
アカハラ，クロツグミ，コムクドリ，ムクドリ，

ツグミ，ヒヨドリに被食後排出された種子は人為的に

果肉を除去した種子と同程度，またはより高率で発芽

し，種子内部が消化液による悪影響を受けている可能

性は低い。またエゾヤマザクラ，シウリザクラ，ナナ

カマド，キハダ，ヤマブドウ，タラノキでは，鳥類の

被食による種皮表面の浸透性の増大は発芽に必須では
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なく，発芽または種子の後熟を抑制する果肉を取り除

き，発芽しやすくする働きが重要であると考えられた。

果肉の除去作用は，分解者などによって代行され

うる場合もあると考えられ，エゾヤマザクラ，キハダ，

ヤマブドウのように結実期から発芽期までの期聞が長

いもの，また種子の後熟の抑制作用が長期に渡っては

維持されないと考えられるものでは，鳥類による被食

を通じた果肉の除去が野外では発芽にとって重要でな

いと考えられる場合もあった。しかし北海正劃ヒ部では，

冬期間に長期に渡り低温.積雪条件になるため，秋季

に結実し，雪解け直後に発芽するシウリザクラやナナ

カマドでは，果肉は分解されにくく，被食による果肉

の除去の重要性が高くなると考えられた。

鳥類による果実の被食は果肉を除去するという，

従来あまり重要と考えられていなかった影響しか持っ

ていなかった。しかし，それが野外で持つ意義は，樹

種により異なっていた。特に，ナナカマドのように自

然状態では種子が散布期の翌春の発芽期以降に急速に

死亡するものでは，果肉の分解によって発芽が可能に

なる翌々春には種子はほとんど死亡してしまうため，

鳥類による被食が種子発芽にとって必須と考えられた。

本研究により，野外では鳥類によって被食されな

いと，ほとんど発芽できないと考えられる，世界的に

も稀な例が発見されるとともに，種子発芽におよぽす

鳥類による被食の影響を検討する場合には，自然状態

を考慮した野外実験が非常に重要であることが示され

た。今後は各樹種の果肉内に含まれる物質が，どのよ

うな条件や，どれくらいの期間で，分解されるのか，

種子の発芽または後熟を抑制する作用はどのくらいの

期聞に渡って保持されているのか，といった研究も必

要であろう。
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Summary 

Seeds ingested by birds were not digested， except s民 dsing凶飽dby Strepto，戸 liaorienωlおwerea11 digested. The 

percentage of fruits remova1 after fruit ripening were approximately from 20% to 90%. Germination experiments 

were performed in the laboratory and field， using bird-ingested鈎 eds，hand唱 xt郎防d蜘 ds，and intact蹴 dswith pulp 

of 6 Japanese plant speci錨 Inthe laboratory， intact seeds with pulp did not germinate， but bird-ingested and 

hand・extrac旬d鉛 edsgerminated，組ddifferenωin germination酔rcentagebetween ingested and extracted seeds were 

not significant for all plant speci凶. Thus， the pulp appeared to inhibit germination， and bird ing剖 ionhad the same 

effect錨 manua1pulp remova1 in 6 Japanese s伊出cies. In the field， bird-inges旬dor hand-extrac除dseeds germinated 

in frrst germination鑓箇on. Intact関edsa1so germinated if their pulp disappeared before germination鑓 ason，but did 

not germinate if their pulp still remained in germination鈎ason. Therefore， pulp remova1 through bird ingestion 

enabled rapid germination for the species， whose fruit pulp was not likely to be decom伊 seduntil the germination 

se鎚 on. on the other hand， the effects of ingestion might be not striking on germination for the符即国， whose fruit 

pulp was likely to be quickly decompo田d.

Key words : bird ingestion，回edgermination， ripening season， fruit pulp， frugivory 


