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異なる土壌水分条件下でのカバノキ属ダケカンバと
シラカンバの個体生長と水分生理特性
田畑あずさ, 原

登志彦

2014年 11月 15日受付, 2015年 2月 6日受理

亜高山帯に分布するダケカンバと, 落葉広葉樹林帯と亜高山帯下部に分布するシラカンバの苗木を
異なる土壌水分条件下で生育し, 乾燥に対する両樹種の個体生長や個葉の生理的応答, 水分生理特性
を比較した. 乾燥条件下でのシラカンバは春葉の光合成速度が低下し, 相対成長速度（RGR）が低
下, 枯死率が高くなった. 一方, ダケカンバは乾燥条件下において春葉の光合成速度が低下する傾向
にあったが, RGR を維持し, シラカンバと比べて枯死率は低くなった. シラカンバの夜明け前水ポ
テンシャルの値は乾燥条件下で低下したが, ダケカンバでは低下しなかった. 葉寿命は乾燥処理に
よって両樹種ともに低下し, ダケカンバはシラカンバよりも早くから落葉を開始し, 長期間葉を落と
す傾向があった. ダケカンバとシラカンバの乾燥に対する成長応答の違いは, 乾燥条件下での水分保
持と落葉のタイミング, 落葉期間の差によって生じたと考えられる. これらの結果はダケカンバがシ
ラカンバよりも乾燥回避に優れており, 乾燥した地域での生育が可能であることを示している.

M orphological and phenological responses and water relations of
and
vary with soil water condition
Azusa Tabata, Toshihiko Hara
Two watering treatments (well-irrigated and water deficit)were applied to Betula ermanii Cham.(Ermanʼ
s
birch) and Betula platyphylla Sukatchev var. japonica (M iq.) Hara (white birch) seedlings to investigate their
responses to soil water conditions. The area-based photosynthetic rate of early leaves and the relative growth
rate of B. platyphylla seedlings were lower under water deficit than under well-irrigated conditions. Although
the area-based photosynthetic rate of early leaves of B. ermanii seedlings tended to decrease under water deficit,
the relative growth rate of B. ermanii seedlings did not differ between water-deficit and well-irrigated treatments. Under water deficit, the mortality rate of B. platyphylla seedlings was higher than that of B. ermanii
seedlings. The predawn water potential of B. platyphylla seedlings was lower under water deficit than under
well-irrigated conditions, but that of B. ermanii seedlings showed no difference between the two conditions.
The leaf longevity of B. ermanii and B. platyphylla seedlings was shorter under water deficit than under
well-irrigated conditions. Also, B. ermanii seedlings showed a longer defoliation period than that of B. platyphylla seedlings under water deficit. For B. ermanii,the water relations and phenological responses appear to
be as important as drought avoidance responses for maintaining growth under water deficit. Our results show
that B. ermanii shows better drought avoidance than does B. platyphylla. Consequently, B. ermanii is more
likely than B. platyphylla to survive and maintain growth under water deficit.
キーワード：乾燥, カバノキ属樹木, 水分生理, 葉のフェノロジー, 個体生長応答
soil water deficit, birch trees, water relation, leaf phenology, growth response
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1. はじめに
水は私たち人間をはじめ, 地球上に生育するすべての
生物にとって必要不可欠なものである. 特に移動の自由
を持たない植物は, 水不足の状態でも生存を可能にする
ために, 土壌からの吸水率を高めたり, 蒸散を減らした
り, 水分を貯蔵するといった様々な適応をしている. 寒

116

田畑あずさ, 原 登志彦

さと乾燥が厳しい地域に生育する北方樹木でも, 水は生

育分布特性に「乾燥」が寄与するのかは明らかにされて

命を維持するために必要不可欠なものである. 北方林で

いない. そこで本稿では, 北方樹木であるダケカンバが

は森林限界から高山帯への移行帯において, 冬期間に土

北方林での生育を維持するしくみを知る手がかりとし

壌が何ヶ月間も凍結し, 根が吸水できないことによって

て, ダケカンバとシラカンバの苗木を異なる土壌水分条

起こる乾燥害が多く見られる（酒井, 1995）. このよう

件で生育し, 両樹種の個体生長や個葉の生理的応答, 水

な地域では, 春になって気温や日射が強くなり葉温が上

分生理特性を比較した研究結果について紹介する.

昇しても, 土壌が凍結したままで根が吸水できないた
め, 葉の乾燥害が起きやすい. 北方樹木の中でも常緑樹
は, 短い生育期間にもかかわらず光合成を犠牲にして気
孔を閉じ, 蒸散による水分損失を回避する（乾燥回避）
,

2. 研究内容・手法について
2.1 実験材料

または, 気孔を開いて光合成をしながら乾燥に耐える

実験には北海道長沼産のダケカンバとシラカンバの２

（乾燥耐性）といった方法で乾燥による脱水を防いでい

年生苗木を用いた. これらの苗木は 2011年５月に植栽

る. これらの対応は樹種によって異なり, 一般的に, 高

され, 土壌水分処理実験が行われるまで十分な光と水分

緯度に生育するカラマツ属（Larix）は乾燥を回避し,

を与え, 北海道大学低温科学研究所内の温室にて生育さ

トウヒ属（Picea, Pinus）などは乾燥に耐えて対応し

せた. 苗木の栽培を行った温室の気温と湿度を, 自記記

ていると言われている（Cowling and Kerdrowski,

録計を用いて計測した. その変化を図１に示す.

1980;Berg and Chapin III, 1994）.
ダケカンバ（Betula ermanii Cham）は日本の亜高山
帯森林やロシア極東（北緯 34度から 62度付近）の森林

2.2 土壌水分処理
2012年４月, 苗木を１週間に２〜３度灌水を行う灌

限界付近や北洋海岸に分布する落葉広葉樹である
（Tabata, 1966）
. ロシアのカムチャツカ半島（北緯 58
度以南）の南部では, 湿潤な海岸性気候の地域にダケカ
ン バ 林 が 発 達 し て い る が（Okitsu, 1987; Kojima,
, 同じ半島の乾燥した大陸性気候の地域にも発達
1994）
したダケカンバ林が存在する（Kojima, 1994）. このよ
うにダケカンバは様々な降水量の地域に分布し生育して
いる. 例えば, 湿潤な気候の日本の年平均降水量が年間
1680mm であるのに対し, 乾燥した気候のロシアカム
チャツカ 半 島 内 陸 部 エッソ で は 年 間 399mm で あ る.
エッソの夏の相対 湿 度 は 低 く は な い が（1964年 か ら
1994年の平均湿度は 74％）
, 年間の水収支では少なくと
も 60mm 程度の水不足を生じるものと思われる（Kojima, 1994）. ダケカンバと同属のシラカンバ（Betula
platyphylla Sukatchev var. japnica (Miq.) Hara）は,
日本では落葉広葉樹林帯から亜高山帯下部に分布し, 低
地や山麓の乾いた土地や半湿潤のどちらのタイプの土壌
でも生育する（Tabata, 1966）
. シラカンバは葉の形や
幹の色などがダケカンバと似通っているが, その生育地
は光合成適温域と葉の展開する時期の違いによって, シ
ラカンバは温暖な地を好み, ダケカンバは寒冷地を好む
とされている（Koike, 1995）
. ダケカンバが生育する北
方林は「低温」と「乾燥」の気候特色があり, ダケカン
バは前年の乾燥処理によって, 翌年に展開する葉の光合
成速度が乾燥処理条件下においても低下せず, 細長い根
を成長させることが明らかになっている（Tabata et
. 同様にシラカンバでも, 乾燥条件下におい
al., 2010）
て根系を発達させていることが知られているが（Koike
, 両樹種ともに乾燥条件下での水分生理応
et al., 2003）
答の研究は十分ではなく, ダケカンバとシラカンバの生

図 1：乾燥処理期間中（2012年４月４日から 2012年９月 20
日まで）における温室の気温（上図）と湿度（下図) (上
図）実線は乾燥処理期間中の日最高気温を示し, 点線は日最
低気温を示す. (下図）実線は乾燥処理期間中の日最高湿度
を示し, 点線は日最低湿度を示す
Figure 1：Air temperature (above figure) and humidity
(below figure)in the greenhouse during drought treatment
(from 4 April to 20 September 2012). (above figure):solid
line daily maximum temperature,dot line daily minimum
temperature during drought treatment, (below figure):
solid line daily maximum humidity, dot line daily minimum humidity during drought treatment

117

カバノキ属二種の水分生理

水処理グループ（ダケカンバ 15個体, シラカンバ 13個

2.4 葉の水分生理応答の測定

体）と, ２週間に１度灌水を行う乾燥処理グループ（ダ

苗木の生長が活発な夏期である 2012年７月 25日に,

ケカンバ 16個体, シラカンバ 12個体）の４つのグルー

各処理グループから健全な葉を３枚ずつ選び, プレッ

プに分けた. 灌水時にはそれぞれの個体に 750ml の水

シャーチャンバーを用いて夜明け前の水ポテンシャルを

を与え, ポットを十分に水で満たした. この水量は年間

測定した. さらに 2012年８月２日, 各グループ３本の

降水量に換算すると, 灌水処理グループは 1729.9mm

P-V 曲線を作成し, 膨圧を失ってしおれを起こすとき

で日本の年平均降水量に相当し, 乾燥処理グループでは

の水ポテンシャル（Ψw ）, 十分に吸水したときの浸

432.4mm でカムチャツカ半島エッソの年平均降水量に

透 ポ テ ン シャル（ Ψs ）を 求 め た（丸 山・森 川,

相当する. 土壌水分処理を 2012年４月４日から 2012年

1983）
. 各グループの測定には, 灌水グループは１個体

９月 20日まで行い, 一週間ごとにポット内の土壌の含

から１枚の夏葉を採取し, 乾燥グループは葉が十分に成

水率を測定した. 土壌水分処理期間中の処理グループご

長しないため, ２〜３枚の未発達な葉をつけた当年枝を

との土壌含水率変化を図２に示す.

用いて行った. P-V 曲線法の実験では, あらかじめ測
定する個体を十分に吸水させて行うことが多いが, 測定

2.3 葉の生理特性の季節変化の測定

前の水環境が P-V 曲線から得られる水分生理特性値に

カバノキ属樹木の葉の展開様式は, 春に２〜３枚の葉

影響を与えることが知られているため（Kubiske and

（春葉）を展開し, 好適な生育条件下では９月上旬まで

, 本研究では P-V 曲線測定前に測定個
Abrams, 1991）

葉（夏葉）を展開し続ける順次開葉型である. 春葉と夏

体を吸水させずに行った.

葉はフェノロジーや光合成機能が異なるため（M iyaz, 本研究では春葉
awa et al.,2004;Tabata et al.,2010）

2.5 個体生長と葉のフェノロジーの調査

と夏葉の区別を明確にし, 測定を行った. 葉の生理特性

苗木の伸長成長量として苗木の地上部の高さを 2012

を調べるために, 2012年４月から９月までおよそ３週

年４月５日から 2012年９月 27日まで２週間ごとに測定

間ごとに, 春葉を対象とした測定を７回, 夏葉を対象と

し, 得られた測定値から相対成長速度（RGR: relative

した測定を５回行った. 測定は携帯式光合成蒸散測定装

growth rate）を求めた. 相対成長速度の求め方を式(1)

置（Li-6400, Li-Cor, Lincoln, NE, USA）を 用 い

に示す.

て, 最大光合成速度と蒸散速度を測定した. 測定によっ
て得られた最大光合成速度と蒸散速度の値を用いて, 水
利用効率（WUE:water use efficincy）を求めた.

RGR＝ lnH −lnH / ΔT

(1)

RGR：相対成長速度, ln：自然対数, H ：初期測定時
（2012年４月５日）の地上部の高さ, H ：測定終了時
（2012年９月 27日）の地上部の高さ, ΔT：測定期間
測定期間中に葉が落葉, もしくは離層が形成される前
に葉が枯れて枝についたままになり, 土壌含水率の変化
がなくなった苗木を枯死と判断して生存率を求めた. １
個体あたり１枚の葉をそれぞれの処理グループからラン
ダムに採集し, 葉面積を葉面 積 計（Li-3100, Li-Cor,
Nebraska, USA）を用いて測定した. 葉面積を計測し
終えた葉を, 農業用オーブンを用いて２日間 80℃で乾
燥した. 測定によって得られた葉面積と乾燥葉重の値を
用いて, 葉の厚さの指標となる単位葉面積当たりの葉重

図 2：乾燥処理期間中（2012年４月４日から 2012年９月 20
日まで）における土壌含水率 水色の実線はダケカンバ（B.
ermanii）の灌水処理グループ, ピンク色の実線はダケカン
バの乾燥グループ, 水色の点線はシラカンバ（B. platyphylla
の灌水処理グループ, ピンク色の点線はシラカンバの乾燥処
理グループの土壌水分含水率を示す
Figure 2：Seasonal patterns of soil water content in the B.
ermanii and B. platyphylla seedlings pots during drought
treatment (from 4 April to 20 September 2012). Light blue
solid line well irrigated treatment group in B. ermanii,
pink solid line water deficit treatment group in B. ermanii,
light blue dot line well irrigated treatment group in B.
platyphylla, pink dot line water deficit treatment group in
B. platyphylla.

（LMA:leaf mass per area）を算出した.
2012年３月 30日から 2012年９月 20日まで３週間ご
とに１個体あたりの葉数を計測し, その計測と同時に個
体ごとの葉の展葉や落葉を記録した.
得られた測定値のそれぞれについて, 処理と樹種によ
る変動を ANOVA で分析した. また, Tukeyの方法を
用いて処理区間の平均値を比較した.
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図 3：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii）と シ ラ カ ン バ（B. platyphylla）の 生 存 率 の 変 化
水色の実線はダケカンバの灌水処理グループ, ピンク色の実
線はダケカンバの乾燥処理グループ, 水色の点線はシラカン
バの灌水処理グループ, ピンク色の点線はシラカンバの乾燥
処理グループの生存率を示す
Figure 3：Changes in survival rate of B. ermanii and B.
platyphylla seedlings under the various water conditions in
2012. Light blue solid line well irrigated treatment group
in B. ermanii,pink solid line water deficit treatment group
in B. ermanii, light blue dot line well irrigated treatment
group in B. platyphylla, pink dot line water deficit treatment group in B. platyphylla.

図 4：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処
理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシ ラ カ ン バ
（B. platyphylla）の相対成長速度（RGR）の比較 図中の各
値は平均値, 縦線は標準誤差を示す. 平均値間の有意差を処
理 グ ループ 間 で Tukeyʼ
s test に よ り 検 定 し, 異 な る ア ル
ファベット を 用 い て 処 理 間 に 有 意 差 が あ る こ と を 示 し た
（p＜0.05, n＝5‑15）
Figure 4：Comparison of relative growth rate of B. ermanii and B. platyphylla seedlings under the various water
conditions (well-irrigated treatment: ■, water-deficit
treatment: ■) in 2012. Values are mean. Vertical bars
indicate SE. Significance of difference among means by
drought treatments were tested by Tukeyʼ
s pairwise comparison. Different letters denote significant difference at
p ＜ 0.05 (n ＝ 5-15).

3. 結果と考察
3.1 乾燥処理が個体生長に与える影響

RGR はダケカンバの灌水処理グループの RGR より高

図３に生育期間中の生存率の変化を示す. 生存率は乾

く, これらの結果から, シラカンバは高い成長能力を乾

燥による低下が見られた. ダケカンバの乾燥処理個体で

燥処理によって妨げられ, シラカンバほど成長能力が高

は, 2012年５月 31日の測定日から 2012年６月 28日の

くないダケカンバは広葉樹ではあるが針葉樹的なふるま

測定日の間に生存率が約 80％に低下し, その後 2012年

いをし, 乾燥による影響が小さく, 乾燥地でも生育が可

７月 26日の測定日から 2012年８月 23日の測定日の間

能であると考えられる. ダケカンバの針葉樹的なふるま

に生存率が再度低下し, 土壌水分処理終了後に 56.3％

いを可能にするメカニズムは, いったいどのようなもの

となった. シラカンバの乾燥処理個体では, 2012年７

なのだろうか.

月 26日の測定日まで生存率の低下が見られなかったが,
土壌水分処理終了後にはダケカンバの生存率よりも低い

3.2 乾燥処理条件下での葉の水分特性の比較

38.5％となった. この枯死パターンの違いがどのような

夜が明けて光合成が始まるのと同時に植物は蒸散を始

要因によって起こるのか今回の実験結果からはわからな

め, 夜間に植物体内に蓄積していた水分は植物体の外へ

いが, 土壌水分処理終了後に乾燥処理グループの半数以

排出されてしまう. 蒸散が始まる夜明け前に水ポテン

上の個体が生存していたダケカンバは, 同属のシラカン

シャルを計測することで, その葉（植物）が最も水分を

バと比較して乾燥条件に耐えられる, もしくは乾燥によ

保持している状態を知ることができる. 今回の実験で

るダメージの回避が可能なのかもしれない.

は, 生育期間中に最も乾燥が厳しいと考えられる７月下

ダケカンバとシラカンバの生育期間中の成長をみてみ

旬に, 夜明け前の水ポテンシャルの測定を行った（図

ると, シラカンバ苗木の RGR は乾燥処理によって大き

５）
. シラカンバの乾燥処理個体では, 夜明け前の水ポ

く低下した（図４）. 一般的に, 広葉樹は生育環境が好

テンシャルの値の低下が見られたが, ダケカンバの乾燥

適であるほど成長し, 生育環境が悪化すると生育できな

処理個体では乾燥条件下にも関わらず, その値は低下し

くなるが, 針葉樹は痩せた特殊な土壌である乾燥地に生

なかった. これらの結果は, シラカンバの苗木が乾燥処

育することが可能である（酒田, 2003）. 今回の実験結

理によって個体内の水分が低下していたことを示し, ダ

果では, シラカンバが乾燥処理によって成長を妨げられ

ケカンバの苗木は乾燥条件下においても個体内の水分を

たのに対し, ダケカンバの乾燥処理グループは乾燥処理

保つことができることを示す. そこで, ダケカンバとシ

の有無に関わらず, 灌水処理グループと同程度の RGR

ラカンバの葉の水分特性を調べるために, P-V 曲線法

の値を示した. また, シラカンバの灌水処理グループの

によって十分に吸収したときの浸透ポテンシャルの値

カバノキ属二種の水分生理

図 5：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処
理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシ ラ カ ン バ
（B. platyphylla）の夜明け前の水ポテンシャルの比較 図中
の各値は平均値, 縦線は標準誤差を示す. 平均値間の有意差
を処理グループ間で Tukeyʼ
s test により検定し, 異なるア
ルファベットを用いて処理間に有意差があることを示した
（p＜0.05, n＝3‑4）
Figure 5：Comparison of pre-down water potential of B.
ermanii and B. platyphylla seedlings under the various
water conditions (well-irrigated treatment: ■, waterdeficit treatment:■)in 2012. Values are mean. Vertical
bars indicate SE. Significance ofdifference among means
by drought treatments were tested by Tukeyʼ
s pairwise
comparison. Different letters denote significant difference at p ＜ 0.05 (n ＝ 3‑4).

（Ψs ）と, 膨圧を失ってしおれ起こすときの水ポテン
シャルの値（Ψw ）を求めた. 図６に十分に吸収した
ときの浸透ポテンシャルの値（Ψs ）と, 膨圧を失っ
てしおれを起こすときの水ポテンシャルの値（Ψw ）
の関係を示す. Ψw が低い植物は, 乾燥ストレスに対
する膨圧の維持に有利でしおれにくく, Ψs が低い植
物は細胞内の溶質濃度を高くし, 乾燥ストレス条件下で
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図 6：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B.
platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の飽水時の浸透
ポテンシャル（Ψs ）と圧ポテンシャルを失うときの水ポ
テンシャル（Ψw ）との関係 図中の各値は平均値, 縦線
は Ψw , 横線は Ψs の標準誤差を示す. 平均値間の有意
差を Ψs の処理グループ間, Ψw の処理グループ間でそ
れぞれ一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示した
（n.s.：有意差なし p＞0.05, n＝3‑4）
Figure 6：Relationship between osmic potential at full
turgor (Ψs ) and water potential at turgor loss point
(Ψw )of B. ermanii (well-irrigated treatment: ●, waterdeficit treatment: ●) and B. platyphylla (well-irrigated
treatment:■, water-deficit treatment:■)seedlings under
the various water conditions in 2012. Values are mean.
Vertical bars indicate SE. Significance of difference
among means by drought treatments in Ψs and Ψw
were tested by one-way ANOVA (ns is non-significant p ＞
0.05, n ＝ 3‑4).

の膨圧の維持を可能にする. よって, 図６のグラフの右
上に行くほど乾燥ストレスに対する膨圧維持に有利でし

ンバとシラカンバは, 乾燥に対応するために葉を厚くす

おれにくく, 耐乾性が高いことを示す. しかし今回の実

るといった形態的適応を行っていないと考えられる.

験では, このしおれにくさの評価で右上がりの直線関係

乾燥は植物の成長や水分状態と同様に葉寿命にも影響

が得られたが, 処理間や樹種間での有意差は得られな

を及ぼすと言われているが, 葉を落とす, または落とさ

かった. これらの結果から, ダケカンバは乾燥に対して

ないといった乾燥による影響は一様ではない（菊沢,

水分生理特性を変化させ, 葉をしおれにくくするのでは

2005；長 田 ほ か, 2013）. 乾 燥 地 に 生 育 す る 落 葉 樹

なく, 葉を落とすなどの水分を損失する器官を排除する

Eucalyptus camaldulensis と Eucalyptus globulus は気

方法で乾燥に対応しているため, 乾燥条件下でも夜明け

孔開閉に関係なく, 落葉によって葉面積を減少させて乾

前の水ポテンシャルを一定に保っていると考えられる.

燥による影響を回避し（Gindaba et al., 2005）
, この落
葉が気孔閉鎖に比べて, より急激に水分損失の抑制を可

3.3 乾燥条件下での葉の形態変化とフェノロジーへの
影響
葉の形態的応答として, 乾燥条件下では葉が厚くな

能にしている（Rouhi et al., 2007）
. ニセアカシア
（Robinia pseudoacacia）では, 乾燥条件下において落
葉することがいくつかの実験で観察されており（Ran-

り, ダケカンバやシラカンバのような遷移初期種では,

, 落葉による葉面積の減少によって水
ney et al., 1990）

乾燥によって葉の厚さの指標である LM A の値が高くな

消費量を減少させていると報告されている（原ほか,

ると報告されている（Abrams et al., 1994）
. 今回の測

2008）
. 乾燥処理条件下で生育したダケカンバは, 灌水

定の結果では, 春葉と夏葉ともに LMA の乾燥処理によ

処理条件下で生育したダケカンバに比べて, 早期に葉を

る影響が見られなかった（図７）
. この結果からダケカ

落とす傾向があり, 葉寿命が短くなる（Tabata et al.,
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図 7：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B. ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B. platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の春葉（左図）と夏葉（右図）の単位葉面積当たりの葉重（LM A) 図中の各値は平均値,
縦線は標準誤差を示す. 同測定日における平均値間の有意差を処理グループ間で一元配置分散分析により検定し, 有意水準を示
した（n.s.：有意差なし p＞0.05, n＝3‑4）. ダケカンバの乾燥処理グループは, 測定のための十分に発達した葉が得られな
かったため, 2012年６月 26日の測定日以降の春葉データが欠損している
Figure 7：Changes in leaf mass area (LMA ＝ leaf dry weight ／ fresh leaf area (mg cm )) of B. ermanii (well-irrigated
treatment: ●, water-deficit treatment: ●) and B. platyphylla (well-irrigated treatment: ■, water-deficit treatment: ■)
seedlings under the various water conditions in 2012. Values are mean. Vertical bars indicate SE. Significance of
difference among means by drought treatments on the same day were tested by one-way ANOVA (ns is non-significant p ＞
0.05, n ＝ 3‑4). There was a lack of data (B. ermanii seedlings in water deficit)from 26 June in 2012 onward because the
seedlings had only a small number of living leaves and samples were not obtained.

図 8：異なる土壌水分処理条件下（灌水処理：■, 乾燥処理：■）におけるダケカンバ（B. ermanii）とシラカンバ（B. platyphylla）の春葉（左図）と夏葉（右図）の平均葉寿命 図中の各値は平均値, 縦線は信頼区間を示す. 平均値間の有意差を処理
グループ間で Tukeyʼ
s test により検定し, 異なるアルファベットを用いて処理間に有意差があることを示した（p＜0.05, n＝
3‑16）
Figure 8：Changes in leaf longevity of early leaves (left graph)and late leaves (right graph)of B. ermanii and B. platyphylla
seedlings under the various water conditions (well-irrigated treatment:■,water-deficit treatment:■)in 2012. Values are
mean. Vertical bars indicate CI. Significance of difference among means by drought treatments were tested by Tukeyʼ
s
pairwise comparison. Different letters denote significant difference at p ＜ 0.05 (n ＝ 3‑16).

. 今回の実験結果でも, ダケカンバは乾燥処理に
2010）

防ぐ方法が個体の生存に有利のようである.

よって葉寿命が低下し, シラカンバもダケカンバと同様

乾燥処理による葉寿命の低下にともなって, 個体の葉

に乾燥処理によって葉寿命が低下した（図８）. 落葉樹

数も生育期間中に変動する. 図９に異なる土壌水分条件

と異なり落葉草本では, 乾燥条件下において可能な限り

下での１個体あたりの平均葉数を示す. ダケカンバでは

葉を維持し, 乾燥によって地上部全体が枯れて植物個体

2012年６月 28日の測定日から 2012年９月 20日の測定

のバイオマス損失量が増えるといったリスクを回避する

日に乾燥処理個体の葉数が低下した. シラカンバでは

方法を持つ（長田ほか, 2013）
. ダケカンバとシラカン

2012年７月 19日の測定日から 2012年８月 29日の測定

バは, 落葉草本のように乾燥条件下で葉を維持するので

日に乾燥処理個体での低下が見られた. この結果から,

はなく, なるべく早く葉を落とし, 葉からの水分損失を

ダケカンバとシラカンバともに落葉することによって,

カバノキ属二種の水分生理
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乾燥による水分損失を防いでいると考えられる. また,
ダケカンバはシラカンバよりも早い時期に葉を落とし初
め, シラカンバよりも葉を落とす期間が長く, 生育期間
中に多くの葉を落とす傾向があると言える. この葉を落
とすタイミングと期間の差が, 個体生長応答などの乾燥
処理の影響の違いになっているのかもしれない.
3.4 乾燥処理条件下での光合成機能応答
図 10に個葉の最大光合成速度と WUE の季節変化を
示す. 乾燥条件下では, 植物は体内の水分損失を防ぐた
めに気孔を閉じるが, その気孔閉鎖によって光合成に必
要な二酸化炭素の取り込みも減少してしまう. 乾燥条件
下では光合成速度が低下し, 生育に必要な同化産物も減
少するため, 植物の成長などに影響を及ぼす. 今回の実
験結果では, 春葉ではシラカンバの乾燥処理個体で最大
光合成速度の著しい低下が見られた（図 10a）
. ダケカ
ンバの乾燥処理個体では, 最大光合成速度が灌水処理個
体よりも低下する傾向が見られたが, 統計的な有意差を
得られなかった（図 10a）
. 夏葉ではダケカンバとシラ
カンバともに乾燥処理によって苗木の葉が枯れる, もし
くは落葉のため, 乾燥処理個体は測定に使用する葉を十
分に得ることができず, 灌水処理個体よりも少ない測定
点となった（図 10b と 10d）
. 夏葉の最大光合成速度は,

図 9：異なる土壌水分処理条件下におけるダケカンバ（B.
ermanii, 灌水処理：●, 乾燥処理：●）とシラカンバ（B.
platyphylla, 灌水処理：■, 乾燥処理：■）の１個体あたり
の平均葉数 図中の各値は平均値, 縦線は標準誤差を示す.
同測定日における平均値間の有意差を処理グループ間で一元
配置分散分析により検定 有意水準を示した（ ：p＜0.05,
n＝3‑16）
Figure 9：Changes in leaf number per plant of B. ermanii
(well-irrigated treatment: ●, water-deficit treatment: ●)
and B. platyphylla (well-irrigated treatment: ■, waterdeficit treatment: ■) seedlings under the various water
conditions in 2012. Values are mean. Vertical bars indicate SE. Significance of difference among means by
drought treatments on the same day were tested by oneway ANOVA ( :p ＜ 0.05, n ＝ 3‑16).

両樹種ともに乾燥処理個体が灌水処理個体よりも低下す
る傾向が見られたが, 統計的な有意差を得られなかった
（図 10b）
. 光合成速度と蒸散速度から算出される WUE
は, 乾燥での気孔閉鎖に伴い蒸散速度が低下するため,

ンバよりも乾燥回避に優れており, 乾燥害が起こりやす
い北方林での生育が可能であることを示している.

その値が増加すると言われている. しかし, 今回の測定

ダケカンバとシラカンバが生育地を分ける要因は, こ

の結果では最大光合成速度の値に乾燥処理の影響があっ

れまでに明らかになっているダケカンバとシラカンバの

たのにも関わらず, WUE の値は春葉の 2012年４月 27

耐寒性の違い（光合成適温域や霜害対策のための葉の

日のダケカンバの測定値を除いて, ダケカンバとシラカ

フェノロジーの違い）だけではなく, 両樹種の耐乾性の

ンバともに処理間での違いを得られなかった（図 10c,

違いも含み, これら二つの要因によって生じるものと考

10d）
. Tabata et al.（2010）は, 乾燥処理条件下おいて

えられる.

ダケカンバの WUE が一定であり, WUE を増加させず
に SRL（比根長）を増加させることで乾燥ストレスに
対応していると報告している. 今回の実験では地下部の

謝辞

測定を行っていないので, ダケカンバとシラカンバの

本稿で紹介した研究の遂行のために, 隅田明洋准教

SRL に変化があったのかどうかはわからないが, 乾燥

授, 小野清美助教には実験や解析に関する数多くのコメ

によって２種ともに早期に落葉するので（図８, ９）
,

ントやサポートを頂き, 厚く御礼申し上げます.

WUE を増加させるよりも落葉するなどの方法で乾燥に
よる影響を回避しているのかもしれない.

4. まとめ

また, 本研究の栽培実験のためにご協力して下さった
研究室のメンバーの皆様にも深く感謝いたします.
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