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北海道北部の天然林に生育するミズナラ種子生産量の年次変動の特徴を明らかにし, 種子の豊凶現
象に関する至近要因仮説の適合性を GLM 解析により評価した. 各モデルの AIC 値から, 豊凶の変
動には気象要因よりも個体の資源動態が強く影響することが示唆された. 各モデルで選択された説明
変数の ΔAIC 値から, 前年の種子生産量が不作を誘発する負の方向への強い影響と, 花芽形成期の
降水量と生育期の気温の弱い影響が認められ, 個体の内的条件が整った上で外的因子が作用すること
により個体間で豊凶が同調すると考えられた.

Weather, resource or their complex:optimum model for proximate approach to
mast-seeding in M ongolian oak
in Hokkaido,northern Japan
M aki KISHI , Hisashi MIYA , Toshiya YOSHIDA and Shigeru UEM URA
We explored models for mast-seeding by using a set of long-term data for acorn crop from 1984 to 2011 and
tree-ring records of 47 labeled trees of M ongolian oak Quercus crispula Blume growing in the Uryu Research
Forest of Hokkaido University,northern Japan. We verified three dominant models for a proximate approach
to mast-seeding:the weather dependence model,the resource balance model,and the combined weather-resource
model. Annual acorn crop has intensely fluctuated synchronously among individuals and sites, and there was
a trend towards biennial reciprocal masts, except in the consecutive extremely lean years from 1988 to 1993.
The models were subjected to GLM analyses,and the AIC values indicated that the obvious fluctuations in acorn
crop was strongly influenced by the inner resource dynamics of the trees, rather than the seasonal weather
conditions neither in anthogenesis, fecundation, nor maturation. However, the AIC value was higher for the
weather model than for the complex model, suggesting that the influence of the weather conditions was not
negligible. Among the explanatory variables adopted in each model,acorn crop was the most strongly influenced by the previous crop size,and subsequently by rainfall in the previous June corresponding to the anthogenetic
season negatively, and then by the current mid-summer temperature promoting maturation after fecundation.
The negative correlation between acorn crop and rainfall in the previous June for the period from 1981 to 1993
was insignificant, suggesting that the phenological schedule for reproduction in this species may have changed
over recent decades, possibly because of drastic changes in climate such as global warming.
キーワード：豊凶現象, ミズナラ, 一般化線形モデル, 気象要因仮説, 資源収支仮説
GLM , mast-seeding, Mongolian oak, proximate factor, resource-balance, weather-dependence
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1. はじめに

滋

要因がその後の未成熟種子落下に影響する（気象による
結実同調説）
；⑶夏の気温や日照時間が光合成同化物の

植物の果実や種子の数が, ある空間的なスケールにお

生産量に影響する結果, 各個体の資源状態が揃うことで

いて個体間で同調しながら大きく年次変動する豊凶現象

開花量や結実量が同調する（気象による資源同調説）に

は, 狩猟採集の時代から人々の暮らしに密接に関係する

類別される.

生物現象として大きな関心が払われてきた. とりわけマ

日本の冷温帯林を代表するブナの豊凶変動について,

スティングといわれる極端な豊作は, 各地の森林の優占

今（2009）は開花数（花芽数）の年次変動が樹体内の資

種や林業的な価値の高い樹種でもしばしば観察され

源動態によって引き起こされ, 花芽形成期の気象条件が

（Koenig et al., 1994；Houle, 1999 ；梶ほか, 2001；吉

開花同調の合図となっていると結論づけた. これに対し

野, 2003；Monk and Kelly, 2006）
, 森林の天然更新技

て, 同じブナ科のミズナラでは, 開花数の年次変動は種

術の改善や育苗用種子の確保などの林業経営から, 結実

子数のそれに比べて小さいことから, 種子生産量は花芽

状況の把握や精度の高い変動予測が求められている. ま

の数には依存していないと考えられている（生方ほか,

た, 樹木の果実や種子の豊凶は, それらを摂食する鳥類

1999）
. 北海道北部のミズナラについて, 倉本（1996）

や哺乳類, 昆虫類などの個体群動態に大きな影響を及ぼ

は受粉期の降水日数と健全種子数の負の相関から, 降雨

し, 森林生態系の機能や更新動態にも関わることから,

による受粉効率の低下が不作を引き起こす要因になって

それらの変動メカニズムの解明は現代の森林生態学の重

いる可能性を指摘した. しかし, 種子数と受粉期の降水

要な課題のひとつである（箕口 1996；溝口ほか 1996；

量は関係が無いという研究もあり（生方ほか, 2000）
,

谷口・尾崎, 2003）.

種子生産量と気象要因との関係は未だに明らかではな

マスティングに関する生物学的なアプローチは, why

く, 資源動態からのアプローチもほとんどない. また,

と how, すなわち「なぜマスティングが生じるのか」

ブナやミズナラのみならず, 豊凶変動とその要因に関す

という適応的意義への問いかけ（究極要因の解明）と,

るこれまでの研究の多くは地域や林分単位ごとの観察が

「どのようにしてマスティングが生じるのか」というメ

中心であり, 特定の個体の豊凶変動や近接個体間の同調

カニズムについての問いかけ（至近要因の解明）に大別

性を長期間にわたって観察した研究は極めて少ない.

される（市栄, 2006）
. 究極要因については受粉効率仮

本研究は, 1981年から 1993年までの 13年間の観測

説と捕食者飽食仮説が提唱され, 前者は近接の個体間で

データを解析した倉本（1996）と同じ観測個体を対象

開花を同調させることによって受粉効率が向上し, 結実

に, その後も継続観測されたデータを加えて, より長期

率が高まるという仮説である（今, 2009）. これに対し

間の豊凶変動の特徴を明らかにするとともに, 外的要因

て後者は, 親個体が種子の生産量を年ごとに大きく変動

として花芽の形成から種子の成熟に至る過程に影響する

させることで種子捕食者の個体密度を調整し, 種子の死

気象条件, 内的要因として樹幹の肥大成長量を個体が繁

亡率を低下させるという仮説である（Kelly and Sul-

殖に利用可能な資源量のパラメータとする一般化線形モ

livan, 1997；鎌田, 1996；Maeto and Ozaki, 2003；

デル（以下, GLM ）により, ⑴気象条件を説明変数と

. 一方, 至近要因について広く支持され
Schmidt, 2003）

した気象要因モデル, ⑵種子数や母樹の肥大成長量を説

ているのは, 花や種子の数を変動させるメカニズムとそ

明変数とした資源収支モデル, ⑶それらの変数を全て組

れを同調させるメカニズムが同時に作用することによっ

み込んだ気象・資源混合モデルの適合性を検証する. ま

てマスティングが生じるという考えである（今・野田,

た, 至近要因としての豊凶変動の促進メカニズムに対す

2008）
. 変動性のメカニズムを説明する仮説として注目

る個々の変動因子の関わりについて考察する.

されているのが資源収支モデルで, 植物は利用可能な資
源量に応じて種子生産を行うことを前提に, 繁殖後には
資源の枯渇が生じるために, 資源が回復するまで次の繁
殖を開始しないと仮定することで, 不規則な種子生産パ

2. 材料と方法
2.1 対象種

タンの発生を予測している（Isagi et al.,1997）
. このモ

ミズナラ Quercus crispula Blume は北日本の冷温帯

デルをもとに, 通常は成長に利用される貯蔵資源を豊作

域に生育する落葉広葉樹で, 雌雄同株の単性花をもち,

年には繁殖にも投資しているという研究もある

北海道北部では例年６月ごろに分化形成される花芽が,

（Yasumura et al., 2006；澤田ほか, 2008；Sanchez-

翌年の６月中旬に開花し, 花粉が風で飛散する風媒花と

Humanes et al.,2011）. 他方, 同調性が生じるメカニズ

されている. 雌花は７月後半に種子が分化し, ８月中旬

ムとして最も一般的な仮説は気象要因説である

以降に急速に発達して, ９月中旬から 10月初旬にかけ

（Houle,1999 ；Espelta et al.,2008）
. この仮説は気象要

て成熟し落下する. 種子はデンプン質を多く含む大型の

因の作用により, ⑴花芽形成期の気象要因が開花同調の

堅果で, さまざまな鳥類や昆虫類, 哺乳類に摂食される

合図として作用する（気象合図説）
；⑵受粉時期の気象

が, とりわけ冬期間の食糧として堅果を大量に利用する
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どんぐりの豊凶と至近要因

小型げっ歯類にとって, 豊凶の変動が越冬中の生存率に

冠エリア外への散逸防止のためにメッシュシートを敷設

強い影響を与えるなど, 個体群の動態に密接に関わって

した（Fig.1）
. 調査地付近で観察されたミズナラフェ

いる（Saitoh et al., 2007）
.

ノロジーに基づいて判断された種子落下初期, 中期, 後
期にあたる９月下旬, 10月上旬, 11月下旬の３回に分

2.2 調査地

けて全数を拾い集めた. 動物による持ち去りの影響をで

本研究は北海道大学北方生物圏フィールド科学セン

きるだけ回避するため, 各回収期とも１〜２日間で回収

ター雨龍研究林（北海道雨竜郡幌加内町）で行った. 研

し, 個体ごとに生重量と種子数を計測した後, 外見上の

究林の気象観測データによると, 2005〜2009年の年平

判断により健全種子を選別した. これらの手順は 1981

均 気 温 は 4.4℃, 最 高 気 温 は 24.8℃, 最 低 気 温 は

年の観測開始当初から同じ基準でマニュアル化されてい

−24.8℃, 年平均降水量は 1235mm である. 積雪期間

る.

は 10月下旬から５月上旬までで, 最深積雪深は２m 以

2009年 11月に各観測個体の樹高 H (m) と地上 1.3m

上に達する. 地質はおもに新第三紀の安山岩類からな

の高さで幹の周囲長を測定し, 周囲長の値から胸高直径

り, トドマツ, アカエゾマツ, ミズナラ, ダケカンバ,

DBH (m) と胸高断面積 BA (m ) を算出した. 同時に樹

イタヤカエデ, シナノキなどを主体とした針広混交林が

冠投影図を作成し, プラニメータを用いて樹冠面積 CA

発達する. 種子の豊凶観測調査地は母南地区（408林

(m ) を計測した. 地形などの影響によって堅果の収集

班）, 湖畔地区（422林班）, 泥川地区（305林班）の３

エリアが樹冠エリアと一致していない観測個体もあるた

林分で, 標高は 300m から 380m の範囲にあり, 緩斜

め, それらについては樹冠エリアのうち堅果収集域の面

面や広い台地上に発達する林冠がほぼ閉鎖したミズナラ

積を計測し, その比を求めた. 観測個体の樹高は 17〜

が卓越する天然林で, 林床にはクマイザサが高密度に生

29m, 胸高直径は 0.39〜0.84m, 胸高断面積は 0.12〜

育している.

0.55m , 樹冠面積は 42.9〜182.9m で, 樹高, 胸高直

2.3 種子生産量調査
1981年に母南, 湖畔, 泥川の３地区で林冠を構成す
る 54個体を選定し, 種子の豊凶観測が始まった. その
後, 風倒や大きな枝の損傷などで７個体の継続観測が打
ち切られたため, 本研究はそれらを除く 47個体を調査
対象とした. なお, 倉本（1996）が使用したデータのう
ち, 1981年から 1983年までの３年間の観測データは利
用できなかったため, 本研究では 1984年から 2011年ま
での 28年間のデータを用いた.
各観測個体の樹冠下のササや草本を毎年８月下旬に刈
り払い, 未成熟のまま落下した種子を回収した後, 樹冠
投影部の周縁に標識杭を設置した. 傾斜地などでは, 樹

表 1：観測個体の樹高, 胸高直径, 樹幹断面積, および樹冠
面積の平均値（±SD）と統計値
Table 1：M ean (±SD)values in size of the labeled trees in
the three sites with statistics by ANOVA
Site
M ONAM I
(n＝15)
KOHAN
(n＝13)
DOROKAWA
(n＝19)
F
P

H (m)

DBH (m)

BA (m )

CA (m )

23.9 ±2.8 0.57±0.08 0.26±0.07 90.4±34.5
22.6±1.2 0.55±0.11 0.24±0.11 77.5±25.7
21.4±2.6 0.53±0.07 0.22±0.06 64.6±18.1
4.619
0.015

1.576
0.218

1.654
0.203

5.593
0.007

H:tree height,DBH:diameter at 1.3m height,BA:basal area of
trunk at 1.3m height, CA:crown area

図 1：調査林分の景観 ８月下旬に林床のササと草本を除去（写真Ａ, 母南）
, シートを敷設（写真Ｂ, 泥川）
Fig.1：Acorn trap and ground surface under the crown of a labeled tree after removal of the understory occupied by dwarf
bamboo and herbs in late August
Photo A, M ONAM I-site;Photo B, DOROKAWA-site
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径, 胸高断面積はいずれもサイト間で有意な差はない
が, 樹冠面積はサイト間で有意な差があり, 母南の個体
の樹冠エリアが大きく, 泥川では小さい（Table 1）
.

滋

3. 結果
3.1 種子生産量の年次変動

拾い集めた種子は樹冠面積で除した単位樹冠面積あた

各サイトとも種子生産数は大きく変動し, AN の平

りの個数 AN （個 m ）および生重量 AW （kg m ）

均値 と 標 準 誤 差（SE, N＝28）は, 母 南：24.9±6.9,

を観測個体ごとに計測し, サイトごとの平均値 AN ,

湖 畔：10.7±2.9, 泥 川：16.1±4.1と なった. 平 均

AW を求めた（t は観測年）. 樹冠エリアと種子回収エ

値±SE の範囲内に収まる並作は極めて少なく, 多くの

リアが異なる個体は, それらの面積比で補正した. 本研

年が豊作か不作または凶作という極端な変動を示した

究では, サイトごとの AN の 28年間の平均値と標準

（Fig.2）
. 変動の幅はサイト間で大きな差が見られ, 特

誤差 SE を求め, AN が平均値＋SE 以上の観測年を豊

に母南は平均種子数, 変動幅ともに他のサイトよりかな

作, 平均値−SE 以下を不作, 平均値±SE の範囲内を

り大きかった. ほとんど種子が成熟しない凶作年は母南

並作と定義した. また, 全てのサイトについて AN の

で 10回, 湖畔で 14回, 泥川で７回観測され, 1986年,

値が１未満の観測年を凶作と定義した.

1988年, 1990年, 2011年は全観測個体の種子数が０で
あった. これに対して, 豊作年は母南と湖畔で９回, 泥

2.4 バイオマス成長量の推定

川で８回観測された. 豊作と不作は１年おきに発生する

種子の豊凶に関与する個体の資源量と年輪成長には関

傾向が強く, 特に 1988年以前と 1993年以後は豊作と不

係が見られることから（Koenig and Knop,1997）
, 樹幹

作が交互に繰り返した. しかし例外もあり, 1988年か

のバイオマス成長量を資源量の指標に用いた. 2010年

ら６年間は各サイトとも凶作または不作が連続し, 2003

２月と 2011年 12月に成長錐を用いて胸高位置の年輪サ

年と 2004年は豊作が続いた.

ンプルを採取し, 実体顕微鏡下で年輪幅を計測した. 年
輪幅と 2009年 10月に計測した幹の胸高直径から１年ご

種子生産量が最も大きかったのは 2010年で, 母南：
AN

＝157.8, AW

との樹幹の断面積成長量を求め, 北海道北部に生育する

AW

＝0.19, 泥 川：AN

樹木で得られた下記のアロメトリー式（Takagi et al.,

で, 拾い集めた堅果の総個数は約４×10 個, 生重量は

2010）に 代 入 し て, 樹 幹 の バ イ オ マ ス 成 長 量 BG

10 kg を上回り, マスティングと呼ぶにふさわしい圧巻

（kg yr ）を算出した.

＝0.45, 湖 畔：AN
＝103.0, AW

＝56.9,
＝0.31

の大豊作であった.

ln BG ＝2.365ln ΔDBH−2.596, R ＝0.991
3.2 サイト間の同調性
2.5 統計解析

豊凶変動のパタンはサイト間でほぼ同調する傾向が見

各観測個体の種子数 AN を応答変数とした⑴気象要

られた（Fig.2）. 全てのサイトで豊作が同調した年は

因モデル, ⑵資源収支モデル, ⑶気象・資源混合モデル

28年間で７回, 凶作または不作の同調が 13回観測さ

の３つのモデルを構築し, GLM 解析による AIC 値の

れ, 豊作よりも不作または凶作が同調する顕著な傾向が

比較から最適モデルを選択した. 種子数や種子重のデー

見られた. 1998年と 2006年は同調性が乱れ, 豊作のサ

タは０値が多かったため, 負の二項分布を仮定した. 各

イトと凶作または不作のサイトが同時に発生した.

モデルで選択された説明変数の影響力は AIC の変量で
評価した.

豊作年では, 母南の AN 値が他のサイトよりもほぼ
例外なく最大値を示し, 逆に湖畔では多くの観測年で種

気象モデルの説明変数には, 雨龍研究林で行われてい

子生産量が最も少なく, 他のサイトが豊作の 1998年も

るミズナラフェノロジーの観察データから, 種子生産に

ほとんど結実が観測されなかった. しかし, 湖畔では

大きく関わると考えられる花芽形成期（前年６月）
,受

28年間で２番目の豊作を記録した 2008年（AN

粉期（当年６月）
, および種子発育期（当年７〜９月）

46.5）は, 母南では AN

の平均気温と積算降水量の観測値：TJ

, PJ

＝

＝6.7の不作年であったほ

, TJ ,

か, 母 南 の み 前 後 ３ 年 間, 不 作 と 凶 作 が 連 続 し た.

PJ , TS , PS を用いた. 資源モデルでは, 繁殖に投

AW も AN と同様に母南で最大値が観測される年が

資可能な貯蔵物質量に影響すると考えられる前年の種子

多く, 豊凶の変動が極めてダイナミックであった. 湖畔

数 AN

は種子生産量, 変動幅ともに小さかった.

と, 当年および前年の樹幹バイオマス成長量

BG , BG

を用い, 混合モデルでは, 上記の両モデル

に用いた全ての変数を説明変数として用いた. GLM 解
析は統計ソフトウェア R, ver. 2.13.1 で行った.

3.3 樹幹のバイオマス成長量
各サイトでの樹幹のバイオマス成長量 BG の変動を
Fig.3 に示した. バイオマス成長量の年次変動がサイト
間で同調する傾向が種子生産量よりも顕著に見られた.
湖畔サイトは他のサイトよりも BG の高い年が多く,
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図 2：種子生産量（落下種子数のサイトごとの平均値と標準誤差）の経年変化
Fig.2：Fluctuation in mean acorn production AN with SE and crop size category in each site
A＝abundant (MONAM I: AN 31.8, KOHAN: AN 13.6, DOROKAWA: AN 20.8), S＝scanty (M ONAM I: AN ＜18.0,
KOHAN: AN ＜7.8, DOROKAWA: AN ＜12.0), L＝lean (all sites: AN ＜1), N＝normal (all sites:excluding above)

図 3：樹幹のバイオマス成長量（平均値と SE）の経年変化
Fig.3：Fluctuation in mean annual growth of trunk biomass with SE

種子生産数とは逆の傾向を示した. 種子生産が最大値を

非常に高い相関（R ＝0.837）を示したが, 樹幹のバイ

記録した 2010年は, 全てのサイトで BG

が最大値を

オマス成長量 BG とは母南：R ＝0.029, N＝420, 湖

記録したが, 不作や凶作が連続した 1988年から 1993年

畔：R ＝0.043, N＝364, 泥 川：R ＝0.019, N＝532

の変動には特定の傾向は見られなかった.

で, いずれも有意な関係は 見 ら れ な かった（Fig.4）
.

観測個体ごとの種子の生重量 AW は種子数 AN と

AW と前年のバイオマス成長量 BG

との間にも有意
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表 2：モデルの AIC 値とステップワイズ法により選択され
た各説明変数による ΔAIC 値
Table 2：Values of AIC and the difference by explanatory
variables selected through stepwise selection in each
model
M odel

Variable

Weather

AIC

ΔAIC

＋/−

Pr(＞ z )

202
167
11
8

−
＋
＋
−

＜2E-16
＜2E-16
0.000131
0.001349

776
14
10

−
＋
−

2.93E-04
0.000508
0.000148

761
174
155
13
2

−
−
＋
＋
−

0.0201
＜2E-16
＜2E-16
1.44E-06
0.0231

17511
PJ
TS
TJ
PS

Resource

16999
AN
BG
BG

Complex

16750
AN
PJ
TS
TJ
PS

PJ:precipitation in June, TJ: mean temperature in June, TS:
mean temperature from July to September, PS: precipitation
from July to September,AN:number of acorn crop,BG:annual
growth of trunk biomass

していることが示された. 気象モデルでは, 花芽形成期
にあたる前年６月の降水量 PJ

と, 種子の発育を促進

すると考えられる当年夏季の平均気温 TS が選択され,
種子生産量に対して PJ

は負の方向, TS は正の方向

への影響が認められた. 受粉期にあたる当年６月の降水
量 PJ や気温 TJ の影響は, 気象モデル, 混合モデル
ともに棄却された.

4. 考察
北海道北部の天然林に生育するミズナラの種子生産量
図 4：観測個体ごとの年ごとの樹幹バイオマス成長量と種子
生産量（生重量）の関係
Fig.4：Scatter plots of annual acorn mass with annual
growth of trunk biomass in each site

には, 非常に大きな年次変動と, 同一サイト内の個体間
および近接するサイト間で変動が同調することが確認さ
れた. また, これらの年次変動には明瞭な周期性が見ら
れ, 豊作年の翌年は不作あるいは凶作となる確率が高
かった. 観察個体のサイズや肥大成長のパタンにはサイ

な 相 関 は み ら れ な かった（母 南：R ＝0.005, 湖 畔：

ト間で大きな差がないにも関わらず単位樹冠面積あたり

.
R ＝0.002, 泥川：R ＝0.002）

の成熟落下種子数にはサイト間で違いがみられ, 湖畔地
区では他の地区に比べてほぼ例外なく落下種子数が少な

3.4 モデルの適合性

く, 年次変動の幅も小さかった. 湖畔地区は他の２地区

GLM 解析による各モデルの AIC の値は, 混合モデ

のほぼ中間に位置し, 地理的な距離もそれぞれ５km 程

ル, 資源モデル, 気象モデルの順に大きくなり, 混合モ

度しか離れていないことから, 観察個体の系統的あるい

デルが種子生産量を説明する仮説としてもっとも適合性

は遺伝的な違いよりも, むしろ朱鞠内湖の湖面に面して

が高いことが示された（Table 2）
. また気象モデルより

いることで, 生育期の気温の上昇が抑制されるなど, 地

も資源モデルの AIC 値が小さかった.

形に起因する微気象条件が関与している可能性が考えら

ステップワイズ法により選択された各モデルの説明変
数の ΔAIC 値から, 資源モデルと混合モデルでともに
前年の種子生産量 AN

が負の方向に非常に強く影響

れた.
種子生産量を応答変数とした GLM 解析による至近要
因モデルの比較では, 資源モデルに比べて気象モデルの
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AIC 値が小さかったことから, 外的要因である気象条

の内的条件が整った上でさらに外的因子が作用すること

件よりも, 個体の内的要因である資源動態が豊凶により

で同調性が発生することが示唆され, 従来の仮説のいず

強く影響していることが示唆された. しかし, 資源モデ

れとも矛盾しない結果と思われる.

ルよりも混合モデルの AIC 値が小さかったことから,

本研究と同じ観測個体を対象に 1981年から 1993年ま

気象要因が種子生産量に与える影響も無視できないレベ

での 13年間の観測データを解析した倉本（1996）は,

ルであることが示唆される. 各モデルの解析に用いた説

種子生産数と開花期の降水日数との負の相関から, 降雨

明変数では, 資源モデルで全ての変数が選択され, 特に

による受粉効率の低下を不作の原因のひとつと推定し

前年の種子生産数が強く負の影響を及ぼしていたほか,

た. しかし, その後の観測データを加えて解析した本研

前年と当年の樹幹バイオマス成長量が, それぞれ負と正

究では, 種子生産量と受粉期の降水量の間には有意な相

の方向への弱い影響が認められた. ブナやイヌブナでは

関は見られず, 種子生産数と受粉期の降水量には明確な

豊作年に幹の肥大成長が減少するという報告もあるが

関係がないという生方ほか（2000）の主張を支持する結

（Yasumura et al.,2006；澤田ほか, 2008）
, 本研究では

果となった. 降水日数と降水量の違いはあるものの, 降

樹幹のバイオマス成長量の ΔAIC が小さく, 種子生産

雨による受粉制限が不作の原因になることを示す根拠は

との関係は限定的であると考えられる. また, 種子生産

得られなかった. また, 周期的な変動のパタンが乱れて

量が他のサイトに比べて小さい湖畔地区で樹幹のバイオ

1988年から 1993年までの６年間にわたって不作や凶作

マス成長量が大きい傾向が示されたことからも, ミズナ

が続いたことについては, この期間が低温や乾燥あるい

ラの種子生産は当年の個体の肥大成長に一定の影響を及

は多雨などの異常気象が連続したという明確な傾向が見

ぼしているものの, 個体の成長量が種子生産量に及ぼす

られず, 樹幹の肥大成長量にも特定の傾向が見られな

影響はあまり大きくないと考えられる.

かったことから, その原因は明らかではない. 1996年

資源モデルでは, 開花コストと結実コストの比が開花

以前とそれ以後で開花時期などの受粉効率に密接に関連

パタンを決定すると考えられているが（Isagi et al.,

するフェノロジーが異なっている可能性も考えられ, よ

, ミズナラの種子生産量は花生産量ではなく, む
1997）

り長いタイムスケールでの地球環境変化の影響を含めた

しろ結果率に依存していると考えられることから（倉

今後の検証が必要である.

本, 1996；生方ほか, 1999）
, 資源蓄積量の推定やその
分配パタンを正しく評価するためには, 着花数や未熟種
子量などの情報も加えた解析が不可欠である. 一方, マ
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スティングを引き起こす正の方向に寄与する要因につい
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介して種子の発育を促進し, マスティングを誘発するこ

と, ミズナラ観察個体の種子生産量ならびにフェノロ

とが示唆された. 前年６月の気温も正の方向への影響が

ジーに関する未公開データを使用した. 長期間にわたり

見られるが, ΔAIC 値が小さいことからその影響は限定

データの集積と調査地の維持管理を担当された雨龍研究

的と考えられる. 豊作より不作や凶作が同調する傾向が

林の技術職員と林業技能補佐員, ならびに野外調査や

強いことや, 変動がサイト間で同調しない年があること
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もそれを傍証していると思われる.
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混合モデルの説明変数では, 前年と当年のバイオマス
成長量がいずれも棄却され, 前年の種子生産数と, 花芽
形成期にあたる前年６月と種子発育期の当年夏季の気象
条件が選択された. 特に前年の種子数の ΔAIC 値は資
源モデルと同様に非常に大きいことから, 繁殖投資によ
る貯蔵物質量の不足が翌年の不作を引き起こす要因にな
ることが示唆され, 内的要因が豊凶リズムに強く関与し
ていることが確認された. ミズナラのような大型の種子
をつける植物では, 植物体内の貯蔵物質量の大きさが種
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