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北海道大学植物園の林床におけるササ資源量の台風被害後の変化と

管理作業の影響

はじめに

北海道大学植物園は 2004 年 9 月の台風 18 号に

よって園全域に大きな被害をうけた。樹木の被害は

23% にも及び（大野 2006）、樹冠ギャップが形成さ

れ明るくなった林床（大森ら 2010）では植生の著

しい変化が予想された。そこで園内の林床植生の変

化を長期的に調査・記録し、遷移を把握することを

目的として 2005 年 5 月より植生調査を開始した（高

田・大野 2008）。植生調査の結果は台風後に林床植

生が変化したことを示し（持田ら 2016）、ササが増

加した場所も観察された（高田ら 2017）。確認され

たササはクマイザサ Sasa senanensis (Franch. et Sav.) 

Rehder およびチシマザサ S. kurilensis (Rupr.) Makino 

et Shibata であり、これらは台風前から園内に自生

していたことが報告されている（村松 1997）。

ササはイネ科タケ亜科に属する多年生草本であ

る。ササは森林を構成する樹木が被害を受け、林床

部の日当たりがよくなった場合などに増加するとい

われる（宇都木ら 2008、福澤 2013）。そのため本園

全体において台風被害の影響によるササの増加が懸

念される。また、本園では台風後、処分した被害木

の集積のため、土場と植物残渣集積場を大幅に拡張

した（稲川 2006）。さらに今後 2004 年の台風の様

な大規模な攪乱の際に迅速な対応を可能とするた

め、フェンス周り等に作業用車両が通行できる道幅

約 2m の通路（作業道）を作った（市川ら 2017）。

そのほか、台風後の 2006 年にヤナギを育成するた

め非公開のヤナギ属苗圃を園内の東側に造成した。

これらの工事は樹木の伐採や枝払い、林床の刈り払

いなどを伴うため、林床の明るさへ影響を与え、サ

サを増加させる可能性がある。ササが増加し密なサ

サの林床を持つような森林では、ササの葉層に被陰

されて稚樹の定着が妨げられ、木本類の世代交代が

進まないことが知られている（紺野 2005）。また、

他の林床植物を駆逐するなど種多様性にもマイナス

の影響が指摘されている（斎藤 2013）。したがって

本園の植生を維持、管理する上でササの増加は好ま

しくなく、ササ増加の実態を把握することが必要で

ある。

そこで本稿は、台風後のササ資源量の変動および

管理作業の影響を明らかにすることを目的として、

台風後に行われた植生調査の 2005 年から 2014 年ま

で 10 年間の結果を解析した。　　

なお、本稿において管理作業とは、台風後に行わ

れた作業道、土場、植物残渣集積場、ヤナギ属苗圃

の造成および維持を目的とした作業を指すこととす

る。また、ヤナギ属苗圃、土場および植物残渣集積

場を大規模造成地と表記する。

方　法

調査区の設置および植生調査
園内の林床植生の変化を長期的に調査するため

2005 年に園内 31 か所に方形調査区（1m × 1m）を

非公開もしくは来園者が立ち入らない区画に設置し

た（図 1）。なお調査区のうち 14 か所は人為的な管

理を行わない自然林と呼称される区画に、17 か所

は 自 然 林 以 外 の 場 所 に 設 置 し た（ 高 田・ 大 野

2008）。2005 年から毎年 5 月、6 月、7 月、9 月の年

4 回、各調査区の植被率と群落高、出現種ごとの被

度、群度および高さを調査した。

i 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園 Botanic Garden, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido

University, 060-0003, Sapporo, Japan
ii 北海道十勝総合振興局 Tokachi General Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, 080-8588, Obihiro, Japan
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図 1．全調査方形区（6 区分）および作業道、大規模造成地（ヤナギ属苗圃、土場、植物残渣集積場）の位置．凡例
のグループⅠ～Ⅴについては図 3 および結果を参照．
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ササ資源量の算出
調査結果から 2005 年から 2014 年までの 10 年間

でササが一回でも出現した 22 調査区のデータを使

用し、ササの資源量を求めた。資源量は高槻（2010）

を参考にして、調査区あたりのササの被度に高さを

かけて計算し、単位は m3/m2 とした。

資源量変動の解析
台風後 10 年間のササ資源量の変動から、動的時

間伸縮法 /Dynamic Time Warping（DTW）で時系列

クラスター分析を行い、22 調査区をグループ分け

した。分析手法は群平均法を用いた。斉藤ら（2012）

によれば、ササの資源量および被度が一年で最大と

なるのは 7 月であることから、クラスタリングには

2005 年から 2014 年の 7 月の資源量データを使用し

た。解析については統計解析ソフト R version 3.1.3（R 

Core Team 2015）およびパッケージ TSclust （Montero 

and Vilar 2014）を使用した。

多様性指数（H’ ）の算出
調査区ごとの Shanon の多様性指数（H’ ）の 10

年間の数値を求めた。多様性指数は春植物の影響を

受けず、春植物以外の出現種数が最大となる 6 月の

データを使用し（高田ら 2019）、算出するにあたっ

ては統計解析ソフト R version 3.1.3（R Core Team 

2015）とパッケージ vegan（Okasanen et al. 2015）を

使用した。

結　果

ササ資源量の 10年間の変化および調査区のグルー
プ分け

全調査区 31 か所の内、全調査期間を通してササ

が出現したのは 22 か所であり、9 か所ではササは

一度も出現しなかった。ササが出現しなかった 9 調

査区中、自然林以外にある 5 調査区では周辺にササ

は確認されなかった。一方、自然林にある 4 調査区

は周辺でササが確認された。またササが出現した

22 調査区はいずれも周辺にササが観察された。

22 調査区のササ資源量合計値（m3/22m2）のうち、

クラスタリングに使用した 7 月の値の 10 年間の変

化を図 2 に示した。資源量は 2005 年から 2010 年に

かけて増加し、以後減少に転じた。しかし 2005 年

と 2014 年の 7 月の値を比較すると 2.72 m3/m2 から

8.71 m3/m2 と 3 倍以上に増加しており、台風後から

10 年間に調査方形区全体でササ資源量は増加した。

22 調査区の 10 年間のササの資源量変化を DTW

法、群平均法でクラスター分析し、Ⅰ～Ⅴの 5 グルー

プに分けた結果を図 3 に示した。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲグルー

プに属したのはそれぞれ 1 個の調査区のみであっ

た。Ⅳグループは 15 個の調査区、Ⅴグループは 4

個の調査区であった。この 5 グループにササが一度

も出現しなかった 9 調査区を加え、6 区分に分けた

調査区を地図上に示した（図 1）。また台風直後の

2005 年に造成された作業道および土場、植物残渣

集積場、ヤナギ属苗圃の位置も図 1 に示した。

以下に各グループの 10 年間のササ資源量、ササ

被度、全体の植被率、出現種数、多様性指数（H’ ）

の変動を示した（図 4 ～ 8）。ササの資源量および

被度は時系列クラスタリングに用いた 7 月のデータ

を使用した。全体の植被率、出現種数、多様性指数

（H’ ）は春植物の以外の出現種数が最大となる 6 月

のデータを使用した（高田ら 2019）。グループに複

数の調査区が含まれる場合は平均値を求めた。

グループⅠ （図 4-a,b）
グループⅠは調査区 C24-1 のみからなる（以下Ⅰ

と呼ぶ）。Ⅰは 2005 年時点でササ資源量が 0.99m3/

m2 と全グループで最も多く、その後も微増減を繰

り返し、2011 年の 1.55m3/m2 が最大であったが 2014

年には 1.08 m3/m2 となり、2005 年からの増加量は

0.09 m3/m2 と小さかった。ササの被度は 2005 年に

は全グループで最も高い 90% であり、ほぼササの

単一植生であった。その後も高被度（85% 以上）を

保ち、2011 年には 100% に達した。その後減少し

2013 年には 60% にまで低下したが 2014 年には 80%

に回復した。全体の植被率はササの被度とほぼ一致

した。出現種数は台風直後の 2005 年は 5 種で 2006

年には 6 種まで増加したが、それ以降出現種数は漸

減し、2013 年には 2 種にまで減少した。ただし

2014 年は 5 種に増加している。多様性指数（H’ ）

は 2005 年の 1.09 を最大として微増減を繰り返しな

がら 2012 年には 0.45 まで減少し、その後上昇に転

じて 2014 年には 0.53 となった。なお、Ⅰ周辺の管

理作業については、台風の翌年（2005 年）に本調

査区のすぐ東側に隣接して作業道が整備された（図

1）。
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図 2．ササの出現した 22 調査区のササ資源量（7 月）の推移．
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図 3．ササ資源量のクラスター分析による植物園内の調査区の樹形図．
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図 4．グループⅠの a：ササ資源量、ササ被度、全体植被率　b：出現種数および多様性指数

図 5．グループⅡの a：ササ資源量、ササ被度、全体植被率　b：出現種数および多様性指数
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図 6．グループⅢの a：ササ資源量、ササ被度、全体植被率　b：出現種数および多様性指数

図 7．グループⅣの a：ササ資源量、ササ被度、全体植被率　b：出現種数および多様性指数
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グループⅡ（図 5-a, b）
グループⅡは調査区 C4-1b のみからなる（以下Ⅱ

と呼ぶ）。Ⅱは台風後の 5 年間にササ資源量、被度

ともに急増し、その後も増加した状態が維持されて

いるパターンを示した。資源量は 2005 年に 0.02 m3/

m2 であったが 2008 年には 0.75 m3/m2 に、2009 年に

は 1.71m3/m2 に増加した。被度は 3% から 95% に増

加した。2009 年以降、資源量は 1.60m3/m2、被度は

95-100% 以上を維持し、ほぼササの単一植生となっ

た。また、出現種数および多様性指数（H’ ）は台

風後の 5 年間に増加し、2009 年をピークとして減

少に転じた。出現種数では 2005 年の 5 種から 2009

年は 15 種と倍増したが 2011 年以降は 6 ～ 7 種で推

移した。多様性指数（H’ ）は 2005 年に 1.19 であっ

たが 2009 年には 1.87 まで増加し、翌年以降は 1.3

以下で推移した。なお、台風後の 2005 年秋にⅡの

すぐ北東側に作業道が整備され（市川ら 2017）、

2006 年にはⅡの北側が刈り払われてヤナギ属苗圃

が整備された（図 1）。

グループⅢ（図 6-a, b）
グループⅢは調査区 N4-1 のみからなる（以下Ⅲ

と呼ぶ）。Ⅲでは台風後からササ資源量が急増し、

その後、急減するパターンを示した。2005 年には

わずか 0.003 m3/m2 であったものが 2010 年には最大

値の 1.755 m3/m2 となり、その後急減して 2014 年に

は 0.017 m3/m2 となった。被度も台風後増加した。

2005 年には 0.5% であったのが 2010 年には 65% に

達したが、その後漸減して 2014 年には 1% となった。

出現種数は 2005 年の 7 種から急増して 2006 年には

14 種となった。その後減少を続け 2014 年には 5 種

となった。多様性指数（H’ ）は 2005 年の 1.03 から

増加して 2008 年には 2.11 に達し、その後減少した。

Ⅲは自然林の中央付近に位置している。園路、作業

道には面していないが、北東わずか 0.8m にはハル

ニレの大径木（樹高 25m、胸高直径 67cm）が台風

により根ごと転倒して生じた大きな穴がある。

グループⅣ（図 7-a, b）
グループⅣはササが出現した 22 調査区のうち 15

調査区を占めた（以下Ⅳと呼ぶ）。Ⅳのササの資源

図 8．グループⅤの a：ササ資源量、ササ被度、全体植被率　b：出現種数および多様性指数
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量および被度の平均は台風後 5 年間ではわずかに増

加し、その後減少傾向がみられるが 10 年間を通じ

て変化が小さく、2005 年と 2014 年の資源量を比較

し た と こ ろ 増 加 し て い る と は い え な か っ た

（Wilcoxon の順位和検定　p>0.05）。出現種数は 2005

年の 9.9 種を最大として減少傾向にあり、2014 年に

は 6.6 種となった。多様性指数（H’ ）は 2005 年に

は 1.34、2014 年は 1.11 で微減傾向にあり、10 年間

に微増減を繰り返したがその変動幅は 1.34 ～ 1.11

の範囲内にとどまっていた。なおⅣを構成する 15

調査区のうち 3 調査区で 2005 年にはササが確認さ

れず、2014 年には 2 調査区でササが確認されなかっ

た。Ⅳに含まれる 15 個の調査区は園内に散在して

おり、そのうち 2 調査区のみ（C18-2、C18-3）は台

風後整備された作業道の近くに位置している（図

1）。

グループⅤ（図 8-a, b）
Ⅴグループは 4 つの調査区、C2-4、C18-1、C24-

2、N2-1 から成り（以下Ⅴと呼ぶ）、自然林、西門

付近、植物残渣集積場付近、潅木園付近と園内に分

散している（図 1）。Ⅴのササ資源量は台風後から

2012 年にかけて、被度は 2013 年にかけて漸増した

（図 8-a, b）。資源量については 2005 年には約 0.10m3/

m2 だったが 10 年間を通して増加傾向で、2014 年に

は 0.92 m3/m2 となった。被度も同様で 2005 年には

7.5% であったものが 2014 年には 70% となった。

出現種数は 2005 年の 9.75 から漸減傾向にあり、一

方で多様性指数は 10 年間を通して変化幅は小さい。

Ⅴ を 構 成 す る 各 調 査 区 の 管 理 作 業 を 見 る と、

C18-1 は南側に大規模造成地（土場）があり、西側

で作業道整備をおこなった。C24-2 では東側に大規

模造成地（植物残渣集積所）、北側に作業道がある（図

1）。C2-4 は灌木園と北ローンの間に位置する林班

内にあり、作業道および大規模造成地は近くにはな

かった。台風被害による枝折れが多かった区画であ

り（大野ら 2006）、東隣のイタヤカエデの大木およ

びスモモとヤマグワを 2013 年に伐採した（本園記

録〈未発表〉より）。また N2-1 は自然林内に位置し

ているため、周辺での管理作業はおこなわれなかっ

た（図 1）。

考　察

ササが出現した 22 か所におけるササ資源量合計

を台風直後の 2005 年と 2014 年で比較した結果から、

方形区全体としてササは台風後増加したことが判明

した（図 1）。一方で DTW によって資源量をクラス

タリングした結果は 5 グループ（Ⅰ～Ⅴ）に分かれ、

資源量変動にはパターンの違いがあることが明らか

になった（図 3）。

Ⅰは台風翌年の 2005 年のササの被度が 90% と高

い（図 4-a）。ササは光環境が良好になると 2 年後に

は急速に増加する（宇都木ら 2008）が、攪乱の翌

年には棹数がほとんど増加しないと報告されている

（飛田ら 2009）。これらの文献から、台風翌年のサ

サ被度が高いⅠでは、台風前からササが優占してい

たと考えられる。台風後の 10 年間で資源量に変動

はあるもののササの優占は維持されており、2005

年と 2014 年を比較するとササの顕著な増加はみら

れなかった。パターンとしては「ササ優占の維持」

といえる。このパターンは台風前から台風後 10 年

後に至るまで一貫して明るい光環境を維持していた

結果と考えられる。2005 年に出現種数が最大となっ

たがこれは台風直後に一時的に侵入種が増加したこ

とを示唆している（持田ら 2016）。この原因は台風

後、台風被害の他に 2005 年にⅠのすぐ横に整備さ

れた作業道の影響によりⅠの周辺が明るくなったた

めと考えられるが、出現種は最大でも 6 種であり、

2006 年以降に 2-4 種まで減少したことから、台風被

害および作業道整備による影響が小さかった区画と

いえる。

Ⅱは 2005 年にはササがほとんど出現せず、台風

前はササが極めて少ない区画だったと推測される。

しかし台風後 5 年間は新しい種が次々と進入し、同

時にササが急激に増加した。2010 年頃にササ被度

がほぼ 100% に達すると他の種の生育が阻害され、

Ⅱはササ単一群落として安定した。つまり「少量か

ら急増し優占」したパターンである。Ⅱのパターン

は林床の光環境が台風前後で大きく変化し、台風後

に明るくなったこと、さらにその後も明るさが維持

されたことを示している。ササ資源量は 2008 年、

2009 年と大きく増加している。ササは攪乱の翌年

にはあまり増加せず、2 年後には急速に増加する（飛

田ら 2009、宇都木ら 2008）ことから、Ⅱのササ資
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源量の大幅な増加の原因は 2004 年の台風被害より

も 2006 年に大規模造成されたヤナギ属苗圃によっ

て北側が大きく開けたためと考えられる。また大規

模造成の影響は台風直後の出現種数、多様性指数 

（H’ ）の急増からも見て取れる。立木が減少し開放

的になった林床に多くの種が侵入することは持田ら

（2016）によっても指摘されている。

Ⅲは自然林に位置し、台風前にはササが極めて少

なかった区画と考えられるが、本園職員によりⅢの

周辺にはチシマザサの群落が台風前から確認されて

いる。Ⅲは台風後ササの資源量が増加し（ただし

2008 年、2009 年には減少）、2011 年を最大として

減少に転じる「少量から増加（一時減少）増加し急

減」というパターンを示した。これは台風後ササの

資源量が増加し、2010 年の後、急減したのは、台

風被害により明るくなった林床が、樹冠の回復とと

もに暗くなり、いったん増加したササが衰退したこ

とを示唆している。Ⅲはハルニレ大径木が根返りし

た穴からわずか 0.8m 離れた南西に位置する。した

がって台風後Ⅲのほぼ真上には大きな樹冠ギャップ

が生じたと考えられる。しかし自然林樹冠の空隙は

台風後数年間で回復したことが指摘されており（大

森ら 2010）、Ⅲの上空の樹冠ギャップも同様に回復

したのであろう。本園の自然林や一般的な林分区画

では、Ⅲのように台風被害による林床の光環境変化

が生じても、その後人為的な攪乱が無ければ数年で

台風前の状態にもどり、増加したササも減少すると

考えられる。台風による樹木被害とササ増加の関連

は、阿部ら（2013）、戸田ら（2015）によって指摘

されている。また、豊岡ら（1992）は周囲に立木が

1 本もなくなるような激甚な被害地の場合、被害後

20 年を過ぎてもササの優占が維持されていた例を

報告している。一方、本園においては多くの被害が

あったとはいえ、広範囲で立木が一本もなくなるよ

うなことは生じなかった。そのため樹冠ギャップの

回復が早かったと考えられる。2008 年と 2009 年に

資源量、被度ともに減少した後、再び増加したのは、

回復しつつあった樹冠ギャップが拡大したためであ

り、2009 年に樹冠を覆っていた大量のブドウつる

が枝ごと落下したことが原因と考えられる。

Ⅳでは 2005 年時点でササが確認されないか、わ

ずかなササがみられたことから、台風前にはササが

ないか少量のササとその他の林床植物が共存した群

落構成だったと思われる。台風後のササの増加量が

小さく、台風後 10 年間を通しての増加がみられず、

ササが消滅した調査区もあった。パターンとしては

「少量の維持」であった。Ⅳのパターンは台風被害

によって林床が明るくなったが、その変化が小さ

かったことを示している。Ⅳには台風後整備された

作業道の近くに位置する調査区もあるが、ササを大

きく増加させるほどの光環境変化はなかったのであ

ろう。

ⅤはⅡとよく似たササ資源量増加パターンを示し

た。Ⅴでは 2005 年時点では 4 調査区中 3 調査区で

ササが見られないことから、台風前にはササがな

かった、あるいは少量のササがその他の林床植物と

共存した群落を構成していたと考えられる。しかし

台風後ササが侵入・増加し、2005 年には 7.5% しか

なかった被度が 2010 年には 68.8% に達し、以後

50% 以上を維持した。パターンとしては「侵入また

は少量から増加」といえ、Ⅱと同様に台風後林床が

明るくなり、それが維持されたためと考えられる。

その原因として、Ⅴに含まれる 4 調査区についてそ

れぞれ検討してみると、C24-2 は植物残渣集積場、

C18-1 は土場が近くにある。一方、C2-4 は台風後周

辺の伐木がおこなわれたとはいえ、特別な管理作業

をおこなったとはいえなかった。また、N2-1 は自

然林内に位置し管理作業の影響はなかった。N2-1

でササが増加したのは 2009 年からであり、2004 年

の台風被害の影響とは考えにくい。N2-1 と前述し

たⅢはともに 2004 年の台風被害以外の枝落ちなど

の影響でササ資源量が増減している可能性が考えら

れる。

以上の考察を表 1 にまとめた。ササの資源量変動

の 5 パターンのうち、台風後ササが増加したのは 3

パターン（Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ）のみであった。台風後 10

年を経過した時点で台風前よりササが増加したのと

いえるのは 2 パターン（Ⅱ、Ⅴ）のみであり、調査

区数は 5 で、ササが確認された 22 調査区の 22.7%

であった。Ⅱ、Ⅲ、ⅤのうちⅢ は根返りした大径

木のすぐ近くにあり、その結果Ⅲの真上に生じた樹

冠ギャップによって林床が明るくなり、ササ資源量

が増加したといえる。ⅡおよびⅤの C18-1、C24-2

はそれぞれヤナギ属苗圃、土場、植物残渣集積場の

近くであった。したがってこれら大規模な造成作業

が周辺林床の明るさに影響を与えた可能性は高く、
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グループ ササ資源量変動パターン 調査区数 調査区番号 周辺の管理作業
Ⅰ 優占の維持 1 C24-1 作業道
Ⅱ 少量から増加し優占 1 C4-1b 大規模造成地（ヤナギ園）
Ⅲ 少量から増加（一時減少）

増加し減少
1 N4-1 なし

Ⅳ 少量の維持 15 （省略） 作業道（2 調査区のみ）
Ⅴ 進入または少量から増加 4 C2-1 なし

C18-1 大規模造成地（土場）
C24-2 大規模造成地（植物残渣集積場）
N2-1 なし

表 1．ササ資源量変動パターンと周辺の管理作業．

それは大径木の根返りによる樹冠ギャップに匹敵す

ると考えられる。樹冠ギャップ下（Ⅲ）のササ資源

量は台風後数年で、ギャップの回復にともなって減

少へと向かったが、大規模造成地付近でのササ資源

量は台風 10 年後も増加したままであった。したがっ

て大規模造成地は周辺のササ資源量を増加させたの

みでなく、増加したササの維持にも大きく関与した

と考えられる。一方、ササ資源量に大きな変化が見

られなかったのはⅠ、Ⅳであった。このグループは

管理作業の影響がなかったか、あるいはこのグルー

プに含まれる調査区のうち作業道が近いものは、作

業道の整備による環境変化が小さかったと考えられ

た。
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