
大雪山・高根ヶ原の風衝砂疎地における

ハイマツの年枝伸長量と球果生産

はじめに

ハイマツ (Pil111Sρ11111ila RegeI)はカム

チャッカ、千島、朝鮮北部、中国東北部、

東シベリアに分布し(佐竹ほか 1989)、日本

では、富士山、浅間山など一部の火山を|添

き、赤石山脈の光岳を南限とする中部山岳

以北の高山に生育している(館脇 1935)。ま

た風衝砂草草地、湿原、火山や硫気孔の周辺、

超fh基性岩I也、ff際池や風穴地に分布し(舘

脇 1935: i中津 1984:佐藤はか 1993)、強

風、低温、乾燥、貧栄養など、樹木の生存

にとって一般に厳しい環境に生育する。こ

のように環境条{!fゐの異ーなる生育地におい

て、ハイマツがどのように伺休群や個体を

維持し、生存しているかということは、ハ

イマツの環境適応様式を探る上で興味深

し、。

方、植物の環境適応様式を明らかにす

るためには、その成長様式や繁殖様式につ

いての基礎的な情報が不可欠でトある o ハイ

マツの生態については、 i中津・伊藤(1983)

によるハイマツ群落の動生態学的研究や、

梶本 (1995)による物質生産と史新過程に

ついての総説に詳しくまとめられている。

しかし、先述したような生育地において、

成長様、式や繁殖様式がどの程度異なるかと

いうことは、これまでのところ議論されて

いない。

札幌市 助野実樹郎

筆者は、 1998年に大雪山、高根ヶ原の風

街砂際地において、ハイマツの年枚伸長や

主主来痕を調査する機会を待た。ハイ 7 ツの

成長様式や繁娘様式の生育地による違いを

議論する端緒として、当時の調査結果を考

察し、整理TIしておくことにした。これまで

ハイマツの年枝伸長量や球果数の計測、球

果痕の追跡から、その成長様式や繁殖様式

が数多く議論きれているからである(例え

ば、 Sanoet al. 1977 :沖津 1988:沖津・溝

口 1990、1991 荒木 1998 Takahashi 

2003)。

なお、会田民総きんと中村直弘きんには

現地調査に御協力いただいた。西川洋子き

んには資料を紹介していただいた。また池

田菜糠きんには原稿を校閲していただい

た。以上の方々に感謝いたします。

調査地域・調査方法

大雪山、高根ヶ原の稜線昔日のj孔衝砂磯地

において、 Site N (1，890111) とSite S 

(1，800111)の 2箇所の誠究地を設定した

(灰)1・2ヂ戎 1)。高根ヶ原の風街砂際地てや

は、岩I擦やスゲ株に接する音1¥分にしっぽ状

の植生の島(以下「しっぽ状植生」とする)

が形成きれており、これらは冬季卓越風の

風下側に発達している(高橋・佐藤 1994: 

写真 2)。調査地てすま、概ねこのようなIしっ
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凶 l 詞奈地域概念肉
※国 i地理院平成2年発行 1/2.5万地形凶

「白雲昔」を悼則して1¥'成した。

立j真 1 高根ヶ!血の高111風街砂際地
Site N 1:その周辺の植生長観(1998年)

写真2 高山風1.[砂際地にみられる fしっ1.1':比植生」
Site N (1998年)
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1;)."状梢生JIこハイマツが分布している。

また「しっぽ状植生J が風衝砂磯地に

lH現するのは、際やスゲなどの風下制IJ

に、ハイマツの高きと i司税度の積雪域

ができるためと考えられている(高

橋・佐藤 1994:会出 1997)。年枝伸長

量や球来痕の調主は全て「しっぽ状植

生J を対象とした。

ハイマツの校は 1生育J¥lJ間内(1年)

に1節だけ校が伸長する単節型(問中

ほか 1976)の伸長様式を持つ。そのた

め 2つの芽鱗痕聞の長さから、 1年ご

との伸長量(年枝伸長量)を判定でき

る(Sanoet al. 1977 : i 中津 1988)0 Site 

N とSiteSにおいて、それぞれ 45佃

と 26 佃の「しつは可対í~生 J (ffj-71伽J)

を対象に年枚伸長量を調査した。ほと

んどの「しっぽ状植生」では、ハイマ

ツの幹が 1-数本程度でみられるだけ

である。複数の幹からなる場合は、健

全で最も突出した幹を調査幹として選

び、 1個の「しっぽ状植生J について

1本ずつ調査した。また古い芽鱗1良l主

幹の肥大化などにより不明瞭になるた

め、判定可能な年次まで計測すること

にした。調主した 71幹のうち 29幹に

ついては根元直径(地際直径)も測定

した。年枝伸長室と根元直径の計測に

はデジタノレノギスを用いた。

次に、ハイマツの年枝伸長と気温条

件との関係を検討するため、上J11 (北

緯 43度 51.1分・東絞 142皮 46.0分、

標高 324m)のアメタス気象データ(札

脱管区気象台ホームページ)を用いて、
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年枝伸長と気温条件との相関関

係を調べた。大雪山ではや1I山・

曽椋 (1992)による気温減率の

算出例があり、1</1山・首根(1992)

その年平均値は

0.58'C/100 111 (1987年)であっ

た。そこで、この気温減率E調

査地との漂高荒から、調査地の

月別平均気温を，)とめた。

上川との標高差については、

Site N とSiteSの中間標高

なお、

によると、

(1，845 m)を用いた。また Ta匂

kahashi (2003)にならい、月平

均気温が5'c以 kの月をハイマツの生育Wl

問として、検討の対象とした。

ハイマツの球果が脱落した跡は、枚上に

果柄として残る。また果柄痕は守ー校跡(芽

鱗痕)の周1mに残るため、過去の球果生産

を指定できる(斎藤 1982;中新田 1995)。年

校伸長量を測定した 71幹から 41幹を任意

に抽出し、 1988~1997年の球果痕を調査し

一一一一」lNB1.l.1Nl1.1Bl*I.I.lm 

。

1988-1997年における年枝伸長量の年平均値の変化

における年枝伸長量の年変化の傾向は概ね

一致しており、高い相関関係が認められた

(相関係数 0.873、ρ<0.001)。このことは、

ハイマツがまばらにしか分布していない風

衝砂磯地において、年枝伸長量の年変化の

傾向は、大局的には個体問で同調している

ことを示している。いずれの年も伸長量の

平均値は 2C111以上 4cm未満であり、 1995

年の平均値が最大となった

図 2

(Site Nニ 3.9た。

Cll1、 SiteS=3.2 cm)。

年枝伸長量と根元直径との関係

図 3に線活直径の直径階別度数分布を示

した。調査した 29幹の様兎直径の平均値は

1.79 Cll1で、全体の 68.9%が 2cm未満で

あった。また年枝伸長量と根元直径との関

係について、相関関係を検討した(表1)。

年枝伸長最の最大値、最小値、平均値と根

元直径との相関係数は、 それぞれ0.112(ρ 

= 0.561)、0.166(ρニ0.389)、0.167(戸ニ

0.384)となっており、いずれも相関関係は
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結果と考察

年枝伸長量

調資した 71幹において 7~10 年分の芽

鱗痕を判定し、ほとんどの幹で 1988~1997 

年の伸長量を計測できた。 10年より古くな

ると、芽鱗痕が地際部で密に接しているこ

とが多〈、正確に計測できないことが多

かった。実生定着後の初期成長は、

て小さいと f想きれる。

凶 2に 1988-1997年の各年における年

枝伸長量の平均値を示す。 SiteNとSiteS 

きわめ



認められなかった。幹の肥大成長は年枝伸

長量に影響していないと考えられる。

年枝伸長量と気温条件との関係

気温j成率を用いて調査地の月別平均気温

を算出した結果、月平均気温が 5"C以上の

月は 6-9月であった。そこで 1988-1997

年における 6-9月の平均気温と、年校伸

長量との相関関係を調べた(表 2)。前年の

平均気温と年枝伸長量の相1M]係数は、 Site

Nで0.778(ρ=0.008)、SiteSで0.463(ρ 

= 0.117)、五H*てがは 0.634(p = 0.048) と

なっており、SiteNがρ<0.01、全体がρ<

表 1 1988-1997年の最高・最低・平均年枝仰長量

と根元直径との相関関係(ピアソンの相関係数)

相関係数 ρ 

最高年枝伸長量 0.112 0.561 

最低年枝伸長量 0.166 0.389 

平均年枝イ'1'長量 0.167 0.384 
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図 3 根元直径 (D)の直f芋階日Jj度数分布
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0.05で、有意な相関が認められた。しかし、

当年の月平均気温との関係については、い

ずれの場合においても統計的に有意な相関

関係はみられなかった。 Sanoet al. (1977) 

は、ハイマツの年枝伸長長が前年夏(6-8 

月)の気温と正の相関関係があると述べて

おり、沖津 (1988) は両者に弱い正の相関

関係があることを認めている。 Takahashi

(2003)も年枝伸長が前守ーの夏の気is.と関係

していたと述べている。本調査の結果は、

「しっぽ状梢生」の出現する風径j砂際地にお

いて、前年夏の気温条件がハイマツの年枝

伸長に影響していることを示し、先行研究

の結果と概ね一致する。一方、 SiteSでは

明瞭な正の相関関係がみられなかった。沖

津 (1988) は、年枝伸長が温度条件という

特定の気候条件のみに強く影響きれないと

指摘しており、 SiteSのi結果は、景観的に

類似した「しっぽ状柄生」においても、気

温条仰の影響度が異なることを示すと考え

られる。

球果生産

調資幹のうち球巣痕を着けていた幹の割

合(着痕率)を求め、図 4に 1988-1997年

における着痕ネの変化を示した。最も着痕

率の高かったのは 1992年の 17.1%であ

り、 1995年と 1996年のように球果生産の

みられない年もあった。球果痕の全〈認め

られなかった調査幹は 29幹におよんでお

り、全体の約 71%であった。

次に、 1988-1997年における着痕率の平

均値 (5.6%)から、豊凶作年について検討

してみる(図 4)。平均値より高い年は 1989



;哀2 1988-1997年における年枚伸長室主気温条件との相関関係
(ピアソンの相関係数)

前年6-9月 当年6-9月

5社cN (11二 45) 0.778 ρ0.008' -0.421 ρ~O. 224 

Site N (n ~ 26) 0.463 戸 ~O.177 0.416 lり=0.231

全体 (n~71) 0.634 pニ 0.048' 0.432 ρ~0.211 

※r * J Iま有意水準5%以下で有意な相関のあるこ左を刀、す。

年、 1992年、 1997年であり、これらの年は

豊作年であったと推定される。一方、低い

年は 1998年、 1990年、 1991年、 1993-1996

年であった。低い年のうち 1990年(4.9%)

と、 1993年 (4.9%)及び 1994年 (4.9%)

はほぼ平均値なみであることから、 1998

年、 1991年、 1995年及び 1996年は凶作年

であった可能性がある。中新聞 (1995)は、

立地条件とは無関係に顕著な笠作年を 3

-4年周期で認めている。しかし、今岡の

調査4において、そのような傾向はみられず、

ま 15I 

島1侭 10iJ 

3-5年胤期で豊作年が認められた。

中新聞 (1995)は、木曽駒ヶ岳において

根元直径クラスごとの着痕率を調交してい

る。中新田(1995)によると、根元直径2

CI1l未満のハイマツは蒲痕率が他のクラス

に比べて低〈、直径2Cl11以上 4Cl11未満の

クラスでは着痕本が著しく増加すると述べ

ており、その原jAlは物質生産面での負担が

大きいためであると jft祭している o 今凶は

根元直径クラスごとの着痕率を調査してい

ないが、先述したように、調査幹のうち 29

o lo， [ 刊川
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

閃4 1988-1997年における着痕2干の変化
※破搾は着痕牢の期限I(1988-1997年)干均債を出す。
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幹の根元直径は平均値が1.79 CIl1であり、

2cIl1未満の幹がおよそ 7害IJを占めていた

(凶 3)。そのため風衝砂磯地では肥大成長

が著しく抑制され、球果生産に必要なエネ

ノレギーが卜分蓄積されていないと考えられ

る。また風領J砂E草地では個々のハイマツが

孤立して分布する状況となっている。 l面積

の大きい群落に比べて同種個体がJ}j-くに谷

在せず、風媒花植物であるハイマツの受粉

成功を低 Fさせた可能性もある。風媒花植

物では、受粉個体は他体問距離に依存し、

個体密度が十分高ければ受粉効率が高いと

きれている (Allison1990 ;凶脇 1992; 

Honig et al. 1992)。

おわりに

今回の調査結果から、風衝砂I築地では、

ハイマツの個体サイズが球果生産にとって

負担のあることや、ハイマツの分布状況が

受粉効率を低下させることが推測された。

1995年と 1996年には誠査した幹で球果痕

を確認できなかった(図 4)。一方、両年の

平均if.校伸長量は、 1988-1997年の間でと

くに大きい似を示している(凶 2)。このこ

とは伸長成長と球果生産ーとの問にトレー

ド・オフの関係があることを予測させる。

しかし、他の年については明瞭な関係がみ

られず、ハイマツが受粉の不適な年に球巣

生産のためのエネルギーをやl'長成長に配分

しているかという点は、いまのところ不明

である。

北海道、アポイ岳(標高 810.61l1)では、

1959-1988年の 29年間に森林やハイマツ

群落の分布が拡大し、お花畑の面積が縮小

北}j山草 22(2005) 

したと報告されている(西川ほか 1993)。そ

の原因として、阿川iら (1993)は気象害の

減少を挙げている。しかし日本列島の他の

山岳地域において、同様の現象が起きてい

るかどうか、またハイマツAt=下落は拡大して

いるのか、あるいは紛小しているのかにつ

いては、よくわかっていない。ハイ 7 ツL守

落の動態は、高山における地形形成や他の

高山梢物の消長と干言、接に関係することがぷ

さhている (ltoancl Nishikawa 1976 ィ中

津 伊 藤 1983)0 日本の高山呆観への気候変

化の影響を予測する際、ハイマツの成長様

式や繁殖様式と、気候条件との関係をより

詳細に明らかにする必要があると考えられ

る。

摘要

1)大雪山、高根ヶ原の風衝砂!潔地におい

て、 71個の「しっぽ状椛生」を対象にハ

イマツの年枝伸長量と根元直径、球果痕

を調査した。

2)年枚。l'長の年変化の傾向 (1988-1997

年)は、 2つの調査地問で高い相関があ

り、ハイ 7 ツがまばらにしか分布しない

]最も筒砂磯地において、その傾向が大局的

には幹間で同調していることがわかっ

た。

3 )年校伸長量と根元I直径との問に相関関

係はみられず、幹の)J也大成長は、年校の

やl'長成長に関係していないと考えられ

る。

4 )年枝伸長と前年の夏の気温にj[の相関

関係が認められ、先行研究で指摘されて

きたように、前年の夏の気混が年枝{IjI長

-49ー



に影響していることがわかった。

5 )着痕率の年変化から 3-5年周期で球

果生産の笠作年が認められた。また着痕

率は 0-17.1%と低かった。着痕率が低

かったのは、根元直径の小さい伺休が多

〈、物質生産の1Mで負担があったためで

あると考えられる。
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