
第32回 (2012年) 
関東地区生態学関係 

修士論文発表会 

主催：日本生態学会 関東地区会 
共催：早稲田大学 



諸案内・注意事項 

○受付 

・発表会に参加される方は必ず入場される前に受付を済ませてください. 

・受付の際に名札を配りますので, 会場内では名札をお付けください. 

時間： 3月3日 9:30～ 

場所：早稲田大学16号館 405, 406教室前 

 

○発表 

・発表時間は, 発表15分, 質疑応答4分, 交代1分, の合計20分です. 

一鈴12分, 二鈴15分, 三鈴19分で合図しますので, 時間の目安にしてください. 

・発表は「405教室」と「406教室」の2会場で同時進行します. 

・発表の合間に15分の休憩と90分の昼休みを設けています. 次の発表の開始時間が遅れ 

ないよう, 時間には十分配慮して休憩をお願いいたします. 休憩スペースにお茶やお 

菓子をご用意しておりますので, ご自由にお取り下さい. 

 

・円滑な運営を行うため, 発表者の方は前の方の講演中に講壇場所近くへ移動し, 待機を 

しておいてください. 

・発表を終えた方は, 次の講演の座長（司会・進行）をしていただきます. お忘れないよ 

うお願いいたします. タイムキーパーについては大会スタッフが行います. 

 

○懇親会 

・懇親会は, すべての発表が終了後 407教室 にて開催いたします. 参加費 1,000 円は 

受付時にお支払いください. 

・当日も懇親会の参加申し込みができます. 申し込みされていなかった方もぜひご参加 

いただければ幸いです. 発表者同士, 研究者同士の交流の場として多くの方のご参加

をお待ちしております. 

 

○その他 

・会場での撮影は, 発表者の了承を得た場合に限り認めます. 了承を得て撮影する場合 

も周囲の方にご迷惑をお掛けしないようよろしくお願いいたします. 

・発表会当日は, 生協購買部（10:00－17:00）や食堂（2F：10:15－14:00, 3F：11:15－ 

15:15）が営業しています. ご利用ください. 



構内マップ・周辺地図 

 

 

 

 

 

会場（１６号館）入口 

  ４０５・４０６教室 

生協購買部 

10:00－17:00 

食堂 

大隈ガーデンハウス 

2F 10:15－14:00 

3F 11:15－15:15 

コンビニ・飲食店 

※このエリア以外にも 

周辺に多くの飲食店があります 



水田地域における土地利用変化の地形的要因および 

ジオメトリーモデルとその検証 

 

國井 香帆里（東京農業大学・農業環境科学研究室） 

 

1．序論・目的 

日本において稲作は, 最も重要な産業のひとつで, 特に中山間地域では, 急峻

な地形を巧みに利用した棚田が数多く存在しており, その景観の美しさから観

光地としても発展を遂げている. しかし, 近年高齢化や過疎化が著しく進行し, 

後継者不足もあって, 水田の転用や耕作放棄の問題が深刻化している. そのよ

うな土地利用の変化の要因には, 社会的要因と地形などの自然的要因が関係し

ている（Hirose, 1980）. 

本研究は, 新潟県十日町市を対象とした. 十日町市は 1997年に首都圏と北

陸・関西圏を結ぶ「ほくほく線」が開通したことにより都市へのアクセスが容

易となり, それを境に土地利用も大きく変化したと考えられる. そこで, 1987年

から 2006年の変化に着目し, 土地利用は地形条件によりどのように制約を受け, 

変化しているのかを検討することを目的とした. 

 

2．方法 

地理情報システム GISにより, 新潟県十日町市における地形（標高，傾斜）

および土地利用を評価し, それらの関係を解析した. また, 十日町市松之山地域

の 2つの集落を対象に, 水田 1枚 1枚の地形データを GISにより算出し, ジオ

メトリーモデルを用いて解析を行った. 

 

3．結果 

1987年から2006年の土地利用変化を見ると, 水田が大幅に減少しており, 高

度が高く, 起伏の激しい水田ほど転用されていた. また, 低地で傾斜の緩やかな

位置にあった水田は転用後, 建物や道路などに変化する割合が高く, 高度が高

く傾斜が急な位置にあった水田ほど耕作放棄地や森林に変化する割合が高くな

っていた. 

ジオメトリーモデルでは, 棚田形成に関わる畔の積み上げ量とそれによって

得られる水田 1枚の面積をそれぞれコストとベネフィットとして評価した. そ

の結果, 傾斜および畔の高さは水田の耕作放棄に直接関係しておらず, 面積の

小さい水田が放棄される傾向にあった. また, コストとベネフィットの比とし

て効率を定義した. その結果, 効率の悪い水田のみ放棄されている集落と, 効率

に関係なく放棄されている集落とがあった. 



玉原湿原の保全に関する研究 

―過去に人為攪乱を受けた湿原の回復状況について― 

 

秋葉 知律（東京農工大学大学院・植生管理学研究室） 

 

玉原湿原は, 群馬県沼田市の武尊山麓標高 1100m 程に位置する中間湿原であ

る. 植生はミズギク‐ヌマガヤ群集が広く分布している. しかし, 本湿原では一

部地域でハイイヌツゲやヌマガヤ等が繁茂し, 植物種組成の単純な群落が分布

していた. この群落は, 過去に行われた排水路の掘削や木道敷設による地下水

位の低下により分布拡大した. このように変質した湿原を復元しようと, 1995

年から排水路への堰設置やハイイヌツゲの刈取り等の活動が行われた. 本研究

は, 復元活動実施前の調査結果と活動実施後 10 数年が経過した現在の調査結果

とを比較し, 玉原湿原での植生の復元状況の評価, 及び復元活動の効果の検証

を行うことを目的とする. 

調査は追跡調査を基本とし, 過去に本湿原で行われた植生調査, 植生図作成, 

地下水位調査, ヨシのシュート数調査, 水質・土壌調査を行った. 調査は 2009

年から 2011 年にかけて行い, それぞれ過去の調査資料と比較し, 湿原の変化を

調べた. また, 1989 年時点での湿原の群落分布パターンから湿原を 10地区に細

分し, 排水路・木道の影響が著しかった 6地区の変化に特に着目しつつ, 各地区

の植生・環境の変化を詳細に調べ, それぞれの変化要因について考察した. 

影響が著しかった 6 地区とも種組成の単純な群落群の面積は減少し, 他の群

落へと置き換わる傾向にあったが, 群落変化の方向や進度に差が見られた. 変

化傾向としては, (1)湿原植物を含む群落へと変化する傾向, (2)高茎草本を含む

群落へと変化する傾向の 2 パターンに大きく分けられた. (1)のパターンを示し

た 3 地区においては, 排水路への堰設置等が貢献していると考えられた. この 3

地区の変化を比較すると, 地下水位の低下期間が短い地区ほど群落変化の進度

が大きいことが示唆された. (2)のパターンを示した地区は, 約 20 年間で年間平

均水位が低下しており, ヨシの著しい増加が起きていたことから, 土壌の流入

による富栄養化が起きていることが考えられた. 



 

 

目標となる自然林との比較を通した都市造成緑地の樹林の種組成と

構造に関する考察 
 

近藤 一樹（東京農工大学大学院・植生管理学研究室） 

 

緑地面積の小さい都市域では, 造成緑地が重要な役割を持つ. その中に地域

の生態系としての役割があるが, 造成緑地には種多様性が低く下層植生が未発

達との問題がある. 改善には造成後の年数経過による植生変化の把握が必要で, 

立地による違いも考慮すべきである. そこで本研究では, 造成年代と立地環境

の異なる緑地の種組成と構造を自然林と比較し, 自然林に近づける方法を考察

することを目的とした. 

 調査地は, 東京都及び千葉県の自然林と江戸－昭和時代に造成された緑地で, 

植生保護区など管理圧や人の立ち入りが少ない場所に 100m2の調査区を 51個

設置し, 植物社会学的手法による植生調査と毎木調査, 土壌の物理・化学性の測

定を行った. 

 種組成については, 過去の自然林の調査結果

とあわせた表操作の結果, 5群落に区分され（表）, 

自然林は Cに 3, Dに 20, Eに 5スタンド, 江戸

時代に造成された緑地はCに5, Dに9スタンド, 

戦後に造成された緑地はAに 1, Bに 13, Cに 12

スタンド区分された. また臨海埋立地のスタン

ドは全て Bに, 海岸付近の自然林はすべて Eに

区分された. すなわち, 新しい造成緑地は林床

成育種が欠落し, 非自然林生の種が植栽され, 

トウネズミモチなど逸出種が目立った. トウネ

ズミモチは, 自然林にも見られた. 種の欠落及

び植栽種の生育は臨海埋立地で顕著で, 埋立地

は海岸の自然林と種の共通性が高かった. 

構造は, 新しい造成緑地で稚樹の生育しない

場所が目立ち, 常緑樹高木の本数・樹冠面積と稚

樹数に負の相関が見られた. 稚樹が多く見られ

た場所は, トウネズミモチの稚樹も多かった. 

土壌環境は, 新しい造成緑地の下層が堅く根

系の発達に適さず有機物の乏しい場所が多く, 

表層・下層とも pHが高かった. また, 自然林で

も pHが高い場所があり, 都市化の影響と考え

られた. 

以上の結果より, 現在新しい造成緑地は自然林とは種組成, 構造が異なり, 年

数経過とともに自然林に近づく可能性はあるが期待できない. 今後は, 非自然

林生の植栽種の伐採, 逸出種の駆除及び立地環境が同様な自然林に生育する種

の植栽, 常緑樹高木の計画的伐採による林内環境の改善, 人間活動の影響の排

除及び現状の樹林面積の維持が必要である. 

群落
スタンド数

平均出現種数
平均外来種数
平均外来種率（%）
群落A,B,Cの識別種
トウネズミモチ 1 + Ⅴ +-4 Ⅴ +-5 Ⅱ +-1 ・
ヤマグワ ・ Ⅲ + Ⅳ +-2 Ⅰ + ・
クズ ・ Ⅳ +-1 Ⅱ + Ⅰ + ・
ナワシログミ 1 + Ⅴ +-1 Ⅱ + ・ ・
ハリエンジュ 1 + Ⅲ +-1 Ⅱ +-4 1 + ・
アラカシ 1 2 Ⅱ +-2 Ⅱ +-4 Ⅰ +-1 ・
シャリンバイ ・ Ⅳ +-2 Ⅱ + ・ ・
マテバシイ 1 3 Ⅲ +-4 Ⅱ +-4 ・ ・
ソメイヨシノ 1 3 Ⅱ 2-4 Ⅰ 1-4 ・ ・
群落Bの識別種
ヘクソカズラ ・ Ⅳ +-2 Ⅱ + Ⅰ + Ⅰ +

クロガネモチ ・ Ⅱ 1-2 Ⅰ + 1 1 ・
ヤマモモ ・ Ⅲ +-3 1 1 ・ ・
ハマビワ ・ Ⅲ +-1 ・ ・ ・
群落Cの識別種
マンリョウ ・ 1 + Ⅳ + Ⅰ + Ⅱ +-1

ユズリハ ・ ・ Ⅲ +-2 1 + ・
アケビ ・ ・ Ⅱ +-1 Ⅰ + ・
群落C,D,Eの識別種
シュロ ・ Ⅰ + Ⅴ +-4 Ⅴ +-3 Ⅱ 1-2

ジャノヒゲ ・ ・ Ⅴ +-2 Ⅳ +-2 Ⅳ +-1

キヅタ ・ ・ Ⅲ +-3 Ⅳ +-2 Ⅳ +-1

サネカズラ ・ ・ Ⅱ +-3 Ⅱ +-1 Ⅴ +-1

群落D,Eの識別種
ヤツデ ・ Ⅱ +-2 Ⅱ +-3 Ⅴ +-2 Ⅴ +-1

ベニシダ ・ ・ Ⅰ +-2 Ⅴ +-3 Ⅴ +-1

ムラサキシキブ ・ 1 + Ⅰ + Ⅲ +-1 Ⅱ +-1

イヌビワ ・ ・ 1 + Ⅱ +-2 Ⅳ +-2

ヤブコウジ ・ ・ Ⅰ +-3 Ⅱ +-1 Ⅱ +

アカガシ ・ ・ ・ Ⅱ +-5 Ⅱ 2-3

テイカカズラ ・ 1 + ・ Ⅱ +-4 Ⅲ 1-2

ヤマイタチシダ ・ ・ ・ Ⅰ +-1 Ⅱ +-1

群落Eの識別種
ヒメユズリハ ・ Ⅰ + ・ ・ Ⅲ +-1

アスカイノデ ・ ・ ・ ・ Ⅳ +-1

ツワブキ ・ ・ ・ ・ Ⅲ +-1

ウラシマソウ ・ ・ ・ ・ Ⅱ +

群落B,Eの識別種
トベラ ・ Ⅳ +-2 Ⅰ + Ⅰ +-1 Ⅱ +

マサキ ・ Ⅲ + Ⅰ + Ⅰ +-2 Ⅱ +

その他
アオキ 1 + Ⅴ +-1 Ⅴ +-4 Ⅴ +-5 Ⅴ 1-3

タブノキ 1 + Ⅴ +-2 Ⅳ +-4 Ⅳ +-5 Ⅴ +-5

シロダモ ・ Ⅳ +-2 Ⅳ +-2 Ⅳ +-3 Ⅴ 1-3

スダジイ 1 + Ⅱ +-4 Ⅳ +-5 Ⅳ +-5 Ⅳ +-4

0

以下略

12 7 6 2

28

2 2 2 0 0

17 26 27 24

13 20 29 5

A B C D E
1



千葉県印西市を事例とした, 半自然草原の保全と修復に求められる

技術の検討 

 

熊谷 拓朗（東京農工大学・植生管理学研究室） 

 

半自然草原の現状が著しい. 本研究では印西市における草原植生の現状と, 

群落が分化する要因や環境条件の比較, 遷移の傾向を通じて当該地域の草原生

態系の質を高めるためにはどのような手法が必要なのかを検討した. 

まず印西市の 117 地点の草原において植生調査を実施し, 表操作により群落

を識別した. 結果在来種率が高く, 種数の多い在来種中心の群落が 4 タイプと, 

組成の貧弱な外来種中心の群落 4 タイプの計 8 タイプの群落に分けることがで

きた. 

次に群落分類を目的変数とし, 土壌 pH, 土壌水分量, クラスター分析により

分類された調査地点の周囲 20m の景観パターン, 土壌改変の有無, 草丈を説明

変数とした樹木モデルを作成するとともに分離貢献度を算出した. 結果これら

の群落が分化する要因として特に土壌改変の有無, 土壌 pHの値, 草丈が重要で

あった. 逆に隣接する植生からの影響はあまり重要ではなかった. 

更に組成の貧弱な群落について, 経過年数を調べ, DCA を用いて遷移の傾向

を把握した. 成立してから 30 年以上たっても在来種中心の群落には遷移してい

なかった. 

土地利用と群落との関係からは, 市街地的都市利用の場所に存在する草原は

全般に組成が貧弱であった. 

以上を踏まえると, 印西市において草原植生の質を維持し, また向上させて

いくためには, まず農村的土地利用の場所に成立する在来種中心群落を保全す

ることと, 都市的土地利用の場所に成立している外来種中心群落の質を改善す

ることが効果的であると考えられた. 改善するための手法として刈取りのよう

な通常の管理に加え積極的な修復手法をとる必要があり, 具体的には土壌 pH

を低くすること, 種子を直接供給することの２点を踏まえた修復手法を検討す

る必要があることが考えられた. 



 

 

都市近郊における里山草原生植物のハビタットと個体群構造 

 

小泉 恵佑（横浜国立大学院・生態学研究室） 

 

1. 緒言 

 かつて身近に存在した半自然草地は 1960 年代以降全国的に減少傾向にあり, 

半自然草地の保全と草原生植物の多様性維持は重要な課題である. 近年は, 伝

統的な景観が維持されている里山地域において草原生植物のハビタットに関し

ての研究が行われているが, 都市域においての研究事例は存在しないのが現状

である. そこで, 本研究では, 都市近郊における里山地域と都市域において, (1)

草原生植物がどのようなハビットに依存しているのか, (2)そのハビタットの質

はどうなっているのか, の 2点を明らかにすることを目的とした. 

 

2. 方法 

2.1. 都市近郊における里山草原生植物のハビタット 

 都市近郊の 3 箇所において, 1.5km×1.0km の調査区を設定し, 草原生植物の

マッピング調査を行った. 対象とした植物はススキクラス標徴種から里山にも

生育している種を計 11 種選択した. 里山草原生植物のハビタットの環境要因を

把握するため, 一般化線形モデルによるロジスティック回帰分析によってハビ

タット推定モデルを構築した. 

2.2. 個体群構造とハビタットの質 

 個体群が多く発見されたアキカラマツ, ヒヨドリバナ, ツリガネニンジンを

対象とし, 茎の地際直径を利用してハビタット毎の個体群構造を把握した. な

お, 有性生殖の可能性を把握する上で, 花を着けることができる開花植物と花

を着けることができない幼少植物とを区別することは重要である. そこで, 上

記の 3種において, 開花の状況と地際直径を計測し, ROC解析によって, 開花の

予測に最適な開花可能茎サイズのカットオフ値を算出した. 

 

3. 結果・考察 

 本研究では, 建屋と舗装道路の境界に成立する草地や林縁林と舗装道路の境

界に成立する草地も里山草原生植物のハビタットであることが新たに発見され

た. このようなハビタットは里山地域には少なく, 都市に特有なハビタットで

あった. これは, 都市域においては, 里山草原生植物は新たに生じた都市的なハ

ビタットにおいても生育していることを示唆している. しかし, このようなハ

ビタットは, 刈取り管理の頻度は変わらないものの, 幼少植物茎割合が高く, 開

花可能な茎サイズに達することができない茎が多い結果となった. そのため, 

里山草原生植物の生育にとっては厳しい環境であることが推察された. 



外来種タイワンリスの分布拡大予測 

 

梁有希（横浜国立大学大学院・生態学研究室） 

 

緒言 

 日本におけるタイワンリス

(Callosciurus erythraeus 
thaiwanesis)の野生化により引き起

こされる被害として、スギ・ヒノキの

樹皮剥ぎ、トウモロコシ・ジャガイ

モ・みかんの摂食等の農林業被害、家

屋への営巣、電線の切断、庭木の樹皮

剥ぎ等の生活被害が報告されている

(鈴木,2005)。タイワンリスの原産地は

東南アジアなどの熱帯の地域であり、

日本では気温においての活動制限が

着目され始めている。 

 本研究では、統計的な手法を用いて

タイワンリスの土地利用・気温と距離

とによる同時推定モデルによる分布

拡大予測モデルを作成し、これにより

タイワンリスの生育可能な環境の予

測を行った。 

 

方法 

神奈川県藤沢市と静岡県伊豆半島を

中心とし、周辺の房総半島から静岡県

までを含んだ範囲で拡大予測を行う。

本研究では、タイワンリスの分布拡大

予測を行うため、タイワンリスのハビ

タット適合度と分散データとを用い

た解析を行った。 

 

結果 

神奈川県の調査の結果、タイワンリス

は北東へと分布を拡大していること

が分かった。モデル選択において、伊

豆半島は分布地の外縁を明らかにす

る調査だったため、モデルでは土地利

用情報をパラメータに利用しなかっ

た。分散ハビタット同時モデルによる

解析の結果、最寒月の日最低気温と森

林率・住宅率によるモデルが最も適正

となり、気温がタイワンリスの生息に

とって重要なことが明らかとなった。 

 

考察 

モデルによるタイワンリスのハビタ

ット適合度では、神奈川県では藤沢市

周辺や三浦半島、横浜市沿岸部では高

いものの、厚木市や丹沢山地では低か

った。高山地での分布がタイワンリス

によって難しくなれば、在来種のニホ

ンリス(Sciurus lis)との競合の可能性

（大久保他, 2005）も極めて低くなる

と考えられる。 

今後の拡大経路として、伊豆半島では、

内陸地の高地を横断した分布拡大は

困難であるが、海岸線に沿っての西へ

の拡大が予測される。また、房総半島

へは横浜から東京湾を介しての拡大

が予測されるが、都市域である東京都

では適合度の高い地域が点在してお

り、房総半島へ定着するには都市景観

がバリアとなって自然的には難しい。 

 

 



気孔の CO2応答に葉肉組織が及ぼす効果の生理学的解析 

 

藤田 貴志（東京大学大学院・植物生態学研究室） 

 

 気孔は低 CO2環境下で開口し, 高 CO2環境下で閉鎖する. シロイヌナズナを

用いた分子遺伝学的解析から, 孔辺細胞が光合成とは独立に CO2を直接感知し, 

気孔閉鎖を誘導する気孔開度調節経路が明らかにされつつある. この経路とは

別に, 気孔の CO2応答が葉肉組織の光合成に強く依存することが先行研究から

示唆されている. しかし, 葉肉組織による気孔開度調節のメカニズムは不明で

ある. 

本研究では, まず, 制御環境下において, ツユクサ（Commelina communis）

の葉片および剥離表皮の気孔の応答を気孔の挙動を観察可能なシステム（Fig. 1）

を構築し, 生理的条件に近い状態で観察するための条件検討を綿密に行った. 

とくに, 緩衝液を含むゲルに試料を載せることで, 試料の乾燥防止を可能にし

たことが, 本研究において革新的であった. 

白色光, および赤色光照射下で, 葉片, 剥離表皮, 移植片の応答を観察した. 

気孔の赤色光応答は光合成に強く依存した応答である. 赤色光照射下では, 低

CO2で葉片と移植片の気孔は大きく開口した. 一方, 剥離表皮の気孔はほとん

ど開口しなかった. この結果から, 気孔開口は葉肉組織の光合成に強く依存す

ることが示唆された. 赤色光照射下での, 光合成阻害剤を処理した葉片と, 対照

葉片の気孔の応答の比較から, 葉肉組織の光合成が気孔開口に関与することが

直接示された. 白色光照射下では, 高 CO2で葉片と移植片の気孔は速やかに閉

鎖した. 一方, 剥離表皮の気孔はほとんど閉鎖しなかった. この結果から, 気孔

閉鎖にも葉肉組織が関与することが示された. 本研究からは, 葉肉組織の光合

成が気孔閉鎖に関与するかは確証が得られなかった. 

葉肉組織と剥離表皮の間に, 厚さ 50 μmのポリエチレン製ドーナツ型スペー

サーを挟み, 葉肉組織から剥離表皮へ気体は拡散でき, 液体は移動できない状

態にした移植片（スペーサー使用）と, 

対照としてスペーサーを挟まない移

植片を用意した. 照射光の色によらず, 

スペーサー使用の気孔の応答は, 剥離

表皮の応答と似ていた. この結果から, 

葉肉組織で生産される気孔開度調節

物質は葉肉アポプラスト経由で, 葉肉

組織から表皮に移動することが示唆

された. 
Fig. 1 気孔の観察システム. 



陰圧下における空洞化した道管への 

水の再充填過程に関する生理生態学的研究 

 

大條 弘貴（東京大学大学院・植物生態学研究室） 

 

水ストレス下にある植物の茎の木部では高い陰圧が道管液にかかると, 木部

にある気体が, 道管表面にある壁孔を通して内部へ引き込まれ, 気泡となって

道管内腔を塞ぐことで水の輸送を妨げる, 空洞現象が日常的に起こっている. 

水輸送能力の低下が重度になると植物は枯死するが, これに対し, 木部が陰圧

下でも空洞化した道管に水が再充填されることが, 近年, 明らかになってきた. 

陰圧下での道管内への水の再充填には, 隣接する道管の水や木部内の水に陰圧

がかかっていても, 空洞化した道管内の水と気泡には、気泡を溶かしこむために

陽圧がかかっている必要がある. さらに, 再充填中の道管内の水が周囲の陰圧

下にある道管へ引き込まれてしまわないようにする必要がある. 

本研究は、再充填中の道管液が隣接した道管の陰圧下にある道管液に引き込

まれないようにするメカニズムに注目した. このメカニズムについては, これ

までに次の 2つの仮説が立てられている. ひとつは半透膜説である（Hacke & 

Sperry, 2003）. この説では, 道管周囲の木部柔細胞が, 壁孔膜を通れない高分

子量の糖を浸透物質として道管に輸送し, 周囲の陰圧よりも高い浸透圧を作る

としている. これにより, 再充填中の道管の気泡には陽圧がかかり, 周囲の道管

から水を引き込むこともできる. もう一つは, pit valve説である（Holbrook & 

Zwieniecki, 1999）. 2つの道管が接する場所には壁孔という直径 5-8 µmほどの

構造がある. この説では、壁孔内に空気が入りこむ pit valveという構造が, 再

充填中の道管内の液を陰圧下にある周囲の道管液から切り離すとしている. 

これらの仮説を検証するために, まず, 壁孔膜の半透性を評価した. また, pit 

valve構造が維持される条件を, 理論と実測に基づいて求めた. そして, 物理法

則に基づいた数理モデルを作製し, 測定された圧力で道管再充填が起こりうる

かを検証した. 

その結果, 壁孔膜が半透性を持つためには, 浸透物質はかなり大きな分子で

ある必要があり, 陰圧下で空洞化した道管に水を再充填するには, 半透膜説に

よって提唱されたメカニズムだけでは不十分であることが強く示唆された. 

一方, pit ale構造が安定して存在できる道管液にかかる圧力は, 理論的には 0. 

086～0. 123 MPa, 実測からは 0. 05～0. 175 MPa と, 概ね近い値を示した. ま

た, 実際の植物でみられるような速度で空洞化した道管の再充填を行うのに必

要な再充填中の道管液にかかる圧力では, pit valve構造は安定して維持される

ことが, 数理モデルにより予測された. 以上の結果から、本研究は pit valve説

が道管の再充填現象により重要であることを示した. 



八方尾根におけるユキワリソウ(Primula modesta Bisset et Moore)

の繁殖成功とその制限要因 
 

渡邉 愛美（東京農業大学大学院・森林生態学研究室） 

 

[はじめに] 

高山での植物の繁殖成功には, 無機的な環境（資源制限）だけでなく, 植物と

昆虫との生物相互作用（花粉制限）も重要であることが指摘されている. しかし, 

生物間相互作用が植物の繁殖成功に与える影響を定量的に評価した例は少ない. 

生物間相互作用を含めて, 植物の繁殖成功を制限する要因の影響を定量的に評

価するには, 異なる環境下に生育する同種個体群間で, 制限要因の効果を比較

することが有効な方法の 1 つである. この研究では雪解け傾度に沿って広く分

布する同種個体群間で, 雪解け時期の違いに対応した開花時期の違いが繁殖成

功やその制限要因に与える影響を調べることを試みた. 対象としたユキワリソ

ウは異型花柱性をもつため, 季節により花粉媒介昆虫が変わると, 開花期の異

なる同種個体群間で繁殖成功が変化する可能性が高い. そこで本研究は後立山

連峰八方尾根において, ユキワリソウを対象に, 雪解け傾度に沿って繁殖成功

とその制限要因の変化を定量的に明らかにすることを目的とした. 

[結果] 

ユキワリソウの訪花昆虫は尾根ではハチ目, 斜面と谷ではアブ・ハナアブ類だ

った. 訪花頻度は尾根＜斜面＜谷の順に高かったが, 柱頭に付着した適法花粉

数はハチ目の訪花頻度に対応した. 自然条件下での種子数は斜面と谷に比べ, 

尾根で多かった. 強制適法受粉処理の種子数も尾根で多かった. 3 地形全てで, 

自然条件下より強制適法受粉処理した種子数が多く花粉制限が生じていたが, 

特に斜面で強い花粉制限が生じていた. また尾根から谷に向かうにつれて, 花

冠の小型化, ラミート当たりの小花数の減少, 3 年間での開花日数の減少が観察

され, 尾根に比べ, 斜面や谷では種子繁殖への資源投資量が少ないことが明ら

かになった. 

[まとめ] 

このように八方尾根のユキワリソウでは, 地形により繁殖成功を制限する要

因の強さが変化していた. いずれの地形でも花粉制限は影響したが, 斜面では

ハチ目を他種に奪われ, 他の地形より強く花粉制限が働いていた. さらに斜面

～谷では, 尾根に比べ種子繁殖への資源投資量が減少し, 資源制限がより強く

働いていることが示された. 尾根に比べ, 斜面や谷では, ユキワリソウ周辺の植

生高や植被率が高くなるためユキワリソウは被陰され, 種子繁殖に投資するた

めの資源を充分に獲得できていない可能性が高い. 



日本産カンアオイ節植物の分子系統と送粉様式 

 

後藤 なな（首都大学東京・植物系統分類学研究室） 

 

カンアオイ属カンアオイ節（sect. Heterotropa，ウマノスズクサ科）は常緑

性の多年生草本の一群で, 東アジアを中心に約 80 種が分布し日本列島には固有

種約 50 種が産する. これらは日本で著しく種多様化を築き上げたと考えられる

が, 種間の系統関係を含め多くの課題が残されている. 本研究では, 葉緑体

DNA を用いた日本産カンアオイ節諸種の分子系統解析と訪花昆虫相の野外観

察を行い, これらの種多様化プロセスの考察とその送粉システムの解明を試み

た. 

まず, 葉緑体 DNA の trnK/matK 領域と trnL-trnF 領域の 2 領域 3088 bp

を用いた分子系統解析を行った. 解析には, 日本産カンアオイ節 41種 2亜種 5

変種と海外産 6種, 外群としてA. caudatum, A. caudigerum, A. sieboldiiを用

いた. その結果, 台湾の 3 種を含めた南西諸島の種を中心としたクレード, そ

して本州・四国の種を中心としたクレードの 2 つのまとまりが見いだされた. 

また, 一部の種では形態的な類縁性と今回得られた系統樹が一致しなかった. 

それぞれのクレードは, むしろ地理的なまとまりとよく対応した. 一方で, こ

の地理的なまとまりは, 核リボソーム ITSによる予備的な解析結果とは対応し

なかった. これらの結果より, 日本産カンアオイ節の系統進化において, 母系

ゲノムは各地で浸透性交雑の影響を受けた可能性が考えられた. 

カンアオイ節植物が多様な花形態を保持している理由として送粉様式の多

様化が予想される. この調査では, 奄美大島に自生するアサトカンアオイ（以

降アサトと略す）とフジノカンアオイ（フジノ）の 2種について訪花昆虫の調

査を行った. 野外で 2 分間隔のインターバル撮影に加えて, フジノでは目視に

よる観察も行った. 観察後, 顕微鏡下で花内部を精査し昆虫の卵の有無と個数

を記録した. 採集した卵からは DNA 抽出を行い, COI 領域の塩基配列を決定

し DNA バーコーディングで昆虫の種類を同定した. アサトでは, 花筒内部に

平均 59個の卵が確認され, すべてノミバエ科の一種と高い相同性（95%）を示

した. また, ハプロタイプが同一花筒内で複数確認され, 複数回の訪花を裏付

ける結果となった. 従ってアサトではノミバエ科の一種との特異な送粉共生系

が成立している可能性がある. 一方, フジノではハヤトビバエ科の一種による

訪花が複数確認されたものの, 花筒内部には産卵は認められなかった. タマノ

カンアオイなどではキノコバエ科による産卵を伴った訪花が報告されている

が, 今回確認された送粉者はそれらとは明らかに異なった種類であり, またフ

ジノでみられた産卵を伴わない訪花は初確認である. カンアオイ節では, 異な

った双翅目昆虫が, 違った行動で送粉に関与している可能性が示唆された. 



花色変化は送受粉の過程にどのような影響をおよぼすのか？ 

～タニウツギ属の変化型と不変型における種間比較～ 

 

鈴木 美季（筑波大学院・共存生物学研究室） 

 

多くの動物媒花は, 送受粉を確実に行うため, 特定の色を送粉動物に提示し

続ける. しかし自然界には, 花が咲き終える前にその色を劇的に変えてしまう

植物が存在する. 先行研究では, この「花色変化」は, 送受粉と蜜生産を終えた

花の寿命を延長し花数を増やすことで送粉動物を遠くから株へ誘引する一方, 

古い花の色を変えることで株に近づいた動物を若い花へ誘導する, という植物

の適応戦略と考えてきた. この考えが正しければ, 花色変化は動物媒花で普遍

的にみられてよいはずである. にもかかわらず, 現実には花色を変化させる植

物が変化させない植物に比べて少ないのはなぜだろう. 本研究では, この疑問

の解決に向けた第一歩として, ハコネウツギ（花弁が白から赤紫に変化；以後, 

変化型）とその近縁種タニウツギ（花弁が桃色で一定；以後, 不変型）を用いた

種間比較を試みた. 演者のこれまでの研究により, 両種は花の寿命がほぼ等し

く, いずれも開花後半に蜜生産を減らすことがわかっている. そこで, 花色変化

の有無が送受粉にもたらす違いを明らかにするため, 筑波実験植物園において, 

訪花昆虫の種類と訪花頻度, 送受粉量, および結実率を比較した. 

 その結果, 第一に, 変化型は不変型に比べてハナバチ類の訪花を頻繁に受け

ていた. また変化型を訪れたハナバチは, 蜜生産量が多い若い花をより好んで

訪れる傾向がみられたのに対し, 不変型ではそのような傾向はみられなかった. 

さらに, 変化型では, 開花日からの色変化量が大きい花ほどハナバチの訪花頻

度が低かった. これらの結果は, 変化型の株を訪れるハナバチが, 色を手がかり

に報酬が多い花を選ぶことができるのに対し, 不変型の株を訪れるハナバチは

そのような選択を行えないことを示唆する. 第二に, 両種間で送粉量に差はみ

られなかった一方, 変化型では雌しべにおける受粉量が不変型に比べて有意に

多かった. 第三に, 変化型の結実率（平均 90% <）は, 不変型（平均 26%）より

高かった. 第二・第三の結果は, 変化型だけが結実に十分な量の花粉を受けとっ

たことを示しており, この受粉量の多さはハナバチ類による訪花量が多かった

ためと考えられる. ハナバチ類は空間学習能力が高く, いったん遭遇した採蜜

し易い株の位置を覚え, くり返し訪れる性質をもつ. 変化型は異なる色で蜜量

が多い花を知らせハナバチ類の採蜜を容易にするため, 色の手がかりを与えな

い不変型よりも頻繁な再訪を受けることができたのだろう. 逆に言えば, 花色

変化の利益はハナバチ類のリピーターの確保が重要となる条件下に限られ, そ

のコストが利益を上回る条件下では, 不変型が有利になる可能性もある. 今後

は, 各種の自生地における調査により, こうした可能性を実証してゆく. 



タニウツギ属植物における花色変化の機構と生物学的意義の解明 

 

下川 悟史（首都大学東京大学院・植物系統分類学研究室） 

 

タニウツギ属 (Weigela) 植物は東アジアに広く分布しており, 世界におよそ

12 種が認められている. その多くの種は赤色の花を付け, 開花後に花色が変化

をすることはないが, 4種では開花後に花色が白色から赤色へと変化することが

知られている. 

このように花色を変化させるタニウツギ属植物では, どのようにして花色を

変化させているのか, また何故このような性質をもつようになったのだろうか. 

本研究ではこれらの疑問を解決するために, 花弁で生じる花色変化の生化学的

な機構と, 花色変化にはどのような生物学的意義があるのかを明らかにするこ

とを目的として研究を進めた. 

 まず, タニウツギ属植物における花色変化の機構を明らかにするために, 9 種

1 雑種の花弁を用いてそこに含まれる植物色素の分析を行った. まず, 定性分析

を行った結果, アントシアニンとしては 2 成分 (Cyanidin 3-O-galactoside, 

Cyanidin 3-O-gulucoside) を , それ以外のフラボノイドとしては 4 成分 

(Quercetin 3-O-glucosyl-rhamnoside, Quercetin 3-O-rutinoside, Quercetin 

3-O- galactoside, Quercetin 3-O- gulucoside) を花弁から同定することができ

た. さらに, これらの色素についての定量分析の結果, 花色変化を起こす種では

アントシアニン量が開花後に経時的に著しく増加すること, 一方, その他のフ

ラボノイド量には大きな変化は見られないことが分かった. これらのことから, 

タニウツギ属植物の花色変化はアントシアニンの増加によることが明らかにな

った. 

さらに, 花色変化という性質にどのような生物学的意義があるのか明らかに

するために, 花色変化を起こすハコネウツギ (W. coraeensis) を材料として, 花

色と送粉昆虫の訪花との関係を調査した. 具体的には, ハコネウツギの自生地

である静岡県熱海市周辺で調査を行い, ハコネウツギに訪れる訪花昆虫相とそ

の訪花行動を観察した. その結果, 主要な訪花昆虫であったコマルハナバチ 

(Bombus ardens) とジャコウアゲハ (Byasa alcinous) は赤花よりも白花を選

択的に訪花していることが分かった. このことから, この2種はハコネウツギの

花色変化を認識したうえで白花に訪花していると考えられる. 送粉昆虫のこの

ような行動から, ハコネウツギは咲いてから間もない未受粉である確率の高い

白花に選択的に訪花してもらうことで, 受粉効率を高めているのではないかと

考えた. 



送粉者の視覚と花形質を用いた送粉ネットワークの予測 

 

平岩 将良（東邦大学大学院・地理生態学研究室） 

 

「送粉シンドローム」は共進化によって送粉者のタイプごとに特殊化した花

の形質群のことであり, 植物－送粉者の共生関係を定性的に推測する概念とし

て長く用いられてきた. その一方で, 複数種類の送粉者によって訪花される特

殊化していない植物も多数存在する. こうしたことから「送粉シンドローム」に

代わり, 植物－送粉者の共生関係を定量的に予測するモデルが必要であると考

えられる. そこで本研究では, 送粉者の視覚と花形質を用い, 送粉者がどのよう

な植物を利用するのか選択確率を推定し, 訪花する送粉者の割合とその強度を

定量的に評価した. 

 調査は 2010年 4月から 2011年 10月にかけて, 主に東邦大学習志野キャンパ

スで行った. 開花している植物の中から対象種を決め, 送粉者を５つの機能群

（ハナバチ, カリバチ, ハナアブ, ハエ, チョウ）に分け, それぞれの訪花個体数

を 15 分間程度記録した. 植物の花形質として, 花形態, 花弁色, 周辺環境とし

て植物の優占度, 日当たり, 周辺昆虫量を同時に記録した. 花形態は送粉様式に

基づき, 露出, 集合, ブラシ, 這い込み, 操作, 下向きの 6形態に分類した. 花弁

色はスペクトロメータを用いて花弁の色の反射率を測定し, 機能群ごとの色覚

モデルに当てはめ, 昆虫ごとの色覚の違いを考慮して解析に用いた. 優占度は

咲いている花の被度を, 日当たりはその花に日が当たっているかを記録した. 

周辺昆虫量はカウントの前後 1時間以内に調査地の昆虫の数を 10分間カウント

した値を周辺昆虫量の指標として用いた. 

野外調査により収集した 50 種の植物のデータを用い, 送粉者の機能群ごとに

花形質と周辺環境から植物の選択確率を推定するモデルを作成した. モデル選

択の結果, ハナバチは花弁色, 優占度, 日当たりの 3 要因, カリバチは花形態, 

花弁色, 優占度の 3 要因, ハナアブは花形態, 優占度の 2 要因, ハエは花形態, 

花弁色, 優占度の 3 要因, チョウは花形態, 花弁色, 日当たりの 3 要因によって

植物の選択確率が決まるというモデルが選択された. さらに, 推定された選択

確率を用いて送粉者の訪花割合の予測を行い, 実測値と比較することで予測精

度を調べ, 本研究の予測モデルの有用性について評価を行った. 



送粉者に対する捕食が送粉共生系における共種分化を引き起こす 

 

香川 幸太郎（東邦大学大学院・理論生態学研究室） 

 

送粉共生系がもつ多様な相互作用は, 古くから生態学者たちを魅了してきた. 

これまでになされた多くの実証研究から, 植物と送粉者の共進化が多様な共生

関係の進化を促進することが示唆されている. その一方で, 送粉相互作用の進

化が多様化を引き起こすメカニズムを理論的に解析した研究は少ない. 

 これまでになされた理論研究は, 植物と送粉者の相互作用だけを考慮してい

る. しかし, 実際の送粉共生系においては, カニグモなどに代表される花上で送

粉者を待ち伏せする捕食者が普遍的に存在し, 送粉者の行動や密度の変化を介

して, 植物の適応度に影響を与えることが知られている. また, 捕食者の存在が

被食者の多様化を促進することが様々な分類群において知られている. 従って, 

捕食者の存在は, 多様な送粉相互作用の進化を引き起こす要因になり得る. そ

こで, 本研究の目的は「送粉者に対する捕食者の存在が植物と送粉者の共種分化

を促進する」という仮説を理論的に検証することとした. 

 この仮説を検証するために, 植物，送粉者，捕食者からなる系の個体ベースモ

デルを開発し, コンピューターシミュレーションを行った. モデルでは, 植物の

開花時期，送粉者と捕食者の活動時期という形質の進化をシミュレートした. 開

花時期と活動時期は, 植物―送粉者相互作用，捕食者―被食者相互作用，生殖相

互作用の全てを決定づける形質である. 捕食者のいない送粉共生系に待ち伏せ

型の捕食者が侵入するというシナリオをシミュレーションした. 捕食者の侵入

の結果, 植物の開花時期と送粉者の活動時期がより早い（あるいは, 遅い）時期

へとシフトした場合, 異なる群集間で異所的種分化が生じる. なぜなら, ある群

集で開花時期・活動時期が変化した植物と送粉者は, 親種との間に時間的な生殖

隔離が成立するためである. また, 植物・送粉者の開花時期と活動時期が, 単一

の群集内で早いものと遅いものの 2タイプに分化した場合, 同所的共種分化が

成立する. 

 シミュレーションの結果, 捕食者の侵入後に, 植物の開花時期と送粉者の活

動時期が対応しながら進化し, 同所的共種分化および開花時期と活動時期のシ

フトが生じ得ることが明らかになった. 捕食者が侵入しない場合でも共種分化

や不完全な共種分化が見られることがあったが, 捕食者が侵入する場合の方が

共種分化はずっと起きやすくなった. また, 条件を様々に変化させて同様のシ

ミュレーションを行った結果, 捕食者がいる場合の方が, より広い条件で共種

分化および開花時期と活動時期のシフトが生じることが明らかになった. これ

らの結果から, 捕食者の存在は送粉共生相互作用を多様化させると結論された. 



生物攪拌者ヤマトオサガニが 

河口干潟の埋在性マクロベントス群集に及ぼす影響 

 

田中 裕一（東京大学大学院・水域保全学研究室） 

 

ヤマトオサガニMacrophthalmus japonicus（甲殻綱 十脚目 スナガニ科）は

日本各地の河口域の泥干潟に分布する造巣性の大型甲殻類である. 本種はしば

しば高い個体数密度で生息し, 巣穴を頻繁に更新するため, 国内の泥干潟生態

系の主要な生物攪拌者と考えられ, その活発な生物攪拌は埋在性のマクロベン

トス（大型底生生物）群集の分布に影響を及ぼすと考えられる. そこで, 本研究

では東京湾多摩川河口干潟において, 野外調査で本種と埋在性マクロベントス

の分布の相関関係を明らかにし, 野外操作実験でその相関関係が本種によるも

のかどうかを検証した. 

 野外調査は 2010年 5, 7, 9月に調査地内 9地点において行い, 本種の個体数密

度および体サイズ組成, 埋在性マクロベントス各種の個体数密度, 底質環境を

調べ, それらの相関を RDA（redundancy analysis 冗長性分析）によって調べ

た. 野外操作実験は 2010年と 2011年の夏に行った. 目合い 12 mmの金属製ケ

ージ（50 cm×50 cm×40 cm）を用い, カニ排除区（深さ半分まで地中に埋まる

ようケージを設置し, ケージ内のカニを除去）, ケージ対照区（ケージは設置す

るがカニは除去しない）, 対照区（ケージの設置もカニの除去もしない）の 3つ

の操作区を設けた（2010年は各 n=3, 2011年は各 n=4）. 実験開始から約 1ヶ

月後に, 2010年は埋在性マクロベントス各種の個体数密度を調べ, 2011年は埋

在性マクロベントス各種の個体数密度と一部の種の体サイズ, 底質環境を調べ

た. 

野外調査の結果, 本調査地では, 本種の多い場所では二枚貝のヤマトシジミ

Corbicula japonica や多毛類のカワゴカイ属の一種 Hediste sp.が少ないことが

明らかになった. 野外操作実験の結果, ヤマトシジミとカワゴカイ属の一種の

個体数密度がカニ排除区で増加した. このことは, 本種がこの2種の個体数密度

を減少させたことを示す. この 2 種の個体数密度の変化を体サイズ別にみると, 

ヤマトシジミの小型個体とカワゴカイ属の一種の大型個体の個体数密度がカニ

排除区で増加した. このことから, 本種は, ヤマトシジミでは小型個体の, カワ

ゴカイ属の一種では大型個体の, 個体数密度を減少させたと考えられる. また

底質環境については, chl-a量がカニ排除区で高かった. 干潟の chl-aのほとんど

は底生珪藻に由来することから, 本種は底生珪藻の現存量を減少させたと考え

られる. 底生珪藻は多くの埋在性マクロベントスの餌資源であることから, 本

種は餌の減少を介して埋在性マクロベントスの分布に影響を及ぼすのかもしれ

ない. 



台風通過が亜熱帯外洋生態系に及ぼす影響 

 

安木 奈津美（東京大学 大気海洋研究所・浮遊生物分野研究室） 

 

【背景】 全海洋の約 6割を占める亜熱帯外洋域は, 年間を通して, 植物プラン

クトンが少ない「海の砂漠」と考えられてきた. 近年, 台風通過に伴って, 一時

的に植物プランクトンが増殖する現象（ブルーム）が観測されるようになった. 

しかし, 台風通過時に現場に行くことができないため, 現在までの研究は, 衛星

や数値モデルを中心とした研究であった. 従って, 台風通過に伴う, 現場での生

態系（食物網構造と栄養塩環境）の応答が, 明らかとなっていない. そこで本研

究は, 台風通過に伴う生態系の応答を明らかにするために, 台風通過後の環境

を再現した船上培養実験を行った. 

【手法】 台風が高頻度で通過する, 東シナ海およびフィリピン海にて, 試料採

集と培養実験を行った. 培養実験では, 台風通過後の環境を想定して, ①混合区

（台風による海水の鉛直混合を想定し, 亜表層水と表層水を混合して培養する

区画）および, ②湧昇区（台風による亜表層水の湧昇を想定し, 亜表層水のみを

培養する区画）の 2つの処理区を設定した. これらの区画に加えて, ブルーム形

成の“種”として働く群集（シード・ポピュレーション）が, 表層水中に存在する

かを検証するために, 表層水に栄養塩類を添加した区画（添加区）を設定した. 

台風通過時の環境を再現するために, 光量は表面自然光の 30%, 水温は海面水

温より 3℃低く設定し, 培養した. 各処理区から採水し, 栄養塩類, 植物プラン

クトン, 動物プランクトンおよび, バクテリアの動態を計測した. 

【結果・考察】 本実験から, 亜熱帯外洋域では非常に珍しい大型珪藻類が, ブ

ルーム形成に寄与することが分かった. 更に, これらの珪藻類は深層に沈降し, 

大型動物プランクトンや, 仔魚の貴重な餌になると推定された. 従って, 台風通

過に伴うブルームは, 亜熱帯の生物の利用可能な資源を増やし, 「海の砂漠」亜

熱帯において, 「オアシス」として機能すると考えられる. 

 更に, 添加区においても珪藻類が増加したことから, ブルームを形成するシ

ード・ポピュレーションは, 亜熱帯の海洋表層の広範囲にわたって, 存在するこ

とが分かった. また, このシード・ポピュレーションは, 栄養塩供給に即座に応

答, 増殖することが示された. よって, 表層に存在するシード・ポピュレーショ

ンは, 台風のような時空間的に不均一な撹乱による栄養塩供給を「待つ」という

生存戦略を取っていると考えられる. 従って, 台風だけに限らず, 他の時空間的

に不均一な撹乱（黄砂の降下や, 島回りの地形効果など）も, 珪藻ブルームを引

き起こすと推定され, このような撹乱も, 「オアシス」として機能する可能性が

高い. 以上を踏まえると, 亜熱帯外洋域では, 時空間的に不均一な撹乱が, 生物

生産の維持に重要な役割を担う可能性が示唆される. 



夏季の北日本沖合海域におけるカタクチイワシ稚魚の生残 

 

張 愷（東京大学大学院・資源生態分野） 

 

「背景と目的」カタクチイワシ Engraulis japonicus は重要な水産資源であり, 

その漁獲量は過去 20年間に大きく変動してきた（10～40万トン）. その要因の

一つに, 黒潮・親潮移行域（以下, 移行域）に分布する稚魚の生残率が大きく変

動することが挙げられる. 移行域に分布している稚魚は, 夏季（6～9月）に親潮

域へと北上し（北上回遊）, この過程での生残が資源量に影響を与えると考えら

れている. しかし, 北上過程でどのような生態学的な特徴を持つ個体が生残す

るのかはわかっていない. 本研究では, 初夏（5～6月）に移行域に分布していた

稚魚と晩夏（9～10月）に親潮域に分布していた成魚の成長履歴を比較すること

より, 北日本沖合海域におけるカタクチイワシ稚魚の生残過程を明らかにする

ことを目的とした. 

 

「材料と方法」 2010年 5～6月に常磐・三陸沖合海域（143～161°E, 35～40°N）

において北上回遊中の稚魚を, 2010年 9～10月に三陸・道東沖合海域（142～

147°E, 37～43°N）および千島列島沖合海域（155～168°E, 42～48°N）におい

て北上回遊後の成魚を採集した. 前者を北上群とし, 後者を到達群とした. 

カタクチイワシの頭部には「耳石」という器官が存在する. 耳石には 1日 1

本の頻度で同心円状の輪紋が形成される. 輪紋の数によってカタクチイワシの

「日齢」を推定することができる. 仔稚魚期において, 耳石半径（耳石の核から

縁までの最大距離）と体長の間には正の相関関係があり, 1日当たりの耳石半径

増加量によって体長増加量の推定が可能である. 以上の知見に基づき, 本研究

では, 日齢の増加に伴う耳石半径の変化を成長履歴とし, 北上群と到達群の成

長履歴を比較した. 

 

「結果と考察」北上群と到達群の中で, 2010年 3～5月に生まれた個体が多かっ

た. それらの成長履歴を比較すると, 常磐・三陸沖の 145°E以東に分布していた

北上群と千島列島沖に分布していた到達群は, 40日齢までの成長履歴が近似し

ていたが, その後は到達群の耳石半径が有意に大きかった. また, 145°E以西に

分布していた北上群と三陸・道東沖に分布していた到達群は, 60日齢までの成長

履歴が近似していた. 以上の結果から, 常磐・三陸沖の 145°E以東に分布してい

た稚魚群の中で, 40日齢以降の成長が速い個体のみ生き残り, 千島列島沖に分

布していた成魚群を構成したと考えられる. 一方, 145°E以西に分布していた稚

魚は, 三陸・道東沖に分布していた成魚と類似していた成長速度を持ち, 60日齢

までの成長速度に依存せずに生き残ったことが示唆される. 



アサリの摂餌と消化に関する研究 

 

伯耆 匠二（東京大学大学院・資源生態分野） 

 

アサリの生態には未解明な部分が多く, 特に食性に関する知見は極めて少な

い. アサリは, 水中に懸濁している珪藻類などの微細藻類を主餌料としている

と考えられているが, それらのうちどのようなものがアサリにとって好適な餌

料かはこれまで全く検討されてこなかった. 本研究では, 細胞殻の堅さの異な

る珪藻種をアサリに単一給餌し, アサリの消化管内における消化率（細胞殻分解

率）を調べ, 細胞殻の堅さによる珪藻種の餌料価値の違いを検討した. 一方, 珪

藻種間における細胞殻分解率を正確に比較検討するためには, アサリの摂餌や

消化が活発化する時間帯に合わせて給餌実験を行う必要がある. そのため, 上

記の給餌実験に先立ち, アサリの摂餌行動や消化活動の周期性を検討した. 

アサリの摂餌行動の周期性を検討するため, アサリを明暗周期 12L:12D の無

給餌止水条件下において, 72 時間にわたり 2 時間に 1 度の頻度で水管の伸出行

動を観察した. その結果, アサリの水管の伸出行動は明暗周期と同調しており, 

暗期に活発になり明期には不活発になることが明らかになった . 続いて , 

12L:12D の明暗周期を消失させて, 全明あるいは全暗に保った条件下において

同様の観察を行った結果, 明暗周期の消失後も行動の周期性は持続した. 

アサリの消化活動の周期性を検討するため, 二枚貝の消化管内に存在する桿

晶体と呼ばれる消化酵素を含むゼラチン質の構造の状態変化を経時的に調べた. 

明暗周期 12L:12D の無給餌止水条件下に置いたアサリを, 24時間にわたり 2時

間に 10個体ずつ取り上げて解剖し, 桿晶体の状態を調べた. 取り上げの際には, 

水管伸出行動の有無を個体毎に記録した. その結果, 水管伸出個体の桿晶体は

硬く, 閉殻個体の桿晶体は溶解・消失していることが明らかになった. 

生活型や細胞殻の堅さの異なる 4 種の珪藻, すなわち細胞殻が堅い底生珪藻

としてNavicula ramosissimaおよびNavicula sp.を, 細胞殻が脆い付着珪藻と

して Cylindrotheca closterium を, 浮遊珪藻として Chaetoceros salsugineum

をアサリに単一給餌し, 各珪藻種の消化管内における消化率（細胞殻分解率）を

測定した. その結果, どの珪藻種の細胞殻分解率も 90%以上と高く, アサリは, 

取り込んだ珪藻細胞の大部分を破砕できることが明らかになった. 

本研究の結果, アサリは, 体内リズムに規定された明確な日周性を持ち, その

摂餌行動は夜間に活発化することが明らかになった. 摂餌行動と同調して桿晶

体は硬化し, その際, 消化活動が活発化すると考えられた. 取り込んだ珪藻細胞

の破砕には, 硬化した桿晶体が関与していると推察される. 細胞殻の堅さに関

わらず細胞殻分解率が一様に高かったことから, アサリは, 細胞殻の堅い珪藻

種も, 脆い珪藻種と同様に栄養源として利用可能と考えられる. 



海洋環境中における有機凝集物の 

沈降速度の支配要因としての付着細菌の役割 

 

山田 洋輔（東京大学大学院・大気海洋研究所 生元素動態分野） 

 

[はじめに] 海洋中では海藻や浮遊性藻類, 原生生物, 細菌, 甲殻類などから放

出される高分子ポリマーが多量に存在し, これらが自発的に凝集することで凝

集物が生成される. これらの凝集物は動物プランクトンや魚の餌, 微生物の増

殖基質となり, 海洋中の食物連鎖において重要な役割を担っている. さらに, 凝

集物には沈降することで物質を海洋の深層へ運ぶ役割もある. 凝集物の生成, 

輸送, 分解過程の理解は海洋生態学や海洋生物地球化学において, 重要な研究

テーマの 1つである (Azam et al. 2001). 

海洋細菌は凝集物の表面や内部に付着する (Azam et al. 2007). これらの付

着細菌の作用は凝集物の化学的, 物理的性質に大きく影響することが知られて

いる (Passow 2002). しかし, 付着細菌が凝集物の沈降速度に及ぼす影響は完

全には明らかにされていない. 

[方法] 本研究ではモデル凝集物を作

製・培養し, 細菌の付着数が異なる凝集物

(AGG0.8, AGG0.2) を作製した. これらの測

定・比較により, 細菌の付着がモデル凝集

物の沈降速度に与える影響とそのメカニ

ズムの検討を行った.  

[結果・考察] モデル凝集物は常に安定し

た粒径と形状をもち, AGG0.8 の付着細菌

数は AGG0.2 の 3～10 倍であった. そし

て, 沈降速度は AGG0.8 の方が AGG0.2 よ

りも遅く, AGG0.2 の 0.2 ～0.5 倍であっ

た (図 1). さらに, AGG0.8 の空隙率は 

AGG0.2 よりも高かった. これらの結果よ

り, 付着細菌は凝集物の空隙率を上げるこ

とで, その沈降速度を低下させると示唆された. 

[おわりに] 本研究は細菌の付着が凝集物の構造的な変化 (空隙率の増大) を

介して, 凝集物の沈降速度を低下させるということを初めて示したものである. 

この知見は海洋における炭素循環およびその他の物質の輸送や食物連鎖を考え

る上で重要である. 本研究は物質循環や物質輸送モデル作製の際に考慮すべき

新たな概念を見出したものと考える. 
[参考文献]   Azam,F., F.Malfatti. 2007. Nature Reviews Microb. 5: 782-791.  

Azam,F., R.A.Long. 2001. Nature 414: 495-498.    Passow,U. 2002. Progress in Oceanogr. 55: 287-333.  



北太平洋産ミンククジラにおける骨盤および後肢痕跡 

に関する形態学的研究 

 

宮川 尚子（東京海洋大学大学院・鯨類学研究室） 

 

鯨類は陸上起源の水棲哺乳類で祖先は四肢動物であったが, 生活圏を水圏に

移行する過程で後肢を消失した. 現生鯨類では外観から後肢の存在を確認する

ことはできないものの, 後肢を支えていた骨盤の骨が痕跡的に体内に存在して

いる（以下これを骨盤痕跡とする）. さらに鯨種によっては後肢骨格の一部であ

る大腿骨や脛骨の痕跡を保有している. 過去の研究事例からこの骨盤痕分類形

質として利用できる可能性が示唆されているが, 現生鯨類の骨盤痕跡について

の情報は極めて少なく, その形状や鯨体内での位置, 配置などの基本的な情報

ですら不足している. また, 骨盤痕跡は成長に伴い, 軟骨から硬骨に骨化するこ

とが知られているが, 過去の研究では硬骨のみを対象としており, 軟骨部を留

意していない. そこで本研究では北太平洋産ミンククジラの骨盤および後肢痕

跡について軟骨部を留意して形態学的研究を行い, 北太平洋産ミンククジラの

骨盤痕跡について包括的知見を得ると共に鯨類の分類および系群変異, 鯨類の

進化, 特に後肢の消失機構の解明に貢献することを目的とした. 

 本研究では日本政府の与える許可のもと実施されている第二期北西太平洋鯨

類捕獲調査の沿岸域調査のうち, 2009年度から2010年度の調査で捕獲されたミ

ンククジラ 223 頭（雌 101 頭, 雄 122 頭）の骨盤痕跡を材料として用いた. 鯨

体から骨盤痕跡周辺部位を切り出した後, 筋肉等の観察を行い, 肛門から骨盤

痕跡までの距離を計測した. また, 骨盤痕跡において長さ, 幅, 厚さなどの計 12

項目について計測を行った. 

北太平洋産ミンククジラの骨盤痕跡は雌雄に関わらず, 鯨体の尾側から体長

の約 28％の部位に場所に位置していた. 骨盤痕跡の形状は, 頭部側が棒状で, 

尾部側では側部に張り出しが見られ, 細長い三角形を呈する. 小型個体では雌

雄問わず板状の扁平な骨であったが, 大型の雄個体では骨の中央部から“ねじれ”

が生じて側部の張り出しが背側に立ち上がるか, “ねじれ”は生じないが成長に伴

い厚さを増し, 尾部側は板状ではなく柱状になる. しかし, 雌では大型個体であ

っても小型個体同様の扁平状のままであるなど, 骨盤痕跡の基本的形状に雌雄

差があることが判明した. さらに既報データも含めると側部の張り出しの位置, 

厚さ, 長さで鯨種による大きな差が認められ, 過去の研究同様骨盤痕跡が分類

形質として利用できる潜在性を示した. また, 周辺組織のマクロ解剖から, 骨盤

痕跡には様々な種の筋肉が付着し, 特にオスでは成長とともに発達する坐骨海

綿体筋の基部となっていたことが判明し, 生殖行動との機能的関連が示唆され

た. 



特異的プライマーを用いた PCR解析による 

サクラソウに寄生する黒穂菌の挙動解明 

 

紙谷 幸子（筑波大学大学院・植物寄生菌学研究室） 

 

背景と目的 

日本各地に自生する多年生植物であるサクラソウは, 近年, 生育環境の変化

や乱獲により絶滅が危惧されている . 黒穂菌の一種である Urocystis 

tranzscheliana（以下, 本菌とする）はサクラソウに寄生し, サクラソウの葯の

柄で無性的な胞子である分生子を, 子房内部で黒穂胞子を形成する. 本菌はサ

クラソウの種子生産を妨げるため, サクラソウ個体群の動態に影響を与えてい

る可能性があるが, 詳細な研究は行われていない. そこでサクラソウと本菌の

生態的相互関係を明らかにするために, 本研究ではサクラソウ体内における本

菌の挙動を解明することを試みた. 宿主組織内における植物寄生菌の存在部位

は, 従来菌類特異的な染色によって調査されることが多かったが, 近年ではよ

り特異性の高い手法が求められている. そこで本研究では(1)本菌に特異的な

PCRプライマーを開発し, (2)特異的プライマーを用いた PCR解析により, サク

ラソウ組織内における本菌の挙動を解明することを目的とした. 

 

特異的プライマーの開発 

特異的プライマーの開発のため, 本菌の ITS 領域のシークエンス解析を行っ

た. ITS領域は菌類の特異的プライマー開発に一般的に用いられている領域であ

る. 本菌と近縁種の ITS 領域配列を比較し, 本菌に特異的な塩基を基にプライ

マーを設計した. このプライマーは本菌の目的配列を安定して増幅した. また

特異性試験の結果, このプライマーは宿主であるサクラソウや近縁な植物寄生

菌の DNA は増幅しなかった. 以上の結果から, このプライマーを用いた PCR

解析により, サクラソウ組織中から本菌を検出できることが示された. 

 

サクラソウ組織の PCR 解析 

本研究で開発した特異的プライマーを用いて, サクラソウの PCR 解析を行っ

た. サクラソウは開花期のものを用いた. PCR解析の結果, 本菌は胞子が形成さ

れている花器だけでなく, 花茎や地下茎からも検出された. また, 感染株と同じ

ジェネットの個体について調査したところ, これらの個体の地下茎からも本菌

が検出された. 以上の結果から, 本菌はサクラソウの花器だけではなく地下茎

にも存在しており, 地下茎から出た芽に直接侵入することにより, 次世代個体

に感染することが示唆された. 



ヤブツバキ落葉分解に関わるリティズマ科菌類の 

生活史特性とその地域的変異 

 

松倉 君予（東邦大学大学院・湖沼生態（鏡味）研究室） 

 

カビやキノコに代表される菌類は, 生態系の分解者や動植物への寄生者もし

くは共生者として重要な役割を担う. そのため, 菌類の分布を制限する要因を

明らかにすることは, 環境変化に伴う生態系機能の変化を予測する上で重要で

あると考えられる. しかし, 微生物である菌類は一般に肉眼観察が容易でなく, 

生物量を把握することが困難な場合が多い. そのため, 定量的な評価に基づい

て地理的分布を制限する要因を明らかにした研究例は少ない. 

ヤブツバキ葉上に生息するリティズマ科菌類は, 主要なリグニン分解者とし

て知られ, 分解に伴い落葉表面を白色化（漂白）するという特徴を有する. その

ため, 各種が占めるコロニーの面積（コロニー面積）を測定することで, 生物量

を把握することができる. これまでに, 国内の 22 調査地点で本科菌類の種組成

とコロニー面積を比較した結果, 少なくとも 3 種の本科菌類｛Coccomyces 

sinensis（以下 CS）, Coccomyces sp.（CP）, Lophodermium sp.（LS）｝が生

息し, 種毎の分布域及びリティズマ科菌類全体のコロニー面積における各種の

相対的な占有割合（種間占有比）が異なることが明らかになっている. 

本研究では, これらの結果と各菌種の生活史特性の関連性を検討することを

目的とした. 調査は, 千葉県松戸市（浅間神社）, 同県館山市（那古寺）, 東京

都大島町（大島公園）のヤブツバキ自生林で行った. これらの調査地では本科菌

類の種組成と優占種が異なる. すなわち, 松戸は CS のみが分布, 館山は CS が

優占し, CP, LSも分布, 大島は LSが優占し, CSも分布している. 2011年 6月に

各調査地でヤブツバキの新規落葉 50枚を採取し, 10枚ずつ糸でつないだものを

林内5地点に設置した. また同様に, 各調査地で採取した落葉を他の調査地にも

設置した（置き換え実験）. 2011年 7月から 10月まで 1か月毎に, 落葉上の本

科菌類のコロニー面積と子実体数を測定することにより, 各調査地における種

毎の生活史特性を評価した. 調査の結果, CS については, コロニー面積と子実

体数の増加パターンが各調査地で異なり, 置き換え実験においても同様の結果

が得られた. LS については, 大島で採取した落葉の置き換え実験で, 松戸の子

実体形成が館山や大島と比較して 2 か月遅れることが分かった. この結果に加

え, 大島で採取した落葉の置き換え実験においては, 種間占有比が調査地間で

変化し, 松戸では CSの割合が大島よりも高くなることが示された. 

これらの結果は, 落葉後の環境条件に依存して子実体の形成時期や種間占有

比が変化することを示しており, 生活史特性の変異と本科菌類の地理的分布と

の関連性を示唆している. 



4種の林相におけるA0層の分解と養分動態特性 

Characteristics of A0-layer decomposition and nutrient dynamics 

in different forest types 

 

佐々木 道子（東京農工大学・森林生態学研究室） 

 

 鉱質土層表面の堆積有機物A0層は森林の物質循環において重要な役割を持っ

ている. 以下の調査を設定し, A0 層の分解と土壌への浸透について明らかにし

た. 

1) 従来, A0層は L, F, H層に画分されている. 本研究では, 針葉樹人工林 (スギ, 

ヒノキ) と落葉広葉樹二次林 (ミズナラ, ケヤキ) において, A0 層を分解程度

と大きさによって 6段階 (L-F1, F2, F3, F4, HA1, HA2) に詳細に画分し, 炭

素,窒素およびリン濃度の測定をした. 

2) 各林分の A0 層から鉱質土層に浸透する有機物を捕捉し, その大きさと養分

を調べた. 

3) リターの質が A0 層の分解に及ぼす影響を同じ立地環境において調査した. 

上記の４林分において, リターを 4×4ｍの広さで交換した. リター交換の組

み合わせは, ヒノキとミズナラ, スギとケヤキの 3種類である. 

その結果, 以下に示す知見が得られた. 

1) A0層で多く含まれた画分は,ヒノキ林では F3，F4 画分, ミズナラ林では F2, 

F3 画分, スギ林とケヤキ林は共に HA2 画分だった. A0層の各画分の N 濃度

は全ての林分で分解初期では増加し, その後減少し, N不動化から純N無機化

への移行が捉えられた. N 濃度が最大となる画分は林分によって異なった. 

C/N 比は N 濃度が最大の画分を過ぎると 20 未満となった. 以上のことから, 

N不動化から純N無機化へ移行するA0層の画分は, 供給リターによって異な

ることが示唆された. 

2) 捕捉された浸透有機物の多くは F4画分以下だった. 

3) リター交換後一年で, 交換したリターはすべての林分で F3及び F4画分に分

解され, 元々分解されていた有機物と混ざっていた. これは, おそらく新鮮リ

ターは１年以内に F3または F4にまで素早く分解されるが, F3画分以下の分

解された有機物は, それ以降の細かい画分への変化は遅く, 少なくとも一年

以上かかるためである. 



土壌栄養塩が不均質に分布する環境で, 栄養塩パッチの 

出現時期の違いが植物の成長に及ぼす影響 

 

松井 萌恵（首都大学東京大学院・植物生態学研究室） 

 

 野外では, 土壌栄養塩は, 空間的に不均質なパッチ状に分布する. 植物の根は, 

栄養塩パッチに選択的に配置され, 栄養塩獲得に寄与することが知られている. 

一方, 栄養塩パッチは, 数日〜数十日間存続し, その空間分布は変化する. また, 

植物の栄養塩要求は成長段階により変化するので, 栄養塩パッチの植物への影

響も変化すると推測される. そこで, 本研究では, パッチ出現時期の違いが植物

の成長に及ぼす影響を, 2 つの栽培実験により検討した. 実験 1 では, アサガオ

（Ipomoea tricolor Cav.）を用いて, パッチの出現時期の違いが植物に及ぼす影

響を検討した. この影響は, 植物が利用可能な栄養塩総量により変化すると考

えられる. そこで, 実験 2 では, パッチ出現時期と栄養塩総量の組み合わせが植

物に及ぼす影響を, 2種（アサガオ・ホソムギ（Lolium perenne L.））を用いて

検討した. 

 実験 1では, 栄養塩分布パターンとパッチ出現時期（定植後 0日目,20日目,40

日目）を要因とした. また, パッチ出現時期により生育期間中に植物が利用可能

な栄養塩量が異なる事を考慮するために, 処理間で栄養塩総量が一定の条件と

溶出量が一定の条件を設けた. 実験 2 では, 栄養塩分布パターン, パッチ出現時

期（アサガオ：0日目,22日目,44日目, ホソムギ：0日目,21日目,42日目）, 栄

養塩総量（貧栄養,富栄養）を要因とした. 1個体の実生を鉢の中心に定植後, 約

3 週間毎に全ての処理について刈取り, 各成長段階で, 収量と根の分布様式を処

理間で比較した. 

 実験 1 では, パッチ出現時期による収量の違いは見られなかった. しかし, パ

ッチ出現時期により根の分布様式が異なった. 実験2では, パッチ出現時期によ

り収量は変化し, 栄養塩総量によっても異なった. 富栄養でパッチ出現が0日目

の処理は, 両種とも, 根の選択的配置は生じず, 収量が最も小さかった. 一方, 

貧栄養では, 根の選択的配置が生じた処理で, 収量の増加がみられた.  

また, パッチ出現後に根の選択的配置が生じるまでの期間が種により異なった.  

 以上から, 栄養塩パッチが植物の成長に及ぼす影響は, パッチ出現時期と利

用可能な栄養塩量および種間で異なる事が明らかになった. 栄養塩分布が不均

質だと, あるパッチ出現時期と栄養塩総量の組み合わせの下で, パッチ内への

根の選択的配置が生じる場合がみられた. 根の選択的配置が生じれば, 植物の

収量が異なるため, 栄養塩パッチの植物への影響が変化したと考えられる. 土

壌栄養塩の不均質性の影響を検討するには, 植物が栄養塩パッチを利用できる

時機を考慮する必要がある. 



落葉樹林構成種の近畿・中国地方にみられる遺伝的境界線の検出 

 

戸野 晶喬（首都大学東京大学院・植物系統分類学研究室） 

 

日本列島の複数の植物種で, 近畿～中国地方には東日本と西日本にそれぞれ

高頻度に分布するハプロタイプが分布を接する遺伝的境界の存在が示唆されて

いる. 近畿～中国地方には植物だけでなく, 哺乳類, 昆虫類などの動物でも遺伝

的境界の存在が報告されており, この地域に何らかの遺伝子流動を妨げる要因

が存在する可能性が考えられる. そこで本研究では, そのような要因が何かを

明らかにするために, まず, 落葉樹林構成種における近畿～中国地方での遺伝

的境界の位置を詳細に調査し, その結果を元に遺伝的境界が形成・維持される要

因を検討した. 

そのために, まず岩崎ら（Iwasaki et al. 2010, 2011）の先行研究で, 近畿～

中国地方に遺伝的境界がみられることが示唆されていた 6 つの植物種, ウワミ

ズザクラ, アカシデ, イヌシデ, クマシデ, ツリバナ, ホオノキについて, 近畿

～中国地方を網羅するそれぞれ 60, 65, 61, 53, 46, 55の集団から採集し, 葉緑体

DNA 非コード領域の塩基配列を決定した. そして, 得られた各ハプロタイプの

分布データから近畿～中国地方における遺伝構造を詳しく調べた. さらに, 得

られた 6種の遺伝構造の情報を元に, BARRIERと SAMOVAという解析用ソフ

トを用いて客観的に遺伝的境界を検出した. 

その結果, これら 6種で実際に境界がみられ, その境界が比較的明瞭な種（ア

カシデ, イヌシデ, クマシデ）と, 不明瞭な種（ウワミズザクラ, ツリバナ, ホオ

ノキ）がみられた. 前者は種子が風散布, 後者は鳥散布だったので, 種子散布様

式の違いがこのような違いに関与している可能性がある. 

ツリバナを除く 5 種の間で, 京都府～兵庫県に共通して遺伝的境界がみられ

た. この遺伝的境界と気候を比較したものの, 特に関連性は見られなかった. 次

に落葉樹林の遺伝子流動を妨げる要因として, 草原とアカマツ林に注目した. 

草原やアカマツ林が発達する場所には, 落葉樹林は侵入できないので, これら

が発達する場所は落葉樹林にとっては遺伝子流動の障壁になる可能性があると

考えた. また草原が維持されるには定期的に火入れが行われる必要があり, 火

入れがあったところには黒墨土が分布しているといわれている. そこで遺伝的

境界と黒墨土やアカマツ林の分布を比較したところ, 全てではなかったものの

一部分で重なっていた. 

発表ではこれらの結果を元に, 遺伝的境界がどのように形成され維持されて

きたのかについて考察する予定である. 



ニホンジカの採食を受けた奥日光の森林におけるササ枯死後 

の林床植生の分布について 

 

今福 寛子（東京農工大学・植生管理学研究室） 

 

はじめに 

近年, 全国的にニホンジカが増加しており, 植生の荒廃が問題になっている. 

栃木県奥日光千手ヶ浜は特にシカの強い採食を受け, 全面的なササ枯死が発生

した地域である. 本研究では, 栃木県の奥日光千手ヶ原の森林において, (1)相観

植生図を作成し, シカの採食圧を受け, 植生の変化が発生した後の林床植生の

分布を把握すること, (2)林床優占種の違いによってどのような種組成の違いが

あるか把握することを目的として調査を行った. 

 

方法 

千手ヶ原周辺の相観植生図を作成し, 林冠優占種ごとの林床優占種の優占面

積及び割合を求めた. また 2011 年に 48 箇所の植生調査を行い, 2009 年に調査

された 3箇所を追加した合計 51箇所の調査結果を, 林冠優占種及び林床優占種

ごとに区分し, 同じ林冠優占種かつ異なる林床優占種のスタンド間で生態的特

性ごとの出現種数を比較した. 

 

結果・考察 

相観植生図において, カラマツ林下にのみ, ヒメスゲが林床優占種である地

域が分布していた. またハルニレ林下では大部分のマルバダケブキが林床優占

種である地域が分布しており, 河川に沿う形で分布していたなどの特徴がみら

れた. シロヨメナが林床優占種である地域は, 林冠優占種を問わずもっとも多

かった. 

同じ林冠優占種かつ異なる林床優占種のスタンド間で出現種の生態的特性の

違いを比較したところ, カラマツ‐ヒメスゲスタンド及びミズナラ‐低植被率

スタンドは, 同林シロヨメナスタンドよりも木本種の出現種数が多く, 全体の

出現種数及び多年生草本の出現種数が少ない傾向にあった. ハルニレ林下では

マルバダケブキ優占スタンドの方がシロヨメナ優占スタンドと比較して出現種

数が多い傾向があったが, それ以外には有意差がみられる違いはみられなかっ

た. 

以上をまとめると, ササ枯死後の千手ヶ原では, ヒメスゲ, シロヨメナ, マル

バダケブキなどシカの採食圧に適応できる種の優占がみられたが, その分布に

は特徴がみられた. 異なる林床優占種スタンド間の種組成の違いの原因には, 

林床優占種の背丈による日射量の違いや防衛ギルドの有無が考えられる. 



 

M 1 2 3 

多摩川における約 20年間の群落複合の分布パターン変遷 

 

篠原 光礎（東京農工大学農学府・植生管理学研究室） 

 

 植物群落についての研究の一つに, 一定区間において複数の群落が何らかの

傾向をもって一緒に出現することが過去の研究で明らかになっており, この群

落の集合体を群落複合としている. この群落複合を調べることで広範囲の調査

地域の景観がどのようなものかを明らかにすることができる. しかし河川での

群落複合分布と地形特性との関係性を明らかにした研究例は少ない. そこで本

研究では堰が設置されて長期間経過した東京都多摩川において, 現在と過去の

群落複合の分布パターンと河川の特性との関係をそれぞれ把握し比較すること

で河川の群落複合の構成・分布の変化とその要因を明らかにすることを目的と

した. 

2010～2011年, 1992～1994年に出現した群落を上流から下流までの 21地点

で記録し群落複合の類型化を行った. また群落複合と河川の地形的特性との関

係を調べるためにセグメント（河床勾配＋河口からの距離）・川幅・調査地面積・

高水敷面積・堰からの距離・支流からの距離を調べた. 

2010～2011年の群落複合は 5タイプ出現し, その多くはセグメントに対応し

て出現したがセグメント 1, 2 においてはその限りではなかった. 一方 1992～

1994 年の群落複合は 5 タイプ出現し, セグメントに対応して群落複合が出現し

た.  

2010～2011年と 1992～1994年を比較すると群落複合の構成・分布は変化し

ており, 河原植物群落の減少・外来植物群落の増加・渓流域の群落構成の変化が

あった. その要因としては堰設置による礫河原の消失と高水敷化の進行, 渓流

域においては攪乱作用が起きたことで今まであった植物群落が消失し, 新たな

群落が出現したためと考えられる. 

よって多摩川の約 20年間経過したことによる群落複合の構成・分布の違いの

要因として堰の影響が関係している可能性があることがわかった. 
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図 1. 2010～2011年の群落複合分布 
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火山活動が大型土壌動物相の分布と個体数に与える長期的な影響,  

2000年の三宅島噴火を例に 

 

柊 雅実（東邦大学大学院・地理生態学研究室） 

 

 活火山の噴火活動は, 周辺の生態系に多大な影響を及ぼす典型的な大規模攪

乱であり, 生態系が壊滅的な環境破壊に対してどのような応答を示すのかを検

証する絶好の機会を我々に提供してくれる. 2000 年に大規模な噴火を起こした

伊豆諸島三宅島では, その影響に対する三宅島の島嶼生態系の応答を明らかに

するため, 多くの研究者によって調査・研究が進められてきたが, ミミズやシロ

アリ, 陸生甲殻類といった分解者を含む土壌部への生態系に対する調査は少な

い. そこで, 本稿では 2000 年に大噴火を起こした三宅島を対象に, 火山活動が

大型土壌動物相の分布と個体数に与える影響とその回復過程を明らかにするた

めの調査・研究を実施した. 

 調査は, 個体数と分布の 2 項目に分けて実施し, 個体数調査は 2010 年, 分布

調査は 2011年夏季下旬から秋期下旬にかけて実施した. 落とし穴式の罠である

ピットフォールトラップを島内 11 地点において設置し, 2002 年・2003 年に同

地点, 同方法によって集められた調査結果と比較した. 各調査地点の噴火被害

度は, 2000 年噴火前後に撮影された衛星画像の近赤外及び可視赤バンドの反射

率より算出される NDVI（正規化植生指数）の減少値より評価した. 分布調査は

島内 133地点において, 25cm×25cmの方形枠を 10箇所設置し, その枠内のリタ

ー中に確認される大型土壌動物相を記録するという形式で実施した. この分布

調査の結果と噴火前, 噴火後 0～3 年以内, 噴火後 9～11 年において観測される

NDVI 図や様々な地理情報を用いて, 現在の大型土壌動物相のエコロジカルニ

ッチモデリングをMax Entモデルを用いて実施した. 

 結果, コオロギ類やゴミムシ類, クモ類といった分類群は被害程度が大きい

地点において早期に個体数を回復させる事が明らかとなった. ヨコエビ類やダ

ニ類, ミミズ類は被害度の小さい地点でしか個体数を回復させていない事が示

唆された. 一方で, 噴火直後には被害地で絶滅していたものの, 10年後には顕著

に回復している分類群も存在した. また, 広域的なエコロジカルニッチモデリ

ングの結果, ヨコエビ類は分布の回復が遅く, 植生の回復が進みつつある地域

にもまだ分布を広げていない事が分かった. また, ミミズ類は噴火被害に大き

く影響を受けつつも, 噴火以前の植生状況にも関係性が見られ, 噴火以前から

分布に偏りが存在していた事が示唆された. シロアリ類の分布予測においては

NDVI より評価された植生状況よりも, 傾斜角や標高といった地理情報が重要

と示され, 噴火被害にある程度耐性を持ち, 噴火後被害地でも分布を回復させ

ている事が考えられた. ダンゴムシ類においては噴火直後の植生状況と標高に

強い相関が見られると共に, 島内に生息するアズマヒキガエルの分布状況（柊・

長谷川 未発表）にも影響を受けている可能性が考えられた. 



会場 時間 名前 所属 発表タイトル

A-1 10:00～ 國井香帆里 東京農大
水田地域における土地利用変化の地形的要因およびジオメ
トリーモデルとその検証

A-2 10:20～ 秋葉知律 農工大
玉原湿原の保全に関する研究
　―過去に人為攪乱を受けた湿原の回復状況について―

A-3 10:40～ 近藤一樹 農工大
目標となる自然林との比較を通した都市造成緑地の樹林の
種組成と構造に関する考察

A-4 11:15～ 熊谷拓朗 農工大
千葉県印西市を事例とした, 半自然草原の保全と修復に求め
られる技術の検討

A-5 11:35～ 小泉恵佑 横国大 都市近郊における里山草原生植物のハビタットと個体群構造

A-6 11:55～ 梁有希 横国大 外来種タイワンリスの分布拡大予測

A-7 13:45～ 藤田貴志 東大 気孔のCO2応答に葉肉組織が及ぼす効果の生理学的解析

A-8 14:05～ 大條弘貴 東大
陰圧下における空洞化した道管への水の再充填過程に
関する生理生態学的研究

A-9 14:25～ 渡邉愛美 東京農大
八方尾根におけるユキワリソウ(Primula modesta Bisset et
Moore)の繁殖成功とその制限要因

A-10 15:00～ 後藤なな 首都大 日本産カンアオイ節植物の分子系統と送粉様式

A-11 15:20～ 鈴木美季 筑波大
花色変化は送受粉の過程にどのような影響をおよぼすのか？
　～タニウツギ属の変化型と不変型における種間比較～

A-12 15:40～ 下川悟史 首都大
タニウツギ属植物における花色変化の機構と生物学的意義の
解明

A-13 16:15～ 平岩将良 東邦大 送粉者の視覚と花形質を用いた送粉ネットワークの予測

A-14 16:35～ 香川幸太郎 東邦大
送粉者に対する捕食が送粉共生系における共種分化を引き起
こす

会場 時間 名前 所属 発表タイトル

B-1 10:00～ 田中裕一 東大
生物攪拌者ヤマトオサガニが河口干潟の埋在性マクロベントス
群集に及ぼす影響

B-2 10:20～ 安木奈津美 東大 台風通過が亜熱帯外洋生態系に及ぼす影響

B-3 10:40～ 張愷 東大 夏季の北日本沖合海域におけるカタクチイワシ稚魚の生残

B-4 11:15～ 伯耆匠二 東大 アサリの摂餌と消化に関する研究

B-5 11:35～ 山田洋輔 東大
海洋環境中における有機凝集物の沈降速度の支配要因とし
ての付着細菌の役割

B-6 11:55～ 宮川尚子 海洋大
北太平洋産ミンククジラにおける骨盤および後肢痕跡に関する
形態学的研究

B-7 13:45～ 紙谷幸子 筑波大
特異的プライマーを用いたPCR解析によるサクラソウに寄生する
黒穂菌の挙動解明

B-8 14:05～ 松倉君予 東邦大
ヤブツバキ落葉分解に関わるリティズマ科菌類の生活史特性と
その地域的変異

B-9 14:25～ 佐々木道子 農工大 4種の林相におけるA0層の分解と養分動態特性

B-10 15:00～ 松井萌恵 首都大
土壌栄養塩が不均質に分布する環境で, 栄養塩パッチの出現
時期の違いが植物の成長に及ぼす影響

B-11 15:20～ 戸野晶喬 首都大
落葉樹林構成種の近畿・中国地方にみられる遺伝的境界線の
検出

B-12 15:40～ 今福寛子 農工大
ニホンジカの採食を受けた奥日光の森林におけるササ枯死後の
林床植生の分布について

B-13 16:15～ 篠原光礎 農工大 多摩川における約20年間の群落複合の分布パターン変遷

B-14 16:35～ 柊雅実 東邦大
火山活動が大型土壌動物相の分布と個体数に与える長期的な
影響, 2000年の三宅島噴火を例に

休憩スペース / 懇親会場： 407教室
懇親会は発表会終了後 19:00 までを予定しております

休憩（15分）

講演プログラム　（発表15分, 質疑応答4分, 交代1分）

405

406

昼休み（90分）

休憩（15分）

休憩（15分）

休憩（15分）

休憩（15分）

昼休み（90分）

休憩（15分）
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