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原　著

沖津　進 �：最終氷期の本州における針広混交林の成立にはたす
チョウセンゴヨウの生態的役割
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要　旨　最終氷期の本州に分布していた，チョウセンゴヨウ，エゾマツ，バラモミ節樹木の針葉樹と落葉広葉樹との針広
混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割を考察した。最終氷期の本州では，チョウセンゴヨウやバラモミ節
樹木が現在よりも豊富に分布し，チョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林が低標高域を中心に広く分布していた。最終氷期
の針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割を理解するために，シホテ－アリニ山脈北部アニュイ川流域
の現生針広混交林でチョウセンゴヨウと主要混交樹種との種間関係を整理した。そこでは，チョウセンゴヨウが介在する
ことによって落葉広葉樹の分布が抑制され，チョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林が卓越し，チョウセンゴヨウ－エゾマ
ツ林が落葉広葉樹林域にまで広がっていた。さらに，バラモミ節樹木の生態的性質を理解するために，北海道阿寒湖畔の
現生針葉樹林における本節のアカエゾマツとエゾマツの樹形と樹高成長を比較した。湿潤立地では，エゾマツはアカエゾ
マツを凌駕して優占するが，乾燥立地では，アカエゾマツはエゾマツと混交した場合でも一定の優占度を確保することが
明らかとなった。最終氷期には，チョウセンゴヨウは，種間関係を通じて落葉広葉樹の分布を抑制し，エゾマツおよびバ
ラモミ節樹木の分布量が増加する方向に作用し，最終氷期の針広混交林の成立に対して大きな生態的役割を果たしていた
と考えられる。
キーワード：最終氷期，針広混交林，生態的役割，チョウセンゴヨウ，本州
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は じ め に
　日本列島の植生は最終氷期以来様々な変遷を経て現在の分
布に至っている（安田・三好，����）。そのため，最終氷期の
植生分布は現在のそれとはかなり異なっている（安田・三好，
����）。そうした違いのひとつとして，最終氷期には，チョ
ウセンゴヨウ��������	
����������������	

�とトウヒ属バラ
モミ節������������������������樹木をはじめとする針葉樹
の分布量が現在よりもかなり多かったことがあげられる（守
田，����）。それにともない，低地では，チョウセンゴヨウ
を主体とし，バラモミ節樹木やトウヒ節��������������������
����エゾマツ���������	�
���（�����������		�）�����のトウ
ヒ属などの針葉樹を豊富に含む，チョウセンゴヨウ－落葉広
葉樹混交林が広く分布していた可能性が高い（辻，����；相
馬・辻，����）。
　ところが，現在の日本列島の針広混交林についてみると，
トドマツ���������	�
�������（���������）�����－ミズナラ
���������	
�	�����������������（�����）������林が北海
道にやや広く分布するだけで，最終氷期に存在していたチョ
ウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林は殆ど分布しない。最終氷
期以来の遺存植生と見なせるものが，八ヶ岳西岳南西斜面に
小林分としてわずかに分布しているだけである（沖津，
�����）。最終氷期のチョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林
分布域には，現在は，針葉樹の混交量が少ない落葉広葉樹林
が主に分布している。
　現在の日本列島ではチョウセンゴヨウの分布量が少ない
（沖津・百原，����）ことを考慮すると，最終氷期の針広混交
林の成立にはチョウセンゴヨウが重要な生態的役割を果たし
ていたことが予想される。すなわち，チョウセンゴヨウが存
在することにより，トウヒ属などの針葉樹と落葉広葉樹との
共存域が出現したと推察される。したがって，日本列島にお
ける最終氷期の植生とそれ以後の日本列島の植生変遷を理解
するためには，針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウ
の生態的役割を，混交樹種との種間関係を通じて十分に検討
することが重要である。
　チョウセンゴヨウとバラモミ節樹木，エゾマツ，落葉広葉
樹との種間関係を理解するためには，これら全てが同一立地
で混交する森林で調査することが望ましい。しかし，現在は
そうした森林は，日本列島，北東アジア大陸部ともに，殆ど
分布しない。ただし，チョウセンゴヨウが優占し，エゾマ
ツ，落葉広葉樹が混交する針広混交林はロシア共和国沿海地
方シホテ－アリニ山脈に広く分布している（沖津，����，
����）。そこでこれらの樹種の分布を整理し，混交状況を明
らかにすれば，チョウセンゴヨウとエゾマツ，落葉広葉樹と
の種間関係が理解できるであろう。同様に，チョウセンゴヨ
ウとバラモミ節樹木との種間関係を検討するためには，両者
が混交する森林で調査することが望ましい。しかし，そうし

た森林は現在はごく少なく，わずかに，北東アジアの大陸部
で，バラモミ節樹木のひとつチョウセンハリモミ������
����������������が単木的にチョウセンゴヨウと混交するに
すぎない（���������	
�
）。そのため，次善の方法として，
バラモミ節樹木のひとつアカエゾマツ���������	
��（����
�����）�����をとりあげ，エゾマツと混交する北海道で，
両者の生態的性質の違いを検討し，その結果を踏まえて，エ
ゾマツ，アカエゾマツとチョウセンゴヨウとの種間関係を類
推することが必要であろう。
　本報でアカエゾマツを取り上げた理由は次のようである。
まず，日本のトウヒ属にはトウヒ節とバラモミ節の�節あ
り，両者の間で生態的性質が異なることが予想される。前者
はエゾマツとその変種であるトウヒ���������	�
���������
����������（����）������のみで構成されるので種レベル
での議論が可能であるが，後者については，最終氷期には，
バラモミ節樹木は球果の形態が連続し，アカエゾマツを含め
て種を明確に区別する事が出来ない（野手ほか，����）た
め，種レベルでの厳密な議論が難しい。そのため，現在の日
本列島においてバラモミ節樹木の中で広く分布するアカエゾ
マツ（野手ほか，����）を取り上げることで，バラモミ節
樹木の基本的な生態的性質を代表させることとした。
　本報では，まず，既存資料に基づいて最終氷期の本州にお
ける針葉樹およびチョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林の分
布を概観する。次に，現在チョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混
交林が広い範囲にわたって連続的に分布するシホテ－アリニ
山脈北部アニュイ川の流域を対象として，チョウセンゴヨウ
と主要樹種との種間関係を整理し，その結果から針広混交林
の成立に対するチョウセンゴヨウの役割を理解する。さら
に，北海道阿寒湖畔の針葉樹林におけるエゾマツとアカエゾ
マツの生態的性質の違いを明らかにする。それらに基づき，
最終氷期の本州中部におけるチョウセンゴヨウ，エゾマツ，
バラモミ節樹木の針葉樹と落葉広葉樹との針広混交林の成立
機構を，チョウセンゴヨウの生態的役割を中心に展望する。
なお，本報ではコメツガ��������	
���������������	���
��
についてはふれなかった。コメツガは最終氷期の大型植物化
石が多くの地点で産出し，花粉出現率でもかなり高い割合で
検出されることがあるので，植生史を検討する上で重要な針
葉樹であるが，本報では，チョウセンゴヨウの生態的役割を
理解する主要な材料が，コメツガが分布しないシホテ－アリ
ニ山脈での森林分布なので，ここでは扱わないこととした。
コメツガとチョウセンゴヨウの分布立地については沖津・百
原（����）を参照されたい。
　本報のとりまとめには平成��，��年度科学研究補助費
（課題番号���������）の一部を使用した。
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� � 最終氷期の本州における針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割（沖津　進）� �

最終氷期の本州における針葉樹－落葉広葉樹混交林の分布
　最終氷期の日本列島は，より寒冷で乾燥した大陸的な気候
が中部日本では卓越していたことが地形学や古植物学の面か
ら明らかにされている（辻，������������	
�������）。チョ
ウセンゴヨウは本州の広範囲に分布し，低地から，チョウセ
ンゴヨウやモミ属������������ツガ属������������トウヒ属バ
ラモミ節樹木などの針葉樹を豊富に含む（��������	
	；吉
田ほか，����）針広混交林が分布していたことが，大型植
物遺体や花粉分析的研究から，次第に明らかにされつつある
（辻，����；相馬・辻，����など）。
　最終氷期の本州における主要針葉樹の分布を，立川期（最

終氷期最寒冷期）の大型植物化石の産出資料（相馬・辻，
����）に従って整理した（�������）。全体の出現数を見る
と，チョウセンゴヨウが��地点中��地点，バラモミ節樹木
が��地点で出現している。これらは，現在の分布量は極め
て少ない（沖津・百原，����；野手ほか，����）が，最終氷
期には現在よりもかなり豊富に分布していたことがわかる。
いっぽう，現在の優占樹種であるコメツガ，シラベ������
���������������（林，����，����）はそれぞれ��，��地点し
か出現せず，チョウセンゴヨウ，バラモミ節樹木よりも分布
量が少なかったことがうかがわれる。オオシラビソ������
��������������は，最終氷期の大型植物化石の産出例がなく，
この種の最終氷期における分布量は極めて少なかったと考え
られる（守田，����）。
　標高����を境に低標高域と高標高域に分けて針葉樹の
分布を見ると（�������），チョウセンゴヨウはおおむね全
域に出現する。バラモミ節樹木は低標高域に分布が偏り，
高標高域ではやや少ない。いっぽう，エゾマツ（トウヒ
���������	�
�������������������（����）�����を含む）は高
標高域に偏った分布を示す。シラベ，カラマツ������
����������（����������	

�）������コメツガも高標高域の方
が多い傾向がある。最終氷期の本州では，低標高域ではチョ
ウセンゴヨウとバラモミ節樹木の共存域が，高標高域では
チョウセンゴヨウとエゾマツとの共存域が出現していたと考
えられる。
　以上のような針葉樹の分布状況のなかで，チョウセンゴヨ
ウは本州の広範囲に分布し，（辻，����；守田，����），様々
な樹種と混交していた。最終氷期のチョウセンゴヨウ－落葉
広葉樹混交林の分布状態を具体的に探るため，中部日本にお
けるチョウセンゴヨウを含む��化石群を対象として混交樹
種を，百原・沖津（����）の資料に基づき検討した（������
�）。チョウセンゴヨウと豊富に混交する樹種としてトウヒ属
バラモミ節，コメツガ，カラマツ，ハンノキ属�����������
がある。さらに，混交樹種の違いに応じて，針葉樹タイプ
（��化石群）と落葉広葉樹タイプ（��化石群）に分けること
ができる。前者はトウヒ／エゾマツ，シラベ／トドマツ，ヒ
ノキ属����������	
�������，カバノキ属������������など
で特徴づけられる。後者はサクラ属�������������カエデ属
�����������ハシバミ属��������������ブナ��������	
����
������ミズナラ，オニグルミ���������	���
�	��	��������シ
ナノキ����������	�
�（����）��������などの落葉広葉樹で
特徴づけられる。
　これらの分布域を見ると（������），針葉樹タイプは長野県
内陸部から関東北部，福島県内陸部をへて宮城，青森県南部
に広がる。落葉広葉樹タイプは滋賀県東部から伊勢湾沿岸，
東京，さらには新潟県の日本海側に現れる。つまり，チョウ
センゴヨウは，西日本から中部日本の沿岸域では，河川下流
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の平野部でハンノキ属，ハシバミ属，カエデ属，サクラ属，
ブナなどの落葉広葉樹と混交していた。いっぽう，中部日本
の内陸域や東北日本ではモミ属，ツガ属，トウヒ属などの針
葉樹と混交していたと考えることができる。

チョウセンゴヨウと主要混交樹種との種間関係からみた 
針広混交林の成立機構

１．シホテ－アリニ山脈北部アニュイ川流域
　アニュイ川（������；��������）はシホテ－アリニ山脈
（��������	
��）北部，北緯��°�から��°�付近にかけてを北か
ら西へ流れ，ハバロフスクの北東約�����の地点でアムー
ル川（�������）へ注ぐ。全長は約�����に達し，シホテ
－アリニ山脈中でも規模が大きい河川のひとつである。ア
ニュイ川最上流部標高����からアムール川合流点近く標高
���まで約�����をゴムボートで川下りしながら，周囲の
森林植生を観察した（沖津　����，����）。
　アニュイ川を上流，中流，下流部に分け，それぞれでの主
要林冠構成種の分布とチョウセンゴヨウとの混交状況を整理
した（�������）。データとして，各樹種の総出現ポイント数
（スラッシュ右側）と，そのなかでチョウセンゴヨウが混交
するポイント数（スラッシュの左側）を示す。チョウセンゴ
ヨウに関してはスラッシュの右と左の数字は等しくなる。そ

のほかの樹種については，たとえば上流域のグイマツ������
��������（�����）�����の場合，全��観察ポイントに対して
��ポイントに出現し，そのうち��ポイントでチョウセンゴ
ヨウが混交していることを示す。
　上流部ではチョウセンゴヨウは��ポイントで出現した。
各樹種との混交状況をみると，グイマツとは��ポイント中
��ポイント，エゾマツとは��ポイント全てで混交し，共に
高い混交割合を示す。上流部ではチョウセンゴヨウが分布す
る場合必ずエゾマツと混交する。いっぽう，グイマツ，エゾ
マツからみると，それらが出現する場合でもチョウセンゴヨ
ウを含まないポイントの方がはるかに多い（それぞれ��ポ
イント中��ポイント，および��ポイント中��ポイント）。
　中流部ではチョウセンゴヨウは��ポイントで出現した。
各樹種との混交状況をみると，エゾマツおよびアムールシナ
ノキ����������	
���������とはそれぞれ��，��ポイントと比
較的高い割合で混交しているが，全体として特に高い割合で
混交する樹種はない。針葉樹とチョウセンゴヨウとの混交状
況を見ると，グイマツ，エゾマツ，トウシラベ������
����������	（�������）������共に，出現ポイントのほとん
ど全てでチョウセンゴヨウと混交している（順に，�中�ポ
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� � 最終氷期の本州における針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割（沖津　進）� �

イント，��中��ポイント，��中��ポイント）。中流部では，
エゾマツは，出現する場合ほぼ必ずチョウセンゴヨウと混交
している。同様に，落葉広葉樹のモンゴリナラ��������
�������������������	�
����アムールシナノキ，エゾイタヤ
����������������については，いずれも出現した場合には
多くのポイントでチョウセンゴヨウと混交している（順に，
��中��ポイント，��中��ポイント，��中��ポイント）。
　下流部ではチョウセンゴヨウは��ポイントで出現した。

各樹種との混交状況をみると，落葉広葉樹とは中流部と比べ
てより高い混交割合を示す。特にエゾイタヤとは��ポイン
ト中��ポイントと高い値を示す。下流部では，チョウセン
ゴヨウは落葉広葉樹と混交して分布する。落葉広葉樹とチョ
ウセンゴヨウとの混交割合を見ると，アムールシナノキは
��ポイント中�ポイント，エゾイタヤは��ポイント中��ポ
イントなど，いずれもそれほど高くない。下流部では，落葉
広葉樹はチョウセンゴヨウと混交することはむしろ少ない。
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　以上の結果をまとめて，樹種ごとにチョウセンゴヨウとの
混交割合をみると（�������の�����），最も混交割合が高いの
はモンゴリナラ（���％），ついでトウシラベ（��％）で，
この�種はアニュイ川流域ではほぼ必ずチョウセンゴヨウと
混交して分布する。そのほかではアムールシナノキ（��％），
エゾマツ（��％），エゾイタヤ（��％）などの混交割合が高
い。いっぽう，グイマツは混交割合が比較的低い（��％）。
これは，チョウセンゴヨウとは分布域を上流部に分けている
ためである。なお，トウシラベはチョウセンゴヨウとの混交
割合が高いが，出現ポイント数そのものが��ポイントと針
葉樹の中では少ないこと，および，森林での林冠植被率は多
くの場合��％以下（沖津，����）で森林の優占種ではない
ことから，本報では，これとチョウセンゴヨウとの種間関係
は検討しない。
　チョウセンゴヨウと主要樹種との種間関係をより詳しく検
討するために，最も出現種数の多い中流部を対象に，主要樹
種の組み合わせ別出現ポイント数を整理した（�������，沖
津，����）。
　チョウセンゴヨウについてみると，単独で出現（��）する
のは��ポイント中�ポイントで，極めて少ない。中流部で

は，チョウセンゴヨウ純林状の林分は稀である。エゾマツの
みとの混交（�����）が��ポイント，エゾマツ，落葉広葉樹
ともに混交する場合（��������～������������	�）が��ポイ
ント，落葉広葉樹のみとの混交（�����～�����������）が
��ポイントである。チョウセンゴヨウは，エゾマツおよび
落葉広葉樹のいずれとも混交することで成熟林を構成してい
る。だだし，エゾマツと落葉広葉樹とが共存してチョウセン
ゴヨウとの混交林を形作るのは��ポイントで，その割合は
比較的少ない。このことは，エゾマツと落葉広葉樹とは基本
的には分布を分けていることを示している。
　エゾマツについてみると，出現��ポイント中単独で出現
（��）するのはわずか�ポイントである。落葉広葉樹抜きで
チョウセンゴヨウのみと混交するのが��ポイントで，�割を
占める。いっぽう，チョウセンゴヨウ抜きで落葉広葉樹と混
交することはない。中流域では，エゾマツは，落葉広葉樹と
混交する場合（��������～������������	�）必ずチョウセン
ゴヨウを伴い，チョウセンゴヨウ抜きで落葉広葉樹のみとは
混交しない。
　落葉広葉樹についてみると，全出現数は��ポイント，そ
のうちチョウセンゴヨウを伴わないポイント（��，��，���
��）は�ヶ所のみである。そのほかの��ポイントでは必ず
チョウセンゴヨウが混交している。中流域で落葉広葉樹が分
布する場合，チョウセンゴヨウと混交するのが基本的な姿で
ある。

２．チョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林の成立機構
　アニュイ川でのチョウセンゴヨウ，エゾマツおよび落葉広
葉樹の種間関係は次のように整理できる。上流部ではチョウ
センゴヨウの出現頻度は比較的低く，分布する場合には必ず
エゾマツと混交する。中流部では，落葉広葉樹は分布しても
多くの場合チョウセンゴヨウと混交し，落葉広葉樹単独で森
林を作ることは少ない。ここでは，落葉広葉樹によるチョウ
センゴヨウの排除が働かない。むしろ，チョウセンゴヨウは
落葉広葉樹に対して優勢に分布するといえる。エゾマツは
チョウセンゴヨウと混交して分布する。エゾマツが落葉広葉
樹のみと混交することはなく，混交する場合チョウセンゴヨ
ウが必ず伴う。すなわち，エゾマツと落葉広葉樹とは下流部
同様分布を分けるが，チョウセンゴヨウはいずれとも混交す
る。下流部では，落葉広葉樹はチョウセンゴヨウと混交する
ことは少なく，単独で森林を構成することが多い。いっぽ
う，チョウセンゴヨウは落葉広葉樹と混交して分布する。し
たがって，下流部ではチョウセンゴヨウは落葉広葉樹に排除
される傾向にある。また，エゾマツはほとんど分布せず，そ
のため，エゾマツ－落葉広葉樹混交林は現れない。エゾマツ
も，落葉広葉樹と競合した場合排除される傾向にあるといえ
る。

� �� 植生史研究� 第��巻　第�号

��������������������	�	
����������
������������������	�
�����

����������	�
���	��	��	������	���������������	
������	��

����������	
������	��

�����������	


��
��
��
��
��

������������
����������	
�����������
�����������	�
��������
������������	
��������
����������������
�����������	
�	��������

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

��

��

����������	�
��
����
����
����
����

�������
����������
����������
������������	
������������	
������������	�
	

�������
����������
����������
����������
�����������	�

�������

�������



� � 最終氷期の本州における針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割（沖津　進）� �

　以上をまとめると，チョウセンゴヨウとエゾマツが混交し
た場合，耐陰性がより高いエゾマツの方が優占する（上流
部；沖津，�����）。チョウセンゴヨウと落葉広葉樹が混交し
た場合，チョウセンゴヨウも優勢に混交する（中流部；沖津，
����，�����）。エゾマツと落葉広葉樹とが混交した場合，
落葉広葉樹の方が優占する（中流部；沖津，����������	��
����も参照）。したがって，この三者の間にはじゃんけんと
同様の三すくみの関係がある：エゾマツ＞チョウセンゴヨウ，
チョウセンゴヨウ＞落葉広葉樹，落葉広葉樹＞エゾマツ。
　以上の種間関係からアニュイ川におけるチョウセンゴヨウ
－落葉広葉樹混交林の成立機構をまとめてみよう。中流域に
おいて，本来ならば落葉広葉樹林から直接エゾマツ優占林へ
と移り変わることが期待される領域（沖津，�����）で，
チョウセンゴヨウが分布することによって落葉広葉樹の分布
量が減少し，それに伴ってチョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混
交林が出現する。また，落葉広葉樹の分布がチョウセンゴヨ
ウによって抑制されることにより，エゾマツの分布域が落葉
広葉樹林領域にまで拡大する。その結果，本来ならば落葉広
葉樹林が優占する領域で，実際には落葉広葉樹単独の成熟林
は縮小し，それに代わって，エゾマツを含むチョウセンゴヨ
ウ－落葉広葉樹混交林が卓越する。
　中流部では，さらに，落葉広葉樹を殆ど含まないチョウセ
ンゴヨウ－エゾマツ林が現れる（�������）。エゾマツと落葉
広葉樹とが同一立地で競合した場合，先に述べたように，針
葉樹であるエゾマツは競合に敗れて，落葉広葉樹が優占する
ことが多い（沖津，�����）。それにも関わらずエゾマツが
比較的頻度高く分布するのは，チョウセンゴヨウが存在する
ことで落葉広葉樹の分布が制限され，エゾマツの分布可能立
地が広がったためである（����，����参照）。チョウセンゴ
ヨウとエゾマツとの競合状態になった場合，基本的には耐陰
性がより高いエゾマツ優占林が成立する（沖津，�����）。
しかし，夏の気温がある程度高い場合，エゾマツと比べて成
長がより旺盛なチョウセンゴヨウはエゾマツと混交し，共優

占することが可能である（��������	

�；石川，����；
���������	
���������）。その結果，チョウセンゴヨウ－エゾ
マツ林が成立する（沖津，�����）。
　上流部になって夏の気温がさらに低下すると，気温低下に
伴う成長量低下の少ないエゾマツ（沖津　����）が，高い
耐陰性のためにチョウセンゴヨウを凌駕し，優占林を形成す
る（����������	
������）。

エゾマツとアカエゾマツの生態的性質
１．樹形の比較
　北海道阿寒湖畔の平坦な湿潤立地に成立している，アカエ
ゾマツを混交するエゾマツ優占林で，林冠木（樹高���以
上）を対象として，両者の樹形を比較した（�������）。林冠
木に限ったのは，林冠下の個体は樹形のばらつきが大きく，
樹種間の比較が困難なためである。
　最 大 樹 高（����������		�
	��
�），最 大 胸 高 直 径
（�����������）および樹冠面積（����������）は両者
で殆ど差がない。いっぽう，垂直樹冠長／樹高（������
�������������	
��）の値はエゾマツの方が大きく，アカエゾ
マツと比べてより縦長の樹形となっている。この違いを反映
して，樹冠体積／材積（���������	
����
����	
�）もエ
ゾマツの方がかなり大きい。このことは，エゾマツと比べて
アカエゾマツの方が非同化期間器官あたりの葉の量が少ない
ことを示している。このことから，乾燥立地では，非同化器
官量あたりの葉からの蒸発量が，エゾマツよりもアカエゾマ
ツの方が少ないと考えられる。すなわち，乾燥立地では，エ
ゾマツよりもアカエゾマツの方が分布の制約が少ないと思わ
れる。事実，アカエゾマツの天然分布地は，砂丘や岩礫地，
火山などの乾燥立地が多い（舘脇，����）。

２．樹高成長
　エゾマツとアカエゾマツの樹高成長を比較した（������）。
非同化期間器官あたりの葉量が多いことを反映して，エゾマ
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ツはアカエゾマツよりも樹高成長が早い傾向にある。だだ
し，樹齢���年で樹高���程度に到達しない個体は存在し
ない。このことは，エゾマツはある程度順調な成長が保証さ
れた個体のみが林冠に達することを示している。アカエゾマ
ツは，樹高成長はエゾマツよりも遅い個体が多いが，樹齢
���年で���程度の，かなり成長の遅い個体でも一定した樹
高成長を維持し，最終的には樹高���に達し，林冠木とな
る。

３．生態的性質
　樹形および樹高成長の違いから，エゾマツとアカエゾマツ
の生態的性質を比較すると次のようになる。湿潤立地では，
エゾマツは葉量の多さと樹高成長の早さから，アカエゾマツ
を凌駕して優占する。阿寒湖畔はそうした例である。しか
し，乾燥立地では，エゾマツの成長が制限されるのに対し
て，アカエゾマツは成長の制限がより少ない。一定した樹高
成長を維持し，最終的には林冠木となることから，エゾマツ
と混交した場合でも一定の優占度を確保する。こうした両者
の生態的性質の違いを反映して，北海道では，エゾマツ優占
林が成立する場合，アカエゾマツの混交量は一般に少なくな
る（������，����）。いっぽう，乾燥立地や湿原などではエ
ゾマツの分布量は減少し，アカエゾマツ純林となることも多
い（舘脇，����）。
　以上の比較から，バラモミ節樹木がエゾマツに対して量的
に増加するための条件のひとつは，乾燥立地であるといえ
る。事実，乾燥立地である岩礫斜面が卓越する本州中部三峰
川流域では，バラモミ節樹木岩礫急斜面地に限って出現し，
そこではトウヒよりも分布量が多い（野手ほか，����）。�

最終氷期の針広混交林の成立にはたす 
チョウセンゴヨウの生態的役割

１．主要樹種の分布
　先に述べたように，最終氷期の日本列島は，より寒冷で乾
燥した大陸的な気候が中部日本では卓越していた。こうした
環境をふまえて主要樹種の分布をあらためて整理してみよ
う。
　チョウセンゴヨウは標高に関わりなく分布していた
（�������）。この種は北東アジア大陸部では乾燥立地でも優
占する（沖津，����）。モンゴリナラなどの落葉広葉樹極相
構成種は，耐陰性が比較的高いので，夏の低温で分布が制限
される（������，����；沖津，�����）。そのため，寒冷環境
下では，より気温が高い低標高域に分布が限定されたであろ
う。エゾマツは乾燥環境下で分布が制限されるため，冷涼な
気温のため比較的湿潤と考えられる高標高域の山腹斜面に留
まり，高温かつより乾燥する低地では分布量が減少した
（�������，�������，������）。バラモミ節樹木は，エゾマツよ
りも乾燥に強いことを反映して，低標高域で分布が拡大し
た。落葉広葉樹の分布上限付近とエゾマツの分布下限付近と
の間の領域は，それぞれの樹種の分布量が比較的少なったと
考えられる。そこでは，バラモミ節樹木の分布量が相対的に
増加したであろう。しかも，本州中部では，山岳中腹域は急
峻な岩礫斜面が多く，乾燥立地の広がりが大きい。こうした
地勢的な条件も相乗的に作用して，最終氷期の本州中部で
は，低，中標高域を中心にバラモミ節樹木の分布量が増加し
たと推察される。
　以上の分布をまとめると，低標高域ではチョウセンゴヨウ
－落葉広葉樹混交林が優占し（������），その分布上限付近で
はバラモミ節樹木を多く含む混交林となっていた。いっぽ
う，高標高域では，チョウセンゴヨウ－エゾマツ混交林が出
現した。

２． 針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的
役割

　最終氷期の本州の低，中標高域でバラモミ節樹木が量的に
増加した背景には，乾燥環境の出現のほかに，チョウセンゴ
ヨウが分布することにより，落葉広葉樹の分布拡大を抑制し
たことがあげられる。そうした状況下ではバラモミ節樹木，
エゾマツ双方の分布量が増加したであろうが，乾燥環境下で
の分布の制限が少ないバラモミ節樹木のほうが量的により増
加したに違いない。エゾマツが欠けてバラモミ節樹木とチョ
ウセンゴヨウの二者の混交状態になった場合には，チョウセ
ンゴヨウと比べて耐陰性が高いバラモミ節樹木はさらに量的
に増加したであろう。バラモミ節樹木，エゾマツ両者が欠け
る場合には，チョウセンゴヨウ－落葉広葉樹混交林が成立し
た。
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� � 最終氷期の本州における針広混交林の成立にはたすチョウセンゴヨウの生態的役割（沖津　進）� ��

　高標高域でも，落葉広葉樹はある程度分布していたであろ
う。しかし，そこにチョウセンゴヨウが混交することにより
落葉広葉樹の分布が抑制され，それに伴い，エゾマツの分布
量は増加した。アニュイ川中流域の現在の状況と類似した森
林分布となっていたと推察される。
　以上のように，最終氷期に広く分布したチョウセンゴヨウ
は，種間関係を通じて落葉広葉樹の分布を抑制し，エゾマツ
およびバラモミ節樹木の分布量が増加する方向に作用した。
そして，針広混交林の成立に対して大きな生態的役割を果た
していた。

お わ り に
　最終氷期に広く分布していたチョウセンゴヨウ－落葉広葉
樹混交林は後氷期の温暖，多雪化に伴って分布域を縮小し，
現在では八ヶ岳西岳南西斜面に，遺存植生が小林分として逃
げ込み，残存分布するだけとなった（沖津，�����）。また，
バラモミ節樹木の分布も減少し，アカエゾマツを除けば太平
洋側の寡雪山地の岩礫地に点在分布するにすぎない（野手ほ
か，����，����）。それにかわって，中部日本では針葉樹を
ほとんど含まない落葉広葉樹林が標高�����程度（和田，
����）まで分布を拡大した。このような大規模な植生変遷
の要因として，気候の変化とともに，チョウセンゴヨウの分
布縮小があげられる。今後は，後氷期にチョウセンゴヨウが
分布縮小した要因を明らかにすることが，日本列島の植生変
遷を検討する上で重要である。
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