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研究成果の概要（和文）： 
 ブナ分布北限地域の最前線における正確な分布を調べるために、空中写真解析と現地調
査を併用した結果、ブナの孤立林は最大約 4 km 間隔で 9 箇所分布していることが判明し
た。これらの孤立林は、ブナの連続分布域から鳥などによって運ばれた種子が育ち、成立
した可能性がある。遺伝的解析の結果、孤立ブナ林では孤立度が高く、多様度は低下する
傾向がみられたものの、ブナの樹齢は 120 年以下の若い個体が多く、ブナは林冠のかく乱
などを契機として今後もゆっくりと分布範囲を拡大すると考えられた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
   To clarify accurate locations and distributions of isolated natural beech (Fagus 
crenata Blume) forests at the northernmost boundary of their range, aerial photograph 
and ground truth were performed. It was found that the number of isolated beech 
forests were at least nine, and they were the maximum of 4 km apart with each other. 
These isolated forests were thought to have possibly been established from 
bird-dispersed beech seeds. Genetic analysis showed that isolated beech forests had 
higher differentiation and lower genetic diversity; however, tree ring analyses showed 
that the beech tree's ages were mostly under 120 years old, suggesting that the beech 
forests are gradually expanding their range, after occasional events of forest canopy 
disturbances.  
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１．研究開始当初の背景 
 日本列島の森林生態系を代表するブナ林
の地理的分布域北限は北海道渡島半島黒松

内地域周辺にある。ブナの北限がなぜこの地
域にあるのかについては、明治時代以降様々
な仮説が提示されてきたが、未だ意見の一致
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を見ていない。その一方で、ブナの潜在的な
分布域は暖かさの指数、冬の最低気温、降水
量を用いて統計的に予測すると、黒松内を越
えて北海道内に広がることが明らかにされ
ている。今後さらに温暖化が進めば、この潜
在分布域は北へ拡大する可能性も示唆され
ている。 
 花粉分析の研究から、約 6,000 年前に北海
道南部に到達したブナはその後も北上をつ
づけ、黒松内地域におけるブナ花粉量は時代
とともに増加する傾向を示しており、ブナの
旺盛な繁殖を示唆している。現地での観察で
は、北限域のブナの成長や更新は良好で、生
理的な限界域に達していると思われるよう
な障害はほとんど認められない。これらの事
実から、「北限域のブナの分布域は現在も拡
大中である」という仮説が提示された。 
 しかしながら、北限域の、とくに最前線域
におけるブナの分布の正確な位置や規模、分
布の拡大過程などはいまだに明らかになっ
ていない。これを明らかにするためには、(1)
分布最前線におけるブナの分布、(2)航空写真
解析による長期間の林冠動態、(3)ブナ個体群
の齢構成や生育立地条件との関係、(4)ブナの
種子の散布距離、(5)ブナ個体群の移動経路な
どについて調査・解明する必要がある。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、以下の５項目を目的に掲げる：
(1)分布最前線におけるブナの分布把握、(2)
航空写真による長期間の林冠動態の解明、(3)
群落調査による齢構成やブナの生育立地条
件の解明、(4)ブナ種子の長距離散布距離の推
定、(5)分子マーカーを用いたブナ個体群間の
遺伝的類縁関係の推定。これらを明らかにす
ることで、ブナの自生北限域における，ブナ
林の分布拡大過程を明らかにすることを目
的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)平成 17 年 5 月 25 日に撮影したカラーの
航空写真を用い、ブナの分布域を確認した。
現地におけるブナの開葉は例年５月の中旬
以降である。他の樹種よりもブナは１０日ほ
ど早く開葉するために、その他の落葉広葉樹
と区別することが容易である。 
 
(2)ブナ個体群の確認後、ブナ林の規模にあ
わせて 10 x 10 m2 ～ 100 x 50 m2程度の調
査枠を設定し、群落構造調査を行った。林冠
木の樹種判定、胸高直径を記録し、調査枠内
における相対座標を記録した。樹齢推定のた
めに成長錐を用いてコアを採取した。地形測
量を行い、微地形とブナの生育立地との関係
解析の資料とした。採取した成長錐コアは、
実験室に持ち帰り、年輪年代学の標準的手法
を用いて年輪幅を読み取り樹齢を推定した。 

 
(3)群落調査枠内および周辺において、ブナ
個体から分子遺伝マーカー分析用のサンプ
ル（葉組織または冬芽）を採取した。採取し
たサンプルを実験室に持ち帰り、遺伝学的手
法によって遺伝的多様度を検証した。 
 
(4)新規で平成 17 年 5月 25 日に撮影した航
空写真および、市販されている過去の複数年
の航空写真（1960、1974、1986、1996 年）を
用い、各年のブナの分布域を抽出した。分布
域の抽出には，高解像度画像の解析に有効な
オブジェクトベースの画像解析を用いた。ト
レーニングデータとして現地調査から得た
ブナ林の実際の分布情報を用いた。得られた
各年のブナの分布域と地形情報を地理情報
システム（GIS）上で重ね合わせ、45年間の
ブナ林の林冠拡大過程の時系列変化を読み
取った。 
 
(5)黒松内町添別ブナ林において、ブナの種
子を散布する可能性が高い鳥類を捕獲した。
鳥の背中に超小形電波発信機を装着して数
日間の行動範囲をラジオテレメトリ法によ
って把握した。 

 
４．研究成果 
(1)ブナの分布北限域における連続分布ライ
ン（紀藤 2003）よりも東側の地域に位置する
地域をブナの北進最前線地域とすると、ブナ
孤立林はこの地域内の９箇所において確認
された。これらの孤立林は互いに最大で 4km
程度離れていた（図１）。太平洋側の豊浦町
礼文華峠で発見したブナ孤立林分は，急峻な
岩場に分布しており，特殊な立地条件にある。
土壌乾燥に弱いとされるブナが海霧によっ
て水分を得ており、競争相手となる針葉樹を
欠いたニッチにブナが侵入した結果だと考
えられる。 
図１．ブナ連続分布ライン以東における孤立
林の分布 



 

 

 
(2)北進最前線のブナの樹齢構造調査によれ
ば、ブナの連続分布域から孤立林域へ移行す
る位置にあるチョポシナイ地区のブナ林で
は、樹齢 80 年から 100 年をピークとする若
いブナ林パッチと 200年を超える個体を含む
老齢なパッチが混在していることが明らか
になった。このうち 301 年のブナは、黒松内
地域における最高齢のブナである。一方、分
布最前線の孤立林分におけるブナの樹齢は
その多くが 120 年以下の若い個体であった。 
 
(3)遺伝解析の結果から，北限域のブナの遺
伝的多様性は、最前線へ進ほど低下すること
が判明した（図 2）。また隔離の程度が高い最
前線の日本海側の 3集団は、異なる遺伝組成
になっていたことが判明した。これは３集団
がそれぞれ孤立度が高く、また孤立した状態
が長期間に及ぶためであると考えられる。そ
の他の集団は個々に違いはあるが、概して祖
先的な遺伝組成を持っており、全体として現
在の分布の大きな流れを担っていると予想
された。 
 遺伝解析から孤立林が拡大したルートを
推定した結果、最前線のブナは黒松内低地帯
から日本海側の幌別山塊と太平洋側の幌内
山塊の 2手に別れて拡散し，その後目名峠周
辺でそれぞれが再び出会い，遺伝子の混合
(secondary contact)が起きている可能性が
示唆された。 
 
(4)チョポシナイ地域のブナ林について，樹
冠の長期的な変化を複数年の航空写真を用
いて解析した結果、1960，1974 年において樹
冠が疎であった林分が，1974 年以降に密にな
った箇所が多く見られた。また，樹冠が密に
なるとともに，樹冠が大きくなり，樹冠サイ
ズの小さい単木が点在している状態から，複
数の単木によってパッチを形成して行く過
程が明らかとなった（図 3）。このように、林
冠疎開によって一時的に減少してもその後
再び増加するというブナの動態が判明した。
このような林冠疎開後におけるブナの増加
は，ツバメの沢や三之助沢ブナ林でも示され
ており、ブナ北限最前線域における一貫した
傾向である可能性が高い。 
 
(5)添別ブナ林において電波発信機を装着し
たヤマガラを、ラジオテレメトリ法により晩
秋期に数日間追跡した。その結果，ヤマガラ
の行動から推定した一日の行動圏は、2.1 ha
から6.5 haの間と推定され，全体では11.4 ha
であった（図 4）。また，一日の行動圏から推
定したヤマガラによる種子散布の限界距離
は，163 m～529 m と推定された。このことは，
ヤマガラは付近数百ｍにブナの種子を散布

する可能性を示唆する。このことは、ヤマガ
ラが孤立林分内部におけるブナの分布面積
の拡大や立木密度の上昇に貢献しているこ
とを示唆する 
 散布距離が 1km を超える、より長距離のブ
ナ種子の散布にはヤマガラではなく、カケス
などより飛翔距離の長い鳥が関与している
可能性が示唆された。カケスについては電波
発信機を装着した個体が行方不明となり，行
動圏の調査を完了できなかった。 
 

図 2．ブナの遺伝的多様度の変化 
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(6)北進分布最前線のブナは現在もその個体
数を増やしながら徐々に分布範囲を拡大し
ていると考えられる。分布最前線のブナ林は
最大約 4 km の間隔で互いに孤立しているが、
今後長い時間をかけてこれらブナの孤立林
との間の森林にもブナが侵入し、かく乱など
を契機として次第にまとまった森林へと発
達することによって、最終的には連続したブ
ナ林へと変化していくと考えられる。このよ
うなブナの分布北限域の分布状況とブナ林
の拡大過程についての情報は、北限域におけ
るブナの生態学的特性の解明・北海道のブナ
林保全計画の策定・ブナ林の景観保全・温暖
化影響対策の検討という観点から利用価値
が高いと考えられる。 
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