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日本の植生の成立過程や植生帯のとらえ方については，個別ごと，地域ごとに研究が積み
重ねられてきているが，それらを総合し，整合性をもって総括した論考や現在の日本の植生
の全体像を論じたものは少ない。また，世界的にみて，植生帯の名称及び対応する気候帯と
の関係については統一されたものがなく，混乱しているのが現状である。本稿では，まず，
日本の主な植生帯（照葉樹林帯，中間温帯，夏緑樹林帯，針葉樹林帯，高山・ハイマツ帯）
のそれぞれについて，過去に遡って日本列島における成立過程を俯瞰し，従来から提起され
ている問題点を整理した。その結果，第三紀以降の気候変動，とりわけ第四紀の氷期・間氷
期の繰り返しの中で，南方系と北方系の植物がさまざまなルートから渡来して入り交じり，
環境条件により南北や上下方向の移動をくり返しながら，あるものは絶滅し，あるものは独
自の進化をとげて固有種となるというように，日本の植生がきわめて重層的に形成さてきた
ことが明らかになった。そうした動きは後氷期から現在まで進行中であり，現在は歴史的変
遷の一断面として捉えられる。また，日本の植生の成立過程を考察する上で，東アジア全体
の植生のあり方と日本とのつながりを見ることが重要である。このような植生の成立過程を
踏まえた上で，東アジアの視点（一部，ヨーロッパ，北米も加えて）から従来の植生帯区分
を見直した。植生帯区分の基本的な考え方として，ある環境条件に対応した独自の組成・構
造・相観をもつ植生のまとまりを植生帯とする，独自の内容をもたず移行的な内容の植生は
規模の如何に関わらず移行帯とする，沿岸低地の水平分布を中心に植生帯を区分し垂直分布
だけの植生帯は設けない，気候帯と植生帯はできるだけ対応させるなどをあげ，東アジアの
植生帯（世界標準）を 5 つの植生帯と 4 つの移行帯に区分した： ①熱帯： 多雨林，②熱帯 – 亜
熱帯移行帯（従来の亜熱帯多雨林に対応），③亜熱帯： 照葉樹林（シイ・カシ・タブ林），④
亜熱帯 – 温帯移行帯（従来の中間温帯林に対応），⑤温帯： 夏緑樹林（ブナ・ナラ林），⑥温
帯 – 亜寒帯移行帯（従来の汎針広混交林に対応），⑦亜寒帯： 針葉樹林（タイガ），⑧亜寒帯 –
寒帯移行帯（森林ツンドラ，沿岸部カンバ帯に対応），⑨寒帯： ツンドラ。日本国内の植生帯
区分（日本標準）は従来通り（亜熱帯： 多雨林，暖温帯： 照葉樹林，冷温帯： 夏緑樹林，亜
寒帯： 針葉樹林）とするが，世界標準との対応関係を明示することで，混乱を避けることが
できる。最後に日本の森林と人間の関わり，および現在の諸問題（スギ・ヒノキ人工林の拡
大と手入れ不足，里山の放棄と荒廃，松枯れとナラ枯れ，シカの食害，地球温暖化など）に
ついて触れた。
キーワード： 日本の森林，植生帯，移行帯，東アジア，気候変動

I.

帯まで多様な環境を有し，約 7500 種の陸上植

はじめに

物（被子植物 5016 種，裸子植物 46 種，シダ植

日本の国土は南北約 3000 km に及び，南の亜

物 623 種，コケ植物 1766 種）が様々な植生を構

熱帯から北の亜寒帯まで，海岸の低地から高山

成している（加藤 2011）。植物の分布を決める
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要因には，水分，温度，光環境，土壌栄養分，

ている。事実，中国の植生帯区分では照葉樹林

種間関係（植物間，植物以外の生物との関係）

が亜熱帯，ブナと照葉樹の混交する辺りが暖

などがあるが，個々の種はそれぞれの特性（種

温帯，モンゴリナラの優占する落葉広葉樹林

の誕生から長い歴史を経て形成されてきた生

が温帯，針葉樹と落葉樹の混交林が冷温帯と

理・生態的特性や生活様式）に応じて環境の変

なっている（中国植被編集委員会 1980； Song

化に対応しつつ，分布を拡大したり，縮小・分

1998）
。沼田（1984）は，森林限界（高木林の

断化させたりする。極東の島国である日本列島

限界）までが温帯であるというドイツ流の考え

には，時代とともに北から，南から植物種が

を紹介しており，それによれば，日本の亜高山

渡ってきて，あるものは日本列島の中で進化・

帯針葉樹林は寒温帯であり，ハイマツ帯が亜寒

種分化を起こし，あるものは海に守られて遺存

帯に対応する。田端（2000）は，世界的な視野

種となり，渾然一体となって日本の植生を構成

から日本の植生帯の位置づけを検討し，従来の

してきた。こうした営みは過去から現在，現在

シベリアのタイガ（針葉樹林）と寒帯ツンドラ

から未来へと絶え間なく続くものであるから，

の間には幅 400–800 km におよぶ「森林ツンド

現在の状態はそうした流れの一断面としてとら

ラ」があり，これこそが温帯と寒帯を結ぶ亜寒

えるべきで，決して固定されたものではない。

帯であるとした。従ってタイガは寒温帯に位置

また，現在の状態が必ずしも現在の環境や種間

付けられることになる。

関係だけに規定されているわけではないので，

本稿で取り上げるように，日本の植生帯の捉

現在の植生を理解するためには過去の推移を知

えかたについても従来からさまざまな議論がな

る必要がある。

され，個別ごと，地域ごとの問題についてはそ

さて，植生を構成する個々の種はそれぞれの

れぞれ研究が積み重ねられてきていて，それな

事情により基本的には独立にふるまうのである

りの解明がなされている。しかし，それらを総

が，興味深いことに大陸レベルの大きな目（大

合して日本の植生が由来した過程を整合性を

スケール）でみると，よく似た環境ではよく似

もって総括した論考や現在の日本の植生の全体

た生活形（樹高，常緑・落葉，耐乾性形態など

像を論じたものは少ない。また，従来は過去の

生活様式を反映した生物の形態）をもつ種が集

植生の推定に化石の研究や花粉分析等の限られ

まり，特有の相観（生活形によって決まる植物

た手法しかなかったが，この 20 年間ほどで急

群落の外観）を呈するいくつかの植生帯（群

速に発達した遺伝子による系統地理的な分析手

系）に分けることができる。日本では熱帯から

法（分子系統学的解析）により，従来思いもよ

寒帯までを 6 つの気候帯と対応する植生帯に分

らなかったような発見が相次いでいる。

けるのが一般的であるが，世界的には植生帯の

本稿は，まず，日本の森林が過去から現在ま

名称及び対応する気候帯との関係について統

でどのような過程を経て形成されてきたのか

一されたものがなく，混乱しているのが現状

を，従来の諸研究の成果を中心にまとめる。そ

で あ る（ 原 1997； 田 端 2000； 岡 2005）。 吉

の上で筆者の行った現地調査の結果も合わせ

良（2012）は，北半球温帯諸国の住民はそれぞ

て，現在の日本の植生帯の区分けがはたして妥

れ自国を温帯の中心に位置づける傾向があるの

当かどうか検証し，筆者なりの植生帯区分を提

で，ヨーロッパ人の目からすると日本南西部は

案したい。なお，本稿に掲載した写真はすべて

亜熱帯に見える，また，中国では照葉樹林域ま

筆者が現地で撮影したものである。また，本研

でを亜熱帯と呼ぶので注意が必要であると述べ

究は平成 24 年度駒澤大学在外研究（国内）
「広
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域的視野にたつ日本列島の植生発達史と植生帯
区分の研究」として行われた。

脇（1967）などが独自の区分を提唱してきた
（堀田 1974； 山中 1979； 関・堀川 1983）
。各
区分の比較表（表 1）によれば，名称はそれぞ

II.

従来の日本の植生帯区分

れ異なるところもあるが，シイ・カシ・タブ類
を中心とした暖温帯の照葉樹林帯，ブナ・ナラ

1.

教科書的な記述

類を中心とした冷温帯の夏緑樹林帯，モミ・ト

植生帯には緯度に沿った水平分布と海抜高度

ウヒ・ツガ類を中心とした亜寒帯（亜高山帯）

に沿った垂直分布がある。日本列島では両者は

の針葉樹林帯の 3 つの植生帯を骨格として認め

概ね対応しており，緯度 1 度の北進と 100 m 高

る点では，各植生帯区分の内容は概ね一致して

く登ることがほぼ等しい（吉良 2012），あるい

いる。相違点が際立つのは，暖温帯と冷温帯の

は，高度 100 m 上昇は水平的に 100 km 移ったの

間に「中間温帯」を認めるかどうか，さらに独

と同じ（福嶋 2006）といわれる。植生帯区分

立した植生帯とするかどうかという点である

の具体的な問題に取り組む前に，日本の植生帯

（詳細は後述）
。また，沖縄・奄美の亜熱帯域の

区分の歴史を簡単に振り返り，現在一般的に受

「亜熱帯多雨林」をどうとらえるか，北海道の

け入れられている教科書的な内容を確認してお

「汎針広混交林」（亜寒帯針葉樹林）をどう位置

きたい。

付けるかでも見解の相違がみられる。さらに，

日本の植生帯区分は田中（1887）に始まり，

植生の垂直分布の上で「ハイマツ帯」を高山帯

本多（1912），吉良（1945），鈴木（1961），宮

に含めるか，亜高山帯上部に位置付けるかにつ

表 1.
提案者／
気候帯

過去の植生帯区分の比較
寒帯
亜寒帯
（高山帯） （亜高山帯）

福嶋（2005）

常緑針葉樹林

山中（1979）

堀田（1974），山中（1979），野嵜（2005）の表より作成
冷温帯

（中間温帯）

暖温帯

落葉広葉樹林
（汎針広混
交林）

常緑針葉樹林暖
温帯落葉広葉樹
林

常緑広葉樹林

中間温帯林

暖温帯林

亜熱帯

亜寒帯林

冷温帯林

大場（1975）

低小草原帯

針葉林帯

温帯夏緑
広葉林帯

吉岡（1973）

高山植生

亜高山（亜寒
帯）針葉樹林

落葉広葉樹林
（北方針・
広混交林）

モミ・ツガ林

常緑広葉樹林

亜熱帯多雨林

堀川（1968）

高山荒原

山岳針葉樹林

落葉広葉樹林

中間針葉樹林

常緑広葉樹林

常緑広葉樹林

常緑広葉樹林帯
（ヤブツバキク
ラス域）

（亜熱帯）

暖温帯林

亜熱帯林

宮脇ら（1967）

高山帯

鈴木（1961）

高山帯

亜高山針葉樹 夏緑広葉樹林帯
（ブナ
林帯（トウヒ –
コケモモクラ
スラス域）
ス域）（ハイマ
ツ帯含む）
亜寒帯林

冷温帯林

亜熱帯林

亜熱帯常緑広葉林帯
（照葉樹林）

中間温帯林

吉良（1945）

針葉樹林帯

中野（1942）

亜寒帯林

冷温帯林

暖温帯林

亜熱帯林

本多（1912）

寒帯林

温帯林
（ブナ帯）

暖帯林（亜熱帯
林）（カシ帯）

熱帯林

シラベ帯

ブナ帯

クロマツ帯

アコウ帯

田中（1887）

ハイマツ帯

温帯落葉樹林帯 暖帯落葉樹林帯 暖帯照葉樹林帯 亜熱帯多雨林
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いても議論がある。日本にある気候帯の名称と

ンナ・草原，高温半砂漠・砂漠，硬葉樹林，湿

してふつう亜熱帯，暖温帯，冷温帯，亜寒帯が

潤温暖樹林，落葉樹林，温帯ステップ，冬低温

使われるが，日本の亜寒帯針葉樹林はシベリア

半砂漠・砂漠，亜寒帯針葉樹林，ツンドラ，高

のタイガのような真の亜寒帯林ではないので，

山植生の 12 タイプが識別されており，高温と

北海道は寒温帯とすべきだという意見もある

低温の半砂漠・砂漠，ツンドラと高山植生をそ

（村田 1987・88）。

れぞれ合わせて一つと数えると 10 タイプとな

次に，教科書レベルの記述を見てみる。高等

る。日本の教科書レベルの 11 タイプと比べる

学校「生物 II」の教科書では，地球全体で熱帯

と，亜熱帯多雨林が欠けていることを除けば，

多雨林，亜熱帯多雨林，照葉樹林，夏緑樹林，

内容的にはほぼ対応している。Walter ははじめ

針葉樹林，ツンドラ，雨緑樹林，硬葉樹林，サ

常緑亜熱帯降雨林を識別していたが，のちに暖

バンナ，ステップ，砂漠の 11 タイプの植生帯

帯湿性常緑樹林一つにまとめたという（奥富，

を認め，日本では沖縄・奄美の亜熱帯の亜熱帯

1977）
。ちなみに，教科書などに掲載されてい

多雨林，西南日本の暖温帯の照葉樹林，東北日

る日本の植生分布図（水平分布）のほとんど

本の冷温帯の夏緑樹林，北海道（中央部以北）

は，吉岡（1973）の図を書き直したものである

の亜寒帯の常緑針葉樹林が基本的な水平分布と

（図 1； ただし，原図の範囲は屋久島・種子島

されている。垂直分布も同様に，低地・丘陵帯

までで，沖縄・奄美は示されていない）
。

の照葉樹林，山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の常

よく似た構成種の組み合わせをもつ植物集団

緑針葉樹林があり，森林限界の上の高山帯にハ

を群落といい，ある群落に特徴的に結びつき別

イマツ帯や高山草原が位置づけられている（太

の群落には現れない種類群（標徴種）により抽

田・本川 2004； 田中ほか 2007）。大学の教科

出されたものを群集という。植物社会学では群

書や一般書でも，日本生態学会（2004），清水

集を基本単位として，群団

（2001）など上記とほぼ同様の区分（ただし，

オーダー，クラス

という植生の体系化を行なっている。このうち

夏緑樹林の北限は北海道の黒松内低地帯）を採
用しているものが多いが，松本（1993）のよう
に植生帯としての亜熱帯多雨林を取り上げな
いものもある。なお，世界的にみた日本の植
生帯の特徴としては，ほとんどの場所で年間
1000 mm 以上の降雨があるため，乾性系列の植
生帯（雨緑樹林，サバンナ，硬葉樹林，ステッ
プ，砂漠）が存在しないこと，反対に湿性系列
の植生帯が亜熱帯から亜寒帯（高山帯を含める
と寒帯）まで連続して見られることが上げられ
る（村田 1977； 大場（秀）1985； 清水 2001）
。
多くの教科書や地図帳では，世界の植生帯の
解説において，Walter の植物群系（バイオーム
型）の分布図（Walter 1973）を取り上げてい
る。そこでは，熱帯多雨林（山地雲霧林を含
む），半常緑または落葉樹林，乾燥樹林・サバ

図 1.
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の「クラス」が概ね植生帯に対応し，日本の森

分布をよく表すことができる（吉良 1976）
。例

林はヤブツバキクラス（照葉樹林帯），ブナク

えば，ブナの分布上限・下限は暖かさの指数

ラス（夏緑樹林帯），コケモモ –トウヒクラス

（WI＝45–85）ともっとも密接な関係があり，

（亜高山針葉樹林帯）の 3 つに分けられている

また，照葉樹林の分布はさまざまな地域におい

（宮脇 1967； 中西ほか 1983）。また，植物社会

て CI＝−10 程度で止まることが示された。表 2

学の分野では潜在自然植生の概念がよく使われ

には世界の緯度に沿った気候帯と WI との対応

る。これは，現実の植生（現植生）は過去の人

関係を示した。温量指数は比較的入手しやすい

為によって大きく改変されてしまっているが，

月平均気温データから計算で求められるので，

仮に人為を取り除いた場合に現在の自然環境の

ある地域がどのような植生帯に属するのかを推

もとでどのような植生（植生遷移の極相）が成

定するのによく使われている。ただし，WI は

立するかを推測したものである（宮脇 1967）。

基本的に降水量が十分ある場所にのみ適用で

潜在自然植生は開発や破壊・改変が及ぶ前の過

き，乾燥した環境では使えない（後に，吉良

去の状態（原植生）とは必ずしも一致しない

は WI と乾湿度の指標とを組み合わせて世界の

が，本来の植生が大きく破壊されてしまってい

植生帯区分を行なっているが，ここでは省略す

る現状で植生帯を論ずる際には参考になる。実

る）
。また，暖温帯と亜熱帯の境界を WI＝180

は，図 1 のような小縮尺の植生図はふつう現実
を忠実に表した現存植生図ではなく，潜在自然
植生図なのである。植物社会学的に日本の植
生を体系的にまとめた「日本植生誌」全 10 巻
（宮脇昭編著，至文堂）には，分冊（地方）ご
とに 50 万分の 1 スケールの現存植生図と潜在自
然植生図が掲載されており，両者を比較して考
察するのに役立つ。
2.

温量指数
植生帯区分と環境との対応関係については，

吉良（1948）の温量指数（暖かさの指数）に
ついて触れておく必要がある。暖かさの指数
（WI）とは，植物にとって 1 年間に利用できる
温度の積算量が重要であるとの考えに基づき，
経験的に 5°
C が平均的な植物の発育限界だと仮

図 2. 温量指数の分布 山中（1979）の図を引用
実線： 暖かさの指数（WI），破線： 寒さの
指数（CI）

定して，12 か月分の月平均気温データのうち
の 5°
C 以上の部分を足し合わせたものである。
また，後に考案された寒さの指数（CI）は，
12 か月分の月平均気温データのうち 5°
C 以下の
部分を足し合わせてマイナス記号を付けたもの
をいう。図 2 に日本列島の温量指数の分布を示
す。WI や CI を用いると現実の植物や植生帯の
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表 2.

温量指数と気候帯の対応関係

気候帯

温量指数（WI）

熱帯
亜熱帯
暖温帯
冷温帯
亜寒帯
寒帯

＞ 240
240–180
180–85
85–45
45–15
＜ 15
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におくことについても，温度が十分ある場所で

らの構成種を第三紀周北極要素という。ところ

の積算値は区分のために有効ではないとの批判

が，その後，地球は急激に寒冷化の方向に進

がある（村田 1987・88）。

み，この植物群は分布を南方へと移動させた。
移動先は大きくみて，ヨーロッパ，東アジア，

III.

日本の植生の歴史的変遷

北米の 3 か所である。中緯度ではヨーロッパと
東アジアの間に乾燥地域が挟まり，東アジアと

以下に，日本の植生帯ごとにその成立過程を
まとめ，従来から指摘されている問題点を取り

北米は太平洋で隔てられているため，これら 3
地域は互いに隔離された状態となった。

上げて代表的な事例や見解を整理して示す。な

第四紀になると寒冷化が一層進み，とくに

お，文中の学名（ラテン語名）と分布域は「増

80 万年以降はおよそ 10 万年の周期で氷期と間

補改訂新版

氷期が繰り返すようになった。ヨーロッパ北部

日本の樹木」（林弥栄編，山と溪

谷社，2012）に拠った。

は厚い氷床に覆われ，アルプス山脈より北側は
広大なツンドラとなったため，上記の温帯性植

1.

夏緑樹林帯

物の多くが絶滅した。アルプス山脈が東西に横

日本の夏緑樹林帯はブナ（Fagus crenata）を

たわっていて，南方に逃れようとする植物の障

主とするブナ林で代表される。ブナ林は，照葉

壁となったためと言われる。現在のヨーロッパ

樹林帯と針葉樹林帯に挟まれて九州から北海道

の植物相がたいへん貧弱なのはそのせいであ

まで広く分布するので，日本の植生の中核をな

る。北米でも北部は氷期に厚い氷床に覆われた

すといってもよい。また，他の植生タイプと比

が，アパラチア山脈やロッキー山脈は南北に

べて古いタイプの植物（日本列島の遺存固有

走っているために，植物は氷期には南下してや

種）を多く含むことでも特徴づけられる（村

り過ごし，間氷期になるとまた北上することを

田 1987・88）。日本の照葉樹林は位置や組成か

繰り返すことができた。そのため，現在でも温

らみて周辺（北限）的存在であるが，夏緑樹林

帯性植物の多くが生き残っている。さらに，

は東アジアの一つの中心であるとされる（大場

ユーラシア大陸の東端にある東アジアの大陸部

（達）1985）。さらに，福嶋（2006）は，世界の

は冬季の積雪量が少ないために氷期にも氷床が

中緯度を帯状に取り巻いてあるブナ林は，植生

あまり発達せず，かつ，移動を妨げる大山脈

比較の中心に位置づけられる基準的な植物分布

もなかったので，温帯性植物の多くが絶滅を

帯であると述べている。

免れて生き残ることができた（堀田 1974； 村

（1）第三紀周北極要素

田 1987, 1988）
。こうした経緯により，現在も

ブナ属をはじめ現在の北半球の夏緑樹林を

ブナ属，カエデ属，ニレ属，クルミ属などヨー

構成する多くの温帯性落葉樹の起源に関して

ロッパ，東アジア，北米の温帯域（夏緑樹林帯）

は，A. Gray の提唱した第三紀周北極要素の残

に共通して出現する種がある一方，ヨーロッパ

存分布様式の考えが有力である（堀田 1974；

では化石でしか見つからず，現在は東アジアと

村田 1987, 1988； 植田 2012）。化石の研究によ

北米（とくに海流の影響で気候のよく似た東海

れば，新生代の古第三紀は地球全体が温暖で，

岸地域）に隔離分布する多くの種（東亜 – 北米

当時の北極をとりまく地域には温帯性の落葉広

要素という）が見られることとなった（図 3）
。

葉樹林（現在の夏緑樹林の元になる植物群）や

第三紀始新世の日本はまだ大陸の縁に地続き

針葉樹との混交林が成立していたとされ，これ

であり，現在よりも温暖な気候の下でヤシやバ

― 24 ―

日本列島における森林の成立過程と植生帯のとらえ方（清水）

図 3.

第三紀周北極要素の変遷

ショウなど熱帯・亜熱帯性の植物が見られた。

一方で，現在は中国大陸のみに残存し日本列島

始新世末〜漸新世初期（3500 万年前頃）の急

からは消滅した植物（フウ，アケボノスギ，ラ

激な気温低下によりこれら暖地性の植物は姿を

ンダイスギ，ミズスギ，タイワンスギ，ユリノ

消し，第三紀周北極要素の落葉広葉樹や針葉樹

キなど）がこの時代にはまだ多く生育していた

が南下してきた。中新世初期（2000 万年前頃）

（以上，堀田 1974； 山野井 1998 による）
。

には日本海が開き始め，冷涼な気候に適したブ

ところで，最近の遺伝子レベルの研究（分子

ナ属，クリ属，コナラ属，ニレ属，シナノキ

系統学的解析）によると，ことはそう単純では

属，カバノキ属，クルミ属，ハンノキ属の落葉

ないということがわかってきた。もし，上記の

広葉樹やトウヒ属，マツ属，ツガ属，トガサワ

仮説（地球の寒冷化により第三紀周北極要素が

ラ属の針葉樹を含む冷温帯性の植生が広く分布

一斉に南下し，3 地域で隔離が生じた）が正し

した。中新世中頃（1700〜1600 万年前）にな

いとすると，遺伝子の塩基配列の比較（分子時

ると日本海は一層拡大し，日本列島は多島海の

計）から推定される分岐の年代がさまざまな分

状態となる。この時期は温暖な気候となり，常

類群（植物グループ）で一致するはずである。

緑カシ（コナラ属アカガシ亜属），ヤマモモ属，

しかし，分類群ごとに分岐年代（東アジア産と

ホルトノキ属，マメ科，クスノキ科などの常緑

北米産が分かれた時期）はばらばらであるとい

樹の割合が多くなった。中新世後期（800 万年

う結果が得られたのである（長谷部 2012）
。中

前頃）には日本海の成立，すなわち日本列島

にはカエデ属ハナノキ節のように新しい時代に

の形成もほぼ完成した。この時代には冷涼な気

北米で進化したものがベーリング海峡を渡って

候に対応した落葉広葉樹と針葉樹の混交した森

東アジアに進出し，結果として現在東アジアと

林が広がったが，第三紀植物の「近代化」が進

北米に隔離分布しているように見えるものもあ

んで，現在の冷温帯林を作る樹種と直接の関係

るという（植田 2012）。おそらく現在の分布

をもつ化石種（直接の祖先）が出現した。第三

の比較から東亜 – 北米要素とされた植物の中に

紀最後の鮮新世（500 万年前頃）には現在につ

は，こうした別の歴史をもつものも含まれてい

ながる植物群の一層の「現代化」が進んだが，

るであろう。しかし，東アジアと北米に生存し
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ていてヨーロッパでは化石でしか見つからない

し海峡が陸化して陸橋が生じると，そこを渡っ

種も多くあること，寒冷化による南下といって

て生物が移動することが可能になり，反対に間

も種ごと分類群ごとにそのスピードや様式が異

氷期には海峡が成立して島の生物は孤立し（隔

なっていたとしても不思議ではないこと（分岐

離され）
，島内で独自の進化を遂げることにな

年代データは最終的にアジア産と北米産が分か

る。海面低下は海流の流れ方も変え，その面か

れた時期を示すのみ）から，A. Gray の提唱し

らも気候に影響を及ぼした。

た基本的な枠組みは受け入れてよいように思

氷期と間氷期の繰り返しの中で，南方系，北

う。ちなみに，東亜−北米要素として属レベル

方系の植物の渡来，日本列島内での南北，上下

では共通していても，種レベルになるとそれぞ

方向への移動，列島内での独自の進化と絶滅が

れの地域で分化しているので（東アジア産と北

あり，日本の植物相と植生が形成されてきた。

米産が同一種である例はほぼ皆無），両者が祖

例えば，ミンデル氷期にはグイマツ，チョウセ

先種から分かれてからかなり時間が経っている

ンゴヨウ，シラビソ，トウヒなどの亜寒帯性

のは間違いない（村田 1987・88）。

の針葉樹が数多く見られるのに対して，ミン

（2）第四紀の気候変動と植生変遷

デル・リス間氷期にはアデク，ヤマモモ，ナ

第四紀（258 万年以降； 2009 年に従来の 180

ギ，ツクバネガシなど温暖型の常緑樹が出現す

万年以降より改訂）になると，気候は急激に寒

る（堀田 1974）
。注目すべきは同じ氷期，間氷

冷化した。アケボノスギ，スイショウ，フウな

期といっても気候条件や植生の内容はそれぞれ

ど第三紀型の属や種がまとまって絶滅するとと

かなり異なっており，単純な繰り返しではない

もに，ミツガシワやチョウセンゴヨウなど寒冷

ことである。藤木（2008）は琵琶湖の過去 43

型の植物が日本列島に出現するようになる。寒

万年間の花粉分析から得られた植生変遷を紹介

冷化が一層激しくなる 80 万年前頃が大きな区

している。それによると 43 万年の間に 5 回の間

切りとなり，大陸的な気候に適したマツ科の

氷期が見られ，初回と 5 回目（現在）は照葉樹

モミ属，トウヒ属，ツガ属が急増してくる。

に属するシイ属，アカガシ亜属が多いがサルス

80 万年以降においては約 10 万年周期で氷期と

ベリ属はまったく見られないのに対して，2,3,4

間氷期が繰り返され，少なくとも 4 回（ギュン

回目の間氷期には亜熱帯性のサルスベリ属が出

ツ，ミンデル，リス，ウルム）の大きな氷期と

現し，シイ属やアカガシ亜属は少なめであると

間氷期の繰り返しがあった。近年の南極やグ

いう。現在のような照葉樹林が優占する間氷期

リーンランドの氷床のボーリング・コアの分析

は現在を含めて 2 回しかなく，サルスベリ属が

結果（酸素の同位体比など）から，この間の気

ある時代は現在より低温ではあるが，冬季にこ

候変動の様子がかなり詳しくわかってきた。そ

の属が越冬できるほどには温和であったと推定

れによると，氷期といってもその間に気温の高

している。

低の変化があり，また，間氷期は氷期に比べる

図 4 に日本列島にやってきた植物の進入ルー

と短く，氷期の終り頃に急激な気温上昇を伴っ

トを示す。前川（1977）は，カムチャツカ，千

て到来し，一万年ほど続いたのち再び次の氷期

島列島を通じてのアリューシャン・北米要素，

に移っていくという（岩田 2011）。氷期には気

サハリンを通じてのダフリア・シベリア要素，

温が低下するだけでなく，温帯域では前線帯が

朝鮮半島を通じての北中国・満州蒙古要素，南

南下するため現在とは異なる降水量の分布とな

西諸島を通じての台湾・中国・ヒマラヤ・マ

る。また，大陸の氷床の発達に伴い海面が低下

レーシア要素，マリアナを通じてのミクロネシ

― 26 ―

日本列島における森林の成立過程と植生帯のとらえ方（清水）

図 4.

日本列島への生物移動ルート

前川（1977）の図を引用

ア要素の 5 つのルートを上げている。また，堀
田（2006）は，第四紀の寒冷期に東シナ海の大
部分が陸化して日本列島南部との距離が狭まっ
たので，中国大陸の暖温帯性植物が直接に渡来
した可能性があるとしている。
以下，
「図説

日本列島植生史」
（安田・三

好編，朝倉書店，1998）による日本全国の花粉
分析から描き出された日本列島（関東中心）の
最近 12 万年におよぶ植生の変遷を述べる（図
5）
。まず，最終間氷期（リス – ウルム間氷期：
約 12 万年前）は夏冷涼・冬温暖な気候で，シマ
サルスベリ，センダン，ナンキンハゼ，アブラ
ギリ，アカガシ亜属のような暖温帯性の広葉樹
が多かったが，最終氷期（ウルム氷期）の前半
（12〜6 万年前）になると冷涼・湿潤な気候に変
わり，日本中でスギ林が目立つようになった。

図 5.

最終氷期の植生図 小泉（2009）の図を
引用 細線は氷期の海岸線を示す。

中頃（6〜2 万年前）には寒冷・乾燥の気候とな
り，スギは衰退してナラ類やハンノキ，カバノ

は 800–1200 m 降 下 し た と い う（ 服 部 2011）
。

キなどの冷温帯性落葉広葉樹とトウヒ，カラマ

海面が 100–120 m ほど低下したので東シナ海は

ツなどの針葉樹の混交する森林が成立した。

ほぼ干上がり，黒潮は琉球列島の南側すぐで東

最終氷期最盛期（2–1.5 万年前）には，現在

向きに流れていた。また，瀬戸内海も完全に干

より平均して気温が 5〜7°
C ほど下がり，植生帯

上がったので，本州，四国，九州は一つの大き
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小泉・清水（1992）の図を一部修正

な島になった。日本海は朝鮮海峡と津軽海峡で

州内陸部でも生き残っていた可能性があるとい

わずかに外海とつながっていたとはいえ，ほぼ

う（米林 1992）
。さらに，シイ，カシ，タブな

閉鎖されて「湖」状態となり，対馬暖流の流入

どの照葉樹林のメンバーは，西南日本の沿岸部

が断たれたため日本海側の降雪量が大きく減少

の比較的温暖・湿潤な地域をレフュージアとし

した。そのため，日本列島は全般的に降水量が

て残存していたと考えられる。

減って寒冷・乾燥した大陸的な気候が支配した
とされる（能城 2005）。図 5 に最終氷期最盛期
の推定された植生図を示す。

（3）後氷期の気候変動とブナの北上
①ブナの北上
1 万 5000 年前より気温の上昇が起こり始めた

北海道は凍結・融解を繰り返す周氷河作用を

が，気温の上昇は一直線に進んだわけではな

受ける厳しい環境となり，北半分ではハイマ

く，1 万 3000 年前からの 1300 年間は新ドリア

ツ，ツツジ科低木，コケスギランの多い森林ツ

ス期という一時的な「寒の戻り」があり，1 万

ンドラが出現した。石狩平野以南では落葉針葉

1700 年前から現在につながる本格的な温暖な

樹のグイマツが優占し，エゾマツやアカエゾマ

時期（後氷期＝完新世）に入った。6000 年前

ツのある亜寒帯性針葉樹林が成立した。本州で

頃には現在よりも気温が 1, 2°
C 高いヒプシサー

は東北日本から西南日本まで広い範囲で，マツ

マルといわれる高温期があり，その後も数百年

属（チョウセンゴヨウ），ツガ属（コメツガ），

規模の寒冷期や温暖期を繰り返しながら現在に

トウヒ属（エゾマツ，アカエゾマツ，ヒメバ

至っている（図 6 参照）
。後述の具体例のよう

ラモミ，ヤツガタケトウヒ）
，モミ属（トドマ

に，現在の植生の状態を理解するためには，こ

ツ），カラマツ属（グイマツは仙台が南限）な

うした後氷期における寒暖の繰り返しも重要な

どの亜寒帯性針葉樹にナラ類，カバノキ，シナ

意味をもつと考えられる。

ノキなど落葉広葉樹が混生した森林が覆ってい

後氷期における植生変化の中で，もっともド

たと推定されている。一方，現在の夏緑樹林の

ラスチックな事例の一つであるブナの北上につ

主体をなすブナは西南日本のいくつかの逃避

いてとりあげる。これは現在のブナの北限の問

地（レフュージア）に退いていた。具体的なレ

題，ひいては日本の夏緑樹林帯（冷温帯）と針

フュージアの位置は定かではないが，後氷期の

葉樹林帯（亜寒帯）との境界をめぐる問題にも

ブナ拡大のスピードが非常に速いので，北緯

つながる。氷期に西南日本のレフュージアに退

38 度線（ほぼ仙台と新潟を結ぶ線）の南の本

いていたブナは 1 万 2000 年前から北上を開始
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し，急速に分布を広げていった。8000 年前に
日本海に再び暖流が流入するようになり多雪で

表 3.
1.

山火事説（本多 1912）
ブナは石狩低地帯まで分布していたが，野火で
後退した。

2.

種子散布説（田中 1900； 南部 1927）
後氷期に北進する際の種子散布速度が遅い。

3.

火山阻害説（古畑 1932）
羊蹄山などの噴火により北進が妨げられた。

4.

暖気阻害説（？）
低地帯の暖気が冷涼環境を好むブナの定着を阻
害した。

5.

降水量制約説（塚田 1982）
黒松内低地帯は降水量が少なく，水要求の高い
ブナの障壁となった。

6.

植生配置説（吉良ほか 1976）
冷温帯北部で大陸性のブナ欠如型落葉樹林が出
現する。

7.

ニッチ境界説（渡邊 1987）
ブナとミズナラの空間的な棲み分けによる共存
関係が成立。

湿潤な環境が出現すると，これがブナの生育環
境として適していたため，日本海側では一層勢
いを増すことになった。約 6000 年前のヒプシ
サーマル期には，中部地方の山岳地域では植生
帯が 300 m ほども上昇したため，ブナ林は一時
的に下方から照葉樹林に追い上げられることも
あったが，4000 年前には本州ではほぼ現在に近
い姿になったとされる。一方，ブナは 9000〜1 万
年前には津軽海峡を越えて北海道にも渡り（こ
の時期はすでに海峡が成立していたので，おそ
らくドングリが鳥に運ばれたのであろう），さ
らに渡島半島を北上して，約 1000 年前に現在

ブナの分布北限に関する仮説

のブナの分布北限である黒松内低地帯に到達し
たと推定されている（安田 1985； 内山 1998；
河原 2012）。ただし，ブナが北海道に渡った
のは 7000〜4200 年ほど前で，黒松内低地帯に

さらに北へ約 17 km に位置する「ツバメの沢ブ

達したのは 350〜700 年と見積もる考えもある

ナ保護林」
（海抜 550–620 m，飛び地的な 0.8 ha

（米林 1992）。

の小群落）であるが，ブナ親木の樹齢は 190〜

②ブナの北限問題

250 年と推定され，更新も順調に行われている

ブナの北限問題については，ブナの北上は現

という（小林・渡邊 2003）
。さらに，ミズナラ

在も進行中で現在の北限（黒松内低地帯）が一

（Qercus crispula, 分布： 北海道，本州，四国，

時的なものなのか，何らかの理由で現在の北限

九州，アジア東北部）やシナノキ，エゾイタヤ

がブナ本来のものであるのか，さまざまな仮説

などブナ林を構成する落葉広葉樹の多くが黒松

が出されていて決着がついていない。表 3 に渡

内低地帯を越えてより北海道の内陸部まで分布

邊（1987）や小林・渡邊（2003）に紹介され

していること（渡邊 1987）
，札幌以東で植栽さ

ている諸仮説を一覧表にして示した。少なく

れたブナは健全な生育を示し樹下に幼樹も認め

とも温量指数などの環境条件からみると，北

られること（紀藤 2003）などから考えると，

海道のほぼ全域（低地）がブナの生育可能な

「現在も北進中」説に分があるようにみえる。

範囲（WI＝45–85）に収まるのは明らかである

尾瀬ヶ原のような高地で現在日本海型気候で

（図 2 参照）。渡邊（1987）も，ブナの北限問題

あるような場所では，後氷期に亜寒帯性針葉樹

は，北海道が冷涼・湿潤な気候下にありながら

林から温帯性落葉樹林へと交代する際に，ま

ブナが生育しないのは何故かの問題であると述

ず，先駆植物のカバノキが優勢となり，次いで

べている。実は，ブナはすでに地形や気候の境

ミズナラ主体の温帯性広葉樹が増加し，最後に

界であるとされる低地帯を越えて，東側の山地

ブナ林が成立したという（守田ほか 1998）
。世

にまで分布を広げている（紀藤 2003）。現在の

界的には，後氷期に植生が回復する際にブナ属

真の北限は，黒松内低地帯の歌才ブナ林から

よりコナラ属の方が先に分布拡大が生じるとい
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い，また，ヨーロッパでは他種が絶滅した空白

を通じて植生のあり方に影響を及ぼしており，

域ではブナは素早く分布を拡大したが，ナラや

積雪の効果には植物にとってメリットとデメ

シナノキがすでにある場所ではなかなか進まな

リットがある（下川 2001； 酒井 1982，2003；

かったという（内山 1998）。ヨーロッパブナの

石塚 1987）
。メリットとしては，積雪下の地表

北限にあたるスカンジナビア半島南部でも，あ

はほぼ 0°
C に保たれて凍らないこと，外気の影

る地点まで旺盛に生育しているブナが突然なく

響（冷気，強風）を受けにくいこと，春先の雪

なり，ナラ類がその北限を越えて北方まで分布

解け水により芽吹き時期に水分が供給されるこ

する現象があるという（大場（達）1985）。日

とがあり，デメリットとしては，積雪下は暗黒

本のブナの北上が停滞しているように見える理

で光合成ができないこと，雪腐れ菌に侵されや

由としては，内陸部まで先に分布を広げたミズ

すいこと，雪の重さにより幹や枝が折れたり曲

ナラとの競合関係（すでにミズナラが成林して

げられたりする，とくに斜面では雪の移動にと

いる場所にブナが進出するのは難しい）や人為

もなう圧力がかかること，積雪期間が長いと生

の影響（ブナの生育できそうな場所の多くがす

育期間が制限されることなどが上げられる。

でに牧場や植林地，市街地等で開拓されてい
る）が重要であるように思われる。

日本海側の多雪地域に限定された分布をもつ
一群の植物を日本海要素とよび，シラネアオ

ところが，八木ほか（2003）は，ブナ林の北

イ，タニウツギ，キヌガサソウ，オオカニコウ

限はやはり現在の環境条件で説明できるのでは

モリなど多くの種が上げられる。ただし，個々

ないかとする研究を発表した。彼らはブナ林と

の種の内容をみると，詳細な分布型，近縁種の

ミズナラ林の分布と気候条件の関係を定量的に

分布域，分化の程度，生育地などきわめて多種

明らかにするために，日本全国の植生と気候値

多様であり，分布様式は似ていても歴史的には

のメッシュデータを用いて解析を行った。その

いくつもの異なった過程があったと考えられ

結果，ブナは一定値未満の温量指数をもち，冬

る（ 黒 崎 1975）。前 川（1977） は 日 本 海 型 の

季の積雪量が多い地域に分布するのに対して，

分布をする植物を 4 タイプに分けて論じている

ミズナラは冬の寒さが強い地域，成長期の降水

が，その 1 つとして，多雪環境に適応した匍匐

量の少ない地域，温量指数が一定値以上かつ冬

型の生育形をとるようになった一群の常緑性小

季積雪の少ない地域に分布すること，両者が混

低木を上げている（表 4）
。これらの多くは太

生するブナ・ミズナラ群落とされる部分はそれ

平洋側の照葉樹林の中に母種を持ち，分類学的

らの中間的な場所に出ることが示された。これ

に変種として区別されているものが多い（酒

を踏まえてブナ北限域を検討すると，従来から

井 1982）
。雪に埋もれても折れないようなしな

言われていた成長期の降水量が少なさ，冬季の

やかな茎や枝を進化させたので，常緑樹であり

寒さの厳しさ，積雪の少なさの 3 要因を合わせ

ながら多雪地での生育が可能になったと考えら

ることで北海道におけるブナ林の分布を説明し

れる。

うるという。そうであれば，現在の北限は真の
北限として停止していることになる。

温帯性針葉樹で日本固有種のスギ（Cryptomeria
japonica，分布： 本州，四国，九州屋久島まで）

（4）太平洋型と日本海型（植生分布の背腹性）
①日本海要素

は，太平洋側（オモテスギ）では一本の垂直な
樹幹をもち主幹が折れると枯れてしまうが，日

日本海側の冬季の気候は世界的にも有数の積

本海側（ウラスギ）では主幹が折れても脇から

雪によって特徴づけられる。雪はさまざまな面

萌芽する性質があり多幹状の樹形を示すものが
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表 4.

太平洋側と日本海側で分化の見られる種

太平洋側

日本海側

和名

学名

和名

学名

カヤ
イヌガヤ
ミヤマシキミ
ユズリハ
イヌツゲ
アオキ
モチノキ属
ツバキ

Torreya nucifera
Cephalotaxus harrinngtonia
Sikimmia japonica
Dphniphyllum macropodun
Ilex crenata
Aucuba japonica
Ilex sp.
Camellia japonica

チャボガヤ
ハイイヌガヤ
ツルシキミ
エゾユズリハ
ハイイヌツゲ
ヒメアオキ
ヒメモチ
ユキツバキ

T. nucifera var. radicans
C. harrinngtonia var. nana
S. japonica var. intermedia f. repens
D. macropodun var. humile
I. crenata var. paludosa
A. japonica var. borealis
Ilex lencoclada
C. japonica subsp. rusticana

図 7.

ブナ林のタイプ別分布図

福嶋（2005）の図に加筆

ある。京都独特の林業形態である北山台杉はこ

つ，太平洋型のササであるミヤコザサの分布

の性質を利用したものである（植田 2012）。ま

境界（ミヤコザサ線ともいう）とも合致する

た，日本の植生を特徴づけるササ類も日本海側

（薄井 1977）
。図 8 には日本列島の年最大積雪

と太平洋側では種類が交代する。太平洋側のス

深の分布を示す。酒井（1982）は，最深積雪

ズタケやミヤコザサは直立した桿をもち折れや

が 2.5–3.0 m 以上に達する豪雪地帯は概ね高海

すく，芽に耐凍性があり，地下茎が深いのに対

抜地が多く，森林限界以上の高地を除けば本州

して，日本海側のチシマザサやチマキザサは斜

ではブナの天然林に多いと述べている。ブナの

めに立ち上がる桿をもち折れにくく（根曲が

形態にも違いがあり，とくに日本海型のブナは

り），地下茎が浅く走っていて積雪に対応して

葉が大型で薄くオオバブナと呼ばれるのに対し

いる（原 1992）。

て，太平洋型のブナは葉が小形で厚めでありコ

②日本海型と太平洋型のブナ林

ハブナと呼ばれる（図 7 参照）
。ただし，葉の

日本のブナ林自身についても，その組成や構

大きさは大から小までクライナルな変化（中間

造から日本海型と太平洋型に分けられる（福

型をはさんで連続的な変化）を示すので，分類

嶋 2005）。図 7 には植物社会学におけるブナ

学的に種内変異（亜種や変種）の扱いはされて

林のタイプ分けを示す。両型の境界は，概ね

いない。太平洋側の個体に比べて日本海側の個

冬の最深積雪量が 50 cm のラインに一致し，か

体で葉が大型化するものは，クロモジやタム
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最大積雪深の分布図

日本海型のブナ林： 北海道歌才の北限
のブナ林

2014

福井（1985）の図を引用

写真 2.

太平洋型のブナ林： 鹿児島県高隅山の
南限のブナ林

シバなどブナ以外の種でも知られている（植

な樹冠をもつブナの親木が他種（アカガシな

田 2012）。

ど）と混交しているが，林内に実生・稚樹がほ

日本海側のブナ林は連続していて山域ごとの

とんど見られない（写真 2）
。太平洋側のブナ

ブナ林の種類組成が均質であるが，太平洋側の

林は活力が低くて，現在の親木が枯死するとブ

ブナ林は互いに孤立しており山域ごとの特徴が

ナ林そのものが消滅する可能性が高い（大場

明瞭に見られる。日本海側のブナ林は樹幹が直

（達）1985）
。実際に丹沢や高尾山，筑波山，函

立した純林状をなす場所が多く，実生・稚樹

南原生林などでは近年ブナの大木が枯れて本数

もあって世代交代も順調に行われている（写

が減少しつつある。ブナ減少の原因として，開

真 1）。それに対して太平洋側のブナ林（福島

花する個体が少ないこと，開花しても果実はほ

県から鹿児島県の高隅山まで）の多くの場所

とんど不稔であること（門田 2006）
，地表に落

では，太い幹が下方から枝分かれして，大き

下した果実（ドングリ）の多くがネズミに食べ
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られてしまうこと，積雪による保護がなく芽生

が，その後照葉樹林によって下から追い上げら

える前に冬の乾燥で果実が枯死すること，気候

れ，さらに現在の生育環境が乾燥ぎみで更新に

が乾燥しすぎていて本来の生育適地である尾根

適していないので，衰退の傾向にあると考えら

状緩斜面に定着できないこと（増澤 2001），丹

れる。

沢では大気汚染（オゾン），ブナハバチの食害，

分子系統学的解析によると，ブナは遺伝子レ

水ストレスの複合的な関与（谷脇 2013）など

ベルで本州の日本海側タイプ，太平洋側タイ

が指摘されている。また，酒井（1982）は，太

プ，四国・九州タイプの 3 つのタイプに分かれ

平洋側は冬の冷え込みが厳しく異常乾燥が続く

ることがわかった（河原 2012）
。最終氷期には

ため乾燥害（寒乾害）が多発すると述べてい

すでに 3 つのタイプが分かれていて西南日本の

る。太平洋側のブナ林においては，現在の生育

それぞれのレフュージアに退避し，後氷期の温

環境が本来のものからずれてしまっているよう

暖化とともに北上したと推定されている。遺伝

だ。

子組成から見て北海道のブナは日本海側タイプ

ブナの分布域は暖かさの指数 WI＝45–85 の

の遺伝子をもったものが北上したものである。

範囲と概ね一致するが，太平洋側の垂直分布

ただし，後氷期に 3 つのタイプが互いにまった

ではほぼこれに当てはまるのに，日本海側で

く独立に移動したわけではなく，本州の中央部

は上限，下限ともこの値を越えて分布するた

ではタイプ間の交雑が起こったことが推定され

め，より幅広い分布域（高度幅）をもつこと

る（河原 2012）
。岩崎・村上（2009）は，ツリ

が知られている。新潟県村上市では WI＝85 の

バナやウワミズザクラなど 4 種の分子系統地理

ラインが海抜 400–500 m 付近にあるにもかかわ

学的な研究を行い，どの種もブナの場合とよ

らず，海抜 40 m にブナ林が成立する例がある

く似た 3 つの地域的なまとまりをもつことを示

（原 1992）
。太平洋側でも東京近郊の高尾山で

し，最終氷期にこれらの種を含む温帯林が 3 つ

は，海抜 599 m の低山であるにも関らず，主尾

のレフュージア（退避地）に分かれ，後氷期に

根に沿った北向き斜面にブナの大径木が点在し

そこからお互いに混じり合うことなく分布を移

ている（林ほか 1966）。丹沢や奥多摩の本来の

動，拡大させたと推定した。

ブナ林は海抜 800 m あたりから出現するので，

③ブナの南限問題

高尾山のブナは例外的に低い分布である。これ

最後に，ブナの南限問題についても触れて

は，現在の大径のブナの稚樹が育ったのが今か

おく。現在，ブナの分布は鹿児島県大隅半島

ら 300 年ほど前の 16〜19 世紀の寒冷期（小氷期

の高隅山（1236 m）が南限になっている。海

ともいう）でブナの生育適地の高度が下がって

抜 1000 m 以上の尾根に近い斜面にブナの大径

いた時代であり，その後の温暖化で本来の生育

木が点々と樹冠を突出させているが，他の太平

環境は失われたが，親木に成長した当時のブナ

洋側のブナ林と同様に実生・稚樹はほとんど

が冷涼・湿潤な北向き斜面にかろうじて生き

見られず衰退傾向にある（写真 2 参照）
。とこ

残っていると考えられている（小泉 2007）。ち

ろで，高隅山の南方約 120 km の海上には屋久

なみに高尾山の南向き斜面はより乾性な立地と

島（1936 m）があり，ブナ林があってもおかし

なり，アカガシやモミの多い常緑樹林（照葉樹

くない高度と環境をもっているのに，ブナが存

林〜中間温帯林）で覆われていて対照的であ

在しない。しかも，屋久島は九州本土と 200 m

る。太平洋側のブナ林の多くは，後氷期になっ

以浅の海で隔てられているので，最終氷期の海

てブナが北上する際に一時的にブナ林となった

面低下時にはほとんど陸続きになったはずであ
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る。では，なぜ，屋久島に現在ブナがないの

林を照葉樹林と呼んでいる。温量指数では，

か。生育環境があるはずなのに存在しない点

WI＝85–180 でかつ CI＝−10 以上の範囲に相当

は，ブナ北限の問題とも通ずるところがある。

するが，服部（2011）は照葉樹林の分布を規定

ちなみに，ブナと並んで夏緑樹林の主役の一つ

する要因として最寒月の月平均気温がもっとも

であるミズナラも高隅山が南限となっている。

有効であるとしている。東アジアの照葉樹林は

屋久島にブナがない理由としては，近いとは

日本南西部，韓国南岸部，台湾，中国揚子江流

いえ高隅山から屋久島までは距離があり，果実

域〜雲南省，ブータン，ネパールのヒマラヤ山

（ドングリ）が運ばれるのは困難であったとい

脈南向き斜面に広がっている（写真 3）
。植物

うもの，もう一つは屋久島にも渡っていたのだ

地理区の全北植物界日華区系の範囲にほぼ重な

が 7300 年前の鬼界大噴火（あるいはそれ以前

り（原 2011），構成種の種多様性からみて中国

の周辺火山の噴火）によって島の大半が火砕流

の雲南省からマレーシア辺りに分布の中心があ

や火山灰で覆われた際に消滅してしまった可能

る（田川 1987； 大沢 1993）
。ここではシイ属

性である（ただし，同様の被害は大隅半島にも

（Castanopsis： クリガシ属ともいう），カシ類

及んだ）。一方，後述のように，屋久島の照葉

（Cyclobalanopsis： コナラ属アカガシ亜属）
，マ

樹林帯より上部にあるモミ・ツガ・スギ林が，

テバシイ属（Lithocarpus）の仲間だけでも 100

ヒマラヤから雲南省，台湾と続くブナを欠いた

種以上に及ぶが，ここから北上して冬の寒さが

一連の中間温帯林に位置付けられるとすると，

厳しくなる日本列島にくると，シイ属 2 種，カ

別の要因（現在の環境とブナ生育の不適合，他

シ類（常緑のアカガシ亜属）8 種，マテバシイ

種との競合関係など）が絡んでいる可能性もあ

属 2 種にまでに減少する（南木・岡本 1985）
。

る。堀田（2006）は，屋久島はブナやミズナラ

すなわち，日本列島は東アジアの照葉樹林帯の

だけでなく，イヌブナ，コナラ，クリ，クヌギ

東北の限界域に相当する。また，照葉樹林帯

などブナ科の落葉樹がそっくり欠けているのが

は，雲南省からブータン，ネパールへとヒマラ

奇妙であるとし，その理由として温暖多湿な屋

ヤ山脈の南斜面を西に向けても分布を伸ばして

久島の環境では，常緑性の広葉樹との生育地を

いるが，西にいくほど乾燥がきつくなってやは

めぐる競争に勝てないのかもしれないとしてい

り種数が減少する。これは西にいくほど冬雨型

る。

の地中海性気候に近づくためである。
日本列島の中でも沖縄や九州の照葉樹林の種

2.

照葉樹林帯

多様性が一番高く，北に行くほど単純な種組成

（1）照葉樹林の分布と位置づけ
葉の表面にクチクラ層が発達してテカテカと
した照りをもつ特有の樹種（照葉樹）からなる
森林を照葉樹林という。元々は大西洋カナリア
諸島のクスノキ科（ゲッケイジュ）の森林を指
して用いられたものだが，類似した相観から日
本ではブナ科のシイ類，カシ類，クスノキ科タ
ブノキ類などを主要な林冠構成種としてもち，
ツバキ科，モチノキ科，ハイノキ科など多くの
常緑広葉樹を含む独特の組成・構造をもった森
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– シイ型（内陸部）の配列
るタブ型（沿岸部）
も潮風条件によるとしている。
沖縄より南の台湾，雲南省，ブータンの照葉
樹林では，垂直分布的に下部のシイ帯と上部の
カシ帯に明瞭に 2 分できることが知られている
（Ohsawa 1987； 原 1997； Tang et al. 2013）
。シ
イ帯にはシイ（クリガシ）属のほかにマテバシ
イ属やヒメツバキ属が出現するのに対して，カ
写真 4.

シ帯ではこれらが消失または減少してアカガシ

宮崎県綾の照葉樹林

亜属の常緑ガシが目立つようになる。日本列島

となる（写真 4）。水平分布でみると，おおよ

は北限域にあるのでこの区別が不明瞭である

そ関東地方までの西南日本の低地を照葉樹林が

が，九州の照葉樹林では低地のスダシイ・タブ

占め，暖流の影響を受けて太平洋側では岩手県

ノキ，山地のアカガシ，ウラジロガシ，ツクバ

南部まで，日本海側では秋田県本荘市辺りま

ネガシと分けられる場所がある。本州でも前述

での沿岸部に常緑樹林の林分として残る（薄

した海岸部から山地へのシイ，カシの種類の移

井 1977； 服部 2011）。本州ではシイ・カシ・

り変わりは，この傾向に対応したものと言え

タブが林冠の主要構成メンバーであるが，九州

る。ちなみに，沖縄や奄美は山地が低い（沖縄

の照葉樹林ではこれらに加えイスノキが高い割

本島 503 m，奄美大島 694 m）ので全域がシイ

合で混じる特徴がある。

帯に属する。

また，照葉樹林の内部で局所的に優占種の交

照葉樹林と構成種の共通性の高い森林が，

代が見られる。一般に，沿岸部にはタブノキや

ボルネオのキナバル山など東南アジアの熱帯

マテバシイの多い照葉樹林が現れ，少し奥に入

高山の山地林（低地熱帯多雨林の上方に出現

るとスダジイ林が発達する。内陸部の低地・丘

する熱帯山地林）に存在する（村田 1977； 奥

陵ではアラカシ，シラカシ，イチイガシなどが

富 1977； 田川 1987； 原 1997）
。ブナ科のシイ

カシ林を形成し，少し山に登るとウラジロガ

属，マテバシイ属，コナラ属アカガシ亜属など

シ，ツクバネガシが現れる。太平洋側では一番

のほか，ヒメツバキ属が混じるのも照葉樹林と

高所でブナ林と接するところまで現れるのがア

似ており，ツバキ科，モチノキ科，ハイノキ

カガシである。服部（2011）は，日本の照葉樹

科，ヤブコウジ科などが優占することも共通す

林をシイ型，タブ型，カシ型に三分してそれぞ

る。ここはまた，ブナ科カクミガシ属，クルミ

れの水平分布と垂直分布を比較したところ，垂

科フジバシデ属，マンサク科エクスブックラン

直的にはタブ型 – シイ型 – カシ型となりもっと

ディア属など比較的原始的な属を含むことが多

も低温に耐えられるカシ類が上限に来るのに対

い（原 1997）
。こうしたことから，熱帯山地林

して，水平的にはシイ型 – カシ型 – タブ型とな

は照葉樹林発祥の地であり，これが北方に分布

り照葉樹林の北限域には低温に強いはずのカシ

を広げたものが現在の水平分布における照葉

類ではなくタブノキが現れることを見出した。

樹林帯であると考えることができる（大場達

その理由として，カシ類は潮風に弱いために温

之 1984； 田川 1987； 堀田 2006）
。一方で，相

度的には生育可能であるにもかかわらず北限域

場（2011）は，キナバル山と周辺地域（マレシ

には分布できないと推定した。水平分布におけ

アと呼ぶ）における既存の定量的な植生調査結
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果を精査したところ，上記のような従来の見

デ属，エノキ・ムクノキ類などに加えて，暖地

方は正確ではなく，熱帯山地林の胸高断面積

性のサルスベリ属，アカメガシワ属，センダン

（BA）でみた優占種はフトモモ科と球果類（マ

属，シラキ属（大型化石ではナンキンハゼ，ア

キ科，ナンヨウスギ科）であり，とりわけフト

ブラギリ，ハマナツメなども）が産出する（米

モモ属（Syzygium）の多様性が際立つこと，ブ

林 1997）
。サルスベリ属，ナンキンハゼ，アブ

ナ科とクスノキ科は優占度では及ばないことを

ラギリなどは現在の日本列島からは消滅（ただ

明らかにした。さらに，火山性と非火山性の山

し，シマサルスベリは屋久島以南に分布）して

地の比較から，ブナ科やツツジ科は火山または

おり，最終氷期（ウルム氷期）を挟んだ前（最

火山の影響を受けた山地で優占する傾向が強い

終間氷期）と後（現在）では，同じ温暖期でも

ことを示した。

だいぶ様子が異なっている。

（2）照葉樹林の成立と変遷

最終氷期最盛期（1.7 万年前）には照葉樹林

照 葉 樹 林 を 代 表 す る ク ス ノ キ 科， ツ バ キ

の主たる分布域は九州南部にあり，太平洋岸に

科，ヤブコウジ科，モチノキ科，ハイノキ科

突き出た室戸半島，紀伊半島，伊豆半島にも

などは，科レベルで南米，東南アジア，アフ

残存していたかもしれないという（松岡・三

リカの熱帯域に共通して分布し，汎熱帯分布

好 1998）
。1.2 万年前以降の後氷期になると，

とよばれる。このことは照葉樹林の植物相の

気候の温暖化に伴い照葉樹林の急速な北上が始

起源が熱帯（特に山地）にあることを示唆す

まる。約 6000 年前のヒプシサーマル期には，

る（原 1997）。さらに言えば，それは上記の

太平洋側は房総半島まで，日本海側は若狭湾辺

3 地域が陸続きであったゴンドワナ大陸の時代

りまで照葉樹林の分布が広がり，4000 年前に

にまでさかのぼる。白亜紀後期から第三紀初め

は朝鮮半島南部でも照葉樹林が見られるように

にかけて，北のローラシア大陸と南のゴンドワ

なった。太平洋側では，まず到着した沿岸部か

ナ大陸との間には，テーチス海とよばれる細長

ら次第に内陸部へと分布が拡大していき，2500

い熱帯性の海が挟まり，現在の東南アジア多島

年前くらいにはほぼ現在と同じ分布に達したと

海地域から中国南部，ヨーロッパ，アフリカ北

考えられる（松岡・三好 1998）
。島国の日本で

部，北米カリブ海域におよぶ地域がテーチス海

は，氷期に暖地性植物が陸伝いに南に避難する

沿いに位置していた。このテーチス海周辺の

ことができず絶滅する一方，間氷期になっても

地域が，熱帯性の植物（照葉樹林の構成種を

中国大陸から新たな種が補充されることもな

含む）の起源した場所として注目されている

かったので，徐々に構成種が絞られ貧弱化する

（原 1997）。

中で，後氷期になってシイ，カシ，タブが中心

では，照葉樹林はいつ頃から日本列島に現れ
たのか。日本では過去 50 万年間に 4 回の温暖

となって低地（暖地）に分布を拡大したのが現
在の照葉樹林である（米林 1997）
。

期（間氷期）が認められるが，必ずしもシイ属

服部ほか（1987）は，近畿地方の照葉樹林の

やアカガシ亜属の量は多くなかったという。12

地理的分布と変遷について研究し，後氷期に照

万年前の最終間氷期の日本列島も，どちらかと

葉樹林が南方のレフュージアから北上して近畿

いえば落葉広葉樹で特徴づけられ，照葉樹林の

地方に至る 4 つのルートを推定した。さらに，

主体をなすアカガシ亜属やシイ属は優占しな

ヤマモモ，ジュズネノキ，クロバイ，アラカ

かった。南関東の最終間氷期の花粉分析では，

シ，モッコクなどの常緑樹が若狭湾沿岸に飛び

スギ属，ニレ・ケヤキ類，ハンノキ属，クマシ

地的に分布しているのを見つけ，ヒプシサーマ
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ルの温暖期には連続していた照葉樹林の分布が

リュウキュウナガエサカキ，コバノミヤマノボ

その後の冷涼期に縮小し，まわりの地域と比べ

タンなど固有種に進化したものも多い。

て気候が温暖で積雪量の少ない若狭湾沿岸にの

沖縄・奄美と屋久島・九州とを隔てるトカラ

み残ったと解釈した。こうした分布拡大・連続

海峡（渡瀬線）をはさんで，それぞれの照葉樹

分布と分布縮小・好的条件下での遺存分布，さ

林の構成種にある程度の交代は見られるが，

らには不適条件下での絶滅は，全国各地で起き

照葉樹林というまとまりからみて両者の間に

た一般的な現象であるとしている。

本質的な相違はない。ただし，この海峡で分

（3）沖縄・奄美の照葉樹林の位置づけ

布（北上）が止まる重要な構成種が一つあり，

沖縄・奄美（本稿ではトカラ海峡以南の奄

それはツバキ科ヒメツバキ属のイジュ（Schima

美諸島と琉球諸島を合わせて沖縄・奄美とよ

wallichii subsp. noronhae）である。ヒメツバキ

ぶ）では，海岸にアダンやリュウキュウマツの

属はヒマラヤから雲南省，台湾，沖縄までつな

海岸林があり，その背後の樹林にはアコウや

がる照葉樹林，あるいは熱帯山地林の重要なメ

ガジュマルといったイチジク属（絞め殺し植

ンバーとして存在し，陽樹としてこの地域の二

物），ヤエヤマヤシやビロウのようなヤシ科，

次林的な立地でも目立つ存在となっている。ち

ヘゴやヒカゲヘゴなどの木生シダなどが出現

なみに，小笠原ではムニンヒメツバキ（Schima

し，河口域にはオヒルギ，メヒルギなどからな

mertensiana）という固有種となり，やはり森林

るマングローブ林が発達している。マングロー

の重要な構成要素となっている（清水 1998）
。

ブ植物のうちメヒルギは九州本土・鹿児島市喜

大野（1997）は，日本本土，沖縄，台湾の照

入町まで分布しており，これは北半球におけ

葉樹林を比較して，興味深い考察を行ってい

る最北限である（門田 2006）。こうした海岸

る。まず，調査区当たりの出現種数を比較する

低地の植物は，熱帯地域の植生の特徴に通ず

と沖縄が一番少なくて，小さな島の植物相とし

るものである。一方，沖縄・奄美の植生の主

ての特徴（絶滅しやすく，補充がされにくい）

体をなす山地の森林は，スダジイ（Castanopsis

が表れている。とくに，ブナ科はスダジイとオ

sieboldii, 分布： 本州福島・新潟県以西，四国，

キナワウラジロガシの 2 種のみで日本本土，台

九州，朝鮮済州島； 沖縄のスダジイをオキナワ

湾に比して少ない。沖縄の照葉樹林の種組成

ジイと区別する見解もある）やオキナワウラジ

は，林床，谷筋および草本では台湾に比較的

ロガシ（Quercus miyagii）を主体として多くの

似ているが，林冠（とくに高木・亜高木種）
，

常緑広葉樹を混生した，雲南省から台湾を経て

尾根筋および木本では日本本土と似ている。前

北上する照葉樹林そのものである。また，日本

者には胞子で長距離散布が可能な亜熱帯性のシ

の南部に位置する沖縄では本土より古い時代か

ダ植物が多く含まれ，後者はドングリなど海を

ら照葉樹林が成立していた可能性が高く，シイ

越えての種子散布が難しい温帯性の樹木が中心

属やアカガシ亜属が増加する 120〜80 万年前に

である。また，日本本土から沖縄を飛び越えて

その萌芽が認められる。ただし，現在の照葉樹

台湾の山地に分布する種（ツクバネガシ，イズ

林と違って，シイ属やアカガシ亜属はサルスベ

センリョウ，ヒイラギ，アオキなど）が存在す

リ属，ミズキ属，ハイノキ属，フウ属など多様

る。大野は言及していないが，沖縄本島南部で

な構成要素の一つとして存在し，優占状態では

発見されたスギの樹幹化石や国頭礫層基底から

なかった（米林 1997）。隔離された時間の長い

発見された大量のスギ花粉の存在から，更新世

沖縄の照葉樹林では，オキナワウラジロガシ，

の初め（200〜100 万年前）に現在の琉球列島
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のすぐ西北側に，スギが生育できるような環境

がふつうであるが，現在の環境条件では説明で

をもった高さ 2000 m ちかい山脈が存在したの

きない分布を示す種も多く存在するとしている。

ではないかという説がある（木崎 1997）。そう

最終氷期の照葉樹林のレフュージアは南九州だ

であるとすれば，過去のある時期に台湾と屋久

けでなく太平洋に突き出した半島部（紀伊半島，

島の間に中継地としての高地（高山）が存在し

伊豆半島，房総半島など）にもあったが，それ

て，温帯性の植物の交流がより容易になってい

ぞれの場所で構成種が異なっていた。例えば，

た可能性が高い。

タブノキやスダジイはすべてのレフージアに存

（4）照葉樹林に関わる事項

在したので後氷期に全レフュージアから分布を

①そはやき要素

拡大して現在は連続した分布となり分布北限ま

日本海の多雪環境に対応した分布を示す日本

で達したが，ミミズバイは伊豆，房総のレフュー

海要素と対照的な分布を示す植物にそはやき

ジアには存在せず，紀伊半島潮岬のレフュージ

要素がある。「そはやき」とは，襲＝熊襲（九

アから出発したのでその北限が現在御前崎で止

州），速＝速吸瀬戸（四国），紀＝紀伊半島を意

まっていると考えた。つまり，後氷期に照葉樹林

味し，黒潮に沿った西南日本太平洋側の温暖・

の分布が拡大してからまだ十分な時間が経って

多湿な環境の場所に分布する一群の植物をいう

いないので，すべての構成種が温度条件の限界

（前川 1978）。当然ながら，そはやき要素には
照葉樹林帯に生育する南方系の植物が多いが，

まで広がっているわけではないのである。
②硬葉樹林との関係

山地の冷温帯域の植物も含まれている。そはや

高温で乾燥のきつい夏と温暖で湿潤な冬で

き要素の例としてトガサワラ，キレンゲショウ

特徴づけられる地中海性気候地域には，世界

マ，ヤハズアジサイなどがよく上げられるが，

の 11 タイプの植生帯の一つを構成する硬葉樹

中にはクロガネモチ，モッコク，タイミンタチ

林（耐乾性を備えた常緑樹からなる低木林）が

バナなど紀伊半島からさらに伊豆半島，房総半

成立する。本場地中海沿岸の硬葉樹林の構成種

島まで分布を伸ばして「襲速紀伊房」となって

にはコルクガシ（Quercus suber），セイヨウウ

いるものもある。そはやき要素の分布域と類似

バメガシ（Q. ilex）など常緑カシのほか，ゲッ

したものに，多くの暖帯要素の北限として小清

ケイジュ（クスノキ科）やオリーブ（モクセイ

水（1951）によって提唱されたハマオモト線が

科）など照葉樹林と共通する属が多く含まれる

ある。これは，ハマオモト（ハマユウ），ハマ

（ただし，ツバキ科を欠く）（原 1997）
。西南日

ボウ，ハマナタマメ，ソナレムグラなどの分布

本太平洋側の岩石海岸を中心に，照葉樹林の 1

北限を結んだ線で，年平均気温 15°
C あるいは

タイプ（土地的極相）として硬葉樹林とよく似

年最低気温平均−3.5°
C のラインとほぼ一致し

た相観をもつウバメガシ低木林が出現する（今

ている（中西 2008）。ただし，堀田（1974）が

井 1965）
。備長炭の原料にも用いられるウバメ

指摘するように，そはやき要素（日本海要素も

ガシ（Q. phyllyraeoides, 分布： 本州の房総・三

同様）といってもあくまで分布類型的に規定さ

浦・伊豆半島以西の太平洋側，四国，九州，沖

れたものであり，それぞれの種の起源，由来に

縄，朝鮮，中国）は，ブナ科のカシ類の一種で

は異なる過程が存在すると考えねばならない。

あるが，常緑カシのアカガシ亜属ではなくコナ

服部（2011）は，照葉樹林構成種は第一に気

ラ亜属の日本で唯一の硬葉ガシのグループ（ウ

温によって分布が制限されているので，分布北

バメガシ節）に属している。硬葉ガシは前記コ

限線はそれぞれ一定の気温等値線と一致するの

ルクガシが含まれるように，地中海性気候のよ
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うなやや乾燥した立地に適応したタイプのカシ
の仲間であり，小型，肉厚，鋸歯のはっきりし
た葉をもつ特徴がある（当然，この特徴はウバ
メガシにも当てはまる）。中国の沿岸部にも分
布するウバメガシは，台湾や雲南省の山地に出
現する別の硬葉ガシ類，さらにはヒマラヤの Q.
semecarpifolia （これらは乾燥の厳しい山地の南
斜面に生育する）を通じて，地中海のコルクガ
シとつながっている（写真 5）（大沢 1983； 大
場達之 1984； 原 1997）。

写真 5.

そもそも照葉樹林と硬葉樹林は，第三紀のま

西ネパールの Qercus semecarpifolia 林

だインドがユーラシア大陸に衝突する前の時代
に，北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸
の間に東西に広がっていたテーチス海沿岸に
あった共通の常緑広葉樹林に由来をもつと言わ
れる。その後ヒマラヤ山脈が形成されるととも
に分断され，一方は大陸東岸の温暖多湿な気候
の下で照葉樹林へ，他方は大陸西岸の乾燥し
た地中海性気候の下で硬葉樹林へと発展した
と考えられている（Walter 1973）。そうした意
味からすると，ウバメガシは日本の中の「地
中海要素」ともいえる稀有な存在である。田

写真 6.

小笠原諸島兄島の乾性低木林

端（1988）はヒマラヤ山脈が形成される中で，
山脈の南斜面と北斜面に，西方の冬雨型の地中

樹（これらは長距離散布に向かない）を欠いて

海性要素と東方の湿潤なアジアの植物の行き来

おり，かつ，属が同じでも小笠原では固有種に

する「ヒマラヤ回廊」があったとして分布を論

分化しているものも多い。ホルトノキ，アカテ

じている。大澤（2005）によれば，現在，ヨー

ツ，イスノキ，アデク，シャリンバイなど沖縄

ロッパで照葉樹林がまとまって残っているの

では優占種のシイ・カシ類に隠れて目立たない

は，カナリア諸島の雲霧林（照葉樹林という名

樹木が，小笠原では独自の進化をとげて森林の

前の発祥地）とコーカサスの南（グルジア共和

優占種群を構成している。また，島が小さく標

国）のコルヒス地域の 2 ヵ所だという。

高も低いので，タコノキ，ビロウ，ヤシ，木生

小笠原諸島は沖縄と並んで日本の亜熱帯に位

シダなど亜熱帯を特徴づける種類が海岸から山

置づけられているが，植生からみると東アジア

頂まで島の全域にみられる（Shimizu 1984）
。

の照葉樹林の構成種とのつながりが深い（豊

小笠原の父島列島に広く分布する乾性低木林

田 2003）。ただし，海洋島（島の成立からずっ

は，土壌の薄い乾性立地に成立する低木林で，

と海洋中に孤立し，大陸と地続きになったこと

構成種の多くは耐乾性のある葉をもち，相観が

のない島）の植物相の特徴として，ブナ科のシ

前述の硬葉樹林（地中海地域のマキー（maquis）

イ・カシ類やマツ科のような風散布型の針葉

やガリグ（garigue）と呼ばれる低木林）によく
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似ている（写真 6）（沼田・大沢 1970）。筆者

田・棚井（1988）の対談の中で村田は，第三紀

は，小笠原のかつての照葉樹林的な森林が，数

型の温帯性落葉広葉樹のいくつかが中国で残り

十万年に及ぶ島の低平化・乾燥化の中で耐乾性

日本で絶滅してしまった理由について，大陸で

を獲得しながら硬葉樹林に変化してきたのだと

は冬の寒冷・乾燥が厳しくて落葉性が有利で

考えている（清水 2008）。小笠原の現在の気候

あったため常緑樹の北上が抑えられたが，島と

は，夏は高温・乾燥，冬は比較的温暖・湿潤で

なった日本列島は温度や水分環境に恵まれるよ

あるので，地中海性気候に通ずるものがあるせ

うになって常緑樹が有利となり，古いタイプの

いであろう。

落葉樹は競争に負けたのでないかと推測してい

③分布の特徴的な植物

る。

東アジアの照葉樹林と夏緑樹林の分布境界

日本での水平分布がほぼ照葉樹林帯と重なる

付近には，フウ属，ハンカチノキ属，スイセ

ものの，現在ではおもに二次林を構成している

イジュ属，フサザクラ属，カツラ属など遺存

クヌギ，コナラ，アベマキ，クリ，ムクノキ，

的と考えられる古いタイプの落葉広葉樹が多

エノキ，ケヤキなどからなる森林を暖温帯落葉

数出現する（原 1997； 植村 2011）。日本には

広葉樹林と呼ぶことがある（一部は中間温帯林

スイセイジュ属のヤマグルマ（Trochodendron

とも重なる）
。門田（2006）は，これと似た森

aralioides，分 布： 本 州 山 形 県 以 西，四 国，九

林は現在揚子江の北側に分布しており，日本で

州，朝鮮済州島，台湾，中国南部，被子植物

はヒプシサーマルの温暖期には本州の広い範囲

なのに道管がなく原始的とされる）とフサザ

を暖温帯落葉広葉樹林が覆っていたが，その後

クラ属のフサザクラ（Euptelea polyandra，分

照葉樹林に駆逐されて，現在は二次林として生

布： 本州，四国，九州），カツラ属のカツラ

きながらえていると論じている。

（Cercidiphyllum japonicum，分布： 本州中部地方

照葉樹林にはマキ科マキ属のナギ（Podocarpus

以北）が照葉樹林帯から夏緑樹林帯にかけて生

nagi，分布： 本州（式根島，八丈島，紀伊半島，

育する。また，メタセコイア（アケボノスギ），

山口県）
，四国，九州，沖縄，中国海南島，台

アブラスギ（ユサン： Keteleeria），コウヨウザ

湾）とイヌマキ（P. macrophyllus，分布： 本州

ン，スイショウ，スギ，モミ，ツガ，トガサワ

の関東地方南部以西，四国，九州，沖縄，中国，

ラ，コウヤマキ，カヤ，イヌガヤ（前 4 者は日

台湾）という南半球を分布の中心とする針葉樹

本では化石のみ）などの温帯性針葉樹（遺存固

グループの片鱗が見られる。ナギやイヌマキは

有型）も同様の分布を示す（詳しくは中間温帯

針葉樹でありながら広葉樹のような幅広い葉を

林の項を参照）。大沢（1983）は，東アジアの

持つユニークな特徴を持っている。マキ科は中

植生帯を論ずる中で，カシ類の分布北限に当た

生代に起源し南半球のゴンドワナ大陸で多様化

る中国四川省から揚子江，日本にかけた地域に

したが，その一部が第三紀半ばごろに赤道を越

上記のような遺存的な針葉樹類が集中してお

えて北半球に分布を広げたとされている（堀

り，この地域が氷期のレフュージアになってい

田 1974）
。その意味で，日本のマキ科 2 種は南

たと推定した。さらに，歴史的には，寒冷化に

半球型針葉樹の北限でもある。一方，マツ科は

伴い温帯性針葉樹類の北方の分布域が縮小する

北半球型の分布をもつ針葉樹であり，照葉樹林

一方，南方からはより進化した常緑広葉樹（被

にも現れるモミはモミ属の中でも最も温暖な

子植物）が分布を拡大してきて，ちょうどこの

地域に分布する種の一つである。尾崎（1997）

地域で接した形になっていると述べている。村

は，日本の照葉樹林は南半球と北半球でそれぞ
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れ独自に進化してきた針葉樹類が出会う場所で

海側と太平洋側で積雪への対応の仕方の違いか

あると述べている。

らササの種類が交代する現象についてはすでに

照葉樹林とは生育場所が異なるが，古い起源

述べた（植生の背腹性の項参照）。

の南方系植物ということでは中生代からの生き

林床にササが密生すると樹木の芽生えや稚樹

残りともいわれるソテツがある。沖縄・奄美で

の生長が抑えられ，森林の更新が著しく妨げら

は岩石海岸に低木林を形成し，九州南部（宮崎

れる。台風などで森林が破壊された明るい土地

県串間市都井岬）まで分布を広げている。

にササが進出して広がると，植生遷移が進まず

小笠原の固有種ムニンフトモモ（フトモモ

ササ原として固定されてしまうこともある。サ

科 Metrosideros 属）は，小笠原の中でも父島列

サ（タケも含めて）は通常は地下茎による栄養

島にしか分布せず，全部合わせても 350 個体ほ

繁殖で個体数を増やすが，数十年に一度群落全

どしか残っていない絶滅危惧種である（延島

体が一斉に開花した後一斉に枯れる現象（ササ

1999）。この属はニュージーランドからニュー

の一斉開花・枯死）がある。ササが再び実生か

カレドニア，フィジー，ハワイなどで重要な森

ら回復するまでにしばらく時間がかかるので，

林構成種となっており，小笠原は飛び地的にあ

樹木にとっては更新のチャンスとなる。

る北限の分布地である。Metrosideros 属全体の

タケの中でも人里近くに植えられているモウ

分子系統学的解析の結果，小笠原のムニンフト

ソウチク（Phyllostachys pubescens）は，タケノ

モモは遠く離れたフィジー諸島やソロモン諸島

コ生産のために江戸時代に中国から移入された

の種と最も近縁であることがわかった（Wright

ものだが，近年，竹林の手入れがされなくなっ

et al. 2000）。風散布型の細かい種子をつけるム

たため，タケが周辺の雑木林やスギ・ヒノキ植

ニンフトモモの祖先がどのようにしてこれら遠

林地に侵入して分布を拡大する問題が生じてい

方の島々から小笠原に到達したのか興味深い。

る（内村 2012）
。

④タケとササ

⑤東海丘陵要素

イネ科のタケ類は熱帯を本拠地として多様化

東海地方の伊勢湾周辺域では，本来照葉樹林

しており，世界的にみると熱帯林の構成種とし

が成立する標高（100–600 m）でありながら特

て位置づけられる。タケ類の中でも熱帯産のも

異な分布をもつ植物が集中して見られ，東海丘

のは地下茎を伸ばさず株立ちするものが中心で

陵要素と名付けられている（植田 2002）
。ここ

あるが，温帯域に進出したものは地下茎によっ

では，鮮新世後半〜洪積世の砂礫層が丘陵・

て分布を拡大するものが多い。さらに，小型

台地の地表面を形成し，湧水が随所にあり，

化して寒冷な気候に適応したグループがササ

斜面や谷底平野の流水面に湿地が形成されて

の仲間であり，日本には 6 属 186 種類（変種，

いる。湿地は貧栄養でトウカイコモウセンゴ

品種を含む）ものササ類があるという（内村

ケのような食虫植物やミカヅキグサ，シラタ

2012）。日本では垂直分布的に低地から高山ま

マホシクサなどの湿地植物が生育し，湿地周

で広く分布しており，とくにブナ林などの夏緑

辺の礫質の谷底平野にはシデコブシ，ハナノ

樹林や亜高山帯（亜寒帯）針葉樹林の林床にサ

キ，ヒトツバタゴなどの樹木が見られる。ナン

サが密生する場合が多い。また，森林限界の上

ジャモンジャノキとして知られるヒトツバタ

方でササ原を形成することもある。ササの分布

ゴ（Chionanthus retusus） は， 中 国， 朝 鮮， 台

はサハリン南部までとされるので，日本はササ

湾からも知られているが，日本では対馬と東濃

（タケ類としても）の分布北限に当たる。日本

地域にのみ隔離分布している。日本海要素やそ
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はやき要素と同様に，東海丘陵要素の構成種の

いると考える。日本海側では両者の高度が概ね

由来も単一ではなく，氷期に伊勢湾地域まで分

一致するので，照葉樹林から夏緑樹林への移行

布したものが残存したもの（ミカワバイケイソ

が明瞭であるが，太平洋側では両者の高度にず

ウ），湿地環境に適応して母種から分化したも

れがあるので，複雑な移行帯が生じる。

の（シデコブシ），大陸要素の遺存と考えられ

西南日本の太平洋側では，CI＝−10 のライ

るもの（ヒトツバタゴ，ウンヌケ），熱帯・亜

ンが WI＝85 のラインより高くなるため，カシ

熱帯性の植物がここに残存分布するもの（ヒメ

とブナが共存できるゾーンが生じる。それだけ

ミミカキグサ，ナガバノイシモチソウ）などが

でなく，そのゾーンを中心に温帯性針葉樹であ

含まれる。地史的な要因により 200 万年を超え

るモミ（Abies firma, 分布： 本州秋田県以西，四

る期間砂礫層が地表面にあり続け，小規模な地

国，九州屋久島まで）やツガ（Tsuga sieboldii,

滑りを繰り返しながら独特の環境を維持し続け

分布： 本州福島県八溝山以西，四国，九州屋久

てきたことが，多くの種を呼び込んでこうした

島まで，韓国鬱陵島）が目立つ樹林が現れ，場

特異な植生を作り出してきたと考えられる（植

所によってはモミ・ツガ林と呼べるような相観

田，2002）。

を呈する（写真 7）。一方，東北日本の太平洋
側では CI＝−10 のラインが WI＝85 のラインよ

3.

中間温帯林

りも下にくるので，両者の間の高度ではカシも

（1）成立のメカニズム

ブナも存在しない空白域が生じる。ここには

日本の植生帯の問題が論じられた最初の頃か

モミ（ツガはほとんどなし）の他にイヌブナ

ら，暖温帯の照葉樹林帯と冷温帯の夏緑樹林帯

やシデ類などの落葉広葉樹が混じる独特の樹

との間（移行帯）に特有の組成・構造・相観を

林が成立する。宮城県仙台城址の青葉山のモ

もった植生が出現することが認識されており，

ミ・イヌブナ林はその例である（東北大学植物

鈴木（1961）により中間温帯と命名された。吉

園 2009）
。さらに，岐阜県，長野県などの内陸

良ほか（1976）によれば中間温帯林は 3 つのタ

部では，冬の寒冷・乾燥した気候（日本の中で

イプに分けられる（図 9）。まず，夏緑樹林の

はもっとも大陸的な気候）のためにブナそのも

代表種のブナは夏の暑さ（WI＝85）で分布高

のの生育が悪く，照葉樹林帯の上にミズナラや

度の下限が規定され，照葉樹林を代表するカシ

シデ類などからなる落葉広葉樹林，あるいは温

類は冬の寒さ（CI＝−10）で上限が規定されて

帯性針葉樹のウラジロモミ林などが出現する。

図 9.

中間温帯のメカニズム
の図を引用

吉良ほか（1976）

写真 7.
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こうした変則的な森林を総称して中間温帯林と

り，上記の冷温帯上部・下部の漸移点とぴたり

呼んでいる。

一致したのは注目に値すると述べている。

野嵜・奥富（1990）は中間温帯林の成立過程

（2）周辺地域との比較

をより歴史的にとらえた。彼らは中間温帯林の

日本の中間温帯林の成立過程を考える上で，

垂直分布上限は WI＝85 ではなく，冷温帯域の

東アジア大陸部での植生配列が参考になる。実

ほぼ中央にあたる WI＝60 であるとして，暖温

は，ブナが純林に近い状態で広大な夏緑樹林帯

帯上部から冷温帯までの温帯域を上部温帯と下

を形成するのは，ヨーロッパ，北米，日本の冷

部温帯に二分する。イヌブナ，コナラ，モミ，

温帯域に限られており，東アジア大陸南部（中

ツガなどからなる中間温帯林は下部温帯性の森

国雲南省からヒマラヤ山脈にかけての山地）で

林であるとし，上部温帯性の森林としては北海

は垂直分布において，ブナ林のみならず夏緑樹

道の針広混交林や本州のウラジロモミ，コメツ

林帯そのものが存在しないことが知られてい

ガ，ミズナラ林を当てた。また，両者の構成種

る（今西 1953； 大沢 1983； Ohsawa 1987）
。で

の耐凍性は大きく異なっており，日本は南方型

は，照葉樹林帯（低地）と針葉樹林帯（亜高山

（下部温帯）と北方型（上部温帯）が接する場

帯）の間にどんな植生が現れるかというと，針

であるとした。これらが日本の温帯域の基層に

葉樹のツガ属の優占する林（場所によってはツ

あったところに，後氷期の気候の湿潤化に伴っ

ガ純林）やマテバシイ属（Lithocarpus）が多い

て，北海道や本州内陸部を除く地域ではブナ林

常緑樹林が出現することが多い（図 10）
。石塚

がこの二つの温帯林を覆うように拡大した。日

（1977）もこのような温帯性樹林の出現は，台

本海側では多雪環境がブナに有利に働いたため

湾，中国南部をへてヒマラヤ山脈につらなる一

中間温帯はほぼ消滅し，太平洋側ではブナ林と

連の地域に共通の特性であると述べている。屋

中間温帯林が地形を棲み分ける形で共存するよ

久島にはブナがなく照葉樹林帯の上方には中間

うになったと考察している。

温帯的なモミ，ツガ，スギの多い針葉樹林が出

野上・大場（1991）はまったく別の手法から

現することも，この延長線上にあるといってよ

同じような結論を導いている。彼らは緑の国勢

い（薄井 1977）
。一方，東アジア大陸北部（中

調査群落コードと気候値メッシュデータを用い
て定量的な再検討を行い，ある二つの群落の占
有面積（ある幅の WI 帯の面積に対してその植
生が占める面積の割合）が等しくなる WI 値を
平均的な境界値とする手法で解析を加えた。そ
の結果，中部・関東地方では，冷温帯上部はブ
ナからなり分布の中心は WI＝54，冷温帯下部
は主としてミズナラからなり分布の中心は WI
＝74 で，両者は WI＝64 付近で漸移しており，
ブナは冷温帯のミズナラ群落と亜高山帯針葉樹
林の競合線（WI＝51）付近の多雪帯を選んで
勢力を伸ばしていることが推測された。なお，
同じ手法で北海道のブナの北限を解析したとこ
ろ，黒松内低地帯の温量指数が WI＝62–64 とな

図 10.
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写真 9.

北米東岸グレート・スモーキー山のツ
ガ林

国の東北部や朝鮮半島）では，水平分布として

る（原 1992）
。ちなみに，北米東岸アパラチア

冷温帯性のモンゴリナラを中心とするナラ林

山脈南部のグレート・スモーキー山でも，山

（夏緑樹林）が植生帯として広く分布する（写

地の中腹辺りで落葉樹のアメリカブナ（Fagus

真 8）（中国植被編集委員会 1980； 林 1990；

grandifolia）
，ユリノキ，アメリカフウなどと針

守田 1996a； Kim and Choi 2012）。

葉樹のツガ（Tsuga canadensis）が混生してお

ところで，東アジアのブナ属には，中国の
約 5 種，台湾のタイワンブナ，日本海の韓国鬱

り，中間温帯的相観を呈しているのが興味深い
（写真 9）
。

陵島（984 m）だけにあるタケシマブナ，そし

こうした他種と混交するブナ属の在り方は，

て日本のブナとイヌブナがある。世界のブナ属

日本の中間温帯に特徴的に現れるイヌブナ

約 10 種は，分類学的（遺伝子解析による）に

（Fagus japonica）と似ている。イヌブナは岩手

2 つのグループ（亜属）に分かれ，中国では一

県北部を北限として本州，四国，九州の中間温

番北方まで分布するエングラーブナと日本のイ

帯域に見られるが，中部以北の太平洋側に多

ヌブナ，韓国のタケシマブナが 1 グループを作

く，本州中・北部の日本海側には存在しない。

り，日本のブナとヨーロッパ，アメリカのブナ

日本海側のブナ林のような純林を作らず，モミ

類も含めて残りの種類がもう一つのグループを

やナラ類，シデ類を交えた混交林を構成する

作る（原 2007）。中国には両グル―プの種があ

（野嵜 2005）
。ブナ林の下限でブナと混生する

るが，日本のブナ林のような純林を形成するも

こともあるが，樹皮が黒っぽいこと，葉脈の数

のはなく，いずれも中国南部から中部にかけて

が多いこと，萌芽株を形成することなどにより

多くの常緑樹（照葉樹林のメンバー）や温帯性

識別できる。

落葉樹と混交した状態で生育している（大場達

こうしてみると，日本の中間温帯は東アジア

之，1985； 原 1992； 福嶋 1998）。タイワンブ

大陸南部の垂直分布のあり方と関係が深いこと

ナは台湾北東部の山岳高地の稜線部に限定され

がわかる。ブナの生育に適した適潤な海洋性気

純林を形成するが，タイワンツガやタイワン

候をもつ日本では，山地の上方にブナ林が発達

シャクナゲ，ヒサカキ属などの常緑低木を混生

したため，ツガのある元々の中間温帯的な植生

する。また，タケシマブナは多雪環境に適応

は圧縮されたような形で，照葉樹林帯と夏緑樹

しており，同島の中腹から山頂部までほぼ純

林帯（ブナ林）との間に残っているのではない

林を形成するが，一部ツガを交えることもあ

か。そもそも夏緑樹林帯を構成する落葉樹は，
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冬の厳しい寒さを落葉という仕組みでしのぐよ

が主役を果たした時代もあったことがわかる。

うに適応進化したものなので，シベリアからの

スギは第四紀更新世に日本列島に出現し，最

寒波が直撃しない東アジア大陸南部の山岳地域

終間氷期末から徐々に増加していき，最終氷

では明瞭な夏緑樹林帯が現れないのは当然かも

期（ウルム氷期）前半（12〜6 万年前）には，

しれない。ヒマラヤの森林限界まで現れるヒマ

冷涼・湿潤な気候下で数万年にわたってスギを

ラヤモミ（Abies spectabilis）の耐凍性は温帯植

中心とした温帯性針葉樹の時代を築いた。最終

物的であり，冬の温暖さを表しているという

氷期最盛期の寒冷・乾燥した気候下では，スギ

（大沢 1983； 酒井 2003）。一方，大陸の東北部

は亜寒帯性針葉樹（チョウセンゴヨウ，トウヒ

は寒冷・乾燥したシベリアからの寒波が直接当

類）にとって代わられ，西南日本のレフュージ

たる位置にあるので，寒冷・乾燥に強い落葉性

アに退いていたが，後氷期に再び北上し，現在

のナラ類を中心とした夏緑樹林が発達した。日

北限の青森県鰺ヶ沢から南限の屋久島まで広範

本列島では日本海に流入した対馬暖流のおかげ

囲に分布している。4000〜2000 年前には日本

で寒気が和らげられると同時に，日本海側に世

海側で急激なスギの増加が見られ，低湿地に成

界でも有数の多雪環境が実現したため，そうし

立した当時のスギ林が各地で埋没林として残っ

た環境を好むブナを中心とした夏緑樹林が優勢

ている（富山県魚津，琵琶湖沿岸，丹後半島，

となった。

三瓶山小豆原，山口県宇生賀など）。現在，ス

（3）温帯性針葉樹

ギは日本海側ではブナ林など冷温帯夏緑樹林に

中間温帯に出現するモミ，ツガの他にも，日

混生することが多く，太平洋側ではモミ，ツ

本の暖温帯上部から冷温帯にかけて点々と現

ガ，ヒノキなどの温帯性針葉樹と混生すること

れ，時に局地的に林分（土地的極相）を構成

が多い。屋久島では 800〜900 m 以上でモミ，

する温帯性針葉樹がある。現在，主要な造林

ツガ，ヒノキを交えたスギ原生林を構成し，

樹種となっている日本特産種のスギ（Cryptomeria

樹 齢 1000 年 以 上 の 大 木 は 屋 久 杉 と 呼 ば れ る

japonica）
，ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）
，サワラ

（高原 1998； 大沢 2006）
。ただし，塚田（1980）

（C. pisifera）のほか，クロベ（Thuja standishii，

は花粉分析の結果から，最終氷期以前にすでに

別名ネズコ），アスナロ（Thujopsis dolabrata），

九州本土からはスギは姿を消しており，屋久島

イ チ イ（Taxus cuspidata），日 本 固 有 科 で 1 属

のスギは早くから隔離分布していたと推定して

1 種のコウヤマキ（Sciadopitys verticillata），日

いる。堀田（2006）は，寒冷期の乾燥化で太平

本では紀伊半島と四国でのみ見られ北米の種

洋側でもスギ林が衰退する中で，屋久島だけは

と隔離分布しているトガサワラ（Pseudotsuga

寒冷期でも暖温帯域に位置し，夏の多雨と冬の

japonica）などである。これらは現在の分布や

多雪という環境を保持し続けていたので，スギ

生育状況からみて，いずれも古い時代から日本

が生き残ったとしている。

にある遺存的な種と考えられる（植村 2011）。

スギは年降水量が 3000 mm 以上に達する湿性

薄井（1977）もこれらの古い時代に栄えた針葉

な気候下で比較的ゆるやかな尾根上や山腹に出

樹が，第四紀の氷期・間氷期の繰り返しの中

現するが，ヒノキやクロベは急峻な尾根部や露

で，夏緑樹林と照葉樹林の挟み撃ちにあい，生

岩地など土壌が未発達で乾燥する場所に分布す

育地を尾根筋や稜線部に追い上げられてしまっ

る。現在の人工植林においても「谷スギ，尾根

たとしている。

ヒノキ」といって斜面環境の使い分けがなされ

日本の植生史を振り返ると，これらの針葉樹

る。ヒノキ・クロベ林は九州〜本州の山地に点
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環境条件のもとでかろうじて生き残ったものと
推定される。ただし，近年ここのゴヨウマツは
親木の枯死が著しく，一方で後継稚樹が育っ
ていないので，このままでは近い将来に消滅
する可能性が高い（有井・小泉 1991； 尾崎ほ
か 2005）
。
富士山の北西山麓にある青木ヶ原樹海は 864
年の貞観噴火により流出した溶岩の上に成立し
た森林で，溶岩上の植生遷移（一次遷移）の約
1200 年後の姿を示している。海抜約 1000 m 付
写真 10.

北米西岸オリンピック半島の常緑針葉
樹林

近にあるので本来はブナ・ミズナラの落葉広葉
樹林となるはずであるが，未だ土壌は未発達で
水分や栄養分に乏しく，ヒノキやツガが優占

在するが，林内にシャクナゲ類を随伴するのが

し，トウヒ，ゴヨウマツ，ハリモミなどを交え

特徴である（村上 2005）。なお，北米西岸地域

た暖温帯性の針葉樹林が成立しており，一種の

においては，東岸地域のブナを交えた夏緑樹林

土地的極相林と解釈される。ただし，低木層に

帯の代わりに，ツガ属，トガサワラ属，セコイ

はアセビ，ソヨゴ，ミヤマシキミなどの常緑樹

ア属（セコイアメスギ）などの冷温帯性の常緑

も見られる（菅原 2013）
。

針葉樹林が出現するのが注目される（写真 10）
（吉良 2012）。さらに，大沢（2006）は，北米
南東部の屋久島と同緯度北緯 30 度付近に，同

針葉樹林帯

4.

（1）水平分布と垂直分布

じスギ科のヌマスギ属やヒノキ科のヌマヒノキ

針葉樹は古い系統である裸子植物に属し，新

属が貧栄養な湿地に生育することを指摘し，北

しく進化した被子植物の広葉樹に生育条件のよ

緯 30 度付近は，世界的に熱帯型と温帯型の植

い場所を奪われ，大極的には北方の亜寒帯へ，

生の境界部となっていて遺存型の針葉樹が出現

局所的には尾根筋などの乾燥・貧栄養な場所へ

するとしている。

と追いやられた存在である。亜寒帯（亜高山

房総半島は最高峰の愛宕山でも標高が 408 m

帯）の針葉樹林は，温量的には WI＝15–45 の範

しかない丘陵状の地形をもつ半島である。しか

囲に分布する。日本の針葉樹林帯は，本州では

し，スダジイを主とした照葉樹林に囲まれた山

垂直分布の亜高山帯として存在し，北海道では

地上部には，モミ・ツガの混じる中間温帯林が

水平分布の亜寒帯林（詳細は後述）として現れ

あり，沢筋には落葉広葉樹林，岩石尾根にはゴ

るが，津軽海峡（ブラキストン線）をはさんで

ヨウマツ（別名ヒメコマツ）があって，本州の

本州と北海道ではその構成種が異なっている。

垂直分布が圧縮されたような状態となってい

本州ではモミ属のシラビソ（Abies veitchii， 分

る。沼田はこれを植生の「寸詰まり現象」と呼

布： 本州吾妻連邦〜大峰山脈）とオオシラビソ

んだ（沼田・大野 1985； 大沢 1988）。本来ゴ

（A. mariesii，別名アオモリトドマツ，分布： 本

ヨウマツは夏緑樹林帯より上方の岩場に出現す

州青森〜福井・静岡県）が優占種となり，土壌

る種であるので，房総半島の低山に隔離分布す

の薄いやや乾燥した立地にはトウヒ属のトウヒ

るゴヨウマツは氷期に南下したものが局地的な

（Picea jezoensis var. hondoensis，エゾマツの亜
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写真 11. 八ヶ岳のシラビソ・オオシラビソ林と
縞枯れ現象

写真 12.

石鎚山山頂付近のシコクシラベ林

種，分布： 本州栃木県北部〜紀伊半島）やツガ

館脇（1955）は，北海道の森林を冷温帯夏緑樹

属のコメツガ（Tsuga diversifolia，分布： 中国

林と亜寒帯針葉樹林の移行帯的な性格の強い森

地方を除く本州，四国，九州祖母山）の多い森

林であるとして汎針広混交林と名付けた。「汎」

林が成立する。場所によりマツ属のチョウセン

には，こうした移行帯的な森林は日本だけでな

ゴヨウ（Pinus koraiensis，分布： 本州福島県以

く，北欧や北米など世界的にも共通して見られ

南〜岐阜県，四国東赤石山，アジア東北部）が

るという意味が込められている（伊藤 1977）
。

目立つ場合もある。シラビソとオオシラビソは

なお，シベリアのタイガやヨーロッパ，北米の

本州中央部（八ヶ岳など）では混生する（写真

針葉樹林など，トウヒ属を主とする世界の亜寒

11）が，東北地方（蔵王，八幡平，八甲田山な

帯針葉樹林に対して，日華区系の固有メンバー

ど）ではシラビソが消えてオオシラビソが純林

を中心に構成されモミ属の比重の高い日本の針

を作る。一方，西南日本では紀伊半島の大台ケ

葉樹林帯は本当の亜寒帯林とはいえず，温帯の

原のようにオオシラビソが消えてシラビソの純

中に位置付けて寒温帯とするのがよいとする意

林となり，日本の針葉樹林帯の分布限界（南

見もある（村田 1977； 門田 2006）
。

西）となる四国石鎚山の山頂付近にはシコクシ

石川（2002）は，本州中部のブナを欠く落葉

ラベ（シラビソの変種）の林分が出現する（写

広葉樹林（チョウセンゴヨウが残存）
，北海道

真 12）。なお，植生帯としての亜高山帯針葉樹

の針広混交林（潜在的にはチョウセンゴヨウが

林は九州には存在しない。

生育可能と考える），大陸東縁部（沿海州など）

北海道では千島，サハリンまで分布するト

のチョウセンゴヨウ – 落葉広葉樹混交林の 3 つ

ドマツ（Abies sachalinensis，モミ属）とエゾマ

を比較して，これらが互いに共通の内容をもつ

ツ（Picea jezoensis，トウヒ属，分布： 北海道，

ことを確認した。東アジアの植生帯は本来，水

千島，サハリン，朝鮮，中国東北部，カムチャ

平的にも垂直的にも冷温帯と亜寒帯の移行部に

ツカ）が山地の針葉樹林を構成し，岩礫地や湿

チョウセンゴヨウなどの針葉樹とミズナラなど

原周辺などやや条件の厳しい場所にアカエゾマ

の落葉樹の混交した森林が挟まっており，もと

ツ（Picea glehnii，トウヒ属，分布： 本州早池

もと日本の水平分布では「本州のブナ林→北海

峰山，北海道，千島，サハリン）が出現する。

道の汎針広混交林→亜寒帯針葉樹林」
，垂直分

しかし，低地の多くの場所ではミズナラやシナ

布では「山地帯ブナ林→ブナを欠く針広混交林

ノキ，カエデ類の落葉広葉樹と混交しており，

（長野県に残存）→亜高山帯針葉樹林」となる
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はずが，多雪環境でブナが優勢となったため，

グイマツと同じカラマツ属で日本特産のカラ

垂直分布における移行帯の針広混交林を覆い隠

マツ（Larix leptolepis）も，現在の天然分布は

してしまったと考えた。

本州中部（宮城〜長野県・静岡県）に限られて

（2）最終氷期〜後氷期の変遷

いる。カラマツは寒冷・乾燥した気候に適する

最終氷期には宗谷海峡が陸続きとなり津軽海

針葉樹であり，八ヶ岳南部の西岳南西斜面にま

峡もかなり狭まったので，北方の亜寒帯性針葉

とまった天然林が残存している。しかも，すぐ

樹林が本州まで南下したと考えられる。また，

側には現在のロシア沿海州辺りに広がるチョウ

最終氷期最盛期には日本海が閉鎖して対馬暖流

センゴヨウ – モンゴリナラ混交林と酷似したミ

が途絶え，雪が減ると同時に大陸の寒波が直接

ズナラ−チョウセンゴヨウ−カラマツ林があ

日本に届くようになったため，日本列島は寒

り，上記のヤツガタケトウヒ林分とも接してい

冷・乾燥した大陸性気候に近づいた。ただし，

る（沖津 1999）
。この場所は南西向きの乾燥斜

化石の研究や花粉分析の結果から，最終氷期に

面，冬の寒冷・乾燥気候，乾燥を増幅する岩礫

日本を覆った針葉樹林と現在の亜高山帯針葉樹

地等の条件が重なって，最終氷期に日本列島に

林とではだいぶ内容が異なることがわかってい

広がっていた亜寒帯性針葉樹林または混交林の

る（守田 1998）。氷期には現在の沿海州あた

残存地，言い換えると現在のレフュージアと

りに多い落葉性針葉樹グイマツ（Larix gmelinii,

なっている（写真 13）
。

カラマツ属）やチョウセンゴヨウなどを主体と

守田（1998）は興味深い事実として，最終氷

し，アカエゾマツ，エゾマツ，トドマツを交え

期にアオモリトドマツとハイマツの大型遺体の

た亜寒帯性針葉樹林が本州の宮城県付近まで

確実な産出がないことを上げ，現在のアオモリ

覆っていたらしい（図 5 参照）
。さらに，東北

トドマツ林やハイマツ帯はその後の時代（後氷

南部，関東，中部地方でも現在の亜高山帯針葉

期）にできたのであろうと推定している。後氷

樹林を構成するシラビソ，トウヒ，コメツガに

期になり急激な温暖化が進むと，低地を覆って

チョウセンゴヨウやヒメバラモミ，イラモミを

いたグイマツは日本列島から消滅し（北海道で

交えた針葉樹林が広がっていた。日本にはヒメ

は 8000 年前に消滅）
，チョウセンゴヨウやトウ

バラモミ（Picea maximowiczii，分布： 八ヶ岳，

ヒの仲間も変化が急激すぎて北方または山岳上

南アルプス），ヤツガタケトウヒ（P. koyamae,

方へとうまく逃避できず衰退傾向となった。ア

分布： 八ヶ岳），ヒメマツハダ（P. shirasawae,

カエゾマツ，エゾマツ，トドマツも北海道に退

分 布： 八 ヶ 岳， 南 ア ル プ ス ）， ハ リ モ ミ（P.
polita，分布： 本州福島県〜紀伊半島，四国，
九州高隅山まで），イラモミ（P. bicolor，分布：
福島県南部〜岐阜県）の 5 種の分布の限られた
トウヒ属の固有種が，現在でも大陸的な気候に
近い長野県や岐阜県あたりを中心に生育してい
るが，おそらく氷期にはより勢いがよかったと
考えられる。ちなみに，現在のヤツガタケトウ
ヒは花が咲く年が少ない上，豊作年に芽生えた
実生も林床が暗くて枯れてしまうので，更新は
うまくいっていない（勝木 2005）。

写真 13.
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いたが，アカエゾマツだけは現在もかろうじて

林へと変化した。②追い出し説（梶 1982； 杉

早池峰山に隔離的に残存している。代わってト

田 1987； 大森・柳町 1991）
： ヒプシサーマル

ウヒ類より湿性な環境を好むシラビソ，オオシ

期の温暖化（現在より 2〜3°上昇）により，一

ラビソなどのモミ属が亜高山帯で優勢となっ

定の標高以下の山では亜高山帯の気温領域が山

た。ただし，東北地方では氷期の針葉樹林の衰

頂より上方に抜けてしまったので，オオシラビ

退した直後の生態的空白にはダケカンバがまず

ソ林が山頂から追い出されてしまった。また，

進出し，続いて山地下部にはブナやミズナラの

より高い標高の山でも欠けている場合があるの

温帯性広葉樹林，山地上部はミヤマナラ低木林

は，ヒプシサーマル期に山岳上部に上昇して縮

が成立し，亜高山性の針葉樹林が形成されるの

小したオオシラビソが多雪化により消滅したか

はその後のことだという（守田 1998）。

らである。③落葉低木林継続説（守田 1998）
：

（3）針葉樹林帯特有の現象

花 粉 分 析 の 結 果 か ら， 東 北 地 方 で は 6500〜

①偽高山帯

2500 年前にいったん温帯性広葉樹林（上部は

東 北 地 方 の 日 本 海 側 山 岳 地 域（ 岩 木 山

ミヤマナラ低木林）が成立した後，アオモリト

（1625 m）
，鳥海山（2230 m）
，栗駒山（1627 m）
，月

ドマツ林は 2500 年前以降徐々に分布を広げて

山（1979 m）
，朝日岳（1870 m）
，飯 豊山（2105 m）

きた。北八幡平や八甲田山ではわずか 600 年前

など）においては，夏緑樹林帯の上に成立する

より針葉樹林帯が形成され，南八幡平では現在

はずの亜高山帯針葉樹林が欠けて，代わりにミ

も形成中だという。

ヤマナラ（Quercus crispula var. horikawae, ミズ

花粉分析の結果が示すところによれば，一度

ナラ変種の低木），ナナカマド，ミヤマハンノ

オオシラビソ林が成立した後，ミヤマナラ低木

キ，ミネカエデなどの広葉樹の低木林が現れる

林に変わった，あるいは温暖期に追い出された

偽高山帯の存在が知られている（写真 14）。そ

という説は成り立たなくなる。初め追い出し説

の成立メカニズムについては，主に次の 3 つの

を支持した杉田（1990）は，オオシラビソ林の

仮説がある。①多雪環境制約説（酒井 1982；

生育する立地環境に注目して，オオシラビソ林

石塚 1987）
： 後氷期の気候変化の中で温暖・多

がある山地とない山地を比較したところ，オオ

雪化が進んで雪圧害が増大したため，匍匐型の

シラビソは崩壊地や谷，山頂，稜線部，雪田，

樹形をとれないオオシラビソ，コメツガなどか

湿原，活火山などには分布せず，平坦地や緩斜

らなる亜高山帯針葉樹林からミヤマナラ低木

面に生育が限定されており，広大な面積の緩傾
斜地を擁した山ほど（例えば，八甲田山）オオ
シラビソ林の発達がよい傾向を見出した。従
来，気候要因にばかり目がいっていたが，オオ
シラビソの拡大には立地環境も重要らしいこと
がわかった。ただし，追い出し説は大変興味深
い仮説であり，東北地方の偽高山帯成立の説明
にはならないかもしれないが，過去に繰り返さ
れた温暖化のいろいろな場所，場面で「追い出
し」が起こったであろうことは間違いない。門
田（2006）は，東北地方に真の高山植物（ドリ

写真 14.

青森県岩木山の偽高山帯

アス植物群）が現存しないのは，標高の高い山
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がないために，ヒプシサーマルの高温期に絶滅

並ぶ）が現れ，親木が枯れて明るくなった場所

したためであると推定している。追い出し説は

からは稚樹が育って森林が再生していく様子が

植生帯の移動や成立過程を考える上で忘れては

見られる。結果として，年間約 1 m のスピード

ならない視点であろう。

で縞模様が斜面上方に向かって移動する。同様

さらに，遺伝子による系統関係の解析により

の縞枯れ現象は紀伊半島のシラビソ林や北米の

オオシラビソの意外な位置が明らかになった。

針葉樹林でも報告されている（木村 1977）
。原

陶山（2005）は，世界のモミ属 24 種の分子系

因としては，南からの恒常的な強風などの気

統学的位置関係を調べたところ，日本産 5 種の

候的な要因が上げられることが多いが，小泉

うち，モミ，ウラジロモミ，シラビソ，トドマ

（2009）はこの現象が岩塊地に集中しているこ

ツの 4 種は他の東アジアの種とともに同一のグ

とから，地質・地形的な要因の重要性を指摘し

ループに属したが，オオシラビソだけは遠く離

ている。佐藤・岡（2009）も，縞枯れ型更新林

れた北米の種とともに全く異なったグル―プに

分は南向き斜面のごく限られた領域で，かつ，

属する結果となった。また，日本各地のオオシ

土壌の薄い礫質の立地にのみ見られるので，斜

ラビソ個体群間の遺伝子の類似性を調べてみる

面の向き，卓越風向などとともに土壌条件が重

と，他種と比べて遺伝的な多様性がきわめて低

要な役割を果たしていると述べている。

いこともわかった。これらの結果から，オオシ
ラビソは第三紀周北極要素に起源し，比較的古
い時代に北米の種から分かれて日本列島にたど

5.

高山帯とハイマツ帯

（1）高山帯と森林限界

り着き遺存した種であり，最終氷期の寒冷・乾

亜高山帯針葉樹林の上限を越えると，厳しい

燥な時期には分布が縮小して遺伝的な多様性が

環境（低温，強風，岩石露出など）のために森

失われ，最終的には後氷期に本州中部から東北

林（高木林）を維持することができず，植生は

地方へ急速に分布を拡大した新しい個体群であ

低木林や草原に移り変わる。この森林の上限を

ると推定された。

森林限界（forest limit）とよび，森林限界より

なお，イチイの変種とされるキャラボク（Taxus

上方を一般に高山帯という。森林限界は水平分

cuspidata var. nana，分布： 秋田県〜山口県の日

布，垂直分布の両面において WI＝15 のライン

本海側，朝鮮）は日本海側の高山に自生する低

に一致することが知られている（丸田 2000）
。

木状の針葉樹である。鳥取県大山のブナ林の上

高山帯の範囲には低木林，矮低木林，草原，疎

方では針葉樹林帯が目立たず，一見ハイマツ低

生群落など様々な内容の植生が見られ，とくに

木林のようなキャラボク低木群落（ダイセン

日本のように山岳の標高が低く，森林限界と山

キャラボクと呼ばれる）を形成しており，特別

頂との間の高度幅が狭い場合には，
「寸詰まり

天然記念物となっている（清水（寛）1992）。

現象」により異なる相観の植生が微細な立地に

これも偽高山帯に類似の現象であろう。

対応してモザイク状に混在する（大沢 1989）
。

②縞枯れ現象

森林限界から高山帯への移行の仕方はい

亜高山帯針葉樹林で見られる興味深い事象と

くつかのパターンに分けることが可能だが

して，縞枯れ現象がある（写真 11 参照）。八ヶ

（Tranquillini 1979; Holtmeier 2003）
，大きくは，

岳の縞枯山や蓼科山では，南西方向の山腹斜面

亜高山帯の森林を構成する針葉樹が密度や樹高

のシラビソ，オオシラビソ混交林の中に幾筋も

を低下させながら上昇し樹木限界（tree limit）

の縞枯れ（標高に沿って列状に枯死した樹幹が

に達する場合と，亜高山帯を構成する樹種とは
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異なる種が独自の低木林（または矮低木林）を

のあることを示している。強風と多雪の影響は

形成する場合に分けられる。前者のような亜高

山頂から一定の高さの幅（100〜200 m）をもっ

山帯から高山帯へ移行する部分を森林限界移行

て，森林あるいはハイマツ帯さえも成立できな

帯とよび，北米のロッキー山脈やヨーロッパ・

いような厳しい環境を作り出す（山頂効果とい

アルプスでよく見られる。日本の垂直分布では

う）
。単純に標高だけからすると亜高山帯の針

後者のタイプが主で，ハイマツがかなりの高度

葉樹で覆われてもおかしくないような山でも，

幅をもって帯状に出現するのが特徴である。

森林限界が下がって山頂部にハイマツや高山植

積もる雪の量が融ける量を上回る場所の下

物が見られるのは山頂効果のためである。ま

限を雪線といい，氷河のできる下限とも一致

た，森林限界を押し下げる要因として岩塊斜面

する。現在の日本では約 4000 m の高さに雪線

の存在も知られている。岩塊斜面は土壌の発達

があるとされるので，本格的な氷河は存在し

が悪いので亜高山帯の針葉樹が入り込めず，そ

ない（ただし，日本でも 2012 年に氷河の定義

うした環境に強いハイマツが生育するので，早

に従い 3 ヵ所の氷河の存在が認定された）。し

池峰山や至仏山のような橄欖岩からなるような

かし，最終氷期の最盛期（1 万 7000 年前）には

山地では，岩塊斜面の下端に森林限界が成立す

平均気温が 7〜9°
C 下がり，雪線も約 1500 m 下

る（小泉 2009）
。岩塊地が標高の低い場所に飛

がって標高 2500 m 当たりまで氷河が流れたた

び地的にある場合には，高山植物の一部がそう

め，現在その跡（木曽駒ヶ岳の千畳敷カールな

した場所に飛び離れて分布することがある。ち

どの氷河地形）が残っている。中部山岳地域

なみに，山頂効果に似て非なる言葉に山塊効果

の 2500 m の標高は，ほぼ現在の森林限界の高

がある。こちらは，山体が大きいほど熱容量が

さに相当する（水野 1999）。ちなみに，最終氷

大きくなるので，標高に伴う温度低下が弱まる

期の森林限界は海抜 1200〜1300 m 程度の高さ

ことによって植生帯が上昇する現象をいう（大

にあったとされる。また，もし現在日本アルプ

沢 1989）
。逆に言えば，低い山では植生の垂直

スに 4000 m の高山があったとすれば，森林限

分布が高い山に比べて下に押しつぶされたよう

界は 2900 m 付近に現れ，その上部 3200 m 付近

になる。

までハイマツ低木林となり，その上に風衝矮低

（2）ハイマツ帯

木林や風衝草原が出現し，山頂部にかろうじて

現在のハイマツ（Pinus pumila）の分布中心は

氷河ができて小さな谷氷河が伸びるだろう（小

ユーラシア大陸の東北部，サハリン，沿海州，

泉 2009）。世界の大山脈であるヒマラヤやアル

東シベリアなどにあり，日本の中部山岳地帯の

プスでは，高山植物は山の中腹に生えている

ハイマツは世界的な分布の南限に相当する（堀

が，雪線を越える山がない日本では高山植物は

田 1974； 梶本 2000； Khomentovsky 2002）
。さ

山頂と稜線に生えている（大場 1992）。

らに，水平分布でみると，北海道北部では低地

一方，現実の日本の高山帯は強風と多雪で特

にも現れるものの水平的に植生帯を形成するこ

徴づけられる（小泉 2009）。とくに冬には日本

とはなく，上記の分布中心域においても基本的

の上空で 2 本のジェット気流が収斂するため，

には亜寒帯性針葉樹林の林床で低木層を構成す

冬山の山頂部は雪交じりの寒風が吹きすさび，

る（沖津 2002）
。渡邊（1990）も，大陸では日

世界一の強風地帯となる（小泉 1993）。日本の

本のようなハイマツ帯を形成することは例外

森林限界付近の針葉樹には，しばしば一方向に

で，ダフリアカラマツ，シベリアカラマツなど

枝がなびいた偏形樹が見られるのも強い卓越風

の高木とのモザイク状の群落を形成するのが最

― 51 ―

地域学研究

第 27 号

2014

には異論もある。ハイマツ低木林の林床に現れ
る草本（コケモモ，ゴゼンタチバナ，コガネイ
チゴなど）の多くは亜高山帯針葉樹林の林床の
ものと共通性が高いので，種組成（種の組み合
わせ）を重視する植物社会学的な植生分類で
は，ハイマツ帯（コケモモ – ハイマツ群落）は
亜高山帯針葉樹林のコケモモ – トウヒクラス
の下にハイマツ – コケモモオーダーとして位置
づけられる（中西ほか 1983； 宮脇 1990）
。大
写真 15.

沢（1989）は，ハイマツ帯を亜高山帯の上限に

乗鞍岳のハイマツ低木林

できた林縁群落としており，清水建美（1989）

も普遍的な姿であると述べている。その意味

は，ハイマツ林には真正高山植物はまったく存

で，ハイマツが高山の森林限界の上方でハイマ

在せず，ハイマツ林という環境は特有の種の形

ツ帯と呼べるような純林状の植生帯を形成する

成あるいは独自の種の保持に何らの役割も果た

のは日本独自の現象である（写真 15）。

していないと述べている。また，本来，高山帯

一般に，ハイマツの分布は氷期に現在よりも

とは樹木を欠く高度帯であるべきとの考え，あ

南方へ広がり，山地ではより低標高まで降りて

るいは，ヨーロッパの植生の垂直分布との対比

いたが，その後の温暖化により下方から森林に

からハイマツ帯を亜高山帯とすべきであるとの

追い上げられ，現在かろうじて高山の森林限界

主張もあるという（小泉 1993）
。さらに，ハイ

上方に生き残っているのだとされる。すなわ

マツ群落の物質生産力が亜寒帯針葉樹林に匹敵

ち，ライチョウやいくつかの高山チョウと同じ

し，高山帯に相当する寒帯ツンドラの 10 倍以

く「氷期の生き残り」として位置づけられてい

上の値を持つとの報告もある（沖津 1984）
。こ

る。しかし，事実はそれほど単純ではないらし

うしてみると，亜高山帯説にも相応の理がある

い。ハイマツの分布域全体を詳細に踏査した沖

ように思えるが，現実にはハイマツ帯といって

津（1991, 2000, 2002）は，日本の山の高さが低

も高山草原と上下に明瞭に分布が区別されるわ

くて温量的に森林の成立が可能であっても，山

けではなく，同じ高度範囲にハイマツ群落と高

頂からの比高が 200〜500 m の範囲では強風や

山草地がパッチ状に入り組んで分布するのがふ

多雪の影響で森林が排除されるため，この空白

つうである。植生帯を特徴づける相観の観点か

域にハイマツ帯が成立していると考えた。森林

らも「これ以上は森林が成立できない」という

限界が下がっていた氷期には，この空白域自身

森林限界のもつ意味は大きいので，筆者は従来

が温量的にも真の高山帯になったのでハイマツ

通りハイマツ帯を高山帯に位置づけるのがよい

帯は消失し，ハイマツは当時の森林限界付近で

と考える。

グイマツ林の低木として残存していた（現在の

ハイマツの分布は本州の白山が分布の西限，

サハリン以北の状態に似る）。後氷期になって

赤石山脈光岳が南限であるので，当然，日本よ

冬の強風，多雪の影響でグイマツが消滅・後退

り南方の高山にハイマツ帯は存在しない。と

すると，多雪環境の下でハイマツが急拡大して

ころが興味深いことに，台湾から雲南省の横

現在のハイマツ帯を形成したという。

断山脈，さらにはヒマラヤ山脈にかけての高

さて，ハイマツ帯を高山帯に位置づけること

山において，亜高山帯針葉樹林の森林限界上
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方に多種類のシャクナゲ類（Rhododendron 属

二葉松，ハイマツ（Pinus pumila）は五葉松で

の低木，矮低木； ツツジ類を含む）からなる

あり，マツ属の中でも系統が異なるので（Price

シャクナゲ帯が出現する（写真 16）
（馮 1981；

et al. 1998； 梶本 2000）
，これはユーラシア大陸

Shimizu 1991； 管・魯 2003）。おそらく，屋久

の西と東で独立にマツの仲間が「這い松」状に

島のヤクシマシャクナゲ，九州のミヤマキリシ

進化した生態的な収斂現象として位置づけられ

マ群落，本州高山の亜高山帯上部に見られるツ

る（Khomentovsky 2004）
。 ち な み に， ル ー マ

ツジ・シャクナゲ類の存在は，このシャクナゲ

ニアの南カルパチア山脈で筆者の観察したムゴ

帯と歴史的に何らかのつながりがあると思われ

マツ低木林では，大きな株の中の個々の樹幹は

る。

みな直立しており，日本のハイマツに見られる

さらに，ヨーロッパ・アルプスでは，亜高山
帯のヨーロッパトウヒ林の森林限界上方，とく

ような極端な匍匐・偏形状態は見られなかっ
た。

に湿潤な北向き斜面にムゴマツ低木林が出現す

ところで，富士山（3776 m）にハイマツが存

る（写真 17）（小疇 2001； 漆原・高瀬 2010；

在しないことはよく知られている。これは，比

清 水 2011）。「 這 い 松 」 状 の 生 育 形 を も つ 点

較的新しい時代の度重なる噴火により元の群落

で，ムゴマツ低木林とハイマツ低木林はそっく

が消失したのち，まだあまり時間が経っていな

りの相観を示すが，ムゴマツ（Pinus mugo）は

いので，回復する（他所から種子が運ばれて定
着する）機会がなかったためと考えられている
（岡 2013）
。ハイマツの種子は主にホシガラス
によって運ばれるが，ホシガラスはハイマツの
球果をもぎ取ると近くの見晴らしのよい岩塊の
上に運んで行って食べる習性があるので，種子
が長距離運ばれる可能性は小さい。現在，富士
山の西側斜面では森林限界が 2800 m に達して
いて WI＝15 に近い（丸田 2000）
。森林限界付
近では落葉性針葉樹のカラマツが低木状となっ

写真 16.

て裸の溶岩原に進出しており，前述の森林限界

雲南横断山脈のシャクナゲ帯

移行帯を形成している。一方，南東斜面にある
宝永火口に近い斜面は，植生の回復途上（一次
遷移）にあって，現在は 2400 m 付近にある森
林限界の上端が年々上昇していることが確かめ
られている（岡 2013）
。
（3）ダケカンバ帯
ダケカンバ（Betula armanii, 分布： 北海道，
本州奈良県以北，四国，アジア東北部）は主に
亜高山帯に分布し，時に森林限界を形成する。
北海道では針葉樹林の中に混交し，とくに日高

写真 17.

ルーマニア・南カルパチア山脈のムゴ
マツ低木林

山脈では亜高山帯針葉樹林が欠如してダケカ
ンバ林がみられる（渡邊 1990）
。田端（2000）

― 53 ―

地域学研究

第 27 号

2014

は，東アジアの植生の水平分布において，タイ

寒帯の植生であるとしている。日本の山岳は冬

ガ（針葉樹林帯）と寒帯ツンドラとの間に亜寒

季の気候が厳しいために山頂部には高山ツンド

帯としての森林ツンドラ帯を認め，この植生帯

ラが成立し，下方からは寒温帯の針葉樹林の強

に属する範囲のうちカムチャツカ半島などの沿

い圧迫を常に受けているために，両者にはさま

岸部ではダケカンバ林が成立するとした。渡

れたダケカンバ帯の幅が狭くなっているのだと

邊（1990）もダケカンバは二次林を形成する陽

いう。

樹であるとともに森林限界の安定林を形成でき

（4）高山草原

る種特性を有し，とくに強風が吹きすさぶ劣悪

ハイマツ帯の上方には基本的に樹木のない草

な寒冷・多湿（多霧）気候下で安定した林分を

本の世界（高山草原）が広がっている。高山帯

作れる特異な種であるとした。日本，サハリ

に生育する植物を一般に高山植物と呼んでいる

ン，北朝鮮，中国長白山（白頭山），ロシア極

が，その由来は一様ではない（門田 2006）
。清

東の沿海部山岳地帯では森林限界を形成し，千

水建美（1989）は，日本の高山植物を真正高山

島，カムチャツカでは森林の主要な構成要素

植物（ほとんど常に高山帯に生育し，偶発的に

となっている。また，ミヤマハンノキ（Alnus

亜高山帯以下にも生ずるもの）と好高山植物

maximowiczii，分布： 本州白山以北と大山，ア

（亜高山帯にも同等に頻度高く出現するが，低

ジア東北部）はいっそう寒冷な地域まで生育で

山帯や山麓帯には及ばないもの）に分け，前者

きるとし，北アジア太平洋地域でダケカンバ林

は 216 種，後者は 224 種と算定した。日本には

とミヤマハンノキ林の卓越する領域を亜寒帯落

水平分布における寒帯（ツンドラ）は存在しな

葉広葉樹林と名付けた。さらに，北半球の亜寒

いが，前述のように日本の高山における寒冷・

帯のうち，最も多湿で常風が吹く限界地域に成

強風の厳しい環境は寒帯にも通じるところがあ

立するのはカンバやハンノキ類の落葉広葉樹林

り，実際に，現在北極の周りのツンドラ地域に

であるとし，山岳地域の森林限界付近に現れる

分布している周北極要素と呼ばれる植物（ツル

ダケカンバやミヤマハンノキはそうした極限

コケモモ，リンネソウ，ムシトリスミレ，コメ

植生の山岳地帯型であると述べている（写真

ススキなど）が飛び地的に日本の高山帯に生育

18）。門田（2006）も，北東アジアではダケカ

している。そこまでかけ離れてはいないが，水

ンバ林やハイマツ林が亜寒帯としての森林ツン

平分布的にサハリンやシベリア，カムチャツカ

ドラに当たり，日本の高山のダケカンバ林は亜

半島，千島列島，アラスカなど北方の寒冷地域
に本拠地をもつ植物が，氷期にサハリンや千島
列島を南下してその後日本の高山帯に取り残さ
れたと考えられるものも多く，チョウノスケソ
ウ（Dryas）属にちなんでドリアス植物群とも
呼ばれる（小泉 2009）
。要するに，第四紀の繰
り返し起こった氷期に氷河縁辺部に生育してい
た寒地の植物が日本列島まで南下し，後氷期の
温暖化につれてより気温の低い高地へと生育地
を移し，それぞれの山の環境に適応しながら現
在にいたったということである（野坂 1992）
。

写真 18.

長野県白馬岳のダケカンバ林

ハイマツ帯も含めて実際の高山帯の植生分布
― 54 ―

日本列島における森林の成立過程と植生帯のとらえ方（清水）

はさまざまな植生パッチが入り組んだ状態に
なっている。ハイマツは寒さに強いようにみ

来事はさまざまな場面で起こったことだろう。
（5）特殊岩石地

えるが，その樹高は冬の積雪深とほぼ一致し

基岩が石灰岩（カルシウム分が多い）や蛇紋

ており，雪の保護がないと生存できない（丸

岩（マグネシウム分が多い）である場合に，周

田 2000； 小泉 2009）。一方，雪が遅くまで残

辺の土壌地帯とは異なる相観，種組成をもつ植

る場所では，光合成のできる生育期間が短すぎ

物群落が出現することがある。その母岩の風化

てハイマツは分布できない。ハイマツの生育で

土壌にのみ生育する植物，または母岩の影響を

きない空所に高山植物が分布することになる。

顕著に受ける植物を好石灰植物や蛇紋岩植物と

窪んだ地形で雪が長く残るような場所にはチン

よび，その中には固有種，遺存種，隔離分布

グルマやコイワカガミなどの雪田植物，その周

種などが含まれる特徴がある（藤井 1973； 山

辺にはシナノキンバイやコバイケイソウなどの

中 1979）
。一般に，特殊岩石の影響が強く現れ

高茎広葉草原，基岩の表面が安定せず岩屑が動

るのは，山頂や尾根などの岩壁や岩礫地であ

いているような場所はコマクサやウルップソウ

り，母岩の風化が進んで安定した土壌が形成さ

などの高山荒原植物群落，風当たりの強い場所

れた場所では，通常の気候的極相群落が成立す

にはヒゲハリスゲやオヤマノエンドウなどの風

る。また，石灰岩地と蛇紋岩地では共通する種

衝草原やミネズオウやガンコウランなどの風

も少なくないことから，特定の化学的成分を好

衝矮低木群落が成立する（小泉 2009）。生育

んで生育するというよりは，乾燥，貧栄養など

期間の短い高山では，毎年種子から生育を始

の物理的な環境特性により一般の植物が入り込

める 1 年生植物は不利であり，地下茎や根に栄

めないような厳しい立地に逃げ込んだ植物が残

養分を貯蔵する多年生植物がほとんどである

存している面が強いと考えられる。日本の代表

（水野 1999）。

的な石灰岩地には岩泉，秩父山地，近江カルス

分子系統学的解析によれば，ヨツバシオガマ

ト，四国カルスト，秋吉台，平尾台などがあり，

やエゾコザクラなど同じ種の中でも，新潟〜

蛇紋岩地域にはアポイ岳（日高），早池峰山，

仙台ラインを境にして，それより北方のタイ

至仏岳，東赤石山（四国）などがある。上記の

プと南方（中部山岳地域まで）のタイプに分

ような理由から，標高が低い場合でも，特殊岩

かれるものがあることがわかった（植田・藤

石地には高山植物に属する種が飛び地的に分布

井 2000）。同様のことが，日本の高山帯を代表

する例がみられる。

するハイマツでも起こっており，日本のハイ

IV. 植生帯のとらえ方

マツは北方集団（北海道と早池峰山以北）と
南方集団（本州北部焼石岳以南）の 2 つのクラ
スターに分かれることが示された（Tani et al.

基本的な考え方

1.

1996）。こうした事実は，過去の寒冷期に古い

大きな視点から植生の内容を把握する手法と

タイプが南方まで進出したのち，再度北方から

して，植物相（植物地理区）的なとらえ方と植

同じ種の新しいタイプが進出してきて新潟〜仙

生帯（生態系）的なとらえ方がある。植物相

台ラインあたりまで南下し，それより北では新

（フロラ）とはある地域に生育する植物の全種

しいタイプが古いタイプを駆逐して置き換わっ

をリストアップしたものをいい，地域ごとの植

たということで説明できる。第四期の氷期と間

物相を突き合わせてみると，良く似た植物相を

氷期は何度も繰り返えされたので，こうした出

もついくつかの地域グループ（植物地理区）に
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堀田（1974）の図を引用

分けることができる。また，異なる植物地理区

ながるタイ北部，雲南省南部，台湾の低地亜熱

の間には分布境界線が引かれる。図 11 に日本

帯植生は旧熱帯界東南アジア区系に属し，その

列島を取り巻く主な分布境界線を示す。植物地

上の全北界日華区系に属する暖温帯照葉樹林と

理区の形成は過去の地史（大陸の移動や海面変

は植物相（植物地理区）も異なる（原 2011；

動による陸橋の成立・消失など）によるところ

Tang et al. 2013）
。また，北海道の亜寒帯の位

が大きい。一方，同じような生活形をもつ種が

置づけ（冷温帯と亜寒帯の境界）に関しても，

集まって特有の相観を呈する植生帯は，現在の

シュミット線や宮部線が日華区系の温帯要素の

水分条件や温度条件に規定される面が強く，世

北限となり，それ以北は欧州シベリア区系と

界中どこでも同じような環境の場所では同じタ

なって植物相（植物地理区）が異なる事実がか

イプの植生帯が成立する（例えば，世界各地の

らんでくる（北村ほか 1969）
。とはいえ，植生

熱帯には多雨林が，地中海性気候には硬葉樹林

帯の設定に植物相の視点を入れすぎると，同じ

が成立する）。そこで，植生帯の設定にあたっ

ような相観をもつ植生が地域ごとに異なるタイ

ては，「特有の環境条件に対応した特有の生活

プに分けられることになり，わかりにくい内容

形をもつ植物集団からなり，独自の組成・構

となってしまう。植物相はあくまで補助的に考

造・相観をもつまとまり」を一つの植生帯とし

慮するにとどめるべきだろう。

て認めるのがよい。

一つの植生帯は多様な種（木本，草本）で構

ただし，植物相と植生帯は織物の縦糸と横糸

成されているが，相観（生活形によって決定さ

のような関係で，ある地域の自然を理解する上

れる植物群落の外観）ということでは優占種が

で両方とも欠かせない視点であり，植生帯の議

その骨格を決めている。森林でいえば，林冠を

論においても植物相の問題が微妙に絡んでく

構成する樹冠の広がりの大きい（被度の高い）

る。例えば，沖縄・奄美の亜熱帯の評価にもつ

樹種が重要である。そこで，植生帯をとらえる
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に当たってはまず優占種に着目する。ただし，

針葉樹林が欠けてミヤマナラのような落葉低木

ふつう一つの種で植生帯を代表させることはむ

林（偽高山帯）が出現するところもある。さら

つかしいので，優占種群として複数の有力な種

に，沖縄・奄美のように海岸付近だけに亜熱帯

の組み合わせを考える必要がある。また，同じ

的な植生があり，島の大半を占める山地は照葉

植生帯に属していても，現実には南北に相当の

樹林に覆われているような場合に，水平分布か

分布の幅があるため，場所によって優占種群の

らみた境界線をどこに引くべきか判断が難し

組み合わせに変化が見られる。例えば，シイ，

い。このような問題を解決するために，植生帯

カシ，タブ類で代表される同じ照葉樹林でも，

の設定においては，まず，沿岸低地における水

中国雲南省，九州，関東地方では構成する種数

平分布を中心に捉える。また，垂直分布のみの

も具体的な種の組み合わせも異なる。日本では

植生帯は設けないこととする。

ブナで代表される夏緑樹林も，韓国や中国東北

植生帯を識別する上でもう一つの難しい問題

部ではブナが存在せず，乾燥に強いナラ類が優

が移行帯の存在である。移行帯とは二つの植生

占種となる。そこで，植生帯の設定にあたって

帯が接する場合に現れる，両方の構成要素が入

は優占種群に着目しつつ，環境条件に対応した

り混じった中間的な性質をもつ部分をいう。た

基本的な生活形とその表れである相観の共通性

だし，両方の要素がごちゃまぜになる場合と，

を第一に考えることとする。

それぞれのパッチが独立性を保ちながらも同じ

植生帯には緯度に沿った水平分布と海抜高度

範囲内でモザイク状に棲み分けて現れる場合が

に沿った垂直分布がある。広大な低地の中にぽ

ある。移行帯が狭い範囲にとどまればとりたて

つんぽつんと高山が並んでいるような場合であ

て問題視する必要はないが，広範囲にわたる場

れば，低地における水平分布の変化と高山を緯

合には移行帯そのものを一つの植生帯として扱

度に沿って並べた垂直分布の変化を独立に扱う

うべきかという問題が生じる。例えば，亜熱帯

ことができる。しかし，日本列島のように山地

の植生帯としてふつう亜熱帯多雨林が上げられ

の多い土地の場合は，海岸付近にしか低地がな

るが，亜熱帯多雨林とは何かというと実はその

いので，水平分布は海岸に沿った低地で確認す

内容がはっきりしない。熱帯多雨林を特徴づけ

るほかはない。内陸部は標高が高くなるので必

るさまざまな種類（ヤシ類，木生シダ，絞め殺

然的に垂直分布を見ることになってしまう。日

し植物，タケ類，マングローブ植物など）を含

本地図上に描かれた植生図は，一見緯度に沿っ

みながらも，全体の樹高や種多様性は低下して

た植生の水平分布を表しているように見える

おり，まさに熱帯多雨林から照葉樹林に移り変

が，実際は水平分布と垂直分布を合わせて表示

わっていく中間的な植生であるように思われる

したものである。

（写真 19）
。また，日本の植生の垂直分布にお

日本列島では水平分布（南→北）と垂直分

いて照葉樹林帯と夏緑樹林帯との間に出現する

布（海岸→高山）は概ね対応していると見てよ

中間温帯林は，単なる移行帯ではなく，モミ，

いが，細かく見ると対応していない部分もあ

ツガなどの温帯性針葉樹，ナラ類，シデ類，イ

る。例えば，高山帯下部に生ずるハイマツ帯は

ヌブナといった温帯性落葉樹など特有の優占種

垂直分布的には一つの帯をなすが，水平的（緯

群が現れる点でユニークな存在である。しか

度的）には植生帯を形成しない。また，水平分

し，中間温帯林にだけ出現するような指標とな

布では夏緑樹林帯の北に針葉樹林帯が成立する

る樹種は存在せず，独立した森林帯というより

が，日本海側のいくつかの山塊では亜高山帯の

も移行帯としての性質が強い（広木 2002）
。植
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た（岡 2005）
。この区分の是非は別にして，暖
帯・温帯を暖温帯と冷温帯に言い換えれば，現
在日本で一般的に受け入れられている 6 つの気
候帯区分になる。ただし，すでに紹介したよう
に，冷温帯と亜寒帯の間に寒温帯を認める考え
もある。
最後に，植生帯は世界的な視点・規模での区
分けであるので，世界で行われる標準的な植生
写真 19.

帯区分と日本の植生帯区分があまりかけ離れた

タイ北部の亜熱帯多雨林？

ものでは混乱の元となる。少なくとも，日本標
準の植生帯区分と世界標準の区分との間に明確

生帯の設定にあたっては，組成，構造，相観な

な対応関係を示しておく必要がある。また，植

どの点から独自の内容をもつものを一つの植生

生帯区分は植生分野以外でも広く用いられるこ

帯と認めるべきであり，文字通りの中間的な内

とが多いことを考えると，学問的な厳密さは求

容の移行帯は，広さ，規模の大きさに関わらず

められるにしても，あまりに込み入った区分は

独立した植生帯とすべきではない。

実際的でないだろう。

植生帯と気候帯はふつうセットで表される
が，両者の関係についても微妙な問題がある。
地理学の教科書でよく紹介されるケッペンの気

東アジアと日本の植生帯区分

2.

（1）水平分布の区分

候分類は，気候的要素に基づいて区分されなが

以上の基本的考え方を踏まえて，筆者の考

らも，地球上のどこに境界を引くかという場面

える東アジアと日本の植生帯区分を図 12 に示

では，実際の植生分布に合うように設定され

す。中国を中心とする東アジア大陸部の水平

た（吉野 1978）。仮に，気候帯が植生帯とは全

分布は，5 つの植生帯とそれぞれの間をつなぐ

く独立に規定できるとすると，例えば，気候帯

4 つの移行帯に区分できる。南から順に見てい

としての亜熱帯にある森林を亜熱帯林，暖温帯

く。

にある森林を暖温帯林と呼ぶことができ，しか

まず，熱帯はいわゆる熱帯多雨林であり，高

も，実際には亜熱帯林も暖温帯林も同じ照葉樹

い樹高と多層の階層構造（突出した超高木の存

林であって構わないことになる。しかし，気候

在），板根の発達，高い種多様性，フタバガキ

帯と植生帯の対応関係を外してしまうと，利用

科（とくにアジア）
，ヤシ科，タコノキ科，木

上大きな混乱を招く恐れがある。本来，大きな

性シダ，イチジク属（絞殺し植物）などの構成

植生のまとまりは大きな気候のあり方によって

種，ツル植物（トウ類）や着生植物（ラン科，

決まるはずなので，やはり両者が対応するよう

シダ植物）の多さなどで特徴づけられる。

な植生帯区分が望ましい。また，気候帯につい

その北側には熱帯−亜熱帯移行帯の森林が成

ては，用語の統一性に少なからぬ混乱がみられ

立する。これは従来から亜熱帯多雨林とされて

る問題もある。今西・吉良は東アジアの湿潤領

きたもので，大陸部では雲南省の南部まで，島

域を前提として，熱帯，温帯，寒帯のそれぞれ

嶼部では台湾の低山帯から沖縄・奄美，屋久島

を二つずつに分け，熱帯・亜熱帯，暖帯・温

の低地まで達する。亜熱帯多雨林の実態の研

帯，亜寒帯・寒帯の 6 つのカテゴリーを設定し

究は未だ不十分であるが，吉岡（1973）
，奥富
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図 12.

東アジアと日本の植生帯区分： 水平分布

（1977），林（1990）などの解説をみても，亜熱

にみると特別な地域といえる。

帯多雨林は熱帯多雨林の分布の北限域で組成・

照葉樹林は常緑広葉樹が優占する点では熱帯

構造が単純化しつつも，熱帯林の特徴である木

多雨林と同様であるが，構成する植物の組成，

性シダ，ヤシ類，絞殺し植物のイチジク類（ガ

構造，相観（樹冠が揃う），形態的特徴，シュー

ジュマル，アコウ），河口のマングローブなど

トの伸長様式などに独自の内容をもち，水平的

を残す移行的な部分を指すように受け取れ，そ

にも垂直的にも確固たる分布をもっており，一

れ独自の内容をもつようには見えない。また，

つの植生帯として認められる。一方で，照葉樹

北へ行くほどクスノキ科などの照葉樹林の構成

林の分布域の南部では熱帯多雨林の要素である

種も混入してくる。林（2003）は世界の極相植

木性シダ，ヤシ科，クワ科イチジク属，トウダ

生を優占種に着目して 39 の植物群落に分類し

イグサ科，アカネ科，フトモモ科などが目立

ているが，亜熱帯に特徴的な森林は識別されて

ち，分布域の北部では落葉広葉樹や温帯性針葉

いない。独自の内容をもたない亜熱帯多雨林は

樹が混生してくる（原 1997）ので，大局的に

やはり移行帯ととらえるのが適切であろう。ち

みれば，まさに照葉樹林こそが熱帯と温帯をつ

なみに，世界の亜熱帯域は亜熱帯高圧帯となっ

なぐ亜熱帯にふさわしい。リューベル（1912）

て乾燥気候が支配するため，大部分が雨緑樹

による世界の群系の分類表（石塚，1977 に掲

林，サバンナ，ステップ，砂漠などの乾性系列

載）には，樹林（森林）の範疇で熱帯降雨林の

の植生となっており，たとえ亜熱帯多雨林を認

次に照葉樹林があって，亜熱帯多雨林は認め

めてもそれが成立している場所は東アジアのご

られていない。緯度に沿った 4 つの気団の相互

く一部に限られている。例外的に亜熱帯域にも

関係で世界を 7 気候帯に分けたアリソフの気候

湿潤な気候が成立している東アジアは，世界的

区分によれば，夏は熱帯気団に覆われ冬は寒帯
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樹林」と呼ぶことを提案している。

海道を除く日本列島はほぼこれに属する（吉
野 1978）。

2014

確かにシイ帯とカシ帯の分離傾向は雲南省や
台湾，日本の照葉樹林の中でも認められるが，

ヒマラヤ地域の植生の垂直分布を論じた

あくまで照葉樹林というまとまりの中でのヴァ

Ohsawa（1987）は，シイやヒメツバキの仲間

リエーションであり，ヒマラヤ地域での区分で

の多い照葉樹林帯下部を亜熱帯，カシ類の多い

は有用であっても，世界的な植生帯区分として

照葉樹林帯上部を暖温帯としている（図 10 参

は認めがたい。大沢（1993）のいうように照葉

照）。村田（1977）も亜熱帯域の照葉樹林と暖

樹林が熱帯と温帯の移行的な性格の植生帯であ

帯のそれとの間には，優占種のいくつかに共

り，かつ独自の内容を持つのであるならば，ま

通の種があって相観が類似していても，組成

さにこれを亜熱帯として位置付けるのが適切で

や個々の種の資質にはっきりとした性格の違

ある。筆者は世界標準の植生帯区分において

いがあるとし，無霜地域の北限である 1 月の平

は，ヒマラヤから雲南，台湾，沖縄・奄美，西

均気温 8°
C（年平均気温 18°
C）が通る大隅海峡

南日本まで続く照葉樹林帯を亜熱帯とするのが

を境界とすることを提案している。大場（秀）

よいと考える。日本の照葉樹林はアジア全体か

（1985）は，逆に南西諸島とそれ以北の常緑広

らみると，組成・構造とも単純な内容となった

葉樹林にはなんら根本的な違いはないとしなが

北限の照葉樹林ということになる。なお，従

らも，海岸部のガジュマルやマングローブなど

来の日本の植生帯区分の議論の中でも，本多

は亜熱帯の片鱗であるとし，熱帯性の植物に

（1912）や大場達之（1975）のように日本の照

とっては凍結が致命的であるので，上記の無霜

葉樹林帯を亜熱帯に位置づけた例はある。中国

地域の北限を亜熱帯の境界にするのがよいとし

の植生帯区分では照葉樹林帯が亜熱帯とされて

ている。

おり，日中の植生帯の対応関係としては都合が

また，大沢（1993）は東アジアの植生と気候

よい。

の関係を論じて，季節変化の小さな熱帯では積

次は，亜熱帯 – 温帯移行帯の常緑・落葉混交

算温度が，また，季節変化の大きな温帯では冬

林である（中国の植生帯区分では暖温帯）
。こ

の気温が重要な要素であり，植生の垂直分布と

こは第三紀周北極植物群を構成した古い落葉樹

森林限界のあり方を比較すると，熱帯地域では

（フウ，ユリノキなど）や温帯性針葉樹（メタ

植生帯の高度幅や森林限界の標高が緯度によっ

セコイア，ツガなど）が吹き溜まった場所で，

て変化しない（水平になる）のに対して，温帯

ブナの仲間も照葉樹と混在した形で生育してい

では緯度に対して傾斜することを示した。前者

る。気候的にはシベリアからの寒波の届く南限

を熱帯型，後者を温帯型の垂直植生帯と名付

に位置づけられる。また，日本の垂直分布の上

け，両者の境界が北緯 20〜30 度付近（ヒマラ

では，中間温帯や下部温帯とされた部分に相当

ヤから台湾辺り）にあるとして，そこがちょう

する。吉良ら（1976）は夏の高温（落葉樹の分

ど 1 年中一定の温度を保つ熱帯気団と冬にシベ

布下限）と冬の低温（常緑樹の分布上限）の相

リアからの寒気の吹き出しを伴う温帯（寒帯）

対関係で日本の中間温帯の内容が西南日本と東

気団の移行部にあたることを指摘した。それを

北日本で異なるメカニズムを説明したが（図 9

踏まえて，この部分に成立する常緑広葉樹林

参照）
，水平分布でみると冬の寒波の影響によ

（照葉樹林）を，熱帯と温帯の移行的な植生で

り両者の関係が逆転するのがちょうどこの緯度

あることを明示した「亜熱帯・暖温帯常緑広葉

帯に当たる。日本の水平分布では中間温帯はあ
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まり注目されないが，野嵜・奥富（1990）は，

邊 1990）
。ブナは黒松内低地帯でなくなるが，

関東地方北部から阿武隈，北上の両山地にかけ

夏緑樹林帯の構成種であるミズナラ，シナノ

ての温帯域の下半部分を中心に，中間温帯性の

キ，カエデ類など多くの種は北海道内陸部にも

明瞭な森林帯の存在が認められるとしており，

進出している。植物分類地理学からは，サハリ

掲載の植生図に範囲が示されている。おそらく

ン（樺太）中央を横切るシュミット線とエト

そこが日本の水平分布における中間温帯（移行

ロフ海峡に引かれた宮部線（図 11 参照）が，

帯）の植生に相当すると考えられる。

温帯性植物の分布境界（ハルニレ，エゾイタ

続いて，本格的な温帯の落葉広葉樹林（夏緑

ヤ，ミズナラ，エゾマツ，トドマツ，ササの

樹林）が出現する（中国の植生帯区分でも温

北限）として重要であるとの指摘がある（館

帯）。夏緑樹林帯はブナ類やナラ類を中心とし

脇 1948； 北村ほか 1969； 村田 1987・88）
。ま

た落葉広葉樹で構成される森林であり，冬の寒

た，植生からみると，サハリン南部にはササを

冷な気候を落葉（休眠）という方法で乗り切ろ

伴ったエゾマツ・トドマツ主体の常緑針葉樹林

うと進化した特有の植物群からなる植生帯であ

が卓越していて，実質的に針広混交林は分布し

る。相観的にも分布の上でも一つの植生帯とし

ていないという。一方，サハリン北部は平坦な

てはっきりと区別できる。大陸部ではシベリア

低地が多くなりササを欠くグイマツ林（亜寒帯

の寒波が本格的に到達し寒冷・乾燥した気候を

針葉樹林）が広く分布し，相観的にも全く異な

作り出すので，モンゴリナラを中心とした落葉

るとされる（沖津 2009）
。守田（1996b）に掲

広葉樹林（夏緑樹林）が成立する。ここでは寒

載のシベリア地域の植生図には，沿海州の針広

冷・乾燥が厳し過ぎてブナ類は進出できない。

混交林に接して沿岸部シホテアリニ山脈からサ

一方，日本では日本海の対馬暖流のおかげで多

ハリン南半分にかけては「山岳性常緑針葉樹

雪・冷涼な冬の気候となったため，ナラ類より

林」が区別して描かれている。まとめると，温

ブナが躍進して広大なブナ林を形成している。

帯 – 亜寒帯移行帯には，中国東北部，沿海州，

ただし，日本でも寒冷・乾燥した気候でブナが

南サハリン，北海道（黒松低地帯以北）にある

生育できないような内陸部では，ミズナラ林に

低地の針広混交林と山地の針葉樹林（北海道で

置き換わることもある。

はトドマツ，南サハリンではエゾマツ，沿海州

温帯の夏緑樹林帯の北には温帯−亜寒帯移
行帯が出現する（中国の植生帯区分では寒温

ではチョウセンゴヨウが最も優占）が含まれる
と考えられる。

帯）。中国東北部から沿海州にかけて分布する

さらに北方に出現する植生帯が亜寒帯の針葉

チョウセンゴヨウなどの針葉樹とナラ類，カン

樹林帯であり，シベリアのタイガがこれに相当

バ類などの落葉広葉樹を交えた針広混交林であ

する。タイガは，シベリアトウヒ，シベリアマ

る。日本ではブナの分布北限に着目して北海道

ツ，シベリアカラマツからなる組成の単純な

の黒松内低地帯が水平分布でみた夏緑樹林帯の

針葉樹林で，常緑のトウヒ属が多いため見か

境界とされ，黒松内低地帯以北の北海道は汎針

けの暗い森林となる西部タイガ（暗いタイガ）

広混交林と呼ばれる。北海道の汎針広混交林は

と，落葉性のダフリアカラマツ（Larix dahurica）

東アジアの温帯−亜寒帯移行帯の針広混交林

を主とするために林内が明るい森林となる東

に対応させることができる。汎針広混交林の

部タイガ（明るいタイガ）に大別される（守

成立する北東アジア地域を命名者の館脇にち

田 1996b）
。ダフリアカラマツ林は永久凍土の

なんで「タテワキア」と呼ぶこともある（渡

夏の間融け冬凍ることを繰り返す地表近くの
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活動層（60–100 cm）によって支えられている

帯）と区分される垂直分布の基本構造は変化し

（酒井 1982）
。タイガが温帯の森林と異なる点

ない。下部山地林が熱帯 – 亜熱帯移行帯（亜熱

としては，林床にササがないことが上げられ

帯多雨林）に，上部熱帯山地林が亜熱帯照葉樹

る。また，亜寒帯の針葉樹は細長いロウソク型

林に概ね対応する。寒帯気団の影響の及ぶ緯度

（棒状）の樹冠をもつので，温帯の傘型の針葉

帯（N20–30°
）になると，垂直分布（下から上）

樹の樹冠とは相観が異なる（吉良ほか 1976；

が水平分布（南から北）に置き換わっていく。

酒井 1982）。

ただし，垂直分布においては，前項で述べた水

亜寒帯の北は一般に寒帯のツンドラ（寒冷荒

平分布の植生帯が単純に順番通り現れるわけで

原）として扱われるが，田端（2000）はタイガ

はなく，水平分布にある植生帯または移行帯が

と寒帯ツンドラとの間には 200〜400 km にも及

不明瞭になったり，垂直分布でのみ現れるよう

ぶ森林ツンドラがあり，これこそ亜寒帯と呼ぶ

な植生の帯があったりして単純ではない。とく

べきであるとした。この森林ツンドラは沿岸部

に，冬の強風・多雪で特徴づけられる日本の山

ではカンバ類が優占してカンバ帯を作ることも

岳地域では，垂直分布の寸詰まりともいえる現

あるが，内陸部ではグイマツ，ハイマツ，ツン

象が見られる。野嵜・奥富（1990）は，一つの

ドラ植生の入り組んだ移行的な植生が現れると

植生帯の中にも複数の植生型による重層構造が

いう。守田（1996b）は，森林ツンドラはカバ

存在することを認めれば，森林帯をより合理的

ノキ属，ハンノキ属，ヤナギ属などの小灌木中

に理解できると述べている。

に樹高 2〜3 m のカラマツ属がところどころか

垂直分布の上での熱帯−亜熱帯移行帯（亜熱

たまって疎林を形成している地帯であり，南部

帯多雨林に対応）は，台湾では低山帯のイヌ

では樹木の密度や樹高が次第に増加することか

ビワ−タブ帯として明瞭に表れる（Hsieh et al.

ら，ツンドラ帯からタイガ帯への移行帯と見る

1997）が，沖縄・奄美，屋久島では海岸の低地

ことができるとしている。内容からしても森林

林に薄く見られるだけとなる。一方，その上の

ツンドラは亜寒帯−寒帯移行帯に位置づけるの

亜熱帯照葉樹林帯は西南日本まで明瞭な垂直分

がよい。

布を示す。

上記の森林ツンドラ（移行帯）の中に水平分

シベリアからの寒波の影響があまりないヒマ

布の森林限界が現われ，最後は寒帯のツンドラ

ラヤから台湾あたりまでは，照葉樹林帯の上

帯となって終わる。守田（1996b）によれば，

に，ツガ類などの温帯針葉樹にカシ類などの常

ツンドラ帯は小灌木やイネ科，カヤツリグサ科

緑樹が混交した植生が現れる。これは水平分布

草本の生える南部ツンドラ，一面に広がるコケ

における亜熱帯 – 温帯移行帯のいわゆる中間温

類を主体とした典型ツンドラ，大部分が裸地で

帯に相当する植生である。水平分布に従えば，

ポリゴン地形が発達する極地ツンドラに分けら

次にブナ科のブナ属やナラ属の優占する明瞭な

れるという。

温帯落葉広葉樹林帯（夏緑樹林帯）が出現する

（2）垂直分布の区分

はずであるが，アジア南部の山地の垂直分布で

次に，垂直分布の区分についてまとめる（図

はこの植生帯が見られず，中間温帯林がそのま

13）。大沢（1983）の指摘のように，熱帯高山

ま幅広い高度帯を占めた後，上方に亜高山帯の

では熱帯気団の支配下にある北緯 20 度あたり

モミ属やトウヒ属の針葉樹林が出現し，森林限

までは，下から低地熱帯多雨林，下部熱帯山地

界を経て高山帯に至る。森林限界付近にシャク

林，上部熱帯山地林（雲霧帯），高山帯（乾燥

ナゲ帯（低木林〜矮低木林）が出現するのもこ
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図 13.

東アジアと日本の植生帯区分： 垂直分布

の地域の垂直分布の特徴である。このような南

ツンドラ）ということになる。なお，長白山で

方型の垂直分布の配列は，ブナ林を欠く屋久島

は火山活動のせいかハイマツの分布が限られて

まで続くように見える。屋久島上部のスギ，ツ

いて，最高峰周辺にはハイマツ帯がないとい

ガ，モミの針葉樹林は，上記の中間温帯につな

う。

がるものであって，いわゆる亜高山帯の針葉樹
林ではない。

西南日本の垂直分布は，低地の照葉樹林から
始まる。九州では照葉樹林の上に出る中間温帯

中国東北部の長白山（2691 m，白頭山ともい

林と夏緑樹林（ブナ林）に，大陸の亜熱帯−温

う）の垂直分布は，低地から順にモンゴリナラ

帯移行帯の特徴が色濃く出ている。すなわち，

林（二次林），チョウセンゴヨウ−広葉樹混交

冬の低温限界高度（CI＝−10； カシの上限）が

林，針葉樹林（エゾマツ・チョウセンハリモ

夏の高温限界高度（WI＝85； ブナの下限）を

ミ林），ダケカンバ林，高山ツンドラと変化す

上回るのでカシ類とブナが混交しやすく，か

る（田端 2000）。低地のモンゴリナラ林はその

つ，モミ，ツガといった温帯性針葉樹が混生す

上の針広混交林を伐採した後の二次林ともされ

る独特の中間温帯林が形成される。太平洋側の

るが，水平分布と対応させると，温帯（夏緑樹

ブナ林の特徴である他の樹種と混交林を作る傾

林），温帯 – 亜寒帯移行帯（針広混交林），亜寒

向が強い点は，中国の亜熱帯 – 温帯移行帯でブ

帯（針葉樹林，ただしタイガではない）
，亜寒

ナ属と照葉樹が混交する状態と似ている。九州

帯 – 寒帯移行帯（ダケカンバ林）
，寒帯（高山

には亜高山帯針葉樹林がないが，四国では夏緑
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樹林帯の上の山頂部付近にのみシコクシラベ林

ではなく温帯北部を標徴する樹木であるとし，

が出現する（写真 12 参照）。ただし，石鎚山で

北海道内陸部の高所にある針葉樹林は本州と同

は下方からモミ−ウラジロモミ−シコクシラベ

様の亜高山帯とするのが適切であるとしてい

と 3 種のモミが標高を変えて連続的に分布して

る。北海道のトドマツ・エゾマツ針葉樹林と本

おり，中間温帯林としての性格も強く残る（写

州のモミ・トウヒ・ツガ類の亜高山帯針葉樹林

真 7 参照）。

は，世界的な区分では汎針広混交林とともに温

本州中央部山岳地域では，低地・丘陵帯の照

帯 – 亜寒帯移行帯に属すことになる。植生帯と

葉樹林，山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹

しては移行帯であるが，植生の内容（相観や森

林の区別がより明瞭になり，照葉樹林と夏緑樹

林構造）としては亜寒帯の針葉樹林が部分的に

林の移行帯の中間温帯は幅が狭くあいまいにな

南下していると考えてもおかしくない。なお，

る。一方，白山で出始めたハイマツが森林限界

森林限界付近の所どころで現れるダケカンバ群

より上方の高山帯下部に出現してくる。ハイマ

落は，水平分布の亜寒帯 – 寒帯移行帯の植生に

ツは本来，北方の亜寒帯針葉樹林（タイガ）〜

つながるものと言える。日本の山岳地域の山頂

温帯−亜寒帯移行帯（汎針広混交林）の林床低

部周辺においては，強風・多雪の厳しい環境の

木として生育するものだが，第四紀の寒冷期に

ためにハイマツ低木林と高山草原（寒帯ツンド

日本列島に渡り，温暖期に山地上部に追い上げ

ラに相当）が出現する。ただし，ハイマツ帯は

られたと考えられる。日本の山岳地帯は冬の強

日本の垂直分布に特有に現れるもので，水平分

風・多雪環境が厳しいので山頂効果により森林

布の特定の植生帯とは対応しない。

限界が本来の高度より押し下げられ，その空白

（3）世界標準と日本標準の対応関係

部にハイマツが進出してハイマツ帯を形成して
いると解釈される（沖津 1985）。

上記のような世界的な視野にたつ植生帯区分
の中で，日本国内の区分を整理すると表 5 のよ

東北日本では冬の低温限界高度（カシ）が夏

うになる。世界標準（小縮尺）の区分と日本標

の高温限界高度（ブナ）より下方に現れるの

準（大縮尺）の区分の二本立てになるが，対応

で，ブナもカシも現れない空白域が存在し，モ

関係をしっかりしておけば混乱は防げるはずで

ミ，イヌブナ，ミズナラ，シデ類などの落葉広

ある。

葉樹からなる，西南日本とは別タイプの中間温

まず，日本国内だけの便宜的な植生帯とし

帯が出現する。日本海側の多雪地では夏緑樹林

て亜熱帯多雨林を認める。その場合には，イ

帯の上に針葉樹林が成立しておらず，ミヤマナ

ジュ，アダン，リュウキュウマツなどの北限を

ラなどの低木林となる偽高山帯の現象も見られ

重視してトカラ海峡に境界を引くか，アコウや

る。

表 5.

黒松内低地帯以東の北海道では，低地は温帯 –
亜寒帯移行帯の針広混交林（館脇の命名による
汎針広混交林）となり，山地は純林状の針葉樹
林（ダケカンバが混生することもある）となる
が，この針葉樹林は水平分布における本来の亜
寒帯針葉樹林（タイガに相当）ではない。渡邊
（1987）は，北海道で優占するトドマツ（モミ
属）は決して北方林帯に生活の本拠をおく樹種

世界と日本の植生帯区分の対照表

日本標準

世界標準

亜熱帯： 亜熱帯多雨林
―大隅海峡―

熱帯 – 亜熱帯移行帯

暖温帯： 照葉樹林
―本州中央部―

亜熱帯： 照葉樹林

冷温帯： 夏緑樹林
―黒松内低地帯―

温帯： 夏緑樹林

亜寒帯： 針葉樹林
（汎針広混交林）
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ガジュマルの存在や熱帯植物にとって重要な無

トドマツ，エゾマツの山地針葉樹林も，世界標

霜地帯の南限を重視して大隅海峡を境界とする

準の温帯−亜寒帯移行帯に対応するが，日本で

か迷うところだが，大隅半島と屋久島の間でブ

は水平分布的に北海道（黒松内低地帯以北）を

ナの分布が途切れることもあり，後者（大隅海

亜寒帯に位置づけ，これらの森林を亜寒帯の汎

峡）を日本における亜熱帯の北限としたい。亜

針広混交林と針葉樹林と呼ぶことにする。

熱帯の境界とされる WI＝180 はふつうトカラ

以上，結果として，日本の植生帯区分は従来

海峡を通るとされるが（図 2 参照）
，堀田・岩

の教科書的な区分をほぼ踏襲することとなる。

川（2006）は，屋久島の南部から南西部の低地
は WI＝180 を超えていて亜熱帯気候域に入る

V.

おわりに

としている。
日本標準で亜熱帯多雨林を認めたので，世界

本稿では人為の影響は考えずに植生の変遷を

標準では亜熱帯照葉樹林帯となる照葉樹林は，

考えてきた。しかし，最終氷期最盛期から後氷

日本標準では従来の慣行通り暖温帯照葉樹林と

期の温暖化の時代はまさに人間の活動が活発に

する。いずれにしても日本の照葉樹林は東アジ

なった時代であり，日本でも縄文，弥生の時代

アの照葉樹林帯の北東の限界域に当たる。

に重なる。当然，植生に対する人間の影響も無

世界標準の亜熱帯 – 温帯移行帯は日本の中間

視できない。最後に，日本における森林と人間

温帯に相当するが，水平分布でははっきりと成

の関わり，及び日本の森林の現状と将来につい

帯しないので植生帯としては認めない。垂直分

て触れておきたい。

布では中間温帯がかなりはっきりと表れる場合

まず，植物の伝播における人間の影響につい

もあるが，地域により組成，構造とも現れ方は

て取り上げる。広木（2002）は，スダジイは灰

多様なので垂直分布的にも一つの植生帯とは認

汁抜きなしで食べられる救荒植物となった可能

めがたい。必要に応じて移行帯としての中間温

性があり，花粉分析でカシよりも早くシイが出

帯林と呼ぶのにとどめる。温帯域の植生帯の基

現する例やふつうシイのない内陸部や島に分布

準ともいえる夏緑樹林（ブナ・ナラ林）は世界

する例などから，後氷期の縄文時代に人間に

標準と同様に，日本標準においても冷温帯（温

よって運ばれた可能性が高いとしている。ま

帯の中心）に位置付けられる。

た，古くは丸木舟や仏像の材料として利用され

日本の亜高山帯針葉樹林は，世界標準の温帯 –

たクスノキも，関東地方以西に古くから植えら

亜寒帯移行帯と対応する。元来はチョウセンゴ

れてきたので各地に巨樹が見られるが，どこま

ヨウやミズナラを主とした寒冷・乾燥した環境

でが自生のものか明確でない（佐藤 2004）
。環

に成立する森林であったが，そうした森林は日

境省の全国巨樹調査では，鹿児島県蒲生町の

本では本州内陸部にごくわずか遺存するにすぎ

「蒲生の大楠」が日本最大のクスノキであり，

ず，大半は多雪，湿潤な気候を反映して温帯的

クスノキはスギ，ケヤキについで巨樹の数が

な性格の強いモミ属のシラビソ，オオシラビソ

3 番目に多い樹種となっている。神奈川県の真

が優占する針葉樹林となっている。落葉広葉樹

鶴半島には樹高 30 m に達するクスノキとクロ

を欠いて針葉樹の純林をなす場所も多いが，落

マツの巨木林があり，林床にはスダジイやタブ

葉広葉樹と混交する場合も少なからずあり，ま

ノキの稚樹が育っていて，現在は自然状態の樹

さに温帯と亜寒帯の移行帯にふさわしい内容で

林となっている（渡辺 2009）
。この森林は江戸

ある。同様に，北海道の低地の汎針広混交林と

時代に植林されたものだということがわかって
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いるが，記録がなければ植栽由来か自然由来か

業が振るわず，間伐等の手入れの行き届かない

判断が難しい場合も出てくるだろう。なお，ク

人工林が増加している。また，1960 年代の燃

スノキ科の花粉は壊れやすいので花粉分析では

料革命以後里山の放棄も進み，かつてのコナ

検出されない弱点があるという（藤木 2008）。

ラ，クヌギなどの雑木林は樹高 20 m に達する

さらに，縄文人は想像以上に長距離の交易を行

立派な二次林に成長する一方，林内にはネザサ

なっていたことがわかりつつあるので，当然

類が繁茂してブッシュ状態となり，一部では陰

有用な植物の運搬もあったに違いない。服部

樹のシイ，カシの稚樹が育ってきて照葉樹林化

（2011）は，クヌギは製炭の技術とともに，飛

が進んでいる。そうなると年中林床が暗いた

鳥時代に渡来人により日本に持ち込まれた外来

め，かつてはふつうに見られたカタクリ，エビ

種ではないかと疑問を呈している。また，塚田

ネ，シュンランなどの春植物（スプリング・エ

（1980）は九州のスギは後氷期になって人間が

フェメラル）なども衰退・消滅してしまう（伊

本州から持ち込んだものと推定している。

藤・田端 1997）
。また，タケ・ササの稿でも述

日本の森林の破壊は縄文時代に始まり，稲作

べたように竹林の手入れもなされなくなり，タ

の北上とともに弥生時代に加速した。関東地

ケ林（モウソウチクは外来種）の周囲への分布

方では約 2500 年前からハンノキ属花粉が急減

拡大が問題となっている（柴田 2001，2007）
。

し，約 2000 年前からイネ科花粉が急増するこ

1970 年代にはアカマツやクロマツが一斉に

とから，この時期に低湿地のハンノキ林が水田

枯死する松枯れが広がり出した。マツノマダラ

化されたと推定されている。古墳時代には二次

カミキリがマツノザイセンチュウを体内に宿し

林の指標となるアカマツの花粉が急増し他種の

て運び込み，センチュウに感染したマツは葉の

花粉が減少することから，森林破壊が低湿地か

蒸散機能が停止して急速に枯死する（松枯れ問

ら周辺の丘陵地にも及んだことがわかる（内

題研究会 1981）
。松枯れはやや下火になったと

山 1998）。歴史時代になると寺院や城郭などの

はいえ，現在も日本全国で進行中である。最近

巨大建築のために全国の巨木が刈られ，原生

目立ってきたのがカシノナガキクイムシによっ

的な自然は急激に失われていった（タットマ

て媒介される糸状菌よるブナ科森林の一斉枯死

ン 1998）。一方，低地の水田稲作と結びついた

現象（ナラ枯れ）である。とくに，日本海側の

形で二次的自然である里山の自然（薪炭生産の

コナラ，ミズナラが集中的に枯れて赤い樹冠を

ための雑木林や萱場の草地など）が形成され，

晒している（伊東ほか 2009）
。ナラ枯れはブナ

長期間維持されてきた。戦時中の燃料供給のた

属を除くブナ科全体に発生するので，今後，シ

めに一時は全国的に禿山状態になった場所が多

イ，カシ主体の照葉樹林も被害を受ける可能性

く出現したが，戦後の拡大造林政策により里山

がある。松枯れもナラ枯れも昔から局所的には

だけでなく奥地の原生林も切り拓かれてスギ，

発生していたことが知られており，このような

ヒノキによる人工林化が進んだ。その結果，日

一斉枯死の広がりは，里山のマツ林や雑木林が

本の国土は再び緑で覆われるようになり，現在

放置されて老齢化したのが根本的な原因である

の日本の森林の量は日本列島の歴史の中で最

とも考えられる。

大規模であるとの考えもある（近田 2006； 太
田 2012）。

現在日本全国の森林で発生しているもう一つ
の深刻な問題は，シカの増加による食害である

ただし，現在は一見山々が緑で覆われている

（湯本・松田 2006； 羽山 2007； 依光 2011）
。

ように見えるが，国産材の市況低迷のために林

狩猟圧の低下と自然保護思想の浸透に地球温暖
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化による生息域の拡大が重なって日本各地でシ

ていることである。前者からは，あまりに急激

カが増加し，樹皮剥ぎによる枯死，稚樹の食害

な変化に対応できず絶滅する種も出ること，種

による更新の阻害，林床のササや草本類の衰

ごとに対応のスピードが異なり生態系（生物間

退・消滅などが進行している。林内が公園のよ

相互作用）として大きな混乱が生じることなど

うにスカスカの状態となり，森林そのものが衰

が予想される。また，後者からは，移動すべき

退しつつある場所もある。また，従来行動圏の

土地がすでに失われていたり，植生の回復に欠

外であった高山帯にも出没して，高山植物を食

かせない種子供給源が断たれていたりしてス

害するケースも現れている。

ムースな移行ができない，あるいは，在来種よ

地球環境は常に変動してきており，今後も

り先に外来種が進出して生育地を占めてしまっ

変動が続くことは間違いない。喫緊の問題と

たりすることが予想される。単純に過去の例を

しては，二酸化炭素の温室効果による地球温

参考に変化を予測することはできないのであ

暖 化 の 影 響 が 心 配 さ れ て い る（ 西 田 1997；

る。

増田 2002）。温暖化による植生移動の必要量

本稿の考察を通して，日本の森林植生は過去

は，極方向に年間 1.5–5.5 km，垂直方向では年

の気候変動に対応しながらきわめて重層的に形

間 1.5–5.5 m であるのに対して，過去の例から

成されてきたことが明らかになった。島国とい

見た植物の自然状態での移動距離は，年間 40–

う条件がそれをいっそう推し進めた点も見逃せ

500 m，大きいものでも 2 km に過ぎない（Miko &

ない。このようにしてできた日本の森林植生は

Fischiin 1996）。太平洋側のブナ林は現在でも

世界的にみてもきわめてユニークかつ貴重な存

衰退傾向にあり後継稚樹が育っていないので，

在であり，これを将来にわたって保全していく

温暖化が進めば消滅を免れないだろう。また，

ことは私たちの責務であろう。

標高の低い山では下からの植生帯の押し上げに

謝

よって，上方の植生帯が押し出されて消滅する

辞

可能性もある。山地では高度の上昇に伴って面

本研究は平成 24 年度駒澤大学在外研究（国

積が減る効果も加わる。ハイマツ帯や高山帯の

内）として行われ，期間中，北海道から九州ま

草地は，山頂効果もあって全くなくなることは

で日本の代表的な森林を 40 か所ほど調査・観

ないかもしれないが，相当の影響を受けるはず

察することができた。貴重な機会を与えて下

である。

さった駒澤大学当局および総合教育研究部に感

日本の植物は過去における氷期，間氷期の変

謝したい。また，客員教授として迎え入れて下

化を何度も乗り越えてきたので，本来の自然の

さり，さまざまな便宜を図っていただいた静岡

ままならば今後の温暖化も乗り越えられるはず

大学農学部の鈴木滋彦教授，水永博己教授，糠

である。今から約 6000 年前には現在より 2，3

谷明教授にお礼申し上げます。
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Process of the formation of Japanese forest and typification of vegetation zone
—From an East Asian viewpoint
Yoshikazu SHIMIZU*

Regarding the formation process of Japanese forest and typification of vegetation zone, research has
been repeated for individual subjects and each local area. However, few papers have been published
which synthesized them and discussed the total image of the Japanese forest and vegetation zone on a
global scale. Moreover, there is no unified concept about the name of vegetation zone, and the relationship
with corresponding climate zones.
In this paper, the formation process of the main Japanese vegetation zones (Evergreen broad-leaved
forest zone, Intermediate temperate zone, Deciduous broad-leaved forest zone, Conifer forest zone,
Alpine and dwarf-pine zone) was reviewed from the past to the present, and problems concerning the
vegetation raised from the former were discussed. It became clear that in the climate change after the
Tertiary, especially repetition of the glacial and interglacial epoch of the Quaternary, the forest of Japan
was formed by accumulation of individual species. Plants of south and north elements coming across the
sea through various routes met and mixed in Japan, and they moved repeatedly north and south or up
and down direction according to the environmental conditions. Some plants became extinct, while some
became endemic species of Japan. Such a motion is in progress even in a postglacial age, and the present
vegetation is regarded as one section of the historical changes. Moreover, when considering the formation process of the Japanese forest, it is important to see the relationship with the state of vegetation of
East Asia as a whole.
Based on these considerations, the typification of the vegetation zone of East Asia (Global standard)
and Japan (Japanese standard) was improved. To classify the vegetation zone, basic ideas were raised
as follows: a vegetation zone has original composition, structure, and physiognomy corresponding to a
certain environmental condition; vegetation without original contents is classified as a transitional zone
regardless of its scale; horizontal distribution is based on the vegetation of coast lowlands and vegetation
zone of only vertical distribution is not adopted; vegetation zone and climate zone should be matched as
much as possible.
The vegetation zone of East Asia was classified into five vegetation zones and four transition zones:
(1) Tropical zone: rain forest, (2) Tropical-subtropical transition zone (subtropical rainforest), (3) Subtropical zone : evergreen broad-leaved forest (Cyclobalanopsis, Castanopsis, Persea dominant forest),
(4) Subtropical-temperate transition zone (intermediate temperate forest), (5) Temperate zone: deciduous broad-leaved forest (Fagus and Quercus dominant forest), (6) Temperate-subarctic transition zone
(pan broad-leaved and conifer mixed forest), (7) Subarctic zone: conifer forest (Taiga), (8) Subarctic–
Arctic transition zone (tundra and coastal Betula scrub), (9) Arctic zone: tundra. As for vegetation zone
of Japan, the traditional typification (Subtropical zone: rainforest, Warm temperate zone: evergreen
broad-leaved forest, Cool temperate zone: deciduous broad-leaved forest, Subarctic zone: evergreen conifer forest) was adopted, but confusion can be avoided by specifying the corresponding relation with the
Global standard.
Finally, the historical relationship between man and forest in Japan, and many problems raised at
present (expansion of artificial plantation and shortage of care, abandonment of traditional “satoyama”
secondary forest, mass dieback phenomena of Japanese pine and oak trees, damage by increasing deer,
climate change by global warming, etc.) were described.
Keywords: Japanese forest, vegetation zone, transition zone, East Asia, climate change
* Department of Natural Sciences, Komazawa University
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