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亜高山帯ー山地帯エコトーンにおける気候変動の影響と適応策

パシフィックコンサルタンツ（株） 伊豆凜太郎
1． はじめに

に従う針葉樹・ブナの枯死木、林冠木、低層木の存在

気候の温暖化は疑う余地がなく、実際にも気温の上

確率を比較した。

昇や雪氷減少などが確認されており 1）、生態系機能・

また、ブナの存在を 0、針葉樹の存在を 1 とおいて

生態系サービスへの影響も懸念されている２)。こうし

ロジスティック回帰を行い、このロジスティック曲線

た気候変動への適応策の策定のため、生態系への影響

の中間点をエコトーンの中間点とみて、この点の WI

の評価が急がれている。

の枯死木、林冠木、低層木の間での差をエコトーンの

2 つの植生帯の接点であるエコトーンは種の分布

変化とみなした。このエコトーンの変化を目的変数と

の辺縁であるため気候変動の影響を受けやすく 3）、ま

して、GLM によって影響要因を推定した。

た山岳地域も気温の垂直分布が影響を受けやすいた
表－1 調査山系

め研究例が比較的多い。日本の山地帯、亜高山帯にお
ける先行研究では、北東北の単独の山地において行っ
た研究

4)

の例があるが、山地帯-亜高山帯エコトーン

に対する気候変動の影響を広域で把握し、その変化に
かかわる要因を明らかするためには、条件の異なる山
地を広範囲に調査する必要がある。
本研究では現地踏査により、中部から東北の山地帯
ブナ林と亜高山帯針葉樹林のエコトーンに近年の気
候変動が与える影響を明らかにすることを目的とし、
適応策の在り方についても考察を行う。

2． 方法
植生図を用いて、原生的なブナ林-亜高山帯針葉樹
林が接続し、登山道沿いに調査可能である 16 山地
(20 斜面)を選定し、標高差約 400m のトランセクト
を設置した。各トランセクトで枯死木を探し、発見し
た枯死木を中心としたギャップ（各トランセクトで
11~33 個、総数 422 個）において、ギャップ内、ギャ

3． 結果

ップ周縁の林冠植生、低木植生への広葉樹・針葉樹の
出現と枯死木の樹種を記録した。

針葉樹・ブナの存在/非存在を説明変数としたロジ
スティック回帰による解析では、針葉樹に関して低

踏査した記録より針葉樹・ブナの存在/非存在を

WI 域で成木の存在確率が枯死木を上回り、高 WI 域

0/1 とおき、これを説明変数として WI5）
（暖かさの指

での枯死木の存在確率が成木を上回った。これは針葉

数）との関係をロジスティック回帰により解析し、WI

樹分布域の低緯度、低標高端での衰退を示すと考えら
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れる。また、ブナに関しては成木の存在確率は低 WI

など多様な問題について考慮が必要となるため、自

域で枯死木を上回り、分布域の高緯度、高標高端で枯

然の推移に任せて見守ることも選択肢となる 9）。

れにくいと考えられる。

今後はこうした適応策の実行による便益算出のた

さらに、ブナの存在を 0、針葉樹の存在を 1 とお

めに山岳生態系の経済価値評価が必要となり、進行

いたロジスティック回帰による世代間のエコトーン

する気候変動の影響についても継続的にモニタリン

の変化については、若木と成木のエコトーン中間点

グを行い、適応策の妥当性の検証や拡充について検

WI の差は小さく、若木の高標高への侵入は少ないこ

討を続けることが必要となる。

とから、ブナの高標高域への移動は停滞していると
考えられる。枯死木と成木の差に夏期最高気温、成
木と若木の差に年間降水量、夏期降水量を説明変数
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