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信州大学農学部 AFC 手良沢山演習林のササ類についての分類学的検討
和田侑一 ・荒瀬輝夫
信州大学農学部森林科学科
信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター

要

約

本研究では，信州大学農学部 AFC 手良沢山演習林の林床に自生するスズタケ属植物について，分類学的に
検証した。葉裏の毛を調査した結果，無毛の個体と有毛の個体は完全に分離した頻度分布を示した。よって，
毛 の 量 は 連 続 的 変 異 で は な く，無 毛 の 集 団 を ス ズ タ ケ（Sasamorpha borealis），有 毛 の 集 団 を ケ ス ズ
（Sasamorpha molis）として扱うべきと結論された。次に，調査地全域で２種の分布，生育状況，立地環境
を調査した。111地点を調査した結果，２種が混在していたのは52地点，スズタケのみが29地点，ケスズのみ
が13地点であった。２種とも稈密度と標高，斜面方位，地形（谷，尾根）との関連は低く，分布はモザイク
状に入り組んでいた。２種とも稈高と稈径および葉サイズとの間に強い相対生長関係が認められた。スズタ
ケでは稈径，葉サイズとも谷と尾根との係数の差が有意で，谷のほうがやや大きくなることが判明した。稈
高と稈密度との関係も，スズタケのみ有意であった。よって，スズタケのほうがケスズよりも生長の可塑性
が大きく，このことが前者の分布域の広さに影響していると示唆された。
キーワード：スズタケ，ケスズ，手良沢山演習林，外部形態，分布，相対生長
植物である

１．は じ め に

。ササ属チシマザサ節の南限線

とスズタケの北限線がほぼ一致していることでも知

サ サ 類 に は サ サ 属（ Sasa）や ス ズ タ ケ 属

られ，ブナ林は日本海側のチシマザサ−ブナ群集と

（Sasamorpha）などが含まれ，ほとんどの種が日

太平洋側のスズタケ−ブナ群集に分かれる 。生

本特産である

長

。国外にも分布域をもつ場合

，群落の分布

，光合成の特性

，刈取

も樺太，千島，朝鮮半島の一部までにすぎないので，

りや獣害を受けた後の再生力

世界的に見ると，ササ類はわが国の森林林床に群生

関しては幾つかの重要な研究がなされている。一方，

する特異的な植物群といえる。各種フィールド調査

ケスズは本州（三陸地方， 溝山地，天竜川流域）
，

では，単に「ササ」のように記録されることが多い

四国（瀬戸内海沿岸）などに産する 。分布が局所

が，種によって稈の大きさや分枝

的であるためか，現在のところ，ケスズの生長，生

，分布域

，

積雪深との関係 ，動物の嗜好性 などに大きな違
いがあるので，正確にササ類の属と種を見わけるこ
とは極めて重要である。

など，スズタケに

態についての研究例はほとんど見当たらない。
手良沢山演習林は，信州大学農学部附属 AFC 演
習林の教育研究を担っている演習林であり，昭和

サ サ 類 の う ち，ス ズ タ ケ 属 に は ス ズ タ ケ

43（1968）年に大学演習林として編入後，林業に関

（Sasamorpha borealissu (Hackel)Nakai）とケス

する実務的な教育が展開されてきた 。ほぼ全域の

ズ（ Sasamorpha molis

Nakai）の ２ 種 が あ

林床にはササ類が密生しており，1970年に報告され

。両種を区別するキーとなる形質は葉裏

た樹木誌 では，ササ類としてスズタケのみが記載

る

の毛であり，スズタケでは無毛（ただし微毛の散生

されている。現在まで，数多くの教育研究において，

する変種あり），ケスズでは有毛（長さ１㎜ほどの

当地のササは「スズタケ」と紹介，記載されてきた。

毛が密生）とされる

しかし近年，スズタケと思われていたササ類の葉裏

。スズタケは北海道南部，

本州（太平洋側），四国，九州，および朝鮮半島に

に密毛のある個体が確認された（本学森林科学科の

分布し，わが国の太平洋側の温帯林林床を代表する

学生からの同定依頼の持込み標本による）。よって，

受付日 2015年１月５日
受理日 2015年２月２日

天竜川流域に分布域をもつとされるケスズが当地に
混在するのか，それともスズタケの種内の連続的変
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異なのか，ケスズである場合にスズタケと分布域が
分かれているのかなど，分類学的に検証する必要が
生じてきた。

第13号 (2015)

本調査での調査地の選び方として，
ア）調査地全域での概況を把握するため，調査地の
間隔をなるべく均等に，１ ha あたり２地点程度

そこで，本研究では，手良沢山演習林に自生する

の密度とする

スズタケ属の葉裏の毛の実態を調査し，分類学的に

イ）２種の分布と生育に影響する要因として，まず

検証することとした。また，全域を調査地として，

マクロな地理的要因（標高，斜面方位，地形）に

分布，生育状況，立地環境を調査し，分布概況と生

着目する

長特性の違いについて把握することを試みた。

という基準を設けた。そのため，地形図と現地踏査
をもとに地形（谷，尾根）の明瞭な場所に沿って調

２．調 査 方 法

査地を設定した。

2.1 調査地概況

また，生育調査は斜距離10ⅿのライン法とし，尾

手良沢山演習林の気候は，現地の管理棟付近（標

根および谷の主方向に沿ってラインを設置した。ラ

高990ⅿ）で 年 平 均 気 温8.8℃（最 高30.6℃，最 低

イン上の稈密度（スズタケ，ケスズごとの本数）に

‑12.9℃），年 降 水 量1,492㎜ で あ る 。標 高 は

ついて，地上部の葉や稈の一部がライン上にあれば

950〜1,450ⅿにあり，林内の地質は比

的単純で，

１本として計数した。それらのうちサイズの平均的

大部分が領家花崗岩類に属するとされる高遠花崗岩

と思われる５本について，稈高，稈径，葉のサイズ

からなる。風化が進んでいることからマサ土で崩れ

（葉長と葉幅）を計測した。葉のサイズについては

やすく，標高差のわりに谷密度が高い。土壌型の大

稈１本につき２枚の当年生葉を計測した。なお，ラ

部分は褐色森林土である 。植生は95％以上が人工

イン上に５本以上生育していない場合には，すべて

林で，主な樹種はヒノキ，カラマツ，アカマツであ

の稈を調査対象とした。

る 。シカ，イノシシ，カモシカなどの野生動物も

立地環境の調査は，生育調査と同時に実施した。

生息している。

調査項目は標高，斜面方位，地形であり，携帯型

2.2 調査１：葉裏の毛の変異の実態

GPS，クリノコンパス，地形図などを用いて計測し

葉裏の毛はスズタケとケスズの分類においてキー

た。この他，傾斜角，上層の優占樹種とその鬱閉状

となる形質である。そこで，広く調査地全域から葉

況なども記録した。

をサンプリングし，葉裏の毛の量についての変異が

2.3 データ整理と解析

連続的，非連続的のどちらであるかを検証すること
とした。
調査地全域を踏査して，葉裏無毛の個体と有毛の

スズタケ，ケスズの生長特性については，たとえ
ば稈高（ ）と稈径（

）の関係について，以下の

相対生長式，

個体が混在する場所から11地点（標高950〜1300ⅿ）

log

を選んだ。１地点につき，無毛，有毛の個体をそれ

∴ ＝10 ・

ぞれ４個体を選び，各個体１枚ずつ完全に展開した

を近似曲線として当てはめた（係数ａ，ｂは未知の

当年生葉を採集し，葉裏の写真をデジタル顕微鏡カ

定数）
。係数ａ，ｂの推定には， ，

メラ（3R‑M SA200，スリー・アールシステム株式

対数変換値に対して⑴のモデル式に基づく最小２乗

会社製）で撮影した。撮影方法は，毛の長さの測定

法を適用した。データ整理および演算は，表計算ソ

用に倍率10倍で真横方向から１枚，密度の測定用に

フト（Microsoft oﬃce Excel 2003）による手動計

倍率10倍と40倍で正面から２枚である。現地サンプ

算によった。

リングおよび撮影は2014年６月から９月にかけて実
施した。撮影した画像をもとに，画像解析ソフト
（M otic Images Plus 2.1S，島津理化製）を用いて
毛の長さと間隔を測定した。
2.3 調査２：スズタケとケスズの分布，生育およ
び立地環境

＝a＋b log10

（１）
（１ʼ
）

３．結

のデータの

果

3.1 調査１：葉裏の毛の変異の実態
図１に，葉裏の毛の量についての度数分布を示す。
調査した11地点のすべてにおいて，葉裏に毛のない
個体とビロード状に密毛のある個体が混在していた

調査１の結果を踏まえ，2014年９月から11月にか

（写真１）
。無毛の個体では葉裏に毛が全くなかっ

け，調査地全域においてスズタケとケスズの分布，

たのに対し，有毛の個体では，毛の長さ：0.51±

生育および立地環境の調査を行った。

0.09㎜，7.12±0.73本・㎜ （平均±標準偏差）で，
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スズタケとケスズの葉裏の毛の量の比

かった。
すなわち，葉裏が無毛の個体と有毛の個体とは連
続的な変異ではなく，完全に分離した集団と見なせ
るので，前者をスズタケ（S. borealis），後者をケ
スズ（S. molis）として扱うべきであることが確認
された。
なお，調査地域（手良沢山演習林）のうち，３林
班の一部については，請負生産事業中のため調査を
差し控えた。１林班全域については，調査直前に鳥
獣保護区指定が解除されて一般狩猟者が入山する事
態となったため，安全優先でやむをえず調査を断念
した。
3.2 調査２：スズタケとケスズの分布，生育およ
び立地環境
3.2.1 分布状況
調査地全域におけるスズタケとケスズの分布状況
は図２の通りである。全111地点のうち，スズタケ
とケスズの混在が52地点と最も多く，スズタケのみ
が29地点，ケスズのみが13地点で，両種ともなかっ
たのは17地点であった。図２からは，両種の分布域
の境界を明確に読み取ることはできず，モザイク状
に入り組んで分布していることが伺えた。
稈密度と標高との関係を表１に，斜面方位および
地形（尾根，谷）との関係を表２に示す。調査した
写真１ スズタケとケスズの比
上：稈と葉，下：葉裏の拡大画像，左：スズタケ，右：
ケスズ。

111地点の中では，スズタケとケスズの自生する平
均標高はほぼ同じで（それぞれ1169ⅿ，1168ⅿ）
，
最低，最高の標高は同一であった。標高と稈密度と

いずれも両者の度数分布に重なりはなく互いに分離

の相関は認められなかった（表１）。また，斜面方

していた（図１）。なお，各調査地で計測個体以外

位別にみると，W と N ではスズタケ（10ⅿあたり

についても広く観察したところ，疎らに毛があるよ

28〜39本）に比べてケスズがやや大きな値（10ⅿあ

うな中間的な個体は認められず，同一の稈で無毛の

たり45〜46本）
，ＥとＳではスズタケ（10ⅿあたり

葉と有毛の葉が混在するような個体も認められな

70〜73本）に比べてケスズがやや小さな値（10ⅿあ
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図２

手良沢山演習林におけるスズタケとケスズの分布状況

表１ スズタケ，ケスズの稈密度と標高との関係
項目

第13号 (2015)

スズタケ

スズタケとケスズの基本的な生長特性として，図
３に稈高と稈径との相対生長関係，図４に稈高と葉

ケスズ

のサイズ（葉長）との相対生長関係を示す。

分布地点の標高
平均（ⅿ）
最低〜最高
地点数
稈密度との相関係数

稈高と稈径（図３）は，スズタケ，ケスズとも緊

1169

1168

995〜1355
81
0.022 ns

995〜1355
65
‑0.023 ns

密 な 相 対 生 長 関 係 に あった（そ れ ぞ れ R ＝
0.92,0.87；ともに ＜0.0001）
。共分散分析の結果，
係数ａ，ｂのうち a のみが谷と尾根とで差が有意で
あったため，係数ｂを同一とする相対生長式を谷と

表２ 斜面方位および地形別にみたスズタケ，ケスズの
稈密度（10ⅿあたり本数）
項目

スズタケ
平均

斜面方位

地形

σ

ケスズ
n

平均

σ

尾根で一括して推定した。スズタケでは，稈径は稈
高の0.54乗に比例し，谷のほうが尾根より有意に係
数 a の 値 が 大 き かった（10 の 値 で そ れ ぞ れ

n

0.47,0.44；Ｆ検定， ＜0.03）
。ケスズでは，稈径

Ｎ

38.9 ±29.6 12

44.8 ±32.5 12

は稈高の0.45乗に比例し，谷のほうが尾根より有意

Ｅ

73.3 ±60.3 25

29.4 ±28.3 20

に係数 ａ の 値 が 大 き かった（10 の 値 で そ れ ぞ れ

Ｓ

69.7 ±47.3 34

54.6 ±43.1 25

Ｗ

28.2 ±18.0 10

45.7 ±35.9 ８

谷

55.3 ±55.9 37

49.9 ±33.8 31

尾根

66.0 ±43.6 44

38.7 ±39.7 34

0.70,0.66；Ｆ検定， ＜0.03）
。
稈高と葉長（図４）は，スズタケ，ケスズとも有
意な相対生長関係にあったが，図３に比べると相対
生長式からのばらつきが大きい傾向にあった（それ

たり29〜54本）となっていたものの，いずれもばら

ぞ れ R ＝0.70,0.42；と も に

＜0.0001）。共 分 散

つきが大きいため有意差は認められなかった（Ｆ検

分析の結果，スズタケでは，係数ａ，ｂのうちａの

定，ns；表２）
。地形別にみると，同様にばらつき

みが谷と尾根とで差が有意であったため，係数ｂを

が大きいため有意差は認められなかった（Ｆ検定，

同一とする相対生長式を谷と尾根で一括して推定し

。よって，本調査地では，標高，斜面方
ns；表２）

た。スズタケの葉長は稈高の0.28乗に比例し，谷の

位，地形とも，スズタケとケスズの分布（稈密度）

ほ う が 尾 根 よ り 有 意 に 係 数 ａ の 値 が 大 き かった

を決める要因とは断定されなかった。

（10 の 値 で そ れ ぞ れ5.68,4.94；Ｆ 検 定，

3.2.2 生長特性

0.0001）
。一方，ケスズでは，係数ａ，ｂの差は谷

＜
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図３ 稈高と稈径の相対生長関係
●と実線，○と破線はそれぞれ谷，尾根を示す。

図４ 稈高と葉長の相対生長関係
●と実線，○と破線はそれぞれ谷，尾根を示す。

と尾根とで有意ではなかったため（Ｆ検定）
，両者

‑0.270（ ＜0.02）
，‑0.523（

こみで相対生長式を推定すると，ケスズの葉長は稈

な負の値であった（表３）
。一方，斜面方位ではＳ

＜0.0001）と 有 意

高の0.23乗に比例し，10 の値は6.64であった。

においてスズタケ，ケスズとも平均値が最大となっ

稈高は稈径，葉長と相対生長関係にあることが確

ていたが（それぞれ123.2,105.2㎝），ばらつきが大

認されたので，稈高を決める要因として，個体群サ

きく平均値間に有意差は認められなかった（Ｆ検

イズと関連すると思われる稈密度を取り上げた。稈

定）
。地形についても，ばらつきが大きいため谷と

密度と稈高との関係を図５のようになった。スズタ

尾根とで平均値間に有意差は認められなかった（Ｆ

ケでは，ばらつきは大きいものの有意な相対生長式

検定）
（表３）。

（ ＝29.9

，R ＝0.24， ＜0.0001）が 得 ら れ

た。なお，共分散分析の結果，谷と尾根とで係数ａ，

４．考

察

ｂの差は有意ではなかった（Ｆ検定）。一方，ケス

調査１の結果から，葉裏の毛が無毛か有毛かは非

ズでは相対生長式の推定精度が著しく低く（R ＝

連続の形質であり（図１）
，無毛の集団をスズタケ，

0.008，ns），図５からも稈密度と稈高との間に関係

有毛の集団をケスズとして扱うべきであることが確

は見出せなかった。

認された。スズタケには葉裏に微毛があるという変

なお，稈高と立地環境との関係について，標高と
の 相 関 係 数 は，ス ズ タ ケ，ケ ス ズ そ れ ぞ れ r＝

異も記載されているが

，そのような個体は

本調査地において見出せず，毛の有無という基準に
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図５ 稈密度と稈高の相対生長関係
●，○はそれぞれ谷，尾根を示す。

表３ スズタケ，ケスズの稈高と標高，斜面方位，地形
との関係
項目

スズタケ

ケスズ

標高との相関係数 ‑0.270 ＜0.02
平均
斜面方位

地形

σ

n

スズタケでは刈払いや食害を受けたあとの再生力が
低いことが報告されており

，施業履歴とスズタ

ケ，ケスズの分布との関連を照合する価値がある。

‑0.523 ＜0.0001

また，スズタケとケスズとの種間関係（相乗的か，

平均

拮抗的か，あるいは無関係か）も両種の分布に影響

σ

n

N

80.9 ±46.3 12

89.8 ±29.5 12

すると思われるので，今後解析する必要があろう。

E

108.7 ±44.9 25

87.4 ±34.7 20

稈高と稈径（図３），稈高と葉長（図４），稈密度

S

123.2 ±49.8 34

105.2 ±38.5 25

W
谷

75.5 ±53.4 10

99.9 ±58.8 ８

101.9 ±54.3 37

97.9 ±41.7 31

スズの生長特性の違いが判明した。すなわち，

尾根

110.5 ±47.9 44

94.7 ±36.5 34

ア）スズタケでは，稈高の生長とともに，尾根より

と稈高（図５）の相対生長関係から，スズタケとケ

も谷において稈径，葉長は大きくなる。稈高は個
よってケスズとは明確に区別できることが判明した。

体群サイズの影響を受ける。

調査２の結果から，スズタケとケスズが混生して

イ）ケスズでは，稈高の生長とともに，尾根よりも

いる地点が111地点中52地点に及び（図２）
，スズタ

谷において稈径は大きくなるが，葉長の生長につ

ケ，ケスズとも稈密度と標高系，斜面方位，地形と

いては谷と尾根で差は認められない。稈高と個体

の関連は認められなかった（表１，２）。このこと

群サイズとの関連は低い。

から，スズタケとケスズは別種でありながら，類似

したがって，スズタケでは個体群サイズの影響で

の立地環境に生育すると考えられる。図２から両種

稈高が変化し，稈高だけでなく地形（谷，尾根）の

の分布域の境界を読み取ることはできず，両種がモ

影響も受けて葉のサイズが変化すると言える。谷に

ザイク状に入り組んで分布していた。すなわち，２

おいて葉のサイズが大型化する原因の１つには土壌

種とも，１ あたり約２地点という調査密度を考え

水分の違いが考えられ，イネ科植物，スゲ類，樹木

ると，数 に及ぶような大群落を形成しているわけ

などで報告されている形態的変化

ではなかった。スズタケについては，群落が地下茎

このような可塑性が，スズタケの生育可能範囲の広

繁殖による集中分布

さ（分布地点数の多さ）に有益に働いている可能性

であることが一因と思われ，

と一致する。

おそらくケスズについても同様の分布特性をもつと

も考えられる。一方，ケスズでは，葉のサイズに稈

推測される。また，いずれか１種のみの地点（スズ

高のみが影響しており，稈高は標高と中程度の負の

タケのみ：29地点，ケスズのみ：13地点）が存在し

相関があるのみである（表３）。よって，同じ標高

ていたことについては，標高，斜面方位，地形とは

帯であれば，生育地の地形，個体群サイズによらず，

異なる要因を探る必要がある。たとえば，積雪深は

葉のサイズは比 的安定していると言える。

主要なササ類の分布域との関係が指摘されているも
のの

，本調査では取り上げていない要因である。

以上のように，本調査では，調査地のササ類とし
てスズタケとケスズの２種が存在していることが分
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類学的に確認されただけでなく，それらの生長特性

山地林におけるササ類の生態とニホンジカによる選

に 異 な る 点 が あ る こ と も 明 ら か に なった。各 種

択的食害. 宇都宮大学農学部演習林報告３：187−

フィールド調査におけるササの同定に役立てるため

198

にも，今後，両種の形態的差異，生長特性，生育環

7）小林幹夫（2011）タケ亜科 Bambusoideae. 加藤雅
啓・海老原淳編「日本の固有植物」
. 東海大学出版

境をより詳しく解明していく予定である。
謝

会, 秦野. pp.169−176
8）紺野康夫（1977）ササ植物の生態と分布. 種生物学
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研究１：52−64
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9）中村 健・林 博道（1974）手良沢山演習林の土壌
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Taxonomic consideration of bamboo grass in Terasawa‑yama Research Forest at
Shinshu University
Yuichi W ADA and Teruo ARASE
Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, Shinshu University
Education and Research Center of Alpine Field Science, Faculty of Agriculture, Shinshu University.
Summary
The present report taxonomically examined plants in the genus Sasamorpha (Bambusoideae), the
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dominant bamboo grass on the forest ﬂoor of the Terasawa‑yama Research Forest at Shinshu University.
As a result of measuring the number of hairs on the lower surface of leaves, two completely separated
histograms were obtained, one for individuals without hairs and another for individuals with hairs;the
former should be identiﬁed as Sasamorpha borealis and the latter as Sasamorpha molis,since the number
of hairs does not show continuous variation. Then, we surveyed the distribution, growth and forest
environment of the two species throughout the entire area of investigation.Out of a total of 111sites,52
contained both species,29 contained only S.borealis and 13 contained only S. molis.The stem density of
both species showed no relationship to elevation,slope direction or geomorphology,but their distributions
intricately overlapped. Regarding growth properties, a strong allometric relationship with stem height
was detected for stem diameter and leaf size in both species. The values of the coeﬃcient of allometric
expression diﬀered signiﬁcantly based on geomorphology in S. borealis :the stem diameter and leaf size
were larger for plants grown on valleys than on ridges.The relationship between stem density and stem
height was signiﬁcant only in S. borealis. Consequently, growth plasticity appeared to be higher in S.
borealis than S. molis, which presumably contributes to its broader distribution area.
Key words:Sasamorpha borealis, Sasamorpha molis, Terasawayama Research Forest, external
morphology, distribution, allometry

