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生育高度を異にした2・3幼植物の生長量
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　（1975年4月22日受理）

　植物の生長は，あらゆる環境条件の影響をうけているが，そのうちでも温度条件の影響は

大きく，これが地球上の植物帯の主な成因ともなっている。このような植物帯に生育する植

物は，種は異なっても，同一帯に生育しているものの間では光合成の最適温度はほぼ等しく，

同種の間でも，植物帯が異なれば最適温度も異なることが知られている。これら植物の生長

はすべて，光合成の生産物を基礎としておこなわれる故，生育環境温度は光合成能への影響

を通しても生長に影響することになる。

　植物の分布帯は，水平分布と同様に垂直的にも認められているが，これの原因は，主に垂

直的にみられる温度帯と関係している。他方では，水平分布と同様に，垂直分布にも温度以

外の要因が，決定的役割をはたしていることも知られている（3・8・9）。

　ここでは，植物の生長と環境との関係を生理学的に調べるにあたり，得られた結果の解析

を容易にするために，高度差に原因した要因以外は，環境条件がなるべく等しくなるような

実験地を，野外の異なった高度に設定し，その環境下における植物の生長を調べた。

耕料と：方法

　実験植物としては，イタドリ，ウツボグサ，アキノキリンソウを用いた。ここでは，生長

量を乾燥重量から評価したため，多年草であるこれらの越年個体を用いれば，植物の令もそ

の値に影響を与えることになる。そこで，このような不確実な因子を除くため，イタドリ種

子は松本市近傍で，ウツボグサとアキノキリンソウの種子は美ケ原高原で，それぞれ前年に

採集し，これを発芽，生長させたエ年生個体を実験に用いた。これらの種子を，高度の異な

った野外に直接播種しても，温度差のために発芽を同調させることは非常にむつかしい。そ

こで，実験室で250Cの定温で一斉に催芽させた後，5月下旬に実験地に移植した。

　実験地は松本市信州大学構内（海抜ほぼ600m）と，長野県美ケ原高原王ケ頭（海抜ほぼ

2000皿）に設けた。したがって，これらの間には，高度にしてほぼ1400mの差があった。両

実験地の地中に，同質土壌をみたした直経15cmの植木鉢を各々30個うめ，実験室で催芽さ

せた幼植物をこれらに移植した。両地とも，植木鉢を設置した場所は全天が完全に開放され

ていた故，可視光についてはほぼ同一条件にあったといえる。雨量については，測定を行な

わなかったので詳細は不明であるが，経験的には，600mより2000mの方がやや多いように

思われた。この両地区における実験は，1970年と1971年の7，8，9の各月末に行ない，1

1）　長野県諏訪二葉高等学校

2）　長野県塩尻高等学校



42 柴田　治・木下哲雄・新井　登

回の測定には各種とも10個体以上を用いた。

　1972年7月末には，北アルプス乗鞍岳でアキノキリンソウのみについて，2200，2400，26

00mの高度で同様の測定を行なった。これらの生育環境は，松本，美ヶ原高原となるべく等

しくなるような場所をえらんだ。

　測定すべき植物は鉢ごと実験室に持ちかえり，直ちに流水で土を洗いさり，完全な植物体

をえた。これを地上部，地下部にわけ，98。Cで24時間乾燥後に秤量した。

結 果

　植物の生育期における，松本と美ケ原高原の月平均気温の季節変動をFig，1に示した。

実験地問の高度差は気温に反影して，測定期間中の美ケ原高原の気温は松本よりほぼ10。C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低かった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような温度条件下で生長した実験

］」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植物の，全重量に対する各部重の比率
に
つ20　　　　　　　　　　　　　　　　（WT／W，またはWR／W；W＝全重，
芝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WT＝地上激論，　WR＝地下晶晶）の季

匝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　節的変動をFig．2に示した。7月末（測

隻10　　　　　　　　　定期間中で平均気温は最高）の損1定結果
』」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では，イタドリを除けば，アキノキリン

　ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ，ウツボグサのいつれのWT／W値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も，生育高度による差はほとんどみられ

　　　　　　　　　図ONTH
Fig．1．　SeasQnal　variation　of　air－temperature

　　in　Matsumoto　alld　Utsukushigahara　Hei－

　　ght．　Matsulnoto；一・一，　Utsukushi・

　　gahara　Heights；　　・一．

なかった。したがって，この測定期の環

境条件の変動範位，多分，おもに気温の

変動職位は，アキノキリンソウ，ウツボ

グサの生長の適温範位にあったと思われ

る。しかし，8月末にはイタドリと同様

に，600mより2000mでWT／値は減少の傾向を示した。生育地間のWT／W値の差はウツボ

グサとイタドリでことに大になったが，イタドリでは600mでもかなり減少した。したがっ

て，2000mにおけるイタドリのWT／W値の減少はきわめて顕著であった。9月末の生育地

高度によるWT／W値には，植物種による特異的な差があらわれてきた。アキノキリンソウ

は600m，2000mのいつれでもWT／W値は8月より減少し，相対的に地上部の生長が衰え

たが，その程度は2000mの方がやや著しかった。ウツボグサでは，両生育地において相対的

に地上部が8月より減少したが，2000mにおける減少はことに大で，　WT／W値は同期のイ

タドリよりむしろ小さくなった。イタドリは，9月末には600mと2000m生育地の問でWT／

W値の差はほとんどなくなり，その値も著しく小になった。

WT／W値が季節的に変動し，その変動が高度の高い生育地で早期こあらわれたことから，

また，ここで設定した生育地が，高度以外はなるべく等しくなるようにえらばれたことから，

WT／W値の変動の要因はおもに温度であると推測した。そこで，各生育地の測定期の平均

気温とWT／WR値（すなわち，　T／R比）との関係を調べた。結果はFig．3に示した。

　アキノキリンソウでは，T／R比は平均気温の低下にともなって直線的に減少した。しか
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し，ウツボグサでは，ほぼ17。C以上では平均気温の変化に対して，　T／R比はわっかに変化

したのみであったが，それ以下の温度では直線的に減少した。したがって，平均気温との関

係は折線であらわされた。イタドリの場合には前2者と異なり，平均気温の低下に対して

T／R比ははじめは急激に減少しか。しかし，ほぼ！50C以下ではほとんど変動しなくなり，

両者の関係はウツボグサと同様に折線であらわされた。

　乗鞍岳では，7月末にアキノキリンソウについてのみ測定をおこなったが，そのWT／W

値をFig，4に示す。2200mと2400mの問で顕著な差がみられた。乗鞍岳の各生育高度におけ

るT／R比と，600mと2000mにおける7月のこれとを，生育高度に対してまとめたのが

Fig．5である。この図には，2つの異なった山塊における結果が示されているが，設定し

た環境条件が松本，美ケ原高原の場合と同様であり，緯度もほぼ等しい故に，同一知内に示

した。T／R比は2200mと2400mの間で大きな差を生じた。したがって，アキノキリンソ

ウでは，生育高度が高くなるにつれてほぼ2200mまではT／R比は次第に減少したが，これ

より高い生育地では急減した。
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考 察

　生育環境の異なったアキノキリンソウの生長については，古くから研究されているが、

BJbRKMAN等（1・2）は，これの光環境適応型について生理，生化学的な研究を行ない，これ

らの機能的な違いを明らかにした。日本産のアキノキリンソウについては，河野・高須（5），

佐野・氏原（6）が環境と生長の関係を報告している。他の種については，このような報告は

ほとんどみられないが，イタドリは植生の2次遷移の初期に先駆種となりうる植物として知

られている。

　重量によって生長を解析する場合，ことに多年草では，その植物の令が重量比に影響する

可能性がある。しかし，ここで用いた種はすべて多年草ではあるが，年内に発芽した個体
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を用いたので，すべて令は等しく，完全に栄養生長期に属する。また，IWAKI等（4）が，

霧ケ峯の成熟したアキノキリンソウで示した7月の各部重心と比較して，ここで7月末にえ

た値は彼等のこれとほぼ等しい。したがって，幼弱個体としての特異的な値を示す可能性も

否定しうる。なお，これらの測定はすべて各月末におこなったので，測定期の平均気温は7

月末が最高となり，以後8月末，9月末と低下している。

　このような条件のもとで，測定が同一時期であれば，9月のイタドリを除いて，他は2000

mより600mで地上部面の方が大になったが，その季節的変動の様子はそれぞれの種で特異

的であった。すなわち，アキノキリンソウは両生育地で地上部重の相対的減少によって，季

節的に，次第に重量比を変化させたが，ウツボグサは，600mにおける重量比にはほとんど

変化のないままに，2000mでは次第に減少している。また，イタドリは両生山地で顕著に減

少している。季節的に，また生育赤間で示されたこのような異なった変動が，おもに気温に

原因している可能性は，平均気温に対するT／R比の関係を求めることによって，一層確実

に示された。

　平均気温とT／R比との関係で，ウツボグサでは，ほぼ17。Cを境にT／R比に著しい変化

がみられたが，これは多分，ウツボグサの生育適温の上限を示すものと思われる。これに反

して，イタドリでは，ほぼ15。C以下でT／R比の変動が少なくなった。これは，イタドリ

が生存するために必要なT／R比が，最低値に達したことを意味しているのかも知れない。

しかし，アキノキリンソウではそのような変動はみられず，600mと2000m生育地における

結果から求めた関係は直線的である。このようにそれぞれの植物で異なったのは，生育適温

が各植物で異なっていた結果と思われる。ここで用いた温度はすべて平均気温であるが，植

物の生活機能のうえからは，通常，高所ほど大きくなる最高と最低温度の温度較差も大きな

要因となりうる。2000mにおけるアキノキリンソウのT／R比は，9月末まで漸減して比較

的高い値であったのに，2400mでは，平均気温はそれより高いと思われる7月末でもすでに，

かなり低い値を示した。これには多くの要因が関係しているであろうが，温度較差も主要因

の1つと思われる。

　生長のこのような季節的，または垂直的変化は，前報（7）の成熟個体における同化能変化の

傾向ともほぼ一致している。しかし，純同化量が最大となる温度は，アキノキリンソウより

ウツボグサで高かったという結果とは一致し難い。実験条件として，ここで用いた植物の令

と環境への馴化度が前面とは全く異なっているため，これについては，一層の検討が必要で

あろう。それにしてもなお，ここに用いた植物種の分布がそれの生長量，したがって，生産

量をかいして間接的に温度によって規制されることは暗示される。

　600mと2000mの生育地では，3種の植物のうち，アキノキリンソウのみが，平均気温に

対してT／R比を直線的に変化させた。これは，アキノキリンソウが環境温度に対して，他

の植物よりも大きな生理的適応能を有することを示すものであろう。この植物が温帯域を中

心として，低地，高地または揚地，陰地に広い分布域をもっているのはこのためと思われる。

しかし，ここで報告したように，同一高度のアキノキリンソウを各高度に移植した時に，

2200m～2400mを境としてT／R比が大きく変動した。これは，アキノキリンソウの生長様

式が，2200mから2400mの問で決定的な変化をうけたことを示しており，適応の限界を示す

のかも知れない。一方，佐野・氏原（6）は，乗鞍岳の1520mから2750mまで各高度の成熟し
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たアキノキリンソウをあつめ，これらを770mの同一高度に移植した。その結果，2000mを

境として開花期が異なったと報告し，2000mを境として集団の異なる可能性を暗示している。

しかし，ここでは同一集団の幼植物を用いたのにかかわらず，その生長様式は，佐野・氏原

の場合とほぼ同一高度で大きく異なっていた。このことは，乗鞍岳の2000m～2400mの高度

における環境は，アキノキリンソウにとって生長のみでなく，あらゆる面で重要な意義をも

ったことを示すと思われる。

　研究にあたって，有益な御教示をいただき，また原稿校閲の労をとられた信州大学名誉教

授中山包氏に深謝する。
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Dry Mass Production of Several Plants Grown in

            Habitats Differing in Altitude
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                          (Received April 23, 1975)

   Growth in dry weight of ist year seedlings of Polygonm reynoutria L. ssP.

asiatica, Solidago virga-aurea L. ssP. asiatica, and Prunella vu(garis L. ssP. asia-

ttca was estimated monthly from late july to late September at various elevations

(from about 600m to about 2400m above sea-level).

   The ratio of abovegrounds weight/total weight, in general, was higher at

600rn than 2000m habitat. As to Prunella plants, however, it decreased little

seasonally in 600m habitat while a simiiar degree to the other plants in 2000m

habitat. The ratio of abovegrounds weight/undergrounds weight in Solidago

plants increased with an increase in temperature, and on Polygonum plants it

increased at higher than about 150C of average air-temperature. But, the ratio

of Prunella plants increased to about 170C of the air-temperature.

   Polygonum reynoutria L. ssP. asiatica appears to like higher temperature than

in the native habitats, but Prunella vulgaris L. ssP. asiatica would make better

growth in it's native conditions of lower average temperature than in 600m hab-

itat. Solidago virga-aurea L. ssP. asiatica was found to have the largest adapt-

ability to environmental conditions, especially to air-temperature, but the degree

of adaptability may change in the environment at 2200-2400m elevation.


