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はじめに

　ヒメコマツ（Pinus parvifl ora）は東北地方南部から九

州にかけて、標高約 500 ～ 1700 ｍの上部暖温帯から冷

温帯の山地の尾根部に分布するといわれている（尾崎ほ

か 2005）。関東地方では、丹沢山地、房総丘陵、秩父山

地、足尾山地、阿武隈山地などに分布しているが、房総半

島や丹沢の地域個体群は絶滅が危惧されている（逢沢ほか

2004；尾崎ほか 2005）。富士山ではヒメコマツ（注１）は

青木ヶ原から標高約 2,200 ｍにかけての針葉樹林内に点在

することが知られているが、分布状況についてのまとまっ

た報告はこれまでにはなかった。富士山におけるヒメコマ

ツの分布の現状を明らかにすることは、富士山の植生の成

立要因を考える上でも、また関東地方の他のヒメコマツ個

体群との系統地理学的関係を明らかにする上でも重要だと

考えられる。また、ヒメコマツの種子はニホンリス (Sciurus 
lis)やホシガラス （Nucifraga caryocatactes) など富士山の動

物相にとって重要な食物資源となっている可能性が高く

（小林ほか 2009；西・坂田 2011）、今後、富士山の生態系

を保全してゆくための基礎的情報として重要である。我々

は、富士山北西斜面において標高の異なる５つの調査地を

設け、ヒメコマツの分布と個体群構造を検討したので、こ

こに報告する。

調査地と方法

　2010 年および 2011 年の 5 〜 8 月に、山梨県側富士山北

西斜面の標高の異なる 5 地点、Site-1; 森林限界上部（標

高 2450 m）、Site-2; 御庭（2300 m）　Site-3; 奥庭（2150 m）、

Site-4; 幸助山（1850 m）、Site-5; 青木ヶ原（1100 m）に調

査地を設定した（図１）。それぞれの調査地の概況を以下

に示す。

Site-1: 森林限界上部（2450 m）

　火山噴火後に生じた一次遷移の初期の群落で、蘚苔

類や地衣類、オンタデ（Aconogonon weyrichii）、イタド

リ（Reynoutria japonica）などの草本とカラマツ（Larix 
leptolepis）、ダケカンバ（Betula ermanii）、コケモモ（Vaccinium 
vitis-idaea）などの木本がパッチ状群落を形成している。

調査地の面積は 50 m × 100 m　（0.5 ha）。
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要　旨

　富士山北西斜面において標高の異なる５つの調査地：　Site-1 （2450 m）、Site-2（2300 m）、Site-3 （2150 m）、Site-4 

（1850 m）、Site-5 （1100 m）を設け、ヒメコマツの分布と個体群構造を検討した。Site-1 のヒメコマツ個体密度は 204 個体

/0.5ha と非常に高かったが、全て高さ 130 cm 以下の稚樹だった。Site-2 から Site-5 にかけては高さ 130 cm 以上の個体が

存在し、それぞれの調査地における個体密度は、12 個体 /ha （Site-2）、29 個体 /0.5ha （Site-3）、10 個体 /ha （Site-4）、

31 個体 /ha （Site-5）であった。また胸高直径や繁殖個体数と標高との関係をみると、標高が低いほど大径木が多く、標高

が上がるにつれ小径木が多くなる傾向が見られた。また、繁殖個体は低標高ほど多く、高標高ほど少なくなる傾向は認めら

れるものの、有意な相関は認められなかった。標高の低い青木ヶ原では、ほとんどが大径木で後継木となる稚樹が存在しな

いことから、青木ヶ原だけで見るとヒメコマツの更新はうまくいっていないように見えるが、標高が上がるにつれ稚樹が多

くなり、最も高標高の森林限界上部では稚樹バンクが成立していることから、富士山北西斜面全体ではより高標高へと分布

の拡大・更新がおこなわれていることが推察された。
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Site-2: 御庭 (2300 m)
  一次遷移の進行に伴いカラマツが成長し、シラビソ（Abies 
veitchii）、コメツガ（Tsuga diversifolia）、ダケカンバ、ミ

ネヤナギ（Salix reinii）、ミヤマハンノキ（Alnus viridis）、シャ

クナゲ（Rhododendron brachycarpum）などが同所的に存在

している。樹冠の高さは約 5 m で、林冠が閉じる寸前の明

るい疎林。調査地の面積は 150 m× 70 m（1 ha）。

Site-3: 奥庭 (2150 m)
  3 合目から奥庭にかけて通じる御庭林道の両側 50 m（片

側 25 m）×　距離 100 m の範囲を調査地（面積 0.5 ha）と

した。周囲の植生は、カラマツ、シラビソ、コメツガが優

占する亜高山帯上部針葉樹林で樹冠の高さは約 11 m。林

床にはハクサンシャクナゲが散在し、蘚苔類がマット状に

広がっている。

Site-4: 幸助山 (1850 m)
  3 合目付近の幸助山の西側を走る富士林道の両側 20 m（片

側 10 m）× 距離 500 m の範囲を調査地（面積 1 ha）とした。

周囲の植生は、シラビソ、コメツガが優占する亜高山帯下

部針葉樹林で、樹冠の高さは約 18 m。林床にはハクサン

シャクナゲが散在し、蘚苔類がマット状に広がっている。

Site-5: 青木ヶ原 (1100 m)
  大室山の北側に位置するヒノキ、ツガが優占する針葉樹

林内に 100 m×100 m、面積 1 ha の調査地を設定した。樹

冠の高さは 20 m を超え、林床はアセビ（Pieris japonica）、
ソヨゴ（Llex pedunculosa）、クロソヨゴ（Llex sugerokii）
などの低木と蘚苔類からなる（遠山 1965；　呉ほか 1989）。
　

Site-1（森林限界上部）を除く他の 4 カ所の調査地では、

高さ 130 cm 以上のヒメコマツの胸高直径（DBH）を測定

し、位置を記録した。森林限界上部の調査地では、全個体

が高さ 130 cm 未満の稚樹であったため、地際直径を計測

し、節間数から年齢の推定をおこなった。

（注１）ヒメコマツは近縁のキタゴヨウとともに ｢ ゴヨウ

マツ ｣と総称されることもある。キタゴヨウは種子の翼長

が種子長と同等が長く、ヒメコマツは翼長が種子長より

も明らかに短いという特徴があるが（大井 1983；　林田

1989）、富士山に分布するゴヨウマツは、翼長が種子長よ

り明らかに短いことから、本論文ではヒメコマツとして扱

う。

結果と考察

　標高の異なる 5 つの調査地点でヒメコマツの個体密度
図１.　富士山北西斜面に設置した 5ヵ所の調査地点

図２．各調査地におけるヒメコマツのサイズ構造

　　　Site-1 は地際直径を、Site-2 ～ Site-5 は胸高直径（DBH）

　　　を用いた。各調査地の個体数は、Site-1 および Site-3

　　　が 0.5ha 内の個体数、その他の調査地は 1ha 内の個体

　　　数を示す。
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を調べた結果、Site-1 (2450 m；森林限界上部 ) で 204 個体

/0.5ha、Site-2 （2300 m；御庭）で 12 個体 /ha、Site-3 (2150 m；
奥庭 ) で 29 個体 /0.5ha、Site-4 （1850 m；幸助山）で 10 個

体 /ha、Site-5 （1110 m；青木ヶ原）で 31 個体 /ha であった

（図 2）。
　Site-1 の個体数が 204 個体 /0.5ha と飛びぬけて多い

が、これらは全て高さ 130 cm 以下、地際直径 5 cm 以下

の稚樹であり（図 2）、主にカラマツや蘚苔類・地衣類か

らなるパッチ状群落内に存在していた。平均地際直径は

0.4 cm、最小値は 0.1 cm、最大値は 2.8 cm だった。稚樹

の年齢を節間数から推定した結果、3 年生の個体が最も多

く、最高齢が 24 年生、最も若い個体で 1 年生であった（図

3）。Site-2 では 23 個体 /ha と個体密度は小さいものの、高

さ 130 cm 以上の個体が出現し、平均胸高直径（DBH）は

7.2 cm、最大 DBH は 28 cm で、繁殖個体も存在していた

（図 2）。Site-3 は個体密度が 29 個体 /0.5ha と高く、その

うち繁殖個体数が 76% を占めていた。平均 DBH は 34.7 
cm、最大 DBH は 68.5 cm で、胸高直径が 30 cm 以上の個

体が 72% を占めていた（図 2）。Site-4 は、個体密度が 10
個体 /ha と低く、平均 DBH が 24 cm、最小 DBH が 1.6 cm、

最大 DBH が 48 cm と、比較的 DBH の小さい個体によっ

て構成されていたが、繁殖個体が 70％を占めていた（図

2）。Site-5 の個体密度は、31 個体 /ha で、平均 DBH が 52 
cm、最小 DBH が 25 cm、最大 DBH が 104 cm と、今回調

査した 5 ヵ所の調査地の中で平均 DBH と最大 DBH が最

も大きかった。また高さ 130 cm 以上の個体は全て DBH25 
cm 以上の繁殖個体で、稚樹は全く見られなかった（図 2）。
ただし高さ 5 cm 以下の 2 ～ 4 年生個体は数個体、林床に

見られた。

　森林限界上部の調査地以外では高さ 130 cm 以下の個体

を調査対象としなかったため、標高による個体群構造の違

いを厳密には言及できないが、傾向としては、標高が低い

ほど大径木が多く、標高が上がるにつれ小径木が多くなっ

ていた（図 5）。
　また、繁殖個体は低標高ほど多く、高標高ほど少なくな

る傾向は認められるものの、Site-3（標高 2150 m）のデー

図３．森林限界上部（Site-1）におけるヒメコマツ稚樹　　

　　　バンクの齢構造

図４．標高とヒメコマツ個体密度との関係

　　　各調査地における高さ１３０cm 以上の個体の個体　　

　　　密度を用いた。

図５．標高とヒメコマツの平均直径との関係

　　　Site-1 は地際直径を、Site-2 ～ Site-5 は胸高直径　　

　　  （DBH）を用いた。各点のバーは標準偏差を示す。

図６．標高とヒメコマツ繁殖個体数との関係
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タが突出しているため、有意な相関は認められなかった（図

6）。同様に、標高と個体密度との間にも有意な相関は認め

られなかった（図 3）。
　以上の結果から、富士山北西斜面ではヒメコマツは標

高 1110 ｍから 2450 ｍの範囲にほぼ連続的に分布している

ことが明らかになった。標高の低い青木ヶ原では、ほとん

どが大径木で後継木となる稚樹が存在しないことから、青

木ヶ原だけで見るとヒメコマツの更新がうまくいっていな

いように見える。しかしながら、標高が上がるにつれ平均

DBH が小さくなり、非繁殖個体（稚樹）が多くなり、最

も高標高の森林限界上部では稚樹バンクが成立しているこ

とから、富士山北西斜面全体ではより高標高へと分布の拡

大・更新がおこなわれていることが推察される。森林限界

上部に存在する稚樹バンクの個体群動態は、富士山におけ

るヒメコマツの分布域の拡大を考える上で非常に重要な要

素となるだろう。これまでの調査・観察の結果から我々は、

森林限界上部のヒメコマツ実生や稚樹は、ホシガラスが貯

食した種子の一部が、食い忘れや食い残しによって発芽・

定着したものだと考えており（西・坂田　2011）、同所で

はホシガラスの繁殖も確認されている（西・坂田　2012）。
富士山におけるヒメコマツの分布や更新にはホシガラスが

大きく関わっている可能性が高く、今後はヒメコマツの分

布や繁殖、更新動態と、ホシガラスの生態・貯食行動との

関係を明らかにしてゆく必要がある。
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