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要旨
直径 2 mm 以下の根として定義される樹木細根は、土壌の養水分を吸収し樹幹
に輸送する機能を持ち、土壌劣化など環境変動に対し変動する感受性の高い器
官である。細根は生産枯死を繰り返すことで土壌に炭素を供給するため、森林生
態系の炭素循環に寄与し、森林生態系の純一次生産（NPP）における細根の寄与
率は 33%も占めるといわれる。細根の NPP を算出するために必要な細根量や細
根生産量に関し、世界中でデータが蓄積されてきた。既存研究では直径 2 mm 以
下の根をすべて同じ 1 つの枠組みとする直径階級分類が用いられてきたが、近
年、寿命の短い吸収機能を持つ吸収根と寿命の長い輸送機能を持つ輸送根に分
ける機能分類が細根の NPP の精度を高めることが指摘された。しかし細根の機
能分類は、全ての根について細根横断面の解剖学的な観察が必要で実用的な分
類法ではない。このため直径階級分類よりも機能を反映した細根の分岐位置を
考慮した次数分類を用いる方法が国際的に主流になりつつある。次数分類とは
根端を 1 次根、1 次根と 1 次根が交わる基部側の根を 2 次根などとして分類する
方法である。しかし、次数分類を用いた研究では 1 次根から 3 次根などを対象
にしたものが多く、根端の 1 次根から細根定義の直径 2 mm に至るまでの細根系
についてはあまり行われていない。また各樹種で 1 つの調査地を対象とした研
究が多く、複数調査地すなわち降水量や気温などの環境条件や、酸性化や養分状
態を反映する土壌などの林分条件といった森林の調査地間の違いによる樹木細
根の次数形態特性について、樹種内の変動性を明らかにした研究は国際的にも
限られている。
本研究は国内主要人工林樹種であるヒノキを対象とした。本研究の目的は（１）
細根の定義である末端根から直径 2 mm に至るまでの細根系全体の次数形態特
性を明らかにすること、
（２）細根系の次数形態特性が土壌酸性化など環境変動
の感受性の指標となりうるかを明らかにすることの 2 点とした。
調査地は東海地方の林野庁酸性雨等森林被害モニタリング事業で設置された
７つのヒノキ林とした。これらの調査地では土壌や細根特性が明らかにされて
きた。1990 年代と 2010 年代に酸性度など土壌化学特性を比較し、20 年間でい
ずれの調査地でも、ヒノキの土壌酸性度は、ほぼ変化しないか酸性化した傾向で
あることが指摘されている。7 つの調査地で実施されたヒノキ細根に関する先行
研究で、ヒノキ細根量、根の形態指標で重量あたりの根長を示す比根長 SRL、細
根呼吸速度について、土壌の酸性化程度を示す酸緩衝能の違いによる差は検出
されていない。
３章では、ヒノキにおいて根端から直径 2 mm に至る細根系全体の次数別形態
特性を明らかにすることを目的として、ヒノキ 3 林分において土壌表層に生育

する根端から直径 2 mm に至るまでの無傷な細根系を丁寧に採取し次数分類を
行った。その結果、12 個の細根系から 16351 個の個根に解剖された。直径 2 mm
までの細根系の最大次数は 5 次根から 7 次根であり、1 次根から 3 次根および 1
次根から 5 次根が平均直径 0.5 mm 以下および 1 mm 以下の根であった。1 次根
から 4 次根の平均直径、2 次根と 3 次根の根長は 3 林分間で有意に異なってい
た。また、1 次根から 3 次根の低次根の平均直径および SRL には土壌無機態窒
素濃度との間に負および正の相関が認められたが、4 次根から 6 次根の高次根の
SRL には土壌炭素濃度と正の相関が示された。本結果は、既存の直径階級別の
細根量データに次数形態特性を適用することを可能とし、直径 0.5 mm 以下の細
根量は 1 次根から 3 次根の根と対応することを示唆した。また、ヒノキ細根に
おける次数別形態特性の種内変動を明らかにし、直径 2 mm 以下の細根系の低次
根と高次根は、いずれも周囲の土壌条件と密接に関連していることが示唆され
た。
４章では、ヒノキ樹幹から水平距離に応じた細根系の次数別形態特性の変動
性を明らかにすることを目的として、幸田ヒノキ林において樹幹から水平距離 1
m および 3 m 地点における直径 2 mm 以下の細根系を採取し、根端から 4 次根
に至るまでの細根系の次数分類を行った。その結果、各次数別の平均直径と根長
に水平距離間で有意差は示されなかったが、水平距離 1 m 地点では細根系が 3 m
地点よりも小さくなる傾向にあった。各次数の分岐数を示す分岐比 Rb は水平距
離の違いで有意差は認められなかった。一方、根長あたりの分岐数を示す分岐頻
度 BI は水平距離 1 m 地点で 3 m 地点よりも大きい傾向にあり、1 次根と 2 次根
間、3 次根と 4 次根間において水平距離の違いで有意差が認められた。水平距離
別の 1 次根から 4 次根までの細根系の模式図より、水平距離 1 m 地点の細根系
では 3 m 地点よりも分岐頻度 BI は大きいことを視覚的に示した。本結果から同
じ林分内のヒノキ細根系において樹幹からの水平距離の違いにより、1 次根から
4 次根までの細根系を構成している根数や分岐様式は変わらないものの、根長あ
たりの根端数である分岐頻度 BI を変化させることで、土壌養分の獲得戦略を変
えている可能性が示された。
５章では、土壌酸性化に対するヒノキ細根系の次数別形態特性の変動性を明
らかにすることを目的として、酸緩衝能が高い土壌と低い土壌に生育するヒノ
キ 7 林分において、無傷な 1 次根から 4 次根までの 210 の細根系を採取し、次
数分類を行った。その結果、210 の細根系は 16657 個根に解剖された。酸緩衝能
の低い土壌における 1 次根から 4 次根の平均直径は酸緩衝能の高い土壌より有
意に小さく、1 次根から 4 次根の比根長 SRL は有意に高かった。1 次根から 3 次
根の総個根数は、酸緩衝能の高い土壌よりも低い土壌で有意に多かった。酸緩衝
能の高低で次数別の平均直径、根長、分岐比 Rb を用いて作成した模式図より、

酸性化が進んだ酸緩衝能の低い土壌では細く長く個根の多い細根系が生産され
ることが示された。酸緩衝能の低い土壌には Ca や Mg など塩基養分が少ないた
め、養分獲得効率の高い、細くて長い比根長 SRL の高い細根系であることが示
唆された。野外の森林土壌条件、すなわち異なる土壌環境下における細根次数形
態特性の反応を報告した研究は国際的に非常に少ないが、本章は土壌酸性化の
指標である酸緩衝能について、異なる酸緩衝能を示す土壌に生育する樹木細根
への影響を、次数分類を用いることで検出した最初の研究である。このことは、
次数形態特性が土壌酸性化の樹木への影響の指標となる可能性を示唆した。
６章では、日本の主要な人工林樹種であるスギとヒノキについて、1 次根から
4 次根までの細根系の次数別形態特性における樹種間差を明らかにすることを
目的とした。東海地方ヒノキ 7 林分と中部関西地方のスギ 4 林分について、1 次
根から 4 次根までの無傷な細根系の次数別形態特性を解析し、樹種間で比較し
た。本章では、樹種ごとに 1 つの細根系あたりの直径階級別の総根長割合を算
出した。その結果、ヒノキの 1 次根と 2 次根の平均直径はスギと比べて有意に
小さく、1 次根から 4 次根の平均根長、乾重においてヒノキがスギよりも大きか
った。1 次根から 4 次根までの細根系の模式図より、ヒノキ細根系はスギ細根系
よりも 1 次根と 2 次根の直径が小さく、1 次根と 2 次根間の分岐比が小さく、1
次根から 4 次根の根長が大きいことが視覚的に示された。また、1 つの細根系内
における直径階級別の総根長において、ヒノキでは直径 0.3-0.4 mm の階級、ス
ギでは直径 0.3-0.4 mm および 0.5-0.6 mm の階級を持つ総根長が長く、その多く
は 1 次根であった。これらのことから 4 次根までの 1 つの細根系あたりで比較
すると、ヒノキではスギと比べて根長が長いため、土壌資源への接触表面積を大
きくしていることが示唆された。ヒノキはスギと対照的に土壌中の養水分が不
足しがちな山林の斜面中部から上部に植栽されることから、根長を伸ばし養水
分を効率よく探索可能な形態としていることが示唆された。
７章では、３章から６章の結果を総括し、本結果の応用方法の提案や今後の課
題をまとめた。本研究では、細根の定義である直径 2 mm に至るまでのヒノキ細
根系が最大 7 次根まで含まれ、1 次根から 3 次根の低次根と 4 次根以上の高次根
で関係性がみられる土壌特性が異なることから、根端から直径 2 mm に至る細根
系内の機能の違いが示唆された。また、樹幹からの水平距離や土壌酸緩衝能、土
壌無機態窒素濃度の違いによる 1 次根から 4 次根までのヒノキ細根系の次数形
態特性の変動性の結果から、次数分類を用いた形態特性は、土壌環境要因の変動
に伴う細根形態の変動を検出することができる感受性指標となる可能性を示し
た。樹種間の比較においてヒノキがスギよりも養水分の不足する土壌に適応し
た形態をもつことを示唆した。これらの結果についていずれも定量的な次数形
態特性から再構築する細根系の模式図を示すことで視覚的な理解を定性的に示

すことを可能とした。さらに森林生態系の炭素循環への寄与率を示すための細
根 NPP の算出方法として、細根系の次数分類による直径階級別の総根長と次数
別比根長 SRL から推定される直径階級別総根乾重を用いる手法を提案し、吸収
と輸送の異なる細根機能を付加する意味で、これまでの細根 NPP の算出よりも
精度を高める可能性を示した。今後の課題として、ヒノキでは吸収根と輸送根の
効率的な判別法や、直径階級別細根データについて次数形態特性を用いたさら
なる利用法、細根ターンオーバー評価の研究進展があげられた。本研究より様々
な樹種における細根の次数形態特性の解明が、吸収や輸送という細根のもつ基
礎的な機能から、森林における炭素動態評価の精度向上に貢献できる可能性が
示された。

Abstract
Fine roots, defined as roots with a diameter of less than 2 mm, are sensitive organs in
response to environmental changes, such as soil degradation. These roots have the
functions of nutrient and water absorption from the soil and transport it to the stem of
trees. Furthermore, fine roots significantly contribute to carbon cycling in forest
ecosystems, considering that they use for growth and death reportedly, and supply carbon
to the soil.
Data on biomass and production of fine roots, which are required to calculate the
net primary production (NPP) of fine roots, have been accumulated on a global scale.
Recently, it was suggested that the functional classification, which distinguishes fine roots
into absorptive roots with a short lifespan and transport roots with a long lifespan, can
improve the accuracy of calculations of NPP of fine roots. However, the functional
classification of fine roots is not practical because it requires anatomical analyses of the
cross-section of all individual fine roots. Hence, the order-based classification, which
takes into account the branching position of fine roots to reflect their function, has become
most widely used than the conventional diameter-based classification.
In the order-based method, the first-order roots are defined as the most distal
roots, and second-order roots begin at the junction of two first-order roots. However, most
studies using order-based classification have focused on the first- to third-order roots,
whereas few studies have focused on the fine root system from the distal roots to those
up to 2 mm in diameter, which is the definition of fine roots. In addition, they have been
studied at a single study site for each tree species. In fact, only a few studies have
investigated intraspecific variation in fine root morphology in trees grown in multiple
stands under different environmental conditions, such as precipitation, temperature, and
soil conditions (e.g., acidification and nutrient status), using order-based classification.
Chamaecyparis obtusa, a major plantation forest species in Japan, was the main
focus of this study. Here, using order-based classification, we aimed to: (1) clarify the
morphological traits of the entire fine root system from the distal roots to those up to 2
mm in diameter, and (2) clarify whether the morphological traits of the fine root system
can be a sensitive indicator of environmental changes (e.g., soil acidification) in forest
trees.
This study was conducted in seven C. obtusa stands established for the National
Forest Health Monitoring Project in the Tokai District. In the 1990s and 2010s, soil
chemical characteristics (e.g., acidity) were compared among the seven stands. It was
observed that the acidity in the soil of all seven C. obtusa stands remained similar or

increased over the past 20 years. However, previous studies on the seven C. obtusa stands
found no significant differences in fine root biomass, specific root length (SRL), and fine
root respiration rate in roots exposed to soil under different acid buffering capacities,
which are indicators of a gradient of soil acidification.
The aim of the first study in Chapter 3, was to clarify the morphological traits of
the entire fine root system of three C. obtusa stands. Intact fine root systems from the
distal roots to those up to 2 mm in diameter were carefully sampled from the surface soil
and divided into orders. Twelve fine root systems were divided into 16,351 individual
roots. The highest branch order of the fine root system up to 2 mm in diameter was
between five and seven. Furthermore, the first- to third-order and the first- to fifth-order
roots had a mean diameter of < 0.5 mm and < 1 mm, respectively. The mean diameter of
the first- to fourth-order roots and the root length of the second- and third-order roots
were significantly different among the three stands. The mean diameter and SRL of lowerorder roots (first three orders) correlated negatively and positively with inorganic the
nitrogen concentration in the soil, respectively. In contrast, the SRL of higher-order roots
(fourth- to sixth-order roots) correlated positively with the carbon concentration in the
soil. These results enabled the adaptation of morphological traits of order-based
classification to existing fine root biomass data by diameter class. In addition, we
demonstrated the possible ranges of intraspecific variation in morphological traits of fine
roots of C. obtusa, suggesting that both lower-and higher-order roots from distal roots to
those up to 2 mm in diameter are closely related to the surrounding soil conditions.
The second study in Chapter 4 aimed to clarify the variation in morphological
traits of fine root systems at a horizontal distance from the stem of C. obtusa. We collected
intact fine root systems up to 2 mm in diameter at horizontal distances of 1 m and 3 m
from trees in the Kota stand, and fine root systems up to fourth-order roots were divided
into each order root. We observed no significant difference in the mean diameter and root
length of each order between the horizontal distances. However, the fine root systems at
1 m tended to be smaller than those at 3 m. The branching ratio (Rb), which is an index
of branching structure, did not differ significantly between the horizontal distances. In
contrast, the branching intensity (BI), which indicates the number of root tips per root
length, tended to be larger at 1 m. The BIs of the first-second orders and third-fourth
orders differed significantly between the horizontal distances. The schematic figures of
the fine root system from the first- to fourth-order roots by using the mean diameter, root
length, and Rb by order at each horizontal distance visually showed that the fine root
system at 1 m had a larger BI than that at 3 m. These results indicate that the number of
root orders and the branching pattern of the fine root system from the first- to fourth-order

roots was not affected by horizontal distance from the tree within one stand. However,
the fine root system might be adapted to change BI to enhance soil nutrient acquisition.
The aim of the third study in Chapter 5 was to evaluate the variation in
morphological traits of fine root systems in C. obtusa along a gradient of soil acidification,
that is, soil acid buffering capacity (ABC). A total of 210 intact fine root systems from
the first- to fourth-order roots were collected and divided into order roots in soils with
either high or low ABC in seven stands. The 210 fine root systems were divided into
16657 roots. The mean diameter and SRL of first- to fourth-order roots were significantly
lower and higher, respectively, in low-ABC soils, compared with those in high-ABC soils.
The total number of first- to third-order roots was significantly higher in low-ABC soils
than in high-ABC soils. The schematic figures of the fine root systems are shown in highand low-ABC soils and indicate that fine root systems in low-ABC soils, which are highly
acidified, had longer and thinner roots. Our results suggest that fine root systems with
high nutrient acquisition efficiency were produced in low-ABC soils because of the very
low amount of base cations, such as Ca and Mg. Although a few studies have reported the
response of fine root morphology to conditions of forests using order-based classification
in situ, the present study is the first to detect the effect of acid buffering capacity, an
indicator of soil acidification, on fine roots in soils with different acid buffering capacities
using order-based classification. This suggests that morphological traits of order-based
classification can be an indicator of the effects of soil acidification on forest trees.
The aim of the fourth study in Chapter 6 was to investigate the differences
between the morphological traits of the fine root system from the first- to fourth-order
roots of Chamaecyparis obtusa and Cryptomeria japonica, which is also a major
plantation forest species in Japan. We compared the morphological traits of intact fine
root systems from first- to fourth-order roots of C. obtusa plants in seven stands at Tokai
District and C. japonica plants in four stands in Chubu and Kansai in the central part of
Japan. The percentage of total root length in each diameter class per fine root system was
calculated. The mean diameter of first- and second-order roots of C. obtusa was
significantly smaller than that of C. japonica. Moreover, root length and dry weight of
first- to fourth-order roots of C. obtusa were higher than those of C. japonica. Moreover,
diameters of the first- and second-order roots were smaller, the Rb between the first- and
second-order roots was smaller, and the root length from the first- to fourth-order roots
was larger. Additionally, the fine root system of C. obtusa had the largest total length in
each order root at the diameter class of 0.3–0.4 mm, while C. japonica, at 0.3–0.4 mm
and 0.5–0.6 mm. The peak diameter classes were mostly composed of first-order roots.
These results suggest that the fine root system of C. obtusa has increased the surface area

to reach the soil nutrients widely. In artificial forests, C. obtusa has been planted in the
middle to upper parts of the slopes with low level of nutrients; therefore, this method of
planting is appropriate for this species due to its root traits.
Finally, in Chapter 7, we discuss the application of our results in artificial forests
in Japan and future issues. This study clarified the fine root system up from distal roots
to those up to 2 mm in diameter of C. obtusa was composed of up to seventh-order roots.
Furthermore, we suggest that differences in functions between lower- and higher-order
fine roots may be because of their different relationships with soil properties. In addition,
we used order-based classification to investigate variation in morphological traits of fine
root systems from first- to fourth-order roots in C. obtusa as affected by horizontal
distance from the tree, soil acid buffering capacity, and soil inorganic nitrogen
concentration. These results indicate that the morphological traits of each fine root order
in forest trees can be used as an index to detect the effects of changes in soil environmental
factors. Regarding interspecific variation in root morphological traits, the fine root system
of C. obtusa is more adapted to nutrient-poor soils than that of C. japonica. Schematic
figures of the fine root system reconstructed by quantitative morphological traits of orderbased classification are proposed in this study, and which can be understood visually and
qualitatively for fine root systems. In addition, we proposed a method for calculating the
NPP of fine roots using the total root length by diameter class and SRL of each order root
based on the order classification of the fine root system. This method includes functional
traits of fine roots and evaluate their contribution to carbon cycling in forest ecosystems.
Future research should focus on efficient discrimination of absorptive and transport roots
in C. obtusa, utilization of fine root biomass data by diameter class of morphological traits
through order-based classification, and fine root turnover evaluation. In this study, we
suggest that assessing the morphological traits of fine root systems through order-based
classification would contribute to improving the accuracy of the evaluation of carbon
dynamics in forest ecosystems, since this method considers the fundamental functions of
fine roots, such as absorption and transport.
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１章

序論

１－１ 背景

１－１－１ 森林生態系の炭素循環における樹木細根
森林生態系の炭素循環を理解することは、森林の炭素吸収及び貯蔵機能の観
点から、地球規模の気候変動を理解するために重要である（Beerling and Berner
2005）。このような森林生態系における炭素吸収機能について、純一次生産量
（Net Primary Production, NPP）を評価するためには、樹木の地上部と地下部の両
方で炭素動態を測定する必要がある。樹木地上部の NPP は、葉や枝、幹の成長
による有機物の増加量と落葉落枝、もしくは光合成量と呼吸による損失量で、一
方、地下部については、根の増加量と根の枯死量、もしくは根の現存量とその更
新速度ターンオーバーでそれぞれ算出される（大塚 2009）。しかし、樹木の地下
部については、土壌中に生育するために直接観察することの困難さや、測定に地
上部と比較して労力と時間がかかることなどから、地下部の NPP は計算上無視
されるか、地上部との理論的な比率から計算される場合が多い。このため地下部
の NPP の推定は地上部と比べて研究報告数も少なく、いまだその精度は不十分
である（Strand et al. 2008; McCormack et al. 2015）。
樹木の根は、直径 2 mm を基準として、太い根である粗根（Coarse root）と細
い根である細根（fine root）に分けられる（苅住 2010）。直径 2 mm 以上である
粗根は樹体の支持や炭素を貯蔵する機能を持ち、直径 2 mm 以下の根として定義
されている細根は土壌中の養水分を吸収・輸送する機能を持つ（Finér et al. 2011a、
写真１－１）。また、細根の寿命は数ヶ月から 1 年程度と短いため、細根は生産
枯死を繰り返し、枯死脱落を介して土壌に有機物を蓄積する役割、すなわち炭素
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供給機能も持つ（Pregitzer et al. 2002）。このように活性の高い細根は、その量で
は例えば温帯では樹木個体あたりわずか 5%以下であるものの（Schwarz et al.
2010）、森林生態系における純一次生産量では 22～33%を占める（Jackson et al.
1997; McCormack et al. 2015）。
樹木の細根量（fine root biomass）は世界中の森林でこれまで数多く調べられて
きた（Finér et al. 2011a）。樹木細根の現存量、すなわち土地面積当たりの直径 2
mm 以下の平均細根量は、亜寒帯林の 94 林分で 287 g m-2、温帯林の 295 林分で
389 g m-2、熱帯林の 73 林分で 405 g m-2 と報告されている（Finér et al. 2011a）。
すなわち樹木サイズの大きい熱帯林で細根量は多い。一方、細根の成長量である
年生産量（fine root production）は、亜寒帯林で 259 g m-2yr-1、温帯林で 337 g m2

yr-1、熱帯林で 233 g m-2yr-1 と報告され（Finér et al. 2011b）、土壌養分の制限が比

較的少なく温暖で降水量の多い温帯林で多くなる。細根量と生産量から明らか
なように、細根はほぼ毎年生産と枯死により入れ替わると言え、細根の生産と枯
死で示されるターンオーバーは亜寒帯林で 1.30 yr-1、温帯林で 1.32 yr-1、熱帯林
で 0.57 yr-1 と報告され（Finér et al. 2011b）、熱帯林の細根寿命が長い傾向にある。
このような細根の生産量やターンオーバーを測定する手法は様々である（平
野・野口 2012）。同じ林分で月ごとや隔週ごとに連続的に円筒状の土壌コアを採
取し、細根の生根量と枯死根量から評価する連続土壌コア法、根・有機物を除い
た土壌を詰めたメッシュ状円筒を土壌に埋設し、1 年間で進入した細根の生産量
を測定するイングロースコア法、円筒状のチューブ内に小型カメラを内接し撮
影された画像より土壌中の細根の生産量を測定するミニライゾトロン法などが
よく用いられている。連続土壌コア法では、現地の土壌に生育する根を直接採取
し測定することができるメリットがあるが、同じ根系の成長を追跡することが
できないというデメリットがある。イングロースコア法では、1 年間で成長した
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根が採取可能であり、安価であるため容易に誰でも行える。しかし、コアを埋め
るために根を切断したり、コア内を無根土壌で詰めた状態にしたりするため、根
の生育環境が森林土壌の状態と異なるというデメリットがある。ミニライゾト
ロン法では同じ一つの根の成長を追跡できる利点があるものの、器材が高価で
あること、また直接細根を採取することができないため画像上の根長の評価か
ら生産量を推定する必要がある。このようにそれぞれの手法にメリット・デメリ
ットがあるため目的に応じた手法が用いられるが、手法が異なることにより生
産量やターンオーバーの値にばらつきが出ることが、樹木細根研究の課題とし
てあげられている（Brunner et al. 2013）。細根は地下部に生育するため、その生
産枯死を容易に観察し測定することが難しく、地上部の葉や枝などと比べて、野
外の森林土壌における成長特性に関する研究が立ち遅れている。この理由の一
つとして、細根を取り扱う統一的かつ容易な研究手法が、地上部研究と比較して
あまり確立されていないことが挙げられる。すなわち、樹木地下部における NPP
の推定精度を高めるためには、測定手法の統一化や広域で容易な測定手法の開
発が求められている。
細根の機能は、土壌中の養水分を吸収し、それらを樹幹に輸送することである
（McCormack et al. 2015）。細根の養水分吸収は、一次成長の行われている根の先
端付近で行われ、吸収された養水分は根の皮層細胞を通して維管束細胞に取り
込まれる。一次成長している根では呼吸活性が高く、酸性化や乾燥化など土壌環
境の変動に敏感であるためその形態は大きく変動する（Brunner et al. 2013; Hirano
et al. 2017）。二次成長を行う細根は成長とともに皮層細胞を脱落させ、根端から
離れた基部側では木部が成長するため養水分を樹体へ輸送する機能を持つ。こ
のような養水分吸収機能の高い一次成長した根は、約 1 年程度の寿命とされる
ことが多く、一方で輸送機能の高い二次成長した根は 5 年以上の寿命があると
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される（McCormack et al. 2015）。したがって、機能の異なる細根によってターン
オーバーが異なる。しかし、地下部の NPP の推定では、直径 2 mm 以下全体の
細根はどの直径の根も同様に 1 年程度の寿命を持つと仮定されてきた（Jackson
et al. 1997）。したがって、細根の機能の違いを明らかにすること、すなわち異な
る寿命をもつ細根として、これまでの直径 2 mm 以下の細根を再分類すること
は、細根が森林生態系における NPP へ寄与する割合を精度高く推定するために
極めて重要である（McCormack et al. 2015）。

１－１－２ 樹木細根の分類法
樹木の細根は、これまで直径 0.5、1.0、2.0 mm といった基準を用いて分類さ
れ、これらの直径階級別に細根量が測定されてきた（Pregitzer et al. 2002; Makita
et al. 2009; Finér et al. 2011a, b; McCormack et al. 2015）。「直径階級分類」（root
diameter classification）は、直径を基準とするため、人為的な誤差も少なく測定し
やすい。また、同じ直径階級内であれば直径という同じ基準の分類によって樹種
間の比較を可能とする。しかし、実際には樹種によって細根直径は異なる。例え
ば、スギやヒノキはコナラなどと比較して根端付近の細根直径が太いなど（Wada
et al. 2019）、同じ直径で樹種比較をすると、異なる機能となる場合がある
（McCormack et al. 2015）。短い寿命で活性の高い機能を表す細根として直径 0.5
mm 以下の細根を微細根（very fine root）と呼び、区分する報告例もある（Makita
et al. 2009; Miyatani et al. 2016; Hirano et al. 2017）。Makita et al.（2009）は、コナラ
の微細根の呼吸速度は直径 0.5 mm 以上の細根よりも高く、その値に大きな変動
があることを報告している。Makita et al.（2009）はこの変動について、微細根内
でも呼吸活性の高い一次成長までの根と木部成長の盛んな二次成長した根が混
在していること、また直径 0.5 mm 以下の根端付近では菌根菌と共生しているこ
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とが要因であると指摘している。このように、直径を基準とした細根分類では、
活性の異なる根、また機能の異なる根の分類を、必ずしも反映していないと言え
る。
2000 年代に入り、細根の分岐位置を考慮した分類法である「次数分類」（root
order based classification）が提案された（Pregitzer et al. 2002、写真１－２）。次数
とは根端を含む最末端の根を 1 次根、1 次根同士の分岐の接合点からの基部側の
根を 2 次根とし、以下同様に 3 次根、4 次根などと分類していく。Pregitzer et al.
（2002）は、北アメリカに生育する常緑針葉樹 5 種、落葉広葉樹 4 種において次
数の増加とともに根直径、根長、CN（炭素窒素）比が増加することを明らかに
した。また、窒素（N）施肥した環境下で細根内の N 濃度が増加する樹種もあれ
ば、減少する樹種もあり、樹種間で次数根の反応に違いがあることを明らかにし
た。Xia et al.（2010）は Fraxinus mandshurica（ヤチダモ）について 1 次根から 5
次根の寿命を測定し、低次根である 1 次根から 3 次根の寿命が 2 年以内と短い
ものの、高次根である 4 次根と 5 次根の寿命は 8 年と長いことを報告した。
McCormack et al.（2015）は、末端付近の低次根の吸収能力が高く、基部に近い高
次になるほど輸送能力が高くなることを報告した。このことから次数分類が直
径分類よりも細根の機能を反映しており、直径 2 mm 以下の細根でも形態や化学
的、解剖学的特性、機能は次数により異なることが明らかとなった。そのため、
次数別に細根量や寿命を評価することで、森林生態系における細根の NPP への
寄与率をより精度高く推定できる可能性を指摘した（McCormack et al. 2015）。し
かし、細根を次数ごとに分類し測定することは、直径分類のように 0.5、2.0 mm
といった基準で分類するよりも時間や労力がかかるというデメリットもある
（McCormack et al. 2015）。
2015 年になり、細根を、吸収機能を持つ吸収根（absorptive root）と輸送機能
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を持つ輸送根（transport root）の２つに分ける「機能的分類」（root functional
classification）が新たに提唱された（McCormack et al. 2015）。吸収根は一次成長
した皮層細胞の多い根であり、輸送根は二次成長した木部の発達した根である。
吸収根と輸送根という２つの枠組みで考えることで細根の NPP の見積もりの推
定を直径分類よりも精度よくできる可能性がある。McCormack et al.（2015）は、
吸収根の寿命を 1 年、輸送根の寿命を 5 年または 10 年とし、直径 2 mm 以下の
細根を重量ベースで 33%を吸収根、67%を輸送根とした場合、直径 2 mm 以下の
根をすべて吸収根（寿命 1 年）とした場合の NPP 寄与率 33%から 22%に減少す
ることを明らかにした。この細根を吸収根と輸送根に分類する概念は、近年の細
根研究で国際的に主流になりつつある。しかしながら、この分類を厳密に実用化
することはまだ高いハードルが残る。それは、機能的分類のデメリットとして細
根系の吸収と輸送の機能を明らかにするためには、すべての個根で解剖学的な
観察が必要であることである。すなわち、一つ一つの根について根の横断面観察
をするということは、数多くの細根を取り扱う際には困難で、分類する手法とし
てはあまり実用的ではない。
以上の３つの細根分類（直径階級、次数、機能）を考えると、機能を反映し、
かつ多くの細根試料を分類するという点で最も実用的な分類法は、次数分類で
ある。次数で分類することで厳密ではないがある程度の範囲で吸収・輸送機能を
分けることができる。また、0.5 mm や 1.0 mm といった直径階級の基準と次数別
の平均根直径を比較して対応させることにより、これまでに直径分類を用いて
国際的に大量に蓄積された細根量データを機能的に分類できる可能性がある。
すなわち直径階級と機能的分類をつなぐために次数分類の適用が必要である。
しかし、国内の樹種における次数分類に関する研究は未だ限られている。国内
の主要造林樹種であるスギにおいて、Tawa and Takeda（2015）は表層土壌で 3 次
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根まで採取された細根系を次数分けした次数根の数ベースで、1 次根の大部分と
2 次根の半分が一次成長した根であり、2 次根の残り半分と 3 次根のすべては二
次成長した根であったことを報告している。またヒノキにおいて、Hishi et al.
（2006）はイングロースコア中の有機物層（organic soil layer）と鉱質土層（mineral
soil layer）に生育する細根について、次数分類により成長程度と原生木部（原基）
数を調べた。有機物層に生育するヒノキ細根の 1 次根と 2 次根について根数ベ
ースで半分は一次成長を示し、2 次根の残り半分と 2 次根より基部の根は二次成
長した根であったことが明らかとなった。これらの結果からスギとヒノキでは 1
次根と 2 次根が吸収根であることが示唆されている。またヒノキ次数根の原基
数が多いほど長寿命の指標となるが、有機物層において鉱質土層に生育する 1 次
根より二原基の割合が高かった。2 次根では、有機物層で三原基の割合が高く、
鉱質土層では三原基と四原基が約半分ずつを占めていた。Hishi et al.（2017）は
スギ次数根の原基数を樹齢別に調べた。その結果、90 年生で 1 次根、2 次根とも
に原基数の大きいものの割合が、6、16、31、42 年生に比べて高かった。すなわ
ち、樹齢の過ぎたスギの細根は根の構造構築にコストのかかる原基数の大きい
低次根を生産することが示唆された。
上記のような国内樹種における次数根に関する研究は、1 次根や 2 次根など低
次根の形態に着目しているが、これらは主に直径 1 mm に満たない細根である。
すなわち、細根の定義である直径 2 mm を含む高次根までの次数根形態は未だ明
らかにされていない。また、多くの研究で土地体積や面積当たりの細根を観察対
象としており、直径 2 mm 以下全体の細根系、すなわち細根の成長様式を考慮し
た分岐特性には着目されていない。さらに降水量や平均気温などの環境条件や
養分を反映する土壌などの林分条件といった森林の調査地間の違いによる細根
特性の変動性を明らかにした研究は国際的にも極めて限られている（Zadworny
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et al. 2017）。したがって、直径 1 mm 以下の末端根から細根の定義である直径 2
mm に至るまで全体の細根系の分岐様式である次数根特性を明らかにし、土壌環
境の違いなどさまざまな環境条件下における次数形態特性の変動とその変動要
因を明らかにする必要がある。

１－２ 本研究の目的

本研究の目的は、①細根の定義である末端根から直径 2 mm に至るまでの細根
系全体の次数形態特性を明らかにすること、②細根系の次数形態特性が土壌酸
性化など環境変動の感受性指標となりうるかを明らかにすることの２点である。
目的①を達成することで、直径階級分類で蓄積された細根量データを次数根
形態特性から明らかになる直径閾値を用いることで、樹木細根を吸収または輸
送機能を考慮した二つの枠組みである吸収根と輸送根に分けることができる。
吸収根と輸送根の寿命は１年と５年などと異なるため（McCormack et al. 2015）、
目的①の達成が森林生態系における細根の寄与する NPP 割合の推定精度を上げ
ることができる可能性がある。
目的②を達成することで、近年の環境変動下で土壌酸性化などの環境負荷が
樹木に影響を与えているかどうかについて、地下部の根系に着目した次数根形
態特性を環境影響の感受性指標として用いることができる可能性がある。窒素
施肥や土壌酸性化などの環境負荷に対する樹木細根系の応答はこれまで数多く
調べられてきたが、イングロースコアや土壌円筒中の細根、すなわち、これらの
円筒内に生育した細根の断片化したものを対象としてきた（Hishi et al. 2006;
Tawa and Takeda 2016; Hirano et al. 2017）。これに対し、分岐など成長特性を保持
している「細根系」に着目した研究は国際的にも数少なく（Pregitzer et al. 2002）、
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国内ではスギの一例のみである（Tawa and Takeda 2015）。また環境負荷を扱った
多くの研究では（Godbold et al. 2003; Makita et al. 2009, 2015; Hirano et al. 2017）、
細根の分類法は直径階級分類であり、分岐構造を反映した次数分類は用いてお
らず、細根系内の機能の違いを考慮した解析はほとんど行われていない。無傷な
細根系を対象に、機能を反映する次数を用いて解析することで、土壌酸性化など
の環境負荷程度の違いが細根系形態にどのくらい感受性高く影響を与えている
のかを明らかにできる可能性がある。
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写真 1-1 Whole intact fine root systems, up to a diameter of 2 mm in Chamaecyparis
obtusa trees

写真 1-2 Individual roots after order-based classification
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２章

対象樹種と調査地

２－１ ヒノキ

本研究は、日本の主要な造林樹種の一つであるヒノキ（Chamaecyparis obtusa）
を対象とした。ヒノキは国内森林面積の約 10%を占める（林野庁 2012）。福島県
以南、四国、九州で広く分布しており、本研究で対象とする東海地方において、
ヒノキの植林面積は全国平均の 10%よりも高く、静岡県で 28.4%、愛知県で 31.0%、
三重県で 29.4%、岐阜県で 24.3%を占める（林野庁 2012）。スギおよびヒノキは
戦後の 1950 年～60 年代の拡大造林期に全国で植えられたため、現在、伐期を迎
えた 60～70 年生のスギおよびヒノキが多く現存している（林野庁 2017）。
ヒノキはスギと比べて養水分の不足するような環境でも生育するため、山の
尾根側斜面中部に植えられることが多く、スギは谷側斜面下部に植えられるこ
とが多い。ヒノキ林では間伐手遅れになると日光が入らなくなり下層植生の成
長が抑制される。下層植生が少なくなることで土砂の流出が起きやすくなるこ
とが明らかにされている（三浦 2000, 2010）。また、樹木根系に関して、ヒノキ
は浅根性で水平方向に浅く根を伸ばす水平根型に対し、スギは深根性で土壌鉛
直下の斜め方向にも根を伸ばす斜出根型であることが知られている（苅住
2010）。細根についても、ヒノキでは土壌表層に集中し、その量は 220～765 g m2

とスギやアカマツ、クロマツなどよりも多い傾向にある（Noguchi et al. 2007）。

ヒノキはこのような量の多い細根を土壌表層に集中させることで、養分の乏し
い土壌でも生育できるという特性を持っている。
日本は降水量の多い湿潤気候であるため、土壌が年間を通して湿的環境とな
る。そのため、土壌中のカルシウム（Ca）やマグネシウム（Mg）といった塩基
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類が、雨中から浸透した土壌水中の水素イオンと置換されることで溶脱し、酸性
化が進むため、日本の土壌の大部分は酸性土壌である（林野庁 1997）。酸性化に
対して土壌はあまり酸性化を進行させない酸緩衝能力をもつ。この能力は、酸緩
衝能（Acid buffering capacity, ABC）と呼ばれ、上記のような土壌中の塩基イオン
が水素イオンと置換することで、酸性化を緩和する作用である。森林土壌におけ
る酸緩衝能（ABC）の評価は、土壌酸性化の進行程度だけでなく、樹木の成長に
ついて酸性化に伴う負の影響が顕在化しているか否かを判断するためにも重要
である。Takahashi et al.（2001） は 1990 年代に林野庁酸性雨等森林被害モニタ
リング事業で国内の森林 1034 地点で採取された表層土壌を化学分析し、土壌 pH
（H2O）の中央値は 5.1 と国内の森林土壌が酸性土壌であることを報告した。さ
らに、酸緩衝能を示す交換性塩基量（BC）5 cmol(+) kg-1 と植物への有害影響を示
す交換性アルミニウム（Al）量 5.44 cmol(+) kg-1 を基準に、上記の表層土壌を簡易
的に 4 つのグループに分類した。交換性塩基量が多く交換性 Al 量が少ないグル
ープⅠは 612 地点、交換性塩基量、交換性 Al 量がともに多いグループⅡは 45 地
点、交換性塩基量、交換性 Al 量がともに少ないグループⅢは 184 地点、交換性
塩基量が少なく交換性 Al 量が多いグループⅣは 195 地点であった。このうちグ
ループⅠは酸緩衝能の高い土壌とされ、酸性化に対して耐性があり、過去の火山
灰降下の影響のある土壌が、東日本や九州地域に広がっていた。対照的にグルー
プⅣの土壌は酸緩衝能の低い土壌と定義され、酸性化の進行が伺われた。これら
の土壌では火山灰の堆積が薄く、また過去に人間の利用が盛んな地域、すなわち
関西から中部地域に広がっていた（Takahashi et al. 2001）。
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２－２ 調査地概要

本研究は、林野庁酸性雨等森林被害モニタリング事業（林野庁 1997）で東海
地方に設置された７つのヒノキ林の調査地（北緯 34 度 36 分～35 度 33 分、東経
136 度 21 分～138 度 50 分）を選定した（表２－１、図２－１、写真２－１）。全
国 1034 地点の調査地から、愛知、静岡、三重、岐阜の４県内、対象樹種として
ヒノキ、土壌型として適潤性褐色森林土もしくは偏亜型褐色森林土を条件とし
た 22 林分を抽出した（水澤 2012; 祖父江 2012）。このうち土壌酸緩衝能が高い
グループⅠに生育する７地点と低いグループ４地点を抽出し、前者から５地点、
後者から９地点について予備的な踏査を行った。最終的に、土地及び森林調査の
使用許可が得られ、調査地へのアクセス制限も考慮し、グループⅠから３地点、
グループⅣから４地点を本研究の調査地として決定した（表２－２）
（水澤 2012;
祖父江 2012）。
土壌の酸緩衝能の高いグループⅠには、静岡県沼津市の沼津モニタリングサ
イト、静岡県浜松市の三ヶ日モニタリングサイト、三重県いなべ市の阿下喜モニ
タリングサイトの３調査地が選定された。一方、土壌酸緩衝能の低いグループⅣ
には愛知県岡崎市の幸田モニタリングサイト、岐阜県美濃市の美濃モニタリン
グサイト、三重県津市の二本木モニタリングサイト、静岡県静岡市の静岡西部モ
ニタリングサイトの４調査地が選定された。
これらの調査地には、10 m×10 m の土壌及び根系観測集中プロット（0.01 ha）
が設置されており、土壌特性と細根特性が先行研究で調べられている（Tanikawa
et al. 2014; Miyatani et al. 2016; 2018）（表２－１、２－２）。７つの調査地の年平
均気温と降水量は、それぞれ 14.6～16.5°C と 1452～2325 mm の範囲であった。
静岡西部のヒノキ樹齢が最も若く（41 年生）、幸田のヒノキ林が 110 年生で最も
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古かった。また、三ヶ日ヒノキ林も 101 年生と、幸田ヒノキ林とともに高齢ヒノ
キ林である。立木密度は 700～2400 本 ha–1 で、平均胸高直径は 19～32 cm の範
囲であった。7 つの林分の表層地質は、土壌酸緩衝能の高いグループⅠで、阿下
喜ヒノキ林で砂礫岩、三ヶ日ヒノキ林で凝灰岩、沼津ヒノキ林で火山灰であり、
酸緩衝能の低いグループⅣで幸田ヒノキ林で片麻岩、美濃ヒノキ林でチャート、
二本木ヒノキ林で花崗岩、静岡西部ヒノキ林で頁岩である。Tanikawa et al.（2014）
は 1990 年代と 2010 年代の酸性度など表層土壌化学特性を比較し、この 20 年間
でいずれの調査地においても、ヒノキの土壌の酸性度は、ほぼ変化しないか酸性
化した傾向であることを指摘した。グループⅠの表層土壌の深さ 0-10 cm の pH
（H2O）は、阿下喜ヒノキ林で 6.7、三ヶ日ヒノキ林で 5.7、沼津ヒノキ林で 5.2
であるが、グループⅣでは幸田ヒノキ林で 4.0、美濃ヒノキ林で 4.1、二本木ヒノ
キ林で 4.1、静岡西部ヒノキ林で 4.4 と、グループⅠより酸性の強い土壌といえ
る（Tanikawa et al. 2014）。さらにグループⅣの土壌では、定義の通り交換性塩基
濃度が低く、塩基飽和度はいずれも 4%以下であった。欧米における土壌酸性化
が樹木に与える影響をまとめた解析では、土壌の塩基飽和度が 5%を下回ると樹
木に負の影響が出る可能性があることが指摘されている（Cronan and Grigal
1995）。ただし、先の林野庁酸性雨等森林被害モニタリング事業では、国内の森
林に土壌酸性化の負の影響は顕在化していないことが報告されている
（Takahashi et al. 2001）。
７つの調査地で実施されたヒノキ細根に関する先行研究で、ヒノキ細根量、形
態指標である比根長 SRL（根重当たりの根長、Specific root length, m g-1）、および
細根呼吸速度については、土壌の酸緩衝能の高低間で有意差は認められなかっ
た（Miyatani et al. 2016）。７つの調査地のうち、幸田ヒノキ林では細根量が最小
（111 g m-2）であり、細根の SRL（33.7 m g-1）は最大であること、すなわち細根
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は少なく、その形が細く長いことが観察された。対照的に、三ヶ日ヒノキ林では
最低の細根 SRL（13.5 m g-1）であり、低い細根量（234 g m-2）と、細根の太いこ
とが明らかにされている。二本木における細根量と細根 SRL は、それぞれ 492 g
m-2 と 20.5 m g-1 であった。残りの４つの林分では、細根量は 154～536 g m-2 の範
囲であり、細根 SRL は 18.0～24.4 m g-1 の範囲であった（Miyatani et al. 2016）。
また、細く長い細根が観察された幸田ヒノキ林では、細根呼吸速度が年間を通じ
て、三ヶ日ヒノキ林のより太めの細根よりも高いことが明らかにされ、細根の呼
吸活性はその形態と強く関連していたことが示唆されている（Miyatani et al.
2018）。このような幸田と三ヶ日ヒノキ林の細根特性の違いは、土壌の酸緩衝能
の違いだけなく、三ヶ日ヒノキ林における高い土壌硬度および幸田ヒノキ林に
おける夏の高い土壌中の硝酸態窒素濃度の影響も指摘されている（Miyatani et al.
2016, 2018）。

15

表 2-1 Stand characteristics at seven Chamaecyparis obtusa stands
Stand characteristics
Ageki
Mikkabi Numazu
Latitude
35°07′
34°49′
35°09′
Longitude
136°30′
137°35′ 138°50′
MAT (°C)a
15.8
16.3
15.9
a
MAP (mm)
1575
1809
1874
Stand age (years)b
44
101
66
b
DBH (cm)
19
32
29
Basal area (m2 ha-1)b
59
75
47
-1 b
Stand density (tree ha )
2100
1000
700
Fine root biomass (g m2)b, c 32
155
189
b
Surface geology
Sandstone Schist
Volcanic ash
MAT: mean annual temperature, MAP: mean annual precipitation,

Kota
34°52′
137°13′
15.2
1452
110
32
77
900
60
Gneiss

DBH: stem diameter at breast height
a

Data from the Japan Meteorological Agency (1981 to 2010, AMeDAS)

b

Data from Tanikawa et al. (2014) and Miyatani et al. (2016),

c

Fine root biomass at 0-10 cm depth (Miyatani et al. 2016).
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Mino
35°33′
136°55′
14.6
2153
49
24
46
900
220
Chert

Nihongi
34°36′
136°21′
15.9
1581
43
20
77
2400
330
Granite

Shizuoka-seibu
34°59′
138°21′
16.5
2325
41
23
50
1200
212
Tertiary shales

表 2-2 Soil properties at a depth of 0-10 cm at seven C. obtusa stands
Soil ABC
High
Stand
Ageki
Mikkabi
Numazu
a
Soil properties
pH (H2O)
6.7 ± 0.1
5.7 ± 0.2
5.2 ± 0.2
Ca (cmol(+) kg-1)
25.2 ± 2.3 17.2 ± 0.9
1.6 ± 0.5
-1
Base cations (cmol(+) kg )
26.6 ± 2.4 28.2 ± 0.9
2.9 ± 0.9
Base saturation (%)
61.5 ± 4.3 66.8 ± 4.5
5.5 ± 1.6
-1
Al (cmol(+) kg )
0.0 ± 0.0
0.1 ± 0.0
1.1 ± 0.4
C/N (gC gN-1)
15.8 ± 1.1 14.4 ± 1.7
16.1 ± 0.2
a

Data from Tanikawa et al. (2014) and Miyatani et al. (2016)
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Low
Kota

Mino

Nihongi

Shizuoka-seibu

4.0 ± 0.1
0.6 ± 0.1
1.3 ± 0.1
3.7 ± 0.6
6.8 ± 0.6
17.2 ± 0.7

4.1 ± 0.1
0.1 ± 0.1
0.4 ± 0.1
1.2 ± 0.2
7.3 ± 1.2
16.8 ± 1.4

4.1 ± 0.2
0.6 ± 0.1
1.2 ± 0.2
2.9 ± 0.2
10.0 ± 0.6
19.4 ± 0.1

4.4 ± 0.1
0.4 ± 0.1
1.0 ± 0.2
3.3 ± 0.4
8.0 ± 1.7
17.4 ± 0.8

図 2-1 Location of the seven C. obtusa stands.
Red circle: soils with low acid buffering capacity, Blue circle: soils with high acid
buffering capacity

写真 2-1a Survey area of C. obtusa at the Ageki stand.
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写真 2-1b Survey area of C. obtusa at the Mikkabi stand.

写真 2-1c Survey area of C. obtusa at the Numazu stand.
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写真 2-1d Survey area of C. obtusa at the Kota stand.

写真 2-1e Survey area of C. obtusa at the Mino stand.
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写真 2-1f Survey area of C. obtusa at the Nihongi stand.

写真 2-1g Survey area of C. obtusa at the Shizuoka-seibu stand.
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３章

根端から直径 2 mm に至るまでのヒノキ細根系の次数別形態特性

３－１ 背景

一般的に「直径 2 mm 以下の根」として定義する細根は、森林土壌中の養水分
の吸収に重要な役割を担っている。また細根は、生理的にも呼吸活性が高いなど
（Makita et al. 2009; Miyatani et al. 2018）、樹木個体の最も活発な地下部の器官で
ある（Finér et al. 2011a; Brunner et al. 2013）。細根では直径 0.5、1、2 mm のよう
な基準をもとに直径階級分類が適用されてきた（Pregitzer et al. 2002; Makita et al.
2009; Finér et al. 2011a, b; McCormack et al. 2015）。近年、McCormack et al.（2015）
は細根の２つの機能的な枠組みを提案しており、短命の吸収機能を持つ吸収根
と長寿の輸送機能を持つ輸送根とした。直径 0.5 mm 以下と定義される微細根
（very fine root）は、細根の中でも生理学的に活性な部分であり、吸収機能を持
っている（Makita et al. 2011; Miyatani et al. 2016; Hirano et al. 2017）。しかし、吸
収機能を持つ根の直径は樹種によって異なり、直径階級分類では細根の２つの
機能を区別できない（McCormack et al.2015）。
次数分類は、直径階級分類よりも根の機能をよりよく説明するが、そのほとん
どの研究は、吸収機能と生理活性の高い直径 0.5 mm 以下の微細根に対応する根
系末端の 1 次根から 3 次根までを焦点としてきた（Pregitzer et al. 2002; Hishi et al.
2006, 2017; Rewald et al. 2014; Tawa and Takeda 2015）。一般に、直径 2 mm 以下の
根として定義される細根について、細根量の世界的なデータベースが蓄積され
ているものの（Finér et al. 2011a）、根端から直径 2 mm に至るまで全体の無傷な
細根系を調べるために、次数分類を適用した研究はほとんどない。
細根は環境や林分条件に対して感受性の高い指標である（Hirano et al. 2007;
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Finér et al. 2011a, b）。一方で酸性度、肥沃度、水分などのさまざまな土壌条件に
対する細根の反応は、同じ樹種でも異なる（Godbold et al. 2003; Hirano et al. 2007,
2017; Makita et al. 2015; Miyatani et al. 2016）。近年 Zadworny et al.（2017）は、欧
州 2000 km の緯度方向の勾配に沿ったヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris）林
において、直径 2 mm を超える側根から採取した 1 次根から 10 次根までの無傷
の根を、次数分類を適用することで、吸収根および輸送根の形態特性の種内変動
を明らかにした。彼らは、吸収根の平均直径は、平均年間気温が 10°C 上昇する
と、約 0.5 mm から 0.25 mm の範囲に低下することを示した。温帯樹種では、
Larix gmelinii（グイマツ）と Fraxinus mandshurica（ヤチダモ）の次数形態特性は
季節とともに変化し（Wang et al. 2006）、Pinus tabuliformis（アブラマツ）の形態
特性は人工的な N 負荷によって変化した（Wang et al. 2013）。ただし、Zadworny
et al.（2015）は 2 つの Quercus robur（ヨーロッパナラ）林分で、季節間または肥
沃度の異なる 2 つの土壌型間で、次数別の根直径には変化が認められず、この
種では根の形態の可塑性があまりない可能性を報告した。上記のような異なる
環境下が次数根の形態特性に与えるか否かという矛盾した結果は、それらが樹
種に依存することを示唆している。しかしながら、異なる複数の林分および土壌
条件における次数形態特性の種内変動に関する知見は未だ限られている。さら
に、無機態窒素濃度など土壌の化学的性質と次数根形態特性の関係を評価した
研究は上記を除きほとんどない。
本章の目的は、ヒノキ 3 林分で、末端から直径 2 mm に至るまでの無傷の細根
系全体における次数根の形態特性を明らかにすることである。ヒノキの根端で
ある 1 次根から 3 次根の解剖学的特性は、1 つの調査地で調べられ、1 次根は吸
収機能を持ち、2 次根は吸収機能と輸送機能の両方を持っていたことが報告され
ている（Hishi et al. 2006）。本章で焦点を当てるヒノキ 3 林分を含む 7 つの林分
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（２章）では、細根量、比根長（SRL：根の長さ/根の乾燥重量）および細根の呼
吸速度が以前に報告されている（Miyatani et al. 2016）。そのうちの 1 つである幸
田ヒノキ林分では、土壌硝酸態窒素（NO3--N）濃度、SRL、および細根呼吸速度
は、他の 6 つのヒノキ林分よりも著しく高かった（Miyatani et al. 2016）。しかし、
ヒノキ細根に関する先行研究では、無傷の細根系の次数形態特性に焦点を当て
た報告はいまだされていない。末端根の次数特性は、土壌化学特性と密接に関連
し変化するものと考えられる。特に NO3--N やアンモニア態窒素（NH4+ -N）など
の土壌無機態窒素は、樹木の成長に必須である。モデル植物である Arabidopsis
thaliana（シロイヌナズナ）では、NO3₋-N の添加は根の伸長を促進させ、NH4+-N
の添加は根の分岐を促進することが報告されている（Giel and von Wirén 2014）。
ヒノキでは、細根系の SRL は土壌 NO3--N によって変化する可能性があり（Makita
et al. 2015, 2016）、異なる土壌 N 条件で次数根形態特性の種内変動があることを
示唆している。以上の結果から、本章では仮説として、高次根よりも末端根を含
むヒノキの低次根が、次数根の長さと土壌 NO3--N との間に正の関係があるとし
た。この仮説を検証するため、ヒノキ次数根の形態特性を土壌中の炭素（C）、N、
および無機態窒素濃度と比較した。

３－２ 材料と方法

３－２－１ 調査地概要
本章の調査地は、東海地方ヒノキ 7 林分（Tanikawa et al. 2014; Miyatani et al.
2016）から 3 林分：110 年生の幸田ヒノキ林（北緯 34 度 52 分、東経 137 度 13
分）、101 年生の三ヶ日ヒノキ林（北緯 34 度 49 分、東経 137 度 35 分）、 43 年
生の二本木ヒノキ林（北緯 34 度 36 分、東経 136 度 21 分）とした（表３－１）。
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３林分のうち、三ヶ日では土壌の酸緩衝能が高く、土壌の Ca など交換性塩基濃
度が高く、交換性 Al 濃度は低い。対照的に幸田と二本木では土壌酸緩衝能が低
く、土壌 pH も低い（Tanikawa et al. 2014; Miyatani et al. 2016）。各林分には、細
根と土壌の特性を調査するためのプロット（0.01 ha）が設置されている（Tanikawa
et al. 2014; Miyatani et al. 2016）。

３－２－２ 根端を含む直径 2 mm までの無傷完全な細根系全体の採取法
ヒノキ林分における無傷完全な細根系全体の採取は、2015 年 7 月 28 日と 29
日に実施された。Noguchi et al.（2011）は、若いヒノキの細根伸長のピークが春
先と秋の終わりにあることを示し、採取した季節は他の季節よりも根の伸長速
度が高いことを示唆している。各林分の上記プロットから、ヒノキ 4 個体を選
択し、各個体から 1 m 離れた地点で、末端根から最も太い直径が 2 mm～3 mm
に至るまでの無傷の根系を、根端を傷つけないように表層から土壌をゆっくり
と手先で除きながら、注意深く丁寧に掘り上げて採取した。表層土壌面積 30 cm
× 20 cm 深さ 0-10 cm のサブプロット 4 地点から、各林分で無傷の根系を採取し
た（林分当たり n = 4）。採取した根系に付着した土壌と有機物は、採取直後に野
外で脱イオン水で洗浄することによって除去した。根系は湿らせたキムワイプ
で包み、脱イオン水で湿らせた後、クーラーボックスに保管し、実験室に持ち帰
り、冷蔵庫内（4℃）で保存した。

３－２－３ 細根系の形態解析
脱イオン水とピンセットを使用して、実験室に持ち帰った根系から残りの土
壌と有機物を注意深く取り除いた。次に、根系の直径 2.0 mm に達した点をノギ
スで決定し、はさみで切断した。末端から直径 2.0 mm に至るまでの無傷の細根
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系全体を次数解析用に準備した（写真３－１）。細根系は、ピンセットとメスを
用いて実体顕微鏡下で注意深く次数別の個根（分岐のない一つ一つの根
individual root）に分けられた。本研究では、次数分類は Pregitzer et al.（2002）に
基づいて行った。最末端の根を 1 次根として定義し、2 次根を 2 つの 1 次根の接
合部から始まる基部側の根と定義した。WinRHIZO pro 2009c（Regent Instruments、
Quebec、Canada）を使用した画像分析を用いて、細根系の各次数根の直径や根長
などの形態特性を解析した。次数別の個根数は直接観察により数えた。上記のよ
うに次数別に解剖した根を 60°C で 48 時間以上乾燥させ、各次数根の乾燥重量
を測定した。上記で測定されたデータを使用して、細根の形態の指標である比根
長（SRL、m g-1）（Ostonen et al. 2007）、分岐構造の指標である分岐比（Rb、no.
no.-1）（x 次根の数（x：2～7）あたりの x-1 次根の数（Kong et al. 2014））を算出
した。

３－２－４ 次数別形態特性を用いた細根系の再構築
ヒノキ 3 林分における細根系の 1 次根から 4 次根までの次数別形態特性（平
均直径、根長、分岐比 Rb）を用いて、細根系の模式図を作成した。模式図にお
ける細根系は、各林分で測定された各次数の個根の直径、根長、分岐比 Rb は同
じであるという仮定に基づいて再構築された。再構築された細根系の 1 次根か
ら 4 次根の総根長と乾燥重量を用いて、1 次根から 4 次根の模式細根系の SRL
を計算した。

３－２－５ 土壌 C、N、および無機態窒素
深さ 0-10 cm の表層土壌の試料は、無傷の細根系が採取された各地点で採取さ
れた（林分あたり n = 4）。風乾した土壌サンプルを 2.0 mm メッシュでふるいに
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かけ、約 10 g を 100 mL の 2M KCl に加え、1 時間振とうし、ろ過した。土壌 NO3-N 濃度は UV 吸光度法（阪田 2000）で測定し、土壌 NH4+-N 濃度はインドフェ
ノール法（大山 1990）で測定した。土壌 C および N 濃度は、NC アナライザー
（Sumigraph NC 800、Sumika、日本）を用いて測定した。

３－２－６ 統計解析
3 林分間の次数別形態特性（根直径、根長、SRL、Rb など）や土壌化学性（C、
N、NO3--N、NH4+-N）の差異を検出するために、統計ソフトウェアプログラム JMP
Pro 11（SAS Institute、USA）を用いて一元配置分散分析（ANOVA）を行った。
すべてのデータは、分散と分布の正規性が等しいことを確認した後、不均一分散
を減らすために平方根変換された。3 林分間で有意な（P < 0.05）差が検出され
た場合、各林分の平均値を、Tukey HSD 検定を使用して比較した（林分あたり n
= 4）。ピアソン相関係数は、3 林分すべての採取地点（n = 12）で、各細根系の次
数別形態特性と土壌化学性との間で計算された。ピアソン相関のサンプルサイ
ズは、幸田ヒノキ林と二本木ヒノキ林の 2 つの細根系に 6 次根までの根系しか
含まれておらず、二本木の 1 つには 5 次根までの根系が含まれていたため、8 か
ら 12 であった。

３－３ 結果

３－３－１ ヒノキ細根系の直径 2 mm までの次数別形態特性
直径 2.0 mm で切断された無傷のヒノキ細根系は、3 林分で 5 次根から 7 次根
に分岐していた（表３－２）。細根系内の平均個根数は 1363 ± 179 個であり、12
の細根系すべてから合計 16351 個根を解剖した（表３－２）。1 次根から 7 次根
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の平均個根数は、それぞれ 964、305、68、17、6、2、1 個であった。平均分岐比
Rb は 2.6 から 4.7 の範囲であり、2 次根と 3 次根間と 3 次根と 4 次根間の分岐比
は他の次数根間の分岐比よりも高い傾向があった（表３－２）。分岐比 Rb は、
どの次数でも 3 林分間で有意差を示さなかったが（P > 0.05）、2 次根と 3 次根間
の Rb は、幸田および二本木ヒノキ林よりも三ヶ日ヒノキ林で低くなる傾向があ
った（表３－２）。
個根の平均直径は、次数が大きくなるにつれて大きくなった（図３－１a）。1
次根から 4 次根の直径は、3 林分間で有意に異なっていたが（P < 0.05）、5 次根
と 6 次根の直径に有意差は確認されなかった（P > 0.05）。1 次根から 3 次根の直
径は、幸田と二本木ヒノキ林よりも三ヶ日ヒノキ林で有意に大きかった（P <
0.05）。三ヶ日ヒノキ林の 4 次根の直径は、二本木ヒノキ林よりも有意に大きか
った（P < 0.05）。
個根の根長は、次数が 1 次根から 6 次根に増加するにつれて増加した（図３
－２b）。2 次根および 3 次根の根長は、3 林分間で有意に異なっていた（P < 0.05）。
幸田ヒノキ林では、2 次根および 3 次根の根長が三ヶ日ヒノキ林よりも有意に長
かった（P < 0.05）。
比根長 SRL は、次数が増加するにつれて減少した（図３－２c）。3 林分間で 1
次根から 6 次根の SRL に有意な差が認められた（P < 0.05）。1 次根および 2 次
根の SRL が最も高いのは幸田ヒノキ林で、最も低いのは三ヶ日ヒノキ林であっ
た。3 林分のそれぞれの間で SRL には有意差が認められた（P < 0.05）。4 次根か
ら 6 次根では、SRL は二本木ヒノキ林で最も高くなる傾向があった。

３－３－２ 次数別形態特性を用いて再構築された細根系
3 林分で次数別平均直径、根長、および分岐比 Rb を用いて、1 次根から 4 次
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根までの細根系の模式図を作成した（図３－２）。再構築された細根系は、3 林
分でヒノキの低次根の形態特性について種内変動を示した。幸田ヒノキ林（図３
－２a）の 2 次根および 3 次根は、三ヶ日および二本木ヒノキ林よりも長かった
（P < 0.05）。 2 次根と 3 次根間の分岐比 Rb は、三ヶ日よりも幸田ヒノキ林の方
が高かった（P < 0.05）。三ヶ日ヒノキ林（図３－２b）の 1 次根から 3 次根の直
径は、幸田および二本木ヒノキ林よりも大きく（P < 0.05）、二本木ヒノキ林の 4
次根の直径（図３－２c）は幸田と三ヶ日ヒノキ林よりも細かった（P < 0.05）。
再構築された細根系から計算された 1 次根から 4 次根までの SRL は、幸田、三
ヶ日、二本木ヒノキ林で、それぞれ 31.3、12.4、23.4 m g-1 であった。

３－３－３ 土壌の化学特性
幸田ヒノキ林における表層土壌の NO3--N 濃度は、三ヶ日および二本木ヒノキ
林よりも有意に高かった（P < 0.05、表３－３）。三ヶ日ヒノキ林の土壌中 NH4+N 濃度は、幸田および二本木ヒノキ林よりも有意に低かった（P < 0.05）。3 林分
間で、土壌中の C と N には双方とも有意な差はなかった（P > 0.05）。

３－３－４ 次数別の形態特性と土壌化学特性との関係性
1 次根から 3 次根の平均直径と土壌の NH4+-N 濃度の間には、有意な負の相関
があった（P < 0.05、表３－４a）。3 次根および 4 次根の平均直径は、土壌 C 濃
度と有意な負の相関を示した（P < 0.05）。次数根の平均直径と土壌中の NO3--N
または N 濃度との間に有意な相関は認められなかった（P > 0.05）。
2 次根または 3 次根の平均根長と土壌 NO3--N 濃度の間、3 次根の平均根長と
土壌 NH4+-N 濃度に有意な正の相関が示された（P < 0.05、表３－４b）。4 次根の
根長は、土壌 C 濃度と正の相関を示した（P < 0.05）。どの次数も根長と土壌 N
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濃度の間に相関は認められなかった（P > 0.05）。
1 次根から 3 次根の SRL は、土壌の NH4+-N 濃度と有意な正の相関があった
（P < 0.05、表３－４c）。4 次根から 6 次根の SRL と土壌 C 濃度の間には正の相
関が認められた（P < 0.05）。次数別の SRL と土壌 NO3--N 濃度の間に有意な相関
はなかった（P > 0.05）。

３－４ 考察

細根は一般に直径 2 mm 以下の根として定義されるが（Finér et al. 2011a, b）、
末端根から直径 2 mm の根までの形態特性を次数別に明らかにした研究は、いく
つかの樹種に限られ、それらは各樹種 1 林分の結果である（Wang et al. 2006; Guo
et al. 2008; Zadworny et al. 2016）。本章では、林分条件の変動も加味して、ヒノキ
3 林分において 12 の無傷な細根系（直径 2 mm まで、16351 個根に次数分割）に
焦点を当てた。その結果、直径 2 mm 以下の各細根系は約 1400 個の個根、また
1000 個の 1 次根で構成され、最大次数は 5 次から 7 次であることを明らかにし
た。本章では、ヒノキの 1 次根から 3 次根は直径 0.5 mm 以下の微細根（very fine
root）に対応し、1 次根から 5 次根および 1 次根から 7 次根はそれぞれ直径 1 mm
以下および直径 2 mm の根であること、すなわち次数と直径階級の対応が確認さ
れた。幸田ヒノキ林で行われた先行研究では、土壌 0-10 cm の深さで、直径 0.5
mm 以下の微細根量、直径 1 mm 以下および直径 2 mm 以下の細根量は、それぞ
れ 45、56、および 60 g m-2 であったと報告されている（Miyatani et al. 2016）。本
章と先行研究の結果は、ヒノキのどの次数が従来の直径階級分類に対応し、それ
がどのくらいの細根量を持つかを理解することに役立つ。また機能に着目する
とヒノキでは、1 次根および 2 次根が一次成長をし吸収機能を持つこと、3 次根
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以上では主に輸送機能を持つことが明らかにされている（Hishi et al. 2006）。本
章の結果は、1 次根および 2 次根の直径が幸田および二本木ヒノキ林で 0.4 mm
以下であることを示した。例えば今後、このヒノキ 2 林分で、1 次根から 2 次根
および 3 次根から 7 次根というの 2 つの次数カテゴリーで、それぞれの細根量
を測定できた場合、直径 2 mm 以下の細根における吸収根と輸送根の細根量が推
定できることとなるであろう。
同様にして他の樹種 Larix gmelinii と Fraxinus mandshurica では、直径 0～2 mm
を含む最大 5 次根までの各次数の直径と細根量が報告され、さらに 1 次根から 3
次根は吸収機能を持つことも明らかにされていることから、これらから次数分
類を用いて吸収根および輸送根の細根量を推定できることを示している（Wang
et al. 2006; Jia et al. 2013）。このように細根の次数別直径と直径階級で分類された
細根量を比較することで、次数分類に対応した細根量を推定することができ、樹
木個体がどれくらいの吸収根を持つかなど細根の機能をより深く理解すること
ができる。今後、さまざまな樹種において次数分類を用いた形態特性の解析を行
えば、世界中で蓄積された細根量データベース（Finér et al. 2011a）をさらに機能
的に分類し理解できる可能性がある。これは、McCormack et al.（2015）によって
示されているように、異なる機能を持つ細根別にその細根量データを提案する
ことにより、樹木地下部の NPP をより精度高くに推定することに役立つであろ
う（Finér et al. 2011b; Brunner et al. 2013）。
本章の結果から、ヒノキ細根次数と表層土壌の化学性との関係について、1 次
根から 3 次根の低次根と 4 次根から 6 次根の高次根の間で異なることが明らか
になった。本結果は、直径 2 mm までの細根系内の末端次数根が土壌中の無機態
窒素に反応するという仮説を支持した。土壌 NO3--N の移動度は高く、容易に土
壌中から下方へ溶脱される傾向があるが、土壌 NH4+-N は、土壌の負電荷のため
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土壌粒子に吸着され、その移動性は低い（Miller et al. 2000; Lima et al. 2010）。し
たがって、根は長くなることで土壌中の NO3--N を獲得し、分岐することで NH4+N を効率的に獲得できる可能性がある（Miller et al. 2007; Lima et al. 2010）。2 次
根および 3 次根の根長と土壌 NO3--N 濃度の間の正の相関は、本研究の 3 林分で
認められた。特に、2 次根および 3 次根は土壌中の NO3--N が高い幸田ヒノキ林
で長かった。また、土壌 NH4+-N は 1 次根から 3 次根の分岐を促進した可能性が
ある。土壌 NH4+-N が高い幸田、二本木ヒノキ林では、2 次根と 3 次根間の分岐
比 Rb が三ヶ日ヒノキ林よりも高く、低次根の比根長 SRL と土壌 NH4+-N の間に
正の相関が観察された。
一方、4 次根から 6 次根など高次根の形態特性である比根長 SRL には、土壌
C 濃度と正の相関が認められた。この理由は、本章では不明なままであるが、林
分の違いに焦点を当てることで説明できるかもしれない。二本木ヒノキ林では、
4 次根から 6 次根の SRL が高く、他の 2 つの林分よりも軽くて長い。Miyatani et
al.（2016）は、ヒノキ 7 林分のうち、二本木ヒノキ林でより多い細根量（0-10 cm
の深さで 330 g m-2）とより高い立木密度（2400 本 ha-1）を報告した。このよう
な二本木ヒノキ林の林分条件は、細根の成長をめぐる競争を引き起こし、二次成
長を伴う高次の根が細くなった可能性がある。一般に、短命の根は高い SRL を
持つ（McCormack et al. 2012; Weemstra et al. 2016）。一次成長を伴う低次根だけで
なく、二次成長を伴う高次根も土壌への炭素の供給源である（Goebel et al. 2011）。
細根量と立木密度が高い二本木ヒノキ林では、高次根の SRL が高くなる可能性
がある。対照的に、三ヶ日ヒノキ林の高次根における SRL は低いため、土壌炭
素の投入量が少なくなる可能性がある。本章において認められた土壌 C 濃度と
高次根の形態特性 SRL との正の相関を証明するためには、いくつかのヒノキ林
分において、土壌中の高次根の根長密度が次数形態特性に与える影響を明らか
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にする必要がある。
細根は土壌環境の変化に敏感であるが（Hirano et al. 2007）、様々な環境条件に
対する次数根の種内変動に関する研究は、季節変動に関する研究（Wang et al.
2006; Zadworny et al. 2015）と樹齢（Hishi et al.2017）を除いて、わずかである。
最近、Zadworny et al.（2016）は、ヨーロッパアカマツ（Pinus sylvestris）の根端
から 6 次根において吸収根量の割合が、平均年間気温の上昇とともに減少する
ことを明らかにした。すなわち寒冷で土壌養分の律速する高緯度環境でより高
い吸収機能の根を多く生産していた。さらに、ヨーロッパアカマツにおいて直径
2 mm 以下の細根を 10 次根まで次数分類すると、吸収根の平均直径と SRL は、
年平均気温の 10°C の上昇に伴い、それぞれ約 5 倍と 2.5 倍に変化し、吸収根の
直径は低下する、すなわち温暖な気候における吸収根は次数の低い根のみで構
成されることを指摘した（Zadworny et al. 2017）。これらの結果は、次数形態特性
が環境変動によって変化する可能性があることを示唆している。
本章の結果は、ヒノキ 3 林分間で低次根の次数形態特性の種内変動を示した。
再構築された根系に示されるように、3 林分間の 1 次根の直径と SRL は、それ
ぞれ約 1.6 倍、3.2 倍変化した。3 林分間の土壌無機態窒素濃度の違いは、細根の
形態の変化を引き起こしているかもしれない。しかし、土壌の養分条件だけでな
く、土壌の硬さ、樹齢、立木密度などの他の要因も次数形態特性に影響を与える
可能性もある。三ヶ日ヒノキ林では、幸田や二本木ヒノキ林よりも土壌硬度が高
くなる傾向があった。土壌硬度が高くなると、根の SRL は低下する可能性があ
り（Alameda and Villar 2012）、このことが、三ヶ日ヒノキ林の細根が他の 2 林分
よりも短く太くなる理由かもしれない。二本木ヒノキ林の樹齢が 45 年に対し、
幸田と三ヶ日ヒノキ林では 100 年を超えていた。100 年以上の高齢林では、二本
木ヒノキ林のような若い林分よりも、幸田と三ヶ日ヒノキ林の細根への光合成
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産物の炭素配分が低くなる可能性がある。実際、Miyatani et al.（2016）は、土壌
深さ 30 cm までの細根量は二本木ヒノキ林（492 g m-2）よりも幸田（111g m-2）
と三ヶ日ヒノキ林（234 g m-2）で小さかったと報告した。
スギ人工林では、細根系の SRL が樹齢の増加とともに低下したが、1 次根に
おけるアーバスキュラー菌根菌の感染率が増加した（Hishi et al. 2017）。直径が
大きい細根では、アーバスキュラー菌根菌により感染した細胞の割合が高いこ
とがこれまでにも報告されている（Kong et al. 2014; Eissenstat et al. 2015; ValverdeBarrantes et al. 2016）。本章における三ヶ日ヒノキ林などの高齢林でも同様の反応
が予測されるが、一方で幸田ヒノキ林では高齢林でも、おそらく土壌の NO3--N
濃度が高いために、SRL が高く、細根が細く長いという対照的な結果を示した
のであろう（Miyatani et al. 2016）。これらの結果は、ヒノキの末端根の形態特性
の変化が、林齢だけでなく根の生育する土壌環境によっても制限されているこ
とを示唆している。
本章では、直径 2 mm までの低次根および高次根で構成されるヒノキ細根系に
焦点を当て、次数別形態特性が、従来の直径階級を用いて分類された細根量デー
タに機能的意味を追加できることを提案した。さらに、直径 2 mm までの次数根
が周囲の土壌条件と密接に関連していることを示し、興味深いことにヒノキ林
分では低次根と高次根の関係性が異なっていた。すなわち、低次根は土壌の無機
態 N 濃度に関連していたが、高次根では土壌中の C に関連する可能性を示唆し
た。また、複数の林分間を比較することで明らかにされたヒノキの低次根におけ
る形態特性の種内変動は、高次根の変動よりも大きいことを示し、これらはおそ
らく土壌化学性や物理性、樹齢、林分環境条件の違いに起因することが示唆され
た。本章で示したように、様々な環境条件を持つ複数の林分間で、複数の樹種に
おける次数形態特性について種内変動の可能な範囲を明らかにし、細根の機能
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とそれを担う細根量を推定することで、樹木細根における炭素循環の寄与率に
関する推定をより精度高く改善できるであろう。
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表 3-1 Stand and soil properties at three Chamaecyparis obtusa stands
Kota
Mikkabi
Nihongi
Stand characteristics
Latitude
34°52′
34°49′
34°36′
Longitude
137°13′
137°35′
136°21′
MAT (°C)a
15.2
16.3
15.9
a
MAP (mm)
1452
1809
1581
Stand age (years)b
110
101
43
b
DBH (cm)
32
32
20
Basal area (m2 ha-1)b
77
75
77
-1 b
Stand density (tree ha )
900
1000
2400
Fine root biomass (g m2)b, c
60
155
330
Surface geologyb
Gneiss
Schist
Granite
Soil characteristics at a depth of 0–10 cmb
pH (H2O)
4.0 ± 0.1
5.7 ± 0.2
4.1 ± 0.2
-1
Ca (cmol(+) kg )
0.6 ± 0.1
17.2 ± 0.9 0.6 ± 0.1
Base cations (cmol(+) kg-1)
1.3 ± 0.1
28.2 ± 0.9 1.2 ± 0.2
Base saturation (%)
3.7 ± 0.6
66.8 ± 4.5 2.9 ± 0.2
-1
Al (cmol(+) kg )
6.8 ± 0.6
0.1 ± 0.0
10.0 ± 0.6
Soil hardness (kg cm-2)
2.5 ± 1.2
8.8 ± 1.2
2.2 ± 1.2
MAT: mean annual temperature, MAP: mean annual precipitation,
DBH: stem diameter at breast height
a

Data from the Japan Meteorological Agency (1981 to 2010, AMeDAS)

b

Data from Tanikawa et al. (2014) and Miyatani et al. (2016), mean (± SE, soil data)

c

Fine root biomass at 0-10 cm depth (Miyatani et al. 2016).
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表 3-2 The number (no.) and branching ratios (Rb) (no. no.-1; the number of first (x-1) order roots per number of second (x) order roots)
of individual roots by branch order in three Chamaecyparis obtusa stands (mean ± SE). n: number of replicates, ns: no significant
differences among the three stands (P > 0.05), nd: not determined by ANOVA because only two samples were used at the Kota and Nihongi
stands.
Root order
Stand

1

n

2

n

3

n

4

n

5

n

6

n

7

n

Total

n

Kota

no.
Rb

1013.8 ± 265.5
-

4

316.3 ± 72.9
3.2 ± 0.2

4
4

58.5 ± 9.8
5.3 ± 0.5

4
4

15.0 ± 2.4
3.9 ± 0.1

4
4

5.3 ± 0.3
2.9 ± 0.5

4
4

1.5 ± 0.3
3.9 ± 0.7

4
4

1.0
2.0

2 1411.0 ± 349.2
2
-

4

Mikkabi

no.

992.3 ± 263.8

4

316.8 ± 53.6

4

83.0 ± 10.3

4

21.0 ± 4.3

4

7.3 ± 0.5

4

3.0 ± 0.7

4

1.0 ± 0.0

4 1424.3 ± 321.9

4

Nihongi

Rb
no.

885.8 ± 250.9

4

3.0 ± 0.4
281.0 ± 71.5

4
4

3.9 ± 0.5
61.5 ± 18.3

4
4

4.2 ± 0.5
16.3 ± 5.6

4
4

3.0 ± 0.6
5.8 ± 2.1

4
4

2.7 ± 0.5
2.0 ± 0.6

4
3

3.0 ± 0.7
1.0

4
2 1252.5 ± 346.8

4

Rb

-

3.2 ± 0.2

4

4.9 ± 0.4

4

4.1 ± 0.3

4

3.0 ± 0.2

4

3.9 ± 0.9

3

2.5

2

no.

963.9 ± 136.9

304.7 ± 35.1

12

67.7 ± 7.7

12

17.4 ± 2.4

12

6.1 ± 0.7

12

2.2 ± 0.4

11

1.0 ± 0.0

8 1362.6 ± 178.9

Rb

-

3.1 ± 0.1

12

4.7 ± 0.3

12

4.1 ± 0.2

12

2.9 ± 0.2

12

3.5 ± 0.4

11

2.6 ± 0.3

8

no.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

nd

ns

Rb

-

ns

ns

ns

ns

ns

nd

-

Mean

P value

12
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-
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表 3-3 Concentrations of soil NO3--N, NH4+-N, C, and N (mean ± SE, n = 4) at a depth of 0–10 cm at three Chamaecyparis obtusa stands
Stand
Kota
Mikkabi
Nihongi
Soil properties
NO3--N (mg N kg-1)
33.6 ± 5.7a
16.7 ± 3.6b
9.5 ± 1.8b
NH4+-N (mg N kg-1)
72.3 ± 18.2a
23.6 ± 3.3b
73.2 ± 6.4a
-1
a
a
C (g C kg )
122.7 ± 30.8
96.8 ± 17.0
188.3 ± 26.8a
N (g N kg-1)
7.4 ± 1.5a
5.3 ± 0.8a
8.4 ± 1.0a
Different letters indicate significant (P < 0.05) differences in the same properties among the three stands.
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表 3-4 Pearson coefficients for correlations between branch order traits—(a) root diameter, (b) root length, or (c) SRL—and soil NO3--N,
NH4+-N, C and N at three Chamaecyparis obtusa stands
Root order 1a
2a
3a
4a
(a) Root diameter
NO3--N
-0.43
-0.21
0.00
0.31
+
**
**
*
NH4 -N
-0.76
-0.73
-0.65
-0.37
C
-0.38
-0.54
-0.59*
-0.67*
N
-0.46
-0.48
-0.46
-0.39
(b) Root length
NO3--N
0.33
0.58*
0.62*
0.20
+
**
NH4 -N
0.42
0.16
0.72
0.42
C
0.17
-0.17
0.35
0.60*
N
0.33
-0.01
0.47
0.54
(c) SRL
NO3--N
0.55
0.46
0.20
-0.12
NH4+-N
0.61*
0.65*
0.61*
0.55
C
0.15
0.28
0.52
0.79**
N
0.24
0.34
0.47
0.51
***P < 0.001, **P < 0.01, * P < 0.05
a
n = 12 (Kota: 4, Mikkabi: 4, Nihongi: 4)
b
n = 11 (Kota: 4, Mikkabi: 4, Nihongi: 3)
c
n = 8 (Kota: 2, Mikkabi: 4, Nihongi: 2)

5a

6b

7c

0.38
-0.18
-0.55
-0.24

0.53
0.03
-0.51
-0.19

0.40
-0.14
-0.53
-0.17

0.16
0.29
0.08
0.14

0.09
0.33
0.07
-0.04

-0.42
0.16
0.27
0.04

-0.33
0.55
0.87***
0.67*

-0.39
0.31
0.65*
0.39

-0.16
0.47
0.69
0.52

a,b,c

n varied from 8 to 12 because two fine root systems at the Kota stand and one at the Nihongi stand only contained up to sixth-order
roots. One fine root system at the Nihongi stand only contained up to fifth-order roots.
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図 3-1 a Average diameter, b length, and c specific root length (SRL) of root orders (mean ± SE) of Chamaecyparis obtusa in three
stands. Different letters next to bars indicate significant differences among the three stands (P < 0.05). n.s.: not significant, n.d.: not
determined by one way ANOVA because only two samples were used at the Kota and Nihongi stands.
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(a) Kota

(b) Mikkabi

(c) Nihongi

1 cm
1st 2nd 3rd 4th
図 3-2 Schematic figures of the fine root systems, with first to fourth orders, at the a Kota, b Mikkabi, and c Nihongi stands, using the
average diameter, length, and Rb of the root branch orders measured in this study.
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(a) Kota

(b) Mikkabi

10 cm

10 cm

(c) Nihongi

10 cm

写真 3-1 Whole intact fine root systems, up to a diameter of 2 mm, in Chamaecyparis obtusa trees at the a Kota, b Mikkabi, and c Nihongi
stands. The white arrows indicate the cut point of 2 mm in diameter in the intact fine root system.
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４章

樹幹からの水平距離に応じたヒノキ細根系における次数形態の変動性

４－１ 背景

３章では、ヒノキの低次根系（1 次根から 4 次根）の次数形態特性に着目し、
それらは土壌無機態窒素や土壌硬度の違いにより変動することを明らかにした。
同じ林分内でも土壌養分はパッチ状に存在し（Xia et al. 2016）、落葉の堆積様式
が異なるなど平面的にも土壌養分の異質性は高い。例えば樹幹流の影響により、
スギでは幹直下の土壌の酸性化が顕著に進んでいるが（松浦 1992）、ヒノキでは
同様な傾向にあるものの、樹幹から水平距離 10 cm の地点では 50 cm の土壌と
比較して、土壌 pH が若干低い傾向であった（加藤・白井 1995）。
一般に、樹幹からの水平距離から離れるほど細根量の分布密度が小さくなる
（苅住 2010）。しかし、樹木細根の解析は樹幹から一定の距離において採取され
た試料で行われており（Richiter et al. 2007a, b; Hirano et al. 2017; ３章）、細根試
料採取の際に樹幹からの水平距離の違いによる細根形態の変動性はこれまであ
まり考慮されていなかった。３章でも見てきた通り、細根系には養分吸収能力の
高い吸収機能と養分を樹幹に輸送する輸送機能の２つの機能があるが、樹幹か
ら遠い位置にある細根系は、吸収した養水分を離れた樹幹に根を通して送るた
め、輸送機能を持つ根を、樹幹に近い細根系よりも発達させる必要があることが
予測される。また、樹幹から遠いと土壌体積あたりの細根密度が小さいため
（Zhou et al. 2019）、樹木個体レベルでは距離の遠い細根系では吸収可能な土壌
養分を見つけ吸収することが、樹幹に近い細根系に比べ難しくなるかもしれな
い。このことは、樹幹からの距離が遠い細根系では土壌養分を探索するための輸
送根を発達させ、細根系が太く長くなる可能性がある。これらの理由から、樹幹
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から近い細根系では吸収根の割合が高く、幹から離れるほど細根系内における
輸送根の割合が増えるという仮説を立てた。本章ではこの仮説を検証するため、
樹幹からの水平距離の違いがヒノキ細根系の次数形態特性をどの程度変動させ
るかについて明らかにすることを目的とした。

４－２ 材料と方法

４－２－１ 調査地概要
本章の調査地は、３章でも扱った土壌酸緩衝能が低い 110 年生の幸田ヒノキ
林（北緯 34 度 52 分、東経 137 度 13 分）とした（表２－１）。本調査地に、既存
の細根および土壌特性を調査するための集中プロットに隣接して、細根特性を
調査するための 10 m×20 m プロット（0.02 ha）を設置した（写真４－１、図４
－１）。本プロット内のヒノキ立木密度は 800 本 ha-1 である。

４－２－２ 樹幹からの水平距離別の細根系の採取方法
樹幹から水平距離（正確には地表面に沿った斜距離）1 m および 3 m 地点に
おける無傷完全な細根系の採取は、2019 年 7 月に実施された。上記プロット内
に、いずれの樹幹からの距離も 3 m を確保できるヒノキ 4 個体を選択した。各
個体の樹幹から 1 m および 3 m 離れた地点で、末端根から最も太い直径が 2 mm
～3 mm に至るまでの無傷根系を 3 章と同様に丁寧に採取した（写真４－２）。
根系の採取から実験室への持ち帰りまでの過程は３章と同様である。

４－２－３ 細根系の形態解析
３章と同様に実験室に持ち帰り保存された根系は再度脱イオン水で洗浄され
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た。各個体の樹幹から 1 m または 3 m の距離で採取された各 4 根系から代表的
な 3 根系を選び、末端から直径 2 mm に至るまでの 1 つの無傷な細根系全体から
完全な 4 次根を含む 4 つから 6 つの細根系を取り出した。4 次根系の形態解析は
次数分類を用いて、３章と同様の手順で行われた。次数根形態の指標として、次
数別の平均直径、平均根長、比根長 SRL、分岐比 Rb を算出した。また本章では、
細根系構造の指標として分岐頻度 BI（Branching Intensity; no. cm-1; (n+1)次根の総
根長あたりの n 次根の数）（Eissenstat et al. 2015）を算出した。

４－２－４ 次数別形態特性を用いた細根系の再構築
３章と同様に、樹幹からの水平距離 1 m と 3 m の地点における 1 次根から 4
次根までの細根系の模式図を、各次数根の平均直径、平均根長、分岐比 Rb を用
いて再構築し作成した。ここでも各細根系は各次数に平均的な次数根特性（直径、
根長、分岐比 Rb）を持つことを仮定した。

４－２－５ 統計解析
ヒノキ樹幹からの水平距離間における次数別形態特性（根直径、根長、SRL、
Rb など）の差異を検出するために、各地点の平均値を、Student の t 検定を使用
して比較した（P < 0.05、水平距離地点あたり n = 3）。すべてのデータは、分散
と分布の正規性が等しいことを確認した後、不均一分散を減らすために平方根
変換された。
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４－３ 結果

４－３－１ 樹幹からの水平距離別におけるヒノキ細根系の次数別形態特性
樹幹からの水平距離 1 m と 3 m 地点における 1 次根から 4 次根までのヒノキ
細根系内の平均個根数は、それぞれ 76 ± 12 個、92 ± 27 個であった。1 次根から
4 次根の平均個根数は、水平距離 1 m 地点においてそれぞれ 57、14、4、1 個で
あり、3 m 地点においてそれぞれ 68、19、3、1 個であった（図４－２a）。平均
分岐比 Rb は、水平距離 1 m 地点において 3.6～4.1 の範囲であったが、3 m 地点
において 3.4～4.8 の範囲であった。3 m 地点の細根系で 1 m 地点の細根系よりも
次数根間の違いによる分岐比 Rb の大きな変動が見られたが、水平距離の違いで
有意差は認められなかった（P > 0.05）（図４－２b）。
次数別個根の平均直径は、３章のヒノキ細根系と同様に次数の増加に伴い大
きくなった。また、樹幹からの水平距離の違いで平均直径に有意差は認められな
かった（P > 0.05）（図４－３a）。
個根の平均根長も３章と同様に次数が大きくなるにつれて大きくなった（図
４－３b）。水平距離 1 m 地点における細根系の 1 次根から 4 次根の平均根長は
3 m 地点の根長に比べて小さくなる傾向にあったが、有意差は示されなかった（P
> 0.05）（図４－３b）。
4 次根までの細根系の分岐頻度 BI は、次数が増加するにつれて減少した（図
４－３c）。水平距離 1 m 地点における細根系の BI は 3 m 地点の細根系の BI よ
りも大きい傾向にあり、1 次根と 2 次根間（P < 0.01）、3 次根と 4 次根間（P <
0.05）において水平距離の違いで有意差が認められた（図４－３c）。
個根の比根長 SRL は、３章と同様に次数が大きくなるにつれて減少した（図
４－３d）。水平距離の違いにより各次数根に SRL の有意差は認められなかった
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（P > 0.05）。

４－３－２ 次数別形態特性を用いて再構築された水平距離別の細根系
３章と同様に次数別平均直径、根長、および分岐比 Rb を用いて、樹幹からの
水平距離別で 1 次根から 4 次根までの細根系の模式図を作成した（図４－４）。
樹幹からの水平距離 1 m 地点の細根系（図４－４）の分岐頻度 BI は、3 m 地点
の細根系よりも大きく、平均直径、根長は小さい傾向にあった（図４－３a, b, c）。
SRL において樹幹からの水平距離の違いで有意差は認められなかった。

４－４ 考察

本章では、樹幹からの水平距離の違いに着目し、ヒノキ細根系の低次根におけ
る次数形態特性を評価した。その結果、樹幹からの距離 1 m と 3 m で採取され
た 1 次根から 4 次根の個根数、分岐比 Rb、SRL に水平距離別の有意差は認めら
れなかった。すなわち、樹幹からの水平距離の違いにより根端の 1 次根から 4 次
根までの細根系を構成している根数や分岐様式は変わらないことが示唆された。
一方、樹幹からの水平距離 1 m 地点における細根系の個根当たりの平均根長
は、3 m 地点よりも短い傾向にあり、1 次根と 2 次根間、3 次根と 4 次根間の分
岐頻度 BI は 1 m の地点で 3 m よりも有意に大きかった（図４－３c）。細根系の
模式図からも 1 m 地点の細根系が 3 m 地点の細根系よりも密な構造になってい
ることがよく示されている。分岐頻度が高いことは根長当たりの根端が増える
ことを意味し、言い換えれば養水分吸収能力の高い吸収根の割合が高くなるこ
とが考えられる（Eissenstat et al. 2015）。また、北米の落葉広葉樹林においては、
土壌中の局在的な養分パッチで樹木の細根量は増加することが明らかにされて
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いる（Valverde-Barrantes et al. 2015）。樹幹から 1 m 地点の細根系は分岐頻度を大
きくすることでパッチ状にある養分を一度に獲得できる根系となり、その地点
でより細根量が多くなっていることが予測される。一方、樹幹から 3 m 地点の
細根系では個根が長いことから、広い範囲の土壌から養分を獲得しやすい形態
になっているのかもしれない。本章の結果から、同じ林分内におけるヒノキ細根
系は、形態特性の中で根長を伸ばすこと、種特性の指標である分岐比 Rb（Tawa
and Takeda 2016）ではなく、根長当たりの根端数である分岐頻度 BI を変化させ
ることで土壌からの養分獲得戦略を変えている可能性が示された。
既存の細根研究では、樹木個体の樹幹からの水平距離を一定に設定して細根
を採取することで、林分間の細根特性に関する比較が行われてきた（Richiter et
al. 2007a, b; Hirano et al. 2017; ３章）。例えば Richiter et al.（2007）は、Fagus sylvatica
（ヨーロッパブナ）について樹幹から 1 m 地点における細根を採取し、異なる
土壌塩基飽和度 BS の調査地間で細根形態や生理活性を比較し、BS の低い土壌
で根重あたりの根端数が低下することを報告した。本章の結果では樹幹からの
水平距離の違いにより細根形態は変動する可能性を指摘した。したがって細根
形態特性について、複数の調査地間比較を行う時には細根試料の採取地点にお
いても考慮が必要であることが示唆された。
野外の森林の状況を考慮すると、例えば国内人工林では各樹幹から同じ水平
距離の地点で細根を採取する時に、その距離を 1 m または 1.5 m とした場合に、
人工林の立木密度はそれぞれ 2500 本 ha-1、1000 本 ha-1 となる。樹幹からの水平
距離をどの個体からも 3 m 確保すると仮定するとその立木密度は 300 本 ha-1 と
なり、スギ・ヒノキ人工林などで言えば、成長に伴い間伐等が段階的に丁寧に管
理され、最終段階の主伐に近い立木密度になる。しかし、近年の国内人工林では
立木密度が 1000～2000 本 ha-1 程度であることが多いため、樹幹からの水平距離
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を 1 m から 2 m 程度確保できるのが一般的であろう。本章で対象とした 100 年
を超える幸田ヒノキ林では、樹幹から 3 m の距離を確保して細根系を採取する
ことができたが、このようなケースは人工林ではあまり多くない。したがって、
人工林の場合には樹幹から 1 m 地点における細根系を採取し、細根形態を林分
間で比較することは妥当な手法であると結論できる。ただし本章で示されたよ
うに、個体内で細根系の分岐様式は一定であるが、根長を伸ばすなどして本来種
特有な分岐様式を維持したまま土壌環境に適応して細根が反応していることは、
様々な環境条件に対する細根反応を明らかにする際に今後考慮すべきであろう。
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図 4-1 Outline map of the survey area of C. obtusa at the Kota stand.
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図 4-2 a, Relationships between root orders and total number of roots; and b, branching ratio (Rb) of
root orders (mean ± SE) of Chamaecyparis obtusa at 1 m and 3 m distance from the tree
n.s. not significant at P > 0.05, *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05
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図 4-3 a, Average diameter; b, root length; c, branching intensity (BI); and d, specific-root length
(SRL) of root orders (mean ± SE) of Chamaecyparis obtusa at 1 m and 3 m distance from the tree
n.s. not significant at P > 0.05, *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05
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図 4-4 Schematic figures of the fine-root systems from the first- to fourth-order roots at 1 m and 3 m
distance from the tree using the average diameter, length, and Rb
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写真 4-1 Survey area of Chamaecyparis obtusa at the Kota stand.

写真 4-2 Whole intact fine root systems, up to a diameter of 2 mm, in Chamaecyparis obtusa trees at
the Kota stand.
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５章

酸緩衝能の異なる土壌に生育するヒノキ細根系の次数別形態特性の変動

５－１ 背景

森林土壌の酸性化は、窒素（N）降下物や硫黄降下物、樹木の成長に伴う細根
を介した養分吸収による H+の放出やリターの分解によって引き起こされる（De
Schrijver et al. 2012; Duan et al. 2016; Meng et al. 2019）。細根は他の器官よりも環
境や土壌状態の変化に敏感であるため（Hirano et al. 2007）、同樹種内であっても
細根の形態および化学特性は、環境変化への適応によって異なる可能性がある
（Zadworny et al. 2017; Wada et al. 2019; ３章）。Godbold et al.（2003）は、Picea
abies（ドイツトウヒ）の細根において土壌の酸性化に伴い細根量は増加するが、
ターンオーバーが大きくなる、すなわち寿命が短くなることを報告した。陽イオ
ン交換容量に対する塩基性陽イオン濃度（Base Cation, BC）の比率として定義さ
れる土壌塩基飽和度（Base Saturation, BS）が低い場合、Fagus sylvatica（ヨーロ
ッパブナ）と P. abies の細根は短くなる傾向にあった（Braun et al. 2005）。土壌の
酸性化は、カルシウム（Ca）やマグネシウム（Mg）などの塩基性陽イオン BC の
溶脱、および一般に樹木の根の成長を阻害するアルミニウム（Al）イオンの溶出
を引き起こす（Hirano et al. 2007; Vanguelova et al. 2007）。
森林土壌の酸緩衝能（Acid buffering capacity, ABC）の評価は、土壌の酸性化程
度だけでなく、樹木の成長に悪影響を与える可能性を判断するためにも重要で
ある。Takahashi et al.（2001）は、日本全国の森林表層土壌を酸緩衝能を示す交
換性塩基濃度と植物への有害影響を示す交換性 Al 濃度を指標として簡易的に分
類した。本章では、酸緩衝能が高い土壌（High ABC）とは交換性塩基濃度（BC）
が高く交換性 Al 濃度が低い土壌であり、対照的に酸緩衝能が低い土壌（Low ABC）
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とは交換性 BC 濃度が低く交換性 Al 濃度が高い土壌と定義した（Tanikawa et al.
2014）。1990 年代には、林野庁の酸性雨等森林被害モニタリング事業で国内 1034
地点の森林から表層土壌が収集され、それらは上記の通り交換性 BC 濃度と交換
性 Al 濃度に応じて 4 つのグループに分類された（Takahashi et al. 2001）。Tanikawa
et al.（2014）はおよそ 20 年後の 2010 年代に、国内主要造林樹種であるスギ
（Cyptomeria japonica）とヒノキ（Chamaecyparis obtusa）について過去と同じ林
分で、酸緩衝能の高い（High ABC）土壌と低い（Low ABC）土壌を再採取する
ことにより、表層土壌の酸性化程度の変化を評価した。その結果、スギ林では
High ABC の林分で交換性 Ca の蓄積により酸緩衝能がさらに上昇したが、Low
ABC の林分では交換性 Ca の枯渇により酸緩衝能は低下していた（Tanikawa et al.
2014, 2017）。ヒノキ林では、High ABC 土壌と Low ABC 土壌の両方で酸性化が
ほぼ変化しないか進行していた。直径 0.5 mm 以下の微細根にはスギとヒノキの
樹種間で、
High ABC および Low ABC 土壌への対照的な反応が示された（Miyatani
et al. 2016; Hirano et al. 2017）。すなわちスギでは、High ABC 土壌で交換性 Ca と
交換性 Mg が高濃度で蓄積していたため、High ABC 土壌で Low ABC 土壌より
も微細根量が低かったが（Hirano et al. 2017）、このような違いはヒノキでは見ら
れなかった（Miyatani et al. 2016）。ヒノキについて、土壌化学性に最も敏感な器
官である微細根（Makita et al. 2009, 2011, 2012, 2015）であってもその量に有意差
が認められなかった理由はいまだ明らかになっていない。
近年、細根は吸収根と輸送根とに分けることが提案されている（McCormack et
al. 2015）。直径基準を用いた直径階級分類では、この２つの機能を適切に分類で
きない。また機能的に分類する方法は、すべての根が一次（吸収機能）および二
次（輸送機能）成長しているかという解剖学的特性を調べる必要があるため、多
数の細根試料を観察する点で実用的な面から困難さがある（Jia et al. 2011; Tawa
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and Takeda 2015）。次数分類は、直径階級分類よりも根の機能をよりよく反映す
るため（Jia et al. 2011, 2013; Tawa and Takeda 2015; Zadworny et al. 2017）、次数分
類を用いることにより、細根の形態や機能、化学および生理学的特性が、温度や
季節、土壌の N 濃度などによって大きく異なることが明らかにされてきた
（Pregitzer et al. 2002; Wang et al. 2006; Guo et al. 2008; Jia et al. 2011, 2013; Zadworny
et al. 2015; Yan et al. 2019）。
ヒノキでは、1 次根および 2 次根のみが一次成長および吸収機能を持っている
が（Hishi et al. 2006）、３章のヒノキ 3 林分では 1 次根から 3 次根が直径 0.5 mm
以下の根に分類された。土壌中の塩基（BC）は樹木の成長に不可欠であるため、
吸収根は輸送根よりも土壌中の BC 濃度に敏感である可能性がある。土壌中に溶
出した Al3+は、細根、特に根冠に対して毒性を持ち（Singh et al. 2017）、樹木の
根の先端に近い部分の伸長成長と Ca および Mg の吸収阻害を引き起こす（Hirano
et al. 2003, 2007）。したがって、土壌の BC 濃度および Al 濃度に対する細根の初
期の応答を検出するためには、環境変化に感受性の高い吸収根または低次根に
着目する必要がある。
本章の目的は、次数分類が直径階級分類よりも、土壌の酸緩衝能の変動に対す
るヒノキ細根の応答をよりよく表現していることを仮説とし、この仮説を検証
するために、土壌の酸緩衝能が異なる 7 つのヒノキ林分における各次数の根の
直径、長さ、乾燥重量などの形態的特性を明らかにすることとした。

５－２ 材料と方法

５－２－１ 調査地概要
本章の研究は、２章で記述した東海地方の酸緩衝能の高い High ABC 土壌であ
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るヒノキ 3 林分（阿下喜、三ヶ日、沼津）と低い Low ABC 土壌である 4 林分（幸
田、美濃、二本木、静岡西部）の計 7 林分で行われた（表２－２）。詳細は２章
に記載してある。各林分にはプロット（0.01 ha）が設置されており、細根および
土壌特性は調べられている（Tanikawa et al. 2014; Miyatani et al. 2016）。年平均気
温と年降水量は、それぞれ 14.6～16.5°C と 1452～2325 mm の範囲であった。静
岡西部の樹齢が最も若く（41 年生）、幸田が 110 年生で最も古かった。立木密度
は 700～2400 本 ha-1 であった。胸高直径は 19～32 cm の範囲であった（表２－
１）。

５－２－２ 細根系の試料採取
ヒノキ細根系試料は 2016 年 7 月 25 日から 8 月 9 日までに採取された。各調
査地でヒノキ 5 個体を選択し、各ヒノキの樹幹から 1 m の地点で 5 次根までの
6 つの無傷な細根系を採取した（各調査地 30 根系、合計 210 根系）（写真５－
１）
。３章の手順と同様に、細根は調査地で脱イオン水を用いて洗浄し、付着し
た土壌と有機物を取り除いた。それらを湿らせたキムワイプで包み、クーラーボ
ックスに保管し、実験室に持ち帰り冷蔵庫内（4℃）で保存した（３章）。

５－２－３ 次数別形態解析
採取したヒノキ細根系の次数別形態特性について３章と同様に分析した。本
章では、無傷の完全な根端 1 次根から 4 次根までの細根系全体を実体顕微鏡下
で次数分けを行い、各次数根における平均直径と根長を画像解析ソフトウェア
（WinRHIZO Pro 2009c、Regent Instruments、ケベック、カナダ）で測定した。個
根数は手動で数えた。各次数の個根の乾燥重量を測定するために、60°C で 48 時
間乾燥させ、重量を測定した。次数別の比根長（SRL; m g-1; Ostonen et al. 2007）、
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分岐比（Rb; no. no.-1; Kong et al. 2014）を算出した。各次数のデータから、根端 1
次根から 4 次根までの細根系あたりの総根長と総乾重を算出した。

５－２－４ 次数別形態特性を用いた細根系を再構築した模式図
３章と同様に、上記で測定された各次数根の平均直径、根長、および Rb を用
いて、酸緩衝能の高い土壌と低い土壌および各調査地について、1 次根から 4 次
根までの細根系の模式図を作成した。なお、ここでは同じ次数根が、高いまたは
低い酸緩衝能の土壌で、それぞれ同じ直径、根長、および Rb を持っていると仮
定した。また 1 次根から 4 次根までの細根系全体の SRL も算出した。

５－２－５ 統計解析
等分散性と正規性を確認した後、すべてのデータを Box-Cox 変換して、不均
一分散を減らした。JMP Pro 11 ソフトウェア（SAS Institute、USA）を用いて、
二元配置のネスト分散分析（Two-way nested ANOVA; 土壌酸緩衝能でネスト）を
実行して、平均直径、根長、SRL 及び分岐比 Rb において土壌酸緩衝能または土
壌酸緩衝能でネストされた調査地の影響を検出した。次数根特性の有意な差が
二元配置のネスト分散分析によって検出された場合（P < 0.05）、各調査地または
土壌酸緩衝能の平均値は、7 林分間（各調査地 n = 30）についてまたは土壌酸緩
衝能の高低間（Low ABC n = 90、High ABC n = 120）について Tukey（HSD）検
定を用いて比較した。ピアソンの相関係数は、各次数の形態特性（直径、根長、
乾重、SRL、および Rb）、または細根系の総根長、総乾重と、Miyatani et al.（2016）
によって報告された 7 調査地の土壌特性（pH（H2O）、交換性 Ca 濃度、交換性
塩基 BC 濃度、塩基飽和度 BS、交換性 Al 濃度、および CN 比の間で計算された
（表２－２）。
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５－３ 結果

５－３－１ 次数別形態特性（直径、根長、乾重、SRL、Rb）
4 次根までの 210 のヒノキ細根系から合計 16657 個の個根が得られた。1 次根
から 4 次根の平均直径は、酸緩衝能の低い Low ABC 土壌よりも高い High ABC
土壌で有意に大きかった（P < 0.001、図５－１a、表５－１）。また、7 林分間で
1 次根から 4 次根の平均直径に有意差があった（P < 0.05、表５－１）。特に三ヶ
日ヒノキ林の 1 次根の平均直径は、他の 6 林分よりも有意に大きかった（P <
0.05、表５－２）。High ABC 土壌の 1 次根および沼津ヒノキ林など一部の 2 次根
と、幸田ヒノキ林の 3 次根を除く Low ABC 土壌の 1 次根から 3 次根の平均直径
は、0.5 mm 以下であった（図５―１a、表５－２）。
1 次根から 3 次根の平均根長において ABC 間で有意差は認められなかったが
（P > 0.05）、4 次根では Low ABC 土壌よりも High ABC 土壌で有意に短かった
（P < 0.001、表５－１、図５－１b）。沼津ヒノキ林では、1 次根と 2 次根の平均
根長が 7 林分で最も長く、二本木ヒノキ林よりも有意に長かった（P < 0.05、表
５－２）。
1 次根から 3 次根の平均乾重は、Low ABC 土壌よりも High ABC 土壌で有意に
大きかった（P < 0.01、表５－１、図５－１c）。三ヶ日と沼津ヒノキ林における
1 次根と 2 次根の平均乾重は、Low ABC 土壌よりも有意に大きかった（P < 0.05、
表５－２）。
1 次根から 4 次根の比根長 SRL は、Low ABC 土壌よりも High ABC 土壌で有
意に低かった（P < 0.001、表５－１、図５－１d）。幸田ヒノキ林における 1 次根
の SRL は他の林分よりも有意に高かったが（P < 0.05、表５－２）
、幸田ヒノキ
林における 2 次根の SRL は Low ABC 土壌の他の 3 林分における SRL との間に
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有意差は認められなかった（P > 0.05、表５－２）。SRL は二本木ヒノキ林で最も
高く、幸田と美濃ヒノキ林、および High ABC のヒノキ林いずれよりも有意に高
かった（P < 0.05、表５－２）。
1 次根と 2 次根間および 2 次根と 3 次根間の分岐比 Rb に有意差は認められな
かったが（P > 0.05）、3 次根と 4 次根間の Rb は異なる ABC 土壌間で有意に異な
っていた（P < 0.05、表５－１、図５－１e）。幸田ヒノキ林における 2 次根と 3
次根間の Rb は最も高く、三ヶ日ヒノキ林よりも有意に高かった（P < 0.05、表５
－２）。

５－３－２ 細根系の総根長、総乾重、および総個根数
細根系における 1 次根および 3 次根の総根長は、Low ABC 土壌よりも High
ABC 土壌で有意に短かった（P < 0.01、表５－１、図５－２a）。三ヶ日ヒノキ林
では、1 次根から 3 次根の総根長が 7 林分で最も短く、幸田ヒノキ林よりも有意
に短かった（P < 0.05、表５－３）。
1 次根および 2 次根の総乾重は、High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で有意に
低かった（P < 0.05、表５－１、図５－２b）。沼津ヒノキ林における 1 次根の総
乾重は 7 林分で最も高く、幸田ヒノキ林よりも有意に高かった（P < 0.05、表５
－３）。
1 次根から 3 次根の総個根数は、High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で有意に
多かった（P < 0.05、表５－１、図５－２c）。1 次根および 2 次根の総個根数には
7 林分間で有意差が認められた（P < 0.01、表５－１）。1 次根の総個根数は、幸
田と二本木ヒノキ林で他の林分よりも有意に多かった（P < 0.05、表５－３）。
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５－３－３ 細根系の再構築
Low ABC 土壌と High ABC 土壌における 1 次根から 4 次根までの細根系を再
構築した模式図を図５－３に示す。High ABC 土壌における細根系では、直径が
大きく長い根が少なく、Low ABC よりも乾重が大きい（図５－３）。細根系の
SRL は、High ABC 土壌において 18.15 ± 0.49 m g-1 であり、Low ABC 土壌におけ
る 26.19 ± 0.54 m g-1 と比較して、有意に低かった（P < 0.05）。また、各調査地に
おける 1 次根から 4 次根までの細根系の模式図を図５－４に示す。細根系の SRL
は、二本木ヒノキ林で 27.17 ± 0.84 m g-1 と最も高く、三ヶ日ヒノキ林で 13.81 ±
0.64 m g-1 と最も低かった。High ABC 土壌の阿下喜、沼津ヒノキ林ではそれぞれ
20.69 ± 0.71、19.95 ± 0.54 m g-1 であり、Low ABC 土壌の幸田、美濃、静岡西部ヒ
ノキ林ではそれぞれ 26.54 ± 1.36、24.78 ± 0.72、26.28 ± 1.24 m g-1 であった。Low
ABC 土壌の 4 林分の SRL は High ABC 土壌の 3 林分における SRL よりも有意に
高く（P < 0.05）、三ヶ日の SRL は他の 6 林分の SRL よりも有意に低かった（P <
0.05）。

５－３－４ 形態特性と土壌特性との関係性
2 次根の平均直径には、土壌の pH（H2O）、交換性 Ca 濃度、BC 濃度、および
BS と強い正の相関が認められた（P < 0.05、表５－４、図５－５）。1 次根から 3
次根の平均直径と平均乾重には、土壌の交換性 Al 濃度、CN 比との間に負の相
関が認められたが（P < 0.05、表５－４）、2 次根から 4 次根の SRL には交換性
Al 濃度、CN 比との間に正の相関が認められた（P < 0.01、表５－４）。
1 次根から 3 次根の総根長、総乾重と土壌特性との関係性では、2 次根の総乾
重と交換性 Al 濃度との間に負の相関が認められたのみであった（P < 0.05、表５
－４）。1 次根および 3 次根の総個根数は、土壌の CN 比と間に正の相関が認め
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られた（P < 0.05、表５－４）。

５－４ 考察

本章では、ヒノキ細根系に次数分類を用いることで、土壌の酸緩衝能の違いに
よって引き起こされる細根形態の有意な違いを検出可能であることを示した。
特に High ABC 土壌と Low ABC 土壌の間で、1 次根から 4 次根の SRL に有意差
が認められた（図５－１d）。これまでの研究では、同じヒノキ林分から 2011 年
秋に土壌コア法によって採取された細根を、直径 0.5 mm 以下、0.5-1.0 mm、1.02.0 mm に分ける直径階級により分類したが、いずれの SRL にも土壌酸緩衝能の
違いによる有意差は認められなかった（Miyatani et al. 2016）。さらに 2013 年秋
に、根端 1 次根からおおよそ 3 次根程度までの同じサイズ（手のひらサイズ）の
無傷細根系を採取した調査でも、細根系全体の SRL に土壌酸緩衝能の違いによ
る有意差は認められなかった（Miyatani et al. 2016）。本章では、直径 0.5 mm 以
下の根は、High ABC 土壌で 1 次根および一部の 2 次根であったが、Low ABC 土
壌では 1 次根から 3 次根であった（表５－２、図５－１a）。したがって、この次
数別平均直径から判断すれば、Miyatani et al.（2016）によって調査された直径 0.5
mm 以下の根または手のひらサイズの細根系には、Low ABC 土壌では 1 次根か
ら 3 次根までが含まれていたが、High ABC 土壌では 1 次根および 2 次根が含ま
れていたことが示唆される。SRL は次数の増加とともに減少するため（表５－
２、図５－１d）、Miyatani et al.（2016）の Low ABC 土壌の細根系は、高い SRL
を持つ 1 次根から低い SRL を持つ 3 次根で構成される。その結果、この Miyatani
et al.（2016）の Low ABC 土壌の細根系では、High ABC 土壌の 1 次根および一
部の 2 次根で構成される細根系と同程度の SRL を示し、異なる土壌酸緩衝能間
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でヒノキ SRL に有意な差が認められなったことが示唆された。Low ABC 土壌に
おける 3 次根は、既存研究結果（Hishi et al. 2006）より主に吸収機能ではなく輸
送機能を持つと思われる。High ABC 土壌と Low ABC 土壌の間の交換性 BC 濃
度および交換性 Al 濃度の違いは、養分を吸収する 1 次根や 2 次根などの吸収根
に主に影響を及ぼすであろう。本章で用いられたような同じ次数根における形
態特性の比較は、樹木の細根に対する異なる土壌酸緩衝能の影響の検出により
適していることが示唆された。
これまでもいくつかの研究では、実験系の土壌やストレス条件下において次
数根の異なる反応を報告している。Pinus tabuliformis（アブラマツ）では、土壌
への N 添加量の増加とともに 1 次根および 2 次根の個根数、根長、および SRL
は減少した（Wang et al. 2013）。Juglans nigra（クログルミ）では、N 施肥条件下
で 1 次根および 2 次根の直径は増加した（Eissenstat et al. 2015）。しかしながら、
本章のように野外の森林土壌において異なる次数根の反応を報告した研究は国
際的にも非常に少ない。Quercus robur（ヨーロッパナラ）では、肥沃度の高い土
壌（Brunic Luvisol）と低い土壌（Brunic Arenosol）の間で 1 次根から 6 次根の形
態に、有意差は認められなかった（Zadworny et al. 2015）。ヒノキでは、野外の森
林において、褐色森林土におけるアンモニア態窒素濃度の増加とともに 1 次根
から 3 次根の直径が減少し、SRL が増加した（３章）。本章における研究は、次
数分類を用いた野外の森林土壌で生育する樹木細根形態について、土壌の酸緩
衝能の違いによる影響を検出した最初の研究であるといえる。
ヒノキでは、High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で 1 次根から 3 次根の SRL
が高く（図５－１）、4 次根では根長および分岐比 Rb が高かった。交換性 Al 濃
度の増加は、1 次根から 3 次根の平均直径と乾重を減少させ、SRL を増加させた
（図５－１c、表５－２）。土壌溶液中の過剰なアルミニウムイオン Al3+は、根細
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胞のアポプラスト、原形質膜、シンプラストを介して根の成長を阻害する可能性
がある（Singh et al. 2017）。しかしスギでは、Al3+を人工的に負荷した実験条件下
および野外森林における交換性 Al 濃度が高い Low ABC 土壌で、細根はより短
く太い根となっていた（Hirano and Hijii 1998; Hirano et al. 2003; Hirano et al. 2017）。
このような野外森林土壌の異なる酸緩衝能に対するヒノキおよびスギの交換性
Al 濃度に対する細根反応の違いの原因は不明なままである。ただし野外のスギ
林については、次数分類を用いて解析されていない（Hirano et al. 2017）ので、
今後さらに野外森林土壌において細根特性を次数分類を用いて明らかにしてい
く必要がある。
Low ABC 土壌では、土壌が酸性化し、Ca や Mg など交換性塩基濃度が低く、
低次根による吸収に不可欠な栄養素の利用可能性が低いことを示している
（Tanikawa et al. 2014, 2017）。Wang et al.（2013）は、N の不足する土壌では、1
次根および 2 次根で直径が細く、根端数が多くなり、養分吸収を増加させる可
能性があることを示唆している。本章で対象としたヒノキ林の深さ 0-10 cm にお
ける直径 0.5 mm 以下の平均細根量は、High ABC 土壌で約 70 g m-2、Low ABC 土
壌で 160 g m-2 であるものの、有意差は認められなかった（Miyatani et al. 2016）。
本章では、High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で、より細くて乾重の小さい細
根系が生産された（図５－３）。Low ABC におけるこのような細根反応は、養分
吸収に伴い根からの H+が放出されるため、酸緩衝能の低い土壌をさらに酸性化
させる可能性がある。
Godbold et al.（2003）は、ドイツトウヒ（Picea abies）の細根ターンオーバー
が酸性の土壌で高かったと報告したが、本章における Low ABC 土壌で生育する
ヒノキ細根のターンオーバーについてはまだ明らかにされていない。SRL が高
い細い根では一般的に寿命が短いが（Wells and Eissenstat 2001）、細根の枯死後の
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分解過程では、根リターから H+が放出される可能性がある（Tanikawa et al. 2018）。
また SRL が高く呼吸速度が高い細根は、土壌中へ放出する二酸化炭素の量を増
加させる可能性がある（Miyatani et al. 2018）。したがって、森林生態系における
炭素循環への細根の寄与は、高いターンオーバーと根呼吸に伴うより多くの炭
素放出のために、
High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で高くなる可能性がある。
High ABC 土壌よりも Low ABC 土壌で根端数の多い根が存在することは、他の
根よりも高い呼吸速度と高い H+放出でより高い生理活性を持つ 1 次根の数の増
加を示している（図５－３）。したがって、1 次根の数が多い根を持つ Low ABC
土壌では酸性化がさらに進行する可能性がある。Miyatani et al.（2016）は、ヒノ
キにおける土地面積あたりの直径 0.5 mm 以下の細根量が、High ABC の土壌よ
りも Low ABC の土壌で高くなる傾向があることを示しており、これは細根系の
根端数が多いことと一致している。これらの研究結果（Tanikawa et al. 2014, 2017,
2018; Hirano et al. 2017）は、土壌酸性化の加速が細根の酸性土壌への生理的応答
から Low ABC 土壌のヒノキ林で起こる可能性を示唆している。
ヒノキの細根形態は、土壌の酸緩衝能による違いだけでなく、リターの分解程
度と土壌肥沃度の指標である土壌 CN 比の違いによっても異なっていた（図５
－５d）。土壌の CN 比が高いということは、土壌中の有機物含有量が多く、リタ
ー量が多い、もしくは分解速度が遅いことを示している。ヒノキ細根は、鉱質土
層よりも有機物層で成長が速く、根端数も多い（Hishi et al. 2006）
。この結果と
本章の結果を考慮すると、土壌の CN 比も細根の形態に影響を与える可能性が
あることを示唆している。
本章では、ヒノキ細根に次数分類を用いることで、High ABC 土壌と Low ABC
土壌の間で、細根系の形態特性の違いが存在することを明らかにした。土壌の酸
緩衝能が低く、利用可能な栄養分の少ない酸性土壌では、細根系の根端の SRL
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が高くなった。本章の結果は、環境の変化に敏感な細根の形態特性は、従来の直
径分類よりも次数分類を用いて分析したほうが土壌環境に対してより感受性の
高い指標となる可能性があることを示唆している。
現在、窒素酸化物や硫黄酸化物の排出減少傾向にある欧米とは対照的に、発展
途上にある東アジア地域から NOx 排出量と大気中の N 沈着の増加が指摘されて
いる（Liu et al. 2011; Duan et al. 2016）。これらにより、森林生態系の土壌酸性化
が加速する可能性が危惧される。本章の結果から、細根の低次根である 1 次根
から 3 次根は土壌環境の変化に特に敏感であることが明らかとなったため、次
数根の形態特性を用いて森林樹木に対する土壌酸性化の影響評価に貢献できる
可能性がある。これらの特性は、数十年にわたる土壌酸性化モニタリングの感度
の高い指標として使用できるかもしれない。細根形態は土壌の化学的条件だけ
でなく、温度、土壌の N 勾配、土壌の硬度などの他の環境要因によっても変化
する可能性があるため、これらの指標の有用性を確立するためには、さらなる細
根次数特性に関する研究が必要である（Zadworny et al. 2016）。
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表 5-1 Morphological traits of branching order roots into fine root system among seven C. obtusa stands (mean ± SE, n=30)
Soil ABC
Stand
Root diameter (mm)

Root length (cm)

Dry weight (mg)

SRL (m g-1)

Rb (no. no.-1)

Root order
1st
2nd
3rd
4th
1st
2nd
3rd
4th
1st
2ny
3rd
4th
1st
2nd
3rd
4th
1st-2nd
2nd-3rd
3rd-4th

High
Ageki

Mikkabi

Numazu

Low
Kota

Mino

Nihongi

Shizuoka-seibu

0.40 ± 0.01b
0.51 ± 0.01v
0.60 ± 0.02A
0.78 ± 0.03V
0.60 ± 0.04ab
1.19 ± 0.07v
2.17 ± 0.23A
2.64 ± 0.38X
0.22 ± 0.01b
0.60 ± 0.04wx
1.83 ± 0.27A
3.71 ± 0.73W
27.6 ± 1.1cd
20.7 ± 0.6w
14.3 ± 0.8CD
8.7 ± 0.7W
3.31 ± 0.70a
5.07 ± 2.00vw
3.40 ± 1.57A

0.47 ± 0.01a
0.53 ± 0.01v
0.60 ± 0.01A
0.79 ± 0.03V
0.55 ± 0.03b
1.17 ± 0.10vw
1.64 ± 0.20A
3.00 ± 0.31WX
0.32 ± 0.02a
0.83 ± 0.08v
1.80 ± 0.31A
6.17 ± 1.23VW
17.5 ± 0.6e
14.6 ± 0.5x
10.5 ± 0.5E
6.8 ± 0.8X
3.46 ± 0.96a
4.21 ± 1.62w
3.17 ± 1.18A

0.41 ± 0.01b
0.50 ± 0.01v
0.58 ± 0.01A
0.74 ± 0.02V
0.74 ± 0.04a
1.34 ± 0.09v
1.88 ± 0.16A
2.96 ± 0.36WX
0.29 ± 0.02a
0.70 ± 0.05vw
1.51 ± 0.18A
3.98 ± 0.53VW
25.5 ± 0.6d
19.5 ± 0.6w
13.3 ± 0.6D
7.9 ± 0.4WX
4.07 ± 1.18a
4.58 ± 1.92vw
3.10 ± 0.96A

0.35 ± 0.01c
0.45 ± 0.01w
0.57 ± 0.02A
0.82 ± 0.03V
0.62 ± 0.03ab
1.25 ± 0.06v
2.36 ± 0.25A
4.75 ± 0.41V
0.17 ± 0.01c
0.46 ± 0.03xy
1.55 ± 0.20A
7.25 ± 0.85V
38.3 ± 1.7a
28.9 ± 1.3v
17.8 ± 1.1BC
7.9 ± 0.6WX
3.87 ± 1.14a
5.63 ± 2.23v
3.90 ± 1.54A

0.35 ± 0.01c
0.42 ± 0.01wx
0.47 ± 0.01B
0.57 ± 0.02W
0.61 ± 0.04ab
1.15 ± 0.07vw
2.17 ± 0.19A
3.34 ± 0.33VWX
0.20 ± 0.01bc
0.47 ± 0.03xy
1.26 ± 0.13AB
3.05 ± 0.41W
30.8 ± 1.0bc
25.1 ± 0.6v
18.3 ± 0.6B
12.2 ± 0.7V
3.50 ± 0.90a
4.73 ± 1.49vw
3.33 ± 1.24A

0.35 ± 0.01c
0.40 ± 0.01x
0.44 ± 0.01B
0.55 ± 0.02W
0.55 ± 0.03b
0.93 ± 0.06w
1.63 ± 0.13A
4.37 ± 0.49VW
0.18 ± 0.01bc
0.33 ± 0.02z
0.77 ± 0.08B
3.37 ± 0.41W
30.9 ± 1.2bc
28.6 ± 0.9v
22.7 ± 0.9A
13.9 ± 0.7V
3.96 ± 0.82a
4.64 ± 1.41vw
4.67 ± 2.50A

0.35 ± 0.01c
0.41 ± 0.01x
0.45 ± 0.01B
0.57 ± 0.02W
0.59 ± 0.04b
1.17 ± 0.08vw
2.24 ± 0.18A
3.41 ± 0.40VWX
0.18 ± 0.01bc
0.44 ± 0.03yz
1.17 ± 0.09AB
3.19 ± 0.43W
32.7 ± 1.4b
27.4 ± 1.0v
20.4 ± 1.4AB
13.5 ± 1.7V
3.85 ± 1.23a
4.33 ± 1.03vw
3.33 ± 1.24A

Different letters indicate significant difference among stands (P < 0.05)
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表 5-2 Significant differences of morphological traits between ABCs or among stands within ABC
P value
Root morphology
Root order
Soil ABC
Stand (within soil ABC)
Root diameter (mm)
1st
***
***
2nd
***
***
3rd
***
***
4th
***
***
Root length (cm)
1st
NS
**
2nd
NS
**
3rd
NS
*
4th
***
NS
Dry weight (mg)
1st
***
***
2nd
***
***
3rd
**
*
4th
NS
***
SRL (m g-1)
1st
***
***
2nd
***
***
3rd
***
***
4th
***
***
Rb (no. no.-1)
1st-2nd
NS
*
2nd-3rd
NS
NS
3rd-4th
*
NS
Total root length (cm)
1st
**
***
2nd
NS
**
3rd
**
**
Total dry weight (mg)
1st
*
*
2nd
***
NS
3rd
NS
NS
Number of order
1st
***
***
roots (no.)
2nd
**
**
3rd
*
NS

NS not significant at P > 0.05
*** P < 0.001, ** P <0.01, * P <0.05
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表 5-3 Morphological traits of fine root systems by branching order among seven C. obtusa stands
Soil ABC
Stand
Total root length (cm)
Total dry weight (mg)
Number of order
roots (no.)

High
Ageki
Root order
1st
32.46 ± 3.51bc
2nd
20.28 ± 2.21vw
3rd
7.06 ± 0.78AB
1st
11.89 ± 1.18ab
2nd
10.30 ± 1.20vw
3rd
5.80 ± 0.84A
1st
53.7 ± 4.5b
2nd
16.7 ± 1.4vwx
3rd
3.4 ± 0.3A

Mikkabi

Numazu

Low
Kota

Mino

Nihongi

Shizuoka-seibu

23.36 ± 2.17c
14.74 ± 1.37w
5.21 ± 0.65B
13.63 ± 1.31ab
10.37 ± 0.97v
5.78 ± 0.96A
43.2 ± 3.5b
12.9 ± 1.0x
3.2 ± 0.2A

39.07 ± 3.69ab
17.46 ± 1.49vw
5.80 ± 0.60AB
15.49 ± 1.49a
9.10 ± 0.79vwx
4.56 ± 0.54A
52.6 ± 3.6b
13.5 ± 1.0x
3.1 ± 0.2A

47.94 ± 4.75a
26.06 ± 2.46v
9.03 ± 1.17A
13.09 ± 1.37ab
9.66 ± 1.07vwx
6.13 ± 1.02A
77.3 ± 6.2a
20.6 ± 1.6v
3.9 ± 0.3A

30.42 ± 2.35bc
17.07 ± 1.37w
6.74 ± 0.55AB
10.13 ± 0.79b
6.89 ± 0.53vwx
3.88 ± 0.35A
51.5 ± 3.6b
15.4 ± 1.1vwx
3.3 ± 0.2A

42.36 ± 4.08ab
18.32 ± 1.49vw
7.09 ± 0.80AB
13.85 ± 1.24ab
6.50 ± 0.67wx
3.20 ± 0.34A
78.2 ± 6.4a
20.9 ± 2.1vw
4.7 ± 0.5A

32.92 ± 4.03bc
16.42 ± 1.55w
7.28 ± 0.67AB
9.81 ± 0.98b
6.01 ± 0.48x
3.83 ± 0.39A
52.5 ± 4.2b
14.2 ± 1.0wx
3.3 ± 0.2A

Different letters indicate significant difference among stands (P < 0.05, n = 30)
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表 5-4 Pearson coefficients for correlations between branch order traits—(a) root diameter,
(b) root length, (c) dry weight, (d) SRL or (e) Rb—and soil properties at seven C. obtusa
stands
Soil properties
pH
Ca
BC
BS
Al
C/N
(H2O)
Root order
(a) Root diameter 1st
0.72
0.65
0.79*
0.79*
-0.86*
-0.83*
*
*
*
*
***
2nd
0.82
0.75
0.81
0.81
-0.97
-0.88**
3rd
0.73
0.68
0.71
0.70
-0.90** -0.80*
4th
0.55
0.55
0.57
0.57
-0.74
-0.67
(b) Root length
1st
0.04
-0.28
-0.34
-0.36
-0.29
-0.15
2nd
0.28
0.07
0.07
0.06
-0.59
-0.63
3rd
-0.15
-0.13
-0.28
-0.27
0.16
0.03
4th
-0.79*
-0.62
-0.60
-0.59
0.75
0.71
*
(c) Dry weight
1st
0.60
0.45
0.59
0.58
-0.82
-0.79*
**
2nd
-0.70
0.58
0.71
0.70
-0.92
-0.93**
**
3rd
0.75
0.73
0.75
0.74
-0.89
-0.91**
4th
-0.00
0.13
0.25
0.26
-0.25
-0.36
(d) SRL
1st
-0.65
-0.58
-0.72
-0.71
0.72
0.70
2nd
-0.77*
-0.67
-0.78*
-0.77*
0.91**
0.88**
**
3rd
-0.73
-0.64
-0.73
-0.72
0.95
0.95***
4th
-0.56
-0.51
-0.58
-0.57
0.82*
0.79*
*
(e) Rb
1st-2nd -0.59
-0.77
-0.74
-0.75
0.45
0.58
2nd-3rd -0.13
-0.02
-0.16
-0.17
0.12
0.19
3rd-4th -0.48
-0.31
-0.36
-0.35
0.68
0.83*
*** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05, n = 7
BC exchangeable base cations, BS base saturation
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表 5-5 Pearson coefficients for correlations between morphological traits of fine root
system by branch order—(a) total root length, (b) total dry weight, and (c) number of
order roots —and soil properties at seven C. obtusa stands
Soil properties
pH
Ca
BC
BS
Al
C/N
(H2O)
Root order
(a) Total root length 1st
-0.50
-0.53
-0.63
-0.63
0.47
0.66
2nd
-0.20
-0.10
-0.22
-0.22
0.18
0.27
3rd
-0.47
-0.33
-0.46
-0.45
0.56
0.55
(b) Total dry weight
1st
0.18
0.05
0.12
0.11
-0.38
-0.10
*
2nd
0.69
0.70
0.73
0.72
-0.84
-0.74
3rd
0.53
0.61
0.63
0.63
-0.67
-0.69
(c) Number of
1st
-0.56
-0.44
-0.51
-0.51
0.64
0.79*
order roots
2nd
-0.42
-0.24
-0.33
-0.33
0.57
0.72
3rd
-0.48
-0.31
-0.36
-0.35
0.68
0.83*
*** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05, n = 7
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図 5-1 a, Average diameter; b, root length; c, dry weight; d, specific-root length (SRL); and e,
branching ratio (Rb) of root orders (mean ± SE) of Chamaecyparis obtusa in soils with high and low
ABCs.
n.s. not significant at P > 0.05, *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05
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図 5-2 a, Total root length; b, total dry weight; and c, number of root tips (mean ± SE) of
Chamaecyparis obtusa in soils with high and low ABCs.
n.s. not significant at P > 0.05, *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05
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図 5-3 Schematic figures of the fine-root systems from the first- to fourth-order roots at the high and
low ABCs using the average diameter, length, and Rb

図 5-4 Schematic figures of the fine root systems from the first- to fourth-order roots at the a, Ageki;
b, Mikkabi; c, Numazu; d, Kota; e, Mino; f, Nihongi; and g, Shizuoka-seibu in C. obtusa using the
average diameter, length, and Rb
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図 5-5 The relationships between the diameter of the second-order roots and a, pH (H2O); b, base
cation (BC); c, Al; and d, C/N in soils at the seven C. obtusa stands (n = 7).
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写真 5-1 Fine root systems up to fourth-order roots at the a, Ageki; b, Mikkabi; c, Numazu; d, Kota;
e, Mino; f, Nihongi; and g, Shizuoka-seibu stands.
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６章

ヒノキとスギの樹種間における細根次数形態特性の違い

６－１ 背景

スギは日本の主要な人工林樹種であり、その植林面積はヒノキよりも広く、国
内森林面積の 18%を占める（林野庁 2012）。一般的にスギの水分要求量がヒノ
キと比べて高いため（Nagakura et al. 2004）、スギは土壌中の水分や栄養分の豊富
な山の斜面下方である谷側に、一方でヒノキは山の尾根側や斜面中腹部に植栽
される。
ヒノキの根系は水平根型の浅根性であり、水平方向に根を伸ばし、垂直方向に
はあまり根を張らない（苅住 2010）。一方で、スギの根系は深根性の斜出根型で
あり、ヒノキよりも深い位置に根を張ることができる。
スギの細根量は、一般的にヒノキの細根量と比べ少ない。スギおよびヒノキに
おける直径階級別の細根量はこれまでにも報告されているが、Noguchi et al.
（2007）の総説では、それまでにわずかスギ 4 件ヒノキ 3 件など決して多くは
ない（Noguchi et al. 2007）。その後スギでは、奈良県の砂岩および頁岩を表層地
質とする褐色森林土において深さ 50 cm までの直径 2 mm 以下の細根量は 291～
639 g m-2（Fujimaki et al. 2007）、関西地方の褐色森林土に生育する 8 林分におい
て、有機物層と深さ 0-20 cm までの直径 2 mm 以下の細根量は 80～423 g m-2 な
どが報告されているに過ぎない（Hirano et al. 2017）。ヒノキでは深さ 30 cm まで
における直径 2 mm 以下の細根量が、中部地方の褐色森林土に生育する 7 林分で
111～536 g m-2 であったことが報告されている（Miyatani et al. 2016）。なお、細根
量は試料の採取深度に影響を受けるため（Finér et al. 2011a）、研究間の比較には
注意が必要である。
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28 年生のスギでは、人工的な窒素付加により直径階級分類で 1.0 mm 以下の細
根の SRL が増加すること、すなわち細根形態は土壌の化学特性に対して反応性
の高いことが報告されている（Noguchi et al. 2013）。次数分類を用いたスギ細根
に関する研究例では、Tawa and Takeda（2015）がスギ細根の 1 次根から 3 次根ま
での機能について解剖学的に解析し、根数ベースで 1 次根の 86%、2 次根の 53%
の根が一次成長までの吸収根であり、3 次根はすべて二次成長した根であること、
すなわち輸送根であることを報告した。Hishi et al.（2017）は樹齢の異なる 5 林
分において、スギの 1 次根のアーバスキュラー菌根（AM）菌の感染率を調べ、
最も高齢となる 88 年生スギの 1 次根における菌根菌感染率が他の若い林齢に比
べて有意に高いことを示し、高齢林になると細根生産に配分する炭素量より菌
根菌に受け渡す量を優先させるかもしれないことを指摘した。世界的には針葉
樹で AM 菌の共生する樹種についての細根の形態に関する知見は非常に限られ
ており（Tawa and Takeda 2015; Hishi et al. 2017; ３章、５章）、これに該当するス
ギやヒノキが属するヒノキ科の細根形態を明らかにすることは樹木の系統学的
視点からも意義深い。
スギおよびヒノキ林の土壌について、ヒノキ林では、土壌酸緩衝能の高いグル
ープⅠ、低いグループⅣのどちらでも成長とともに 20 年間で酸性化が進むか変
化しない傾向にあり、Ca や Mg などの交換性塩基量が減少する傾向にあった
（Tanikawa et al. 2014）。しかしスギ林では、土壌酸緩衝能の低いグループⅣでヒ
ノキと同様に酸性化が進んだが、酸緩衝能の高いグループⅠの土壌では交換性
Ca 量が増加し、酸性化が緩和される傾向にあった（Tanikawa et al. 2014, 2017）。
スギの根系は深根性でより深くまで伸びることができるため、地中深くにある
Ca を根から水とともに吸収することで、葉や幹に蓄えることができる。さらに、
葉が落ちる過程で Ca は地表面に堆積することができ、分解を介して土壌へと Ca
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が循環する。スギの葉はヒノキの葉と比べて立体的な構造でその形態を保ちや
すい。そのため、平面状の構造をしたヒノキの葉のように堆積したリターが落ち
た場所から移動することなくその場に堆積する。
このように国内の主要な人工林樹種で、根系特性や土壌養分の利用状況に違
いがあるスギ・ヒノキでは、養水分の獲得戦略も異なる可能性が指摘されてきた
（Nagakura et al. 2004; Tanikawa et al. 2014）。しかし、細根系の形態がスギとヒノ
キでどのように異なるかについては、あまり明らかにされていない。スギとヒノ
キの細根形態の違いを理解することは、様々な立地環境を持つ国内の人工林管
理に役立つ可能性がある。そこで本章の目的は、国内の主要な人工林樹種である
スギとヒノキに着目し、細根系の次数別形態特性の違いを明らかにすることと
した。

６－２ 材料と方法

６－２－１ 調査地概要
本章の調査地は、５章において研究対象とした東海地方ヒノキ７林分（表２－
１）および中部関西地方のスギ４林分（北緯 34 度 18 分～35 度 14 分、東経 135
度 04 分～136 度 32 分）（表６－１）を選定した。スギ林の調査地もヒノキ林と
同様に、1990 年代に行われた林野庁酸性雨等森林被害モニタリング事業（林野
庁 1997）で調査された全国の 1034 地点から、兵庫、大阪、三重の中部関西地
方、土壌型として適潤褐色森林土もしくは偏亜型適潤性褐色森林土のスギ林か
ら抽出した。林齢および立木密度が近い４調査地、大阪府高槻市の法貴モニタリ
ングサイト、兵庫県丹波市の黒井モニタリングサイト、三重県度会郡大紀町の間
弓モニタリングサイト、三重県度会郡度会町の脇出モニタリングサイトが選定
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された。
スギ林の調査地にもヒノキ林と同様に土壌及び根系観測集中プロット（0.01 ha）
が設置され、土壌特性と細根特性が先行研究で調べられている（Tanikawa et al.
2014; Wada et al. 2019）（表６－１）。４つの調査地の年平均気温、年平均降水量
はそれぞれ 13.5～15.6°C と 1588～2221 mm の範囲であった。樹齢は 54～69 年
生、立木密度は 700～1100 本 ha-1 の範囲であり、林齢および立木密度は近かっ
た。平均胸高直径は 26～42 cm の範囲であった。表層地質は法貴、黒井、間弓、
脇出でそれぞれ石灰岩、古生層、チャート、黒色片岩である（表６－１）

６－２－２ 4 次根までの細根系の採取法
ヒノキ林分における細根系は５章で扱ったサンプルを用いた。スギ林分にお
ける無傷完全な 1 次根から 4 次根の細根系全体の採取は、2016 年 8 月 31 日から
9 月 6 日にかけて行われた（Wada et al. 2019）。細根系の採取は５章と同様の手
順で行った。いずれも樹木５個体の各樹幹から 1 m の地点にサブプロットを設
定し、各サブプロットで４細根系ずつ、総計 80 細根系を採取した。

６－２－３ 細根系の次数別形態解析
ヒノキの 1 次根から 4 次根までの細根系の次数別形態特性の解析は５章と同
様である。スギの 1 次根から 4 次根までの細根系の次数別形態特性（根直径、根
長、乾重、SRL）は Wada et al.（2019）によってヒノキ細根の解析と同様の手順
で行われたものである。また、本章ではスギ・ヒノキ細根の各次数根における根
組織密度 Root Tissue Density（RTD：g cm-3：体積あたりの乾重）を算出した。
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６－２－４ 細根系内の直径階級別積算根長
WinRHIZO pro 2009c（Regent Instruments、Quebec、Canada）を使用した画像分
析を用いて、細根系の各次数根の直径 0.1 mm ごとにおける直径階級別の総根長
を解析した。ヒノキとスギについて、それぞれ細根系の次数ごとに直径階級別の
総根長の平均値を求めた（ヒノキ n = 210; スギ n = 80）。また、各次数における
細根系内の直径階級別総根長の割合を算出するために、次数別に各細根系の総
根長あたりの直径階級別の総根長の割合を算出した。その後、樹種ごとの平均値
を算出した（ヒノキ n = 210; スギ n = 80）。

６－２－５

統計解析

ヒノキおよびスギの樹種間の次数別形態特性（根直径、根長、乾重、SRL、RTD、
Rb）の差異を検出するために、統計ソフトウェアプログラム JMP Pro 11（SAS
Institute、USA）を用いて、各樹種の平均値を Student の t 検定を使用して比較し
た（ヒノキ n = 7; スギ n = 4）。すべてのデータは、分散と分布の正規性が等し
いことを確認した後、不均一分散を減らすために平方根変換された。

６－３ 結果

６－３－１ 次数別形態特性
ヒノキ７林分の計 210 根系における 1 次根から 4 次根の平均個根数は、それ
ぞれ 58、16、4、1 個であった（図６－１）。一方で、スギ 4 林分の計 80 根系に
おける 1 次根から 4 次根の平均個根数はそれぞれ 69、16、3、1 個であった（図
６－１; Wada et al. 2019）。次数と個根数との関係性は、スギ、ヒノキともに次数
の増加にともない指数関数的に減少する傾向にあった（図６－１）。ヒノキにお
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ける 1 次根の個根数はスギと比べて有意に少なく（P < 0.05）、2 次根から 4 次根
の個根数には樹種間で有意差は認められなかった（P > 0.05）（図６－１）。
ヒノキの 1 次根から 4 次根の平均直径はそれぞれ 0.38、0.46、0.53、0.69 mm
であり、スギの 1 次根から 4 次根の平均直径はそれぞれ 0.41、0.50、0.54、0.69
mm であった。ヒノキの 1 次根と 2 次根の平均直径はスギと比べて有意に小さく
（P < 0.05）、3 次根と 4 次根には有意差が認められなかった（P > 0.05）（図６－
２a）。1 次根から 4 次根の平均根長、平均乾重はいずれも樹種間で有意差があり
（P < 0.05）、ヒノキの個根の根長がスギよりも長く重かった（図６－２b, c）。
比根長 SRL は、ヒノキの 2 次根と 3 次根でスギよりも有意に小さかったが（P
< 0.05）、1 次根および 4 次根では有意な差が示されなかった（P > 0.05）
（図６－
２d）。根組織密度 RTD は、スギ、ヒノキともに 1 次根で 2 次根よりも高く、2
次根から 4 次根にかけて増加する傾向にあった（図６－２e）。ヒノキの 1 次根
から 4 次根の RTD はそれぞれ 0.32 ± 0.00、0.28 ± 0.00、0.31 ± 0.00、0.32 ± 0.00 g
cm-3 であり（図６－２e）、スギではそれぞれ 0.26 ± 0.00、0.22 ± 0.00、0.24 ± 0.01、
0.27 ± 0.01 g cm-3 であった。いずれの次数根においても RTD には樹種間で有意
差が認められ（P < 0.05）、ヒノキ細根の RTD がスギ細根の RTD よりも高かっ
た。
ヒノキ細根の分岐比 Rb は、1 次根と 2 次根間、2 次根と 3 次根間、3 次根と 4
次根間でそれぞれ 3.7 ± 0.1、4.7 ± 0.1、3.6 ± 0.1（no. no-1）であり、スギ細根の分
岐比 Rb は 4.5 ± 0.1、4.8 ± 0.2、3.48 ± 0.2（no. no-1）であった（図６－２f）。ス
ギ、ヒノキともに 2 次根と 3 次根間の分岐比が最も高かった。1 次根と 2 次根間
の分岐比には樹種間で有意な差が示され（P < 0.05）、2 次根と 3 次根間、3 次根
と 4 次根間では有意差が認められなかった（P > 0.05）。
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６－３－２ 細根系の再構築
スギ、ヒノキの 1 次根から 4 次根までの細根系を再構築した模式図を図６－
３に示す。ヒノキ細根系では、スギ細根系と比べて末端根である 1 次根と 2 次
根の直径が小さく、1 次根と 2 次根間の分岐比が小さく、1 次根から 4 次根の根
長、乾重が大きかった（図６－３）。細根系の SRL は樹種間で有意差はなく（P
> 0.05）、ヒノキにおいて 22.7 ± 0.5 m g-1 であり、スギにおいて 24.1 ± 5.7 m g-1 で
あった。

６－３－３ 各次数における細根系内の直径階級別の総根長分布
ヒノキの 1 次根から 4 次根における細根系の直径階級別の総根長分布は、直
径階級 0.3-0.4 mm にピークを示し最も長かった（図６－４a）。スギでは直径 0.50.6 mm の直径階級の根長が最も長く、続いて 0.3-0.4 mm の直径階級でもほぼ同
様に長く、二つのピークがみられた（図６－４b）。
ヒノキにおいて、1 次根と 2 次根では 0.3-0.4 mm の直径階級における根長が
最も長く、総根長はそれぞれ 13.2、6.1 cm であり、各次数根内でそれぞれ 36.4、
33.0%を占めていた（図６－５a, 図６－６a）。3 次根と 4 次根は 0.5-0.6 mm の直
径階級において最も長く、それぞれ 3.1、1.2 cm であり、各次数根内でそれぞれ
26.7、23.1%を占めていた（図６－５a, 図６－６a）。
スギにおいて、1 次根はヒノキの 1 次根と同様に 0.3-0.4 mm の直径階級にお
いて最も長く、総根長は 4.9 cm であり、1 次根内で 29.4%を占めていた（図６－
５b, 図６－６b）。2 次根から 4 次根は 0.5-0.6 mm の直径階級で最も長く、それ
ぞれの総根長は 2.8、1.5、0.54 cm であり、各次数根内でそれぞれ 28.6、31.1、
21.5%を占めていた（図６－５b, 図６－６b）。
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６－４ 考察

本章では、次数分類により、スギとヒノキ細根系の次数別形態特性の違いを示
し、細根系構造の違いを明らかにした。ヒノキとスギの樹種間には、1 次根から
4 次根の平均根長、平均乾重、RTD に有意差が認められた（図６－２b, c, e）。ま
た、末端根に着目すると、1 次根と 2 次根の平均直径、1 次根と 2 次根間の分岐
比 Rb、1 次根の個根数においてヒノキとスギの樹種間で有意差が認められた（図
６－１, 図６－２a, f）。4 次根までの 1 つの細根系あたりで比較すると、ヒノキ
ではスギと比べて根長が長く、土壌に触れる面積が大きいことが示唆される（図
６－３a）。また、一般的にヒノキの細根量はスギと比べて多い（Noguchi et al. 2007;
Fujimaki et al. 2007; Miyatani et al. 2016; Hirano et al. 2017）。そのため、養水分が少
ない土壌に植栽されるヒノキでは、養分吸収能力の高い大きな細根系の細根量
を増やすことで、土壌中にパッチ状に存在している養水分に接触し吸収できる
機会を増やしている可能性がある。一方、スギ細根系ではヒノキと比べて根端数
が多く、直径が大きく、根長が短い根系であった（図６－３b）。
Yahara et al.（2019）は、長野県の褐色森林土に生育するスギとヒノキを含む 11
樹種について、各樹種 3 個体から 4 次根までの細根系を 2 つずつ、すなわち各
樹種 6 つの細根系での形態特性を比較した。ただし 1 次根から 4 次根までの各
次数の分類はされていない。その結果、4 次根までの細根系の RTD では有意差
がないものの、スギがヒノキよりも低い傾向にあることを示した。本章では、ヒ
ノキ 210 細根系、スギ 120 細根系の次数分類を行った結果、1 次根から 4 次根ま
で全ての次数でスギの RTD がヒノキよりも有意に低いことを明らかにした。す
なわちスギでは単位体積あたりの乾燥重量が小さい、根の組織が粗であるか水
分が豊富である細根系であることを示した。また、このように次数分類を適用す
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ることで、形態特性の樹種間差をより明確にできる可能性が示唆された。スギは
ヒノキと対照的に土壌中の養水分が豊富な山の谷側、斜面の下部に植栽される。
本章の次数形態解析の結果から、スギでは土壌中の養水分が豊富な場合、根長を
伸ばして養水分を探索したり接触機会を増やしたりする必要はなく、根系が存
在する場所で養分吸収機能の高い末端根を増やし効率的に養水分を吸収してい
ることが示唆される。このようにスギとヒノキでは生育条件、つまり土壌中の養
水分状態に応じて細根系の形態が異なっていることが示唆される。また、このよ
うな細根特性を含めた樹種の生理生態特性の理解は、適した土壌環境に適した
樹種を植栽することの理解につながり、持続的な森林管理に貢献できるものと
思われる。
アーバスキュラー菌根（AM）菌と共生する針葉樹であるヒノキ科のヒノキ、
スギ、コウヨウザンの 3 樹種において、ヒノキ科の系統樹による遺伝的な分化
はコウヨウザン、スギ、ヒノキの順であった（Gadek et al. 2000）。それぞれの 1
次根の直径はコウヨウザン、スギ、ヒノキの順で小さくなり、進化の順と同じ傾
向にあった（Wada et al. 2019）。原始的な種の 1 次根は太い直径を持っており（Chen
et al. 2016）、進化の過程でより効率よく養分を吸収するために細い根を形成する
ことが 369 樹種の 1 次根で明らかにされている（Ma et al. 2018）。本章の次数形
態解析は、これを支持しこれらの結果に、希少な AM 菌に共生する針葉樹の知
見を新たに加えるものである。このような遺伝的な進化によってヒノキとスギ
の細根系の樹種特性が決定していることも示唆される。
１つの細根系内における直径階級別の総根長において、ヒノキでは直径 0.30.4 mm の階級を持つ根が最も多かった（図６－４a）。スギでは細根系内で直径
階級 0.3-0.4 mm および 0.5-0.6 mm を持つ根が多く、総根長の直径階級別総根長
分布のピークはふた山型になっていた（図６－４b）。次数別でみると直径階級
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0.3-0.4 mm でヒノキでは 1 次根と 2 次根が、スギでは 1 次根が最も長かった（図
６－５a, b）。ヒノキの 1 次根の総根長は 0.2-0.4 mm の直径階級で長く、1 次根の
総根長のうち 50%以上を占めていた（図６－６a）。ヒノキは二次成長して輸送根
になる 1 次根が短く、一次成長までの吸収根の 1 次根が長くなることが考えら
れる。一方、スギの 1 次根では直径階級 0.3-0.4 mm と 0.5-0.6 mm の総根長が長
く、ピークがふた山型となっていた（図６－６b）。これはスギの 1 次根には太め
の根と細めの根があり、太めの根には二次成長し 2 次根となるような根が、細
めの根には一次成長のみで 1 次根で枯死脱落する根が含まれているかもしれな
い。Yahara et al.（2019）は、同様に総根長の直径階級解析を先の 11 樹種で行い、
ヒノキでは高い一つのピークがあることを示し本章の結果を支持している。一
方、スギの 1 次根の総根長は、直径階級 0.4-0.5 mm の 1 つのピークであること
を示し、本章の結果であるふた山型とは異なる。Yahara et al.（2019）では一つの
調査地でわずか 1 樹種あたり 6 細根系の結果に対し、本章における複数調査地
からの 120 細根系や 210 細根系の結果であるため、おそらく前者の結果は後者
の結果の一部に含まれることが考えれる。しかし、これらスギの総根長における
直径階級分布を検証するためには、直径階級別の根の横断面の観察をし、一次成
長を示す皮層細胞の数や大きさ、また二次成長を示す木部の成長などを明らか
にする必要があるだろう。
スギ 1 次根の総根長のピークがふた山型であると仮定すると、1 次根の太めの
根の直径階級は、2 次根の総根長のピークを示す直径と同じ階級になる（図６－
６）。これはスギの太めの 1 次根が 2 次根から継続している根である可能性があ
る。根の成長様式から考えれば、根端の分裂細胞から新たな細胞が作られ伸長す
るため、2 次根の途中から１次根が分岐すれば、2 次根の先端側の根ではもとも
と 2 次根であった根が 1 次根になっている可能性もある。1 次根についてこの様
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子とふた山型を反映した模式図を再構築した（図６－７）。この模式図をこれま
で３章から作成してきた模式図と比較すると、根端部分の成長方向が 2 次根か
らその方向に伸長した 1 次根が存在することで、より現実的な細根系を表して
いると思われる。細根系の模式図は、樹種間や調査地間など細根系の変動を視覚
的に明らかにするために重要であり、その精度高い再構築のためには次数別形
態特性をさらに明らかにしていく必要がある。
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表 6-1 Characteristics of Cryptomeria japonica stands (Wada et al. 2019)
Hoki
Kuroi
Mayumi
Wakide
Latitude
34°56′
35°14′
34°18′
34°22′
Longitude
135°36′
135°04′
136°20′
136°32′
a
MAT (°C)
13.5
14.6
15.6
14.5
MAP (mm)a
1588
1909
2221
2158
Stand age (years)
63
69
68
54
DBH (cm)
42
26
35
29
2
-1
Basal area (m ha )
65
46
54
46
Stand density (tree ha-1)
700
1100
800
1000
Surface geology
Limestone
Paleozoic
Chert
Black schist
-2 b
FRB (g m )
31.1
158.9
58.1
86.0
Ca (cmol(+) kg-1)c
1.6
0.8
6.2
1.7
-1 c
K (cmol(+) kg )
0.2
0.3
0.3
0.3
Mg (cmol(+) kg-1)c
0.4
0.4
1.1
1.3
-1 c
Base cations (cmol(+) kg )
2.3
1.6
7.9
3.4
Base saturation (%)c
7.4
2.4
16.7
8.0
MAT: mean annual temperature, MAP: mean annual precipitation.
DBH: stem diameter at breast height, FRB: fine roots biomass.
a
Data from the Japan Meteorological Agency (1981 to 2010, AMeDAS).
b
For fine roots (diameter: 0-0.5 mm) biomass estimates, samples were obtained from the
soil surface layer (0-10 cm depth) including the organic layer (Tanikawa et al.,
unpublished).
c
Exchangeable cation concentrations in soils (0-10 cm depth) at four points of each stand
(Tanikawa et al., unpublished).
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図 6-1 Relationships between root orders and the number of individual roots on logarithmic
coordinates of fine root systems up to fourth order roots in Chamaecyparis obtusa (n = 210) and
Cryptomeria japonica (n = 80)
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図 6-2 a, Average diameter; b, root length; c, dry weight; d, specific-root length (SRL); e, root tissue
density (RTD); and f, branching ratio (Rb) of root orders (mean ± SE) in Chamaecyparis obtusa and
Cryptomeria japonica
n.s. not significant at P > 0.05, *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05
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図 6-3 Schematic figures of the fine root systems from the first- to fourth-order roots in Chamaecyparis
obtusa and Cryptomeria japonica using the average diameter, length, and Rb
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図 6-4 Accumulated root length by 0.1 mm diameter class per fine root system from first- to fourth-order roots in a, Chamaecyparis obtusa and b,
Cryptomeria japonica
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図 6-5 Accumulated length of each order root by 0.1 mm diameter class per fine root system from first- to fourth-order roots in a, Chamaecyparis obtusa
and b, Cryptomeria japonica
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図 6-6 Percentage of accumulated length of each order root by 0.1 mm diameter class to total length of each order in the fine root system from first- to
fourth-order roots in a, Chamaecyparis obtusa and b, Cryptomeria japonica
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図 6-7 Improved schematic figures of the fine-root systems from the first- to fourth-order roots in
Chamaecyparis obtusa and Cryptomeria japonica using the average diameter, length, and Rb
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７章 総合考察

７－１ はじめに

本章では、３章から６章まで行われたヒノキ人工林における細根系の次数形
態特性に関する研究結果から、まず、１）ヒノキ細根の次数形態特性について、
特に３章と５章の知見に着目して、樹木細根研究からの意義付けを行う。さらに、
２）様々な環境変動下にある環境ストレスに対して、５章で着目した土壌酸性化
を例に挙げながら、次数形態の感受性指標としての可能性を議論する。また、３）
細根の純一次生産（細根 NPP）の精度を高めるため、本研究結果から提言できる
算出方法の提案を行う。各節の最後には、上記３つの視点から、今後解決すべき
樹木の細根形態特性に関する課題を整理する。

７－２ ヒノキ細根次数形態の特徴

本研究は、日本の主要な人工林樹種であるヒノキを対象とし、森林生態系にお
ける炭素循環に大きく寄与する樹木細根（McCormack et al. 2015）に着目した。
細根の研究において広く使われている直径階級よりも、細根系の分岐位置を考
慮した次数分類（Pregitzer et al. 2002）を用いることで、ヒノキ細根系の次数別形
態特性を明らかにした。
３章において、ヒノキ 3 林分における直径 2 mm 以下の細根は最大 7 次根まで
および、生理活性の高い微細根（very fine root）と呼ばれる直径 0.5 mm 以下の根
は 1 次根から 3 次根と対応していることが明らかとなった。樹木細根は直径 2
mm 以下の根として定義されているが（Finér et al. 2011a, b）、根端から直径 2 mm
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以下に達するまでの細根系に着目し、それらを次数分けした研究例は国際的に
も非常に少ない。細根の次数分類は、吸収や輸送といった機能を表すことのでき
る可能性から Pregitzer et al.（2002）により提案され、北アメリカの 9 樹種にお
いて、1 次根から 3 次根までの形態特性が明らかにされた。その後、中国の温帯
地域に生育する 23 樹種について次数分類を用いて 1 次根から 5 次根までの形態
解析がなされたが、そのうちのわずか 4 種、すなわち Fraxinus mandschurica（ヤ
チダモ）、 Larix gmelinii（グイマツ）、 Phellodendron amurense（キハダ）、Pinus
koraiensis（チョウセンゴヨウ）でのみ直径 2 mm に達する細根の次数形態が明ら
かにされた（Guo et al. 2008; Wang et al. 2019）。Zadworny et al.（2017）は、2000
km の緯度方向の勾配に沿った Pinus sylvestris（ヨーロッパアカマツ）林におい
て、直径 2 mm を超える側根から採取した根端から 10 次根までの無傷の細根系
を次数分類した。樹木の細根における根端 1 次根の直径は、0.1 mm 程度から 0.7
mm 程度までと樹種により多様であり（Wada et al. 2019）、研究対象とされる次
数がどの程度の直径をもつ根であるかを評価しておくことは、直径階級で集積
されている直径 2 mm 以下の細根量データ（Jackson et al. 1997; Finér et al. 2011a;
Brunner et al. 2013）を理解する上で必須である。このように細根の定義である直
径 2 mm までの細根系における次数特性を明らかにされた樹種はわずか 5 種し
かなく、国内樹種に限れば直径 2 mm に達するまでの細根の次数特性を明らかに
した研究としては、本研究が初めてである。
このような根端 1 次根から細根定義の直径 2 mm に達するまでの細根系につ
いて次数分類を用いて解析することで、低次根と高次根の形態では異なる土壌
化学性と関係性があることを明らかにした。日本の主要な人工林樹種であるヒ
ノキとスギの次数分類に関する研究では、有機物層に生育するヒノキの 1 次根
と 2 次根の根数ベースで半数が一次成長までの根であることや（Hishi et al. 2007）
、
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スギの 1 次根から 3 次根において一次成長までの根は同じく根数ベースで 1 次
根と 2 次根の半数であったことが報告されている（Tawa and Takeda 2015）。また、
Hishi et al.（2017）は、スギの 1 次根、2 次根、それより基部側の根（basal root）、
さらに基部側の根よりも高次の根（parent root）に着目すると、各次数根の横断
面で観察された原生木部の数は次数の増加に伴い増加し、樹齢の増加により減
少することを報告した。すなわち根の木部構造を作るために高次根では炭素投
資コストをかけるが、樹齢とともにそのコスト配分量が低下することを示唆し
ている。このように国内樹種における末端付近の 1 次根から 3 次根の細根特性
を明らかにした研究はいくつかあるが、細根の定義である直径 2 mm 以下の細根
の次数形態特性を明らかにした研究はこれまで報告されていなかった。根端か
ら直径 2 mm に達するまでの細根系を解析する重要な意義の 1 つは、３章でも議
論したように、これまで直径階級を用いて数多く蓄積された細根量データに、直
径 2 mm 以下の次数形態特性を当てはめ比較することで、何次根の根がどの直径
階級に属し、どれだけの量があるかを推定できるようになることである。
３章よりヒノキ 3 林分の 1 次根から 3 次根において土壌の無機態窒素量によ
り形態が大きく変動する可能性を明らかにした。また、５章と６章において、ヒ
ノキ 7 林分における 1 次根から 4 次根までの細根系において次数別形態特性が
変動し、1 次根、2 次根、3 次根の平均直径はそれぞれ 0.35～0.47 mm、0.40～0.53
mm、0.44～0.60 mm の間で変動し、平均直径 0.5 mm 以下の細根が 1 次根と 2 次
根に相当することを明らかにした。本結果は、３章の 1 次根から 3 次根を直径
0.5 mm 以下の根とする結果と矛盾するようにみられる。しかし、３章では土壌
酸緩衝能の低い幸田と二本木ヒノキ林、酸緩衝能の高い三ヶ日ヒノキ林の 3 林
分を対象としていたため、直径 0.5 mm 以下の細根が 1 次根から 3 次根であった
ものの、６章では酸緩衝能の低い 4 林分と酸緩衝能の高い 3 林分の計 7 林分と
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調査地を多くすることで、調査地間における次数形態の変動性が大きくなり、3
次根の平均直径は 0.5 mm 以上となったことが示唆される。
また、３章と５章で共通して得られた新規性の高い結果として、各次数根の個
根数は次数の増加とともに指数関数的に減少することを明らかにした。このこ
とは、細根内の高次根からどのくらいの個根数に分岐し細根系を成長させてい
くかを予測することを可能とする。すなわち分岐特性である次数解析を用いる
ことで、細根系内の個根配置の特徴からヒノキ細根系における分岐成長様式を
捉えることができる可能性を示した。本研究では、次数別の平均直径、根長、分
岐比 Rb を用いて再構築することで細根系の模式図（３章）を世界で初めて提案
した。この細根系模式図は細根系の形態に関する視覚的理解を助け、調査地間の
違いや樹種間の違いを示すことが可能となった。
細根の 1 次根から 3 次根などの低次根は、環境変動に敏感な器官であるため、
形態を変動させることが報告されている（Pregitzer et al. 2002; Hirano et al. 2007;
Zadworny et al. 2017）。例えば、温帯樹種 Pinus tabuliformis（アブラマツ）におけ
る細根次数の形態特性は、主に 1 次根や 2 次根の低次根おいて、人工的な N 添
加により変化した（Wang et al. 2013）。Liu et al.（2015）は、アーバスキュラー菌
根と共生する亜熱帯 14 樹種における 1 次根と 2 次根において、平均直径の大き
いものほど菌根感染率が高くなるが、その感染率は N、P、K の添加により低下
することを明らかにした。このような樹種間の次数形態特性、または低次根の形
態特性を比較した研究では、各樹種の次数形態の測定は 1 つの調査地のみで行
われており、複数調査地における次数形態の変動性は明らかにされていなかっ
た（Pregitzer et al. 2002; Guo et al. 2008; Yahara et al. 2019）。近年、上述した Zadworny
et al.（2017）は、フィンランド、スウェーデン、ポーランドにおける Pinus sylvestris
の 30 林分において、根端から 10 次根までの細根系について、吸収根の形態特
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性の種内変動に着目し、吸収根の平均直径が、年平均気温が 10°C 上昇すると、
約 0.5 mm から 0.25 mm まで小さくなることを示した。本研究では 30 林分には
及ばないもののヒノキ 7 林分を対象とし、細根系の次数別形態特性を解析する
ことで、ヒノキ細根の樹種特性、形態特性の変動幅を明らかにした。このことは、
複数樹種の細根形態特性を比較する際、ヒノキ細根ではどの程度変動しうるの
かを示すことができた点で意義深いといえる。
６章ではヒノキと同様に日本の主要な人工林樹種であるスギについて、細根
系の次数別形態特性を明らかにし、ヒノキとスギの細根系における土壌養水分
の獲得戦略や根系の成長様式、生育条件による細根系の応答の違いを明らかに
した。スギの 1 次根から 4 次根までの細根系ではヒノキと比べて根端が多く、
根長が短く、根組織密度 RTD が低かった。養水分の豊富である土壌に生育する
スギ（Nagakura et al. 2004）は、養水分を探索するために根系の表面積を広げる
必要があまりなく、吸収根である根端を増やすことで養水分獲得の効率を上げ
ている可能性が考えられた。一方ヒノキでは、スギ細根系と比べて 1 次根と 2 次
根の直径が細く、根長が長く、根系が大きい。一般に直径の細い根ではターンオ
ーバーが大きい（寿命が短い）ため（McCormack et al. 2012）、細い 1 次根や 2 次
根を持つヒノキの細根系ではスギよりもターンオーバーが大きく、土壌中への
炭素供給量が多いことが示唆される。さらに、ヒノキではスギよりも細根量が多
い傾向にあるため（Noguchi et al. 2007）、林分単位でもヒノキ林では炭素循環に
おける細根の寄与率が高い可能性がある。しかし、スギやヒノキの細根ターンオ
ーバーを測定した例は極めて少なく、ヒノキ細根の寿命は 2 年程度（ターンオ
ーバー 0.5 yr-1 ）であることを示唆している研究もあるものの（Noguchi et al.
2017）、今後これらの早急な評価が期待される。
４章において、ヒノキ樹幹からの水平距離における 1 次根から 4 次根までの
101

細根系の次数別形態特性の変動を明らかにした。樹幹から 3 m 離れた地点の細
根系では 1 m 地点の細根系と比べて根長当たりの根端数である分岐頻度 BI が小
さく、根長が長い細根系であった。水平距離に応じて細根系の分岐比 Rb には有
意差がないため分岐数の様式は変わらず、分岐した根長が変動することで細根
系の大きさが変わる可能性が示唆された。３章や５章でも行われたように複数
の調査地において、特に人工林の細根形態の種内変動を明らかにしたい場合に
は、その立木密度が 1000 本 ha-1 から 2000 本 ha-1 程度であることを考慮すれば、
実用的な樹幹からの細根採取の地点距離として 1 m が適切であることが示唆さ
れた。人工林の細根研究について実用的な採取法を提案したことは、評価結果を
比較可能とする手法の統一化の観点から意義深いが、本研究ではヒノキ人工林
の 1 つの調査地の結果であるため、今後この提案をさらに検証していく必要が
ある。
本研究では、ヒノキ人工林の細根形態について次数分類を用いて明らかにし
てきたが、人工林でも下層植生など多様な木本植物が生育するため、人工林にお
ける炭素循環を考慮する上では、様々な種の細根形態特性を明らかにしていく
必要もある。また、それぞれの樹種特性を理解する上では、1 次根や 2 次根など
吸収根でも根直径の変動幅があるため（Ma et al. 2018; Wada et al. 2019）、様々な
環境をもつ複数の調査地において評価していく必要があるだろう。また、Wang
et al.（2006）は、Larix gmelinii と Fraxinus mandshurica の細根次数の形態特性は
季節や土壌深さとともにも変化しうることを指摘している。ヒノキの樹種特性
を評価するためには、その季節変化や土壌深さ別における次数形態特性も今後
明らかにしていく必要がある。
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７－３ 環境変動の指標としての細根次数の形態特性

３章において、ヒノキ細根系の低次根である 1 次根から 3 次根の形態が土壌
中の無機態窒素量で、また５章において 1 次根から 4 次根の形態が土壌酸緩衝
能の違いにより、それぞれ変動する可能性を示した。既存の直径階級を用いた細
根研究では、微細根と呼ばれる直径 0.5 mm 以下の細根において形態や量、生理
活性が土壌環境により大きく変動することが報告されている（Makita et al. 2009,
2011; Hirano et al. 2017）。例えば、有機物層と鉱質土層におけるスギの細根にお
いて、微細根を含む直径 1 mm 以下の細根量および根端密度は、ともに有機物層
において多かった（Tawa and Takeda 2016）。コナラ林ではこのような微細根の呼
吸量が高いことが明らかにされており、それらの値は大きく変動し 3.8～11.3
nmol CO2 g-1 s-1 であった（Makita et al. 2009）。この微細根における呼吸速度の変
動性の大きさは、おそらく微細根に共生する菌根菌の呼吸が関連している可能
性が指摘されている。Pinus sylvestris の微細根では 155 年生の林分で比根長 SRL
が 5 年生、45 年生、63 年生の 3 林分よりも高く、根密度 RTD は低くなっていた
（Makita et al. 2016）。さらに、この微細根の呼吸速度は樹齢が高いほど高かった
ことから、高齢の微細根ほど土壌養分獲得に適した形態に変化していることが
示唆されている（Makita et al. 2016）。このように林分環境に対して感受性の高い
微細根に着目することで、土壌環境における変動の影響を検出できることが知
られている。
土壌酸性化に着目した研究では、Godbold et al.（2003）が酸性土壌に生育する
Picea abies（ドイツトウヒ）について、直径分類の 2 mm 以下の細根形態を評価
し、土壌が酸性になるほど比根長 SRL が低下することを明らかにした。スギで
は微細根において酸緩衝能の低い土壌に生育する比根長 SRL が酸緩衝能の高い
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土壌と比べて低下したこと、さらに微細根量も酸緩衝能の低い土壌で多くなっ
たことが明らかにされている（Hirano et al. 2017）。スギとは対照的に、Miyatani
et al.（2016）は、５章と同じヒノキ林 7 林分において、微細根量と形態を土壌酸
緩衝能の違いに着目し解析したものの、それらに有意な差は認められなかった。
本研究では、上記のように着目されてきた直径階級の微細根という分類で検出
できなかった影響について、細根の分岐成長様式や機能特性をより表す次数分
類を適用することで、土壌酸緩衝能の違いにおけるヒノキ細根形態の有意な変
化を検出することを可能とした。特に分岐様式が評価可能な根端から 4 次根ま
での「細根系」を対象とすることで、次数別形態特性（直径、根長、分岐比 Rb）
を測定し、それら用いて模式図を再構築することにより、異なる酸緩衝能の土壌
に生育するヒノキの細根系形態の変動性を視覚的に示すことを可能とした。
欧米では土壌酸性化に対する森林における樹木細根への影響について、1980
年代から報告があり、細根量については減少、増加、あまり影響はないなど樹種
や調査地により異なる影響が明らかにされてきた（Schulze 1989; Persson 1992;
Joslin and Wolfe 1992; Godbold et al. 2003; Borken et al. 2007）。しかしながら、これ
まで土壌酸性化に対する細根次数特性の変動性について調べられた研究の報告
例はなかった。本研究では、土壌の酸性化程度の指標として土壌酸緩衝能に着目
し、異なる酸緩衝能の土壌に生育するヒノキの 1 次根から 4 次根について次数
別形態特性を解析したことにより、酸性化が進んだ土壌で各次数の平均直径が
小さい根系になることを明らかにした。また、酸緩衝能の高い土壌では各次数の
直径 0.5 mm 以下における総根長割合は、それぞれ 1 次根で 75%（1 つの細根系
あたり 1 次根の総根長の 75%が直径 0.5 mm 以下の根）、2 次根で 47%であった。
一方、酸緩衝能の低い土壌でその割合は 1 次根で 93%、2 次根で 79%であった。
すなわち土壌の酸緩衝能の違いにより細根系内の直径階級別の総根長割合が異
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なることを明らかにした。また、土壌酸性化に関連する化学性と平均直径などの
細根形態との関係性では、2 次根の形態で 1 次根よりも相関が高く、土壌化学性
への反応が高いことを示唆した。既存研究では、直径階級分類による細根形態に
ついて土壌酸性化に対する変動性が報告されてきたものの、細根系内のどこに
位置する根が影響を受けているか、つまり根の分岐成長様式に関しては考慮さ
れていなかった。しかし本研究の結果より、ヒノキ細根系では低次根の中でも末
端根である 1 次根よりも 2 次根においてその影響が表れやすい可能性が示唆さ
れた。これはおそらく 1 次根よりも 2 次根の成長期間すなわち酸性土壌の環境
に晒される時間が長いことが理由の一つと考えられた。
このように土壌環境の変動に対する細根形態の機微を明らかにするためには、
一般的に吸収機能が高いといわれる 1 次根から 3 次根を含む完全な 4 次根まで
の細根系を採取することがよいと思われる。本研究の結果から、同じ次数の平均
直径を評価することで土壌の酸性化程度に応じて影響があるか否かを判断でき
る可能性がある。すなわち本研究結果から、ヒノキ細根の低次根における形態特
性が土壌酸性化の影響を検出する感受性指標として提案できる可能性を示した。
土壌酸性化は持続的な森林管理の視点からみれば土壌劣化の 1 つであり、ヒノ
キの細根形態に影響を与える可能性があることから、今後国内の人工林管理を
考える上でも本研究の知見は重要といえる。さらに土壌における枯死細根の分
解過程で放出される H⁺は、枯死葉よりも酸性化を促進させる可能性があり、酸
性環境における細根量の増減、形態に関連する細根ターンオーバーや分解過程
については人工林の土壌劣化に関する視点から今後さらに明らかにしていくべ
きである（Tanikawa et al. 2018）。樹木細根も土壌と同様に酸性環境で変動（劣化）
し、生産性が落ちる、もしくは枯死量が増えることで根への炭素投資量の変化を
もたらし、森林生態系における根の NPP の重要性が変化しうることを、森林生
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態系の炭素循環を考慮する上では注意する必要がある。
細根形態の変動要因は土壌酸緩衝能だけではなく、土壌硬度や深さ、降水量、
気温などの他の要因も考えられる（Zadworny et al. 2017; Wang et al. 2020）。本研
究では土壌酸性化の影響指標として提案したように、次数形態特性を環境変動
の指標として確立するためには、これらの他の影響要因と複合的に判断するこ
とが必要である。また、４章で樹幹からの水平距離に応じた細根形態における変
動の可能性を示したが、細根影響指標の実用的な手法の一つとして樹幹から 1 m
離れた地点に生育する細根系を対象とすることは、上述した通り国内人工林の
場合に妥当であると考えられる。今後、細根特性の様々な変動要因と次数形態特
性との関係性を明らかにすることは、森林生態系における細根動態および炭素
動態の包括的な解明につながるであろう。

７－４ 次数形態特性を用いた細根 NPP の新しい算出方法の提案

森林における炭素循環を考慮する際、樹木が正味に固定した炭素量として、純
一次生産量（NPP）があり、
「ある特定の期間に新たに生産された有機物の総量」
として定義されている（Clark et al. 2001）。森林生態系の NPP において細根 NPP
は 10%から 50%などと大きく寄与しており（野口 2020）、細根の NPP を精度高
く求めることは、地球規模における陸域生態系の炭素循環を理解するためにも
重要である。
本章では、対象としたヒノキ 7 林分の土壌表層の深さ 0－10 cm における細根
について、既報の平均細根量 171 g m-2 を用い（Miyatani et al. 2016）、細根ターン
オーバーを一般的な細根に用いられる 1.0 yr-1（細根平均寿命 1 年、Jackson et al.
1997）、ヒノキ細根で推定されている 0.5 yr-1（寿命 2 年、Noguchi et al. 2017）、森
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林炭素循環モデル Biome BGC で常緑針葉樹に用いられている 0.26 yr-1（寿命 3
年 10 か月、White et al. 2000; Pietsch et al. 2005; Neumann et al. 2020）、吸収根と輸
送根のターンオーバーをそれぞれを 1.0 yr-1 と 0.2 yr-1（吸収根寿命 1 年、輸送根
寿命 5 年、McCormack et al. 2015）と仮定した時、本研究の次数根形態特性の結
果を応用した細根 NPP の算出手法を提案する。
次節以降、細根 NPP をさらに以下の 4 つの場合について算出する。
（A）直径 2 mm 以下の細根すべてを 1 つのカテゴリとみなす場合
（B-1）直径 2 mm 以下の細根を吸収根（1 次根から 3 次根）と輸送根（4 次根以
上）の 2 つのカテゴリとみなす場合
（B-2）直径 2 mm 以下の細根の吸収根は 1 次根と 2 次根であること、かつ、直
径 0.5 mm 以下の根とし、残りを輸送根とした 2 つのカテゴリとみなす場合
（B-2-1）異なる土壌酸緩衝能の次数形態に（B-2）を適用する場合
これらについて、（A）（Jackson et al. 1997; White et al. 2000; Pietsch et al. 2005;
Neumann et al. 2020）と（B-1）（McCormack et al. 2015）はすでに幅広く用いられ
てきた算出方法であるが、（B-2）と（B-2-1）は本研究の次数形態特性を用いた
新たな提案算出方法である。最終節にこれらの応用について、今後の課題を整理
する。

７－４－１ 細根を 1 つのカテゴリとした場合（A）の細根 NPP の算出
全球レベルにおける森林樹木の細根量はその多くの研究で直径階級を用いて
明らかにされてきた（Finér et al. 2011a）。細根の NPP は、細根生産量として求め
るか、細根量と細根ターンオーバーから以下の式で求めることができる。
細根の NPP = 直径 2 mm 以下の細根量（g m-2）× 細根ターンオーバー（yr-1）
全球レベルでは、細根ターンオーバーを 1 yr-1（細根平均寿命１年）
（Jackson et al.
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1997）と仮定し、細根の森林生態系における炭素循環への寄与率は 33%である
と推定されている（Jackson et al. 1997）。ヒノキ 7 林分の平均細根量をもとに細
根を一つのカテゴリ、すなわち直径 2 mm 以下の細根は同じターンオーバーであ
ると仮定すると以下の通り細根 NPP が算出される。
（A１）直径 2 mm 以下の細根すべてのターンオーバーを 1 yr-1 である（全球の
細根の場合、Jackson et al. 1997）と仮定した場合、
ヒノキ細根 NPP = 171（g m-2）× 1（yr-1）= 171（g m-2yr-1）
（A２）直径 2 mm 以下の細根すべてのターンオーバーを 0.5 yr-1 である（ヒノキ
の場合、Noguchi et al. 2017）と仮定した場合、
ヒノキ細根 NPP = 171（g m-2）× 0.5（yr-1）= 85.5（g m-2yr-1）
（A３）直径 2 mm 以下の細根すべてのターンオーバーを 0.26 yr-1 である（常緑
針葉樹の場合、White et al. 2000; Pietsch et al. 2005; Neumann et al. 2020）と仮定し
た場合、
ヒノキ細根 NPP = 171（g m-2）× 0.26（yr-1）= 44.5（g m-2yr-1）
と算出される。以上のように、細根ターンオーバーを 1 yr-1 の時の細根 NPP を
100%とすると、それぞれの値は 50%、26%まで低下する。

７－４－２ 2 つのカテゴリ（吸収根と輸送根）の場合（B-1）による細根 NPP
の算出
McCormack et al.（2015）は、直径 2 mm 以下の細根において吸収根（absorptive
root）と輸送根（transport root）の 2 つの機能に分ける機能分類を提案した。直径
2 mm 以下の細根を機能的に分ける場合、吸収根のターンオーバーを 1 yr-1（寿命
1 年）、輸送根のターンオーバーを 0.2 yr-1（寿命 5 年）もしくは 0.1 yr-1（寿命 10
年）として以下のように細根 NPP を算出した。
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細根 NPP = 吸収根の細根 NPP（NPPab）＋ 輸送根の細根 NPP（NPPtr）
= 吸収根量（FRBab）× 1（yr-1）＋ 輸送根量（FRBtr）× 0.2（yr-1）
McCormack et al.（2015）は細根を吸収根と輸送根に分類し、全球レベルの細
根 NPP を算出することで、Jackson et al.（1997）による森林生態系における細根
NPP の寄与率 33%は 22%に低下し、見積もりが過大評価であることを指摘した。
すなわち、McCormack et al.（2015）の機能分類を用いた二つの細根カテゴリに
よる細根 NPP は、一つの細根カテゴリである Jackson et al.（1997）の細根 NPP
の約 66%になった。
しかしながら、樹木の細根について機能的な分類をするためには細根横断面
の解剖学的観察が必要であり、吸収根と輸送根に分けた既存研究も極めて少な
い。そこで機能分類が行われていない直径 2 mm 以下の細根を吸収根と輸送根に
分類するために、McCormack et al.（2015）は機能をよく反映した次数分類を用
いて簡易的に 1 次根から 3 次根を吸収根、4 次根以上を輸送根と仮定した。
本節でも、吸収機能が高い 1 次根から 3 次根でターンオーバーが短く、輸送
機能が高い 4 次根から 7 次根でターンオーバーが長い根と仮定した。３章の結
果より、ヒノキ 3 林分において直径 2 mm 以下全体の細根系における 1 次根から
3 次根までの各次数の平均直径は 0.5 mm であったため、直径階級分類された直
径 0.5 mm 以下の細根は 1 次根から 3 次根であると仮定した。ヒノキ 7 林分にお
ける直径 0.5 mm 以下の細根量は 126 g m-2、直径 0.5－2.0 mm の細根量は 45 g m2

であった（Miyatani et al. 2016）。そこで、上述した McCormack et al.（2015）と

同様に次数分類を用いて機能分類を行うことで、
（１）吸収根のターンオーバーを 1 yr-1、輸送根のターンオーバーを 0.2 yr-1
（２）ヒノキ 3 林分における直径 2 mm 以下全体の細根系の次数別形態特性より
直径 0.5 mm 以下の細根が 1 次根から 3 次根で吸収根である
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と仮定すると
ヒノキ細根 NPP = 126（g m-2）× 1（yr-1）＋ 45（g m-2）× 0.2（yr-1）
= 135（g m-2yr-1）
と算出できる。直径 2 mm 以下の細根すべてを 1 つのカテゴリ（ターンオーバー
1 yr-1）とした場合と比べて細根 NPP の値は 78.9%に減少した。本研究のように
直径 2 mm 以下の細根すべてを対象として次数分類を用いて次数形態特性を明
らかにすることで、既存研究の直径階級別の細根量を次数形態特性の平均直径
と比較対応できるようになり、細根 NPP の精度向上に貢献できる可能性がある。

７－４－３ 2 つのカテゴリ（吸収根と輸送根）の場合（B-2）による細根 NPP
の算出
５章ではヒノキの林分数を 7 林分に増やすことで、平均直径 0.5 mm 以下の細
根は 1 次根と 2 次根となることを示した。さらに６章では 1 次根から 4 次根の
1 つの細根系における直径階級別の総根長を求めた。細根 NPP の算出には、根
長ではなく根乾重が必要である。そこで５章よりヒノキ 7 林分における 1 次根
から 4 次根の比根長 SRL はそれぞれ 29.1、23.5、16.8、10.1 m g-1 であることを
利用し、これらを直径階級別の各次数別の総根長に乗じることで、直径階級別の
各次数根の乾重を推定した（図７－２）。この結果から直径 0.5 mm 以下の 1 次
根から 4 次根のうち 1 次根と 2 次根の総乾重割合は 86%を占めた。そこで、
（１）吸収根のターンオーバーを 1 yr-1、輸送根のターンオーバーを 0.2 yr-1
（２）ヒノキの 1 次根と 2 次根、かつ直径 0.5 mm 以下の細根が吸収根である
（３）土壌面積当たりの細根の次数別総乾重の構成割合は、１つの細根系あたり
の次数別総乾重割合と同様である
（４）各次数根の比根長 SRL は、直径階級にかかわらず同様である
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と仮定すると
ヒノキ細根 NPP = 126（g m-2）× 0.86 × 1（yr-1）
＋（126（g m-2）× 0.14 + 45（g m-2））× 0.2（yr-1）
= 121（g m-2yr-1）
となった。すなわち直径 2 mm 以下の細根すべてを一つのカテゴリ（ターンオー
バー 1 yr-1）とした場合と比べて、細根 NPP は 73.7%に減少した。本計算では、
６章のように各次数における直径階級別の総根長と各次数別の比根長 SRL を用
いて直径階級別の総乾重割合を推定することで新たな算出方法が提案された。

７－４－４

異なる土壌酸緩衝能の次数形態に（B-2）を適用する場合（B-2-1）

５章において土壌酸緩衝能の違いにより、ヒノキ細根の次数別形態特性は変
動し、酸緩衝能の低い土壌に生育するヒノキ細根系の直径は細くなることを明
らかにした。酸緩衝能が低く酸性化が進んだ土壌に生育するヒノキ細根系の中
で、平均直径 0.5 mm 以下の細根は 1 次根から 3 次根に相当した。一方、酸緩衝
能の高い土壌では 1 次根のみが平均直径 0.5 mm 以下の細根に相当した。
そこで６章と同様の方法で、土壌酸緩衝能の違いによりヒノキ細根系におけ
る各次数の直径階級別の総根長を算出した（図７－２）。また５章で酸緩衝能の
低い土壌では 1 次根から 4 次根の比根長 SRL がそれぞれ 33.2、27.5、19.8、11.9
m g-1 であることを利用し、直径階級別の各次数根の総乾重を算出した。その結
果、直径 0.5 mm 以下の 1 次根から 4 次根のうち 1 次根と 2 次根の総乾重割合は
84%を占めた（図７－３a）。また酸緩衝能の高い土壌では 1 次根から 4 次根の
SRL はそれぞれ 23.5、18.3、12.7、7.8 m g-1 であった。直径階級別の各次数根の
総乾重を算出すると、直径 0.5 mm 以下の 1 次根から 4 次根のうち 1 次根と 2 次
根の総乾重割合は 90%を占めた（図７－３b）。酸緩衝能の低い土壌における直
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径 0.5 mm 以下の細根量は 163 g m-2、直径 0.5－2.0 mm の細根量は 42 g m-2 であ
り、酸緩衝能の高い土壌における直径 0.5 mm 以下の細根量は 77 g m-2、直径 0.5
－2.0 mm の細根量は 48 g m-2 で報告されている（Miyatani et al. 2016）。そこで
（B-2）と同様に細根 NPP を土壌酸緩衝能別に算出するため、
（１）吸収根のターンオーバーを 1 yr-1、輸送根のターンオーバーを 0.2 yr-1
（２）ヒノキの 1 次根と 2 次根、かつ直径 0.5 mm 以下の細根が吸収根である
（３）土壌面積当たりの細根の次数別総根長の構成割合は、１つの細根系あたり
の次数別総根長割合と同様である
（４）各次数根の比根長 SRL は、直径階級にかかわらず同様である
と仮定すると、
酸緩衝能の低い土壌では、
ヒノキ細根 NPP（Low）= 163（g m-2）× 0.84 × 1（yr-1）
＋（（163（g m-2）× 0.16 ＋ 42 g m-2）× 0.2（yr-1）
= 151（g m-2yr-1）
酸緩衝能の高い土壌では、
ヒノキ細根 NPP（High）= 77（g m-2）× 0.90 × 1（yr-1）
＋（（77（g m-2）× 0.10 ＋ 48 g m-2）× 0.2（yr-1）
= 80（g m-2yr-1）
と算出できる。直径 2 mm 以下の細根すべてを一つのカテゴリ（ターンオーバー
1 yr-1）とした場合と比べ、酸緩衝能の低い土壌では細根 NPP の値は 74%に、酸
緩衝能の高い土壌では 64%に減少した。土壌酸緩衝能が異なる、すなわち土壌
酸性化の程度が異なることは、細根の量や形態、ターンオーバーに変化をもたら
す可能性が高い（Godbold et al. 2003; Miyatani et ai. 2016; Hirano et al. 2017）。この
ような土壌酸性化に対する細根の反応は、炭素循環に寄与する細根 NPP を比較
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的大きく変動させる可能性があることから（Godbold et al. 2003）、酸性土壌環境
にある様々な森林や樹種において、今後、次数分類を適用した細根動態の解明が
期待される。

７－４－５ 今後解決すべき課題
本章の細根 NPP の算出に用いた細根ターンオーバーは、全球レベルで用いら
れてきた値 1 yr-1（Jackson et al. 1997; McCormack et al. 2015）をもとに仮定した。
本研究で着目したヒノキについては、研究例が少ないものの細根ターンオーバ
ーは、直径 1 mm 以下の細根において約 0.5 yr-1（寿命 2 年）程度としている
（Noguchi et al. 2017）
。また森林の炭素循環モデルの一つである Biome-BGC で
は、葉と細根のターンオーバーは同じであると仮定し、常緑針葉樹には 0.26 yr1

を用いている（White et al. 2000; Pietsch et al. 2005; Neumann et al. 2020）。７－４

－１で算出した（A）の方法のように、細根ターンオーバーの値は、細根 NPP の
値を大きく変動させるため、これらの値の早急な評価が求められる。さらに吸収
や輸送といった細根機能別また次数別のターンオーバーはほとんど明らかにな
っていないため（Huo and Chen 2019）、比較的新しいスキャナ（土壌に埋設して
画像からターンオーバーを解析する）法（Dannoura et al. 2008）やイングロース
コア法による細根ターンオーバーの広域的な精度高い測定が必要である。
細根を機能別に吸収根と輸送根の二つのカテゴリとした（B-1）の手法を用い
て様々な樹種における細根 NPP を算出する場合、それぞれの樹種において完全
な 4 次根を含む次数形態特性を明らかにする必要がある。1 次根から 3 次根が直
径 0.5 mm 以上の根であった場合、直径 1.0、2.0 mm 以下の細根のうち 1 次根か
ら 3 次根が本来は重量ベースで何%を占めるかを評価する必要がある。
（B-2）を用いた細根 NPP の算出では、ヒノキ細根における 1 次根と 2 次根、
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かつ、直径 0.5 mm 以下の細根を吸収根と仮定した。ヒノキでは個根数ベースで
1 次根と 2 次根の半分が一次成長までの根、すなわち吸収根であると報告されて
いるが（Hishi et al. 2006）、これは 1 つの調査地における結果であり、本研究の
複数調査地で見てきたように他の調査地でも同様な吸収根の割合であるとは限
らない。そのため、複数調査地におけるヒノキ細根の解剖学的観察を行い、吸収
根の割合を評価することが必要である。
また、細根量と形態は土壌深さの違いにより変動する（Makita et al. 2011;
Miyatani et al. 2016; Hirano et al. 2017）。さらに、樹木の生育する斜面上部や下部
といった位置や林分の場所によって細根量は変動する（Noguchi et al. 2007;
Montagnoli et al. 2020）。このように土壌条件に伴う細根動態の変動により、吸収
および輸送といった細根機能の割合や次数形態特性も変動し、吸収根に相当す
る次数別直径が異なる可能性もある。
細根 NPP は、細根量と細根ターンオーバーを用いる代わりに、土壌連続コア
法やイングロースコア法などにより細根生産量を評価することでも推定可能で
ある（An and Osawa 2020）。ヒノキでは細根生産量として 122～306 g m-2yr-1 の範
囲が報告されている（Noguchi et al. 2007; An and Osawa 2020）。一方でこれらは
一つの調査地ごとに様々な手法で評価され比較が難しいこと、年間の細根枯死
量や枯死細根の分解速度測定の評価が難しいことなど、未だ解決すべき課題が
多い。
森林生態系における炭素循環の評価において、細根 NPP の寄与率の推定は最
後のブラックボックスと言われてきた（Strand et al. 2008）。本研究では、次数分
類から形態特性を明らかにすることで、既存の直径階級別の細根量データを利
用するというこれまでにない新たな細根 NPP の算出方法の提案を行った。本研
究のように様々な樹種における細根の次数形態特性の解明は、吸収や輸送とい
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う細根のもつ基礎的な機能から、また既存の数多く集積されてきた細根データ
から、それぞれの森林における炭素動態評価の精度向上に貢献できるであろう。
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表 7-1 Definition of absorptive and transport roots in Chamaecyparis obtusa for calculating fine root NPP in each scenario
Absorptive root
A1
A2
A3
B-1
B-2
l

B-2-1 (Low ABC)
B-2-1 (High ABC)

< 2 mm
〃
〃
first- to third-orders
< 0.5 mm and
first- to third-orders
〃
〃

AFRBa
(g m-2)
171g
171
171
126

TRabsb
(year-1)
1h
0.5i
0.26j
1k

108

1

137
69

1
1

Transport root
None
〃
〃
fourth- or more orders
Fine root other than
< 0.5 mm and first- to third-orders
〃
〃

TFRBc
(g m-2)
0
0
0
45

TRtrsd
(year-1)
None
None
None
0.2k

FRNPPe
(g m-2year-1)
171
85.5
44.5
135

Decrease ratef
(%)
0
50
74
21

63

0.2

121

29

68
56

0.2
0.2

151
80

26
36

a

AFRB: Absorptive fine root biomass, bTRabs: Turnover rate of absorptive roots,
c
TFRB: Transport fine root biomass, dTRtrs: Turnover rate of transport roots
e
FRNPP: Fine root net primary production, FRNPP is calculated as AFRB multiplied by TRabs plus TFRB multiplied by TRtrs
f
Decrease rate is calculated as FRNPP for each scenario (A2~B-2-1) divided by NPP of all fine roots with turnover rate of 1 (A1)
g

Biomass of fine roots < 2mm at 0-10cm depth in 7 C. obtusa stands (Miyatani et al. 2016)
Turnover rate of fine roots in global scale (Jackson et al. 1997)
i
Turnover rate of fine roots in C. obtusa (Noguchi et al. 2017)
j
Turnover rate of fine root in evergreen needle trees (White et al. 2000, Pietsch et al. 200, Neumann et al. 2020)
k
Turnover rate of fine roots in global scale (McCormack et al. 2015)
l
ABC: Acid buffering capacity of soils
h
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図 7-1 Schematic figures of fine root systems from the first- to fourth-order roots in a, Cryptomeria japonica, and in b, Chamaecyparis obtusa in soils with
c, acid buffering capacity in soils, or with d, different horizontal distances from tree

117

図 7-2 Accumulated root dry weight by 0.1 mm diameter class per fine root system from first- to fourth-order roots in Chamaecyparis obtusa
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図 7-3 Accumulated root length by 0.1 mm diameter class per fine root system from first- to fourth-order roots at the a, low and b, high ABCs
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図 7-4 Accumulated root dry weight by 0.1 mm diameter class per fine root system from first- to fourth-order roots at the a, low and b, high ABCs
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