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南アルプス山岳域において，樹幹流に含まれる化学成分を分析し樹皮形態の森林水文学的な意義を検証することを目

的とした。筑波大学山岳科学センター井川演習林にて，それぞれ異なった樹皮形態の特徴を持つ4樹種の樹幹流のpH・
炭素量・無機イオン濃度を，種間および樹冠通過雨，林外雨との間で比較した。樹体から溶脱する成分の濃度は，粗く

裂けた樹皮の樹種で高くなり，樹皮表面の沈着物由来と考えられる洗脱成分は，滑らかな樹皮の樹種の樹幹流に多く含

まれていた。無機態窒素の樹皮形態による影響は小さかった。結果より，樹皮形態の樹幹流へ影響の仕方は物質によっ

て異なり，特に溶脱成分や一部の洗脱成分への影響が大きいことが示唆された。 

キーワード：樹幹流，樹皮形態，樹冠通過雨，林内雨 

 

Ⅰ はじめに  
降雨や大気からの沈着物は，森林生態系において

主要な栄養塩の供給源である。森林への降雨（林内

雨）の多くは，樹冠の葉や枝に触れて樹冠通過雨

（throughfall）として，さらにその一部は樹木の幹表

面を伝って樹幹流（stemflow）として地面に到達す

る。樹幹流が総降水量に占める割合は低いものの，

樹木の根元に集中して流入するため樹木の生育にと

って重要である（10）。 

樹冠通過雨や樹幹流には樹体からの溶脱成分や，

降雨成分の沈着物および林内の乾性沈着物が樹体表

面から洗脱された成分が含まれる一方で，樹体で吸

収される成分もある。樹体から溶脱する成分として

無機陽イオンである K+，Ca2+および Mg2+や有機物な

どが，洗脱の起きる主な成分として Cl-, SO4
2-, Na+が，

吸収される成分として NO3
-や NH4

+といった無機態

窒素成分が挙げられる（1）。Lu et al.（4）は，樹幹

流による森林の栄養塩収支の観点から，チベット高

原のマツ林で林外雨，樹冠通過雨および樹幹流の無

機イオンを長期間モニタリングし，樹幹流に含まれ

る Cl-, SO4
2-, Na+が沈着物由来であること，無機態窒

素は幹上で吸収されていることを検証した。 
また，樹幹流は樹種によって固有の pH があるこ

と（8）や，溶脱のしやすさが異なること（2, 3），幹

上での水の流れ方に差があること（3, 12）が解明さ

れてきた。特に Van Stan et al.（12）は，ブナとナラ

において表面の凹凸を細密に計測し，幹の直径に対

する表面の入り組み度合いと樹幹流の流量について，

樹皮の粗いナラのほうが水の保持率が高いことを示

唆した。このように，樹幹流を特徴づける要因とし

て樹皮の解剖特性が挙げられる。 
そこで今回は，多様な樹皮の形態と樹幹流の化学

成分に着目し，樹皮形態によって水の流れ方が変わ

るのであれば，幹を流下することで変化する化学成

分も樹皮形態の影響を受けるとの仮説を立てた。本

論文では，樹幹流の化学成分の種間の違いを明らか

にし，樹皮形態の機能的な意義を検証することを目

的とした。 
 
Ⅱ 材料と方法 

1．調査地 
調査地は，静岡県静岡市に位置する筑波大学山岳

科学センター井川演習林（以下，井川演習林，北緯

35.34055，東経138.22500）内である。標高は1,060 m，
年平均気温は 11.4℃（4－9 月: 13.2℃，22.8℃，10－
3 月: 1.0℃，11.0℃），年間降水量は 3110.1 mm（4－9
月: 344.4 mm，10－3 月: 171.5 mm）である（アメダ

スによる統計期間：1981 年-2010 年，気象庁 HP よ

り）。井川演習林は，日本の中央部である南アルプス

に位置する。静岡市街地から約 50 km と都市部から

離れているため，大気汚染による雨水中の窒素成分

および硫黄成分への影響が低いと考えられる。  
 
2．対象樹種 
調査対象とした樹種とその樹皮形態の特徴を図－

1 および表－ 1 に示す。オニグルミ Juglans 
mandshurica Maxim. var. sachalinensis（Komatsu）
Kitam.（図－1a），ケヤマハンノキ Alnus hirsuta（Spach）
Turcz. ex Rupr. var. hirsuta（図－1b），ヒメシャラ

Stewartia monadelpha Siebold et Zucc.（図－1c），ミズ

メ Betula grossa Siebold et Zucc.（図－1d）の 4 種を対

象とした。樹皮形態の特徴について，粗くて深く縦

裂する種としてオニグルミを，滑らかで樹皮表面が

斑状に剥がれる種としてヒメシャラを，中庸な粗さ
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である種としてケヤマハンノキを，皮目の向きが横

向きである種としてミズメを選択した。 
 

 
図－1． 対称樹種の樹皮形態の写真 

a）オニグルミ b）ケヤマハンノキ 

c）ヒメシャラ d）ミズメ 

 

 

表－1．対象樹種の樹皮形態の特徴およびサンプル

の DBH(cm)  

 

 

3．林外雨，樹冠通過雨および樹幹流の採取 
調査期間は 2017 年 5 月から 10 月である。5 月か

ら 7 月に選木および装置の設置を行なった。対象木

の条件として，単木で生育しており幹の傾斜が少な

く，他種の樹冠の被覆やツル植物の影響が小さい個

体を選木した。9 月から 10 月に水サンプルの採水お

よび化学分析を行なった。 
林外雨（以下 RF）および樹冠通過雨（以下 TF）

を 5 L ポリタンクの蓋に穴を開け，直径 9 cm の漏

斗を取り付けて採水した。リターや昆虫などの混入

防止のため，漏斗の中にピンポン玉を置き，漏斗全

体にネットを被せた。RF 用タンクを井川演習林事務

所内の全天地に 1 ヶ所，TF 用タンクを 1 個体につき

3 ヶ所，樹幹から約 1 m の地点に設置した。 
樹幹流（以下 SF）を以下の方法で採取した。まず

トラップ付近で雨水が浸み出すのを防ぐため，サン

プルの樹幹の集水面付近の地衣類を剥ぎ，パラフィ

ンワックスを塗布した。次に幅 5 cm・厚さ 5 mm の

ゴムロールを集水面の下側に巻き付け，その上に予

め採水口を取り付けた幅 25 cm・厚さ 3 mm のゴムシ

ートを巻き，樹幹との間にガラス棒を適宜差し込ん

で隙間を作った。ゴムの接着には瞬間接着剤とコー

キング用のシリコンを用いた。次に，外側のゴムに

ついている採水口に，両端に水道管用シールテープ

を巻き付けたビニルホースの一端を差し込み，もう

一端を蓋に穴を開けた 5 L ポリタンクに接続した。

最後にビニールテープでタンクを樹幹に固定した。 
調査対象である 4 種について 1 種につき 3 個体を

設定し，調査期間中の 3回の降雨イベント（9月 16-18
日，9 月 22-23 日，9 月 27 日-10 月 7 日）について，

各降雨後の 9 月 20 日（RF，TF，SF），9 月 26 日（SF）
および 10 月 10 日（RF，TF，SF）に採水した（図－

2）。なお 9 月 22-23 日の降雨イベントは降水量が少

なかったため，SF のみを採水した。調査期間中に合

計 110（RF 2 サンプル，TF 72 サンプル，SF 36 サン

プル）の採水サンプルを得た。 

 
図－2．調査期間中の降水と採水時期 

降水量は気象庁 HPアメダスによる気象データ 
（国土交通省気象庁，

http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php#!
table, 2017 年 10 月 15 日最終閲覧）  

種名 樹皮形態 DBH (cm)
オニグルミ 粗く，深く縦裂 48.4

26.6
30.2

ケヤマハンノキ 中庸なざらつき 27.6
20.2
24.8

ヒメシャラ 滑らか，斑に剥げる 26.8
22.2
17.7

ミズメ 滑らか，横向きの皮目 34.7
24.2
27.0
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4．採水サンプルの化学分析 
各サンプルの pH，電気伝導度 EC，全炭素量（Total 

Carbon，以下 TC），無機態炭素（Inorganic Carbon，以下

IC），不揮発性有機炭素（Non-Purgeable Organic Carbon，
以下NPOC），および無機イオン濃度（Cl-, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, 
NH4

+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+）を計測した。 
pH計測にガラス電極pH計（HORIBA，東京）を，EC

計測にはEC計（HORIBA，東京）を用いた。TC，ICお

よび NPOCの計測にTotal organic carbon analyzer（TOC-V 
CSH，島津製作所，京都）を用いた。TC および IC の計

測後に水サンプルに塩酸を添加し，揮発性の無機態炭素

を揮発させてからNPOCを計測した。TCと ICの差を全

有機炭素量 （Total Organic Carbon，以下TOC）として求

めた。サンプルを0.45μmフィルター（GLCTD-MCE2545，
島津GLC，東京）で濾過した後，イオンクロマトグラフ

ィー（Prominence シリーズ，島津製作所，京都）を用い

て無機イオン濃度の計測を行なった。 
統計解析はR version 3.4.2（6）を用い，一元配置の分散

分析（Analysis of variance，ANOVA），Tukeyの多重比較

により行なった。 
 

Ⅲ 結果 

降雨イベントごとの各サンプルのpHおよびECを表－

2に示す。pHはイベントによって変化し，RF，TFおよ

びSFそれぞれの間において有意差は検出されなかった

（ANOVA，F[2，106] = 1.742，p = 0.18，表－2）。しかし，

傾向としてはRFがSFおよびTFより低かった。種ごと

のSFは，9月20日と10月10日の採水分でオニグルミ

が最も高く，ケヤマハンノキ，ミズメ，ヒメシャラの順

になった。また全ての種においてRFのpHよりも高くな

った。TFについて，同じ順序であったが全体にSFより

低く，9月20日はRFより低いものもみられた。9月26
日の採水分ではミズメが最も高く，次いでオニグルミ，

ケヤマハンノキ，ヒメシャラの順に低くなった。ECにつ

いて，RFが極めて低く，SFはTFより高い傾向を示した

（ANOVA，F[2，106] = 13.55，p < 0.001）。Tukeyの多重比較

検定によると，SFでオニグルミが最も高く，次いでミズ

メが高く，ケヤマハンノキおよびヒメシャラは低かった。 
全降雨イベントにおける種ごとの IC，TC，TOCおよ

びNPOCを図－3に，無機イオン濃度を図－4に示す。 
まず，樹体からの溶脱成分として，SF中の有機炭素量

および無機陽イオンのうちMg2+，Ca2+およびK+の3種の

陽イオン濃度（図－4g，h，i）は，樹種ごとに似たような

傾向を示した。TOC，NPOCおよび ICについて，TCと

ICの差から求めたTOCと塩酸を添加して発揮性の炭素

を除いて分析したNPOCではほぼ同じ傾向が見られ

（ANOVA，TOC：F[8，101] = 2.826，p < 0.01；NPOC：F[8，

101] = 10.19，p < 0.001，図－3），Tukeyの多重比較検定に

よると，SFの濃度は樹皮に粗い縦裂のあるオニグルミが

顕著に高く，他の3種では，比較的ケヤマハンノキが高

く，滑らかな樹皮を持つヒメシャラおよびミズメは低か

った。全ての種において，炭素量の各項目はTFよりSF
で高くなった。また，TFについての種ごとの傾向は得ら

れなかった。Tukeyの多重比較検定によると，ICについ

てSFにおける種ごとの傾向はオニグルミが顕著に高く，

他の3種では比較的ミズメが高くなり，全有機炭素量の

傾向と比較してミズメが高くなった（図－3）。Mg2+，Ca2+

およびK+の各濃度について，RF，TF，SFおよびSFの種

間で異なり（ANOVA，Mg2+： F[8，101] = 27.7，p < 0.001；
Ca2+：F[8，98] = 42.67，p < 0.001；K+：F[8，101] = 22.26，p < 0.001），
Tukeyの多重比較検定によると，RFおよびTFでは極め

て低く，幹を介したSFで上昇し，SFの中では粗い樹皮

のオニグルミが顕著に高かった。また K+濃度は特に高く，

低濃度であった3種の中でケヤマハンノキが比較的高か

った。ミズメのSFのみMg2+濃度およびCa2+濃度がTFよ
り減少した。 
次に洗脱される成分である。Cl-濃度はRF，TF，および

種ごとのSFで異なり（ANOVA，F[8，101] = 12.36，p < 0.001，
図－4a），全ての樹種において RF から TF で濃度が減少

し，TF より SF が高くなった。Tukey の多重比較検定に

よると，SFでは樹皮が滑らかで撥水するようなヒメシャ

ラが最も高く，ケヤマハンノキとミズメは低かった。SO4
2-

表－2．2017年9－10月における採水サンプルのイベントごとの pHおよびECの平均値 

 

カッコ内は標準偏差を示す。 

－ 31 －



の濃度はRF, TF, SFおよび種間での有意差は示されなか

った（ANOVA，F[8，101] = 2.047，p<0.05，図－4d）が，RF
がTFおよびSFに対して高くなり，SFではミズメが比較

的高かった。オニグルミとケヤマハンノキでは TF から

SFでわずかに減少，ヒメシャラとミズメではTFからSF
でわずかに増加する傾向にあった。Na+の濃度は，RF，
TF, SFの間で異なり（ANOVA，F[8，101] = 3.602，p < 0.01，
図－4e），Tukeyの多重比較検定によると，RFが顕著に高

く，TFで減少し，SFはTFよりわずかに高くなった。TF
およびSFの中で種ごとの差はなかった。 

 第三に，吸収されると考えられる無機態窒素を含む無

機イオン（NO2
-，NO3

-，NH4
+）の結果が図－4b, c, fであ

る。NO3
-とNH4

+では，オニグルミにおけるNH4
+濃度を除

いてRF，TF，SFの順に濃度が減少したが，SFの種ごと

の有意差は得られなかった（ANOVA，NO3
-：F[8，101] = 2.391，

p < 0.05，NH4
+：F[8，95] = 1.549，p = 0.151，図－4c, f）。ま

たNO3
-は，9月20日採水のRFには含まれたが，10月10

日採水分のRFには検出されなかった。NO2
-はTFでのみ

検出され，RFおよびSFには含まれなかった（図－4b）。 

 
図－3．対象4種の IC，TC，TOCおよびNPOC（ppm） 

図中のバーは標準偏差を，同じアルファベットは多重比較検定においてp > 0.05となり，有意差がないことを示す。 

 

 
図－4．対象4種の無機イオン濃度（mol / L） 

図中のバーは標準偏差を示す。同じアルファベットは多重比較検定においてp > 0.05となり，有意差がないことを示す。
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Ⅳ 考察 

樹幹流に含まれる化学成分は，樹体から溶脱したもの，

降雨や林内における沈着が洗脱したもの，降雨中の成分

が吸収されたものの 3 つに大別され，それぞれに樹皮形

態の影響が異なることが示唆された。 
まず，炭素量と無機陽イオンのうちの K+，Ca2+および

Mg2+は，RFにおける濃度が極めて低く，樹体からの溶脱

であることが確認された。これらの陽イオンは植物の多

量養分元素であり，直達の降雨からは得られない栄養素

として，岩石やリターフォールなどを通して樹木と土壌

を循環する（9, 11）。今回の結果から，リターに加えて樹

幹流が重要なミネラル源であり，樹皮特性によりその循

環量や速度が異なると考えられた。また，ECに関してこ

れら溶脱の物質濃度の結果を反映したものと考えられる。

一方 IC については SF においてミズメで特徴的に高くな

り，pHでも同じ序列になったことから，pHと ICには樹

皮以外の樹種特性が関わっていると考えられる。なおpH
は，樹種によって異なることが示唆されていた（8）が，

今回の結果からは種による有意な差は検出されなかった。 
次に沈着物の洗脱成分は，樹皮の影響による濃度変化

が溶脱成分とは異なることが示唆された。Cl-では種間の

SFで濃度の違いが見られたが，溶脱成分とは逆に樹皮が

滑らかなヒメシャラで濃度が高く，同じ滑らかな樹皮で

も横に皮目のあるミズメでは低くなった。樹皮表面の沈

着成分を洗い流すという点では，滑らかな方がその沈着

を洗い流しやすく，横向きの構造を持つミズメやケヤマ

ハンノキでは洗脱が妨げられると考えられる。 SO4
2-では，

種ごとの動態の有意差は示されなかったが，今回の 4 種

のうち樹皮の比較的粗いオニグルミとハンノキの SF で

はTFよりわずかに減少し，滑らかな樹皮を持つヒメシャ

ラおよびミズメの SF ではわずかに増加していることか

ら，SO4
2-は粗い樹皮上では表面に留まり，滑らかな樹皮

上では洗脱されると考えられる。Na+の洗脱は樹種による

影響をほとんど受けないことが示された。  
無機体窒素 （NO2

-，NO3
-，NH4

+） は，樹冠下で降雨

成分より減少することが報告されており（4, 5），その要

因として樹体による吸収あるいは樹皮表面の地衣類や微

生物による消費などの影響が示唆されている（5）。しか

し，今回の結果は，降雨中のN濃度が極めて低くNの由

来が降雨であることは示されなかった。しかし，これら

のイオン濃度は，オニグルミのNH4
+を除いてTFからSF

で減少する傾向にあり，樹体に触れる過程で吸収されて

いることが検証された。また，その種間の差は見られず，

樹皮形態は吸収に大きく影響しないことが示唆された。

オニグルミの SF で高い NH4
+濃度が検出された理由とし

て，粗い樹皮の隙間に虫などの生物が混入したことや，

表面積の大きい樹皮のため地衣類や藻類が付きやすく，

それらの影響により NO3
-への硝化過程に影響を及ぼした

ことや，それらの枯死体由来のNH4
+だと考えられる。な

お，樹幹流に溶存する無機態窒素成分に関して，NO3
-に

対してNH4
+は植物体の生死の影響を受けることが報告さ

れている（7）ことを考慮すると，オニグルミの樹皮は，

今回の他の対象樹種と比較して死細胞であるコルク質が

発達しており，NH4
+の動態は樹皮形態に影響される可能

性が示された。NO2
-濃度に関して，TF のみで検出され，

SF と RF からは検出されなかったことから，NO2
-は樹冠

からの洗脱が主であり，幹ではイオン態が変わると考え

られる。  
樹皮形態と樹幹流の関係に関して，Levia & Herwitz（3）

は，アメリカのマサチューセッツ州の落葉樹林において，

本研究で取り扱った樹種に近い3樹種（アメリカミズメ，

ヒッコリー，アカガシワ）について樹皮サンプルの浸水

実験を行い，樹皮の粗さが水分保持に影響すること，ま

た主な溶脱成分である K+および Mg2+の溶脱に関係する

可能性を報告した。ヒッコリーにおいて K+および Mg2+

の溶脱が大きく，アメリカミズメで小さかったことは，

本研究においてそれぞれ類似する樹皮を持つオニグルミ

とミズメにおいても同じ傾向が示された。樹皮の粗さと

水分保持については，Van Stan et al.（12）も言及しており，

ナラとブナにおいて樹皮の粗さが水分保持に関連し，降

水イベント中の樹幹流の流量変化に関係するとされてい

る。これらの知見に加え，本研究では他の無機イオンや

有機成分を対象としたことで，成分ごとに樹皮形態の関

わり方が異なることが示唆された。 
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