
はじめに

　めざましい発展を遂げる中国の退耕還林政策で、こ

の 20年に取上げられたカラマツ属の役割が、まず、注

目される（Zhang et al. 2000）。この中で日本の国土面積

以上の植林を達成した。中国の国土保全の基本は森林

管理であると位置づける習近平主席の指針の 1つに「生

態文明都市構想」があり、うらやましいほどに環境保

全と再植林活動には十分な支援がある（小池2019）。ただ、

この政策には、自国の木は切らない、という項目もあ

る。そのためか、極東ロシア・アムール州と中国・黒

竜江省は冬期、河の凍結によって地続きになり、ロシ

ア側の森林は、中国への木材の供給源になってきた（小

池 2006）。
　この供給源は、地表を被う明るいタイガ（＝カラマ

ツ属の分布）であるが、その成立には永久凍土の存在

を無視できない（松浦 1997, 2021a）（図− 1）。寒冷で降

水量の少ないシベリアでは Köppen の気温・降水量と

植生からは、ステップにしか成らない場所にカラマツ

属の針葉樹が広く分布できること、この地域の植生が

地球規模の気象にも大きな影響を持つこと、を紹介し、

本稿ではカラマツ属の森林保全と植林の積極的意義を

紹介したい。

シベリアの種組成と植生存続の鍵

　1992年夏に、私はヤクーツク生物研へ派遣された（太

田ら 1993）。ロシアへの入国が可能になったことと京都

議定書のカーボン収支に貢献するタイガの CO2 吸収・

固定機能の評価のためであった。空路、窓から風景に

釘付けになったが、KöppenやWhittakerらの理屈では草

原のはずの場所に、地平線の彼方まで森林が広がって

いた。生物研試験地はレナ川の氾濫原に位置している

ため砂地で、乾燥に耐性のあるオウシュウアカマツの

変種も生育していた。降水量が少なくても、内陸性の

気温上昇や山火事で凍土が溶け、水分は地下から供給

されて森林を養っている。ただ、地表面に塩が溜まっ

てしまい天然下種更新は阻害される。

　ヤクートの上空からは、ところどころに湖のような

空き地がみられた（図− 2）。ヤクート語でアラスと呼ぶ

“池”の存在が目に付く。現地の先住民ヤクートの言葉

に「1つのアラスに 1つのお墓」があって、過度な利用

を戒めていると聞いた。調査開始前に、白夜に近かっ

たが 23時半くらいから、地鎮祭に似たシャーマンによ

る血の儀式のあと、一同でトーテムポールを設置せね

ば、調査に入ることはできなかった（図− 3）。当時は一

刻もはやく調査したかったのだが、今となれば、あの

儀式は「持続可能な開発」への現地で培われた御作法

だったのであろう。しかし、その本当の意味は、中央

シベリア・スカチェフ森林研究所のツゥラ試験地での

試験地作成時の凍土との「出会い」までは実感できな

かった。

　山火事後 20年程度は、黒々としたシベリアカラマツ

が広がっているが、80～ 100年経た場所では、疎林に

なっていた（図− 4）。山火事後、高温と炭によって黒

くなると表面が日射を吸収して溶けた凍土面から水分

が供給され、地表面に更新したカラマツ類を養ってい

た（松浦ら 2021a）。しかし、林冠が閉鎖すると林床へ

到達する日射が遮られ、凍土面が回復した。1962年の

Yoda et al. の自己間引きで示された光を巡る地上部の競

争密度効果（川口 2020）だけでは説明できない現象も、

凍土地帯の森林での調査によって、地下部での養水分

の獲得競争による新たな競争原理の発見につながった
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図− 1　ユーラシアにおけるカラマツ属と凍土の分布

 Larix sibirica：シベリアカラマツ、Larix gmelinii ：ダフリカカラマツ、L. kaempferi：（ニホン）カラマツ（小池

ら 1998 から改作）

図− 2　極東ヤクーツク上空からのタイガの風景。池の

ように見えるのはアラス（小池　原図）。

図− 3　野外調査開始前のトーテムポールによる“地鎮祭”

（ヤクート生物研究所野外試験地）（小池　原図）。

図− 4　中央シベリアの山火事後のシベリアカラマツ林

 A：山火事後 20 〜 30 年程度（林冠の閉鎖が始まる）、B：山火事後 80 〜 100 年、凍土面が回復し、地上部に

は衰退が見られる）（小池　原図）。
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（Osawa et al. 2010）。調査地へ向かうヘリコプターから、

山火事後の森林再生の経年変化を見て理由が想像でき

た。永久凍土は森林を育み、森林は凍土を護っている。

シベリアカラマツの森林の中を細い帯のようなトウヒ

類の生育が見られるが、そこは小川的な水筋が走って

いる場所である。

　北海道では冬季乾燥害として理解されるが、拡大造

林の時代に土壌調査をして植えてはいたが、未だに発

生するトドマツの成木にまでいたる枯死現象がある（丸

山ら 2021）。北海道の事例から、広大なシベリアを被

うカラマツ類の耐凍性特性が推察できる。土壌凍結の

ため、常緑樹（トウヒ類）では、土壌凍結時に吸水で

きなくても、日射により気孔が開いてしまうため針葉

からも脱水が生じ、強い水ストレスがかかって枯れる 
（図− 5；Berg and Chapin 1994）。実際、水環境が良ければ

カラマツは二年生苗やアメリカカラマツの下枝では越

冬針葉を持つ。落葉の起源が熱帯の季節的乾燥にある

ことを見る思いである。

　凍土が溶けると、含まれている温室効果ガスである

二酸化炭素（CO2）、メタン、一酸化二窒素（N2O）な

どが放出される（なお、温室効果は、メタンはCO2 の

25倍、N2Oは 170倍とされる）（環境省 2021）。このた

めにも、永久凍土のカラマツ生態系は地球資源として

保全する必要がある。

カラマツ類の生理生態

　正直、測定機器に依存する面の多い生理生態学分野

にとっては、1992年のヤクーツクへの派遣は過酷であっ

た。頻繁に法律が変わるとかで、“契約”は実行されず、

予期しなかった税関チェックと続く課税のため、持参

した測定機器類の手荷物を受取ったのは、帰国前日で

あった。当初、予定した優占種のグイマツは葉が小さ

く（＝短枝葉）、さらに、あの年の長枝葉の成長が悪く、

代わりにオウシュウアカマツ変種の光合成を徹夜で測

定した。白夜を反映して、気温低下の影響はあったが

（7℃以下の時間帯には光合成低下）、18時間くらいは光

合成していた。なお、グイマツやシベリアカラマツの

測定は、5年後の中央シベリアで行う事ができた（Koike 
et al. 2000）。典型的な成長差は斜面方向で大きく異なっ

た。それは、利用できる光量だけではなく凍土までの

土壌の深さ（有効土層）に大きく依存していた。北向

き斜面での成長は極めて悪かった。一方、成長が良い

南向き斜面には生育する樹種も多く、競争によって生

存・成長も厳しい条件におかれる。

　さらに、極東の凍土地帯に生育するダフリカラマ

ツ、中央シベリアのシベリアカラマツ、そしてカラマ

ツの芽生えを使って制御環境で高CO2 での水利用効率

（WUE）を調べたところ、凍土壌を被うダフリカラマツ

（＝グイマツ）は高CO2 環境でもっともWUEが高いこ

とが解った（Koike et al. 2006）。窒素利用効率はどの樹種

でも増加したが、種間差は明瞭ではなかった。

　なお、我が国最北の北海道大学天塩研究林では、林

床にササが優占する疎林の CO2 固定能を高めるため、

残った樹木を伐採し、筋刈り地拵えを行い、品種改良

を行ったグイマツ雑種 F1 を植え込んで、と林分改良を

行い、CO2 フラックス・モニターを行ってきた（Takagi 
et al. 2022）。その結果、植栽後 18 年で新たな

CO2 吸収源になることが解った。植栽された

F1 は、成長量はカラマツに次ぐが、野ネズミ

の食害耐性があって歩留まりが良く、材の特性

もよいことに期待がある（来田ら 2018）。

まとめ

　主にカラマツ類が永久凍土を護り、地球環

境の保全に重要な役割を果たしていることを、

強く指摘したい。最近の研究成果ではアラスカ

でも凍土が融解し、凍土内トンネルでは、1万
年以上前に凍土に閉じ込められた動植物の遺

骸などが分解し、CO2 やメタンなどの放出源

になると言う。開発と修復に果たすカラマツ類

図− 5　常緑のトウヒに比べて落葉のカラマツが土壌凍結地帯で

生存できる理由（図左部は、Berg and Chapin 1994 から作成；

図右部は小池原図）。
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の役割を注視したい。
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