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日本の暖温帯に生育する海浜植物 14種の永続的シー ドバンク形

成の可能性

澤田 佳 宏 ・津田

Potential for persistent sced bank forrnation in 14 coastal dune plants in the warln

temperate zone in Japan

Yoshihiro SAWADA and Satoshi TSUDA Rivcr Basin Research Center,CiFu Un持erttty,Yanattd。11,Gifu 501 1193,
Japan                                                       !

Seed germination and burial experilnents over more than 12 months werc carried out in the fleld to

reveal the potential For persistent seed bank formation in 14 plant species (1l native species and 3 alien

species)which are dominant and/or characteristic species of coastal sand dunes in the warm temperate
zone in Japan.  Results of the seed gerHlination experiinent,in、vhich seeds、vere sown at depths of 0

cm and 5cm,suggested thatとα″んッれがンヮθ″た奄 Cたん″力rirゎ″α′れCαウざr2g筋ざο″冴α″θ[:α,Fitex ttr″″‐

冴:乃比 確 姥 Fia P/θs″α筋,6α /鉱 たθうθ初昭 ち 働 /θχ ノク初滋 ,fimあ 淋 ゥ体 sθricca 0272θ ttαα ルご肋筋rα,

Dわ 冴,α″/夕s andと θ″″初 /を〃″初 COuld form persistent sced banks closttto the Sand surttce,but that

放ダな 宅ββ″島 rsttαcれ″初 α″r力の力θ″材βs and Zoys筋 初αcrttracりα cOuld nOt.Results of the seed

burial experilnent,in which seeds were buried at a depth of 100 cm over rnore than 12 months,suggested

that all species could form persistent seed banks at that depth.  Seed dormancy or quiescence at a burial

depth of 100 cm、vould be due to the soil temperature  The burial depth of 20-30 cm would be enough

to inhibit seed gerHlination.  At a zone、vhere the sand accrction rate is high,Inost ofthe dispersed seeds

、vould be buried deeply and、vould form persistent seed banks.  In contrast,at a zone、vhere the sand

accretion rate is lo、v,the possibility oFseed bank formation、vould vary depending on the dormancy and

gerHlination characteristics of the species.
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き,そ の後の植生成立の出発点の一つとして土壌シー
は じめに

ドバ ンクが機能すると考 えられている (沼田ほか

海浜植生は,飛 砂による地表の不安定性や風による  1964).土 壌中に 1年以上継続 して存在するシー ドバ

海塩の輸送,上 壌の貧養性 と水分の不足 といったス ト  ン クを永続的シー ドバンクと呼ぶが (Thompson &

レス条件にあるだけでな く (Ohba et調.1973;石 塚  G五 me 1979),海 浜植生では壊滅的な攪乱を不定期的

1977;大場 1979),暴浪による侵食などの壊滅的な揖  に ,あ るいは場合によっては長期間にわたって受ける

乱を不定期的に受ける (Sauer 1962;Nobuhara &  こ とから,季 節を問わずに長期間存続する永続的シー

Toyohara 1964).また最近ではオフロー ド車による  ド バンクが有効に機能すると考えられるもしたがつ

踏みつけや(Godttey&Godttey 1980;松島ほか 2000;  て ,海 浜植生の成因や維持更新のメカニズムを理解す

佐々木ほか 2002),工事や砂採取による地形改変など  る ためには,そ の構成種である海浜植物の永続的シー

(Partridge 1992),自然条件では起 こらない壊滅的な  ド バンク形成の可能性を把握することが重要である。

人為揖乱を受けることがある、これらの攪乱では,植   ま た,保 全生態学の立場からは,永 続的シー ドバンク

生がその基盤である砂 ごと失われた り,長 期間にわ  は 人為によって失われた植物個体群や群落を復元する

たって揖乱が継続 したりするために,多 年草の根茎も  た めの材料として期待されており (Bakker et al.1996;

含めた植生の破壊が起 こりうる.          鷲 谷 ・矢原 1996),海浜植物の永続的シー ドバンク形
一般に,何 らかの原因により植生が破壊 されたと  成 の可能性 を把握することは,壊 滅的な人為揖乱に
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