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アポイ岳におけるヒダカソウの開花時期と地表面温度との関係
住田真樹子＊

西川 洋子

要

約

北海道アポイ岳に生育するヒダカソウについて、開花時期と温度との関係を明らかにすることを目的とし
て、生育地３カ所の地表面温度の測定と開花開始日の記録を行い、開花までの日平均温度の積算温量による
開花予測の有効性を、開花に必要な限界温度と積算開始日を変化させた18モデルについて比較した。生育地
間で、ヒダカソウの開花開始日は異なっており、積算温量が高い値で推移した場所ほど、開花が早かった。
開花予測は、限界温度を０℃、積算開始日を４月１日と仮定した場合に、最も正確であった。ヒダカソウは、
冬芽を地表面近くに形成するため、地表面温度の上昇に敏感に反応すると考えられることや、開花後に葉を
展開するため、開花前に光合成による物質生産をほとんど行わないことから、一般に開花に必要な限界温度
とされる５℃より低い限界温度をもつと考えられる。また、積雪の少ないヒダカソウの生育地では、２月で
も地表面温度が０℃を超える日があるが、厳冬期の一時的な温度上昇は、ヒダカソウの開花を早める効果は
なく、開花時期を決定する有効期間は凍結土壌が融解する４月以降と考えられる。
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１ はじめに

多年生草本ヒダカソウについて、開花開始日と温度との関
係を明らかにすることを目的として行った。アポイ岳は、

IPCC第三次評価報告書

１）

低標高でありながら高山植物群落が成立している。気象デ

は、この20年間の地球温暖化

によって、動植物の分布や生活史にも変化が現れているこ

ータを用いて高山植生の分布の将来予測が行われた結果、

とを指摘している。日本でも、「地球温暖化の日本への影

アポイ岳は、道内の高山植生帯のなかでも温暖化の影響を

響2001」報告書 において、様々な自然生態系への影響の

受けやすい脆弱性の高い場所であることが指摘されている９）。

可能性が指摘されるとともに、温暖化の影響を受けやすい

一般に、一定量の積雪がある場所では、雪の断熱作用によ

脆弱な生態系の一つとして高山生態系があげられており、

り地表面の温度は冬期でも０℃に保たれる。しかし、ヒダ

高山生態系における温暖化の影響の検出が急がれる。

カソウの生育地であるアポイ岳の風衝地は、降雪量が少な

２）

く、積雪による保温効果が得られないことが予想され、冬

温暖化の影響によって、ただちに植物群落の分布に変化
がもたらされるわけではなく、それ以前に、群落構成種の

期に地表面温度が大きく変動すると考えられる。そこで、

フェノロジー（生物季節）の変化、とりわけ繁殖に関わる

生育地３カ所の地表面温度の測定を行い、日平均温度の積

開花時期に変化が現れることが考えられる 。温暖化の進

算温量による開花日予測を、開花に必要な限界温度と積算

行を早期にとらえるためには、高山植物の開花と、これを

開始日を変化させて行い、その有効性を検証した。

３）

規定する環境要因との関係を明らかにする必要がある。

２ 調査地

植物のフェノロジーに影響を与える重要な要因は、温度
４，５）

である

。フェノロジーの研究には、ある生育ステージ

開始までの、植物の生育に必要な限界温度（発育零点）以

調査は、北海道東南部、日高山脈の南端に位置するアポ

上の温度の積算値である「有効積算温量」が用いられてき

イ岳（北緯42°６′東経143°２′）を中心とするアポイ山塊

た。開花の時期についても、これまで多くの植物について、

で行った。アポイ岳は、標高810.6ｍという低標高である

積算温量を求めることによって温度との関係が明らかにさ

にもかかわらず、夏季の低温と日照不足、冬期の少雪とい
う気象条件と、カンラン岩地の特殊な土壌条件により、森

３，６，７，８）

れてきた

。

林が成立せず、多くの固有種を含む高山植物群落が分布す

本研究は、北海道東南部に位置するアポイ岳に生育する

る10）。アポイ岳に近接する浦河町における2005年の気象デ
＊アポイ岳ビジターセンター（当時）

ータによると、年平均気温7.9℃（最高気温28.3℃、最低気

−
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表１ 調査を行ったヒダカソウ生育地の標高．

Site
Ｈ
Ｙ
Ｍ

Altitude
600m
750m
740m

温−11.0℃）、年降水量972.5㎜、冬期における最深積雪は
26㎝であった（気象庁電子閲覧室：http://www.
data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）
。

３ 材料及び調査方法
（１） 材料
ヒダカソウ（Callianthemum miyabeanum Tatew．
）は、
キンポウゲ科キタダケソウ属の多年生草本で、アポイ山塊
の固有種である11）。５月〜６月に、株あたり１〜数個の白
い花を咲かせる。生育地は、標高500ｍ以上の尾根や斜面
上部の風衝地、また岩壁基部の岩屑堆積地にみられる12）。
図１ 各生育地における1〜5月の日平均地表面温度の変化．

（２） 地表面温度の測定及び開花日の特定
５℃の６パターン、積算開始日は２月１日、３月１日、４

ヒダカソウの生育地を３カ所（Site H, Y, M）選定し、
地表面温度の測定と、ヒダカソウの開花開始日の調査を行

月１日の３パターンを仮定し、生育地及び年毎（2005年：

った。３カ所の生育地のうち、Site Y及びＭは標高がほぼ

Site H，2006年：Site H，Site Y，Site M）に、合計18パ

同じであるが、Site Hは標高600ｍと他の２カ所に比べて

ターンの積算温量を求めた。
積算温量による開花日予測の正確さを評価するために、

低い（表１）
。
地表面温度は、防水型温度計測ロガー（ティドビッ

積算温量の生育地間（site Hについては２年分）の変動係

ト：−20〜＋50℃：オンセット社，USA）を各生育地に

数（CV）を求め、パターン間で比較した。また、パター

５〜７個設置し、Site Hでは 2005年及び2006年１月１日

ン毎に各生育地（site Hについては２年分）の積算温量の

〜５月31日の期間、他の２生育地では2006年１月１日〜５

平均値を求め、これを有効積算温量として各生育地の開花

月31日の期間について測定した。ロガーは、直射日光を遮

日を予測した。予測開花日と観察された開花日との差を、

るためにアルミホイルで包み、ハイマツ等によって積雪が

標準偏差（SD）によってパターン間で比較した。統計解

影響を受けない場所を選んで地表面に置き、針金で固定し

析は、Diekmannの方法７）を参考にした。

た。

４ 結果

また、2005年にSite H、2006年にはSite H, Y, Mの３カ
所において、ヒダカソウの開花前から２〜３日毎に踏査し、
開花の有無を調査した。各生育地で、最初に開花を確認し

（１） 地表面温度の変化

た日を開花開始日として記録した。

日平均地表面温度は、厳冬期においても変動があり、保
温効果が得られるほどの積雪はなかったと考えられる（図

（３） 開花予測モデル

１）。いずれの生育地でも、日変動は大きいものの、２月

ヒダカソウの開花日と地表面温度との関係を明らかにす

から徐々に温度は上昇傾向を示した。2006年は、Site Y及

るために、次式に示したように、地表面温度の日平均温度

びＭでは２〜３月の日平均温度が０℃以下で推移し、４月

（Ｔ）から開花に必要な限界温度（Tthr）を差し引いた温

12日にはじめて０℃を超えた。一方、Site Hでは、１月は

量を、積算開始日から開花開始前日までの期間について積

０℃以下で推移したが、２月21日には０℃を超え、その後

算し、積算温量（Ｋ）を求めた。

２〜３月の期間に０℃を超えた日は８日あった。また、
2005年においても３月16日に０℃を超え、３月31日までに

ｎ
Ｋ ＝ Σ （ Ti − Tthr ） Ti ＞ Tthr の場合のみ積算．
ｉ＝１

０℃以上の日は６日あった。
2006年２月１日〜５月31日の期間における０℃を超えた

限界温度（ T thr ）は０℃、１℃、２℃、３℃、４℃、

−

場合の積算温量は、Site Hが常に最も高い値で推移し、最
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表２ 各生育地におけるヒダカソウの開花開始日．
予測開花日は、限界温度０℃、積算開始日４月１日と仮定した積算
温量モデルに基づく．実際の開花日に対し予測開花日が早い場合
は＋、遅い場合は−で差を示した．

Flowering date
Observed
Predicted
May 11
May 11
May 11
May ６
May 13
May 17
May 18
May 19

Site
Ｈ（2006）
Ｈ（2005）
Ｙ（2006）
Ｍ（2006）

Difference
0
5
−4
−1

表３ 18パターンの積算温量モデルによる開花予測の比較．
限界温度（Tthr）として０，１，２，３，４，５℃、積算開始日（i）
として２月１日，３月１日，４月１日を仮定した．３生育地の４デ
ータセット（Site H：2005及び2006年，Site Y及びSite M：2006年）
で求めた積算温量の変動係数（CV）と、実際の開花日に対する予測
開花日の差の標準偏差（SD）を示した．
図２

各生育地における2〜5月の日平均地表面温度が0℃を超えた場合の
積算温量の推移.
2月1日をDate1とした.

も低い値で推移したのはSite Mであった（図２）。Site H
では、２月１日から65日目で2005年の値が2006年より高く
なり、104日目で再び逆転して2006年の値が高くなった。
2005年は2006年と比較して４月に高温の日が多かったが、
５月に入ってヒダカソウの開花直前に低温を示す日が多
く、５月７日〜15日の期間に５℃以下の日が６日記録され
た（図１）
。
（２） 開花開始日
生育地間で、ヒダカソウの開花開始日は異なっており、
2006年は、５月11日に開花したSite Hが最も早く、最も遅
い生育地はSite Mであった（表２）。生育地間の開花順序
は、2005年も2006年と変わらなかった（西川・住田，未発

Ｔthr
0℃
1℃
2℃
3℃
4℃
5℃

ｉ
Februaly
Februaly
Februaly
Februaly
Februaly
Februaly

0℃
1℃
2℃
3℃
4℃
5℃

Mearch
Mearch
Mearch
Mearch
Mearch
Mearch

0℃
1℃
2℃
3℃
4℃
5℃

April
April
April
April
April
April

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

CV
0.152
0.146
0.143
0.149
0.137
0.136

SD
3.082
3.122
3.122
3.122
3.122
3.500

0.149
0.144
0.143
0.149
0.137
0.136

3.122
3.122
3.122
3.122
3.082
3.500

0.124
0.128
0.133
0.146
0.137
0.136

3.082
3.082
3.122
3.122
3.082
3.500

表）
。
日早く、実際の開花日との差が最も大きかった。しかし、
2006年における生育地間の開花順序の予測は、実際の開花

（３） 開花予測の比較

順序と一致した。

積算温量の変動係数（CV）は、モデル間で大きな差は
なかったが、限界温度を０℃、積算開始日を４月１日と仮

５ 考察

定した場合に最小値を示し（0.12）、生育地間や年間の開
花開始日までの積算温量の変異が最も小さかった（表３）
。
予測開花日と観察された開花日との差の標準偏差（SD）

ヒダカソウの予測開花日は、実際の開花日と最大で５日

は、積算開始日を２月１日とした場合には、限界温度が

の差があったが、予測した生育地間の開花順序は実際と一

０℃の時、最小値である3.08となり、積算開始日を４月１

致した。Diekmann７）が29種の林床植物について行った研

日とした場合には、限界温度が０℃、１℃、４℃で最小値

究によると、限界温度５℃の積算気温を用いた最適モデル

が得られた（表３）。標準偏差の最大値は、積算開始日に

の予測と実際の開花日の差の全体の標準偏差は3.602であ

関わらず、限界温度が５℃の場合であった。

った。ヒダカソウで求めた標準偏差の値はそれ以下であり、

従って、開花日の予測に最適であったのは、限界温度を

日平均地表面温度の積算温量を利用したヒダカソウの開花

０℃、積算開始日を４月１日に仮定した場合である。

予測はおおむね有効である。

最適モデルに従って求めた予測開花日と実際に観察され

一方、ヒダカソウの開花日までの積算温量の変動係数は、

た開花日を表２に示す。Site Hでは、2006年は実際の開花

Diekmann７）が測定した積算温量の変動係数0.085より大き

日と予測日が一致したが、2005年は実際よりも予測日が５

かった。地表面温度の日変動が大きいことが、変動係数の

−
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値を大きくしたと考えられる。

いただいた。記して深く感謝の意を表する。

Site Hでは、2006年及び2005年の実際の開花開始日が同

なお、この研究は、独立行政法人国立環境研究所 受託

じ日であったが、2006年は予測が一致したものの、2005年

研究「高山植生による温暖化影響検出のモニタリングに関

は５日早い予測となった。2005年は2006年に比べ、積算温

する研究」の一環として実施した。

量が高く推移したが、開花直前に低温の日が続いたことに
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Relationship between flowering time of Callianthemum

miyabeanum and soil surface temperature on Mt. Apoi,
Hokkaido
Yoko Nishikawa and Makiko Sumita
Abstract
The relationship between flowering time of

Callianthemum miyabeanum and soil surface temperature
was studied on Mt. Apoi in Hokkaido, northern Japan.
Flowering date and soil surface temperature were
surveyed at three sites, and 18 models of the cumulative
temperatures of daily mean for flowering were compared
for the accuracy of predicting flowering.

Earlier

flowering date was shown at the sites with higher value
of cumulative temperature. The temperature sum model
with a 0℃ threshold base and a starting date of April 1
showed the highest accuracy of prediction. The threshold
temperature for flowering of C. miyabeanum was lower
than general value (5℃). Growth initiation seems to be
sensitive to surface temperature rather than air
temperature, because winter buds of this species are
located at soil surface. Furthermore, flowering occurs
prior to the vegetative growth and it makes smaller
thermal requirement for flowering. Although soil surface
temperature sometimes increases above zero even in
winter season, it is not be effective for flowering
acceleration.

Thus, the effective period of thermal

accumulation determining the flowering time starts after
melting of frozen soil in spring.
Key words: Callianthemum miyabeanum, Flowering date,
soil surface temperature, cumulative temperature,
threshold temperature
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