気候変動が森林動態に与える影響と将来予測：
八甲田山のオオシラビソを例として
Impacts of climate change on forest dynamics of Abies mariesii（Pinaceae）in Hakkoda Mountains
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摘

要

青森県八甲田山のオオシラビソ林を対象に，約 30 年前および最近の空中写真を利
用してここ数十年間の温暖化が個体群に与えた影響を検出し，今後の分布変化を予測
した。オオシラビソの個体群は，ここ約 30 年間で，分布の下限標高付近で減少し，
上限付近では逆に増加しており，分布が高標高域へ移動していることが明らかになっ
た。また，湿原の周辺でも個体数は増加していた。さらに，オオシラビソ個体群の分
布と環境条件の関係を 50 m メッシュと 1 km メッシュで解析し，その結果を用いて
温度上昇に伴う分布適域の変化を予測した。1 km メッシュでは，温度条件のみで分
布が説明されたが，50 m メッシュでは，地形条件や湿原との距離などによって，適
域の分布が影響を受けていることが分かった。これは，解像度を上げることによって
見落としていた微地形などの適応的機能から局所的な適域を検出できたことによると
考えられた。温度上昇にともない湿原の分布適域も減少するが，湿原が衰退しない場
合にはオオシラビソの分布適域の減少も少ないことが分かった。個体群動態の結果と
合わせると，
湿原の周囲がオオシラビソのレフュジアとなる可能性が示された。また，
空間解像度の違いは，分布適域の推定に影響し，気候変動が森林動態におよぼす影響
についての具体的適応策を考えるうえで，高い解像度による解析が必要なことが明確
となった。
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1．はじめに
世界の年平均気温は 19 世紀後半以降で 100 年あ
たり約 0.7℃の割合で上昇しており，温暖化の主要
因は，人間の産業活動にともなって排出された温室
1）
効果ガスによるものと考えられている 。このよう
な地球温暖化の影響は，世界的な規模での平均気温
の上昇，極端な高温の増加や低温の減少，大雨の増
加，降雨の変化，乾燥化，海氷の融解や氷河および
氷床減少による海面上昇など，さまざまな面で表れ
ている。日本においても，気温の変化のみならず，
降雨の年変動，豪雨の頻度，積雪の増減などが起こ
ると考えられ，その影響は森林生態系に生育する植
物の環境や，これにともなう土壌微生物の活動など
を含めた森林土壌の環境変化として現れる可能性が

ある。
将来的には，世界平均気温は 2090 ～ 2099 年にか
けて 1.1℃～ 6.4℃上昇すると予測されており，この
気候変動によって，植生の垂直分布帯の一部が減
少，あるいは完全に消滅してしまう可能性がある。
特に，高緯度，高標高地域の森林は脆弱であること
1）
から ，気候変動に対する適応策が望まれている。
こうした適応策のなかでは，気候変動による植物の
逃避地（レフュジア）となりうる環境を探ることが重
要となる。
気候変動は，樹木の個体群動態に直接的，または
撹乱レジームの変化を介して間接的に影響をおよぼ
2）
すのみならず ，その影響を通じた生態系の変化に
よって，生態系サービスにも影響をおよぼしてい
1），3）
。近年の気候変化によって，植物種の分布が
る
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極方向あるいは高標高域へシフトしていることは明
4）
確であるが ，樹木に関する詳細な測定は稀であ
5）
る 。ほとんどの研究は，年輪や樹齢構成を調べる
ことによって，高木が生育できなくなる限界である
5）－ 8）
。高木限界付近に
高木限界に焦点を当てている
おける樹木個体群の動態は気候変動の良い指標であ
6）
るが ，年輪成長から個体群動態を調査することは
難しい。なぜなら，年輪は生きている木からのみ採
取され，死亡した個体の情報は得られないからであ
る。大規模かつ長期的な野外調査を行うことによっ
て，植物の種の有意な上方への移行を示した例もあ
9）
るが ，種の分布域全体における個体群動態に関す
る研究はほとんどない。過去の航空写真や衛星画像
によって植生の変化を把握することは可能である
10）－ 12）
，リモートセンシングデータはデータ解像
が
度に限界があり，多くは個体群の動態解析には用い
られてこなかった。
一方，野生植物の分布や植生に対する気候変動の
影 響 予 測 の ほ と ん ど は， 空 間 解 像 度 が 粗 く（1 ～
13），14）
50 km） ，温暖化の影響を左右しうる局所，も
しくは景観スケールで空間的に不均質な要因はあま
り考慮されていない。こうした解像度の粗さによ
り，山岳植物の地球温暖化に適応する能力が過大評
15）
価されている可能性も示唆されている 。日本で
は， ブ ナ
（Fagus crenata）の 分 布 変 化 を 約 1 km ×
1 km メッシュセルを使用して予測している例があ
16）
るが ，この解像度では依然として地形のような局
所的要因の影響を組み込むことは難しく，地域（地
方自治体レベルを想定）または局所スケール（単独の
事業レベルを想定）での実践的な適応策の計画と管
17）
理には不十分である 。
八甲田山は本州最北部に位置する山岳地帯であ
り，高山帯，ハイマツ帯，亜高山帯や低層～高層湿
原などの多様な環境を有した地域である。日本固有
種のオオシラビソ（Abies mariesii）は東北地方の亜高
山帯を代表する常緑樹となっており，さらに近縁種
のシラビソ
（Abies veitchii）も北東北には分布してい
ないことからも，航空写真による解析が容易となっ
ている。本研究の結果や方法は，航空写真を入手可
能な多くの亜高山帯で応用することができるため，
温暖化によって減少すると考えられているオオシラ
ビソの適域を予測することは，今後の亜高山帯の森
林や生態系の有効な保全対策を考えるうえで重要で
ある。こうした研究の動向を踏まえて，本稿では，
八甲田山の亜高山帯に分布しているオオシラビソに
焦点を当て，25 m あるいは 50 m のメッシュという
高い解像度で，現在までの気候変動の影響と今後の
予測を試みる。空中写真を利用して，直近の約 30 年
間の個体群動態と現在の分布を分析することによ
り，変化の予測や潜在的なレフュジアの同定を行っ
た研究を紹介し，取りうる適応策について検討して
みたい。
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2．調査地域の概要
（標高経度による八甲田山の植生）
調査地の青森県八甲田山は本州最北部の火山群で
あり，山岳群の総称となっている。主峰である大岳
は標高 1,584 m であり，標高 3,000 m 級の中部地方
の日本アルプスなどと比べて標高が低いものの，こ
の山岳群は高緯度（大岳：北緯 40 度 39 分 31 秒）に
位置しているために寒冷であり，高山帯と亜高山帯
を有している。また，八甲田山は最大積雪深が 3 ～
5 m ほどの豪雪地であり，特に 2013 年 2 月には八
甲田山の酸ケ湯（標高 890 m）で 5 m 66 cm の積雪深
を 記 録 し， 気 象 庁 の 地 域 気 象 観 測 シ ス テ ム
（AMeDAS；Automated Meteor ological Data
Acquisition System）測定開始以来，全国 1 位の積雪
記録となっている。八甲田山の酸ケ湯気象観測所で
は最大積雪深，年平均気温，年間雨量は，それぞれ
3 ～ 5 m，4℃～ 6℃，1,300 ～ 2,300 mm である（気
象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html）。また，
調査地である八甲田山の周辺では，1977 年～ 2003 年
までに年平均気温は約 0.7 ± 0.5℃上昇した。
八甲田山の植生は，標高 300 m の山麓から標高
900 m あ た り ま で ブ ナ 科 ブ ナ 属 の ブ ナ（Fagus
crenata）を主体とする落葉広葉樹が分布し，標高
900 m あたりから標高 1,400 m あたりまでマツ科モ
ミ属の常緑針葉樹であるオオシラビソが分布する。
標高 900 m 付近では両者の混交林が形成されてい
る。また，標高 1,400 m を超えるあたりからハイマ
ツ（Pinus pumila）帯が発達した高山帯を形成してお
り，このような場所では雪田や風衝地も分布し，高
山植物群落が見られる。標高 1,300 m 以下には，湿
原がパッチ状に見られるが，その多くは更新世（新
生代第四紀前期）の大規模な噴火で堆積した火山灰
18），19）
。オオシラビ
のくぼみに発達したものである
ソは連続的な分布域の下限より標高が低い湿原周辺
20）
にも分布しており ，湿原周辺が局所的なレフュジ
アとなる可能性がある。なお，この地域ではいくつ
か の 農 場 や 植 林 地 が 存 在 し て い る も の の， 標 高
700 m 以上の土地の大半は国立公園に指定されてお
り，自然植生への人間の影響は，特に亜高山帯では
極めて小さい。
3．高解像度航空写真を用いたオオシラビソ個体群
の 30 年後との比較
ここでは，過去および最近の空中写真を利用し
た，オオシラビソ個体群の 30 年後との比較と，そ
21）
の変化を説明する要因の解析 について述べる。
解 析 に は， 林 野 庁 に よ っ て 1967 年 9 月 および
2003 年（一部 1996 年）に撮影された空中写真を用い
ている。広葉樹の紅葉時期に写真撮影が行われたた
め，視覚的に容易に常緑のオオシラビソを識別する
ことができた。すべての航空写真は 0.5 m グラウン
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おける樹冠数の差，平均樹冠高を用い，ランダム効
果として 3 次メッシュセル（約 1 km × 1 km）内の
50 m メッシュセルを入れ子にすることで，空間自
己相関の影響がなるべく出ないようにした。
その結果，過去と 30 年後の樹冠数の変化を最も
良く説明できる変数は，標高，斜面方位，湿原から
の距離，過去の樹冠数であった（図 1）。図 1 は，縦
軸に目的変数として個体数変化を表す樹冠数をと
り，横軸に各説明変数をとったものであるが，オオ
シラビソの樹冠数は，過去の樹冠数の多い場所で減
少する
（P ＜ 0.001，図 1
（d）
）
。また，標高 1,000 m 以
下で減少，標高 1,300 m 以上で増加し（P ＜ 0.001，
図 1（a）），斜面方位ではやや南東斜面で減少するほ
か
（P ＜ 0.05，図 1
（b）
）
，湿原からの距離が遠いほど
直線的に減少していた（P ＜ 0.01，図 1（c））。
30 年後における樹冠高の変化（成長量）は，斜面
方位，日射指数，湿潤度，湿原からの距離が最もよ
く説明できる変数であった（図 2）。南東斜面で成長
量が小さく
（P ＜ 0.01，図 2
（a）
）
，太陽放射の強い場
所で大きい傾向があった（P ＜ 0.001，図 2（b）
）。湿
潤度は有意な相関を示したものの，顕著なパターン
は検出されず
（P ＜ 0.01，図 2
（c）
）
，湿原の近くでは
ゆっくりと成長する傾向が認められた（P ＜ 0.001，
図 2（d））。

s（標高, 5.28）

s（斜面方位, 3.17）

ドサンプル距離
（GSD；Ground Sample Distance）で
幾何補正
（オルソ補正）
し，SOCET SET ver. 5.0.0
（BAE
Systems, London, UK）を用いて 1 m GSD デジタル
表面モデル
（DSM；Digital Surface Model）を作成し
た。 オ ル ソ 補 正 の た め，1 m 以 下 の 位 置 精 度 で
SOKKIA GIR1600 ディファレンシャル GPS 受信機
（株式会社トプコン，日本）を用いて，調査地域内に
14 の地上基準点を設けている。オオシラビソが現在
分布している地域全体にわたって，50 m メッシュ解
像度で 178 の区画のセルをランダムサンプリングし
た。各 50 m のメッシュセルを，四つの 25 m のメ
ッシュセルに分割し（全体で 712 プロット），立体視
しながら区別可能なオオシラビソの林冠数と平均林
冠高を測定した。
環境要因として，標高，傾斜，斜面方位，曲率，
日射指数，および湿潤度を，国土地理院の 1：25,000
地形図から作った 10 m 標高モデル（DEM；Digital
Elevation Model）から，ArcGIS ver. 9.2 ソフトウェ
ア
（ESRI, Redlands, USA）の空間解析ツールを使用
して生成した。10 m メッシュデータは，25 m メッ
シュデータに平均化した。また，各セルから最も近
い湿原にユークリッド距離を追加した。個体群動態
と 環 境 要 因 の 関 係 は， 一 般 化 加 法 混 合 モ デ ル
（generalized additive mixed ef fect models；
22）
GAMMs） を使用した。目的変数として，2 期間に
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斜面方位 (°)

s（過去の樹冠数, 1）

s（湿原からの距離, 1）

標高 (m)

湿原からの距離 (m)
図1

過去の樹冠数

約 30 年間におけるオオシラビソの樹冠数の変化に関する偏残差プロット．

縦軸は（a）: 標高，（b）: 斜面方位，（c）: 湿原からの距離，（d）: 過去の樹冠数に対する偏残差（他の効果を取り除いたときの
21）
．
特定の説明変数の効果）
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s（日射指数, 3.91）

s（斜面方位, 3.97）
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日射指数

s（湿潤度, 2.6）

s（湿原からの距離, 2.27）

斜面方位(°)

湿潤度
図2

湿原からの距離 (m)

約 30 年間におけるオオシラビソの樹高変化に関する偏残差プロット．

縦軸は（a）: 斜面方位，（b）: 日射指数，（c）: 湿潤度，（d）: 湿原からの距離に対する偏残差（他の効果を取り除いたときの
21）
．
特定の説明変数の効果）

4．気候変動後のオオシラビソ個体群の分布予測
ここでは，空中写真を用いたオオシラビソの分布
環境の局所モデルと，温暖化にともなう分布変化予
23）
測 について述べる。現在までの潜在的な適域の解
析は，通常地球規模の粗い気候データを用いて 1 ～
50 km 程度の解像度で行われていたために，微地形
や局所的な気候の影響を考慮できず，局所モデルに
よる解析が必要とされていた。特に，湿原周辺がオ
オシラビソの局所的なレフュジアとなる可能性に注
目し解析を行う。
調査地と分布データは，八甲田山の広範囲にわた
る 20 km × 15 km の範囲で（図 3）
，解像度は 50 m
（117,261 セル）と 1 km
（294 セル）メッシュの 2 段階
で解析した。多くの場合，1 km メッシュでの解析
が行われているが，これを基に地域または局所的な
スケールでの実用的な温暖化に対する適応策を考え
るには不十分であり，加えてこの解像度に地形のよ
うな地理的要因の影響を組み込むことは難しい。そ
こで，より実用的で詳細な解析を行うために解像度
を上げて，50 m メッシュを用いて解析を行った。
オオシラビソの分布図は最近の航空写真（2003 年お
よび 1996 年に林野庁が撮影）に基づいて作成した。
人為的に影響を受けたエリアは除外し，50 m メッ
シュのグリッド上の座標で表現されるラスタデータ
50

に変形し，それを 1 km メッシュの解像度にアップ
スケールした。
環 境 要 因 と し て， 暖 か さ の 指 数（WI；warmth
index）と地形および地形環境因子に関する 6 変数
（標 高， 傾 斜， 斜 面 方 位， 曲 率， 日 射 指 数，湿潤
度），湿原に関する 2 変数（湿原からの距離，セル内
での湿原の有無）を用い，Decision Tree Model を両
解像度（50 m，1 km メッシュ）で作成した
（図 4）
。
四つの温度上昇シナリオ（＋ 1℃，＋ 2℃，＋ 3℃，
＋ 4℃）と湿原に関する二つのシナリオ（気候変動に
合わせて縮小する，縮小しない）を組み合わせた計
8 シナリオに対し，オオシラビソの潜在生育域を予
測した。湿原の縮小シナリオは，オオシラビソの分
布に関する解析と同様に Decision Tree Model をあ
てはめ，それぞれの温度域での湿原分布を推定した
（図 5）。
1 km メッシュモデルでは，WI が唯一の説明変数
だった（図 4（a））。50 m メッシュモデルでも WI が
最も重要な説明変数であり，二番目に重要な説明変
数は傾斜であった。斜面が穏やかなほどオオシラビ
ソの分布確率が高い傾向が示され，オオシラビソの
分布は斜面上の雪が地面に沿って移動するプロセス
24）
（匍行）に関係している可能性がある 。雪の匍行
は，傾きが 15 度以上の斜面で起こり，樹木に大き
な圧力がかかる。50 m メッシュモデルにおける傾
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斜の分岐は 17.5 度であり，雪が滑る圧力がオオシ
ラビソの分布に影響を与えることが予想される。
三番目に重要な説明変数として斜面方位が選択さ
れ，オオシラビソの分布確率は東斜面で低かった。
北西からの冬の季節風によって形成される雪だまり
25）
の影響があると考えられる 。
50 m メッシュでの予測結果を見ると，＋ 1℃～
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＋ 2℃のシナリオでは，オオシラビソに適した生育
適地はより高所に移行すると同時に，生育適地が二
つに分断されることが予測された。さらに，＋ 4℃
の上昇では，生育適地がほぼ消失する。湿原が縮小
するシナリオと縮小しないシナリオの差は大きくな
かったが，どの温度域でも，オオシラビソの生育適
地の減少は湿原縮小シナリオのほうが大きいことが

標高 (m)

図3

オオシラビソの分布．

（a）オオシラビソの水平分布．中心部の実線がオオシラビソの分布の外周を示す．斜線部は人為的な改変を受けた場所として解析から
除外した．色の濃さは標高を示す．（b）標高に応じた分布．黒い点はオオシラビソが存在したセルを示す 23）．

(a)

(b)
WI ＜ 50.7

Yes

No

WI ＜ 46.5

Yes

0.323

(n=226)

WI

＜

1.000

(n=40)
A

(n=89175)

傾斜角度

44.7

0.014

0.835

(n=141)
C

0.689

WI＜ 44.6

湿原の有無 ：無 0.632
0.693

0.736

0.315

(n=13795) (n=1605)
A
E

(n=45)
B

図4

No

0.204

＜

WI ＜ 50.5

17.5°

0.529 斜面方位 :NE E SE

0.437

0.346

0.138

WI ＜ 43.3
0.464

0.026

湿原から
の距離 ＜ 225m
0.102

0.001

(n=4814) (n=4127) 0.561
0.127 0.384
0.068 (n=43294)
C
(n=5656) (n=1633) (n=1530) (n=12721)
F
I
B
G
D
H

オオシラビソの分布に関する Decision tree．

（a）1 km メッシュサイズで解析した場合．（b）50 m メッシュで解析した場合．変数名は以下のとおり．
暖かさの指数（WI），傾斜角度，斜面方位，湿原の有無，湿原からの距離 23）．例として（a）では，暖かさの指数が 50.7 未満であり，
かつ暖かさの指数が 44.7 より小さい分布の可能性は 1.000 である．また，暖かさの指数が 50.7 未満であり，かつ暖かさの
指数が 44.7 以上の分布の可能性は 0.689 である．また，各条件で分けた終端ノードを A ～ I のアルファベットで表した．

51

田中ほか：気候変動が森林動態に与える影響と将来予測
傾斜角度

WI

WI
傾斜角度

傾斜角度

傾斜角度

WI

図5

WI

湿原の分布に関する Decision tree．変数名は，暖かさの指数（WI），傾斜角度 23）．
各条件で分けた終端ノードを A ～ I のアルファベットで表した．

1℃

温度上昇

WI

1.5℃

2℃

2.5℃

3℃

湿原の縮小が
ないシナリオ

分布域外
分布可能域

湿原の縮小を
考慮したシナリオ

分布適域

図6
表1

温度上昇と湿原の縮小シナリオごとのオオシラビソの分布変化 23）．

異なる色は，分布確立の違いを表す．

シナリオごとのオオシラビソの分布適域面積．
湿原が縮小しないシナリオ
現在

＋ 1℃

＋ 2℃

＋ 3℃

＋ 4℃

＋ 1℃

＋ 2℃

＋ 3℃

＋ 4℃

分布適域（ha）

645.4

311.7

126.1

1.5

0.0

284.8

76.4

1.2

0.0

分布可能域（ha）

506.1

316.5

128.2

24.1

0.0

343.5

177.9

24.4

0.0

分布不適域（ha） 1780.1

2303.3

2677.3

2905.9

2931.5

2303.3

2677.3

2905.9

2931.5

分かった
（図 6）。例えば，オオシラビソに適した生
育地は湿原が縮小しない＋ 2℃のシナリオで 126.1 ha
であるのに対し，湿原が縮小する＋ 2℃のシナリオ
では 76.4 ha と差が大きくなる場合もある（表 1）。
解像度の違いは全体のパターンに大きな影響はな
いが，特に＋ 2℃のシナリオにおいて，1 km メッ
シュモデルはオオシラビソの適域を部分的に過小評
価していた。50 m メッシュモデルで予測したいく
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湿原が縮小するシナリオ

つかの生育適地は，1 km メッシュモデルが予測し
た適地の外側に位置していた。これは，おそらく
1 km メッシュモデルでは使用されなかった変数の
効果によるものである。つまり，粗い解像度のモデ
ルでは，微地形などに関連する種の適応的機能を見
落とし，気候変動後の生存分布を正確に予測できな
いことを示唆している。
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5．考察
今回の解析では，この数十年間にオオシラビソの
個体群の個体数は低標高で減少し，高標高で増加し
ていることが明らかになった
（図 1（a））
。それは個
体群の移動がその分布範囲内で進行中であることを
示唆しており，気候変動の影響が表れている可能性
がある。一方，花粉分析では，八甲田山のオオシラ
ビソ林はわずか 600 年ほど前に形成されたことが示
26）
唆されている 。また，温度条件だけから推定する
27）
分布の上限は，現在の分布よりもはるかに高い 。
これらの点を考えると，高所への分布拡大は，単に
潜在的な分布域全体にまだオオシラビソが拡大しき
っていない可能性など，気候変動以外の理由による
可能性もある。しかし，高標高地の温度上昇と降雪
量の減少が，これまでオオシラビソの生育に適さな
かった場所への分布拡大を促進しているという報告
28）
もあり ，積雪など温度以外の要因の変化が影響し
ている可能性も否定できない。一方で，低標高域で
の個体群衰退は，温度上昇が主な原因である可能性
が高い。暖かい環境では，通常ブナがオオシラビソ
20）
に競争で勝つことがわかっている 。
湿原近くのオオシラビソの増加
（図 1（c））や，温
暖化による分布変化の予測結果は，湿原の周囲が潜
在的なレフュジアとなり得ることを示唆していた。
オオシラビソは，より温暖環境で優占種となるブナ
に比べて，湿潤
（そしておそらくより酸性）な土壌環
29）
境に適応した形質を持っている 。ヨーロッパブナ
（Fagus sylvatica）とノルウェートウヒ（Picea abies）
30）
との間にも同様の関係が観察されている 。湿原周
辺部では，ブナの成長は強酸性の鉱質土壌によって
阻害される可能性がある。八甲田山においても湿原
周辺ではブナの成長が抑制され，その結果として，
オオシラビソに潜在的な生育地が提供された可能性
がある。湿原そのものの分布条件の解析によって，
温暖化による湿原の衰退が予想されるが，湿原の富
栄養化のような人為的要因を除去することにより湿
原の衰退を抑制することが，オオシラビソ林を保全
する適応策としても有効である。
気候変動の局所スケールの影響は十分に検討され
31）
ていない 。なぜなら気候データは，通常粗い（例
えば，50 km や 100 km の）
地球規模での気候の変化
を表現する全球気候モデル
（GCM；Global Climate
Model）を用いており，また温度が均一に上昇して
いくことを前提とした理想的シナリオであることに
32）
よる 。本研究では，今までにほとんど用いられて
いない地域スケールの気候変動シナリオについて
50 m メッシュモデルを使用して，地球温暖化の樹
木の分布への影響を予測した。この解像度での解析
により，1 km メッシュモデルで検出することがで
きなかった局所的な適域を特定することができた。
ヨーロッパでも，局所スケールのモデル（25 m メッ
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シュ解像度）は，粗い分解能（16 km メッシュ）のモ
デルによって予想するのに不向きな種の生息域を予
33）
測できることが示唆されている 。今回，八甲田山
のオオシラビソ林にとって湿原の周囲が分布の下限
に近い局所的な適地として識別されたことは，気候
要因に加えて他の説明変数がなければ実現しなかっ
た。高解像度のモデルには，地形や湿原からの距離
といったいくつかの非常に局所的な環境勾配の影響
が重要となる可能性があるが，それらを低解像度の
モデルに組み込むことはできない。それぞれの種に
応じた高解像度モデルに様々な要因を取り入れるこ
とで，より多くの種の潜在的なレフュジアを見出す
ことができるだろう。
本研究から，オオシラビソ林の動態パターンは，
全体的には解像度のレベルによる影響は少ないが，
粗い解像度では見落とされる生育適地があることが
明らかとなった。具体的なレフュジアの特定や適応
策などの計画を考えると，より解像度の高い予測が
必要である。しかし，高解像度では降水量や積雪量
などの予測の難しい気候条件があり，高解像度の気
候変動予測モデルを特定の地域に対して開発するな
どの手段が重要になるだろう。今回の解析方法で
は，常緑樹というオオシラビソの利点によって空中
写真から個体を識別でき，解像度の高いデータを生
成できた。こうした高解像度のデータは，生物や生
態系の情報としても重要である。
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（岩 波 書 店， 共 著 ），『Diversity and Interaction in a
Temperate Forest Community. Ogawa Forest Reser ve of
Japan』
（Springer-Verlag，共編・共著）
，
『森のスケッチ』
（東海
大学出版会）
など。

55

