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ブナ類

特にナンキョクブナについて
尾崎富衛

◎はじめに
日本のブナについては最近多くの分布上、生態学上の研究がなされ、またその景観の美や自然保護の面から各種の生態写真集
なども出版されている。翻って世界のブナの仲間を通覧すると、各大陸にわたってそれぞれ独特の種類が分化している。またブ
ナ属に極あて近縁なナンキョクブナもアフリカ、マダガスカルを除く南半球の各地に多くの種が分化し、分布する。特に南米パ
タゴニア地方はナンキョクブナの宝庫で、大面積の森林が形成されている。そこでこの地方に観察の機会を得たことをきっかけ
にこれらのブナ類、特にパタゴニアのナンキョクブナ類およびそれらを取り巻く植物群にっいて2、3紹介して見たい。
本稿を執筆するにあたり、菌類Cyttariaについてご懇篤なるご教示を賜った松田一郎先生に深く感謝する。

◎世界のブナ属Fagus

10種ほどある。

日本のブナ

Fagus
F．

crenata

japonica

ブナ

日本固有

イヌブナ

〃

ヨーロッパのブナ

F．sylavatica

北アメリカのブナ

F．grnadifoliaアメリカブナ

中国，台湾，その他にも数種あり

◎ナンキョクブナ属

（写真1）

本州（岩手県以南）〜九州（熊本県まで）

ヨーロッパブナ

ヨーロッパ（主に中南部）（写真2〜4）

アメリカ合衆国北部〜カナダ南部

（略）

Nothofagus（偽ブナの意）（ブナ科・ナンキョクブナ亜科→ナンキョクブナ科）

オーストラリア（タスマニア）Nothofagus
N．

〃

北海道南部〜九州南部

cumninghamii

gunn

（本土東南部）N．
N．

i

i

落葉性

cunnninghamii
moorei

南アメリカ

N．

ハイブナ

N．

N．

常緑性（写真5〜7）

常緑性
〃

antarctica

betuloides
punilio

落葉性、直立性（写真8）

常緑性
落葉性、ほふく性（写真9〜12）

その他ニュージーランド、ニューギニアなど主にオセアニアに多い。また地質時代（約300万年前）には南極にも分布していたと
いう（化石種が見いだされている）。

ナンキョクブナ属はブナ属に近いもので、以前は両方の属がブナ科にまとめられていたが、最近クロンキストの分類体系では
Nothofagus属をナンキョクブナ科として独立させている。筆者は1994年12月1〜10日南米南部のパタゴニア地方を訪れ、ナンキ
ョクブナを観察する機会を得たのでその状況を報告する。

◎主な観察地と種類

アルゼンチン

チリー

パタゴニァ地方

氷河国立公園

フィッツロイ山中

パタゴニア地方パイネ国立公園地内

この地方のナンキョクブナには上記の3種があるが、この中で観察出来たものはNothofagus

antarcticaとN．

pumilioの2種であ

る。常緑のN・betulifoliaは見ることが出来なかった。ナンキョクブナは標高約400m以上の台地〜山地に生育する落葉性の
小高木または大高木で、11月に開葉，開花するものと思われる。（写真8〜12）

N．antarctica

（写真8）

高さ20皿以上，森林内部では下枝が少なく、林冠部に近いところで枝を多くだす。この種は氷河によって削られた谷間の氾濫原

などやや風当たりの少ない所で直幹をのばしている。林床は開けており、この種以外の低木などは殆ど見られず、草本も
Codonorchis

lessonii、オサシダに似たシダの一種等数種が林床に生育するに過ぎない。
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写真4Fagus sylvatiea ヨーロッパブナ 枝と藥フランス・
ピレネー山中・コルデポルテダスペ・標高約800皿1990．6．18

写真3Fagus sylvatica ヨーロッパブナ
フランス・ピレネー山中・コルデポルテダスペ
・標高約800m 1990．6．18

写真5Nothofagus c㎜i㎎h鋤ii
写真6 Nothofagus cunninghamii
（ナンキョクブナ）タスマニア・
（ナンキョクブナ）タスマニア・
デロレーンの台地林内 若葉 1989．工2．8デロレーンの台地林内 主幹 1989．IZ．8

写真7 Nothofagus cunninghamii
（ナンキョクブナ）タスマニア・
デロレーンの台地 林内の景観 1989．12．8
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写真8NothofagUs antarctica（ナンキョクブナ）
アルゼンチン・フィッツロイ・ブエルタス川の谷
純林 1994．12。T

繭

写真9 Nothofagus pumilio；、イブナの森林
アルゼンチン・フィッツロイ・ブエルタス川の谷
純林 1994．12、7

10

ハイブナの若葉 チリー・
プエルトナタレス市郊外 1994．12、2

ハィブナの落葉 アルゼンチン。
フィッッロイ山中 1994．12．7
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写稟12Noth。fagr）S pumili。
ハイブナの若木 チリー・パイネ国立公園・
アスール湖 1994．12．4
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チリー・パイ不国立公園・アスール湖

1994．IZ

謙11禦勢野隅粥罧
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チリー・プエルトナタレス市郊外

1994．12，2

11

N．pumilio（小形の意）ハイブナ

（写真9〜12）

老木でも高さ約7m以下、通常幹は斜上し、その名の通り主幹は低く、枝は低いところから生じており、時には地上を這うよう
な形を取る。この点は一寸飯豊のハイマツを大型にしたような感がある。この種は山岳地の尾根筋や、谷の斜面上部など風当た
りの強いところに耐えて生育しており、風衝形の樹冠を形成する。これらのことから前種との生態的な差が認められる（写莫9）。
また前種に比べ樹高が低いため、所によっては高木層を欠き、森林の階層構造の主体である亜高木層にこの種が優占する。低木

も少なく、わずかに林間が開けて日当たりのよいところにBerberis

buxifolia（メギの類、現地名カラファテ）、Pernettia

mucronata（ツツジのなかま）などが低木層を占める。林床には各種の草本が生育するが、中でも角田弥彦の春植物に相当すると
思われるCodonorchis

lessonii（ランの一種、写真13）、Calceolaria

仲閤、写真15）、Viola

uniflora（写真14）およびC，

maculata（キバナノコマノッメに似たスミレ、写真16）、khodophila

colymbosa（カルセオラリアの

elwesii（ニワゼキショウに近いもの）

などが春の終わりに花を開く。

観察した限りでは2種とも他の高木を殆ど交えず、純林を形成する。またいずれも葉は約2〜3cmと日本のブナに比べ極めて小
さく、縁に鈍鋸歯がある。（写真17）しかし若い樹齢の個体の中には直幹となり、枝の出方も全く異なり、幹の膚はサクラを思わ
せるようなものがあって、区別がっきにくい（写真12）。

◎ナンキョクブナに活物寄生する二つの生物群
一っはヤドリギ科に近いミソデンドロン科のhlyzodendrum
くの個体にヤドリギViscum

albu皿subsp．

punctulatumおよ翻1．

paniculatum？である。新潟県のブナにも多

coloratumが寄生しているが、ナンキョクブナでは地域によっては殆どすべての個

体に半寄生している。寄生部位は母本の枝先につくことが多いが、やや太い枝にも付く。Carol（1995）によればこの種の種子は風
媒性で、表面に付いた3本の剛毛で、風により到達したナンキョクブナの枝に取りつき、表皮を破って宿主の維管束まで入りこむ
という。葉が微細なため遠くからは茎と葉の区別が不明確で、日本のヤドリギとはこの点が異なる（写真17）。株は叢生するが、
Myz。dendrum

punctulatum（写真17）は日本の種より小形であり、II，

paniculatu皿（写真18）は日本のヤドリギとほぼ同大である。

どちらの種も株数は多く、一本の母本に数株〜十数株が寄生する。寄生位置は普通地上約2m以上で、上部はかなり高い所にも見
られる。半寄生であるから寄生する反面、葉緑体も持ち、光合成を行なっている。属名Myzodendrumは上÷木ということで、
枝の上に寄生することを意味する。またpunctulatumは微小点のある意である。

いま一っは子嚢菌類のCyttariaである。小林（1964）によれば、この菌には多くの種類があるが、各々の種ごとにナンキョク
ブナの種と特異的に寄生する。パタゴニアのNothofagus

この菌は元気のよいNothofagUs

pu皿ilioに寄生する種はCyttaria

darvriniiであるという。

pu皿ilioの主幹と太い枝との分岐点や、やや細い枝に発生する。大きさは約2〜6cm程の楕円

体で、ラグビーのボールのような形をしており、かなり柔らかいスポンジ状で、日本のショウロの肉質を思わせる。表面には直
径5〜10㎜深さ数㎜の穴が無数に開いており、各々の穴にはキノコムシの一種（と思われるカく）が入っており、菌体の内部を
食べているようである（写真19）。ここにも食物連鎖の妙を知ることが出来る。また菌糸の増殖と共に、寄生部は異常に膨れ上
がり、菌嬰をつくる（写真20）。日本のブナには枯れた個体に寄生する菌は極めて多いが、生きているブナの枝先にまで寄生する
キノコは未だ見たことがない。キノコの門外漢である筆者には全く珍品というほかはない。
現地民はこのキノコを食用にするという。筆者も試しに小片をかじって見たが、あまり口当たりは良くなかった。

蒸蝦躍，

写真19Cyttaria darwinii（キッタリア・子嚢菌）
アルゼンチン・フィッッロイ山中 1994．12，7

．・冒諭、

写真20 Cyttariaの寄生による菌嬰
アルゼンチン・フィッッロイ山中 1994．12，7
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を抽出するような図の描き加まなく、株全体の縣礁

平凡社（〒152鯨媚黒区徽谷5−16−19）・1995年2 点をおき、その全容を正石eに解するという労作である
月28日発行・A・変徽262頁・定価15…0・円（送料別）．ススキ、・ガ・、・．ウガ、ハ。，。ウガなど。麟。ll
渤体を鰍する器富のうち・縣（地下茎を含む）・

らみあ・た概姻に書き上げるのに、＿種あたり＿体ど

っいて囎報は動て少なく・纐の診WW質として恥

の位の日数鞭。たのか徽もっかな。図版も鰯され

げられている場合砂ない・しかしながら・草本植物・中

でも多牲の種のように養分臓の灘をもつ地下瀧

ている。ミヤマカタバミと・ミヤマカタバミ、材タチ。

ボスミ・とタチ・ボスミレ、ウ。ボグサとタテヤマウ。ボ

は・その生活にと・て働て腰な囎りを担う部分であ

グサなど同属内の翻の比較力・見やす。ように見開き、こ

る・従って・地下部のひろがりをmliee・腿する・とは意

義深く泌鄭可欠であり・分騨生態学・形態学・生
理学などの分野に賄な翻をeeecする・その蔽を感
じな

芽、前年伸びた櫨など地下部で冬越しする渤の図版が
緬の上に生きているように描かれており、あらためてそ

らも・自ら山野で固い地面・岩盤の騰湿地など

婁鍵欝穫鷲暢鵬雛鷲麟函
する情報が少な哩由の一・には・時間と労力鞭・て土
壌中の根 ﾗ全体を掘りおこして丹念・縣し・駄・保存

するとい・煩雑さにある・

鐵されて・る．栄養輔する種鯛枝、越冬葉、越冬

れそれの種のn部・比べて地下部の灘さを知り、重要

落朧警辮禦麓繧灘碁警騒
されて・るが、図版と解説を加えて整理されたOSを見て
・ると、地下部・研究も決して地味ではなく、脚光浴び。

分野に思われてくる．一つ一つの種の根系をじ。くりな

替は・その煩雑で困難なf僕・挑戦して細心・臆を

がto−CN地下から吸・上げられた水やwaが送られてttl．lt

は2つて・212種1変種の地下部の縣を掘りお・し・気
のvaくなるよ Q嚇田にして・詳細な図版を完成させ・詳

とい驚鰹一冊にまとめEい・・後半に・地下器

部燵するまでの生き燦を連想する・ともできる．草

SU物の研究者・と・ても、また・れに関心のある方。と

・て・必読・nti・あり、座右・置・て様・な立場から利用

呂の形態に基つく種の検索表をホして・…縣・一部

される・とをおlvめした・。

（石沢）

