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Summaη’ 

A manual for出cprocedure of teaching pl剖1tconununity dynamics is proposed to promote a real undぽstanding

of plant c01mnunity dyn町nics. 百ieproced町 ・esare divided into thr記 stages:( 1) preparation for field measurem回.ts

including apparatus, formed field notebooks and guidebooks, (2) field m伺 S町 ementsusing (perm組 .ent)quadrats by 

participants themselvesラ and(3) data analysis and prep征 ationof reports, based on the field data ob旬ined. 百iereare 

two types of da也剖lalysisapplied: the evaluation of succcssional pace to unde同組idtemporal changes in plant 

co nun山首ty,and cluster叩 alysisto understand spatial changes. 百ietwo characteristics of this procedure are也at(1) 

short-term application is possible, i.e., the teaching is conducted for less白血4days, and (2) highly skilled teachers 

are not necessarily required because the procedures are simple and well-organized. 百iemanual is mainly designed 

for the praはicalteaching of the early stages of volcanic succession, but could be applied ・widely for herbaceous plant 

communities. 

はじめに

植物群落は、時間軸および空間（環境）軸に沿い変化し

ているロ群落動態 vegetationdynamicsとは、その中でも

時間軸に沿い植物群落が変化すること、ということがで

きる（Kent& Coker 1992）。植生動態には、極相にいたるま

でに場合によっては数 100年を要する群落遷移も含まれ

るδ これらを短い時間で体験するには、周到に準備され

た実習内容を作成することが必要である。

一方、理科教育は、新しい知識を次々と与えることよ

りも、むしろ自然を探求する過程を通して科学の方法や

基本的知識を見につけさせ、正しい自然観を育成するこ

との大切さが強調されつつある（勝見・永盛・三沢＇ 1986)o 

また、 1998年 12月に改訂された学習指導要領において

も、｜小学校、中学校、高等学校脅通じて、児童生徒が知

的好奇心や探求心をもって、自然に親しみ、目的意識を

もって観察、実験を行うことにより、科学的に調べる能

力や態度を育てるとともに、科学的な見方や考え方を養

うことができるようにする」ことが求められており、そ

のための自然体験や身近な自然環境を利用した実験・観

察が重視されている。植物群落動態に関する実習を行な

うことは、学習指導要領の本方針の具体化という点でも、

また、特に、植物群落に関する高等学校生物の教科内容

の理解を助けるという点においても、極めて有効なもの

と考えられる3

これらの観点から、群落構造の時間的、空間的変化を

理解することを目的として実施されている北海道教育大

学函館校生物学教室の野外実習の内容を紹介したい。植

物群落調査に関する大学および大学院の野外実習では 1

週間程度にわたり実施されているものが多いが、中学校・

高等学校のカリキュラムでは勿論、大学においても専門

課程でないかぎり、長期間の野外実習時間を確保するこ

とは困難であろう。ここで紹介する野外実習は 2・3日間

で行われており、適宜内容を変化させることにより、様々

な実習者を対象とした草本群落調査に、主として応用可

能である。
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実習手順

おおまかな全体の流れは、実習企画者が行なう事前準

備、野外実習、群落変化の定量化とレポート、という 3

段階に分けることができるのなお、駒ヶ岳における実習

では、時間内に実生個体の追跡調査等も行なっているが、

ここでは触れない。

1.実習準備

(1）実習用調査地の選定

群落遷移中、初期段階は、群落、環境ともに短い時間

で大きく変化する（Tsuyuz北i1995)o初期段階の砧物群落

が発達するところとして、大規模なものからあげるなら

ば、火山噴火跡地、山火事跡地、田畑の耕作放棄地、そ

して学校の花壇等の掻起こし跡などが上げられる。時間

軸ばかりでなく空間軸に沿った群落構造の変化を、同時

に実習できれば、植物群落の発達様式に関する理解をよ

り深めることができょう。

本来の生態調査においては、調査区設定から始めるわ

けだが、野外体験の少ない実習者を対象とした実習では

調査区が必ずしも適切な場所に設定できるとは限らず、

また調査区選定に比較的長時間を要するのまた、群落動
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図 1 駒ヶ岳で用いられている永久調査区のデザイン．

中央に l本の杭（蜘ke）を立て，そこから東西南北方向

5mのところにそれぞれ杭を打つ．東西南北方向に打

った杭をローフ。等で結び外枠が完成する．灰色に塗

りつぶした20の四角形の部分が 50cm x 50 cmのフ

レームを設定するところ.Nl・・・ N5：表 lのNl・・・ N5 

に対応する．
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図2被度測定方法.A 50 cm x 50 cmフレーム内を 25分

割している．したがって．フレーム全体を 100%とすれば、

l分割あたり 4%となる.B.被度の測定法c 実線で表し

部分は植物の絶対面積を示すが，これを計るのではなく，

鎖線で固まれた部分の面積を計る．

態調査は以前との比較を行う売め、以前のデータ（ここで

は前年のデータ）を採取しておく必要がある。本実習では、

初年度のデータは基準データとなるため、正確を記する

ため筆者らによって記録されているロこのように、事前

に調査区を設けておく方が適切な場合もある。

本実習では、駒ヶ岳において 1996年噴火時に堆積した

火山灰が、厚いところ、やや厚くところどころ噴火以前

の土壌が見えるところ、厚さが数 mm以下と薄く堆積し

たところ、全く堆積していないところ（対照区）、という 4

つの異なる環境（調査地）に、それぞれ 5調査区を設けて

いるのこれらの調査地問の比較が、火山灰の厚さという

環境勾配あるいは空間軸に沿った群落変化を、同一調査

地における前年度のデータと比較することが、時間軸に

沿った群落変化を調べることになる。

調査区設定は、学生に同定可能な植物が多く、種数も

少ない場所を意識して設定している。実習実施時期は、

植物の同定が容易であり、また実習者が興味を示しやす

い開花期が望ましいであろう。

(2）調査区デザイン

群落調査方法としては、高校教科書などでは植物社会

学的調査方法として Bra¥¥'11-Blanquetの 5段階法（Brawn-

Blanquet 1964）があげられていることが多いのしかしなが

ら、本方法による調査はかなりの経験を必要とするもの

であり（佐々木 1973）、一般の実習者が実路する場合には、

個人差が大きくなり現実的方法ではない。また 1年間で

の変化を測定するわけだから、精度の高いデータを得る

必要があり、 5段階評価法のようなおおまかな区分では

意味がない。そこで、本実習においては、セントへレン

ズ山において 1980年噴火後の革木群落の動態調査で用い

られている調査方法を採用している（<lel Moral 1983, dcl 
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表 1 ！拘ケ吊植生動態野外実習データシート. Site ＝調査地Date＝調査日， Observer(s）ニ調査者（ここではイニシャル）・

Overallは調査方形区外だが．調査医内に出現していた種を記入．このデータシートのメモ欄（Memo）には．調査地の

標高（All）.傾斜（Gr）.斜面方位（Asp）が記録されている．また，メモ欄はJb.く作っておき，実習中気づいたことを適

立書き込めるようにしておくとよい．

Site C’ Dale 19リ6.7. 26 ＝。 Ohserver: ST. TK, KM 

Plot# NI N2 

l:11v1『t】11mentalI辻ctor 

Gra、叶

¥1icmlop口氏raphy R R 

Species(%) 

イヌコリヤナギ

ウフシマツツジ

ウフジロタ子’

エゾヌカボ

オオイタドリ

カラマツ

シフタマノキ

ススキ

スズメノヤリ

タルマエソウ

ドロノキ

ノリウツギ

J、ナゴケ

ヒメスゲ

ミネヤナギ

ミヤマリンドウ

ヤナギラン

ヤマ／＼／＼コ

Plot cover （勿｝
、

Memo Alt 1005. Gr 14. Asp S 

tこのスペースを、できる限り広くとる）

N3 N4 l¥S El 巳2 E3 E4 

(j (j G 

1(1 0.01 

12 16 

Moral & Wood 1993）（閃 1):o まず、調査区の中心に l本の

杭（坑ake）を打つυ ついで、コンパス等を用いて北方向を

確認し、その杭から東西南北に Sm離れた位置に、それ

ぞれ杭を打つF 東西南北に打った 4本の杭を口ープで結

び、枠を作り、 l調査区の設定が完了するコ l調査区の設

定が終わったら、その中心から 20・30Ill間隔で次の調査

区を同じ要領で設定する。

(3）被度測定用フレームの準備

被度（coverage）とは、植物の被覆面積のことで、厳密な

地上被覆面積ではなく、植物体の外縁全結んだ投影面積

を用いるのが普通である（図 2）。駒ヶ岳実習においては、

植物高は測定していないが、群落によっては各種の高さ

等も記録するとよりよい《

被度測定問フレーム（仕ame）は、水道管などに用いられ

ている塩化ピ、二一fレ製のパイプ仁上って作られているが、

木枠等に変えても何ら附題はない（図 2,3）。内側の 1片が

50 cmの止方形の枠を作り、 4i旦それぞれに 10cmおきに

火を開け、そこにピιー／レ紐などを通し IOcm×10 cmの

E5 

1 

Sl S2 S3 S4 SS WI W2 W3 W4 W5 Ovarall 

ミネヤナギ

16 90 

R G G G 

0.5 0.01 0.5 11.5 

!l.5 

0.5 0.01 0.5 0.5 0.5 

小メッシュを作り、フレームを 25等分する。フレーム全

体を 100%とすると lメッ、ンュは4%に相当する。

2.野外実習

(1）学生・生徒の準備

(a）測定用具等の準備

実習にあたり携帯すべきものを準備もしくは連絡し準

備しておく（群落調査に必要な道具や準備に関しては

Muller-Dombois & Ellenberg 1974 )o合わせて、実習を行な

う場所の歴史的背景や地形的特徴を紹介しておくか、実

習者自身によって調べておく。例えば、駒ヶ岳植物群落

に関しては Yoshioka(1966, 1974）、 Kondo& Tsuyuz紘i

(1999）等の参考文献を読んでおくと良いじ

教室で準備するものとしては、 SOm（または 30m）の巻

尺、杭（杭が消失していた場合の補充用）、被度測定用フ

レームがある 3 巻尺およびフレームは、実習を個人単位

で行なう際には人数分、数名で班を作り実習を行なう際

には班数分の数を用意しておく。 1-2mのコンベックス（折

尺）は便利であり、教室、個人どちらかで用意しておく。
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- ., ... Measure 

図3フレームを用いた被度測定．ただし，この写真は 1

人で調査する場合の例である．

実習者が携帯するものは、筆記用具、（必要であれば）

弁当、防寒具、雨具があるc （野外で使用できるハンディ

な）図鑑、カメラ、コンパス等があると便利である。

野外測定は、合計20調査区を北海道教育大函館校から

駒ヶ岳までの移動時間を含め 1日半かかっているつ

(b）野帳

野帳として、昨年度の調査データを記入したデータシ

ートを配布している（表 1）。これは、同一調査区において

調査を行なっているため、昨年のデータと比べることに

より、記入ミスや見落としを減らす意味で行なっている

が、その場で去年との違いを実感できるという効果もあ

る3

データシート中の微地形｛microtopography）とは、フレー

ム内における礎（gravel）の被覆面積と、土壌侵食を大規模

な沢（gully）と溝程度のりノレ（rill）に分けて、どの程度調査区

内を占めているかを記録しているロこのような環境要因

を記録しておくことは、データを整理しまとめる際に環

境要因と群落の対応関係を考察する上で必要なことであ

るロそこで、各調査区に関して記録すべき環境要因はデ

ータシート中に組み込んでおき、記録もれがないよう注

意する。さらに、気づいた点は適宜メモ欄等に記録して

おく。

(2）測定

(a）被度

野外測定は、各調査区内に設定された合計20の50cmx 

50 cmプロット中で行われる（図 1）.，調査区の中心から東

西南北 4方向にそれぞれ Smロープを伸ばし、東西南北

をそれぞれE,W, S, Nとしており、中心の杭から lm間

隔で lから 5の番号を付したプロットに順にフレームを

置くの

ついで、野帳にデータを記録して行くぢ l人で行な

う場合にはデータシート（表 1）を片手にフレーム中の各植

物の被度を読むわけだが、班を組んで行なう場合には l

人が野帳を担当し、その他の者が各種の出現状況および

被度を読むことになる（図 3）。 l人で l調査区を測定調査

することは可能であるが、2-3人で班を作り行なっ升．方が、

見落としや記録ミスが減り、記録と測定を数人ーで交互に

行なうことにより習熟が早く、結果として正確かつ効率

的に実習が行なえるc

各出現種の被度の測定は、フレーム内において各植物

が占めているメッシュ数を数え、 lメッ、ンュが 4%である

から、メッ、ンュ数を4惜した値を野帳に書きこめば良いロ

4%以下の場合にはメツ‘ンニLの大きさの 1/4である 5cm x 5 

cmが 1%に相当し、 5mmx5mmが0.01%となる＝この

ように測定して行けば、被度をかなり迅速かつ正確に記

録できるQ

(b）環境要因

環境要因の測定は、被度の測定と平行して行なわれる

ものであり、本実習では前述のように微地形は必ず記録

している。また、調査区全体の斜面方位および傾斜も測

定している。また、調査中に気づいた点は野帳の memo

の欄に書きこむとよい（表 1)c実習内容に合わせ、そのほ

か重要と思われる環境要因を野帳の形式を変えることに

より記録できるようにしておく工夫は必要である。

(c）プロット外出現種

20方形区内の被度測定が終了したら、調査区内におい

て方形区外にのみ出現している植物を記録する。

3.群落変化の定量化とレポート

調査データのとりまとめは、これまで視覚的に理解し

てきた群落構造を、定量的に把握するという意味で野外

と同様不可欠な課程であるのレポート作成までに要する

時間は、おおむね半日であるの

本実習で用いている指数や分析手法は、本来調査区数

が多量にあり生データを一瞥しでも全体像が把掘できな

い場合に、データを縮約し視覚的理解を行なうためもの

で、ある(Kent& Coker 1992，小林 1995）。多量のデータを

処理する際には Statistica(StatSoft Inc. 1995）等の統計解析

コンビュータパッケージを用いるのが普通であるが、こ

れらの指数等の持っている意味を理解するためには、簡

単なデータをもとにまず手計算を行なってみるのがよい3

(1)群落動態

群落動態を表す様々な指数が提案されているが（Numata

1969，小林 1995）、式の意味が理解しやすく、計算が比較
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表2 CC, PS，クラスター分析実施例.A CC & PSの計算のもととなるデータ例．各調査区内の 20方形医の平均被度を

数値例として示しである．ー：観察されなかった.Bl. Mountford 平均連結法を行なう際の出発点となる類似度行列（マトリ

ックス）．例えば、調査区 1と2の問の類似度は0.786である.B2‘B3.平均連結法において再計算により新しく作られた

類似度行列．

A Bl 82 83 

出現時1 x年 y年 min~＇°izl:'.J 調査区 2 1 4 調査区 1-2 3 4 調査医 1・2・3 4 

ウラジロタデ 0.050 0.050 0.050 l同2 ト2-3

オオイタドリ 0.050 0.000 2 0.786 3 0.488 4 0.418 

ヒメスゲ 1.575 1.950 1.575 司,, 0.555 0.421 4 0.406 0.444 

ミヤマリンドウ 0.075 0.000 4 0.231 0.580 0.444 

タjレマエソウ 0.050 0.000 

正十 l.750 2.050 1.625 

種数 4 3 

的簡単である、という理由から群落係数 conununity

cocilicicnt (CC)と百分率類似度pe民 entagesimi加ity(PS）を

用いている（Bomkamm1981 )a これらは、調査区間でどの

程度似ているか（あるいは似ていないか）を表す尺度であ

り、類似度指数の一種である。 ccは以下の式で与えられ

る亡

CC= 2c/（α＋ b + 2c), 

αは前回調査時のみ出現した種数、 bは今回のみ出現した

種数、 cは阿調査年に出現した種数である。したがって、

両年の干重組成が全く異なる場合~：＂＂.は分子 cは 0となるの

でccの値は 0となる 3 両年の種組成が全く｜斗じ場合に

はαとbが0となるのでccのイ直は lとなる。即ち、 cc

は、何も変化がないときに 1をとり、変化が増すにつれ

値が減り、両年に出現した全ての種が全く異なるとき（群

落組成が全く変わってしまったとき）に 0となるο PSは

ccが種のあるなしをもとにした式であるのに対し、各種

の被度を考慮した式であるが、下式のように ccと同様

に全く変化がないときにし全てが異なる場合に 0とな

る、

PS= L,:1112min(x;,y;)l(x,+ y,) 

x，と Y;fまx年およびν年に出現したi種の優占度である。

優占度としては、本実習ではフレームで得られた被度の

平均値を採用しているぞ各種において、両調査年の小さ

い値の方の総和を分子に、各種の被度の合計を 2倍した

値を分子におく υ

計算手順を表2の例を用いて示すと以下のようになる。

まず、表 lにある l調査区内の 20方形区における各出現

種の被度の平均値を求める（表 2A）（同時に標準誤差等も計

算すると統計の基礎を学べる）。 ccでは、 x年のみに出

現する種は、オオイタドリとミヤマリンドウの2種であ

りα＝2となる。同様にy年のみに出現する種はタルマエ

ソウ l種であるから b=1となる。両年に出現する種はウ

ラジロタデ、ヒメスゲの2種であるのでc=2となる。よ

って、 ccは（2x 2 Y(2 + I + 2 x 2）忽0.571となる。 PSでは、

前回と今回の調査結果を比較し被度が小さいほうの値を

min(x;, y，）とする（表 2A）。この合計値が分子となり、分母

は前回と今副に調査した各種の被度の合計値を 2倍した

ものとなるので、 PS=2×co.050+ l.575Y(l.75o + 2.050）勾

0.855となるG

(2）群落構造の空間変化

空間軸変化の定量化の入門として、マウントフォード

の平均連結法（Mount白rd’sav町 age linkage me血od)

(Mountford 1962）によるクラスター分析を行なっている（図

4）。クラスター分析とは、得られた調査区を幾つかのグ

ループにまとめる方法であり、もっとも類似した調査区

から順につないでいく集約方式と、ある基準を設定しそ

れを元に調査区を順に分割していく分割方式の 2つの方

法があるの平均連結法は、集約方式のクラスター分析の

代表例といってもよい。以下に述べる手順を参考に原理

を理解されたいのなお、クラスター分析により完成され

た図をデンドログラム（樹形図）と読んでいる。

各調査i也聞の類似度をもとに類似度行列を作成し（表

2Bl）、行列中もっとも類似度の高い調査区を選び出す。

この場合、調査区1と2の問の0.786であり、類似度が0.786

のところで調査区 lと2を結ぶ（図4）。次に、調査区 lと

調査区 2は一つのグループ。となったわけだから、 lと2

を合わせたもの（以下グループ 1・2）と、 3および 4との類

似度を再計算する（表 2B2)o グループ。 1・2と調査区 3の平

均の類似度は、調査区 1-3間類似度と調査区 2・3問類似

度の平均と考え、（0.555+ o.421y2 = 0.488となる。同様に
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0.000 

0.418 

0.488 
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(Bl) 

円
1 2 

(B2) 
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Plot code 

図 4 Mountfordの平均連結法によるデンドログラム作成

手JI！貝 BL 82, 83それぞれが，表 2のBl. 82. B3 

に基づいて連結された部分である．

グルー7＂ト2と調査区4の平均類似度は（0.231+ 0.580）危＝

0.406となる（表 2B3ム調査区 3と4聞にはそのままの値

が入るυ この新しくできた類似度マトリックス中で最大

の類似度はグルーフ”ト2と3の間であるので、既に結ば

れているクソレーフυ1・2と3を類似度 0.488のところで結ぶ

（図4B）。その結果、調査区 1,2ヲ 3が一つのクソレーフ。とな

るc そこで、調査区 1,2. 3をまとめたグルーフe1-2-3と

調査区4の聞の類似度を求める。これは 1-4,2-4, 3-4聞の

類似度の平均値であるから（0.231+ o.sso + 0.444Y3 = 

0.418となり、これを調査区I2,3のグループ。と類似度0.418

のところで繋ぎクラスターが完成する（図4C）。

(3）レポート作成

レポートは、野外観察で得た成果を確実なものとする

ために必要不可欠なものである。レポート中の結果と考

察は、主として観察および分析から得られたことをもと

にまとめることに留意する。レポートは、個々人が得た

結果をもとに考察すべきものであるから、ここでは、そ

の具体的内容については触れないが、駒ヶ岳実習におい

ては、火山灰がどの程度堆積したところで群落変化がも

っとも大きいのか、またその要因は何か、等に着目して

まとめるとよい。感想等を書く書かないは実習目的によ

って適宜改変してもよかろう。大学生であれば、最後は

ビールで乾杯するのもよいであろう。

おわりに

1998年 12月に改訂された新学習指導要領は、移行惜

置期間を維て 2002年 4月より実施される。「総合的学習

の時間」の新設と学校週 5日制の下、理科も大幅に時間

数が削減され内容も厳選されているが、生物学分野にお

いて；士、環境との関わりが引き続き重視されている九小

学校においても、個々の生き物の観察、飼育等から始ま

り、個体の時間軸に沿った変化（成長、発生等）のみなら

ず、初歩的ながら空間軸に沿った変化の観察まで取り扱

われているハしかし、生物聞及び生物一環境問の相互作

用についての本格的な取り扱いは、中学校における理科

第2分野の最後まで待たなければならないのここでは「食

物連鎖」についての学習とともに、 7学校周辺の身近な自

然環境を調べ、自然環境は自然界のつり合いの上に成り

立っていることを理解するとともに、自然環境を保全す

ることの重要性を認識すること」も H標として掲げられ

ているc 更に高等学校理科では、生物・において「生物

の集団j に関する内容が大きく取り上げられており、ま

た、「課題研究」においても「自然環境についての調査」

が含まれているロまた新設される高等学校理科総合 Bに

おいても、「生物と環境」が一つの重要な内容となってい

るc

このように、「地球的規模の環境問題Jが全人類的課題

となっている今日、時間軸・空間軸に沿って変化する生

物集団を、児童・生徒の発達段階に応じて適切な実験・

実習によって学習させることは、生物教育上も重要な課

題となっているc しかし、これに応えうるような実験・

実習方法は必ずしも多くはないロ本稿で説明した実習内

容は、教員養成大学学部生を対象として作成されたもの

であるが、小中学校及び高等学校理科（生物）への応用は、

適宜可能である。例えば、 1）校庭の日当たりの思い場所

と日当たりの良い場所では、植物の成長のみならず群落

を構成している種類はどう違うか調べる、 2）校庭等にお

いて踏みつけの多いところと少ないところの植物群落は

どのように違うか、即ち踏圧傾度に沿った植物群集構造

の変化を調べる、 3）耕作地や花壇として使用後放棄され

たところでの経年的なあるいは季節的な群落変化を調べ

る、などが即座に思い浮かぶ3 これらの実習は、若干デ

ータシートの形を変えれば、そのまま小学校高学年から

＋分実施可能な内容である。解析に用いている方法は、

生態学分野では広範に用いられている方法である一方、

計算自体は四則演算のみからなる簡単なものであり、小

学校高学年でも十分計算できるの

フレームを用いた測定は簡便かっ迅速な方法であり、

セントへレンズ山の調査において採用されているように

( del Moral 1983, del Moral & Wood 1993）、草本群落の構造

および動態の調査においてはこのような調査デザインの
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方が普通となりつつある。さらに、多くの高等学校教科

書では、遷移初期段階に l年生市本が侵入するとしてい

るが、この慌に関しては疑問の点が多く、今後教科書内

容も変更となる可能性もあり（露崎 1993）、実際に駒ヶ岳

のような火山遷移初期段階の植物群落構造を知っておく

ことは、新しい群落遷移慨念を理解する上で貴重な助け

ともなるコ

最後になりましたが、駒ヶ岳の調査に関して快く許可

を下さった、森町役場および函館営林岩森営林支局の担

当の方々、ならびに、本実習に参加されたすべての学生

諸君に感謝の意脅表します。
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