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  ソメイヨシノをはじめとしたサクラの開花は，日本の各地で早まっている。早まり

MS ゴシック
10pt
日本語 MS 明朝 9pt
4.01 日(平均 1.60 日) 変化している。気象庁の長期観測データの解析から，日本は全
英数字 century 9pt
国的に早春の気温が上昇しており，それにともないサクラの開花日が早まっていると
インデント左
7字
言える。気温が年々上昇する率，年変化率が大きいほど，開花日が早くなる率，年変
インデント右
7字
摘要タイトル
摘要本文

の程度は地域によって異なり，早まっている主要な地点では，10 年あたり 0.07 日～

化率が大きい傾向がある。気温が年々上昇していることから，開花日から満開日まで
の日数が短くなると予想されるが，むしろ長くなっている例の方が多い。早春の気温

上昇によって開花日が早くなり，逆に開花日以降の最高気温が年々低くなっているこ
とが関係している。
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見出し MS ゴシック
10pt
のある特定樹にも注目し，独自のアンケート調査や
1．はじめに	
 
その後の追跡調査によって各地の桜の開花傾向を明
	
 
らかにしてきた 14)，18)。本稿では，その資料(以下，
	
  近年，地球温暖化が生物種に与える影響が危惧さ
本文
日本語 MS 明朝 10pt
年までの
アンケートデータと呼ぶ)と気象庁によるサクラの
れている 1)－3)。日本の年平均気温は，
英数字 2010
century
10pt
100 年で 1.2℃上昇しており，特に
1990
年代以降，
開花情報(以下，気象庁データ)を合わせ，全国のサ
文字数 23 字
4)
高温となる年が頻出している
クラの開花傾向をまとめ，開花の早まりの実態を明
行数
52 。地球温暖化によっ
行
て動植物種の分布や出現時期，鳥の渡り時期などに
らかにする。具体的には，開花時期の全国的な傾向，
段組
2 段組（間隔 2 字）
，6)
5)
。地球温暖化は
いろいろな変化が出始めている
開花日と気温との関係，開花から満開になるまでの
生物の生態を変化させ，生存をおびやかす可能性が
日数の年変化の 3 項目について述べる。アンケート
ある。その影響は，自然や生きものの世界に依存し
調査やその後の追跡調査の対象地域や調査方法の詳
ている人間の生活にも及んでくる。そのため，生態
細については，樋口・繁田 18)に記述してある。各項
目の記述にあたっては，関連する既存の研究結果も
の変化を詳しく調べ，保全に向けての方策を根本的
文献番号 本 文 に 出 て き た 順
紹介する。開花の傾向などを述べるにあたって，本
に考え直す必要がある。しかし，影響は短期では認
に上付きで番号を振る。
稿では 2 つの変数間の単純な相関，直線回帰の結果
識しにくく，長期にわたる調査，研究が必要となる。
を報告する。より詳細な解析の結果は，別の論文で
	
  サクラの開花日や満開日は，気象庁によって長期
，7)
6)
，日本の各地で開花が早まっ
扱う予定である。	
 
に情報が集積され
ていることが指摘されている 6),8)－17)。ただし，開花
	
 
の早まりが気温とどのような関係にあるのかについ
2．開花時期の全国的な傾向	
 
て詳しく解析した例は限られている(たとえば，
	
 
17)
12)
Ibanez ほか , Miller-Rushing ほか 。
	
  気象庁データによれば，全国のサクラの開花日は
	
  われわれはこれまで，気象庁による長期観測の資
南の地域が早く，北の地域に向かって次第に遅くな
料だけでなく，サクラの名所である特定地域や樹齢
っていく。日本のサクラ前線は，約 40 日間で南北(鹿
受付；2011 年 9 月 26 日，受理：2012 年 2 月 10 日
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  専門的に研究しているのは，鳥類
生態学。とくに巣箱を利用する鳥類
の生態に関心があり，35 年前よりコ
ムクドリの調査を続けている。コム
クドリの研究をしていくうちに産卵
著者紹介文（300 字以内）
開始日が早まっていることに気づき，原因が地球温暖化であ
るという論文をまとめ発表した。産卵開始日が早くなること
著者名 日本語 MS 明朝
で，生態にどのような影響を及ぼしているのかを解明するた
著者名英文
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めに調査を継続している。また，地球温暖化によりコムクド
紹介文
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MS 明朝
リの食物となる昆虫や植物の生物季節がどのように変化して
いるのかについても関心があり，さまざまな生物のデータを
（英数字 century
解析している。
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