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第 4章 植生の多様性と分布 

問．つぎの文の空欄に当てはまる語句を答えなさい。 

 1  さまざまな植生 

A 植生の区分 

 ある地域に生育している植物全体を〔1    〕という。植生の外観を〔2    〕と

いい，地表面を広くおおって〔2    〕を決定づける種のことを〔3     〕という。 

(1) 植生の区分 植生は，大きく〔4    〕，草原，荒原に分けられる。 

(2) 森林 多くの樹木からなり，最上部は

〔5    〕，地表付近は〔6    〕

という。林冠から林床までの間には，

〔7      〕（高木層，亜高木層，

低木層，草本層，地表層など）が見ら

れる。 

(3) 草原 降水量が少なく樹木の生育が難

しい地域に分布。サバンナやステップ

など。 

(4) 荒原 砂漠，ツンドラなど。植物の生育はかぎられる。 

B 植物と光合成 

 光の強さを変化させたときの植物の〔10        〕，見かけの光合成速度および

呼吸速度の変化は右のグラフのようになる。 

(1) 光補償点と光飽和点 光合成速度と呼吸速

度が等しくなるときの光の強さを，その植

物の〔11      〕という。また，そ

れ以上光を強くしても光合成速度が変わ

らなくなるときの光の強さを〔12      〕

という。 

(2) 陽生植物と陰生植物 日なたを好んで生育

する植物を〔14      〕という。陽

生植物は光補償点と光飽和点が高い。逆に

光の弱いところでも生育できる植物を

〔15      〕という。陰生植物は光

補償点と光飽和点が低い。 

 植物によっては 1本の木の中に，陽生植

物のような性質をもつ葉（〔16    〕）

と陰生植物のような性質をもつ葉（〔17    〕）

を同時にもつ場合もある。 
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 2  植生の遷移 

A 植生の遷移 

(1) 遷移と極相 ある地域の植生が，長い年月の間に一定の方向に移り変わっていく現象を

〔18    〕（植生遷移）という。遷移が起こった結果，最終的に到達する状態を〔19    〕

（クライマックス）という。 

(2) 遷移の過程 火山活動などでできた裸地に最初に侵入する植物を〔20    〕植物（パ

イオニア植物）という。先駆植物の多くはススキやイタドリなどの草本植物であり，こ

れが島状に広がり荒原ができる。やがてこの植物が大きくなると植生は草原となる。 

 次いで，風などによって運ばれた種子によって低木林ができる。このように遷移の初

期に現れる樹種を〔21    〕樹種という。先駆樹種には日なたで生育する〔22    〕

が多い。 

 やがて森林ができると〔23    〕樹種が現れるようになる。極相樹種には幼木が

弱い光のもとでも生育できる〔24    〕が多い。極相樹種を中心とした森林を〔25    〕

という。 

B 一次遷移と二次遷移 

(1) 一次遷移 土壌がない裸地や湖沼から出発する遷移を〔26      〕という。裸地

から出発する場合を〔27    〕遷移，湖沼から出発する場合を〔28    〕遷移と

いう。 

〔乾性遷移〕 裸地・荒原→草原（一年生・多年生） 

陽樹林→陰樹林（極相） 
〔湿性遷移〕 貧栄養湖→富栄養湖→湿原→草原 

 

参考 種子の散布型と遷移 

 植物の種子の散布型にはさまざまな様式があり，これは植生の遷移と深い関係をもつ。 

① 風散布型 小形で翼や冠毛をもつものが多く，風で遠くまで運ばれる。そのため，遷移の初期に出

現する場合が多い。 

② 動物散布型 動物によって食べられたり，動物のからだに付着したりして運ばれる。 

③ 重力散布型 種子の散布のための特別な構造をもたず，比較的重いため，分布を広げる速度は遅い。 

(2) 〔29    〕 山火事や放置された牧場のあとなど二次的な裸地から始まる遷移。土

壌や植物の種子・地下茎などがあるため，遷移の進行が一次遷移より速い。 

(3) ギャップ 極相林では林床は暗く，陽樹の芽ばえは枯死するが，陰樹の芽ばえはゆっく

りと生育できるため，陰樹林は長く続く。ただし，倒木などによって生じた光の差しこ

むスペース（〔30    〕）では陽樹などが育つため，森林の多様性が維持される。 
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3  気候とバイオーム 

A バイオーム 

 地域の植生とそこに生息する動物なども含めた生物のまとまりを〔1        〕

（生物群系）という。バイオー

ムは，気候条件（年平均気温・

年降水量）と深い関係があり，

降水量の多いところでは年平均

気温が低くなるにつれて，

〔2       〕，亜熱帯多

雨林，〔3      〕，〔4      〕，

〔5      〕と変化し，さ

らに低温の地域には〔6      〕

が分布する。高温地域では，年

降水量が少なくなるにつれて熱

帯多雨林，〔7      〕，

〔8      〕，〔9    〕

とバイオームが変化する。 

 世界の陸上バイオームは次のように分けられる。 

植生 気候帯 バイオーム 特徴など 

森林 

熱 帯 

亜熱帯 

〔2      〕 
亜熱帯多雨林 

1年中雨量の多い地域。常緑広葉樹がおもで，つる植物や

着生植物も多い。高温多湿で分解者のはたらきが活発な

ため，有機物はすぐに分解され，土壌は薄い。フタバガ

キ科の高木・アコウ・ガジュマル・ヘゴ・マルハチ（木

生シダ）など 

〔7      〕 雨季と乾季のある地域。乾季に落葉するチークなど 

温 帯 

〔3      〕 

（常緑広葉樹林） 

暖温帯。常緑広葉樹がおもで，落葉樹や針葉樹も混じる。

クチクラの発達した葉（照葉）をもつ。カシ・シイ・タ

ブノキ 

硬葉樹林 
夏に雨が少なく，冬に雨が多い地域。クチクラが厚く，

硬くて小さい葉をもつ。オリーブ・コルクガシ 

〔4      〕 

（落葉広葉樹林） 

夏に雨量の多い地方（冷温帯）に発達。落葉広葉樹から

なる。日本では本州東半分から北海道に分布。ブナ・ナ

ラ・カエデ 

亜寒帯 

寒 帯 
〔5      〕 

亜寒帯に広く分布。一般に樹種が少なく，純林を形成す

る。日本の亜寒帯ではエゾマツ・トドマツなど 

草原 

熱 帯 〔8      〕 
熱帯・亜熱帯で降水量が少ない地域。イネ科植物の草本

がおもで，高木や低木も混じる 

温 帯 〔10      〕 
温帯で降水量が少ない地域。イネ科植物が中心で，樹木

は少ない。中央アジアのステップ，北米中央部のプレー

リー，南米のパンパスなど 

荒原 
熱帯・温帯 〔9      〕 熱帯や温帯の降水量の極端に少ない地域。サボテンなど 

寒 帯 〔6      〕 北極圏など寒帯に分布し，地衣類・コケ植物を主とする 
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B 水平分布と垂直分布 

(1) 水平分布 気温の分布は緯度とほぼ対応するため，同じバイオームは緯度が同じ地域に

帯状に分布する傾向がある。そのため，緯度の変化とともにバイオームも変化し，これ

をバイオームの〔11      〕という。日本列島は南北に幅広いため，バイオーム

の水平分布が見られる。 

(2) 垂直分布 一般に，海抜高度が 100m増すごとに気温は約 0.5～0.6℃ずつ下がるので，

標高が高くなるにつれて，低緯度から高緯度への変化（水平分布）と同じようなバイオ

ームの変化が見られる。このような標高差によるバイオームの変化を〔12      〕

という。 

C 日本のバイオーム 

 日本では，森林ができるだけの十分な降水量があるため，どのようなバイオームになる

かは，おもに年平均〔13    〕によって決まる。したがって，日本では低緯度側から高

緯度側に向かって，年平均気温が高いところから順に〔14        〕，〔15      〕，

〔16      〕，〔17      〕へと変化する水平分布が見られる。また高山では

標高に応じて，それに対応した垂直分布が見られる。 

補足 本州中部では，約 2500m付近で森林限界となり，これ以上の標高では低温と強風により，高木の生

育は困難になる。 

補足 日本のススキ草原には，毎年人為的に行われる火入れによって草原が維持されているものが多い。 
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用語 CHECK 

 

次の各問いに答えなさい。 

① ある地域に生育している植物全体を何というか。 

② 発達した森林に見られる垂直方向の層構造を何というか。 

③ 森林の最上部を何というか。 

④ 光合成速度と呼吸速度が等しくなるときの光の強さを何というか。 

⑤ それ以上光を強くしても光合成速度が変わらなくなるときの光の強さを何というか。 

⑥ ④が低く，光の弱いところでも生育できる植物を何というか。 

⑦ ある地域の植生が，長い年月をかけて一定の方向に移り変わっていく現象を何というか。 

⑧ ⑦の過程で，裸地に最初に侵入する植物を何というか。 

⑨ ⑦の結果，最終的に到達する状態を何というか。 

⑩ 森林で，倒木などによってできる，林床まで光が差しこむ場所を何というか。 

⑪ 山火事跡や森林の伐採跡地などから始まる⑦を何というか。 

⑫ ある地域の植生と，そこに生息する動物などを含めた生物のまとまりを何というか。 

⑬ 熱帯で年降水量が多い地域に分布し，常緑広葉樹やつる植物，着生植物などが見られる

⑫は何か。 

⑭ 暖温帯に分布し，スダジイなどの常緑広葉樹からなる⑫は何か。 

⑮ 冷温帯に分布し，ブナなどの落葉広葉樹からなる⑫は何か。 

⑯ 亜寒帯や寒帯に分布し，エゾマツなどが見られる⑫は何か。 

⑰ 熱帯に分布し，イネ科の草本と低木などからなる⑫は何か。 

⑱ 温帯に分布し，おもにイネ科の草本からなる⑫は何か。 

⑲ 緯度の変化に応じた⑫の分布を何というか。 

⑳ 標高の変化に応じた⑫の分布を何というか。 
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第 5章 生態系とその保全 

 1  生態系 

A 生態系 

 ある一定地域内に生活する生物とそれを取り巻く〔1         〕とのまとまり

を〔2     〕という。生態系において，非生物的環境から生物が受けるさまざまな影

響を〔3   〕といい，生物が非生物的環境へ及ぼす影響を〔4        〕という。 

発展 食う食われるなどのような生物どうしのはたらきあいを相互作用という。 

 生態系内の生物は，その役割によって〔5     〕と〔6     〕に分けられる。 

(1) 生産者 水や二酸化炭素など

の無機物から有機物を合成す

る生物。光エネルギーを吸収

して光合成を行う植物などが

含まれる。 

(2) 消費者 生産者が合成した有

機物を直接または間接的に取

りこんで栄養源とする生物。 

 植物を直接食べる植物食性

動物を一次消費者，植物食性

動物を食べる動物食性動物を

二次消費者という。 

 消費者のうち生物の遺体や排出物中の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物

を特に〔7     〕といい，菌類や細菌などの微生物が含まれる。 

生物どうしは食う食われるの関係で一連の鎖のようにつながっており，この関係を

〔10      〕という。また，実際の生態系では，この関係は複雑な網状の〔11     〕

となる。 

B 生態ピラミッド 

 生産者を出発点とする〔10      〕の各段階を〔12      〕といい，一般的

に栄養段階が上位のものほどからだが大形になり，個体数は少なくなる。したがって，栄

養段階の下位のものから順に個体数の棒グラフを積み

上げると，ピラミッド型になる（右図）。このような

〔13          〕には次のようなものがある。 

① 〔14     〕ピラミッド 個体数で示したもの。 

② 〔15     〕ピラミッド 生物体の質量で示した

もの。 

発展 生産力ピラミッド 

 一定期間に生物が獲得するエネルギー量のグラフを積み上げたものを生産力ピラミッドという。 

補足 樹木（生産者）にたくさんの毛虫（一次消費者）がついている場合などでは，個体数ピラミッドが

逆転することがある。しかし，この場合，生物量ピラミッドは逆転しない。 
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 2  物質循環とエネルギーの流れ 

A 炭素の循環 

 炭素は，〔16       〕（CO2）

の形で植物などの生産者に取りこまれ，

〔17     〕によって有機物となる

（同化）。その有機物の一部は食物連鎖

を通じて消費者に移行し，遺体や排出物

などに含まれる有機物は，菌類や細菌な

どの分解者に取りこまれる。これらの有

機物はそれぞれの〔18    〕によっ

て分解され，〔16       〕にも

どる（異化）。 

 近年の〔19      〕（石油，石

炭など）の大量消費は，大気中の二酸化炭素濃度上昇の原因の 1つとなっている。 

B 窒素の循環 

 生体に含まれるタンパク質や DNA，

RNA，ATP，クロロフィルなどの有機物

には窒素が含まれている。窒素はおも

に〔20       〕（NO3−）やアン

モニウムイオン（NH4＋）の形で生産者

に取りこまれ，アミノ酸を経てタンパ

ク質などの有機窒素化合物となる。こ

のはたらきを〔21      〕という。

有機窒素化合物は炭素の場合と同じよ

うに消費者に移行し，それらの遺体や

排出物中の有機窒素化合物は分解者に

よって NH4＋に変えられる。NH4＋は，さ

らに土壌中の〔22    〕菌（硝酸菌と亜硝酸菌）のはたらきによって NO3−に変えられ（硝

化），再び植物に利用される。 

 多くの生物は空気中の窒素（N2）を直接利用することができない。しかし，〔23    〕

菌やアゾトバクター，クロストリジウムなどの細菌（〔24      〕細菌），およびシ

アノバクテリアの一部は，空気中の窒素を取りこみ，NH4＋に変える。このはたらきを〔24      〕

という。一方，土壌中の NO3−の一部は脱窒素細菌によって N2に変えられて，大気中にもど

る（〔25    〕）。 

参考 ダイズ，クローバーなどマメ科植物の根には根粒菌が共生しているため，これらの植物は窒素化合

物が乏しい土地でも生育することができる。 

参考 炭素は光合成と呼吸によって，常に生物と大気の間でやり取りがなされている。一方，生物と大気

の間で直接やり取りされる窒素は窒素固定や脱窒によるものだけである。 
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C エネルギーの流れ 

 生産者の光合成によって取りこま

れた〔1   〕エネルギーは，〔2    〕

エネルギーに変換された後，物質（お

もに炭素）循環に伴って生態系の中

を流れる。それぞれの生物によって

利用されたエネルギーは，最終的に

は〔3   〕エネルギーとなって大

気中に放出され，生態系外（宇宙空

間）へ出ていく。したがって，エネ

ルギーは炭素などの物質のように循

環することはない。 

 

 

3  生態系のバランス 

 生態系は台風や洪水によるかく乱，または季

節ごとの気温の変化などによって，常に変動し

ている。しかし，自然災害などで一部が破壊さ

れても，時間とともにもとの状態にもどろうと

する〔4     〕がある。そのため，生態

系では変動の幅が一定に保たれており，これを

生態系の〔5      〕という。 

 一般に，生態系内の環境要因も生物的要因も，

個別にはきわめて変わりやすく不安定である

が，生態系内の種構成が豊富で食物連鎖も複雑な場合は，生態系全体での総生産量，呼吸

量，純生産量などは安定しており，生物種の構成や個体数，物質循環などのバランスは保

たれている。 

補足 かく乱の規模が大きく，生態系の復元力をこえた場合には，生態系のバランスがくずれ，別の生態

系に移行してしまう。 

(1) 生態系のバランスの維持 ヒトデをはじめ

とする多様な生物が生息する海岸の岩場

（岩礁潮間帯）において，最上位の捕食者

であるヒトデを除去すると，数か月後には

岩場に生息する生物の種類が減少した。 

 この場合のヒトデのように，生態系のバ

ランスを保つのに重要な役割を果たして

いる生物を〔6          〕と

いう。 
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(2) 湖沼の富栄養化 窒素（N）やリン（P）などの栄養塩類の濃度が低い湖は〔7      〕

とよばれ，ここでは植物プランクトンや動物プランクトンがあまり増えない。このよう

な湖では，流入してきた栄養塩類は水生植物などによって吸収され，生態系のバランス

が保たれる。 

 しかし多量の栄養塩類を含む生活排水や農薬・肥料などが湖に大量に流入すると〔8      〕

が起こり，植物プランクトンなどが大発生する（アオコ，〔9    〕など）。さらに

大量のプランクトンによる〔10    〕の消費などによって水中の〔10    〕が

不足し，多くの魚類が死滅することがある。 

(3) 自然浄化 自然の川では，流入する有機物の量がそれほど多くない場合には，有機物は

水によって薄められたり，微生物（分解者）によって分解されたり，沈殿したりして自

然に濃度が低下する。このようなはたらきを〔11    〕（自浄作用）という。 

 

 

 4  人間活動と生態系の保全 

A 外来生物 

 人間の活動によって本来の生息場所から他の生息場所に移されて定着した生物を〔1      〕

という。外来生物の中には急激な個体数の増加によってその地域の生態系のバランスをく

ずすものや，従来の生物との交配によって地域の〔2     〕種が失われる原因となる

ものがある。 

 例  アメリカザリガニ，オオクチバス，セイヨウタンポポなど 

補足 外来生物のうち，生態系などへの影響が特に大きいと考えられるものは特定外来生物に指定され，

飼育や栽培・輸入が原則として禁止されている。 

B 森林の過度の伐採 

(1) 森林の減少 森林伐採や焼畑，過放牧などの影響で，世界の熱帯林は年平均約 0.7％の

割合で減少している。森林が減少すると土壌の保水性が弱まり，降雨も減少して土地は

〔3    〕化する。特に熱帯雨林は土壌が薄く，森林の伐採後に表土が流出すると森

林の再生は難しい。 

(2) 生物の多様性への影響 森林の減少によって，そこに生息する動物や植物が生息場所を

失っており，それによって〔4    〕の危機に瀕している生物もいる。 

参考 絶滅危惧種 

 現在，地球上には生息環境の変化などさまざまな要因によって絶滅の危機に瀕している生物がいる。

これらの生物を絶滅危惧種という。また，絶滅危惧種のリスト（レッドリスト）をまとめた『レッドデ

ータブック』という本が作成されている。 

C 生物濃縮 

 生物が分解できず，体外に排出されにくい物質を取りこむと，生物の体内に蓄積され，

〔5      〕の過程を経て濃縮される。このようにして，ある物質が外部の環境より

高い濃度で生物の体内に蓄積することを〔6      〕という。DDT（農薬として使用

された殺虫剤）や有機水銀は環境中での濃度は低くても，食物連鎖を通じて濃縮され，高

次消費者であるヒトなどに深刻な影響を及ぼすものとなった。 
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D 人間活動の生態系への影響 

(1) 地球温暖化 水蒸気や〔7        〕（CO2），メタン（CH4）などの〔8      〕

ガスは地表面から出た〔9     〕を吸収し，その一部を再放射することによって大

気の温度を上昇させる（〔8      〕）。大量の化石燃料の消費など，人間活動に

よる大気中の温室効果ガスの増加が，〔10       〕を推し進めていると考えら

れている。 

 地球温暖化によって，海水面が上昇して海岸近くの陸地が消失したり，気温の上昇に

よって環境が変化して，多くの生物が絶滅したりするおそれがある。 

(2) オゾン層の破壊 エアコンの冷媒，スプレーの噴射剤などに使われる〔11     〕

は，紫外線を吸収する〔12      〕を破壊する。オゾン層が破壊されると地表面

に降り注ぐ紫外線が強まり，これが遺伝子の突然変異などを誘発すると懸念されている。 

 

用語 CHECK 

次の各問いに答えなさい。 

① 生態系は，生物とそれを取り巻く何から構成されるか。 

② ①が生物に及ぼす影響を何というか。 

③ 生物が①に及ぼす影響を何というか。 

④ 植物のように，無機物から有機物を合成する生物を何というか。 

⑤ 動物のように，④が合成した有機物を直接的または間接的に取りこんで栄養源とする生

物を何というか。 

⑥ ⑤のうち，生物の遺体や排出物中の有機物を無機物に分解する過程にかかわる生物を何

というか。 

⑦ 生態系における生物どうしの食う食われるの関係は，一連の鎖のようにつながっている。

これを何というか。 

⑧ 生産者を出発点とする⑦の各段階を何というか。 

⑨ ⑧の下位のものから順に個体数や生物量の棒グラフを積み上げたものをまとめて何とい

うか。 

⑩ 体外から取り入れたアンモニウムイオンや硝酸イオンから，有機窒素化合物を合成する

はたらきを何というか。 

⑪ 大気中の窒素を取りこみ，アンモニウムイオンに変えるはたらきを何というか。 

⑫ 生物によって利用されたエネルギーは，最終的にどのようなエネルギーになって生態系

外へ放出されるか。 

⑬ 湖などで栄養塩類の濃度が高くなる現象を何というか。 

⑭ 河川に流入した有機物は，沈殿や希釈，分解者のはたらきによって自然に減少する。こ

のはたらきを何というか。 

⑮ 人間の活動によって本来の生息場所から他の生息場所に移されて定着した生物を何とい

うか。 

⑯ ある物質が食物連鎖の過程を経て，外部の環境より高い濃度で生物の体内に蓄積するこ

とを何というか。 


