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【研究員調査・研究レポート】

自然とヒトとのつながりを解き明かす

―持続可能なくらし・環境を求めて―

IGES 国際生態学センター

はじめに

研究員／矢ケ崎朋樹

植生のみを調べる環境研究に何か物足りなさを感じる

IGES 国際生態学センター研究事業の一つ、「地域生

ようになりました。とくに、ヒトを含めた生物と環境

態系の構造と動態およびその評価に関する研究」では、

との相互関係を捉えたいと考えるようになってから

これまで、都市、里地里山、荒廃地など、環境の持続

は、植物・植生のみをターゲットとする研究だけでは

可能性が脅かされている地域に焦点を当て、「ヒト ―

不十分だと思えてきたのです。では、“ 物足りないも

生物 ― 環境の複雑な相互関係の解明」や「自然資源・

の ” とは何なのか？ ―― 試行錯誤の末にたどり着いた

生態系サービスの持続的利用」をねらいとした研究に

のが、「植物にまつわる人々の知恵」でした。

取り組んできました。本稿では、その概要を述べながら、

本稿タイトルにも掲げたように、
「自然とヒトとの

問題解決に向けての課題と展望について紹介します。

つながり」は本研究が解明したい最大の関心事です。
ただし、“ つながり ” の言回しはいささか漠然として

「植物にまつわる知恵」を記録する

いるため、研究着手にあたっては、“ つながり ” の意
味を考えることから始めました。そして、自然とヒト

植物・植生は、土壌、地形、気候など、その土地固
有の様々な環境要因の総和として、その立地における

との間には「植物とその利用」という関係（つながり）

複雑な環境を反映した一種の表現形（指標）と捉える

が根幹にあり、その解明には、現場の実態をできるだ

ことができます。このことから、ある土地に生育して

け迅速・正確に記録し、なおかつ、その結果を人々に

いる植物の種類・生活様式やそれらの活力度を調べ、

対してわかりやすい形で表現できる方法が必要、と考

その土地の生態・メカニズムを解こうとする環境研究

えるに至ったのです。
そこで、本研究が独自に考案・実践してきたのが、

のアプローチは、これまで数多く試みられています。

植物社会学と民族生物学の両者のコンセプト・手法を

しかし、筆者の場合、あるときから、そうした植物・

1

とりいれたフィールド調査です。具体的には、植物社
会学の分野ですでに一般化された調査手法を基礎とし
つつ、オリジナルの調査票（図１）を用いて特定範囲
の草原・森林に出現するすべての維管束植物を記録す
ると同時に、その土地に暮らす人々とともに現地にお
もむき、それら植物の呼び名（地方名）や利用方法を
聞き取ります。植物社会学的な手法を用いて得られる
植生調査資料のことを「みどりの戸籍簿」と呼ぶこと
がありますが、本調査は、いわば、その戸籍簿へ、植
物にまつわるヒトの知恵をつけたす作業と言えるで
しょう。
こうして本研究を通じて構築される新たな植生情報
は、植物とヒトとの間で繰り広げられる「資源採取 ―
利用」の実態を明らかにするだけでなく、森林や草む
らに備わる資源ポテンシャルを表すことにも効果を発
揮します。これまでに構築された植物社会学の膨大な
調査資料や解析結果と比較・考証することも可能にな
ります。そして、何よりも、そうした情報は、植物と
ともにその土地に暮らす人々の知恵もまた、守るべき
貴重な資源であることを私たちに気づかせてくれるこ

図 1．調査票に記録されたラオスの植生情報（未発表資料）

とでしょう。本研究では、それら情報の収集・解析を
さらに進め、保全価値や有用性の観点から植生図化を

ン県林業セクション・スタッフとの協働を続けていま

試みたり、いずれは、生態系サービス（= 生態系から

す。平成 24・25 年度には、同県にてフィールド調査

もたらされる恩恵）を評価することに応用していきた

を行い、土壌侵食問題を抱えるチーク Tectona grandis

いと考えています。

L.f. の造林地（写真 1）を主な対象として、潜在自然
植生や有用植物、植物利用にまつわる村落住民の在来

ケース・スタディ in ラオス

知（土着の知）に関する調査を実施しました（図 1）。

日本の国土面積のおよそ７割弱は「森林」と言われ

同時に、植物標本の収集、腊葉標本５０種の作成およ

ています。このことは、日本が「森の国」と称される

び同定作業に取り組み、未だ十分に整備されていない

所以のひとつです。多くの人はそれを誇りに思うこと

現地の野生植物インベントリーを補完しました。これ

でしょう。しかし、あるとき、日本の植生回復技術を

らの結果、チーク造林地とその周辺ではマテバシイ属

学ぶため東南アジアからやってきた研修員が日本の森

Lithocarpus、シイ属 Castanopsis などの常緑広葉樹の自

林を目の当たりにしてこうつぶやきました。「なぜ、

生が明らかになり、それらの知見が試験育苗時の樹種

日本の人たちは自国の森の木々を伐らず、海外の森を

選定など、現地の活動に活かされています。
村落住民が教えてくれた植物利用の知恵は、荒廃地

伐り拓いてばかりいるのですか？」

での適切な植生管理方法を検討・普及する際に役立っ

このような海外の人々の言葉を直接耳にしたとき、
私たちは改めてハッと気づかされます。世界に目を向

ています。例えば、マテバシイ属 Lithocarpus やホルト

ければ、日本が高い森林率を維持している背景には、

ノキ属 Elaeocarpus 等の常緑広葉樹は、チーク造林地

依然として大量の国内木材消費のために、遠く離れた

でこれまで習慣的に行われていた下層植生の刈り払い

海外の森が伐り拓かれている現実があるのです。私た

／焼き払いが原因で、林床にはあまり見られませんで

ちはこのことを決して軽視してはなりません。

した。しかし、常緑広葉樹の有用性が村落住民の知恵
を通して明らかになり、それらを村落内で共有し管理

こうしたことを踏まえ、本研究では国内だけでなく、
海外、とくに森林減少／劣化からの克服が急務である

方法について話し合いを続けた結果、刈り払いや焼き

開発途上国の課題にも積極的に取り組むよう努めてい

払いをせず、常緑樹を生かして保全（育樹）すること

ます。ラオス人民民主共和国での調査・研究はそのひ

に理解を示す農家・林業家がでてきたのです。このこ

とつで、そのさきがけとして現在、同国ルアンプラバ

とは、チーク造林地の下層を常緑樹等で覆い、土壌侵

2

写真 1．下層植生を欠くチーク造林地

写真 2．現地で“コォ・キ・ムー”と呼ばれるマテバシイの仲間

図 2．複層林管理の模式的イメージ

写真 3．住民に植物のことをたずねながら調査する

食を防止・軽減しようとする複層林管理（図 2）
（矢ケ崎 ,

物ひとつひとつを識別し、たくみに利用する人々はど

2009）のさきがけとして、生態学的にも注目に値する

れだけいるでしょうか。日本の里地里山なら、まだ、

動向です。ちなみに、先のマテバシイ属 Lithocarpus の

その豊富な知恵に出会えるかもしれません。いや、あ

常緑樹（写真 2）には「薪炭、農機具の柄、馬鍬の歯、

るいは、すでに消失してしまったかもしれません。本

出作り小屋の構造材」としての利用が、ホルトノキ属

研究では、その実態を記録すべく、神奈川・福井・鹿

Elaeocarpus の常緑樹には「コウモリの狩猟場」として

児島（屋久島）をはじめ、国内各地で同じような調査

の利用がそれぞれ認められました。ラオスの人々はそ

を行っています。

のホルトノキ類の果実を食べにやってくるコウモリを

日本の里地里山とラオス農村部とでは、社会的・経

捕獲し、食用とするのです。

済的状況が互いに異なり一概に比較はできませんが、
いずれにしても、人々の姿に共通してたくましい「生
きる力」を感じるのは筆者だけでしょうか。本研究は

研究活動を通して思うこと ― ラオスに学ぶ「生きる力」―

その「生きる力」に注目し、その力をさらに活かして

ラオスでフィールド調査をしていると、村落のおじ

持続可能なくらし・環境を創出すべく、植物、そして、

さん、おばさんが博士に見えてくる瞬間があります。

ヒトの知恵に着目した研究を進めてまいります。

それは、調査地内に生育している植物種ひとつひとつ
に関して、その名前や利用方法をたずねているときで

-------------------------------------------------------------------------------------------

す（写真 3）
。かつて、筆者がラオス農村部のチーク

引用文献
矢ヶ崎朋樹．2009．アジア・アフリカ荒廃地植生回復に向けた課
題と展望 ―JICA 研修におけるプログラムの実施成果を踏まえて．
生態環境研究，16 (1): 77-92.
矢ケ崎朋樹・百村帝彦・ラタナボンゴ ブンチャン . 2011. ラオス村

造林地（10m×10m）の中で調査をしたとき、その土地
を使用する住民に植物のことを色々とたずねてみまし
た。すると、彼は全出現種 58 種類のうち 51 種類（88％）
を自分らの呼び名（地方名）で識別し、39 種（67％）

落住民における植物利用の知恵とそれに基づくチーク植林の資源
ポテンシャル評価．第 58 回日本生態学会大会講演要旨集 , 472.

について利用の知恵を備えていました（矢ケ崎ほか ,
2011）。ラオスの人々は植物のことをよく知っていて、
よく利用している。―― ラオスの人々の暮らしのいま

謝辞：ラオスでの研究に関しては、国際協力機構（JICA）横浜国
際センター主催の本邦研修ならびに同機構調査団による現地活動
の経験・実績がその大きなきっかけとなりました。当時より、貴
重な機会を与えていただいた JICA のみなさまへ、心より御礼申
し上げます。

を目の当たりにした瞬間でした。
では、昨今の日本はどうでしょうか。日常生活の中
に身近な植物はどれだけ関係しているでしょうか。植

3

【森づくりの現場から】

生物多様性保全・地域との共生を目指した新しい森づくり『あさひ・いもちの森』
旭化成ホームズ（株）RC管理部

佐久間

弘・村上

淳／旭化成設計（株）中田

公浩

旭化成ホームズ住宅総合技術研究所と『あさひ・いのちの森』
旭化成ホームズは、2007 年に田子の浦湾に面した静

センターゾーン

岡県富士市の旭化成（株）富士支社内に住宅総合技術
研究所を創設しました。
住宅メーカーとして「ロングライフ住宅の実現」を

センターゾーン本館

めざし、住まいの価値をハード面から一層高める研究
開発を行うと共に、人と社会と地球をさらに大切にし

技術開発
試験棟ゾーン

「いのち」と「くらし」を育む「住まい」のより良い未
来に向けて、環境との共生や資源循環を積極的に取り

研究開発
実証ゾーン

入れた、ヒューマンコンシャスな技術の追求も目的と

環境活動ゾーン
『あさひ・いのちの森』

しています。
そしてその研究施設の一画に環境との共生、生物多

住宅総合技術研究所と『あさひ・いのちの森』概略図

様性保全に取り組む活動の一環として『あさひ・いの

本館建物は建築環境総合性能評価システム CASBEE で最高ランクである S ラ
ンクの評価をうけています。

ちの森』をつくりました。

森づくりの計画
森づくりの計画は、現（公財）IGES 国際生態学センターのご指導のもと、2006 年２月にスタートしました。
計画地周辺地域の現存植生とその遷移過程の調査から潜在自然植生を把握し、それに基づいた地域性を反映した緑
の再生を最大の目標としました。そこに、自然林・里山林・草地・湿地・池・流れ・田んぼなどの多様な生態系の
創出とエコロジカルネットワーク構築、自然と人の共生空間の再生、人が楽しめるビオトープといった要素をつけ
加え、計画を具体化しています。
エコロジカルネットワークの概念図

周辺から入り込んだ生き物がここに定着して、この中で複
合的な生態系をつくりだすことができる多様な生物生息環
境を整えること、異なるタイプの生態系を有機的に配列し
生き物が複数の環境を利用できるエコロジカルネットワー
ク構築を目指しています。

森の計画平面図；森は大きく 6 つのゾーンにわかれています

森の計画断面図；平坦な土地に盛り土をして最大 4m の高低差をつくりました
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森の生長と調査・管理
2007 年 5 月に社員・地域有志 2,000 人余の方々による
２万本の植樹をもって誕生した『あさひ・いのちの森』は、
７年を経過した現在、その計画当初に描いた予想図そのま
まに、約１万㎡の敷地の中に複層的で多様な生態系を構築
し、田子の浦という地域性を忠実に反映した緑を再生して

造成完了時のようす 2007.2

植樹祭のようす 2007.5

います。
そしてこの再生・生長の記録と、計画に沿った自然再生
誘導の順応的管理のため、継続的な調査を実施しています。
植樹時に設けた定置枠の植生調査は初夏と秋の毎年２回
行い、さらに森林再生区においては、植樹の際ナンバリン

計画時に描いた植樹
７～８年後の予想図

グした約 600 本の樹木の毎木調査（樹高・根際径・胸高直
径の測定）を、2011 年までに４回実施し、2014 年の秋に
5 回目を行う予定です。
また、2010 年夏には、生物多様性年であることを背景
に、生態系の発達をはかる指標として昆虫相調査も行いま
した。
生長した森の全景 2014.5

調査から森の順調な生長が確認されていますが、いくつ
かの課題もあり、以下の 4 つを当面の課題として順応的管
理を継続しています。
1）外来種の根絶
2009 年頃からセイタカアワダチソウをはじめとする外来
種が目立ち始め、集中的な除草により改善はしていますが、
定期的な除草などの維持管理に注意していく必要がありま

昆虫調査のようす 2010.7

植生調査のようす 2012.6

除草作業のようす 2013.7

間伐作業のようす 2013.7

す。特に草地再生ゾーンで再生目標としたススキ草原への
移行に向けて非常に重要と考えています。
2）里山林再生ゾーン林内の低木類の生長促進
高木の急速な生長によって、林内の低木類の生長が妨げ
られています。もともと日本の里山は、薪炭林として伐採
と生長を一定のサイクルで繰り返すことで生物多様性を維
持してきましたが、それを再現する為、2013 年度に試験的
に高木の間伐を行いました。2014 年度の調査でその効果の
検証を行い、今後の管理に反映する計画です。
３）湿地の希少種の確認・周知・保全
2012 年夏の調査では、湿地周辺に、国内で希少なナヨナ
ヨワスレナグサの定着や静岡県版レッドデータブックにあ
るオニナルコスゲの開花がみられました。適切な管理によ

湿地調査のようす 2012.6 と定着したナヨナヨワスレナグサ

りこれらの周知・保全に努めていきます。
4）森林のアクセシビリテイの管理
急速な周囲からの木の枝の伸長により、通行困難になる
歩道が増えています。維持管理や地域の方々・社員に森や
生き物に親しんでもらうため、アクセシビリティの確保も
忘れてはならないことです。年１回程度の歩道側面の枝切
などの管理を継続していきます。
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伸長した木の枝のようす
2012.6
（中央が森の歩道）

森での活動やイベント
森の生長と共に、地域の方々や社員に親し
まれ、より価値を高めていくことを目指して、
様々な活動を行っています。
2010 年には森の生長と継続的なモニタリ
ング調査による順応的管理への取組を踏まえ
（財）都市緑化基金の「生物多様性保全につな

森を題材とした絵本『あたらしい森』

がる企業のみどり 100 選」に応募し、身近な

当社のマスコットキャラクター
「ラム君」を主人公にした絵本です。この
絵本は下記からダウンロードしてご覧い
ただけます。（http://www.asahi-kasei.
co.jp/file.jsp?id=263258）

緑の保全・創出・活用の優良な事例として特
別認定サイトに選定されました。
また同年、COP10 にちなみ生物多様性につ
いて子供向けに解説した、森を題材にした「あ

企業のみどり 100 選 認定証

たらしい森」という絵本を発行しました。
毎年５月末から６月初旬に行うホタル観賞会は、社外の方も大勢参加頂く、地域の大きなイベントとして定着して
います。
収穫のあるビオトープとして計画した田んぼは、秋には稲穂が実り毎年社員で稲刈りを行っています。
定期的なものではありませんが、地元小学校の自然観察会にも利用して頂いています。
2012 年の秋には、研究所創設５周年行事の一環として、森づくりの当初の調査・企画からモニタリング調査まで
携わっていただいている
（公財）IGES 国際生態学センターの村上雄秀博士に、
『あさひ・いのちの森の成り立ちと変遷、
そして未来』と題した講演を行って頂き、関係者一同、改めて森の価値や企業としての活動の意義について理解を
深めました。
2014 年 3 月には、生物多様性保全・地域との共生を目指した新しい森づくり『あさひ・いのちの森』として Web ペー
ジを公開しました。
（http://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/asahi_inochi_no_mori.html/）
今後も森がより豊かに生長し、社員だけでなくさらに地域の方々に親しまれ活用して頂けるよう、継続的な活動
を続けていきたいと考えています。

秋 稲穂が実る田んぼと稲刈りをする社員

5 月下旬 ホタルが乱舞するようす

地元小学校の観察会
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村上博士による講演会（写真右、
左手をあげて講演される村上博士）

【報告１】

IGES-JISE 市民環境フォーラム「命を守る森の防潮堤−これからの展望−」
IGES 国際生態学センター／林

寿則

2014 年 3 月 16 日（日）横浜国立大学教育文化ホー

備を進めています。東日本大震災の記憶を未来へ引き

ル に お い て、IGES-JISE 市 民 環 境 フ ォ ー ラ ム「 命 を

継ぎ、数々の教訓を活かしながら、鎮魂と未来への象

− これからの展望 −」
（主催：IGES-

徴、防災教育の拠点として少しずつ形となってきてい

JISE、共催：自然環境復元学会、NPO 法人国際ふるさ

ます。また、仮設住宅への移転に関しては、コミュニ

との森づくり協会、後援：横浜国立大学）が約 130 名

ティーの維持を図ることが重要であったこと等が報告

のご参加をいただき開催されました。当日は東日本大

されました。しかしながら、復興・再生にあたり、法令、

震災からの復興を進めている宮城県岩沼市より井口経

制度、財源等の様々な課題があることにも触れられま

明市長（当時）をお迎えし、これまでの復興の歩み、

した。宮脇センター長からは、津波被災地の現地調査

そしてこれからの海岸整備についてご講演いただきま

に基づく森林の効果や広葉樹苗木を活用したこれから

した。

の海岸防災林づくりについて、多くの写真を交えた講

守る森の防潮堤

岩沼市では復興予算獲得の第１号となった「千年希

演がありました。

望の丘プロジェクト」構想により、2013 年 5 月から広

会場からは、廃棄物処理に関する法的整備の問題、

葉樹苗木の植樹活動が進められています。本プロジェ

また、森林科学や生態学に関する勉強をどこで受けら

クトでは、土台部分には再生可能な災害廃棄物を活用

れるのかといった若い世代からの意見もありました。

した小高い丘を配置し、広葉樹苗木を植樹することに

ご講演いただきました井口市長、そしてご来場いただ

よって津波の力を弱め、命を守る避難場所としての整

きました参加者の皆様に厚く御礼を申し上げます。

写真１．会場の様子（横浜国立大学教育文化ホール）
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【報告２】

第６回ケニア・エコツアー

IGES 国際生態学センター／林

寿則

2014 年 5 月 6 日～ 13 日にかけて、第 6 回ケニア・

フォレストでは、地域住民のグループに混ざって苗木

エコツアーに参加してきました。宮脇団長率いる日本

を植え、植樹後には小学生の皆さんによる歌や踊りの

チーム総勢 9 名は、成田からドーハを経由して約 24

歓迎をいただきました（写真２）。ケニアにおける植

時間後、ケニアの首都ナイロビに到着しました。ナイ

生調査並びに植樹活動は、㈱山田養蜂場、三菱商事㈱、

ロビ大学では三菱商事㈱の方々やナイロビ大学の学生

日置電機㈱、毎日新聞社のご支援により、藤原一繪（横

達と植樹を行い（写真１）
、昨年植樹した苗の成長も

浜市立大学 特任教授）をプロジェクトリーダーとして

確認できました。また、近年、荒廃が進んでいるマウ・

2005 年より進められています。

写真１．ナイロビ大学での植樹を終えて

写真２．現地の小学生による歌のプレゼント
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写真３．移動中に立ち寄ったマサイ族の生活を紹介する施設にて

◆お知らせ
５月７日から新オフィスで業務開始しました
既に皆様にご案内させていただきましたとおり、IGES 国際生態学センターは新横浜駅前に移転いたしました。
４月半ばから書籍等の整理を行い、５月の連休を利用し、膨大な文献を始めとした全ての移転作業を無事に終え、
連休明けの５月７日より気分も新たに業務をスタートいたしました。
市営地下鉄新横浜駅８番出口より徒歩２分、ＪＲ新横浜駅からも徒歩６分という、交通至便な事務所に移転し、
以前に比べスペースは手狭にはなりましたが、これまで以上に効率的、より発展的に業務を行うこととなりました。
今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。

業務開始日：2014 年５月７日（水）
新住所：〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 2‒14‒27
新横浜第一ビルディング 3 階
電

話：045-548-6270（代表） FAX：045-472-8810

ＵＲＬ：http://www.jise.jp/

このビルの３階部分
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【活動報告】

天神島の自然とその魅力 ── 環境学習（エコロジー教室）実施レポート
IGES 国際生態学センター 研究員／矢ヶ崎朋樹

IGES 国 際 生 態 学 セ ン タ ー で は、2014 年 7 月 5 日

これは、およそ３分間に１種類のペースで生物を発

に環境学習（エコロジー教室）を開催しました。今回

見し、それを（自分達で探す時間や質問、講師の説明、

のフィールドは横須賀市佐島の「天神島臨海自然教育

移動の時間等も含め）３時間継続したことになります。

園」です。当園は、横須賀市が管理する入園無料の施

こうした充実した学習会が実現できたのは、天神島

設で、当センターもこれまで度々お世話になってきま

臨海自然教育園がその名の通り、学習と教育の題材を

した。開催当日は朝から雨模様でしたが、開始時間の

豊富にふくみ、人を飽きさせない豊かな自然環境が保

午前 10 時半頃にはすっかり雨がやみ、野外観察にとっ

たれているからなのでしょう。今回の学習会の実施を

て格好の日和となりました。早速、ご参加いただいた

通して、その天神島臨海自然教育園の貴重さ、そして、

５名のみなさんと共に補助教材（写真 1）を手にしな

島の環境保全の大切さを改めて実感した次第です。

がら園内へと進み、野草・樹木を中心に、天神島のさ
まざまな生物と触れ合いました。
学習会は終始和やかな雰囲気で行われました。参加
者の皆さんは大変熱心で、その姿勢に触発されこちら
も自然と指導に力が入りました。見つけた生物の名前
はもちろん、ひとつひとつの生物の「生態」や「識別
のポイント」、“ 食べる食べられる ” といった「他の生
物との関係」、さらに、
植物の場合は「利用方法」や「天
神島特有の地形との関係」など、参加者の皆さんとや
りとりしながら、じっくり話題を繰り広げていきまし
た（写真２）
。学習会は当初予定していた終了時間を
大幅にこえ、午後１時半には無事終了。結果、現地で

写真１．当日使用した補助教材（筆者制作）。右（A3 版）は当日
の記録用。左（A4 見開き）は振り返り学習時に使う。

観察した生物は、動物を含め、54 種類にのぼりました。

当日観察したおもな生物（50 音順）
アイアシ、アオサ類の一種、アオスジアゲハ、アオ
ノリュウゼツラン、アマモ、アラメ、イソミミズ、
イソヤマテンツキ、イヌビワ、ウシオハナツメクサ、
ウミウ、オオバグミ、オカダンゴムシ、オカヒジキ、
カジメ、クサスギカズラ、クロマツ、ケカモノハシ、
シバ、シャリンバイ、シロダモ、スカシユリ、タイ
トゴメ、タブノキ、ツルオオバマサキ、ツルナ、テ
リハノイバラ、トウオオバコ、トビ、トベラ、ナガ
ミノオニシバ、ハマウド、ハマエノコロ、ハマエン

シ、ハマツメクサ、ハマナデシコ、ハマヒルガオ、

写真２. 学習会のひとこま（大槻氏撮影）。満潮時に海水にひたる
この場所はかつてナガミノオニシバ群落がカーペット状に生えてい
たところだが、現在その姿・形跡はない。それはなぜか。また、なぜ、
ナガミノオニシバは以前この地に生えることができたのか。みなで
自然を読み解く技術をみがく。

ハマボウ、ハマボッス、ハママツナ、ヒトモトスス

-------------------------------------------------------------------------------------------

キ、ヒメユズリハ、フシゲチガヤ、ホソバハマアカザ、

おわりに、日頃より天神島の環境保全に努められ、本イベントの
開催にあたりご協力いただきました横須賀市自然・人文博物館、
天神島臨海自然教育園のみなさまへ心より御礼申し上げます。

ドウ、ハマオモト、ハマオモトヨトウ、ハマグルマ、
ハマゴウ、ハマゼリ、ハマダイコン、ハマダンゴム

ママコノシリヌグイ、ミヤコグサ、ヤブニッケイ
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【募集のお知らせ】

平成２６年度

生態学研修（初級コース）のご案内

IGES 国際生態学センター

人材育成事業担当

■ 生態学研修（初級コース）
【日時】 ２０１４年９月２２日（月）～２４日（水）
（３日間）
【集合】 横浜市スポーツ医科学センター（横浜市港北区）
【対象】 高校生～大人
【定員】 30 名（申込先着順）
【費用】 一般 32,000 円（学生 20,000 円）※懇親会費含む
【講師】 宮脇昭（IGES 国際生態学センター長）ほか
【内容】 ３日間の短期集中プログラムを通して、森林・自然再生の実務に必要な生態学・植生学分野の基礎概念や
調査方法を学びます。２日目には、
神奈川県立四季の森公園（横浜市緑区）にて野外実習を予定しています。
所定のプログラムを全て終えた方には、最終日に修了証をお渡しいたします。

生態学研修（初級コース）プログラム 予定
■２０１４年９月２２日（月）

■２０１４年９月２４日（水）

■会場：横浜市スポーツ医科学センター 中研修室

■会場：横浜市スポーツ医科学センター

①開講オリエンテーション
矢ヶ崎朋樹（IGES 国際生態学センター 研究員）

宮脇

②植生生態学入門−植物社会学の理論と貢献

昭（IGES 国際生態学センター センター長）

②生態工学入門

村上雄秀（IGES 国際生態学センター 上席研究員）

目黒伸一（IGES 国際生態学センター 主任研究員）

③植生調査法 I −森や草むらの調べ方

③植樹・育樹法

矢ヶ崎朋樹（IGES 国際生態学センター 研究員）

林

④植生景観史入門−過去の植生へのいざない
原田

中研修室

①特別講義「植物と人間−生物社会のバランス」

寿則（IGES 国際生態学センター 研究員）

④閉講式・修了証授与

洋（横浜国立大学名誉教授）

※プログラム内容は若干変更される場合があります。

⑤植生機能学−環境保全林の構造と機能
原田

洋（横浜国立大学名誉教授）

■２０１４年９月２３日（火・祝）
■会場：神奈川県立四季の森公園コンベンションルーム・AP 横浜駅西口
①植生調査法Ⅱ−植物社会学野外実習
奥田重俊（横浜国立大学名誉教授）

参加ご希望の方は、お名前、ご連絡先（ご住所、電話番号、
メールの場合はアドレス）、年齢、一般／学生の種別をお知
らせ願います。
（事務担当 大槻）

②植生調査法Ⅲ−標本整理と植物種の同定（室内実習）
奥田重俊（横浜国立大学名誉教授）
③懇親会

第３回 カンボジア植生回復の旅
１．旅程（予定）：
2014 年 8 月 14 日（木）朝 成田空港発～ホーチミン経由～プノンペン着
8 月 15 日（金）午前：カンボジア王立農業大学にて植樹祭 学生達との交流昼食会／午後：プノンペン市内観光
8 月 16 日（土）午前：シェムリアップへ（空路） 午後：アンコール・ワット観光
8 月 17 日（日）シェムリアップ市内遺跡観光
夜：シェムリアップ空港～ハノイ経由
8 月 18 日（月）朝 成田空港着
２．費用：178,000 円（現地航空税、燃油サーチャージを含まない。）
＊植樹祭には、宮脇昭センター長が同行致します。 ＊現地では通訳兼ガイドがご案内致します。
３．お申込み・お問い合わせ：IGES 国際生態学センター 担当：林

11

寿則、大槻みき子

TEL：045-548-6270 FAX：045-472-8810

■ご案内
【研究員活動記録】（2014 年 1 月～ 5 月）
1/19-20：宮城県気仙沼市、岩手県大槌町植栽地モニタ

3/21-30：ラオス人民民主共和国

リング調査（林）
1/21

自主研究・現地植生

調査（矢ヶ崎）

：フィリピン・カマリネスノルテ州環境管理専

3/26

： 旭 化 成「 あ さ ひ・ い の ち の 森 」 調 査 打 ち 合 わ せ
（村上）

門官との TV 会議（研究会）主宰（矢ヶ崎）

3/27-28： 宮 城 県 気 仙 沼 市、 岩 手 県 大 槌 町 植 栽 地 モ ニ タ

1/22-23：中華人民共和国常熟、植樹指導（宮脇）
1/27-2/10：ケニア共和国植生調査（林）

リング調査（林）

1/29

：神奈川県生物多様性ホットスポットワーキング

1/30

：植生研究会（村上）

（村上）

3/28

：植生研究会（村上）

4/2

：神奈川県生物多様性ホットスポットワーキング
（村上）

2/11-15：マレーシア植樹指導（宮脇）

4/10

2/13

：旭化成「あさひ・いのちの森」調査

4/11-14：中華人民共和国常熟、植樹祭指導（宮脇）

2/14

：神奈川県生物多様性ホットスポットワーキング

2/16

：二子山山系自然保護協議会

4/14

打ち合わせ（村上）

リング調査（林）
4/23

地域自然フォーラム講師（矢ヶ崎）

5/6

リング調査（林）

：湘南国際村植樹指導（宮脇）

5/6-13 ：第 6 回ケニア・エコツアー（宮脇、林）

2/22-23：第 5 回 KYOTO「地球環境の殿堂」受賞記念

5/8

：旭化成「あさひ・いのちの森」／
神奈川県博打ち合わせ（村上）

講演（宮脇）
：環境省植生図中部ブロック会議（名古屋）（村上）

5/10

2/27-3/18：ケニア植生調査および植栽地調査（目黒）
キッズエコラボ / 自然体

5/12-15：伊豆神津島植生調査（村上）
5/14-16：B&G 財団植樹リーダー研修会講師（宮脇、林）

：岩手県普代村植樹地選定調査（林）

3/3-10 ：タイ東部（Ubon Ratchathani）雨緑林調査

5/16

：植物助成金贈呈式（熱海）
（村上）

5/21

：旭化成「あさひ・いのちの森」打ち合わせ（村上）

5/21-22：宮城県気仙沼市、岩手県大槌町植栽地モニタ

（村上）
3/4

： 横 浜 市 立 横 浜 サ イ エ ン ス フ ロ ン テ ィア高等
学校環境フォーラム講師（矢ヶ崎）

験活動講師（矢ヶ崎）
3/3-4

キッズエコラボ / 自然

体験活動講師（矢ヶ崎）

2/20-21：宮城県気仙沼市、岩手県大槌町植栽地モニタ

：エコプラザさばえ

：植生研究会（村上）

4/25-26： エ コ プ ラ ザ さ ば え

2/19-21：トヨタ財団震災地助成報告会（仙台）（村上）

3/1-2

：旭化成「あさひ・いのちの森」打ち合わせ（村上）

4/20-21：宮城県気仙沼市、岩手県大槌町植栽地モニタ

（村上）

2/25

：旭化成「あさひ・いのちの森」打ち合わせ（村上）

：昭島市内みどり環境 現地視察（矢ヶ崎）

リング調査（林）

3/14-18：日本生態学会広島大会企画・講演（村上）
3/15

：昭島青年会議所 / 昭島市 AKISHIMA 環境未来

3/16

：IGES-JISE 市民環境フォーラム

5/22-23：森びとプロジェクト委員会

臼沢の森観察会

講師（矢ヶ崎）

ディスカッション講師（矢ヶ崎）

5/27-31：東日本大震災津波被災地調査（千葉）
（村上）
5/31

：宮城県岩沼市、植樹祭指導（宮脇）

（宮脇、矢ヶ崎、林）

新横浜駅の北には鶴見川が流れ、西にはサッカースタジアムが配置しています。駅の南側には雑木林や竹林
等が僅かに残されています。センター前の通りには夏緑広葉樹カツラの並木が整備されていますが、木陰は少なくこれからの
季節暑くなりそうです。移転荷物の整理もほぼ終わり、新たな地で日々の業務に取り組んで参ります。（林 寿則・大槻みき子）
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