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【研究員

調査・研究レポート】

近年の研究成果と国際植生学会報告
主任研究員／目黒伸一

私が担当している「熱帯林等に関する生態学的調査・

中高温多湿のボルネオは熱帯雨林の中でもっとも樹高

実験研究」では、世界の熱帯林地域などにおける植生

が高く、種の多様性もアマゾンに勝るとも劣らないき

学および植物生態学を研究し、それらの調査研究結果

わめて豊かな森林を形成しています。なかでもサラワ

に基づき植生回復実験を行い、その追跡調査を解析す

ク州はそのほとんどが低地に位置し、近年の大規模な

ることで、さらに生態学的知見を得ることを目的とし

オイルプランテーションなどによる開発が遅れていた

ています。

ために比較的森林が多く残されていた地域です。そこ

近年は東南アジアのボルネオ島、オーストラリア・

での自然林ではいわゆる中庸立地でもっとも多くの種

タスマニア島そしてアフリカのケニヤを主な調査対象

数が出現します。一方、砂質で貧養土壌や泥炭湿地の

地とした調査研究を行っています。そこでここでは、

酸性土壌、アルカリ性の石灰岩土壌、川岸植生の自然

これらの地域で明らかになった研究成果と 2014 年９

林および人為的攪乱を受けた二次林では構成する植物

月にオーストラリア・パースで開催された国際植生学

の種数が少なくなります。これらの結果は、土壌の発

会での発表した内容について述べます。

達した中庸立地では、種間の生存競争は著しいものの、
植物の生育を育む理想的な環境であるのに対し、その

ボルネオ島ではマレーシア・サラワク州およびサバ

他の立地環境ではそれぞれ制限要因があるためと解釈

州で植生調査を行ってきました。ボルネオ島は世界三

されます。また、調査から各群落タイプを構成する樹

大熱帯雨林のうちのひとつである東南アジア熱帯雨林

木のメンバー自体も異なり、質的な違いも明らかにな

の中心地にあたります。明確な乾期は存在せず、一年

りました。中庸立地では東南アジア熱帯雨林を特徴づ
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けるフタバガキ科樹種が多く出現するのに対して、そ

区が現れる世界的にもまれな場所です。ここでもフト

の他の立地ではバンレイシ科、トウダイグサ科、アカ

モモ科とマキ科が特徴的に出現することが、我々の

ネ科、アオギリ科、クワ科などが出現します。

調査から明らかにされていました（詳しくは 2009 年

一方、同じボルネオ島でもサバ州は東南アジアの最

ニューズレター参照）
。ただしこれらの種はより攪乱

高峰キナバル山で代表されるように山岳が多く、赤道

を受けた明るい場所や過湿な立地で群落を形成し、安

直下の山地林が存在しています。低地ではサバ州にお

定した立地ではナンキョクブナが極相林を形成してい

いても中庸立地はフタバガキ科の樹木が優占する森林

ました。これらの科の植物はゴンドワナ大陸起源の植

が発達しています。しかし、標高があがるにしたがっ

物で陽地、貧養地、過湿地などで出現し、乾性立地や

てフタバガキ科樹種の出現は減少し、それと置き換わ

過湿立地など極端な場所に生育することが指摘されて

るようにクスノキ科、ブナ科、バラ科、ツバキ科、ヤ

おり、ボルネオ低地林のデータでも酸性土壌や貧養土

ブコウジ科、フトモモ科、マキ科などが特徴的に出現

壌の立地で特徴的に出現していたことが、そのことを

してきます。前５種は日本を含めたユーラシア大陸や

さらに裏付けていました。したがってこのふたつの科

北アメリカ（植物地理学的には全北区）でも共通して

は森林内のわずかな林冠ギャップ（間隙）などの土地

出現する科です。このことから東南アジアの熱帯山地

的条件によって特徴的に出現しているものと解釈さ

林と北半球温帯林の、つまりは赤道直下の垂直分布と

れ、ゴンドワナ起源の植物の特徴が東アフリカと東南

高緯度（北半球）地域の水平分布の相似性が指摘され

アジアの山地林で生態的に保存されているものと考え

ていました。

られました。

ところで、東南アジア熱帯雨林は植物地理学的には

世界に６つある植物区のうち、４つが地誌的および

旧熱帯区に属します。その旧熱帯区での赤道直下の山

現在の植生学的に関連していることは非常に興味深

地林は先ほど述べたサバ州や同じく東南アジアのイン

く、今後さらに時間的および空間的な調査研究によっ

ドネシア、それと東アフリカ地域に限られています。

て、現在ある植生がより科学的に理解され、さらにこ

そこで東アフリカの中でも山地林が多いケニヤで調査

れらの知見が植栽樹種の選定などで植生回復プロジェ

を行いました。ケニヤでは海抜 1300m まではアカシ

クトにも貢献できることが期待されます。

アなどの疎林、いわゆるサバンナが自然林として成立

ちなみに９月に行われた国際植生学会では地域植生

することが明らかになりました。しかし、それより標

から哲学的内容まで様々な発表が行われていました。

高が高い人為的影響を受けていない植生は、林冠が閉

その中でヨーロッパおよびアメリカでは植生および植

鎖したアフリカ山地林 (Afromontane forest) が発達し

物分布の大規模データベースの構築に着手しているこ

ていました。アフリカ山地林はアフリカ東部を主とし

とが新しい潮流として注目されました。これらのデー

て島嶼状に南アフリカまで分布している森林です。そ

タベースによって植生システムの見直しや気候変動に

のアフリカ山地林で調査結果を解析したところ、標高

おける保全地域の事前予測が可能などの利点が強調さ

が上がるにしたがってクスノキ科、バラ科、フトモモ

れる一方、データを取り込む際の不完全資料によるノ

科、マキ科が特徴的に出現していました。これらの科

イズやコンピュータ解析による植生学的に特徴的な種

が東南アジアの科と共通しているばかりでなく、属レ

がデータ上消滅してしまうおそれの声も聞かれまし

ベルでもサクラ属、タイミンタチバナ属、イズセンリョ

た。また、東南アジアやアフリカの植生データは他の

ウ属がはるか遠い東南アジアとアフリカの山地林で特

地域と比較して極端に少なく、今後われわれの進むべ

徴的に共通して出現していました。さらにはこれらの

き研究方向を考える良い機会にもなりました。また、

属は日本の植生分類システムにおいても常緑樹林の群

現地オーストラリアの植生を検分するエクスカーショ

集レベルからヤブツバキクラスまでの標徴種を構成し

ンに参加することでオーストラリア大陸の地誌的に地

ており、旧熱帯区の山地林と全北区の暖温帯林に植生

球上でもまれな非常に長いスパン安定的に乾燥と貧栄

学的に共通性があることが見いだされました。

養の立地における植生を見る機会に恵まれ、これまで

先ほど述べたフトモモ科とマキ科もボルネオとケニ

研究してきたデータを考える上でとても参考になりま

ヤで共通している科でした。話は変わりますが、オー

した。ここにこれまで研究および発表に協力していた

ストラリア大陸の東南部にタスマニア島という島があ

だいた関係各位の皆様に謝意を表したいと思います。

ります。ここはユーカリとナンキョクブナが出現する
ところで、植物地理学的には南極区とオーストラリア
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写真 1．国際植生学会での発表の様子

写真 2．オーストラリア南西部の貧栄養地における低木林植生
今回の「緑回復の知恵」では、IGES-JISE 会員の方の地域での取り組みを紹介します。

【緑回復の知恵】

雑木大好き！ 費用ゼロで雑木による美しい森づくり

景観と生物多様性に重点をおいた森・園庭づくりから
自然と人が共生できる美しい街を創出する

自然生態系再生ボランティア／星野

純明

ある国交省国道事務所との協定では、交通量の多い国

自然環境と生態系の現状
市街地化が進んだ横浜では商・工業域、住宅域ともに

道に面していることから「樹高は１ｍ前後に！」と

地面のほとんどがアスファルトやコンクリ－ト ( 今後、

いう約束があり、これが「悩みの種」になっています。

双方まとめてアスコンと呼ぶ ) に覆われ、辛うじて残
されていた崖地の森や屋敷林までも次々と住宅地等の
造成のために伐採されています。高度成長期に始まっ
た公害や自然破壊に対しては、強力な国民のパワ－と
いうものが大きな歯止めになったと思います、しかし、
現代の人達は何故なのか？他の問題に対しても行動に
移すことが少なくなってきたように思えます。よって、
公園や学校の敷地までもがどんどんアスコン化が進ん
でいることに恐怖さえ感じます。せめて「自然界にお
ける樹木の数々の重要な役割」や「生態系サ－ビス ( 生
態系によって人間が得ている様々な恵み )」等につい
て子供たちが義務教育期間中にきちんと学習する時間
が設定され、自然界のしくみが少しでも分かれば、ア
スコン化が進むことはないでしょう。

磯子の風と緑を再生・創出する会の設立へ

写真１．施工前

横浜の市街地における緑の加速度的減少に歯止めを

写真２．植樹 4 ヶ月後

かけるため、意を決して磯子の会を立ち上げました。

様々な悪条件に対して考案・工夫したこと

同時に始めた活動が、2010 年 12 月からの「国道沿

(1) 夏の日ざしや冬の強風からの保護

いの小さな森づくり」です。国道 16 号沿いに長さ約

生長が早く悪環境に強い落葉樹のエノキ、クヌギ、

100 ｍ幅 4 ｍの荒れ地に雑木 ( 地域在来種 ) の小さな

アカメガシワ等で壁をつくり、陰樹である常緑樹を育

森を育てることにしました。現在まで植えた樹木苗は、

てていく。３年目以降、壁の役目を終えた樹木は順に

約 55 種、合計 1,600 本になりました。土地管理者で

伐採している。
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(2) 凹凸の変化をつけ、多種多様な生き物を呼び込む
樹高１ｍ対策として、管理作業道を造った。掘り下
げた土は積んで土塁にした。土塁の土留めは、石や瓦
礫・木竹などを使い、多様な生き物が棲みつくように
施工した。４年目の夏にはヘビが出現した。

(3) 外来の雑草対策及び不法投棄による土壌の劣化・
貧栄養対策
土中の根も３回掘り起こし根絶。抜いた外来植物は
すべて国道事務所にお願いして処理した。隣接公園か
ら落ち葉や枯れ草を導入しマルチングした。３年目か
写真７．初夏の芽生えの頃

らは土の質、保水・通水・通気・保肥性が向上した。

(4) 歩道側の雑木の美しい緑の景観創出

役と脇役に分け、樹形も決めておくと剪定に手間がか

歩道側には季節の花が観賞できるように花木や草花

からない。刈り取った枝葉は徹底して地表面を覆うこ

も植栽した。ヤブコウジ、マンリョウなどが下層を彩

とで雑草の発芽が激減する。

るようにした。

(5) ５Ｒ方式で循環型システムを追求し、費用ゼロを

新たに取り組み始めている活動と課題

貫いた究極の森づくり

(1) お金のかからない森・園庭づくりの輪を広げ、行

・リデュース：土に還らないものを持ち込まない。プ

政や専門家、業者に頼らなくても自分たちの手で本物

ラスチック類、金属、農薬など。

の森づくりができることを発信していく。

・リユース：繰り返して使う。土留めに土台の瓦礫や

(2) 地域に利用されていない公有地 ( 特に道路周辺や

枝、廃材。支柱にシノダケなど。

崖地 ) が意外とたくさんあります。

・リサイクル：原材料にもどし、作り直す。出た全て
の有機物は分解させて無機肥料に。
・リフューズ：不必要なものを使わない。買わない。
・リペアー：修繕して使う。

(6) 市街地における森・園庭の景観維持
混植・密植した萌芽力の非常に強い雑木集団を美し
く維持していく方策として、花壇の各土塁の樹木を主

図２．戸建ての緑の質を高める工夫

写真３．緑の壁

所有者側は、「これは大切な国・市の土地です」と

写真４．植樹２年目の初夏

いわれますが、もとは私たち国民・市民の土地です。
決してあきらめずに交渉を重ねて利用していく予定で
す。
(3) 地域のエコロジカル・ネットワ－クづくり
①よりたくさんの団体と協力して、家庭の園庭と公園
や緑地・街路樹・草原などを網の目状に緑でつなげた
「緑の回廊」づくりを強化し、野生の生き物が安心し
て移動・繁殖ができる場を提供していく。

写真５．石の土留め

②緑地化した場所をネットの地図上に記入していき、

写真６．樹高１m のフジ
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緑地の拡大や緑の回廊の繋がりの様子を共有し、市街

が、いまの時代、薪炭林は必要なくなり、建築用の木

地における更なる生態系の再生を進めていく。

材も外材が多く使われているため雑木は必要なくなっ

③町内の会合等で活動の目的や活動内容を説明し、理

てしまったのでしょうか。

解・協力者を拡大していく。将来的には、横浜市各区

でも、皆さん！これら雑木の生命力の強さが自然環

に協力の母体をつくり、市全体の生態系の再生を進め

境保全林・自然災害防災林・自然生態系再生の森とし

ていきたい。

て地球を救う要となる大切な樹木なのです。

(4) 我が磯子の会では、｢宮脇方式｣ をもとに市街地で

今までたくさんの方々が森林再生のボランティアに

の森・園庭づくりを試験的に行い、 実績づくりに力を

関わってきました。そこで学んだ技術や知識を生かし

注いできました。今後の目標や方向性も定まってきた

て自分たちの手でもっともっと雑木を主体とした森や

ので、活動を拡大していくために会員を増やしていく

園庭づくりを自らやってみませんか。お金は本当に必

予定です。但し、今後も会費の徴収や助成金の応募は

要ありません。用具はどこの家庭にもあるもので十分

せずに活動を続けていきます。

で、時間と気持ちさえあれば誰にでもできます。
宮脇昭先生が言い続けてきた「先ずは実践すること」

なぜ、雑木か？からまとめへ

です。動き始めなければ何も前に進みません。考える
だけ言うだけの日本人ではなく、行動する日本人がい

「雑草」という名をよく耳にします。雑草といえば、

ま、必要なのです。

踏んでも抜いてもなかなか消えぬ厄介者 ( クズ、ヨモ

自然生態系の保全なくして地球環境問題が解決に向

ギ、オオバコ、ドクダミなど ) ほど、生命力が強く薬

かうことは、永遠にないのです！

草に利用されているものが多いようです。
「雑木」というと「金銭的価値のない木」となります

◆会員のみなさまへ御礼
平成 26 年度 多くの方に会費をご納付いただきありがとうございます。
引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
賛助会費を納付いただいた方は下記のとおりです。（平成 26 年 10 月 10 日現在）
【個人】（敬称略）
・青木 郁子・安東
・小林 年晴・辰己
・渕井 晴子・麓

玲子・井上 康平・岩堀
竜一・田村 洋子・舘野
雄二・古本富士男・前村

弘明・尾林
真人・都築
雅子・宮嶋

達成・川嵜
功・野田
里美・渡辺

章美・木内 徹也・木村
祐子・波多野千之・布川
哲也

功
裕子

【法人】（敬称略）
・エスペック・ミック株式会社（愛知県丹羽郡）・有限会社 桜技術研究所（横浜市金沢区）
・宗教法人 輪王寺（仙台市青葉区）
・株式会社 トヤマ（神奈川県座間市）
・高山市役所（岐阜県高山市）・ホーマック株式会社（札幌市厚別区）

◆ご報告
以下の皆様から熱いメッセージと共にご寄附をいただきました。
（平成 25 年 10 月 ~ 平成 26 年 10 月 10 日現在）

【個人】（敬称略）
・渕井 晴子 ・波多野 千之 ・太田 良枝
【法人】（敬称略）
・株式会社富士見園芸株式会社 ・株式会社エンチョー ・ＮＰＯ法人日本エコサイクル土壌協会
・株式会社 エスワイフード ・シモンズ株式会社 ・宗教法人 東禅寺 ・宗教法人 輪王寺
・よりい華の会 ・社団法人熊谷法人会
また、石川県金沢市に本店を置く一村産業株式会社様からは、本年度もご多忙の中、7 月 18 日に石井会長、田辺社長、倉持取
締役の３名で来研され、ご寄付をいただきました。
職員一同気持ちを引き締めて業務に取組んで参ります。ありがとうございました。
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【報告】

第３回カンボジア植生回復の旅

2014 年 8 月 14 日（木）～ 18 日（月）にかけて、

苗木が RUA 構内に植樹されました。2012 年に植樹さ

第 3 回カンボジア植生回復の旅が開催されました。本

れた苗は高さ 2 ～ 4 ｍに伸長しています（写真４）。

活動はカンボジア王立農業大学（RUA）との共同プロ

カンボジアにおける森林再生活動は、（公社）国土緑

ジェクトとして 2011 年より継続されています。今回

化推進機構、（公財）イオン環境財団の助成を受けて

は日本人ボランティアと約 200 名の現地学生の協力の

推進しています。

元、フタバガキ科の幼苗を主として 9 種、5,000 本の

写真１．開会式の様子

写真２．共同研究計画書調印式
Ngo Bunthan RUA 学長と宮脇センター長

写真３．植樹の様子

写真４．2012 年 1 月に植樹した場所
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【活動報告】

都市の表面温度をしらべ、考える

―環境学習「まちの熱をはかろう」の企画・実践を通して

IGES 国際生態学センター 研究員／矢ヶ崎朋樹

2014 年 8 月 7 日、8 日の２日間、IGES 国際生態学

きく影響している」ことや「ある特定の時間帯に天気

センター主催の環境学習（エコロジー教室）にて講師

が悪化しているにも関わらず、アスファルトの表面温

をつとめました。今回のテーマは「まちの熱をはかろ

度が上昇している」ことに気付き、
「アスファルトは

う」です。この企画は、放射温度計を片手にまちなか

熱くなりやすいだけではなく、熱をためこむ力も強い」

をめぐり、アスファルトや土など、様々な場所・もの

ことなどを考察していました。

の表面温度を調べ記録するというもので、暑熱環境の

近年の横浜の年平均気温は長期的に上昇傾向にあり

しくみや問題への理解を深めることがねらいです。こ

ます。これは、地球規模の気候変動やヒートアイラン

のたび、小・中学生向けの体験型学習プログラムとし

ド現象のひとつの表れと考えられています。また、毎

て自ら考案しました。開催当日は好天に恵まれ、学習

年、夏になると熱中症への注意喚起が活発に行われま

の格好の日和となりました。両日ともに午前 10 時ご

す。いつの間にか、過酷な都市の夏のイメージが定着

ろから昼（正午）ごろまで、初日は横浜市中区（元町・

しつつあります。過ごしやすい夏・まちをとり戻すた

中華街駅→フランス山→港の見える丘公園→神奈川近

め、いま、私たちに何ができるのでしょうか。

代文学館）を、二日目は港北区（新横浜駅→新横浜駅

こうして学習会を実践し、子供たちの反応を見て感

前公園）をそれぞれめぐりました。

じるのは、自分たちの手で、調べ、歩き、考え、学ぶこ

まず、野外では、放射温度計のあつかい方や表面温

とのはかり知れない大きな意義です。温暖化やヒートア

度・気温のはかり方を学習した後、早速、自分たちが

イランド現象の緩和 / 解決策など、既知の事実や知識を

気になる場所やはかってみたいものに放射温度計をあ

人々に教え示すことは重要なことですが、いま一度、始

て、その結果を用紙に記録していきました（写真）。み

めから自分たちでじっくり調べ、ともに思考をめぐらす

なさんたいへん熱心で、普段意識したことのないまち

こともまた、それ以上に重要と考えています。

の表面温度をはかることで、いろいろな新しい発見を

この学習会の後、子供たちが自らのちからで学習・

得ることができました。この結果、日なたのマンホー

思考の活動を繰り広げたことは高く評価できます。
「こ

ル（60.2℃）、日なたのアスファルト（56.9℃）
、日な

こ数年で最も実験らしい実験ができたので充実感と達

たの花壇の土（38.0℃）
、森の中の土（26.4℃）
、地下

成感があった」――中学生の K さんがレポートの結び

のわき水（19.6℃）
、井戸の中（15.0℃）など、記録

に書いた１文です。このとき抱いた充実感と達成感は

は全員分をあわせ、数百点にものぼりました。

さらなる学びへの大きな原動力になることでしょう。

夏休みも終わりを迎えるころ、学習会に参加した子

その学びのちからを後押しすべく、引き続き、学習の

供たちから自由研究のレポートが届きました。学習会

きっかけづくりに取り組んでいきたいと思います。

のあと、家の近くの身近な場所でもう一度、表面温度
をはかって調べてみた、というのです。「打ち水によ
る地面の温度変化」と題してレポートをまとめた小学
５年生の I さんは、晴天時の地面１㎡の範囲で１リッ
トルの水をまき、朝・昼・夕がたの３回、表面温度が
打ち水の直後、５分後、10 分後、どうかわっていくか
を調べました。その結果、「昼は水がかわくと温度が
もどってくるが、夕方は温度が下がると元の温度にも
どってこない」ことを確かめ、その上で「打ち水をす
るには夕方が効果的」との結論を導いていました。ま

写真．初日、野外での学習のひとこま。放射温度計をつかって表
面温度をはかり、用紙に記録する。はかったもの、場所、時間、
気温、天候なども一緒に記録する。

た、中学３年生の K さんは、
「普段感じる暑さの原因
は気温だけではないかもしれない」という疑問をいだ
き、身近な場所（計４６か所）の温度を３日間調べる

お詫び：本学習会では当初の想定を上回る多くのみなさまよりお問
い合わせをいただきました。定員制限のため本学習会にご参加いた
だけなかったみなさまへ心よりお詫び申し上げます。

ことに取り組みました。その結果、
「風通しが気温に大
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■お知らせ
【研究員活動記録】
6/10-12 ：愛媛県愛南町植生調査（林）

7/22-24 ：秋田県小坂植樹祭・調査打ち合わせ（目黒）

6/10-14 ：東日本大震災津波被災地調査（青森）
（村上）

7/30

：神奈川県博；標本鑑定・調査打ち合わせ（村上）

6/11-12 ：B&G 財団与論島講演会（宮脇）

8/3

：日本環境教育学会第 25 回大会発表（矢ケ崎）

6/16-17 ：岩手県普代村植生調査（林）

8/5

：静岡県富士市旭化成「あさひ・いのちの森」

6/17

：静岡県富士市旭化成「あさひ・いのちの森」

  択伐地調査（村上）

  現況調査（村上）

8/7-8

6/17-18 ：秋田県小坂調査打ち合わせ（目黒）
6/18

  講師（矢ケ崎）

：植生学関係研究会（村上）

8/8

6/19-20 ：宮城県気仙沼市、
6/20

：植生学関係研究会（村上）

8/14-18 ：第３回カンボジア植生回復の旅（宮脇、林）

  岩手県大槌町植栽地モニタリング調査（林）

8/15

：旭化成「あさひ・いのちの森」関係打ち合わせ

8/17-18 ：越の郷地球環境会議・里山体験学習会講師

  （村上）
6/24

：IGES-JISE 連続講座講師（矢ケ崎）
  （矢ケ崎）

：IGES-JISE 連続講座「みどりを守り育む知恵・

8/18-19 ：愛媛県愛南町植樹指導（宮脇、林）

  技術・心得」講師（矢ケ崎）

8/19-22 ：福井工業高等専門学校・植生調査（矢ケ崎）

6/24-28 ：東日本大震災津波被災地調査（千葉～福島）

8/26-27 ：宮城県気仙沼市、

  （村上）
7/5

：IGES-JISE 環境学習「まちの熱をはかろう」

  岩手県大槌町植栽地モニタリング調査（林）

：IGES-JISE 環境学習

8/26-9/14：オーストラリア・パース、

  「天神島の野草と樹木観察会」講師（矢ケ崎）

   国際植生学会発表・エクスカーション（目黒）

7/8-13 ：東日本大震災津波被災地調査（宮城～青森）
  （村上）

8/28

：IGES-JISE 連続講座講師（矢ケ崎）

9/6

：IGES-JISE 環境学習

7/9-11

：埼玉県松伏町植生調査（林）

  「城ヶ島の野草と樹木観察会」講師（矢ケ崎）

7/18

：IGES-JISE 連続講座講師（矢ケ崎）

9/17-19 ：大分県耶馬渓町植生調査（林）

7/15

：旭化成「あさひ・いのちの森」関係芝離宮視察

9/19

  （村上）

  （村上）

7/15-17 ：高知県津野町植生調査（林）
7/16

：神奈川県環境保全協議会研修（東芝横浜事業所）

9/22-24 ：IGES-JISE 生態学研修（初級コース）講師

：静岡県富士市旭化成「あさひ・いのちの森」

  （宮脇、村上、目黒、矢ケ崎、林）

  択伐地視察（村上）

9/26-27 ：埼玉県松伏町植樹指導（宮脇、林）

7/19-20 ：岩手県普代村植樹指導（宮脇、林）

9/29-30 ：宮城県気仙沼市、

7/21-22 ：宮城県気仙沼市、

  岩手県大槌町植栽地モニタリング調査（林）

  岩手県大槌町植栽地モニタリング調査（林）

この夏も日本各地において大規模な自然災害が発生しました。私達の日常は、現代の科
学技術では予測できない多くの現象と隣り合わせであることを改めて認識させられました。被災された皆様にお
見舞い申し上げるとともに、被災各地の迅速な復旧と復興を願っております。（林 寿則・大槻みき子）
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