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【研究員

調査・研究レポート】

東日本大震災被災地の海岸自然林
IGES 国際生態学センター

上席研究員／村上雄秀

1987）などで報告されていますが、調査地点密度は必

はじめに

ずしも充分でなく、その調査・公表が必要と考えられ

2011 年の東日本大震災の津波による植生への影響

ました。国際生態学センターの研究員を主体とする東

は沿海地植生全般に及びました。防風林、防潮林とし

日本大震災の津波被災地における植生調査は 2011 ～

て海岸に整備されてきたクロマツ林は、著名な高田松

2014 年にかけて実施してきました。その中で海岸自

林（岩手県陸前高田市；国指定名勝）を初めとして津

然林の類型とその分布についての調査結果（村上ほか

波の直接的な被害だけでなく、沈降や有機物を含む堆

2014）を紹介します。

砂などによる間接的被害により多くは壊滅的な被害を
受けました。これらの海岸マツ林は津波への防災を目

海岸自然林のタイプ
千葉県～青森県の沿海部にみられる自然林は以下の
ような種類があります。
常緑広葉樹林
マサキ－トベラ低木林；マサキ－トベラ群集
：主に海岸断崖地にみられる低木林
タブノキ林；イノデ－タブノキ群集
：沿海部低地や海岸断崖肩部にみられる高木林
スダジイ林；ホソバカナワラビ－スダジイ群集・
ヤブコウジ－スダジイ群集

的に植栽されてきたものではありませんが、一定の効
果が評価されています（佐々木・田中・坂本 2013 な
ど）
。被害を受けた海岸林の再生に際し、津波への一定
の防災効果の確保やマツ枯れの進行を考慮し、海岸自
然林の構成種である広葉樹を用いた植栽が提案されて
います（東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関す
る検討会 2012）。
津波の被害を受けた関東～東北地方の太平洋側の
海岸自然林については宮脇編「日本植生誌」（1986，
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：沿海部の斜面、尾根状地にみられる高木林

夏緑広葉樹林
カシワ林；ヤマカモジグサ－カシワ群集
：主に日本海側の海岸に生育する低木林
シナノキ－ケヤキ林；エゾイタヤ－ケヤキ群集
：夏緑広葉樹林域の海岸高木林

シラカシ林；シラカシ群集
：沿海部の山麓などにみられる高木林
カシ－モミ林；サカキ－ウラジロガシ群集
：沿海部の丘陵にみられる高木林

マサキ—トベラ群集（福島県いわき市）

イノデ—タブノキ群集（宮城県石巻市）

ヤブコウジ—スダジイ群集（宮城県山元町）

サカキ—ウラジロガシ群集（宮城県気仙沼市）

エゾイタヤ— ケヤキ群集ハナイカダ亜群集（岩手県洋野市）

ヤマツツジ—アカマツ群集（岩手県田野畑村）

エゾイタヤ—ケヤキ群集ハナイカダ亜群集（青森県おいらせ町）

エゾイタヤ—ケヤキ群集コハマギク亜群集（岩手県久慈市）
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の北限域を推定させます。北限の山田町船越ではタブ

常緑針葉樹林
クロマツ林；ヒメヤブラン－クロマツ群落
：海岸断崖にみられるマツ高木林
アカマツ林；ヤマツツジ－アカマツ群集など
：海岸断崖の尾根地にみられるアカマツ林

ノキ林と海岸生夏緑広葉樹林であるシナノキ－ケヤキ
林（エゾイタヤ－ケヤキ群集）が隣接して成立し、移
行状態が観察されます。
岩手県宮古市以北では常緑広葉樹林はみられなくな
り、海岸部はケヤキ林かアカマツ林で占められ、夏緑
広葉樹林域としての景観を示します。

各海岸自然林の分布
それぞれの海岸林の分布を見ると（下図）宮城県北

北限のタブノキ林

部に大きな境界があることがわかります。この境界は

岩手県中部以南の海岸林としてひときわ存在感があ

実際には宮城県最北の気仙沼付近で、ここまでは、常

るのはタブノキ林です。福島県いわき市で自然に再生

緑広葉樹林（ヤブツバキクラス）域であることは疑う

した旧砂丘の林分から、北限の岩手県山田町の林分ま

べくもありません。岩手県内に入ると常緑広葉樹林で

で 20 ｍ以上の樹高を持った林分がみられます。この

はタブノキ林のみが北上を続け、山田町付近までほぼ

地域の海岸林の再生目標として最右翼でしょう。

連続的に分布し、ヤブツバキクラスの潜在自然植生域

旧砂丘上に成立したイノデ—タブノキ群集（福島県いわき市）

砂丘地のイノデ—タブノキ群集（宮城県東松島市）

島嶼で発達したイノデ—タブノキ群集（宮城県南三陸町）

北限域のイノデ—タブノキ群集（岩手県山田町）
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【生態系保全・再生の知恵】

植生学から見た日本の緑化〜次に流行る緑化植物とは〜
（株）グリーンエルム／西野文貴

まず植生調査によって資料を得て統計処理を行うこ

日本の自然環境

とで群集単位を抽出する。その群集がどのような無機

日本は南北に長い形をしている弧状列島であり、そ

的環境に成立していたのか考察することでその傾向が

の四方を様々な種類の海流に囲まれている。また、様々

導きだされる。例えば、関東の沿岸部の沖積地や丘陵

な地形や地質が入り交っており、海抜 3,000 ｍ級の山

地斜面にはイノデ－タブノキ群集、それよりも内陸側

岳が存在する。位置としては、ヨーロッパ南部やアメ

の南斜面や東斜面の台地肩部にはヤブコウジ－スダジ

リカ合衆国が同緯度にあたり、同経度ではオーストラ

イ群集が成立する傾向がある。群集の例として森林を

リアやロシアの東部にあたる。同緯度・経度の国に比

挙げたが、日本には畑地などに生育する一年生草本植

べて植物の種類 ( 固有種 ) は多く、日本には約 7,500

物群落・多年生草本植物群落や林縁のつる・低木群落、

種 ( 陸上植物 ) の植物が生育し、そのうちの約 2,700

火山荒原の低茎草原や止水域の抽水植物群落など他に

種が固有種である。これは日本が南北に長いだけでな

も様々な群集が存在する。
次に植生を捉えるうえで大事な考えとして ( 植生 )

く、多様な自然環境や周辺地域の地史も影響している

遷移とよばれる考えがある。これを例えるならば、人

と考えられる。

間が子供から大人へと成長する際に「幼稚園➡小学校
➡中学校➡高校➡大学」などの段階と似ている。日本
の森林の多くは、
「一年生草本植物群落➡多年生草本
植物群落➡つる・低木群落➡先駆性亜高木林➡極相林」
などの段階を経て森林 ( 極相林 ) となる。極相林とは、
ある立地に成立している植生が極相に至った森林のこ
とを意味し、これ以上遷移が進行しない最も安定した
状態である。日本の自然環境の場合、多くは森林へと
遷移するが、高山帯、硫気孔周辺、海岸砂丘、風衝地
など土地的に特殊な立地では森林は発達せずその場合
の極相は草本群落や矮性低木群落などである。
極相林には土地的要因 ( 地形・地質・土壌 ) と気候
的要因 ( 温度・降水量 ) のどちらかに支配された際に
写真 1: 世界有数の豪雪地帯 ( 富山県 5 月 高さ 16 ｍ )

成立する群落が違う。例えば、同じ地域内でも尾根・
岩角地などではアカマツ林・ヒノキ林などが成立し、
中庸立地などではブナ林・スダジイ林などが成立し、

日本の植生

それぞれ土地的要因に支配された土地的極相群落 ( ア

約 7,500 種の植物はある特定の環境にだけ生育する

カマツ林・ヒノキ林など ) と気候的要因に支配された

種や、様々な環境や複数の気候帯にまたがって生育す

気候的極相群落 ( ブナ林・スダジイ林など ) がある。
（写

る種もいる。例えば、中国地方の石灰岩地にはイワシ

真 2,3）

デやチョウジガマズミ等が出現しやすく、イヌシデや

尾根・岩角地などの土地的要因に支配された場所に

ガマズミ等は暖温帯から冷温帯まで出現する。そのよ

生育するアカマツやヒノキを平坦地に植栽した場合、

うな植物達がまとまって生育している状態を植生 ( 群

本来の自生地よりも生育が良く樹高も高い。実はそれ

落・植物集団 ) という。群落は気温・降水量・水質・

らには、「生理的最適域」と「生態的最適域」という

地形・地質などの無機的環境を要因として存在してお

生態学的理論が関わっている。例えば、アカマツやヒ

り、その群落はある無機的環境との間に傾向を示す場

ノキなどは尾根・岩角地などの立地に生育しており、

合がある。傾向が見られる植物集団を群集といい、そ

中庸立地ではブナやスダジイとの競争に負けてしま

の傾向の解明には様々な視点からの研究が行われてい

う。植栽など競争がなく種固有の生理的特性を十分に

る。

引き出し、その植物が最大の成長を示すことを「生理
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また、前文の「遺伝子」については未だブラックボッ

的最適域」という。逆に、競争がある立地で本来の最
適域よりずれて生育することを
「生態的最適域」
という。

クスな部分が多く解明が急がれる最中、近年では樹種

競争力の強い植物は「生理的最適域」と「生態的最適域」

の移動や販売についてのガイドラインを提唱するよう

が一致するが、多くの植物は「生態的最適域」に生育

な本や意見が出ている。とても興味深い内容であるが、

している。

果たして江戸時代から樹種の移動、はたまた品種改良
まで盛んに行われており、属レベル ( 園芸種も含む ) で
考えた場合にそれを実現することは難しいと思われる。
どこで折り合いをつけるのか今後も吟味すべき内容で
あり、国レベルでのバックアップや話し合いが必要で
あると思う。

写真 2: 土地的極相群落 ( 長野県 )

図 1: 3 つに大別された緑化目的

次に流行る緑化植物とは
ここまでの内容を理解していれば、自然にはまだ緑
化植物などに使用されておらず、様々な可能性を十分
に秘めた植物がたくさんあることに気づくと思う。
写真 3: 気候的極相群落 ( 山口県 )

まず、現在日本の施工には様々な緑化植物が使用さ
れている。例えば、家の垣根にはマサキ、レッドロビ
ン ( オオカナメモチ×セイヨウカナメモチの雑種 ) 等、

日本の緑化目的と課題

道路脇にはシャリンバイ、ハマヒサカキ、サツキツツ
ジ等、公園にはユキヤナギ、コムラサキ等、日本庭園

前文までは教科書に載っている内容ばかりであり、
かつ基礎的な知識である。ここからはその植生学の知

にはナンテン、フウチソウ等、屋上緑化にはキリンソ

識を応用して日本の緑化を解剖していきたいと思う。

ウ ( 常緑 )、セダム類等、住宅外構にはミヤマビャクシ

まず、日本の現在の緑化目的は「景観」・「生態」・

ン、フッキソウ等である（写真 4）
。いくつかの緑化植

「 安 全 」 の 大 き く 3 つ に 分 類 で き る（ 図 1）
。 近 年、

物を挙げたが、どの植物にも植生学的に似た共通点が

「生態」に関しては特に重要視されており、循環し

ある。それは自生地では土地的要因に支配された場所

た生態系や持続可能な緑を構築するためには今後も

に生育している植物が多いことである。特に海岸に生

重要なキーワードだといえる。また、それに関連し

育している植物が多く、それには色々なことを考えさ

て「 在 来 種 」 や「 遺 伝 子 の 保 護 」 な ど の 単 語 を 多

せられる。他にも園芸種として流行ったフウチソウは

く耳にする。例えば、施工で使用される時に、その

岩角地などに生育し、誰もが知っているサツキツツジ

植物材料の種子を何県で採取・育苗したのか現場で

は渓谷の河川沿いに生育している。それらの植物の自

聞かれることが多くなったのもその影響だと思われる。

生地での様子と施行地での様子は「生理的最適域」と

今後は「景観」・「生態」
・
「安全」
、その 3 つの目的を

「生態的最適域」が深く関係しており、それが次に流行
る緑化植物を探す手がかりとなる。

どのように設定し、達成していくかが鍵となる。
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ここでいくつか次の緑化植物として様々な可能性を

これから日本の緑化が進むべき方向とは

秘めた植物を紹介したいと思う。どのような目的で使
用するのか、また施工後の定着から成長までをどの条

これからは植物の種類 ( 分類 ) がわかるだけでなく、

件であれば確保できるかは前文までを読むと予想がつ

植生を専門的に理解した人材が求められる。現在、植

くと思う。例えば、フウトウカズラ、ウマノスズクサ、

物の種類 ( 分類 ) がわかる人向けの資格としては「生

マルバニッケイ、バリバリノキ、カゴノキ、シロモジ、

物分類技能検定」などがあり、植生を専門的に理解し

アオツヅラフジ、マルバノキ、キハギ、ウラジロノキ、

た人向けの資格としては「植生管理士」がある。2 つ

バクチノキ、フユイチゴ、クマヤナギ、オヒョウ、イ

の資格を例として挙げたが、日本には他にも自然に関

ヌブナ、コバンモチ、ミツバウツギ、コショウノキ、

係した資格がたくさんある。他国の自然に関する資格

コアジサイ、イワガラミ、イズセンリョウ、カラタチ

の情報は知らないが、このように自然に関する資格が

バナ、タイミンタチバナ、ミミズバイ、ルリミノキな

たくさんあるのはひとつの特徴であると言える。以上

どである。これの何倍以上もあるのが草本植物である

のように、日本の自然は１つの知識や経験だけでは全

が、今回は木本植物だけ紹介したいと思う。私自身、

てを解明し、緑化や復元することはできないとも言え

この中でいくつかの植物は種子採取から育苗まで行っ

る。よって、そのような資格を様々な業種の人達が持

ており、いよいよ施工に使用される段階まできている。

つ事で、自然に関する意識の統一や知識の共有ができ、

また、先日ドイツを訪れた際にたくさんの日本の植

今後の日本の緑化が良い方向に進む事ができるであろ

物が使用されているのに驚いたと同時に、今までの自

う。

分の視野と新しい可能性が広がった ( 写真 5)。

そして、現在の日本の最新の緑化でもっても、自然・

今もなお様々な可能性を秘めた植物が頭をよぎるが、

二次植生によって形成される景観の１つも完璧に創造

採取した植物の発芽を残り 70 回も見る事ができない

することはできない。それどころか、一度壊した自然

と思うと、とてもじゃないが時間が足りない。

を創造するのにどれほどの時間・労力・金額がかかっ
ているのであろうか。いかに日本の自然が大切であり、
複雑な自然環境の中で成立した植生を解明・創造する
ことが難しいことなのか痛感する（写真 6）
。現在、東
北地方で進められているコンクリートの防潮堤 ( やむ
を得ない場所を除いて ) にも似たことが言える。子孫
に残すべきは海からの連続した生態系を壊し、浜辺さ
えも見えず劣化にしか向かわない建造物だろうか。い
かに文明や科学が発展したところで、人間は自然なし
には生きられない。自然には自然で受け止め、対応す
べきではないのだろうか。人が人らしく生きるために
も。
人間の中に自然があるのではなく、自然の中に人間
がいるのである。

写真 4: 外構緑化 ( 東京都内 )

写真 6: 様々な植生景観と土地利用 ( 大分県 )

写真 5: アセビやヒュウガミズキの植栽 ( ドイツ )
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【報告】

第 4 回カンボジア植生回復の旅
IGES 国際生態学センター／林

寿則

営利団体で、日本人の森本喜久男氏を代表に現地の伝

2015 年 6 月 25 日（木）～ 29 日（月）にかけて、

統織物職人とその家族 200 名程の方々が広さ 23ha の

「第 4 回カンボジア植生回復の旅」が実施されました。

村組織「伝統の森」を形成しています。「伝統の森」は、

カンボジアでは IGES-JISE とカンボジア王立農業大学
（RUA）との共同プロジェクトとして、2011 年から残

荒れ地を拓き、井戸を掘り、野菜や綿花の栽培、養蚕

存森林調査、育苗、植樹、植樹後の生長調査等に取り

を行いながら自然染色の素材となる木々を植え続け、

組んでいます。今回も首都プノンペンに位置する RUA

自給的な染め織りが可能な工芸村へと成長しています。
暮らしを包む自然環境を再生させることによって伝

校内において（公財）イオン環境財団の助成により
220 名の RUA 学生、日本人ボランティア 5 名の参加

統織物技術と人々の暮らしの復興に取り組んでいるこ

協力をいただき、フタバガキ科やカキノキ科、マメ科

とが大きな特徴であり、地域固有の自然資源を保全・

の樹種など 4,000 本の植樹が行われました。

再生することが人間の生存基盤であるという共通の哲
学を感じました。カンボジアの風土や生活についても、

植樹後、シェムリアップに移動し、1996 年に設立
されたクメール伝統織物研究所（IKTT）を訪問しまし

多くの資料とともに熱く穏やかにお話下さった森本代

た。IKTT は、長い戦乱で失われつつあったカンボジア

表に御礼申し上げます。

伝統織物及び養蚕技術の復興を目指して発足された非

写真 1．RUA での記念撮影

写真 3．IKTT 森本さんと織物工房見学

写真 2．RUA での植樹の様子

写真 4．IKTT 機織り工程
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■お知らせ
【研究員活動記録】
3/1-7

：カンボジア植生調査及びモニタリング調査（林）

6/17

3/3

：植生学研究会（横浜）
（村上）

6/18-21 ：琵琶湖流入河川植生調査（村上）

3/5

：JST への訪問（村上）

6/20

3/15

：葉山しおさい博物館サイエンスカフェ「足もとの

：大阪府堺市など植生調査（村上）
：横浜サイエンスフロンティア高等学校「サタデー
サイエンス環境フォーラム」講師（矢ヶ崎）

外来生物」講師（矢ヶ崎）

6/24

：IGES-JISE「生態学研修（基礎コース）」講師（村上）

3/18-23 ：生態学会鹿児島大会参加・自由集会開催（村上）

6/24-26 ：IGES-JISE「生態学研修（基礎コース）」講師（矢ヶ崎）

3/26

6/25

：旭化成「あさひ・いのちの森」関係打ち合わせ

：標本同定・確認
（神奈川県生命の星・地球博物館））
（村上）

（新宿）
（村上）
3/28-4/11：ラオス人民民主共和国森林資源調査（矢ヶ崎）

6/25-29 ：第 4 回カンボジア植生回復の旅（林）

4/7

：JR 東日本、植樹打ち合わせ（村上）

6/26-27 ：長野県山ノ内植樹祭（目黒）

：神奈川県生物多様性ホットスポット打ち合わせ

7/7-8

：秋田県小坂調査打ち合わせ（目黒）

7/7-11

：東海地方海岸林調査（村上）

7/9

：IGES-JISE「連続講座」講師（矢ヶ崎）

7/14

：神奈川県生物多様性ホットスポット打ち合わせ

7/15：

旭化成「あさひ・いのちの森」モニタリング調査（村

5/1

（村上）
5/7

：平塚調査（林）

5/12-13 ：JR 東日本、植樹地（宮城県大崎市）植生調査（村
上・林）

（村上）

5/14-16 ：B&G 財団植樹リーダー研修会
（平塚市）講師
（林）
5/15-18 ：琵琶湖流入河川植生調査（村上）
5/20

上・林）

：植生学研究会（農大）
（村上）

7/16

：研究打ち合わせ（東京）
（村上）

5/21

：愛知県植樹予定地調査（林）

7/18

：箱根ポーラ美術館植樹指導（林）

5/30

：相模原市立環境情報センター「自然環境観察員

7/18

：森づくりフォーラム講演
（神奈川県葉山町）
（村上）

制度活動報告会」講師（矢ヶ崎）

7/21-23 ：高知県香美市植生調査（林）

5/30-6/2：琵琶湖流入河川植生調査（村上）

7/24

：工場緑化セミナー講演（静岡市）
（村上）

6/3-4

7/26

：平塚市内アカウミガメ産卵立地生態調査
（矢ヶ崎）

：愛知県常滑市植生調査（村上）

6/9-10 ：長野県山ノ内町植生調査（村上・目黒）

7/27-29 ：秋田県小坂植樹祭及び打ち合わせ（目黒）

6/9-11 ：新潟県胎内市植生調査（林）

7/28

6/11

：IGES-JISE「連続講座：みどりを守り育む知恵・

6/12

：都市緑化関係書籍打ち合わせ（村上）

6/14

：神奈川県自然保護協会総会出席・講演（村上）

：神奈川県生物多様性ホットスポット打ち合わせ
（村上）

7/29-8/1：東海地方海岸林調査（村上）

技術・心得」講師（矢ヶ崎）

7/30

：IGES-JISE「環境学習：まちの熱をはかろう」
講師（矢ヶ崎）

6/16-17 ：B&G 財団指導者養成研修会（沖縄）講師（林）

日本付近では平均すると年間に約 26 個の台風が発生し、その内、約 3 個が日本に上陸
しています。天気予報で耳にする「激しい雨」とは 30 ～ 50mm/ 時間の雨量を指し、道
路や屋根の上などあらゆる場所に雨が 1 時間で 3 ～ 5cm 溜まり、この雨水が河川や低い土地などへ流入すること
を意味しています。また、山崩れが発生しやすくなる目安にもなっています。
自然災害の多くは地形の影響を受け、また、一人一人はその時の居場所（旅行先や建物の状況など）によって被
災の状況が左右されることもあります。猛暑と局地的雷雨が続き、天気予報が気になるこの頃です。


（林

寿則・大槻みき子）
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