
はじめに

　我が国の海岸線の総延長距離は、世界第 6 位にランクさ
れている。多くの島や半島部など海岸線が複雑であること
に起因している。様々な地形・地質が見られる沿岸域には、
立地環境に対応した多様な海岸植生や植栽された海岸林な
どが発達しており、生物多様性保全、防風・防砂・防潮、
観光資源等、様々な役割を担っている。2011 年 3 月に発
生した東日本大震災では、地震津波により太平洋沿岸域に
おいて多くの海岸林が消失した。
　しかし、海岸付近の樹木や樹林帯が津波の被害を軽減す
る効果があったことも報告されている（国土交通省都市局
公園緑地・景観課，2012）。海岸復旧事業が進む中、日本
学術会議（2014）は、“ 日本全国全ての海岸線に長大な防
潮堤を建設していくことは現実的ではないし問題も多いこ
とから、海岸林の再生・活用により、減災効果を強化して
いく手法の検討が必要である ” と提言している。また、 “ 堤
防と一体的に設置される樹林（緑の防潮堤）を含む粘り強
い構造の海岸堤防等を海岸保全施設に位置付けること ” な

どを内容とする海岸法の一部を改正する法律が成立し、多
重防御へ向けた施策も進展している（国土交通省水管理・
国土保全局水政課，2014）。　
　今後の海岸林再生の方針としては、“ 人工盛土の造成に
よる背後の林帯の保護及び根の健全な生長の確保 ”、“ 海岸
最前線に適したマツ類に加え、内陸部における広葉樹の活
用 ”、“ 多層構造の樹林の形成 ” 等の指針が提示されており

（東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会（事
務局：林野庁治山科）、2012；国土交通省都市局公園緑地・
景観課，2012）、海岸林に期待される役割は益々大きくなっ
ている。

大槌町における「平成の杜」づくり

　岩手県上閉伊郡大槌町は地震津波により壊滅的な被害を
受けた。その後、復興計画の一つとして防災機能を備えた
鎮魂の森づくりが計画され、横浜ゴム株式会社の支援によっ
て植樹活動が開始された。2012 年 4 月に実験的な取り組
みとして津波の浸水を受けた土砂や震災瓦礫を活用した高
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さ 5.5 ｍのマウンドが形成され、常緑広葉樹のタブノキを
主木として、シラカシ、ヤブツバキ、ヤマザクラ、イロハ
モミジなど 16 種 3,391 本のポット苗が植樹された。以後、
毎年植樹祭が行われ、既に約 20,000 本のポット苗によっ
て、災害記憶の継承の思いが込められた「平成の杜」とし
て生長している（写真 1）。
　東北地方太平洋沿岸は、我が国の常緑広葉樹林の北限域
に位置付けられ、その自然分布は岩手県下閉伊郡山田町船
越大島のタブノキ林を北限としている（林田，2004；宮脇
編著，1987；IGES-JISE，未発表）。平成の杜では、2012 年
に植栽されたポット苗の生育状況、生存率、樹高の伸長生長、
幹の肥大生長について計測が行われ、低温環境下における
苗木の初期生長動態について追跡調査を続けている。

追跡調査の経過

　植樹地の最低気温は、2013 年 2 月 22 日に -10.6℃を記
録した。植樹後最初の低温期間を経験した植樹地では、タ
ブノキの多くに葉の萎縮や茶変・白色化が観察された。そ
こで、冬越し後に地上部が枯死または消失したあと、残存
する地下部から萌芽再生した苗を「萌芽再生タブノキ」、低
温傷害の影響が小さく地上部の葉や芽が生存して生長を続

けている個体を「健全なタブノキ」と区分して計測を行った。
調査区内において、最初の冬を越した 2013 年 6 月の時点
で萌芽再生タブノキと判定された個体は 64 個体（44％）、
健全なタブノキは 83 個体（56％）であった。
　健全なタブノキの生存率（図 2）や樹高伸長量（図 3）は、
関東地方などに植樹されたタブノキと同等程度の生長を示
し、低温環境下にあっても、その生育は著しく阻害されて
いなかった。一方、萌芽再生タブノキの樹高伸長量は抑制
されており、生存率も植樹から 5 年以上経過しても低下し
続けている（図 2，3）。生長が遅延して樹高の低い萌芽再
生タブノキが、健全なタブノキなどに被覆され、十分な光
量を獲得できずに枯死が進んでいるものと考えられた。
　タブノキの低温耐性について酒井（1975）は、-8 ～
-10℃の低温にまで耐え、太平洋側の北限地である岩手県船
越地区の個体は -12℃の凍結に耐えるが、カシ類やツバキ
などに比べて耐凍度は低いと述べている。植樹地で観測さ
れた最低気温は -10.6℃が最も低く、その後も、毎年 -7℃～
-10℃程度まで低下しており、タブノキにとっては毎年低温
限界付近の温度環境下で冬越しを続けているといえる（写
真 2）。また、植樹地は小鎚川沿いに新たに造成されたマウ
ンドであり、これを被覆または風などを遮蔽する林や構造
物が存在しないことから、1 年中葉を着けている常緑樹は、

写真 1 ．植樹 6 年目の「平成の杜」（2018/10/25）図 1．「平成の杜」位置図
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図 2．タブノキの生存率の推移
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図 3．タブノキの平均樹高の推移
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冬期の低温環境に加えて常に直射日光による葉温の上昇と
強風による蒸散の促進によって水収支の不均衡が発生する
など、強いストレスを受けているものと考えられた。植物
の耐寒性には植物体の水分状態が深く関わっており、北限
付近で生育する常緑植物にとって気温・地温などの外的環
境と植物体の含水量の関係は、こうしたストレス及びスト
レスからの回復過程を把握する上で重要な指標となる。
　そこで、平成の杜に植樹されたタブノキと宮城県気仙沼
市御崎神社に自生するタブノキの樹葉含水率を計測・比較
した。その結果、御崎神社のタブノキ（実生・成木）で
は樹葉含水率の季節変動が小さく、5 ～ 7 月の新葉展開
期前後に最低値と最高値を記録しているのに対して（図
4）、平成の杜の植樹 1 年目のタブノキでは、2 ～ 3 月の
低温期に 11.2％にまで著しく低下し、植樹 2 年目にな
ると 33.8％へと回復していた（図 5）。平成の杜に植樹
されたタブノキのポット苗が、植樹 1 年目の低温期後に
葉が萎縮・茶変し、植樹 2 ～ 3 年目以降になると、こう
した低温傷害を受ける個体が減少することを裏付けており、
北限付近に植樹されたタブノキのポット苗が、植樹後 1 ～
2 年の間に低温馴化によって寒さや乾燥ストレスに対する

耐性を獲得したことを示唆している。
　植樹から 6 年を経過した平成の杜は、最も樹高の高いタ
ブノキが 6.8 ｍにまで伸長し、林内では鳥類・昆虫類の他、
小動物の営巣も観察されるようになっている。地域の皆様
の手によって植樹された木々が、減災機能を併せ持つ鎮魂
の森として成熟していくことが期待される。
　本件調査は、横浜ゴム株式会社のご協力により実施され
た。現地調査では大槌町役場、大槌浄化センター、御崎神
社のご指導・ご協力をいただいた。厚く御礼申し上げます。
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図 4．自生するタブノキの成木と実生の樹葉含水率の変動
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図 5．植樹されたタブノキのポット苗の樹葉含水率の変動
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東京農業大学　名誉教授／中村　幸人
スペイン・テネリフェ島と伊豆半島の照葉樹林

【生態系保全再生の知恵】

趣　旨

　今日、日本の伊豆半島と大西洋上のカナリア諸島の照葉
樹林は場所も気候も全く異なり、比較する意義が問われる
のでありますが、植生地理学的にはかつてのテティス海周
囲に広がっていた古第三紀漸新世の熱帯、亜熱帯性常緑広
葉樹林をルーツとしています。南ヨーロッパでは第四紀更
新世の地中海性気候の発達とともに照葉樹林は衰退し、一
部が大西洋上のカナリア諸島などに隔離されるようになっ
たといわれています。
　テティス海は、パンゲア大陸の分裂が始まった約 2 億年
前ないし約 1 億 8000 万年前から、新生代第三紀まで存在
していた海洋で、古地中海ともいいます。カスピ海は内陸
に閉じ込められたかつてのテティス海の一部であります。
　テネリフェ島の照葉樹林は地中海性気候下での乾燥への
適応が進みました。古第三紀の気候は今のアジアの植物相
に似ていることから、暖温帯・亜熱帯モンスーン気候に近
いという指摘がされています (Tanai 1991)。かつての面影
はアジアの照葉樹林に残るとして、東アジアの北限域、伊
豆半島に見られる照葉樹林、地理的に遠く離れた二者にど
の程度の共通性が見られるのでしょうか？植物社会学を用
いて組成と構造に関する群形態の相似性と相違性について
比較してみました。

調査対象および調査手法

位置：テネリフェ島： 北緯 28 度 19 分から 31 分
西経 16 度 34 分から 56 分

伊豆半島： 北緯 34 度 97 分～ 34 度 68 分
東経 139 度 09 分～ 138 度 94 分

気候：テネリフェ島： 地中海性気候
　　　伊豆半島：アジ アモンスーン気候

クリモグラフ表示
　ケッペンの気候区分に基づくと Cfa となります。 下田市
では、年平均気温が 15.5℃、 年平均降水量は 2,159mm と
なります。テネリフェでは年平均気温が 21.1℃ですが、雲
霧帯の成立する海抜 900m では気温減率によって 15.7℃
ほどになり、下田と同じような気温分布になります。年降
水量は 233.3mm と少なく、雲霧帯では霧からの水分供給
を受けて 600-800mm へ上昇します。
　テネリフェ島と伊豆半島の照葉樹林において植物社会学
的な手法による現地踏査を実施した。

結　果

１．森林植生
　テネリフェでは 5 タイプの照葉樹林が確認されまし
た。 高 木 林 は Anaga の Lauro-Perseetum indicae と Teno
のPicconia excelsa -Laurus azorica community、低木林
は雲霧の流れる多湿な尾根筋のIlici canariensis-Ericetum 
platycodonis、乾燥した岩角地のFayo-Ericetum arboreae、
低 海 抜 地 の Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis で
す。いずれも構成種は維管束植物で 9-28 種、平均 14 種
と、30-40 種出現する日本と比較して少なく、逆にコケ
類、地衣類は豊かで、樹幹着生種の多いのが特徴です。
樹木は 1 属 1 種が多く同属の競合種は少ないです。日
本 で は Castanopsis や Quercus の よ う な Fagaceae な ど
の堅果植物が優占種ですが、テネリフェにはみられませ
ん。Gondwana 要素とされるOcotea、Persea、 Apollonias、 
Picconia、Arbutus な ど 古 い 起 源 の 種 が 出 現 し て い ま
す。日本と共通する種属は Lauraceae、 Ternstroemiacae、
Myrsinaceae、Myricaceae、 Aquifoliaceae、 異 な る 種 属 に
は Olea 、 Erica、 Arbutus、 Heberdenia、 Visnea、 Picconia、 
Apollonias、Laurus、Ocotea、Teline、Adenocarpus などが
あります。

テネリフェ島の照葉樹林
P runo-Lauretea azoricae  Oberdorfer ex  Rivas-Martínez, 

Arnáiz, Barreno & Crespo 1977
 P runo-Lauretalia azoricae  Oberdorfer ex  Rivas-Martínez, 

Arnáiz, Barreno & Crespo 1977
  Ix antho-Laurion azoricae  Oberdorfer ex Rivas-La Laguna 

Martínez, Arnáiz, Barreno & Crespo 1977
   La uro-Perseetum indicae  Oberdorfer ex  Rivas-Martínez, 

Arnáiz, Barreno & Crespo 1977
   Di plazio caudate-Ocoteetum foetenti s Rivas-Martínez, 

Wildpret et al . 1993
   Ili ci canariensis-Ericetum platycodonis  Rivas-Martínez, 

Wildpret et al . 1993
   Vi sneo mocanerae-Arbutetum canariensis  Rivas-Martínez, 

Wildpret et al . 1993
 Andryalo-Ericetalia  Oberdorfer 1965
  Fayo-Ericion arboreae Oberdorfer 1965
   Fayo-Ericetum arboreae  Oberdorfer 1965
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伊豆半島の照葉樹林
Camellietea japonicae  Miyawaki et Ohba 1963
　Dendropanaco-Castanopsietali a Miyawaki et  Ohba 1963
　　Castanopsion sieboldii  Suz.-Tok. 1952
　　　A rachniodo pseudoaristatae-Castanopsietum  

sieboldii  Suz.-Tok et  Wada 1949
　　　P olysticho-Perseetum thunbergii  Suz.-Tok. et Wada 

1949 
　　Pittosporion tobira  Nakanishi et  H. Suzuki 1974 
　　　P ittosporo-Quercetum phillyraeoidis Suz.-Tok. 

 et  Hatiya 1951
　　　E uonymo-Pittosporetum tobira Miyawaki et al.  

1971

２．照葉樹林域の形態的特性
　 日 本 の よ う な 林 内 階 層 に よ る 組 成 の 分 化 は み ら れ
ず、Lauro-Perseetum indicae で は Myrica faya、Laurus 
azorica、Prunus lusitanica などの高木種が低木層、亜高
木層も形成します。これらの種はたくさんの萌芽幹や根萌
芽を根元近くから出す性質があります。風衝の環境傾度に
沿った成帯構造はTelinetum canariensis →Fayo-Ericetum 
arboreae →Lauro-Perseetum indicae  と推移し、樹高も 0.3m
から 25m 近くまで達します。
　 林 冠 の 植 被 は 80% 以 上 と 密 で、 風 衝 地 で は Fayo-

Ericetum arboreae かIlici canariensis-Ericetum platycodonis
がマッキー状を呈し、伊豆半島のトベラ－ウバメガシ群集
に相似しています。

３．照葉樹林域の生態的特性
　テネリフェの照葉樹林は湿った気流が上昇し雲霧が発生
しやすい北側斜面に偏在することから日本と異なり土地的
極相として成立します。地中海性気候下の最大の環境規制
要因は水分です。雲霧中の水分をいかに取り込むか、林内
の湿度をいかに保つかが照葉樹林成立の鍵となります。雲
霧の発生頻度の高さは樹幹着生の多様なコケ類を維持する
ことになり、雲霧による水分はコケを伝って樹幹から根元
に供給されています。高木層、亜高木層の樹木は徒枝など
による分枝が多く、葉面積合計が広がるだけ雲霧が付着し
やすくなります。Erica は針葉状の葉で葉面積合計が広く、
林縁や風衝地にあって、水分を効率よく林内に取り込んで
います。また、乾燥時には林冠密度が 80％以上であるため
に林内の湿度を保つのに優れています。群落構成種は漿果
が多く、中型のハト ; Columba bollei とC. junoniae が種子
散布を行っています。

まとめ

　カナリア諸島の照葉樹林は形態的に乾燥という地中海性
気候に適応している。
１． 乾性立地では旧熱帯区起源のErica 属とTeline  属で植

生が構成されている。
２． Pruno-Lauretea の構成種は過密な林冠を構成し、蒸散

を抑制している。
３． 林冠木種は林内構成種を兼ね、少ない種で林相を形成

Izu

Fig. 1  Climate diagrams of La Laguna, Tenerife and Izu, 
Central Japan (Nakamura et al. 2000)
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している。
４． ギャップが形成されても根萌芽により速やかに林冠を

閉じることができる。
５． 成帯構造で前面に配置するFayo-Ericetum arboreae  は

Lauro-Perseetum indicae の二次林として成立する。
６． 伊豆半島の照葉樹林では草本層から高木層の階層に固

有な種が占めて 30-40 種が出現する。
７． ウバメガシはウバメガシ節の硬葉樹で、乾燥する風衝

地で分枝した密な林冠を形成している。

引用文献
Eguchi, T., Wildpret, W., del Arco, M. and Reyes-Betancort, 

A. (1999) Synopic Analysis of Thermal and Moisture 
Connditions in Anaga, Tenerife, the Canary Islands. 
Anaga Cloud Forest (ed. Ohsawa, M., Wildpret, W. and 
del Arco, M.) 23-38. Chiba.

Nakamura, Y., Woldpret, W., del Arco, M. and Reyes-
Betancort, A. (1999) Phytosociological Study on Laurel 

Forests and Landscapes in Tenerife, the Canary Islands. 
Anaga Cloud Forest (ed. Ohsawa, M., Wildpret, W. and 
del Arco, M.) 265-288. Chiba.

Nakamura, Y., Wildpret, W., del Arco, M. and Reyes-
Betancort, A. (2000) A phytosociological study on 
Mediterranean laurel forest area of Tenerife, Canary 
Islands. –in comparison with Japanese laurel forest 
landscape area of Izu, Central Japan. Phytocoenologia 
30:613-632.

Ohsawa, M. (1999) Comparative Ecology of Laurel Forests 
in Westen and Eastern Hemispheres. Anaga Cloud Forest 
(ed. Ohsawa, M., Wildpret, W. and del Arco, M.) 3-7.  
Chiba.

Tanai, T. (1991) Tertiary climatic and vegetational changes 
in the Northern Hemisphere. Jour. Geogr., 100, 951-966. 

本報は 2018 年 7 月 3 日 JISE 公開研究会の講演内容を掲載
したものである。
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Table 1.  Ecologically corresponding taxa in the laurel forests of Tenerife & Izu. 

Family Species Life form Family Species Life form
LILIACEAE Smilax canariensis Liana LILIACEAE - -

- - Liriope platyphylla Herb
- - Ophiopogon ohwii Herb

FAGACEAE - - FAGACEAE Quercus glauca Tree, clitochore
- - Quercus acuta Tree, clitochore
- - Quercus phillyraeoides Subtree, clitochore

Castanea sativa (introduced) Tree Castanea cuspidata var. Tree, clitochore
  sieboldii

MYRICACEAE Myrica faya Shrub, subtree & tree MYRICACEAE Myrica rubra Tree
LAURACEAE Laurus azorica Shrub, subtree & tree LAURACEAE - -

Ocotea foetens Shrub, subtree & tree - -
Apollonias barbujana Shrub, subtree & tree - -
Persea indica Shrub, subtree & tree, vegetative Persea thunbergii Tree

- - Cinnamomum japonicum Shrub & subtree
- - Neolitsea sericea Subtree
- - Actinodaphne lancifolia Tree

MYRSINACEAE Pleiomeris canariensis Shrub & subtree MYRSINACEAE - -
Heberdenia excelsa Shrub, subtree & tree - -

- - Maesa japonica Shrub 
- - Ardisia japonica Shrub 
- - Ardisia crenata Shrub 
- - Myrsine seguinii Shrub & subtree

ROSACEAE Prunus lusitanica ssp. hixa Shrub, subtree & tree, vegetative ROSACEAE Prunus zippeliana Subtree
- - Prunus spinulosa Shrub

EUPHORBIACEAE Euphorbia mellifera Shrub & subtree EUPHORBIACEAE - -
- - Daphniphyllum teijsmann Subtree

AQUIFOLIACEAE Ilex platyphylla Shrub, subtree & tree AQUIFOLIACEAE Ilex integra Tree
Ilex canariensis Shrub, subtree & tree, vegetative Ilex rotunda Tree

- - Ilex crenata Shrub 
RHAMNACEAE Rhamnus glandulosa Shrub, subtree & tree RHAMNACEAE - -
THEACEAE Visnea mocanera Shrub, subtree & tree THEACEAE - -
(TERNSTROEMIACEAE - - Cammelia japonica Subtree, clitochore

- - Ternstroemia gymnanthe Subtree
- - Cleyera japonica Subtree
- - Eurya japonica Shrub & subtree

ELAEAGNACEAE - - ELAEAGNACEAE Elaeagnus macrophylla Shrub 
- - Elaeagnus pungens Shrub 

ARALIACEAE Hedera canariensis Liana ARALIACEAE Hedera rhombea Liana
- - Fatsia japonica Shrub 
- - Dendropanax trifidus Subtree

CORNACEAE - CORNACEAE Aucuba japonica Shrub
ERICACEAE Arbutus canariensis Shrub & subtree ERICACEAE Pieris japonica Shrub 

Erica platycodon Shrub & subtree - -
Erica arborea Shrub, subtree & tree - -

SYMPLOCACEAE - - SYMPLOCACEAE Symplocos glauca Shrub 
- - Symplocos prinufolia Shrub 

OLEACEAE Picconia excelsa Shrub, subtree & tree OLEACEAE - -
- - Osmanthus heterophyllu Shrub & subtree
- - Ligustrum japonicum Shrub 

Tenerife, Canarian Islands Izu Pninsula, Honshu Island

Table 1.  Ecologically corresponding taxa in the laurel forests of Tenerife  & Izu. 
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　20 年くらい前のことであったと思うが、わが子に「悪魔」
と命名したとかで親の命名権問題について新聞やテレビが
にぎやかなことがあった。子供の数が平均２人に満たない
現状では、命名権を１回しか行使できない親も多く、それ
ゆえに極力特徴のある、また、インパクトのある名前を付
けたいと思うのは当然である。「悪魔」ちゃんは２人と存在
しないであろうが、世の中には同じ名前をもった人がたく
さんいるものである。電話帳をめくれば何人となく探し出
すことができる。しかし、氏名が同じでもこの人たちと何
か関係があるわけではない。せいぜい頭のハゲ具合が似て
いる程度であろう。したがって、同姓同名の人がいること
で特に不便や不都合なことはそれほどない。ところが同じ
職場に同姓同名の人がいるとなるとやっかいである。
　友人の一人にそういう人がいる。電話をかけると、「どち
らの○○さんですか」と聞いてくる。そこで「よくしゃべ
る人のほうです」とか「年配のほうです」でやっと特定で
きることになる。個人を特定するはずの氏名が役に立たな
いことになっている。野生生物には個体を表示する名前は
ないのが普通である。
　分類学上種を表わす正式な名は、ラテン語やギリシャ語
によって表記され、これを学名という。世界中どこでも同
じ表記である。例えば、ヒトはHomo sapiens と表記される。
知恵をもった同じ仲間という意味である。一方、日本国内
で一般に使用されている生物の名は、標準和名といいカタ
カナで表示される。魚やキノコなどには標準和名のほかに
地方名や俗名がある。寒ブリといわれるように冬に美味し
いブリは成長とともにイナダ、ワラサ、ブリと名前を変え
る出世魚として知られている。関西ではイナダの時期をハ
マチというが、関東でハマチというと養殖のブリを指す。
　同じ標準和名でありながらまったく異なる生物を指すと
きこれを同名異種とか異物同名という。植物や魚などそれ
ぞれ同じ仲間同士の間では同名はないが、植物と昆虫とか、
植物と魚の間には標準和名が同じ、すなわち、同名異種の
ものがいくつか見られる。ある植物に命名するとき、魚の
名前を知らずに命名すると同名のものが両者に存在するこ
とになる。また、他の生物に同名のものがあることを知り
ながらあえて同名にすることがある。これは両生物に備わっ
た際立った特徴を強調するためであろう。ここでは植物と
魚の間にみられる同名異種をいくつか紹介しよう。

１．オヒョウ
　カレイの仲間のオヒョウは大型種で、大きいものでは全
長２ｍにもなる。北日本の岩礁付近に群棲し、タラやニシ

ンを捕食している。植物のオヒョウの葉に似ているところ
から名付けられた。植物のほうのオヒョウは、山地に生え
る落葉高木で、３～５裂の特徴的な葉をもっている。アイ
ヌの民族衣装のアツシは、この樹皮の繊維で織られている。

２．カマツカ
　川や湖に棲む体長 20㎝前後のコイの仲間である。体色が
川底の砂礫の色に似ているため目につきにくい。餌と砂を
一緒に吸い込み、砂だけを鰓から出す。落葉性の低木は、
材が硬く、弾力があって折れにくいので鎌の柄に利用され
たことから鎌柄（かまつか）と名付けられた。別名のウシ
コロシは枝を曲げて輪を作り、それを牛の鼻環に用いたこ
とに由来している。

３．キハダ
　暖海域を回遊するマグロの仲間である。体側や背びれ、
尾びれが黄色いところから「黄肌」と名付けられた。夏が
旬。植物のキハダは日本各地に分布する落葉高木。幹の外
側はコルク層で覆われるが、内皮は鮮やかな黄色で、黄膚

（きはだ）に由来する。漢方の健胃整腸薬の「陀羅尼助（だ
らにすけ）」の原料となる。

４．ゴンズイ
　浅海の岩礁地帯に群棲している。口辺に８本のひげをも
つ海のナマズといった魚。背びれや胸びれには鋭いトゲが
あり、毒腺があるので刺されると痛い。食用にはならない。
植物のほうは雑木林や林縁に生育する落葉小高木である。
果実は鮮紅色で美しく、秋に熟すと光沢のある黒い種子を
露出させる。畑の害虫を防ぐまじないの札をつける牛王杖

（ごおうづえ）にこの木が使われ、これが訛ってゴンズイに
なったともいわれるが諸説ある。

５．サワラ
　サバ科に属する体長１ｍくらいの魚で、北海道南部以南
の沿岸に生息している。腹が小さく狭いので狭腹（さはら）
といわれる。鰆は春に採れるという意味のあて字である。
刺身や照り焼きで食されるが冬の寒サワラは特に美味。植
物のサワラは常緑高木で、生長は早いが、材質はヒノキに
劣る。材が「さわらか」であることから「さわら木」と呼
ばれ、これが略されてサワラになったといわれる。

６．ハス
　コイの仲間で、オイカワに似ているがもっと大型である。

IGES 国際生態学センター　シニア・フェロー／原田　洋
植物と魚の間にみられる同名異種

【生態学寸描】
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原産地は琵琶湖とその水系であるが、各地で放流されてい
る。塩焼きで賞味される。植物のハスは古い時代に中国か
らきた水草で、秋に地下茎が肥大してレンコンとなる。ハ
スの名は蜂巣（ハチス）の略で、果実の入った花托の様子
が蜂の巣に似ているところから名付けられたという。果実
も食べられる。

７．ヒイラギ
　中部地方以南の内湾で普通に見られるアジの仲間であ
る。著しく扁平な形をしている。発光バクテリアが共生し
ていることが知られている。常緑の小高木で、葉には鋭い

キハダ

カマツカ

オヒョウ

ゴンズイ サワラ

ヒイラギハス

鋸歯がある。この葉に触れると疼ぐ（ひいらぐ、ひりひり
痛む）ことから疼木（ひいらぎ）と名付けられたという。
節分の日にはこの小枝にイワシの頭つけて、悪魔祓いのた
め門口に刺して置く風習がある。

　魚と植物の間にみられる同名異種のいくつかを紹介した
が、俗名や地方名を加えれば、その数はずっと増えよう。
　キハダの写真は原田・松本・飯塚（2004）「五色ヶ原の自然」
岐阜県丹生川村発行より転用した。また、オヒョウとハス
の写真をお借りした IGES 国際生態学センターの林寿則主任
研究員にお礼申し上げたい。
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　神奈川県内で始めたアカウミガメの産卵生態の研究は今
年で 13 年目をむかえる。この研究は、新江ノ島水族館の
展示飼育員、葉山しおさい博物館の研究者との協働による
もので、相模湾沿岸砂浜域の自然環境下でのアカウミガメ
の生態や、孵化に影響を及ぼす環境要因を明らかにするこ
とを目的として現地調査に取り組んでいる。新江ノ島水族
館に寄せられた上陸産卵の情報を契機に、海岸を管理する
自治体（神奈川県、平塚市など）と連携しながら、ウミガ
メの現状の把握に努め、野生生物保全のあり方を模索して
いる。新江ノ島水族館は保全活動の中心的役割を担い、環
境教育などのアウトリーチ活動にも力を入れている（図 1）。
　アカウミガメは、現生のウミガメ類 7 種のうち、唯一温
帯域でも産卵するウミガメで、IUCN レッドリストでは絶
滅危惧 II 類（VU: Vulnerable、絶滅の危険が増大している種）
に該当している（2018 年 12 月時点）。アカウミガメにとっ
て日本沿岸の砂浜は北西太平洋唯一の産卵地とされ、相模
湾沿岸の砂浜はそのほぼ北限に位置している。同沿岸では、
産卵はおもに 6 ～ 8 月に行われ、通常、成熟した雌のカメ
は夜間に砂浜へ上陸し産卵する。砂中に産み落とされた卵
は約 2 ヶ月後に孵化し、仔ガメ ( 孵化幼体 ) は自力で海洋
へ移動していく。
　私たちの現地調査は、産卵を確認することから始まる。
最近は上陸跡を見つけた市民等からの通報を新江ノ島水族
館が受け、現場確認に赴くケースが多い。産卵を確認した
場合、産卵巣付近の砂中に温度計を設置し、仔ガメが孵化・
脱出するまでの温度を測定する。産卵場所となった砂浜の
特徴を把握するため、地形測量や植生調査も行う。

仔ガメが海へと旅立った数日後、産卵数や孵化数を数える。
また、砂浜の地形の変化を把握するため、同じ場所を再び
測量する。
　保全活動の場面では、ときに海岸利用者から「卵を別な
場所に移動させて欲しい」との声が聞かれる。産卵巣の卵
を別な場所に移動させ砂中に埋め戻すことを「移植」と言い、
保全対策の一環として講じられることがある。ただし、移
植作業は専門的知識を要するため、不用意に行うと卵の発
生を止めてしまうことになる。相模湾沿岸では、移植巣か
らの孵化脱出事例はいくつか知られているが、そのことが
知れ渡るほど、海岸利用者（とくに漁業、商業関係者）の
移植への要望・期待度は高まっているように感じられる。
　2017 年 7 月下旬、葉山町でアカウミガメの産卵が確認
され、地元の海岸利用者の手で産卵巣の移植が行われた。
私たちはその移植された産卵巣を調査・観察し続けたが、
結果、114 個すべての卵は孵化・脱出までには至らなかった。
　2018 年 9 月、小田原市内では新江ノ島水族館のスタッ
フが中心となり 150 個以上のアカウミガメの卵とその半数
近くの孵化脱出が確認された。このケースでは、移植を行
わず、自然状態で（人の手をかけず）産卵巣を「保護」し
たのである。小学校すぐ近くの産卵であったため、孵化調
査の際には学校の子ども達が見学にやってきて、産卵巣の
中に取り残された仔ガメを観察したりした。ウミガメと人
間を含めたすべての生きものが共存できる「人と自然との
関係のあり方」を一緒に考える機会になったという。この
ような、地道な活動を応援していきたい。

IGES 国際生態学センター 主任研究員／矢ケ崎朋樹
神奈川県内におけるアカウミガメの研究―保全活動13年目にあたって

【研究トピック】

図 1. 新江ノ島水族館の解説展示 ( 同館提供 ).

900mm×2500mm S=1/4

トピックス：トピックス：ウミガメの産卵調査と教育普及活動
ふきゅうふきゅう

2018年度の活動
2018年9月、小田原でアカウミガメの産卵調査をおこないました。
ここでは150個以上産卵し、その半数近くが孵化したことを確認しました。
小学校の目の前でしたので、子どもたちが調査の様子を見学にきました。
本物の卵や産卵巣に取り残された子ガメを観察し、ウミガメと人間を含めた
すべての生き物たちが共存できる相模湾の在り方について、一緒に考えました。

調査の流れ

いっしょ

ふく

かんきょう

しょうなん

ふか

ゆいいつすなはま さがみわん

さがみわん

から

えのすいでは、産卵のために相模湾へ回遊してくるアカウミガメの調査および保全活動（※）

をおこなっています。多くの人が利用する湘南海岸にウミガメが産卵のために上陸する
ことを知ってもらうために、教育普及活動にも力をいれています。
※）葉山しおさい博物館、地球環境戦略研究機関　国際生態学センターの研究者らと共同で行っている活動です。

アカウミガメにとって日本列島の砂浜は北太平洋で唯一の産卵地であり、相模湾は
そのほぼ北限に位置します。 夏期を中心に、 メスが砂浜に上陸して産卵します。
卵は約２ヶ月後に孵化して、子ガメが海へと旅立ちます。

1.

上陸したという情報をもとに現場を確
認します。

2.

産卵を確認したら、温度計の設置や地
形の測量などをおこない、子ガメが出
てくるまでそっと見守ります。

3.

子ガメが海へと旅立った数日後、卵の
殻などをもとに産卵数や孵化数を数え
ます。また、地形の変化を測量します。
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日本最古の歌集「万葉集」には、150 種以上の植物が登場します。最も多く詠まれてい
る植物はハギで、次いでウメやマツ、タチバナ、ススキ、サクラ、フジ、ナデシコ、ウノ

ハナ（ウツギ）、クズ、ヤマブキ、オミナエシ、アセビ、ツツジ、ツバキ、ヨシなどが多く出てきます。薬用にな
る植物や食用、染料、鑑賞、衣料、建築材料などを含めて、当時の植物資源の活用や暮らしぶり、人々の興味・関
心などを窺い知ることができます。� （林　寿則・大槻みき子）

■ お知らせ
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12/4	 ：	国交省河川水辺の国勢調査	スクリーニング委
員会（村上）

12/5	 ：環境省植生図凡例検討部会（村上）

12/13	 ：河川水辺の国勢調査	東京都現地視察（村上）

12/14	 ：	あさひ・いのちの森	環境調査（静岡県富士市）
（村上・林）

12/15	 ：	IGES 国際生態学センター共催「東京の自然観
察、森めぐり」講師 ( 矢ケ崎 )

12/21	 ：	植生学研究会総会（農大）（村上）

12/10-24	：	ケニア、ウガンダ、タンザニア植生調査（目黒）

12/26	 ：	横浜国大	環境保全林調査（林）

1/2-9	 ：	ラオス・ルアンプラバン県林業セクション共同
研究（矢ケ崎）

1/12	 ：	愛川町半原公民館主催「植物っておもしろい」
講師（矢ケ崎）

1/17	 ：	神奈川県自然保護協会生物多様性委員会	
（村上）

1/24-28：	宮崎県中部海岸林調査（村上）

1/25	 ：	あさひ・いのちの森	環境調査（静岡県富士市）
（林）

1/26-30：	フィリピンベンゲット州荒廃地植生回復現地調
査（矢ケ崎）

1/29	 ：横浜国大	環境保全林調査（林）

1/31	 ：植生学研究会（横浜）（村上）

2/6	 ：	国立市「大学通り緑地帯全体計画検討会」出
席（矢ケ崎）

2/9	 ：	国立市	「くにたち緑のサポーター養成塾フォ
ローアップ研修」講師（矢ケ崎）

2/12	 ：	自然環境復元学会「第19 回全国大会実行委員
会」出席（矢ケ崎）

2/13-14：都市防災林・環境保全林現地植生調査（矢ケ崎）

2/15	 ：	自然環境復元学会「第19 回全国大会」参加・
共同発表（矢ケ崎）

2/16	 ：	NPO 法人森びとプロジェクト委員会「フィリピ
ンベンゲット州現地調査報告会」講師（矢ケ崎）

2/23-3/6：	IGES自然資源・生態系サービス領域「ケニア調
査チーム」共同研究（矢ケ崎）

2/26-3/2：宮崎県北部海岸林調査（村上）

2/26	 ：	横浜国大	環境保全林調査（林）

3/6	 ：	神奈川県自然保護協会生物多様性委員会（村上）

3/6	 ：	国立市「大学通り緑地帯全体計画検討会」出席	
（矢ケ崎）

3/7-8	 ：	福井県「治山事業における広葉樹植栽等指針作
成検討会」出席（矢ケ崎）

3/10-20：	ラオス・ルアンプラバン県林業セクション共同研
究（矢ケ崎）

3/20	 ：	国立市「大学通り緑地帯全体計画検討会」出席	
（矢ケ崎）

3/11-14	：マレーシア植栽地調査打ち合わせ（目黒）

3/16-19	：	日本生態学会神戸大会　集会企画・講演、ポス
ター発表（村上・目黒）

3/25-30：ケニア植栽地調査打ち合わせ（目黒）

3/28	 ：	横浜国大	環境保全林調査（林）

3/30	 ：	東京・森まち再生実行委員会主催 /IGES-JISE
共催シンポジウム・コーディネーター（矢ケ崎）

3/31	 ：	IGES-JISE 主催環境学習「いきものっておもし
ろい」講師（矢ケ崎）

【研究員活動記録】
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