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【訃

報】

公益財団法人 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター（IGES-JISE）宮脇昭 終身名誉センター
長は、2021 年 7 月 16 日に 93 歳で永眠いたしました。ここに生前のご厚誼に対し深く感謝すると
ともに、謹んでお知らせいたします。
ご遺族からは、
「皆様には長年お世話になりました。お一人お一人に深く感謝申し上げるべきと
ころですが、体調が万全でないこともあり、不義理となっておりますことをお許し下さい。なお、
香典等 厚志についてはご辞退させていただきます」とのお話を承っております。

宮脇 昭先生 【略歴】
昭和 3 年（1928）岡山県に生まれる
昭和 27 年（1952）広島文理科大学生物学科卒業
昭和 33 年（1958）西独植生図研究所
昭和 36 年（1961）広島文理科大学より博士号
昭和 36 年（1961）横浜国立大学講師
昭和 37 年（1962）横浜国立大学助教授
昭和 48 年（1973）横浜国立大学
環境科学研究センター教授
昭和 49 年（1974）通産省エネルギー庁
環境審査会顧問
昭和 55 年（1980）国際植生学会副会長
平成 5 年（1993）横浜国立大学名誉教授
平成 5 年（1993）
（財）国際生態学センター研究所長
平成 8 年（1996） 国際生態学会会長
平成 19 年（2007）
（公財）地球環境戦略研究機関
国際生態学センター長
平成 28 年（2016）
（公財）地球環境戦略研究機関
国際生態学センター 終身名誉セン
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【主な受賞】

【主な編著書】

昭和 45 年（1970）毎日出版文化賞「植物と人間」

・植物と人間（NHK 出版）

昭和 48 年（1973）サンケイ児童出版文化賞
「人類最後の日」

・日本植生誌全 10 巻（至文堂）

昭和 49 年（1974）神奈川文化賞

・緑回復の処方箋（朝日選書）

平成 ３ 年（1991）朝日賞「日本植生誌全 10 巻」

・森よ生き返れ（大日本図書）

平成 ３ 年（1991）ドイツ・ゴールデンブルーメ賞

・あすを植える（毎日新聞社）

平成 ４ 年（1992）紫綬褒章

・苗木三０００万本

平成 ７ 年（1995）ドイツ・チュクセン賞

・いのちを守るドングリの森（集英社新書）

平成 ８ 年（1996）日経地球環境技術賞

・木を植えよ！（新潮選書）

平成 ９ 年（1997）日刊工業新聞技術・科学図書
文化賞「緑環境と植生学」

・The Healing Power of Forests（佼成出版社）

・日本の植生（学習研究社）

・森が泣いている（ゆまに書房）

平成 12 年（2000）勲二等瑞宝章
平成 15 年（2003）第 1 回日本生態学会

・4 千万本の木を植えた男が残す言葉（河出書房新社）

功労賞

・瓦礫を活かす「森の防波堤」が命を守る
（学研パブリッシング）

平成 18 年（2006）第 15 回地球環境国際賞
「ブループラネット賞」
平成 18 年（2006）植生学会

いのちの森を生む（NHK 出版）

・見えないものを見る力（藤原書店）

学会特別賞

・人類最後の日（藤原書店）

平成 27 年（2015）後藤新平賞

・東京に「いのちの森」を！（藤原書店）

平成 30 年（2018）Global Icon Highest Altitude Award
（ネパール）

・いのちの森づくり

宮脇先生の主な一般書
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宮脇昭自伝（藤原書店）

宮脇 昭 先生の活動
公益財団法人 地球環境戦略研究機関

国際生態学センター（IGES-JISE）

宮脇 昭 先生は世界各国を自分の足で訪れ、現場主義を貫いた調査研究活動を実践されました。

森づくりのお手本とした鎮守の森。

カンボジア調査の合間に
大好きなドリアンを食す。
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日本の現存植生図

1980 ～ 1989 年にかけて出版された「日本植生誌全 10 巻」は、日本
の緑の現状と本来あるべき姿を提示しました (1990 年度朝日賞受賞 )。

日本の潜在自然植生図

「植物と人間」
（1970 年出版）により、毎日出版文化賞を受賞。近年
は、
「木を植えよ！」
、
「三本の植樹から森は生まれる」、
「東京に「いの
ちの森」を！」など。執筆活動にも積極的に取り組みました。

横浜国立大学 正門付近における環境保全林の生長過程

植栽時（1983 年）

植栽 5 年（1988 年）

2019 年（36 年後）

健全なタブノキ

萌芽再生タブノキ
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東日本大震災被災地（岩手県大槌町）に植樹された「平成の杜」。
常緑広葉樹林の北限付近において、タブノキは冬期の低温乾燥と戦いな
がら成長を続けています。
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宮脇先生を偲んで
公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）理事長／武内 和彦

宮脇昭先生は、1993 年に横浜国立大学を定年退職

宮脇先生に初めてお目にかかったのは私が大学院生

され、財団法人・国際生態学センター（JISE）の所長

の時でしたが、1990 年に国際生態学会議（INTECOL）

に就任されました。2007 年に JISE が財団法人・地球

が横浜で開催された際には、事務局長であった宮脇先

環境戦略研究機関（IGES）に統合されてからは、IGES-

生のもとでお手伝いをさせていただき、国内外の著名

JISE のセンター長として、環境保全と修復に向けた植

な生態学者とお話しする機会を与えていただいたこと

物生態学の研究ならびに国内外での植樹活動を精力的

を感謝しております。

に進められました。宮脇先生の活動は、国内外で高い

体調を崩された 2016 年以降は、IGES-JISE の終身

評価を得ており、
「紫綬褒章」(1992)、
「ブループラネッ

名誉センター長として後進の指導に当たられてきまし

ト賞」(2006)、
「ＫＹＯＴＯ地球環境の殿堂」入り (2014)

た。この度のご訃報に接し、心より宮脇先生のご冥福

などを受賞されてこられました。

をお祈り申し上げます。

宮脇 昭先生の訃報に接して
公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト 理事長／細川 護煕

最初に先生にお会いしたのは熊本県知事の時「緑の

2015 年正月に脳出血で倒れられ、現場に出ること

倍増計画」についての指導をお願いしました。それか

が出来なくなられた先生を何度かお見舞いしました

ら時がたち、再びお会いしたのは東日本大震災という

が、森づくりを熱く語られる姿に感動を覚えた記憶が

未曽有の自然災害に襲われた翌年の 3 月（2012 年）

鮮明に思い出されます。倒れられたとき先生は『私に

でした。

は 3 つの願いがある。一つ目はもう一度現場に立つこ

震災直後から復興に寄与できることが無いか、広く

と。二つ目は新たな本を出版すること。そして三つめ

識者との意見交換をしていた同じ頃、先生は被災地の

は森づくりに関心のある方々の前で講演すること』と

調査を行い、山積になった震災瓦礫を前にして「緑の

言われたそうです。三つ目の講演はかないませんでし

防潮堤」構想を練られていました。この構想を耳にし

た。

た時、これこそ後世に残すべき事業だと直感し、先生

先生が構想された「緑の防潮堤」は現在「千年希望

の研究室を訪ね、実現に向けて御相談をいたしました。

の丘」で実証されています。まさに 10㎞にわたる緑

学者である先生には「緑の防潮堤」づくりの指導を

の防潮堤が出来つつあります。私たちは今「災害から

お願いし、私はその活動の母体となる組織を運営する

いのちを守る森」づくりを通して、先生の森づくりに

ことになり、立ち上げた組織名は「一般財団法人瓦礫

かけた精神を継承し、全国にこの哲学を広める決意を

を活かす森の長城プロジェクト」でした。

いたしております。

植樹活動が始動したのは宮城県岩沼市の「千年希望

これからの活動を空の上からお見守り下さい。心よ

の丘」と福島県南相馬市の「鎮魂復興市民植樹祭」で、

りご冥福をお祈りいたします。

それが活動のメイン舞台となり、その後岩手県山田町・

（公益財団法人 鎮守の森のプロジェクト

三重県明和町・高知県南国市・大阪府阪南市など全国

ジ、2021.8.4 より再掲）

に展開しています。
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ホームペー

宮脇 昭 名誉教授 ご逝去
国立大学法人 横浜国立大学 学長／梅原 出

本学名誉教授の宮脇昭先生が、7 月 16 日逝去され

めてとなります。また、日本列島の植生図作成、土地

ました。ここに生前のご厚誼に深謝し、謹んでお知ら

本来の森林再生、熱帯雨林の再生をはじめとする多数

せいたします。

の国での森林再生にも取り組まれてこられました。本

宮脇先生は、昭和 27 年に本学学芸学部助手として

学常盤台キャンパスにひろがる緑は、宮脇先生の「ふ

勤務され、同 37 年に助教授、同 48 年に教授、同 60

るさとの木によるふるさとの森づくり」の思想に基づ

年に横浜国立大学環境科学研究センター長に就任し、

いて形成されたもので、現在も本学の環境保全に貢献

平成 5 年に定年退職するとともに本学名誉教授となり

し、学生・教職員・地域の方々に安らぎと安心を与え

ました。

ています。宮脇先生の活動は国内外から高く評価され、

この間、植生生態学の研究をはじめ、植生図化研究、

平成 4 年に「紫綬褒章」、平成 7 年に「ドイツ・チュ

自然環境保全・回復に関する実験、理論化された生態

クセン賞」、平成 18 年に「ブループラネット賞」など

学的研究と多岐にわたる研究を精力的に進めてこられ

これまで数々の賞を受賞されてこられました。

ました。

こ こ に 生 前 の ご 功 績 を 偲 び、 謹 ん で ご 冥 福 を お

250 編以上の科学論文と調査報告書、日本植生誌全

祈 り 申 し 上 げ ま す。（ 横 浜 国 立 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ、

10 巻などで日本列島の野外調査データの集大成と植

2021.8.3 より再掲）

生図化を行ったのは、宮脇先生が日本及び世界ではじ

宮脇先生

ありがとうございました
公益財団法人 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター（IGES-JISE）センター長／鈴木 邦雄

その土地本来の植物による「ふるさとの森づくり」

際生態学センター（JISE）の設立並びに所長として、

を提唱されてきた宮脇昭先生は、横浜国立大学及び

2007 年以降は IGES-JISE のセンター長・終身名誉セン

JISE/IGES-JISE を拠点として、常に将来を見据えた研

ター長としてご尽力いただきました。

究とその成果の発信を続けてこられました。

個人的には、宮脇先生の研究室、そして深夜までご

特 に『 植 物 と 人 間 』
（NHK 出 版 ） を 刊 行 さ れ た

自宅でご指導を受けるなど、公私にわたりお世話に

1970 年以降、公害や地球環境が注目されるなか、『日

なったことを深く感謝しております。多忙な日々で

本植生誌』に集約される植生研究を精力的に進められ

あっても、朝夕に研究室でお仕事をされる、ひたむき

るとともに、行政団体、企業、民間団体等の森づくり

さから多くのことを学びました。また、小生が横浜国

の指導を続けられてきました。現在では、50 年余に

立大学の学長に内定した時、最初に宮脇先生からお祝

及ぶ実践活動により、国内外各地に「宮脇の森」がす

いの連絡をいただいたことが強く印象に残っていま

くすくと育っています。今後も、宮脇哲学を具現化す

す。先生のご生前のご功績とお姿をお偲びし、悲しみ

る森づくりが続けられると信じています。

に堪えません。安らかな旅立ちでありますよう、心か

横浜国立大学を定年退官されて以降は、財団法人 国

らお祈り申し上げます。
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