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植生図の活用と課題―自然環境を評価し，生物多様性を保全するために―
前迫ゆり
大阪産業大学大学院

人間環境学研究科

大阪で開催された第 21 回植生学会大会において「植

かおりさんに依頼し，植生学会にふさわしいデザインを

生図の活用と課題」をテーマに下記要領でシンポジウム

考案いただいた（図１）．会期中は本学学生が受付など

が開催された．前年の高知大会の懇親会で波田先生や環

をサポート（図２），いつもと違う学生の真剣なようす

境省の方と植生図について話をしたことが発端となり，

をみることができた（収穫大）．会場フロアにはさくま

本シンポジウムにつながったのだが，会員外も含めて

書店や NPO 大阪自然史センターが書籍やグッズを販売

120 名の方に来場頂いた．フロアからも意見・質問がだ

（図３），休憩時間には多くの方々で賑わった。植生学

され，活発なシンポジウムとなったことを感謝したい．

会のもっとも身近な話題とも言える「植生図」に関する

ご来場いただいたみなさま，演者のみなさまに厚くお礼

シンポジウムが開催され（図４，５），活発に議論された

申しあげる．

ことを記して報告としたい．

シンポジウムでは，植生学の研究者はじめ，行政（環
記

境省）
，動物生態学，環境コンサルティングの立場から，
植生図に関わり，
活用している方々にご講演いただいた．
ディスカッションは 30 分程度であったため，十分なも

テーマ：植生図の活用と課題―自然環境を評価し，生物
多様性を保全するために―

のとはいえないが，今後，よりわかりやすく理解しやす
い植生図の構築とその活用に関する新たな提案が必要で

日

時：2016 年 10 月 22 日 13 時―16 時 15 分

あり，それはまさしく植生学会の役割のひとつであるこ

場

所：大阪産業大学多目的ホール

とを確認した．また，フロアからは正しい植生情報を植

主

催：植生学会

生図に反映させる必要がある（現状では不足）との意見

後

援：環境省自然環境局生物多様性センター／大阪産

もだされた．

業大学／関西自然保護機構／

当日配布の要旨（一部，改変）を参考までに本誌に掲
載している．さらに，別途，演者からご寄稿いただいた

（公）大阪みどりのトラスト協会
演

者：廣澤一＊，石川愼吾＊，武田義明＊＊，波田善夫＊＊，
星野義延＊，幸田良介＊＊＊，森定伸＊＊＊

ので，ご一読いただきたい．環境省の廣澤氏はご多忙の

（以上，敬称略；＊ 講演およびパネラー，＊＊ 講

ため，寄稿がかなわなかったが，｢植生図が全国整備を

演のみ，＊＊＊パネラー）

達成した暁には話題も豊富になりますので，再び講演等
の機会いただければ幸甚です．
｣ というメッセージをい

コーディネイター：前迫ゆり

ただいた．今後，各地域の植生を正しく把握し，適確な

趣旨説明：

植生図を蓄積することがなによりも重要である．地域の

植生図は，環境省をはじめ研究レベルや自治体レベル

生物多様性保全に寄与する植生情報を提供し，研究者お

でも作成されており，自然環境の評価や管理などに汎用

よび一般の方々が広く活用できる植生図に貢献すること

されている．その一方，植生図は地域による凡例の不統

は，本学会の重要な役割であるということを確認してシ

一などといった特有の課題を抱えており，十分に活用さ

ンポジウムを終了した．

れていないというのが現状である．そこで本シンポジウ

なお，本シンポジウムのポスターは本学会会員の奥井

ムでは植生図の課題を整理するとともに，植生図から地
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域の自然環境を評価し，生物多様性の保全にも積極的に

る方々をお招きした．植生図の基盤整備は地域レベルお

活用していく方策，あるいはどのように活用するのかと

よび全国レベルで生物多様性の保全を考える際に，大き

いう視点から議論したいと考えている．

く貢献するものと考えている．

本シンポジウムの演者およびパネラーとして，日本の

パネラーおよびフロアのみなさまと活発な意見を交わ

自然・植生情報を統括されている環境省，植生学の研究

していただき，植生図をはじめとする植生情報の整理お

者，環境コンサルタント，動物の研究者など，いずれも

よび活用が円滑に進み，生物多様性の保全に植生図がよ

日々，自然環境を見つめ，自然環境の保全に携わってい

り一層，活用されることを期待したい．

図３ シンポジウム会場フロアに設置されたショッ
プ（さくま書店，NPO 大阪自然史センター）

図１

シンポジウムポスター

図４

図２ 受付のようす
（図２-５：梅原 徹氏撮影）

パネルディスカッション

図５
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植生図凡例の属性マトリックス作成に関する課題と展望について
石川愼吾
高知大学理学部
からずにいた．それはそのはずで，凡例の持つ属性が示

はじめに

されていないのであるから，自分で必要な属性を整理し

環境省が作成している植生図は，はたして日本国民に

なくてはいけない．しかし，動物の研究者が植生図と植

広く利用してもらえるのだろうか？この疑問は，環境省

生調査資料からそれを整理するのはかなりの負担を強い

の統一凡例検討部会の委員を務めさせていただいている

られることになる．そこで私が相談を受けたわけである

私が，ずっと気になっていることである．植生図の末端

が，四国のツキノワグマの生息地評価に植生図と植生調

利用者のほとんどは，植生に関する十分な知識を持って

査資料がいかに利用されたのかを，利用者がその作業の

いない人たちだと考えるべきである．植生の専門家にい

過程で浮上してきた課題と要望をもとに述べる．更に，

ろいろアドバイスをもらわなくては，自分が必要とする

凡例属性を植生図に付帯するデータとしてシステム化す

情報を引き出すことは難しいであろう．相談できる専門

るための課題と展望について述べようと思う．

家がそばにいない人は，植生図の利用を諦めてしまうか

四国のツキノワグマの保護に必要な

もしれない．一般国民にとって使いやすい植生図とはど

生息地評価と課題

のようなものか，もう一度真剣に考える必要がある．つ
まり，想定される利用者が必要とする情報を盛り込んだ
植生図の整備が必要である，ということである．

山田氏らが指摘している四国のツキノワグマが減少し
た理由は，1）拡大造林によってツキノワグマの餌が多

私が提案したいのは，群落や群集などの凡例がもって

い落葉広葉樹林など好適な生息地が減少したこと，2）

いる様々な属性を明らかにして，それぞれの属性を評価

林業被害をもたらす害獣として駆除されたことである．し

したマトリックスを作成することである．例えば，構造

かし，1986 年からは捕殺もなくなり，2010 年に高知県

に関わる属性としては，群落高，階層構造，植被率など，

の希少野生動植物保護条例の指定種となった現在でも個

種組成に関わる属性としては，優占種，標徴種など，そ

体数は回復していない．山田氏らは，ツキノワグマの効

れら構成種に関するさらに詳細な属性としては，生活型

果的な保護管理のためには，ツキノワグマにとって重要

（生育形，休眠型，繁殖型）
，種多様性などがある．さら

な群落や具体的な場所を特定し，生息環境の改善につな

に，具体的な利用者にヒアリングを行って，植生図を利

げることが重要であると考え，1）秋季の主要な食物と

用するにあたって必要とする凡例属性をあぶり出し，事

なるブナとミズナラの堅果資源量マップを作成するこ

前にそれらの量的あるいは質的評価を整理しておけば，

と，2）ツキノワグマの詳細な位置データと森林の利用

植生図の使い勝手が格段に良くなるはずである．

状況から生息適地マップを作成することを目的に，堅果

過日，私はこの問題に密接に関連する相談を四国自然
史科学研究センターの山田孝樹氏から受けた．
山田氏は，

類の資源量とツキノワグマの行動調査に加え，植生図と
植生調査資料を用いた解析を行った．

絶滅が危惧される地域個体群に指定されている四国のツ

堅果類の資源量については既存のデータがないので，

キノワグマの保護を目的に，その生息地評価に環境省の

シードトラップを設置して実際に測定する以外になく，

植生図を利用することを考えていたが，必要な情報をど

330 個ものトラップを設置して 4 年間調査を行ってい

のようにして植生図の凡例から読み取ったらよいのか分

る．ここで，具体的な設置場所を決めるときと生息地全
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域にわたる資源量の推定には，植生図と植生調査資料が

アジア航測株式会社の担当者から連絡があり，組成表の

利用された（図 1）
．その際，対象となるブナあるいは

ないデータは優占種調査の場合ではないかとの指摘を受

ミズナラが含まれる群落の面積，対象種の出現頻度，対

けた．山田氏が提供されたデータを再度確認したところ，

象種の平均被度を算出して資源量の推定に利用した．群

アジア航測からの指摘通りであることが判明した．この

落面積は，解析範囲全体を 100m×100m のメッシュに

件に関しては，優占種調査のみのデータがあることを

分割し，そこに含まれるそれぞれの群落の面積を算出し

知っていた私の確認ミスであった．

た．メッシュに分割したのは，ツキノワグマの利用場所

ともあれ，上記のような解析過程を通して，四国のツ

の特性を解析するために，植物群落に加えて標高，道路

キノワグマの安定的な生息にとっては，ブナよりもミズ

からの距離などとの関連性を求める必要があったためで

ナラの方が重要なこと，餌の多い（高いエネルギー量を

ある．出現頻度の算出には植生調査資料を用い，対象種

示す）地域は剣山系の中心部に集中していて，いくつか

がそれぞれの凡例において出現した地点数を全調査地点

のパッチに分断されていることなど，重要な事実を明ら

数で割って求めた．平均被度の算出には，各植生調査地

かにすることができた．また，ツキノワグマの季節別の

点における Braun-Blanquet の被度階級を中央値に換

生息適地解析の結果，季節の進行に伴ってその範囲が大

算した値を用いた．以上のような計算手続きは植生図や

きく変化することも同時に明らかになった．つまり，季

植生調査資料を扱いなれていない利用者にとってはかな

節によるツキノワグマの行動圏の違いを明らかにするた

り煩雑である．構成種の出現頻度や平均被度などは，解

めには，ブナとミズナラ以外の植物や動物の資源量を評

析範囲によって値が異なってくるので，凡例の属性とし

価する必要があり，春と夏に利用している植物や動物の

て事前に算出しておくことは難しいとしても，計算方法

調査を通して，それらの生息域全体における資源量を把

などの解説があると利用者には親切である．

握する必要があることが課題として浮上してきた．この

植生調査資料の利用に関して，山田氏から RDB 種が

ような課題を踏まえた山田氏らからの要望は以下の通り

含まれる地点のデータの提供が受けられず，実際に利用

である．

できた資料は全体の約 4 割であったので，希少種のみ

1） それぞれの凡例に含まれる構成種に関する情報（繁

を削除した資料の提供を受けられないだろうか，との要

殖型―果実の形態など，フェノロジー，毒性などの

望があった．この件については，シンポジウムの後に，

属性）を整理して利用できるようにしてほしい．

図１

堅果類の資源量調査の流れ（山田孝樹氏作成）
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2） 優占種や主要な構成種の生活型に関する情報，例

セットとして提供することができるようになれば，GIS

えば高木・低木・草本，常緑・落葉などの属性を整

などのソフトウェアを使用して必要とする属性を選択す

理して利用できるようにしてほしい．

ると，ただちにその属性で色分けされた植生図を得るこ

1）はツキノワグマの多様な食料資源の分布と量を推

とができるようになる．属性の質的・量的評価を利用可

定するために必要な情報となるし，2）に示す情報はツ

能にしておけば，数値解析も容易である．ここで問題と

キノワグマにとって意味のある生息地分類を行うため

なるのは，これらの属性を判定するための情報をどこか

に，凡例を整理・統合する時などに便利である．これら

ら収集するかということである．前述のように植生図の

の要望に応えるためには，現在，環境省の植生図作成業

作成業務では，それぞれの凡例についての植生調査業務

務に付帯している植生調査資料だけではデータ量が不足

が付帯している．その資料だけでも属性のある程度は判

していることは否めない．

定可能であるが，過去に発表された論文や著書，報告書
などで信頼のおける資料を利用することができれば，さ

植生学会として取り組むべき課題

らに精度の高い属性の整理が可能となるし，構成種に関

前項で示された課題は，ツキノワグマの生息地解析に

する情報をさらに充実させることができる．しかし，多

植生図と植生調査資料を利用した過程で明らかになって

様な資料の掘り起こしと整理には相当な時間と労力がか

きたものであり，今後想定される多様な利用者に対応し

かることを覚悟する必要がある．更に，それぞれの植生

た課題の整理が必要となる．それにはまず，利用者が必

調査資料がいずれの凡例に属するのかをスクリーニング

要とする情報をさらに詳細に検討して，整備すべき凡例

する必要もあり，環境省の植生図作成業務とは別に植生

の属性を明らかにすることである．群落高，植被率，植

調査資料のデータベース化を進める体制の構築が必要と

生自然度，種多様性などに始まり，要望が多くて多用さ

なるであろう．

れる可能性の高いすべての属性を多層レイヤーのデータ
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植物社会学的群落単位と環境省植生図の凡例システム
星野義延
東京農工大学大学院農学研究院
環境省が実施している自然環境保全基礎調査の一環と

群集相当，中区分が群団あるいは優占種によって区分さ

して，縮尺 1/25,000 の植生図（以下，環境省植生図）

れる群落，大区分は相観に基づいてまとめられている．

の整備が進んでいる．植生図化に際してどのような凡例

また，環境省植生図の凡例システムでは大区分をクラス

を用いるかは，植生図が表現する内容を決めるため極め

域と呼ばれる主要な自然植生の成立域（たとえばヤブツ

て重要である．環境省植生図では植物社会学的な群落分

バキクラス域）と，人間活動の影響の違いにより自然植

類を基本とした凡例が採用されている．すなわち，植物

生と代償植生に区別する点にも特徴がある．

社会学的群落分類の基本単位であり，国際命名規約に

環境省植生図の凡例として使われる可能性のある，中

従って命名・記載される群集（association）あるいは

区分と細区分の群落単位（土地利用型や植林を除く）の

群集相当の群落を基本単位とし，3 つの階級を持つ体系

うち，細区分の約 45% が群集，中区分の約 15% が群団

に整理された凡例システムを採用して図化が行われてい

で，それ以外は優占種による群落となっており，特に中

る（図 1）．

区分で命名規約に基づく植生単位の割合が少ない（表

植物社会学的な群落分類システムでは，植物の種構成

1）
．ちなみに日本の植物社会学的な分類体系がまとめ

に基づいて記載される群集をベースとして，群団，オー

られている「改訂新版日本植生便覧」
（奥田ら 1994）

ダー（群目）
，クラス（群網）といった上級単位にまと

では 660 群集，132 群団，73 オーダー，52 クラスが掲

められる．これに対して，環境省植生図では細区分，中

載されている．植生便覧には植生図に図示できないよう

区分，大区分の 3 つのレベルに階層化され，細区分が

な小面積の植生単位も多く含まれているので単純には比

図１

環境省植生図の凡例システム

表１ 環境省植生図凡例のランク別の植生単位使用数と改訂新版植
生便覧に掲載の植生単位数
環境省植生図凡例
細区分

中区分

群落

328

325

群集

244

群団

大区分

改訂新版日本植生便覧

660
47

132

オーダー

73
54

クラス・群系
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較できないが，掲載されている群団数は植生図の凡例の

種の常在度が 2000 年代にどのように変化したのかを，

中区分で用いられている群団数 47 よりかなり多く，中

大橋ら（2007）の資料に基づいて示したものである．4

区分で使用されている優占種による群落数 325 は植生

つ群集の標徴種・識別種 33 種のうち 2000 年代に常在

便覧に掲載されている群団数の 2 倍以上となっている．

度が減少した種は 15 種，変化なしが 15 種，増加した

これは中区分で採用されている優占種に基づく群落の抽

種が 3 種，常在度が減少した種が多くあり，ニホンジカ

象化のレベルが群団のそれと比べるとかなり低いことを

の高密度化がもたらした地域の植生の均質化（Ohashi &

示している．

Hoshino 2014）が，群集の標徴種や識別種の出現割合

現在，植生図化と並行して，用いられる凡例ごとに植
生調査資料が集められており，日本の植生の現況を広域

の減少などを通して群落間の識別を困難にしていること
を示している．

で把握する上での貴重な資料となっている．特にシカに

整備された植生図の活用は勿論であるが，植生図化と

よる採食や里山の管理放棄などの影響が顕在化した後に

並行して調査された植生調査資料を活用して，ニホンジ

広域的に得られた資料として重要である．

カの植生への影響などを含めた植生の現状の把握が望ま

表 2 は奥富ら（1987）により 1980 年代に調査された

れる．
表 3 は環境省の植生図凡例とアメリカの 1997 年と

東京奥多摩地域のいくつかの植生単位での標徴種・識別

表２

奥多摩の植物群落の標徴種・識別種の 1980 年代から 2000 年代の常在度の変化．

シオジ林（シオジ―ミヤマクマワラビ群集）

ミヤマクマザサ草原（ミヤコザサ―シモツケ群集）

調査年代

調査年代

1980―85年 1999―2004年

調査地点数

13

13

オオヤマハコベ

Ⅲ

・

オヒョウ

Ⅲ

ミヤマクマワラビ

Ⅳ

テバコモミジガサ
カメバヒキオコシ

1980―85年 1999―2004年

調査地点数

10

10

消失

キオン

Ⅳ

・

消失

・

消失

タチコゴメグサ

Ⅴ

＋

減少

＋

減少

ウメバチソウ

Ⅱ

＋

減少

Ⅳ

Ⅱ

減少

ハナイカリ

Ⅴ

Ⅰ

減少

Ⅱ

＋

減少

シモツケ

Ⅲ

Ⅳ

変化なし

シオジ

Ⅴ

Ⅴ

変化なし

シモツケソウ

Ⅲ

Ⅲ

変化なし

サワグルミ

Ⅴ

Ⅴ

変化なし

アオウシノケグサ

Ⅲ

Ⅲ

変化なし

イワボタン

Ⅱ

Ⅱ

変化なし

ミヤマワラビ

Ⅳ

Ⅳ

変化なし

ウスゲタマブキ

Ⅱ

Ⅱ

変化なし

ヒメスゲ

Ⅲ

Ⅴ

増加

ミヤマクマザサ

Ⅳ

Ⅴ

増加

ススキ草原（ススキ―ヤマトラノオ群集）

ミズナラ林（ミズナラ―クリ群集）

調査年代

調査年代

1980―85年 1999―2004年

1980―85年

1999―2004年

調査地点数

10

10

調査地点数

12

12

ホソバノキリンソウ

Ⅲ

・

消失

ツノハシバミ

Ⅳ

Ⅰ

減少

ヤマトラノオ

Ⅴ

Ⅱ

減少

チゴユリ

Ⅴ

Ⅲ

減少

ヤマニガナ

Ⅳ

Ⅲ

変化なし

アキノキリンソウ

Ⅳ

Ⅱ

減少

タイアザミ

Ⅱ

Ⅲ

変化なし

オオバギボウシ

Ⅳ

Ⅱ

減少

フシグロセンノウ

Ⅲ

Ⅱ

変化なし

クリ

Ⅳ

Ⅳ

変化なし

ヤマジノホトトギス

Ⅳ

Ⅲ

変化なし

アケボノスミレ

Ⅲ

Ⅲ

変化なし

ヤブマメ

Ⅳ

Ⅴ

増加

ウリハダカエデ

Ⅳ

Ⅳ

変化なし
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表３ 環境省植生図統一凡例と US 植生分類のヒエラルキーの比較．FGDC（2008）をもとに作成
環境省統一凡例

US 植生分類

備考

1997 年

2008 年改訂

formation class

formation class

formation subclass

formation subclass

formation group
自然植生・代償植生

formation subgroup

大区分

formation

上位区分
自然・半自然／植栽
formation
division
macrogroup

中位区分

group
中区分

alliance

細区分

association

alliance

下位区分

association

2008 年の植生分類のヒエラルキーを比較したものであ

らに，UK で作成されている植生分類の普及に向けて群

る．これをみると下位区分では群集（association）や

落検索表のついた植物群落フィールドガイド（Hall et

群団（alliance），上位区分で群系（formation）が用い

al. 2004）ようなのガイドブックの作成や，植生分類の

られている点で共通点があることがわかる．また，アメ

分かる若手研究者の確保・育成も視野に入れた取り組み

リカの 2008 年の改定では，植生分類を基本的に種組成

となることも期待される．

や相観などの植生の属性で表現する方針が採用されたこ

引用文献

と，下位区分と上位区分の間の中位の区分が新たに設定
されたことなどが特徴である（FGDC 2008）
．中位区分

FGDC（Federal Geographic Data Committee）2008.

新設の経緯についての詳細はわからないが，表 3 でわ

National vegetation classification standard

かる通り，植物社会学的な群落体系のオーダーレベルの

version2. Vegetation Subcommittee Federal

区分が抜けている環境省植生図の凡例システムでも，中

Geographic Data Committee, U.S. geological

位の区分の充実を検討する必要があるかもしれない．

survey, Reston, Virginia.

日本の全国レベルでの植物社会学的な分類体系がまと

Hall, J.E., Kirby K.J. & Whitbread A.M. 2004.

められているのは 1994 年に改訂された「日本植生便覧」

National vegetation classiﬁcation: Field guide to

（奥田・藤原 1994）と 1990 年の「日本植物群落図説」

woodland. Joint Nature Conservation Committee.

（宮脇編 1990）
，これらは刊行からすでに四半世紀が

Peterborough.
亀井裕幸 2014．植生の生物多様性評価手法試論―種・

経過している．
既存の植生調査資料に，環境省植生図の作成に伴って

生態系レベルでの生物多様性評価指標を中心に―．

蓄積された資料を加えた植生データベースを構築し，植

植生情報，18：86-108．

生研究者以外が植生図を使用することを前提とした，国

宮脇

レベルでの統一的な植生分類体系を作成するプロジェク

Ohashi, H. & Hoshino, Y. 2014. Disturbance by large

トを，日本でも立ち上げる時期にきているのではなかろ

herbivores alters the relative importance of the

うか．
そこでは，
チェコで行われたような植生データベー

ecological processes that influence the assembly

スを用いた数量分類も取り入れ，自然の保護や保全の評

pattern in heterogeneous meta-communities,

価に有効な生態種群解析（亀井 2014）も試みたい．さ

Ecology and Evolution 4: 766-775
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大橋春香・星野義延・大野啓一（2007）東京都奥多摩

奥富

地域におけるニホンジカ（Cervus nippon）の生息
密度増加に伴う植物群落の種組成変化．
植生学会誌，

清・奥田重俊・辻

誠治・星野義延 1987．東京

都の現存植生．東京都，東京．
奥田重敏・藤原睦夫（編）1994．改訂新版日本植生便覧．
至文堂，東京．

24：123-151．
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特集「植生図の活用」

植生図から読み取る植生変遷―神戸市を例にして―
武田義明
放送大学兵庫学習センター
1982 年の植生図では 45.3% であったのが，1980 年代

はじめに

のマツ枯れによって 1994 年では 28.0% となり，2010

環境省が全国の植生図を作成したのが 1973 年で，ス

年では 13.8% と大きく減少した．特に六甲山系の南斜

ケールは 1/20 万であった．さらに，1979 年から 1986

面や西部の丘陵地での減少が著しい．逆に，夏緑二次林

年にかけて 1/5 万の植生図が作成され，その後 2 度ほど

のコナラ―アベマキ群集の増加が顕著で，アカマツが枯

http://gis.

死した後に下層にあったコナラが成長し，優占するよう

2017 . 1 . 11 参 照 ）
．

になったためだと考えられる．また，植生遷移が進み常

1999 年から 1/2.5 万の植生図の作成が始まった．また，

緑のアラカシ，ヤマモモ，ヒメユズリハなどが成長し，

日 本 植 生 誌（ 宮 脇 編，1980，1981，1982，1983，

アラカシ―ヒメユズリハ群落に変化してきている．
特に，

1984，1985，1986，1987，1988，1989） に は 全 国 の

六甲山系の南西部で広がってきている．その他，竹林が

1/50 万植生図が描かれている．さらに，神戸市では

放置され管理されなくなったために，徐々に面積を増や

1982 年および 1994 年に植生図を作成している．ほか

している（表 1，図 2）
．

改 定 さ れ て い る（生 物 多 様 性 セ ン タ ー
biodic.go.jp/webgis/sc- 007 .html

にも各地域で数多くの植生図が描かれているが，一部で

六甲山系の植生および種多様性の変化

研究や環境アセスメントに利用されている程度で十分活
用されているとはいい難い．もっと一般に広く活用され

内田ほか（2006）は，植生調査データのある六甲山

ることが望ましい．過去に作成された植生図と新しく作

系の一部地域について，1974 年と 2004 年の空中写真

成されたものを比較することで，環境の変化や将来の予

をもとに植生図を描き，その面積および種多様性の比較

測が可能であると思われ，以降の環境管理計画に活かす

を行っている（図 3）
．六甲山系は標高 450m 以下がコ

ことができる．ここでは神戸市の例をとって植生変遷の

ジイ―カナメモチ群集域で，450m～700m がウラジロ

解析を試みた．

ガ シ ― サ カ キ 群 集 域 と 推 定 さ れ て い る（中 西 ほ か
2000）
．1974 年当時最も広い面積を占めていたのはア

神戸市の植生変化

カマツ林で，その変化を領域ごとに比較した結果，コジ

神戸市の 1982 年および 1994 年の植生図と 2010 年

イ―カナメモチ群集域では 1974 年から 2004 年までア

の環境省が神戸地域で作成した植生図を比較することで

カマツ林で残っているのは 32.2% で，36.4% はコナラ

植生の変遷を知ることができる．これらのデータはデジ

林に，8.1% はアラカシ林に移行した．ウラジロガシ―

タル化しているので，それぞれの植生の面積を算出し比

サカキ群集域では 2004 年でそのままアカマツ群落とし

較することが可能である（図 1）．これらを用いて，最

て持続していたのは 57.7% で，28.0% はコナラ林に変

も変化の大きいと思われるアカマツ群落（アカマツ―モ

化していた．

チツツジ群集とアカマツ―ハナゴケ群団を含む）
，コナ
ラ―アベマキ群集，アラカシ―ヒメユズリハ群落，竹林

標高の高いコジイ―サカキ群集域の方がアカマツ林の
残存率は高く，マツ枯れによる影響は少なかった．

の比較を行った．神戸市の面積は約 557km で，各群落

1953 年および 1972 年にこの地域で調査された植生

をそれに対する割合で示している．アカマツ群落は

資料があり，2004 年および 2005 年に再調査した植生

2
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図１

神戸市植生図の変遷
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表１

神戸市の植生面積の変化
単位（％）

凡例

1981年

1992年

2010年

45.3

28.0

13.8

コナラーアベマキ群集

9.7

17.3

19.8

アラカシ－ヒメユズリハ群落

0.9

1.4

1.7

竹林

1.4

1.5

2.2

44.9

53.3

64.7

アカマツ群落

その他植生及び土地利用

図２

神戸市の主要森林植生面積の変遷

資料と比較した．各調査地点の出現種を夏緑林要素と照

おわりに

葉樹林要素に区分し，縦軸に各要素の種数，横軸に調査
区の全種数をとりグラフに表したのが図 4 である．コジ

神戸市および六甲山の植生図の比較および過去の調査

イ―カナメモチ群集域では 1972 年からそのままアカマツ

地点の比較から，1972 年以降アカマツ林が大きく減少

林 で 続 いている地 点を 見 てみると PⅠ
（1972 年）
，PⅡ

し，コナラ林が増えていること，また，アカマツ林で存

（2004 年），PⅢ
（2004，2005 年）の照葉樹林要素は，

続しているところも常緑樹林要素が増え，コナラ林に変

それぞれ 6.7 種，7.2 種，11.5 種と増えていることが示

化した場所も同様で組成も変化してきている．この傾向

されている．一方，QⅢのコナラ林に変化した地点でも

はさらに続くと思われ，地域全体の生物多様性も損なわ

照葉樹林要素が増え，夏緑樹林要素よりも照葉樹林要素

れる可能性がある．これを阻止するためには様々な人為

の方が上回る地点も多くなっている．ウラジロガシ―サ

的管理を行っていかなければならないと考える．

カキ群集域では，PⅡと PⅢを比較すると夏緑樹林要素
が変わらないものの，
照葉樹林要素はやや増加している．

植生図を定期的に作成することとそれに伴う植生資料
を得ることで植生面積だけでなく質的な変化も知ること
ができる．このことによって，将来の植生管理や生物多
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図３ 植生面積の変化
Ａ：1974年植生図 Ｂ：2004年植生図（内田ほか 2006）

図４
PⅠ：1953年
コナラ林

全出現種数と各要素の関係（内田ほか 2006）

PⅡ：1972－1974年

PⅢ：2004－2005年のアカマツ林
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様性の保全に活かすことができると思われる．
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植生図を利用した自治体の自然環境解析
波田善夫1・太田
1

謙2

岡山理科大学生物地球学部生物地球学科・2岡山理科大学自然フィールドワークセンター
にとると，標本が採取され，リストが印刷されている自

はじめに

治体もあるが，まったく空白地帯となっている自治体も

生物多様性基本法が 2008 年に施行され，これに基づ

ある．巨樹巨木に関しては，天然記念物や保存樹を丁寧

いて生物多様性国家戦略（2010) が策定された．地球環

に指定して保護している自治体もあるが，遅れている自

境の持続的保全には，画期的な概念であり，生態学系の

治体もある．合併後は基準を統一して再調査の必要があ

関係者にとっては，貢献の場が飛躍的に広がったのでは

るが，結構大変な作業となっている．

ないかと考えている．

生物多様性地域戦略と植生図

さて，基本法では「都道府県および市町村は，単独ま
たは共同して（中略）生物の多様性の保全及び持続可能

生物多様性地域戦略の立案には，生物資源の質と量，

な利用に関する基本的な計画（生物多様性地域戦略）を

分布を把握することが必要であって，植生図は非常に有

定めるよう努めなければならない」と規定している（第

用なアイテムである．現時点の進捗率は 80％となり，全

13 条）
．都道府県レベルにおける地域戦略に関しては，

国の植生図が完備されるまで，数年の段階となってきた．

35 都道府県と 14 政令指定都市がすでに制定しており，

地域の特性を把握するためには，地形図，地質図，ア

73％以上が制定していることになり，ほぼ最終段階で

メダスデータ，植生図などが重要な基本情報となる．そ

あろう．しかしながら，市区町村においてはわずかに

れらの解析結果から，戦略の立案へと進むことになる．

2.6％の制定にとどまっている（H27.3 現在）
．

県レベルの自治体が対象ならば，国の中の当該県の特色

市町村レベルでの地域戦略制定が遅れていることの理

とともに，県内の各自治体の特性を明らかにする必要が

由については，人的資源や資金的な問題が大きいのは確

ある．具体的には，例えば岡山県の特性を明らかにする

かであるが，平成の広域合併も遅れの要因の 1 つであ

ためには，日本全国の植生図が存在することが必要であ

ろう．明治以降，大規模な市町村合併は 3 度実施された．

り，現時点においては第 4 回，第 5 回の調査結果にまで

明治の大合併では，71,314 あった自治体が 15,859 へと

さかのぼる必要がある．第 4 回の調査結果では，植生自

統合され，さらに昭和の大合併では 4,668 へと統合され

然度 10・9 の割合に関しては，岡山県はわずか 0.6％で

た．合併前の自治体は利水が重要である結果，集水域を

あり，全都道府県のワーストであることが明らかにされ，

重視した地形的にまとまりがあるものとなっていたよう

わずかに残るブナ林を購入して国立公園に編入するな

に思われるが，平成の大合併では集水域を超え，地形を

ど，その後の自然保護の在り方に大きな影響を与えるこ

無視しての合併である傾向が強くなり，わずか 1,718 へ

とになった．県内の市町村の特性解析に，植生図の解析

の統合となった．

は非常に有用であると考えられるが，全域が完成してい

昭和の大合併以降，各自治体においては市町村史が刊

ない段階であり，地域戦略の立案に使うことができた県

行されたところも多く，それなりに地域の知見が調査さ

はほとんどないであろう．同様に，市町村の地域戦略立

れ，まとめられてきた．合併によりそれらの知見も統合

案に際しても，県における自治体の特色，あるいは市町

する必要が出てきたが，自治体によるレベルの差が大き

村内における特色ある地域の抽出が 1 つの重要な作業

く，単純に統合できないことも多い．フロラリストを例

となる．この過程には，植生図は大きく貢献できる．
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モデル事業として，市民提案型の赤磐市野生動植物調査

植生自然度

会が活動を開始しており，そのスタートとして野生動植

植生図の凡例体系は植物社会学に基づいたものであ
り，厳密で複雑なものとなっている．例えばコナラが含

物に関する調査を行うとともに，植生図や地形図などか
ら市域の特徴を把握する作業を行っている .

まれる群落を取り上げてみると，クラス域をまたいでブ

地域戦略立案の基礎となる資料のうち，情報として取

ナクラスからヤブツバキクラスまで 10 の凡例がある．

得できるものとして植生図，地質図，地形図を使用した．

このような詳細な分類は，小さな自治体においては必要

植生図に関しては，岡山県は第 6 ⊖ 7 回の 2.5 万分の 1

なレベルのものではなく，地域住民としては夏緑広葉樹

の作成が完了しており，県における各自治体の特性抽出

林かマツ林かの区別がつけば十分である場合が多かろう．

が可能であるが，現時点においては解析が終了していな

前述のように，第 4 回自然環境保全基礎調査―全国

い．本報告における解析方法の概略は下記のようである．

版―（環境庁自然保護局ほか 1994）の結果，岡山県は

1．植生図：第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査の，

自然度 10・9 の割合が最下位であった．しかしながら

柵原，福渡，周匝，金川，万富，和気，岡山北部，

県民の意識は「緑豊かな岡山」であり，自然性が低いこ

備 前 瀬 戸（http://gis.biodic.go.jp/webgis/，2016 年

とは非常に意外であるとの反応であった．森林率は

8 月確認）を使用した．

60.2％であり，全国の 34 位．貧弱ではないレベルで森

2．植生自然度：環境省（https://www.biodic.go.jp/kiso/

林は存在しており，植林地（11.9％）よりもはるかに二

vg/vg_kiso.html，2016 年 8 月確認）の区分に従い，

次林が多い（47.7％）
．水田や畑を取り囲む二次林が岡

植生図の群落の自然性がどの程度残されているかに

山の実態であり，生活環境の多くは緑ではあるが，その

応じた 10 段階に区分した．

質が問題であって，巨木の林が県内のどこにあります

3．地質図：岡山県内地質図（岡山県内地質図作成プロ
ジェクトチーム 2009）を使用した．

か？と現状の説明に追われたことを思い出す．
植生自然度は緑の質に関する尺度として，実に理解を

4．DEM 及び地形属性：標高値には数値地図 50m メッ

得やすい．何の優占林かは別として，自然林（自然度 9）

シュ（標高）
（国土地理院 2000）の DEM（Digital

と呼べる森林は岡山県では 0.4％しかないが，全国平均

Elevation Model：数値標高モデル）を使用した．格

は 17.9％であって，岡山県が顕著に少ないことを数字

子間隔は南北方向 46ｍ×東西方向 53ｍとし，格子

として具体的に示すことができる．植生自然度は，最終

数は 800×600 である．この DEM を用いて，傾斜角

的なアウトプットとしてわかりやすい重要な尺度である

度・ラプラシアン（地表の凹凸度合いの指数）を算

と考えている．

出した．傾斜角度については Horn（1981）
，ラプラ

植生自然度は 10 から 0 の 11 段階となっている．そ

シアンにつては太田ほか（2010）の計算式に従った．

れぞれの植生単位をどのように評価して自然度をあては

5．オーバーレイ解析：植生図と地質図のデータは，DEM

めるか，微妙な部分もある．第 4 回（1996）までの自

に対応するラスター型のデータに変換し，地形情報と

然度では，竹林は植林であるとして 6 と評価されてい

の重ね合わせを行った．

た．今回は，3（果樹園レベル）であると評価が変更さ

植生自然度図

れた．評価の変更は適切なものと思うが，竹林が広い面
積を占める地域では植生に変化がなくても自然度が低下
することになってしまうことに留意が必要である．

オーバーレイ解析の結果，地質と地形，植生の関係を
明らかにすることができたが，それらについては別報と
し，本報では植生自然度図に関する内容を提示するにと

赤磐市における基礎的作業

どめることとする．
植生をそのまま自然度に換算した植生自然度図（図 1）

岡山県赤磐市においては，現時点においては生物多様
性地域戦略作成の機運は整っていないが，市民活動実践

は詳細すぎ，色情報が失われるためにわかりにくいもの

‐25‐

植生情報第 21 号（2017 年４月）
となった．貴重な植生の抽出に関しては，植生図そのも

ら，図 1 の植生自然度を二次メッシュに統合した（図 2）
.

のの方が本質的であり，はるかに優れている．

即ち，約 50m のメッシュを 1 km メッシュに統合し，

地域の特性を大まかに把握する必要性があることか

図１

図２

自然度の平均値を算定した．算定においては，自然度 1

赤磐市の植生自然度図

赤磐市の二次メッシュに統合した植生自然度図
‐26‐
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と 2 のメッシュを除外した．すなわち，住宅地や耕作

ける植生の分布や都道府県の現状を解析している . 日本

地周辺の植生の自然度を表していることになり，耕作地

全域の植生図が完成した段階では同様な解析が行われる

の有無は反映していない．良好な森林植生が発達してい

であろうが，県単位のみならず，市町村レベルの解析デー

るメッシュの自然度が高いのは当然であるが，住宅団地

タが提供できる体制が構築されれば，各自治体における

のそばに湿原があるメッシュの自然度も高く表現されて

地域戦略の立案に大きく貢献するであろう .

おり，重要な地域の抽出が容易であった．赤磐市では，
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獣害対策を中心とした野生動物研究での植生図の活用に向けて
幸田良介
大阪府立環境農林水産総合研究所

はじめに

より大きな区分けレベルの必要性

植物や植物群落は，多くの野生動物にとって重要な生

現在整備がすすめられている 1/25,000 現存植生図で

活基盤の一つである（井本・増澤 2007）
．これは，植

は，凡例のほかに，細区分，中区分，大区分の 3 つの

物や植物群落が野生動物の直接的な餌資源として，ある

レベルの区分けが用意されており（大野 2006），用途

いは自身や餌となる動物の生息場所として機能するため

に応じて利用する区分けのレベルを選択できるように配

である．それゆえ，人為的な影響を含む現存植生の分布

慮がなされている．一方で，野生動物を対象とした解析

状況は，野生動物の分布状況を考慮する上で非常に重要

に用いる場合には，用意されている区分けを単純にその

な要素であると言える．近年，全国各地でシカやイノシ

まま利用することは難しい．

シなどの在来の野生動物や，アライグマなどの外来哺乳

例として，屋久島での共同研究の事例を紹介する．

類がその生息数や分布域を拡大させており，それにとも

Agetsuma et al.（2015）は，鹿児島県屋久島に生息す

なう農林業被害や自然植生への影響が大きな社会問題と

るヤクシマザルを対象に，自動撮影カメラでの撮影頻度

な っ て い る（三 浦 1999; 山 田 ほ か 2011; 前 迫・ 高

と 1/25,000 現 存 植 生 図 と の 関 係 解 析 を 行 い， 半 径

槻 2015）．このような背景の中，野生動物の生息密度

400m 程度の植生がヤクシマザルの生息に強く影響して

分布や行動特性，さらには被害発生状況と植生との関係

おり，照葉樹林が正の効果，人工林等が負の効果を持つ

解析は，被害対策や適正な保護管理を考える上で非常に

ことを明らかにした．また，Agetsuma et al.（2016）

重要な課題となっており，植生図の果たす役割も大きな

ではヤクシカを対象とした同様の解析を行い，照葉樹林

ものとなっている．

の存在がヤクシカの生息に正の効果を持つことや，農地

被害問題が顕在化している野生動物は，広い行動圏を

や人工林が多い地域でヤクシカが夜行性の行動を示す傾

もつ中大型哺乳類や鳥類ばかりであり，市町村や都道府

向があることを報告している．これらの研究では，屋久

県の範囲に関係なく移動することが多い．それゆえ，こ

島の植生を，照葉樹林，混交林，亜高山帯，植林地，耕

れらの野生動物を対象として解析を行う場合には，全国

作地，草地の 6 つのみに分類して解析に用いている．一

を対象として整備が進められている環境省自然環境局生

方で，屋久島をカバーする 10 個の 1/25,000 現存植生図

物多様性センターの現存植生図が非常に重要な位置づけ

を見ると，屋久島の植生は凡例で 42 個，中区分で 33 個，

を持つ．研究レベルでの利用では，整備の古い 1/50,000

大区分でも 22 個に分かれている（図 1）
．すなわち，こ

現存植生図を中心に（詳しくは井本・増澤 2007 を参照）
，

こでは野生動物を対象とした研究に用いるために，植生

1/25,000 現存植生図を用いた研究も行われ始めているも

図の既存の区分を独自に統合する必要があったのである．

のの（例えば Saito & Koike 2013; Agetsuma et al. 2015,

実際に，野生動物を対象とした研究では，細かく分類

2016）
，よりその利用を広く進めていくためにはどのよう

された植生区分が用いられることは少ない．井本・増澤

な課題があるのだろうか．ここでは，筆者のこれまでの取

（2007）は，1/50,000 現存植生図を用いた事例を中心に，

り組みの中でみえてきた課題について検討したい．

動物の生息環境推定を行った多くの研究を表 1 にまと
めている．これをみると，植生を 10 個以上に区分して
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図１

大区分で色分けした屋久島の 1/25,000 現存植生

表１ 大阪府域をカバーする 37 個の 1/25,000 現存植
生図の，調査年および項目名の表記方法ごとの個数．

単に行えるよう配慮されている．しかしながら，こと植
物の知識の多くない動物分野の研究者にとっては，独自
に区分けを統合しようにも，植生学的に違和感や矛盾の

調査年

大文字表記

小文字表記

合計

2001

6

7

13

2

2

生学の専門家によって，より大きなレベルの区分が整備

2

されることは，幅広い分野での植生図の活用を図る上で

2003
2004

2

2005

11

2009

ない統合を行うことは容易ではないだろう．植物学や植

11
9

有意義であると言えるだろう．

9

更新頻度とデータエラー面での課題

用いている研究はほとんどなく，5 個前後の研究事例が

1/50,000 現 存 植 生 図 は 全 国 的 に 整 備 済 で あ り，

多いことが分かる．1/25,000 現存植生図を用いたよう

1/25,000 現存植生図も 2000 年度以降整備が進められて

な近年の研究事例でも，例えば Miyashita et al.（2008）

いる．一方で，1/50,000 現存植生図には更新の予定が

や Saito & Koike（2013）では，共に 4 つの区分しか用

なく，1/25,000 現存植生図は依然として全国的な整備

いられていない．

に至っていないなど，どちらもその情報の更新の面に課

以上のことから，既存の大区分よりもさらに大きなレ

題がある（井本・増澤 2007）
．

ベルでの区分けが整備されれば，野生動物研究での植生

大阪府では，シカ・イノシシ・アライグマを中心に様々

図の利用が行いやすくなると考えられる．もちろん，現

な野生動物のモニタリング調査を行っており，シカ・イ

在の 1/25,000 現存植生図は Shape ファイルで用意され

ノシシの生息状況は 2006 年度以降（幸田・虎谷 2015）
，

ており，用途に応じて各自で区分けを統合することも簡

各野生動物の被害状況は 2010 年度以降（幸田 2016）
，
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毎年データが蓄積されている．これに対して，大阪府域

よる被害問題に対応するためには，精細さよりも更新頻

をカバーする 37 個の 1/25,000 現存植生図をみると，そ

度が重視される．より広い植生図の活用のためには，社

の植生情報の調査年は最も古いもので 2001 年，最新の

会的ニーズや長期的な視点での将来性を勘案しながら，

ものでも 2009 年となっている（表 1）
．このように，現

植生図の整備目的やその種類・内容等を柔軟に対応させ

時点でも植生図の情報と野生動物の生息状況や被害状況

ていくことが重要であろう．

の情報との間に時間的なギャップが生じており，今後植
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mammal assemblages along an urban–rural–

山田文雄・池田 透・小倉 剛（編）2011．日本の外来

forest landscape gradient in warm-temperate East

哺乳類 管理戦略と生態系保全．東京大学出版会，

Asia. PLoS ONE, 8：e65464. doi: 10.1371/journal. pone.

東京．

0065464
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特集 「植生図の活用」

植生図の利活用事例

か

－建設コンサルから見た植生図の描き方・使い方－
森定

株式会社ウエスコ

伸

環境計画事業部

岡山自然環境課

ついては，リモートセンシングや GIS 等の技術の進歩

はじめに

に伴って今後も大きく変化していくと考える．いずれは，

建設コンサルタント勤務 20 ウン年の間に，様々な縮

植生図化の完全自動化も夢ではないはずである．
しかし，

尺の大量の植生図を作成してきた．環境省植生図の改訂

現状で植生図を作成するには，その工程の大部分に人の

事業（第 6・7 回自然環境保全基礎調査植生調査）でも，

手が必要であり，複雑な情報を適切に処理し，一定の基

平成 11 年度から本年度まで断続的に関わらせていただ

準に則して，妥当性が高く理解しやすい地図を描き示す，

き，1/2.5 万地形図で 50 枚以上は描き上げたはずである．

技術者個々人の技術（心がけ）が欠かせない．

入社当時は色鉛筆を片手に，実体視鏡を覗き込みなが

ここでは，職業調査員として建設コンサルタントの業

ら，
「うわ！塗り間違った！描き直しだ～．
」などとやっ

務の中で取り組んだ，植生図の描き方・使い方の一端を

ていたはずが，いつの間にか，ドローンで空撮した地上

紹介し，「使える植生図を描く」ための作り手側からの

解像度 5cm のオルソ画像を背景に，GIS（地理情報シス

心がけなどについて記したいと考える．

テム）
ソフトでデジタイジングする時代が到来していた．

業務における植生図

当時使用していた実体視鏡は，既に製造が終了している
らしい．図らずも，リモートセンシング技術と GIS の

建設コンサルタントが受託する業務における，業務の

躍進に立ち会えたことは技術者として幸運であったと考

流れと各作業段階における植生図の位置づけについて図

えている．

1 に示す．

植生分布に係る各種の情報を取得し，記録する手法に

業務における植物調査は，通常の場合「①事前調査

図１．コンサルタント業務における業務の流れと各作業段階におけ
る植生図の位置づけ．
‐32‐

植生情報第 21 号（2017 年４月）
→ ②現地調査 → ③結果とりまとめ」の工程を経る．こ
こにおいて植生図は，はじめの「①事前調査」段階では，
主に既存の植生図を活用することによって調査対象とさ
れる地域の自然環境に関する情報の収集に用いられる．
次に「②現地調査」段階では，現地調査により取得した
現在の自然環境情報に基づいた植生図の作成から，事前
に得られた情報の補完・修正に活用される．最後の「③
調査結果とりまとめ」段階では，併行して実施される他
の生物調査の結果や，
気候や土地利用等の情報と併せて，
対象地域における自然環境の現状の把握と評価に用いら
れることとなる．
これらから，植生図はコンサルタント業務において，
対象地域の自然環境をより深く理解するための最も重要
な情報の一つとして利用もしくは作成されていると言える．
か

植生図を描く
図 2 に西日本のとある 2 つの島を撮影した空中写真
を示す．これらの空中写真は縮尺精度 1/2,500，地上解
像度 25cm のオルソ化（正規化）されたカラー画像であ
り，植生図の作成に非常に適したものである．
植生図を描くとき，多くの場合，空中写真から対象地
域の植生分布を判読する．しかし，これら 2 つの島の
空中写真を唐突に見せられ，
「どちらの島にシイ・カシ
二次林が広く分布するのか？」を問われたとき，根拠を
持って正確に回答できる人間が何人いるのだろう．
私は悩むことなく回答できる．なぜなら，実際にこれ
らの島に行き，現地を見てきたからである．
どんなに写りの良い空中写真を入手しても，それがど
こで，どんな気候で，どの程度の海抜で，どんな地質地

図２．西日本のある 2 つの島を写した空中写真．ど
んなに写りの良い空中写真でも，その場所につ
いての情報が不十分であれば植生分布を判読す
ることはほぼ不可能である．図中の空中写真
は NTT 空 間 情 報（http://www.ntt-geospace.
co.jp）GEOSPACE 航空写真の画像データを用
いている .

域で，どの様な土地利用がなされている（なされていた）
のかが少しでも分からないと，空中写真だけで，正確な

に行き着くことが困難な場所が増えてしまう．この様に，

植生図を描くことは不可能である．やはり，空中写真を

図化作業の大半が空中写真の判読に占められる場合，現

利用して正確な植生図を作成するには，可能な限り現地

地で目視確認できない場所に対し，なんらかの情報を補

を踏査し，多くの判読キー（教師情報：何がどの様に写っ

完することによって，妥当性の高い植生図を描くための

ているのか現地確認によって判読した結果）を複数取得

工夫が必要となる．
現在，植生図の作成時に活用可能な空中写真以外の情

する必要がある．
しかし，環境省が進める全国を対象とする植生図作成

報としては，表 1 に示す地図情報がある．これらはイ

事業等，対象範囲が広大な場合には，物理的な制限と時

ンターネット上にかなり以前から公開されているもので

間的（業務の場合は時間≒金額）な制限によって，現地

あり，皆さんがよく知るものの一部であると思うが，改
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表 1．一般的に入手可能な地図情報の例
提供元

URL 等

提供される情報

環境省自然環境局生 自然環境調査 Web-GIS
物多様性センター

植生図：縮 尺 1/50,000，縮尺 1/25,000 の ベクタ

http://gis.biodic.go.jp/

植生図

国土交通省国土政策 国土数値情報ダウンロードサービス
局国土情報課

形式
ラスタ

地形：1km，500m，250m メッシュ精度の

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

ベクタ

標高，傾斜角度等
気候：1km メッシュ精度の降水量，年平均
気温等の平年値
土地利用：1km メッシュ精度の土地利用区
分等

国土交通省国土地理 基盤情報ダウンロードサービス
院

http://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php

一般財団法人日本地

地図センターNet Shopping

図センター

http://net.jmc.or.jp/digital_data_map_

地形：10m，5m メッシュ精度の標高

ベクタ

地形：50m メッシュ精度の標高（有償）

ベクタ

地質：縮尺 1/200,000 の表層地質図

ベクタ

地質：縮尺 1/50,000 の表層地質図

ラスタ

jmc50mdem.html
産業技術総合研究所 20 万分の 1 日本シームレス地質図
地質調査総合センター h t t p s : / / g b a n k . g s j . j p / s e a m l e s s / i n d e x .
html?lang=ja&
国土交通省国土政策 5 万分の 1 都道府県土地分類基本調査
局国土情報課

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/ 地形：縮尺 1/50,000 の地形分類図
landclassification/land/l_national_map_ 5 - 1 . 土壌：縮尺 1/50,000 の土壌図
html

土地利用：縮尺 1/50,000 の土地利用図

めてここに掲示する．これらの地図情報は，GIS ソフ

ス域境界位置は 50m メッシュ精度で約 70％であった

ト（有償ソフト：ArcGIS，SIS，MapInfo 等，無償ソ

（森定 2012）
．

フ ト：QGIS 等） や 地 図 作 製 ソ フ ト（無 償 ソ フ ト：

植生図を使う

Terramod2001 等，有償ソフト：Surfer 等）を用いて
加工し，図 3 に示す様な地図画像に変換して空中写真
判読時の補助資料として活用する．

GIS が広く普及した現在，植生図の活用においても，
様々な地図情報との連携が欠かせない．様々な地図情報

また，現地調査により得られた組成情報（点情報）に

との重ね合わせからは，単なる植生の分布に限らず，植

ついても，GIS ソフト等を活用し，これらの地図情報

生分布と立地環境や土地利用等との関係をより深く理解

と重ね合わせ，面情報として展開することでより有効な

することが可能となる．

補助資料となる．図 4 は植生調査地点ごとに算出した

島根県の島根半島，その北方約 50km の海上に位置

ブナクラス域とヤブツバキクラス域それぞれの代表種の

する隠岐諸島では，昭和初期まで牧畑と呼ばれる隠岐諸

優占割合と，上記の数値地図情報を用いた重回帰分析に

島独特の農法が営まれていた．牧畑は「牧」と「畑」が

より算出した，両クラス域の境界位置の予測図である．

一体となった農牧地，もしくはその農牧地で行われる農

空中写真判読時に，現地調査時の記録と併せてこの図を

牧形態の一つで，4 年サイクルで，麦作 → 小豆作 → ア

参照することで，ある一定の基準に則った妥当性の高い

ワ・ヒエ作 → 牛馬の放牧（休耕）が繰り返される四圃

図化が可能となった．参考までに，図 4 で予測された

式農業である．国内では農地の条件が比較的よくない島

クラス域境界位置と実際に作図した植生図におけるクラ

嶼部などを中心に，日本海の対馬（長崎県）や粟島（新

まきはた
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図３．空中写真判読の補助資料として用いる地図情報の例．①傾斜角度分布図，②
最深積雪深分布図，③夏季降水量分布図，④暖かさの指数（WI）分布図．

図４．植生調査地点ごとに算出したブナクラス域とヤブツバキクラス域それぞれの
代表種の優占割合と，重回帰分析により算出した両クラス域の境界位置の予測図．
緑色の円はヤブツバキクラス域の代表種，青色の円はブナクラス域の代表種を
それぞれ示し，円の大きさが優占割合を示す．赤色の線は重回帰分析により算
出したクラス域境界の予測位置を示す．
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潟県）
，種子島（鹿児島県）
，瀬戸内海の平郡諸島のほか，

2010 年現在の放牧地（公共牧野）の分布位置を示す（戸

本土では中国山地，中部地方の山間部などでも行われて

井田 2011）．これらの放牧地はほぼ全てが牧畑を起源

いた（戸井田 2011）
．隠岐諸島では，現在は「畑」と

とするもので，焼火神社の旧所領や集落の位置する平地

しての利用はなされていないが，牧畑跡地の一部が放牧

部を除く，島内の広い範囲が牧畑として利用されていた

地（林間放牧を含む）として利用されている．図 5 に

ことがわかる．

たく ひ

隠岐諸島の島前 3 島（西ノ島，中ノ島，知夫里島）の

図 6 に 2013 年に作成された植生図を元にした，島前

図５．島前 3 島（西ノ島，中ノ島，知夫里島）の 2010 年現在にお
ける放牧地（公共牧野）の分布（戸井田 2011 より作図）．

図６．島前 3 島の植生自然度図．
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表２．島前 3 島の植生自然度別面積．単位は ha，括弧内の数値は割合（％）．面積はメッ
シュ数にメッシュサイズ（50m × 50m）を乗じて算出した．
植

生

西ノ島

自然度

中ノ島

知夫里島

自然度 1

    79.5

（   1.52）

    57.3

（   1.84）

     1.5

（   0.12）

自然度 2

  397.0

（   7.57）

  496.5

（ 16.00）

  234.3

（ 18.73）

自然度 3

     2.0

（   0.04）

     0.0

（   0.00）

     0.0

（   0.00）

自然度 4

    95.5

（   1.82）

    68.5

（   2.21）

    26.5

（   2.12）

自然度 5

1,935.0

（ 36.89）

  227.8

（   7.34）

  581.5

（ 46.49）

自然度 6

   628.3

（ 11.98）

  866.3

（ 27.91）

  160.3

（ 12.81）

自然度 7

  502.3

（   9.57）

  388.3

（ 12.51）

    59.8

（   4.78）

自然度 8

1,483.8

（ 28.28）

  971.0

（ 31.29）

  145.8

（ 11.65）

自然度 9

    67.0

（   1.28）

    25.5

（   0.82）

    27.8

（   2.22）

自然度 10

    55.5

（   1.06）

     2.3

（   0.07）

    13.5

（   1.08）

合

計

5,245.75 （100.00）

3,103.25 （100.00）

1,250.75 （100.00）

3 島の植生自然度図を示し，表 2 に 3 島それぞれの植生

を示す．これらから，植林地の利用適地は 3 島共に山

自然度別の面積を示す．図 5 と図 6 の比較から，西ノ

地の尾根部や急斜面，海岸の急崖を除く島内の全域に広

島と知夫里島では放牧地とされる箇所に自然度 5（先駆

く分布していることがわかる．他方，耕作地等の利用適

性の低木林）が広がるが，中ノ島では自然度 6（植林地）

地は西ノ島と知夫里島では谷底低地等に細く帯状に分布

が広がっている．また，表 2 でも西ノ島と知夫里島の

するのみであるが，中ノ島では島の北側に広くまとまっ

自然度 5 の面積割合は中ノ島の 5～6 倍と多いが，逆に

て分布していることが分かる．また，図 8 と図 6 を比

自然度 6 の面積割合は中ノ島の半分以下と少ない．こ

較すると，中ノ島の同箇所には，現在，自然度 2（畑地，

こで，自然度 5 に該当する凡例のうち，その面積のほ

水田等の耕作地，緑の多い住宅地）がまとまって分布し

とんどを占めるものは，牧畑跡地を利用した林間放牧地

ていることが分かる．

に成立するエノキ，アカメガシワ，アキグミ等が多く生

以上から，隠岐諸島の島前 3 島において，西ノ島と

育する亜高木～低木林であり，自然度 6 ではスギ・ヒ

知夫里島に牧野の景観が広く残され，中ノ島に植林地が

ノキ植林がほとんどを占める．

多い理由の一つとして，前者には耕作に適した土地が少

戸井田（2011）の調査では，従来の慣行的な牧畑が

ないため，島民の食糧確保を目的に近年まで耕作不適地

最も遅くまで行われたのは知夫里島であり，ここでは

における牧畑の継続が必要であったことが考えられた

1967 年頃まで牧畑が行われていたとされる．他方，民

（森定 2015）
．
上記は，地形条件の違いによる土地利用の違いが，植

有林における人工造林の開発実績が最も多いのは中ノ島

生分布に大きく影響することを示す顕著な事例と考えら

であるとされる．
つまり，中ノ島では他の 2 島に比較して速やかに牧
畑が衰退して，
植林地への転換がなされたと推察できる．

れ，これらは，植生図と様々な地図情報を重ね合わせる
ことにより，はじめて明らかにすることができる．

ではなぜ，中ノ島だけが山林での牧畑利用を植林地利用

業務における植生図の利活用

に転換できたのだろうか．
図 7 および図 8 に，植生自然度図と傾斜角度分布図，

建設コンサルタントが行う業務の中では，植生図を

集水面積指数分布図の重ね合わせによって推定した耕作

使って地域の自然環境を理解し，地域の自然環境を理解

地等の利用適地と植林地の利用適地の分布図（推定図）

した上で植生図を描く必要がある．つまり，「自然環境
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図７． 島前 3 島における植林地の利用適地の分布図（推定図）．傾斜角
度 25.34 ﾟ以下（自然度 6 が位置するメッシュの 75％値），集水面
積指数 1.8 以上（自然度 6 が位置するメッシュの 25％値）の箇所
を抽出．

図８．島前 3 島における耕作地等の利用適地の分布図（推定図）．傾斜角
度 11.63 ﾟ以下（自然度 4 以下が位置するメッシュの 75％値），集
水面積指数 2.163 以上（自然度 4 以下が位置するメッシュの 25％
値）の箇所を抽出．
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を理解する」という意味においては，
「植生図を使う」

これから向かう稜線には「何林」があるのかを眺める．

ことと「植生図を描く」ことは同じことと言えるのでは

「何林」が正確に描かれ，
「何」が正しくそこに生えて

ないだろうか．地域の自然環境を理解した上で描かれた

いれば，利用する人はその植生図に共感し，
「これ，使

植生図は，現実の植生分布をある基準に則って正確に描

えるんじゃね？」と思ってもらえるのではないだろうか．

き出し，利用する人々の共感を得やすいと考える．逆に，

実際に植生図を描く我々技術者は，利用する人々に共

地域の自然を理解せずに描かれた植生図は，現実の植生

感してもらえる，正確で妥当性の高い，「使える植生図」

分布と乖離した，まるで使えないものとして評価される

の作成に尽力する必要がある．また，この様な「使える

のではないだろうか．

植生図」を作り続ける姿勢が，将来的な植生図の利活用

上述の通り（植生学会員の皆さんに今更言うことでは

拡大に向けた，作り手側の使命と考える．

ないのかも知れないが）
，ある地域の自然環境はその場
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特集「植生図の活用」

シンポジウム：植生図の活用と課題
―自然環境を評価し，生物多様性を保全するために―
講演要旨
性も高まるため，特に古い整備年度の植生図を見直す必

自然環境保全基礎調査

要が生じてくる．

―植生調査と植生図の意義―
廣澤

早期の全国整備が求められているが，未整備地域には，

一

調査に危険を伴う急峻な山岳地や調査期間が限定される

（環境省自然環境局生物多様性センター）

積雪地などが多く，また，植生は地域特性を反映したも
のであるため，それらを全国統一の基準で図化する際に

1971 年に環境庁が発足され，自然環境行政は，自然

は課題も多い．前途多難ではあるものの，専門家の方々

公園など一部地域の自然保護だけでなく，全国土の保全

から多大なご協力を賜りつつ，整備方法に改良を加える

を対象とした総合企画行政としてその分野と範囲を拡大

などして効率化を図り，少しでも早い整備完了を目指し

した．そこで 1973 年，全国的な観点から我が国におけ

ている．

る自然環境の現況を把握し，自然環境保全施策を推進す

※整備済みの植生図は以下のウェブサイトで閲覧及び

るための基礎資料を整備するものとして，自然環境保全

ダウンロードが可能

基礎調査が開始された．

自然環境調査 Web-GIShttp://gis.biodic.go.jp/webgis/

植生調査は，この自然環境保全基礎調査において継続
的に実施されている．まず，1973 年度には，各都道府

群集属性マトリックスの作成に関する

県が作成した植生原図を取りまとめて全国の 1/200,000

課題と展望について
石川

現存植生図とした．その後，1988 年度には，より精緻

愼吾

（高知大学理学部）

な 1/50,000 現存植生図を全国的に整備し，2000 年度以
降は，さらに詳細な植生状況を把握するため，他国にも
例を見ないであろう，1/25,000 現存植生図の全国整備

環境省が作成している植生図は，はたして日本国民に

に着手している．これらの取り組みが進むに従い，植物

広く利用してもらえるのだろうか？この疑問は，凡例検

社会学に基づいて作成された植生図は，自然環境行政の

討部会の委員を務めさせていただいている私が，ずっと

推進に不可欠な基礎資料であるのみならず，環境アセス

気になっていることである．植生図の末端利用者のほと

メントや防災・開発計画，公共事業のための基礎資料と

んどは，植生に関する十分な知識を持っていない人たち

なるなど，その活用範囲を広げつつある．時代とともに，

だと考えるべきである．植生の専門家にいろいろアドバ

自然環境への配慮がより強く求められるようになった結

イスをもらわなくては，自分が必要とする情報を引き出

果とも言える．

すことは難しいであろう．相談できる専門家がそばにい

ただし，1/25,000 植生図は，精緻であるが故に高度

ない人は，植生図の利用を諦めてしまうかもしれない．

な作成技術及び専門性を必要とすることから，整備の長

一般国民にとって使いやすい植生図とはどのようなもの

期化が問題となっている．2015 年度末までに国土面積

かをもう一度真剣に考える必要がある．つまり，想定さ

の約 77％を整備済であるが，全国的な植生評価や解析

れる利用者が必要とする情報を盛り込んだ植生図の整備

に用いるためには，整備完了を待たねばならない．さら

が必要である，ということである．

に，待つ期間が長くなれば，地域の植生が変化する可能
‐40‐
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いる様々な属性を明らかにして，それぞれの属性を評価

分・細区分の 3 つの階級を持つ体系に整理された凡例

したマトリックスを作成することである．例えば，構造

システムを採用し，細区分と中区分の群落を凡例にした

に関わる属性としては，群落高，階層構造，植被率など，

図化が進められている．
植物社会学的な群落分類システムでは，植物の種構成

構成種に関する属性としては，優占種や主要な構成種の
生活型（生育形，休眠型，繁殖型）
，種多様性などである．

に基づいて記載された群集をベースとして，群団，群目

これらをもとにして利用者が必要とする情報をさらに詳

（オーダー），群網（クラス）といった上級単位にまとめ

細に検討して，整備すべき属性を明らかにする必要があ

られるのに対して，環境省植生図では細区分，中区分，

る．整備することのできた全ての属性を多層レイヤーと

大区分の 3 つのレベルに階層化されていて，細区分が

するデータとして提供できれば，利用者が必要とする属

群集相当，中区分が群団あるいは優占種によって区分さ

性を選択すると，ただちにその属性で色分けされた植生

れる群落，大区分は相観に基づいてまとめられている．

図を得ることができる．属性の質的・量的評価を利用可

また，環境省植生図の凡例システムでは凡例をクラス域

能にしておけば，数値解析も容易である．

と呼ばれる主要な自然植生の生育域（たとえばヤブツバ

ここで問題となるのは，これらの属性を判定するため

キクラス域）と，人間活動の影響の違いによる植生区分

の情報をどこから収集するかということである．植生図

をもとに自然植生と代償植生に区別する点にも特徴があ

の作成業務では，それぞれの凡例についての植生調査業

る．環境省植生図の凡例として使われる可能性のある中

務が付帯している．その資料だけでも属性のかなりの部

区分と細区分の群落単位（土地利用型や植林を除く）の

分は判定可能であるが，過去に発表された論文や著書，

うち，細区分の約 45% が植物社会学的な群集，中区分

報告書などで信頼のおける資料を利用することができれ

の約 15% が群団となっており，特に中区分で種組成に

ば，さらに精度の高い属性の整理が可能となる．しかし，

基づいた植生単位の割合が少ない．

多様な資料の掘り起こしと整理には相当な時間と労力が

現在，植生図化と並行して，用いられる凡例ごとに植

かかることを覚悟する必要がある．この点をどのように

生調査資料が集められているが，シカによる採食や里山

してクリアーしていくかが大きな問題である．

の管理放棄などの影響によって，群集の標徴種や識別種

シンポジウムでは，四国のツキノワグマの生息地評価
に環境省の植生図を利用した例を取り上げ，利用者（四

の出現割合が減少し，既存群集への同定が困難となる場
合も少なくない．

国自然史科学研究センターの山田孝樹氏）がその作業の

日本の全国レベルでの植物社会学的な分類体系がまと
められているのは 1994 年に改訂された「日本植生便覧」

過程で抱いた疑問と要望をもとに話題提供する．

と 1990 年の「日本植物群落図説」
，これらは刊行から

植物社会学的群落単位と環境省植生図の凡例システム
星野

義延

すでに四半世紀が経過している．既存の植物社会学的な
調査資料に，環境省植生図の作成に伴って蓄積された豊

（東京農工大学大学院農学研究院）

富な植生調査資料を加えてた植生データベースを構築
し，これを活用してイギリスやアメリカで作成されてい

自然環境保全基礎調査の一環として縮尺 1/25,000 の

るような国レベルでの標準植生分類を日本でも作成する

植生図（以下，環境省植生図）の整備が進んでいる．用

プロジェクトを立ち上げる時期にきているのではなかろ

いる凡例をどのようなものにするかは植生図化にとって

うか．

極めて重要であるが，環境省植生図では植物社会学的な
群落分類を基本とした植生凡例が採用されている．すな
わち，植物社会学的群落分類の基本単位であり，国際命
名規約に従って命名・記載される群集（association）
あるいは群集相当の群落を基本単位とし，大区分・中区
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議決定された．この戦略を実現するためには国，地方自

―神戸市を例にして―

治体，事業者，民間団体を含む国民などの積極的な参加

武田

義明

が求められている．地方自治体においても生物多様性地

（放送大学兵庫学習センター・神戸大学名誉教授）

域戦略の策定などが求められており，県レベルにおいて
は地域戦略が策定されつつある．この基礎資料として，

神戸市では 1982 年および 1994 年に植生図を作成し

植生図は大きく貢献する可能性が高い．しかしながら，

ている．また，2010 年には環境省が神戸地域で植生図

全体をカバーできている県はいまだ少ない．市町村にお

を作成しており，これらを比較することで植生の変遷を

いては政令都市が先駆けとなっているが，いまだ数少な

知ることができる．これらのデータはデジタル化してい

いというのが現状であろう．

るので，それぞれの植生の面積を算出し，比較すること

ところで，地方自治体は何度となく合併を繰り返して

ができる．最も変化の大きいと思われるアカマツ群落，

きた．最近の平成の大合併では，市町村数は 3,232 から

コナラ－アベマキ群集，アラカシ－ヒメユズリハ群落，

1,718 へと 1/3 となった．新生した地方自治体では，自

竹林の比較を行った．神戸市の面積は約 557km で，各

然に関する情報に関しては一元化できていない事例が多

群落をそれに対する割合で示している．アカマツ群落は

いことも地域戦略策定への障壁となっている．市町村レ

1982 年の植生図では 45.3% であったのが，1980 年代の

ベルの地域戦略に貢献できるデジタル情報としてはどの

マツ枯れによって 1994 年では 28.0% となり 2010 年で

ようなものがあるであろうか．公表されている 20 万分

は 13.8% となり，大幅に減少した．一方で，夏緑二次林

の 1 日本シームレス地質図は地域の特性を浮かび上が

のコナラ－アベマキ群集の増加が顕著で，アラカシ－ヒ

らせるのに有用である．国土地理院の数値地図 DEM
（数

メユズリハ群落や竹林の増加も認められる．内田ほか

値標高モデル）からは傾斜，斜面方位，集水域などが抽

2

（2006）は植生調査データのある六甲山系の一部地域に

出でき，地形から特異的な地域を抽出できるであろう．

ついて，当時の空中写真をもとに 1974 年と 2004 年の

植生図は地域戦略の立案に最も大きな貢献が可能であ

植生図を描き，比較を行っている．2004 年では，コジ

ろう．貴重な植生の保護・保全はもとより，生物多様性

イ－カナメモチ群集域で 1974 年当時からアカマツ林で

を維持し，高めていくためのプランニング，持続可能な

残っているのは 32.2% で，36.4% はコナラ林に，8.1%

利用に関する将来計画は植生図からなされなければなら

はアラカシ林に移行した．そのままアカマツ林で残って

ない．基図として重要な植生図であるが，凡例は必ずし

いる地点とコナラ林に変化した地点の植生データを比較

もわかりやすいものではない．
様々な植生凡例を 10 段階に当てはめた「植生自然度」

すると両群落とも照葉樹林要素が増加しているが，夏緑
樹林要素がコナラ林で減少しており，種多様性が低く

は，判読された植生単位の評価としてわかりやすい．ど

なっている．

こが重要であるか，どこが生産緑地に向いているかを判

これらのことから神戸市域では種多様性の低いコナラ

断しやすい情報図である．実際の分布図は当然有用であ

林の面積が増えており，アラカシ林や竹林も増加してき

るが，適切なサイズのメッシュ図は概要を理解しやすい

ており，全体として種多様性が低下する傾向にあると思

であろう．どちらにしろ，早期に全域における植生図作

われる．

成が望まれる．

植生図を利用した自治体の自然環境解析
波田

善夫

（岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科）
生物多様性基本法に基づき，生物多様性国家戦略が閣
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尺の大量の植生図を作成してきました．環境省植生図の

植生図の活用に向けて

改訂事業（第 6・7 回自然環境保全基礎調査植生調査）

幸田

良介

でも，平成 11 年度から本年度まで断続的に関わらせて

（大阪府立環境農林水産総合研究所）

いただき，1/2.5 万地形図で 50 枚以上は描き上げたは
ずです．入社当時は色鉛筆を手に，実体視鏡を覗き込み

植物は様々な動物の生息の基盤であり，人為的な影響

ながら，「うわ！，塗り間違った！描き直しだ～．
」とか

を含む現存植生の分布状況は，動物の分布状況を考慮す

やっていたはずが，いつのまにやらドローンで空撮した

る上で非常に重要な要素の一つであると言える．近年シ

地上解像度 5 cm のオルソ画像を背景に，GIS ソフトで

カやイノシシなどの野生動物の分布拡大と，それにとも

デジタイジングする時代になっていた．当時使用した実

なう農林業や自然植生への影響が多くの都道府県で問題

体視鏡は，既に製造が終了したようである．図らずも，

となっている．このような背景の中，野生動物の生息密

リモートセンシング技術と地理情報システムの躍進に立

度分布や行動特性，被害状況等と植生との関係解析は，

ち会えたことは技術者として幸運だった．

被害対策や適正な保護管理を考える上で非常に重要であ
り，植生図が果たす役割も大きなものとなっている．

現地の植生分布の画像記録方法と，室内での作図方法
並びに作図に使用するツール（器具，ソフト，情報等）

そこで発表では，野生動物を対象とした研究での植生

は技術の進歩に伴い今後も大きく変化するだろう．いず

図の活用事例として，大阪府や鹿児島県屋久島での研究

れは図化の自動化も実現するはずである（一部，実現し

例を紹介するとともに，野生動物研究への活用という観

ているものもある）．一方，植生図に内包すべき（求め

点から既存の植生図の課題を検討する．加えて，公設試

られる）情報は，調査・研究の対象とする植物の個体お

験研究機関の研究員という立場から，都道府県行政から

よび集団ごと，結果を利用・活用する場面ごとで，それ

要望される解析案件を紹介し，植生図の活用拡大のため

ぞれ異なる．そこには，複雑な情報を適切に処理し，一

の課題や改善点についても議論したい．

定の基準（概念）に基づく妥当性の高い，理解しやすい
モノを描き示す人の技術が欠かせない．建設コンサルタ

植生図の利活用事例

ントの業務の中で取り組んだ植生図の描き方・使い方を

―建設コンサルから見た植生図の描き方・使い方―
森

ご紹介させて頂きたい．

定伸

（株式会社ウエスコ環境計画事業部岡山自然環境課）
建設コンサルタント勤務 20 ウン年の間に，様々な縮
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表紙画
ボタニカルアーティスト 佐々木 啓子
八ヶ岳赤岳から、清里に降りる真教寺尾根上部の植生を描きました。ムシトリスミレを始め
て見た思い出深い場所です。
少し水の滴るような大きな岩のくぼみの中に多くの株が見られました。このコースは、比較
的登山者が少なく、沢山の高山植物に出会える大好きなコースです。
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