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序論 

 

1 研究の背景 

 森林は木材生産機能や公益的機能を有し，我々の生活に様々な恩恵を与えている。こ

れら森林の持つ様々な機能は森林・林業関係者のみならず，一般の国民にも広く認知さ

れている（林野庁 2012）。また，森林の機能を貨幣価値に換算すると年間約 70 兆円と

も言われている（日本学術会議 2001）。これら森林の持つ様々な機能に対しては，そ

こに生育する植生が直接的あるいは間接的に関与している。例えば木材生産機能は高木

性の木本類そのものが生産の対象となる。また，水源涵養機能は森林の土壌が雨水を保

持することによって発揮される（村井・岩崎 1975；志水 1999）が，その森林土壌の

形成には植生から供給される有機物が大きな役割を果たしている（高橋・小林 2012）。

このため，この様な森林の機能を最大限に発揮させるためには植生の育成が必要であり，

これまで森林植生に対して様々な管理や施業が実施されてきた。 

 ところが，森林の植生は様々な要因によって劣化することがある。人為的な植生の劣

化要因のうち，最も大きなものの一つが森林の伐採である。広葉樹林の伐採であれば萌

芽によって更新が可能であるが（橋詰 1994），萌芽更新が困難な針葉樹人工林の伐採

では植栽を行わなければ早期に森林を再生させることは困難である（山中 2010）。こ

の様に伐採による森林植生の回復には伐採前の森林の状況によってその手法に違いがあ

る。近年各地で問題になっている人工林伐採跡地の放置問題（村上ら 2011；加治佐 

2011）は，有効な繁殖源が無い人工林伐採跡地において植栽といった適切な植生の回復

方法を採らなかった例と言えよう。この様な問題があるものの，伐採による森林植生の

攪乱はその原因が人為であるため，伐採と伐採跡地の植生回復を計画的かつ確実に実施

するならば，森林植生は比較的短期間で回復すると考えられる。 

 これに対し，気象害や病虫獣害（以下，「気象害等」とする）による森林植生の劣化は

その原因が散発的に発生する。このため，気象害等による森林の植生劣化は発生時期や

場所，その程度といった事項についてあらかじめ予測することは困難である。したがっ

て，森林植生が劣化しないようあらかじめ予防策を講じるよりむしろ，植生が劣化して

はじめて森林植生の再生方法を考えるという，言わば対症療法的な手法にならざるを得

ない。また，森林植生の劣化が発生した場合，森林の土砂崩壊防止機能といった公益的

機能を維持，回復させるために植生の回復を早急に行う必要がある（塚本 2006）。と

ころが，森林植生の劣化が広範囲に及ぶ場合は対象地の数や面積が大きくなるため，早

期の植生回復が困難になることが懸念される。 

 木材生産を意図した人為的な伐採は森林経営に関わる問題であるので，伐採後の植生

回復は原則的として森林所有者の責務であると言える。これに対し，森林の公益的機能

は森林所有者のみならずその恩恵を国民が広く享受するため，この様な森林に対しては

植生劣化の防止，公益的機能の維持・向上，植生が劣化した森林の再生に対して行政機

関が関与することがある。 このような行政機関の関与は公益的機能を社会的に支えてい

こうとするものであり（大住 2007），森林法に基づく保安林制度，森林整備に関する

補助金，治山事業などがこれに当たる。 

森林が公的に維持・管理される場合その手法の妥当性が強く問われる。そして，選択
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した手法が地域の環境や植生に適合しているという技術的な面で妥当であることに加え，

費用対効果，優先順位，地域の実情との兼ね合いといった様々な観点を総合して妥当性

が評価される。このことは，一つの森林植生の劣化要因に対して，地域やその時々の事

情によって複数の対策が必要になることを示している。行政機関が関与する森林の維

持・管理には，このことは重要な要素となると考えられる。 

 気象害等による森林植生の劣化のうち，頻発するものであればその防止方法や被害後

の回復に関する知見が蓄積されている。例えば冠雪害（松田 1988；小野寺 1990，以

下「雪害」とする）や松くい虫被害（大山 1988；涌嶋・兵頭 2000）に関しては，そ

の被害状況やその後の植生回復方法に至るまでまとめられている。ところが，これらの

知見はその被害が頻発する地域のデータを主体にしてまとめられたものであり，被害の

発生があまり見られない地域や植生，地形，環境条件などが異なる地域においてはこれ

らがそのまま適応できるか否か定かではない。また，津波による海岸林の植生劣化とい

った発生頻度が低いものでは被害状況やその後の植生回復方法に関する知見の蓄積は少

ない（四手井 1948；石川ら 1983；村井 1983）。これは，気象害等による森林植生

劣化は被害発生が予測できないため，被害の発生した後に初めて調査計画が立てられ，

実行される（石井ら 1980）。このため，計画的に試験・研究を進めることができず，

知見の蓄積が十分とは言えない大きな要因となっていると考えられる。 

 以上のことから，森林植生の劣化に対しては地域の実情に合致した多様な対応策が必

要とされているものの，現在はこれをまだ十分に提示することができていないと考えら

れる。そして，森林植生の劣化要因ごとに植生劣化の状況を詳細に調査し，地域の事情

やその時々の事情を考慮した場合の選択肢となり得るような対策が求められている。 

 

2 わが国における植生劣化とその再生に関する既往研究 

 わが国においては縄文時代以前，衣食住の大部分を森林資源に頼っていた。そして，

食料が稲作に依存するようになってからも，建築材料や薪炭の供給源として森林は日本

人の生活と密接に関わってきた（太田 2012）。この頃から森林植生の劣化がみられ，

西日本では森林植生が失われたいわゆる「はげ山」の状態になっており土壌の浸食も進

行していたと考えられる（三浦 2012）。千葉（1991）は当時の記録からこの原因を薪

炭材など林産物の過度の採取が大きな原因としている。この様にかつては人為的な攪乱

による森林植生の劣化が著しく，頻発した土砂流出や洪水といった災害（渡邉 2012）

と森林植生の関係を明らかにする研究が行われてきた。 

 強度の人為的な攪乱によって森林植生の劣化が激しかった明治時代には各地で土砂流

出が頻発していたが（太田 2012），この頃には既に樹冠による降雨の遮断や落葉・落

枝による地表流の軽減効果といった森林植生による直接的・間接的な土壌保全機能が指

摘されている（脇水 1912）。その後，戦後の拡大造林期に頻発した表層崩壊を調査し，

土砂流出を抑制するメカニズムが多数報告されている（川口・難波 1954；村井 1958；

村井 1960）。これらのうち，主要なものには森林植生によって土壌粗孔隙が増大し，

表面流を減少させることや，地表面への有機物の供給が土砂流出の障害物となり，土砂

流出を抑制することを明らかにしたものなどがある。そして，川口（1951）はこれら既

往の報告をまとめ，森林による流出土砂の抑制量は裸地の 100～1000 倍であるとして
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いる。また，土壌表層のすべり面を貫通する樹木の根が土のせん断に抵抗することによ

って生じる樹木根系の表層崩壊の防止機能についても，そのメカニズムが明らかにされ

ている（佐藤 2006；塚本 1998）。この様に，森林植生は土砂崩壊や流出の抑制効果

を有していることが既往の研究で明らかにされている。 

 森林植生が劣化する要因には人為による攪乱の他，強風，豪雨，豪雪といった気象現

象，林野火災，病虫獣害など様々なものがある。このうち，1954～2003 年度までの約

50 年間に発生した風水害，雪害，林野火災について，鈴木ら（2009）が都道府県ごと

に統計データを集計し，整理している。これによると，風水害，雪害，林野火災による

森林被害はいずれかの都道府県において毎年発生していることが明らかにされ，わが国

においてこれらの要因による森林植生の劣化は決して稀な事象ではないことが分かる。

また，近年問題になっている地球温暖化（和田ら 2005；江守 2006；松本 2008）

に伴って，松くい虫被害やナラ枯れ被害の危険地域の拡大（藤田 2005；清野 2008）

や，雪害の発生リスクの高い地域が拡大するといった報告（森澤 2002；森澤 2003）

も見られ，森林植生の劣化が今後も継続して発生し続ける危険性は否定できない。 

 気象害等による森林植生の劣化について広範に発生したものや，被害が深刻であった

ものについては被害実態の調査が実施されている。本論文で取り上げる津波による海岸

林の被害，雪害，シカによる植生の劣化，海岸クロマツ林における松くい虫被害を原因

とする森林植生の劣化についても多くの調査報告がある。しかし，これらの森林植生の

劣化要因は，地域の地形，環境，植生，土地利用履歴など様々な要因と密接に関わって

いるため，いずれの地域においても適用可能な対策は確立していない。これら 4 要因ご

とに既往の研究の概略をまとめると以下のとおりとなる。 

はじめに，津波による海岸林の被害について，これまでいくつかの大きな津波で報告

されている。四手井・渡邊（1948）は 1946 年（昭和 21 年）の南海地震における海岸

林の被害を報告している。紀伊半島西部の被害林を調査した結果，クロマツが根返りし

ている林分がいくつか認められたが，津波が比較的穏やかであったために海岸林への被

害はほとんどなかったとしている。このため，海岸林の津波への対策はこの津波よりも

破壊力の強い津波を念頭に置くべきであるとしている。1983 年（昭和 58 年）の日本

海中部地震の津波では，秋田県を中心する海岸クロマツ林の新植地や壮齢林における被

害状況が報告されている（石川ら 1983；村井 1983；村井ら 1984）。これらの報告

では被害跡地の再生についてクロマツの再造林に加え，カシワなどの広葉樹を混植する

こと（村井 1983）も提言している。そして，平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋

沖地震による津波では，東北地方を中心とする太平洋側の海岸林の被害について，被害

の実態（佐藤ら 2012；野口ら 2012；Aoyama et al. 2012），海岸林による津波被害

の軽減効果（岡田ら 2012；坂本ら 2012），防潮堤や人工盛土といった工作物が海岸

林の被害に与える影響（佐藤ら 2011；寺本ら 2012）などの多くの知見が集積された。

なお，Ⅰ章 1 節および 2 節はこれらの調査の一連の調査として位置付けられる。 

次いで，雪害による森林植生の劣化については，戦後本格的に研究が実施されるよう

になった。雪害の多くは樹冠への積雪の荷重によって生じるため，当初は冠雪や積雪の

力学的な研究が行われた（高橋・高橋 1952；四手井 a 1952；四手井 b 1952；高橋 

1952，片岡 1952；四手井 1954）。その後，この様な積雪の物理的な性質に焦点を当
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てた研究から，樹木自体の耐雪性に関する研究が実施されるようになった（渡辺・大関 

1981；中谷ら 1984；中谷ら 1988；中島ら 1989）。これらの結果は高橋（1977），

石川ら（1987），小野寺（1990）が詳しくまとめ，雪害を回避するための森林管理につ

いて様々な提言をしている。この他にも雪害を回避するための森林管理については多く

の提言や指針がみられる（広島県林業試験場育林部 1979；岩坪・新田 1987；塚原 

1994；福井県総合グリーンセンター林業試験部 2003；池嶋 2009）。ところが，現在

に至っても雪害は毎年各地で発生しているため（鈴木ら 2009），雪害への対策は現在

も十分であるとは言えない状況にある。とくに，これまでの研究は東北地方や北陸地方

といった積雪地帯を中心に発展してきたが，西日本や太平洋側において実施された研究

はこれらと比較して少ない状態にある（井上 1958；二見・梶谷 1981；石井ら 1983；

青柳 1986）。 

 ニホンジカ（以下，「シカ」とする）による森林植生の劣化は近年全国的に問題となっ

ている。シカの典型的な森林生態系への影響は，個体数増加に伴う植生への過度の採食

圧，踏圧などにより植生が改変されることにある。そして，この個体数増加の主な原因

は補食者であるオオカミの絶滅，拡大造林に伴う餌資源の増加，狩猟の制限などが挙げ

られる（荒木・横山 2011）。シカによる森林植生の劣化は 1980 年代から各地で顕著

になってきた（荒木・横山 2011）。紀伊半島の大台ケ原（横田ら 2009；横田 2011），

北海道の洞爺湖中島（宮木 2011），神奈川県の丹沢山地（山根 2003）などシカによ

る森林植生の劣化が顕著な地域では，シカの植生劣化に与える影響が数多く報告されて

いる。この他，シカの生態（金森ら 1988；大橋ら 2009；冨士田ら 2012），シカの

不嗜好性植物（高槻 1989；下山 2012；阪口ら 2012；服部・南山 2012；森 2013）

についても報告がある。また，シカ防護柵といった植生劣化を防止する手法に関する研

究も行われている（本田 2007；田村 2011；石原ら 2012）。しかし，2010 年代に

入ってもシカによる植生劣化の報告が続いており（明石 2010；小泉 2011），より効

果的なシカと森林の管理方法を確立するための研究が続いている。 

 最後に海岸クロマツ林における松くい虫被害による植生劣化について述べる。わが国

の海岸部には飛砂防止機能や冬季の防風機能に優れたクロマツが植栽されてきた（真坂 

2011）。ところが 2011 年現在，北海道を除く 46 都府県で（林野庁 2013）松くい虫

被害の大きな影響を受けている。海岸部の厳しい環境において植栽可能な樹種のうち，

クロマツはわが国在来の樹種で最も適したものと言える（真坂 2011）。このため，海

岸クロマツ林の再生ではクロマツの再造林が有効な手段と考えられ，1978 年以降各府

県や林木育種センターが共同してマツノザイセンチュウに抵抗性のある抵抗性マツの開

発が開始された（藤本ら 1989）。ところが，クロマツの再造林では将来松くい虫被害

を受ける懸念が払拭できないことや，選抜された抵抗性マツにおいても松くい虫被害の

発生が報告されたこと（山田・杉本 2007）から，広葉樹の樹種転換が指向されること

も少なくない。このため，広葉樹の植栽試験が主に日本海側の海岸砂丘地で行われるよ

うになった。しかし，乾燥対策などを行わない場合にはクロマツと比較して活着率が低

いこと（伊藤 1999；田村・金子 2008）や，成長が悪い（伊藤 1999；八神 2004；

金子 2005）といった問題点が明らかになっており，海岸砂丘地でも植栽可能な広葉樹

の選択（八神 2005；平尾・西垣 1984）や植栽方法の改良（武田・金子 2007；田
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村・金子 2008；八神 2008；伊藤 1999）に関し研究が実施されている。 

 

3 研究の目的と構成 

 「1 研究の背景」で詳述したように公益的機能の発揮が求められるような森林におい

ては維持管理が公的機関によって実施される場合も多い。このため，森林植生の劣化が

発生した後の森林再生では，その方法の妥当性が強く求められることになる。本来であ

れば森林植生の劣化要因と森林植生の現状を調査・解析した後に適切な森林再生方法を

立案することが重要である。ところが，この様な調査・解析には時間と高度な専門知識

や技術が必要となるため，これらを実施することなくマニュアル化された既往の知見（松

田 1988；小野寺 1990；大山 1988；涌嶋・兵頭 2000）を活用することも少なく

ない。この様な既往の知見を活用するにあたっては，どの知見のどの部分を活用するか

といった事項について十分な検討が必要である。しかし，劣化した森林植生の再生にあ

たってこの様な検討が行われ，再生手法に反映されることはほとんど無いように見受け

られる。この大きな原因としてマニュアル化された知見を地域の状況に応じて変更する

場合に相応の根拠が必要となるが，この根拠の理論の構築および科学的データの裏付け

が困難であることが考えられる。また，地域の状況を森林植生の再生に反映させること

自体は広く受け入れられる概念であるが，どのような手順で地域の状況を森林再生に反

映していくか具体的な方法が確立していないこともこの原因であると考えられる。 

 また，公益的機能の発揮が強く求められる森林では，治山事業や補助事業などによっ

て森林が公的に維持・管理される場合が多い。公的資金を投入するということは，最低

限の経費で最大限の効果を得るような森林の維持・管理法を採ることが義務付けられて

いると言える。ところが，劣化した森林植生を再生する場合，「1 研究の背景」で詳述

したようにいずれの地域においても適用可能な森林再生の手法が確立しているとは言え

ない状況にある。ここで，各地で行われた拡大造林や広葉樹造林の経験から，被害を免

れた個体や侵入植生を伐採してから植栽する新植はその後の下刈り，除間伐といった管

理を含めて比較的確立されている技術である。このため，劣化した森林植生を再生する

にあたって新植が採用される場合も見られる。このことは，森林の再生に利用すること

が可能な植生を人為的に除去し，その跡地に労務と資金を投入して樹木を植栽すること

であり，非効率的な方法であると言わざるを得ない。これには前述したように地域に適

合した森林再生の手法が確立していないことに加え，森林を再生するにあたって被害を

免れた個体や侵入植生を活用する方法がこれまで十分に示されていないことも影響して

いると考えられる。 

 以上のように，劣化した森林植生の実態に関する知見の蓄積はあるものの，再生方法

まで示したものは少ない。そして，地域の自然条件や社会条件といった地域性を考慮し

た森林再生手法を具体的に提示している報告に至っては極めて少ない。また，被害を免

れた個体や侵入植生を活用して森林再生を行うといった森林再生の効率化についてもこ

れまでほとんど検討されてこなかった。「2 わが国における植生劣化とその再生に関す

る既往研究」で述べたように，劣化した森林植生の再生についてはこれまで被害実態の

把握や被害の発生メカニズムの解明といった基礎研究に重点が置かれていた。このため，

前述した課題は基礎研究が不足しているというよりむしろ，これらの知見を実際の森林
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再生の現場で活用するための応用研究への取り組み不足に起因していると考えられる。 

 そこで本研究では津波による被害，雪害，シカの被害，松くい虫による海岸林の被害

の 4 事象に着目した。これらの森林植生の劣化要因についてはその被害状況などについ

て各地で研究が行われているが，被害がほとんど発生していない空白地域も存在してい

る。本研究ではこれら 4 要因で発生した森林植生の劣化のうち，既往の報告がほとんど

存在しなかった地域において調査を実施した。そして，①気候，環境，地形といった自

然条件に加え，森林植生の劣化および森林利用の履歴といった社会的条件を調査し，植

生の劣化状態との関連を解析した。そして，この結果と他地域の調査結果との差異を比

較して，地域性が森林植生の劣化に与える影響について考察した。さらに，②森林再生

において経費や労務を軽減するため，被害を免れた個体や侵入植生を活用する方法につ

いて検討した。 

 本研究では以下の構成で論旨を展開する。 

 Ⅰ章では平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）に伴う津波が宮城県仙台

市若林区の井土地区の海岸林に与えた影響について解析し，今後の植生回復や森林再生

方法について述べる。「1.1 地盤高と個体サイズが被害に与える影響」ではアカマツ・

クロマツ大径木で構成される海岸林において，立木の倒伏に大きく影響した地盤高や個

体サイズについて解析する。そして，わが国でこれまでほとんど指摘されることが無か

った，根系の状態が津波の被害に与える影響についても解析する。また，「1.2 防潮堤

が海岸クロマツ林の被害に与える影響」では津波の波力を減衰するために防潮堤が造成

されるが，防潮堤の存在が後背の海岸林の被害軽減に与える影響を解析する。 

 Ⅱ章では 2009 年 1 月に島根県東部の低標高帯において発生した雪害によるスギ人工

林への被害について述べる。「2.1 気象条件と過去の被害履歴が被害の地理的分布に与

える影響」では被害発生時の気象条件について解析するとともに，気象条件や過去の被

害履歴が被害の地理的分布に与える影響について述べる。「2.2 林況と個体サイズが被

害形態に与える影響」では現地調査によるデータを基に林況と個体サイズが被害形態に

与える影響を解析し，被害林の再生や本地域における雪害を受け難い森林への誘導方法

について検討する。 

 Ⅲ章では島根半島弥山山地の松くい虫被害跡地における植生とその更新にシカが与え

る影響について述べる。本地域の土地利用や産業と現在の植生との関係を明らかにし，

シカが生息する状況下における今後の森林管理について検討する。 

 Ⅳ章では海塩，海風と松くい虫被害が島根県の海岸林に与える影響について述べる。

そして，海岸クロマツ林における松くい虫被害跡地の植生の実態から，植生回復に必要

な本地域の自然環境に適合した植栽適木について検討する。 

 そして，結論においてⅠ章からⅣ章までを要約し，これらの結果の総合的な考察を行

う。 
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Ⅰ 地形や個体サイズが津波よる海岸林の被害に与える影響 

 

1.1 地盤高と個体サイズが被害に与える影響 

1.1.1 はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による津

波は，東北地方をはじめ，各地の海岸林に大きな被害をもたらした。現在，これらの被

害を受けた海岸林の再生が急がれているが，津波に耐え得るような海岸林として再生さ

れることが望まれている。津波に耐え得る海岸林を造成するためには，今回の津波によ

る海岸林の被害実態を調査し，被害を増大あるいは緩和した要因を明らかにしておく必

要がある。そして，これらの要因に対して技術的な対応策を検討していくことが重要で

ある。後述するⅠ章 2 節では樹高 10 m 程度の若齢クロマツ林における津波の被害状況

を報告した。ところが，本節の調査対象林は前報の調査対象林と近接しているものの，

大径木で構成される海岸林（以下，「大径海岸林」とする）となっており，被災前の林況

や被害形態にも相違点が多い。 

首藤（1985）は津波による海岸林被害を取りまとめ，津波の高さが同じ場合は大径木

ほど被害が減少していたことを報告している。これは，大径木は樹幹が折損し難くなり

（田中・佐々木 2006），津波の波力に耐えることで海岸林の被害が緩和されたと考え

られる。ところが，今回の津波においてはこのような大径海岸林においても被害が報告

されている（星野ら 2011；菊池ら 2011）。このことから，海岸林構成木の樹幹強度

以外の要因も，今回の津波の海岸林における被害拡大に作用していると考えられる。 

海岸林の津波被害に影響をおよぼす樹幹強度以外の要因として，2004 年 12 月 26 日

に発生したインド洋大津波のマングローブやココヤシなどで構成される海岸林の被害か

ら，地形や地盤高が大きな影響を与えることが明らかになった（岡田ら 2009；Kerr et 

al. 2006）。ところが，海岸砂丘地にアカマツやクロマツを主体として海岸林が造成さ

れることの多い我が国において，海岸林の津波被害と地形や地盤高との関係を実際の被

害林から解析した報告はこれまで見られない。  

そこで，本節では樹種が異なれば津波による海岸林の被害の状況も異なることから（田

中ら 2005），我が国のアカマツやクロマツ海岸林において，海岸林の津波被害の状況

と地形や地盤高との関係を明らかにすることを目的とした。そして，アカマツ・クロマ

ツ大径木の多くが倒伏した区域と，直立したままの状態で残存した区域が隣接している

宮城県仙台市若林区井土地区のアカマツ・クロマツ大径海岸林を対象に調査を実施した。 

 

1.1.2 調査地及び調査方法 

1.1.2.1 調査地 

宮城県仙台市若林区井土地区における震災前の海岸部の状況は，汀線から林帯幅約

300 m のクロマツ林が存在し，これより内陸側に井土浦とよばれる後背湿地や幅 50～60 

m の貞山堀が広がっていた。そして，それより内陸側には河川敷と付帯道路が存在し，

さらに内陸側に林帯幅 260～300 m のアカマツ・クロマツ大径海岸林が存在していた（図

1-1）。森林簿による本海岸林の林齢は 60～100 年生であった。本節ではこのアカマツ・

クロマツ大径海岸林において調査を行った。なお，図 1-1 の背景地図等のデータは，国
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土地理院の電子国土 Web シス

テムで提供されているものを使

用した。  

 

1.1.2.2 調査区の設定 

調査は 2011 年 9 月 5～8 日

に実施し，生育していた個体の

多くが直立したまま残存してい

る区域（以下「残存区」とする）

と根返りや幹折れなどでほとん

ど倒伏してしまった区域（以下

「倒伏区」とする）に調査区を

設置した。また，生育していた

個体の多くが残存している区域

と，根返りなどでほとんど倒伏

してしまった区域の両方を含む，

両区に直交する方向にも調査区

を設定した（以下「横断区」と

する）（図 1-2，1-3）。調査区の

設定はベルトトランセクト法に

よって行い，調査区の大きさは

残存区，倒伏区それぞれ汀線と

直交する方向に約 210 m，約

130 mとし，幅は 10 mとした。

また，横断区は約 360 m，幅 10 

m とした。 

なお，地形，地盤高について

は 3 調査区の中央部の水準測

量を行って把握した（図 1-4～

1-6）。 

 

1.1.2.3 調査項目 

調査区内に残存していた樹木

について，津波による被害の形

態，樹高，胸高直径，枝下高，

現在の地上高を調査した。残存

木のうち樹高が 3 m未満の低木

層のものや津波で調査区外から

流されてきた個体は調査対象か

ら除外した。被害形態は主幹や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 調査区（画像は Google Earth より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 調査地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3  倒伏や流失が集中する区域（左）と残存木

が多い区域（右） 
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根元が折損している幹折れ，根返り，

立ち枯れ，生存に区分して記録した。

なお，樹木が傾くのは根返りか根元

折れに起因するが，堆砂のために両

者を判別することが困難である場合

には被害形態を「傾き」とした。ま

た，アカマツ・クロマツの被害形態

や根系の状態と地盤高や微地形との

関係については，立ち枯れ木と生存

木は樹幹や根系が折損していないた

め，両者を合わせて直立木として評

価した。被害前の立木密度は Google 

Earth から取得した 2008 年 9 月 1 

日撮影の画像を判読して算出した。 

 

1.1.3 結果 

1.1.3.1 浸水高 

地盤測量や被害調査時に観察され

た各調査区の最大浸水深は残存区で

4.7 m，倒伏区で 5.1 m，横断区で

6.6 m であった。また，最大浸水深

と地盤高から算出した津波の最大浸

水高は東京湾平均海面（以下，「T.P.」

とする）から+ 6.1～7.4 m であった。 

 

1.1.3.2 被害の状況 

1.1.3.2.1 本数密度と枯損状況 

表 1-1 に調査区別の木本種の状

況を示した。被災前のアカマツ・ク

ロマツは 490～560 本/ha といずれ

の調査区でもほぼ同様の密度であっ

た。これに対し，被災後のアカマツ・

クロマツの密度は 148～233 本/ha

となり，いずれの調査区においても

被害前と比較して被害後の密度が低

かった。 

 アカマツ･クロマツ残存木の枯損率は，倒伏区で 100 ％となった一方，残存区では

58 ％に留まっており，調査区によって差がみられた。これに対し，広葉樹の枯損率は

いずれの調査区でも 79～89 ％とアカマツ･クロマツと比較して調査区による差が小さ

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 調査区の概況（残存区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5 調査区の概況（倒伏区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 調査区の概況（横断区） 
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1.1.3.2.2 被害林の現況 

図 1-7 に残存木の調査区別の樹種構成を示した。残存区と横断区ではアカマツの割合

が最も高かった。また，3 調査区ともクロマツおよびカスミザクラ（Prunus verecunda 

(Koidz.) Koehne）がそれぞれ 20 ％程度を占めた。アカマツとクロマツを合計すると，

倒伏区では構成木の半数に満たなかったが，残存区と横断区では約 70 ％となった。  

 

表 1-1 調査区別の木本種の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7 調査区別の樹種構成（個体数） 
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図 1-8 に調査区別の個体サイズを示した。いずれの調査区もアカマツ･クロマツの樹

高は 15.3～17.0 m と，広葉樹の 7.0～12.1 m と比較して高かった。また，いずれの調

査区も枝下高はアカマツ･クロマツが約 10 m と，枝下高が 4 m 程度であった広葉樹と比

較して高い位置に枝が着生していた。また，倒伏区は他の 2 調査区と比較してアカマ

ツ・クロマツおよび広葉樹の樹高，枝下高，胸高直径とも小さかった。 

図 1-9 に調査区別の胸高断面積合計を示した。胸高断面積合計はいずれの調査区でも

アカマツ･クロマツの方が広葉樹よりも大きく，11.7～20.5 ㎡/㏊であった。広葉樹はア

カマツ･クロマツの 20 ％にも満たなかった。また，倒伏区はアカマツ・クロマツの胸高

断面積合計が小さく，横断区の 56 ％，残存区の 66 ％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-8 調査区別の個体サイズ（平均値） 

    （誤差線は標準偏差） 
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1.1.3.2.3 被害形態別の個体サイズ 

図 1-10 に横断区における残存木の被害形態別の個体サイズを示した。幹折れ木は直

立木および根返り木と比較して樹高が 13.9 m と低く，有意な差が認められた

（Steel-Dwass test, p<0.05）。直立木の枝下高は根返り木よりも低く（Steel-Dwass test, 

p<0.05），幹折れ木とは差が認められなかった。枝下高については直立木，幹折れ木，

根返り木ともに今回の津波の浸水深よりも高い位置にあったため，樹冠の浸水は免れて

いた。胸高直径は直立木が 38.8 cm と最も大きく，幹折れ，根返りと比較してそれぞれ

有意な差が認められた（Steel-Dwass test, p<0.01）。すなわち，直立木は幹折れ木や根

返り木と比較して樹高，胸高直径とも大きく，枝下高が低いというウラゴケ型の樹形で

あった。 

 

1.1.3.2.4 被害の形態 

図 1-11 にアカマツ・クロマツ残存木の被害形態の構成を示した。残存区では残存木

148 本/ha のうち 95 本/ha が生存しており，枯死したものはほとんどが立ち枯れた状

態であった。倒伏区では残存木 200 本/ha のうちアカマツ・クロマツの生存木は認めら

れなかった。そして，多くの個体が根返りか幹折れした状態となっており，津波前と同

様に直立した状態のものは 15 本/ha に留まった。横断区では残存木 233 本/ha のうち

根返りしたものが約半数を占めた一方，直立木も 95 本/ha であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-9 調査区別の胸高断面積合計 
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1.1.3.2.5 根返り木の根系の状況 

根返り木のうち，根系の状態を確認することができた個体のその状態を表 1-2 に示し

た。倒伏区ではいずれも垂下根を確認することができたが，根系の深さは 1 m に満たな

かった。横断区では約 70 ％の個体で垂下根を確認することができず，根系の深さも 0.75 

m であった。また，垂下根を確認することができた個体でも根系の深さは 1 m 程度であ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-10 被害形態別の個体サイズ（横断区） 

（同一アルファベット間には Steel-Dwass test により 5 ％水準

で有意差が認められないことを示す。誤差線は標準偏差。） 
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図 1-11 アカマツ・クロマツの被害形態の構成 

 

 

 

表 1-2 根返り木の根系の状態 

垂下根

調査区 の有無

倒伏区 有り 6 0.85 2.22

無し 0 ― ―

横断区 有り 8 0.99 2.03

無し 18 0.75 2.44

個体数 平均深さ 平均直径

根系（m）

0 30 60 90 120

横断区

倒伏区

残存区

本数（本/ha）

幹折れ 根返り

傾き 立ち枯れ

生存
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1.1.3.3 被害形態と地盤高や微地形との関係 

図 1-12 に地盤高と被害形態を，図 1-13 に調査地全域の被害状況と地盤高を示した。

幹折れ，根返り，直立木の平均地盤高は 1.0～1.1 m とほぼ同様であり，各被害形態によ

る地盤高の差は認められなかった（Steel-Dwass test, p<0.05）。本調査対象林は太平洋

側に T.P.+ 4.5 m，天端幅約 5 m の堤防が造成されていた。堤防後背部の地盤高は林縁

付近で残存区が約 T.P.+ 2 m であったのに対し，倒伏区では約 T.P.+ 0.5 m であった。

残存区の方が倒伏区と比較して約 1.5 m 地盤が高く，両者の差は太平洋側の林縁付近で

顕著であった。また，林縁から内陸側に向かうにしたがって両者の地盤高の差は小さく

なり，林縁から 100 m 以降はほぼ T.P.+ 1 m となった。横断区の地盤高は T.P.+ 0.5～

1.5 m となっており，凸部と凹部が繰り返す地形となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-12 地盤高と被害形態 
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残存区では最初に津波が侵入した林縁付近にも直立木が多く，幹折れや根返りといっ

た物理的被害を受けた個体はほとんど存在しなかった。これに対し，倒伏区では直立木

が数本存在するものの，林縁付近でも多くの個体が幹折れや根返りしていた。また，倒

伏区の林縁付近ではクロマツの根鉢の痕跡が多数観察され，流出した個体が存在すると

推察された。横断区では概して直立木は凸型地形，根返り木は凹型地形に出現する傾向

が見られた。 

 

1.1.4 考察 

1.1.4.1 被害状況からみた従来の海岸林整備方法 

本調査林のアカマツ・クロマツ残存木の平均樹高は，津波の流動方向とほぼ直交して

いる横断区において約 17 m であった。立木の密度は樹高成長にはほとんど影響を与え

ない（安藤 1968）と言われている。したがって，林齢，樹高，胸高直径，立木密度と

いった項目の関係性を示した林分収穫表から，立木密度にかかわらず樹高を基に林齢が

予測できると考えられる。本調査地と気象条件が類似していると考えられる岩手地方ア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-13 調査地全域の被害状況（左）と地盤高（右） 

（左図の画像は Google Earth より引用。右図は国土地理院「海

岸における 3D 電子地図」を基に作成。） 
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カマツ林分収穫表（青森営林局 1949）によると，平均樹高 17 m は地位 3 の場合ほぼ

70 年生となり，森林簿のデータともほぼ一致した。林齢 70 年生のアカマツ林はこの林

分収穫表によると胸高直径 27 cm，立木密度は 421 本/ha である。本調査林におけるア

カマツ・クロマツの被害前の立木密度は 490～560 本/ha と，標準的な立木密度であっ

たと言える。この様なアカマツ・クロマツから構成される林分にカスミザクラをはじめ

とする広葉樹が混在していた。ところが，広葉樹は平均樹高が低く，胸高断面積合計も

アカマツ・クロマツの合計値の 20 ％にも満たなかった。したがって，本調査林はアカ

マツ・クロマツが主要構成種として上層を占め，その下層に，カスミザクラなどの広葉

樹が混交している状態にあったと推察される。そして，これら広葉樹は，最大浸水深と

樹高の関係から今回の津波で樹体の大部分が浸水したと考えられる。このため，樹体の

大部分に津波の波力が加わり，いずれの調査区においても枯損率が高く，ほぼ同様の値

になったと考えられる。 

防風や塩分の捕捉機能といった機能を高めるためには，下枝が張り，樹冠長率が高い

林分が望ましいとされる（小田 1992）。ところが，アカマツ・クロマツの場合，枝が

枯れ上がると不定枝の発生は期待できない。このことから，防災機能を維持するために，

主要構成種であるアカマツ・クロマツの下層に広葉樹を導入し，複層林化することが提

案されている（小田 1992）。また，この様なマツと広葉樹の混交林型は土壌の理化学

性を維持，向上させる効果（原 1950）や，松くい虫被害を回避する（鈴木 1992）こ

とにもなると指摘されている。 

これらのことから，本調査林は主要構成種であるアカマツ・クロマツは枝が枯れ上が

っているものの，下層に広葉樹が侵入しており，通常海岸林に期待される防風や飛砂防

止といった機能が高い林分であったと推察される。したがって，本調査林はこれまでの

海岸林整備の概念からすると目標林型に近い状況にあったと言える。今回の津波でこの

様な海岸林においても大きな被害が生じたことは，従来のような大径化や複層林化を目

指す海岸林の整備・管理方法だけでは津波に十分に対応できないことを示している。 

 

1.1.4.2 アカマツ・クロマツの個体サイズと被害の状況 

アカマツ・クロマツ残存木の胸高直径は調査区によって差があるものの，樹高と枝下

高はほぼ同様の値となった。また，アカマツ・クロマツの被害前の立木密度は 3 調査区

ともほぼ同様の値であった。このことから，被害前において今回調査した 3 調査区のア

カマツ・クロマツの個体サイズ構成はほぼ同様であったと推察される。 

そして，いずれの調査区ともアカマツ・クロマツの平均枝下高は 9 m を超えていた。

このため，樹冠は津波の浸水深よりも高い位置に存在しており，樹幹部分のみが今回の

津波で浸水したと考えられる。津波氾濫流の植生に作用する主体的な流体力は抗力であ

り（今井ら 2003），その抗力は流速，流体の密度が同一の場合は，対象物の投影面積

に比例する（近藤ら 2006；松冨 2007）。したがって，いずれ調査区の個体サイズ構

成もほぼ同様であったと考えられることから，津波の波力が作用したアカマツ・クロマ

ツ 1 本当たりの投影面積はほぼ同一であったと考えられる。 

横断区において直立木と比較して胸高直径の小さいものが根返りする結果となった。

これは，浸水時に浮力が大きくなる大径木が流失したために，この様な結果となった可
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能性がある。これは，いずれの調査区でもアカマツ・クロマツは被害前と比較して被害

後の密度が低下していることや，根返り木は根系の支持力を失っているため，流木とな

って流失する可能性が指摘されている（首藤 1992）ことでも裏付けられる。 

これに対し，直立木と幹折れ木はほとんどの個体の地際部が津波被害前の生育地に残

存していたため，この両者の比較は可能である。今回の調査からはウラゴケ型樹形のも

のほど幹折れし難いという傾向がみられた。これは，インド洋大津波の被害調査におい

て，田中・佐々木（2006）が同一樹種であれば胸高直径が大きいほど破壊モーメントが

大きくなるため，樹幹が折損し難くなると報告していることと一致する。 

ところが，倒伏区と残存区の距離は約 170 m と近接しているものの，倒伏区ではほと

んどの個体が根返りしていた。また，残存区では多くが直立したままの状態となってお

り，被害の形態は大きく異なっていた。アカマツ・クロマツの個体サイズ構成がほぼ同

様であるこの 2 調査区においてこのような大きな違いを個体サイズだけで説明するこ

とは困難である。したがって，この被害形態の差は個体サイズ以外の要素が大きく影響

していると考えられる。 

 

1.1.4.3 アカマツ・クロマツの根返り被害と地下水位 

倒伏区，横断区の根返り木では垂下根が認められないものが多く，垂下根が認められ

た場合でも深さ 1m に満たないものが多く存在した。この様な根系の状態は小田（1979）

が指摘している過湿な条件下におけるクロマツの根系と同様の形態であった。 

また，今回の津波を受けた東北地方の海岸砂丘地におけるクロマツ林では，各地で大

径クロマツの根返りが報告されている（田村ら 2011；菊池ら 2011；山中ら 2012；

寺本ら 2012）。これらの報告ではいずれもこの原因を地下水位が高く，クロマツの垂

下根の成長が阻害されていることであると指摘している。これらのことから，倒伏区，

横断区における根返り木は地下水位の高いことによるアカマツ・クロマツの垂下根の成

長阻害が大きな原因であると考えられる。 

 これに対し，残存区では根返り木が少なく，根系の状態から地下水位を推定すること

はできなかった。しかし，海岸に近いほぼ平坦地において他の調査区と近接しているこ

とから，地下水位は残存区でも倒伏区や横断区とほぼ同様であったと考えられる。残存

区は倒伏区と比較して地盤高が 1.5 m 高いことから，地下水位が同様であれば垂下根の

生育可能な範囲は残存区の方が広くなると言える。このため，残存区では根系の支持力

が倒伏区と比較して大きいと考えられ，このことが根返り被害の少なかった大きな要因

であると考えられる。 

 

1.1.4.4 地盤高がアカマツ・クロマツの被害に及ぼす影響 

今回の津波は T.P.+ 4.5 m の貞山堀の堤防を越流して本調査林に侵入している。津波

の影響を最初に受ける太平洋側林縁部では，残存区の地盤高が約 T.P.+ 2.0 m であった

のに対し，倒伏区では約 T.P.+ 0.5 m と残存区と比較して地盤高が 1.5 m 低かった。し

たがって，前述したとおり胸高直径が両調査区ともほぼ同様であったと推察されること

から，アカマツ・クロマツ 1 本当たりの津波の波力を受ける投影面積は残存区よりも倒

伏区の方が増加したと考えられる。このことが残存区と比較して倒伏区で根返りなどの
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被害が大きかった要因の一つであると考えられる。 

 また，残存区では林縁部において倒伏せずに直立したままの個体が多く認められた。

これらは津波の抵抗となるため津波の流勢を緩和する効果（首藤 1985）があったと考

えられる。このことも，残存区のアカマツ･クロマツが倒伏を免れた要因であると考えら

れる。 

 

1.1.4.5 まとめ 

今回の調査で地盤高が低く，地下水位が高いとアカマツ・クロマツの垂下根の成長が

悪く，津波が侵入してきた時には倒伏する可能性が高いことが明らかになった。また，

地盤高が低い場合，津波の最大浸水深が高くなるため，津波の波力を受ける投影面積が

増加して根返り木を増加させる可能性があることも明らかになった。これらのことから，

津波に強い海岸林を造成するためには地盤高を高くすることが重要であると言える。こ

の方法として海岸林構成木の生育可能な材料による盛土が有効な手段であると考えられ

る。とくに，地盤高が T.P.+ 1.0 m に満たない海岸砂丘地では盛土による地盤高のかさ

上げの必要性が高いと言える。そして，津波の影響を初めに受ける海岸林の林縁部にお

いては地下水面と地表面の差が 2 m 程度あれば林縁部の立木の倒伏が軽減され，林帯内

の樹幹の折損や倒伏が軽減されると考えられる。 
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1.2 防潮堤が海岸クロマツ林の被害に与える影響 

 

1.2.1 はじめに 

海岸林は防風，飛砂防止といった機能を果たし，地域住民の生活環境を永い間守り続

けてきた。このため，海岸林の造成や管理が永続的に実施され，松くい虫被害などによ

って海岸林が荒廃した場合でも治山事業などによって再生が図られてきた（橋岡 

1992）。 

2011 年 3 月 11 日に発生した平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による津

波は，東北地方を中心に海岸林に大きな被害をもたらした。我が国の津波による海岸林

の被害は過去にも報告されているが（四手井 1948；村井 1983），今回の津波のよう

に広範かつ大規模な被害については報告が見当たらない。また，今回の津波と同様に海

岸林に大きな被害をもたらした 2004 年のインド洋大津波では，海岸林の被害状況が詳

細に報告されている（田中・佐々木 2005；Hayashida et al. 2009；Okada et al. 

2009）。これらの知見には今回の津波による海岸林被害と共通する要素もあるものの，

海岸林の構成種や地形などの環境条件に相違点も多い。 

今回被害を受けた海岸林は早期に再生させる必要があるが，今後は津波に対してより

強い海岸林の整備が求められている。津波から海岸林を保全する手段として防潮堤の施

工は有効な手段と指摘されているが（四手井 1948），今回の津波では防潮堤後背の海

岸林であっても大きな被害を受けた。したがって，今回の津波における防潮堤の効果や

その後背の海岸林の被害状況を把握し，海岸林整備の方法や防潮堤などの土木構造物の

施工における問題点や改善すべき点を明らかにすることは，被災地の海岸林再生や新規

の海岸林造成に必要不可欠と言える。 

そこで，本節では仙台市若林区井土地区の若齢クロマツ林に着目し，防潮堤の有無に

よる海岸林被害の相異について調査し，今回の津波に対する防潮堤の効果について検討

した。 

 

1.2.2 調査地および調査方法 

1.2.2.1 調査地 

宮城県仙台市若林区井土地区に

おいて，太平洋と貞山堀に挟まれ

た約 300 m の区間に存在するク

ロマツ林を調査対象とした（図

1-14，1-15）。本調査対象林は砂

丘未熟土に人工造林されたクロマ

ツ林で，クロマツ以外の樹種は少

数のニセアカシア以外ほとんど見

られなかった。また，クロマツの

大部分は個体サイズがほぼ同一で

あった（約 15 年生）ものの，貞

山堀付近の一部には大径のクロマ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-14 調査地 
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ツが生育していた。 

本調査対象林の汀線側に

は T.P.+4 m の防潮堤が設

置されていた。一方，調査

対象林の内陸端から貞山掘

の区間は井土浦に連なる後

背湿地帯となっていた。調

査地の地盤高は T.P.+0.3 

～2.8 m であった。 

なお，図 1-14 の背景地図

等データは、国土地理院の

電子国土 Web システムか

ら提供されたものである 

 

1.2.2.2 調査区の設定 

防潮堤の後背地（以下「有

堤区」とする），防潮堤が存

在しない部分（以下「無堤

区」とする），両者の中間部

（以下「中間区」とする）

の 3 区域に調査区を設置し

た（図 1-16～1-19）。調査

はベルトトランセクト法に

よって行い，調査区の大き

さは汀線側からクロマツ林

の内陸側の林縁部まで 3 調

査区とも約 250 m，幅は 4 

m とした。なお，調査区の

基点は無堤区と中間区は汀

線とした。また，有堤区では防潮堤が今回の地震によって一部沈下していることや，防

潮堤の海側に波消ブロックが設置されていたため基点を防潮堤とした。調査区の長辺は

汀線と直交するように設置し，互いに平行になるようにした。 

 

1.2.2.3 調査項目 

2011 年 9 月 5～8 日，クロマツの被害形態，樹高，胸高直径，枝下高を調査した。

被害形態は主幹や根元が折損している幹折れ，根返り，立ち枯れ，生存に区分した。な

お，樹木が傾く場合は根返りか根元折れに起因するが，堆砂のために両者を判別するこ

とが困難である場合には被害形態を「傾き」とした。 

被害前の立木密度は Google Earth の画像を判読して算出した。また，被害後の密度

は調査対象林の海側で表土ごと流出してしまった部分や，被災前から無立木地となって

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-15 調査林分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-16 調査区の設置状況 
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いた部分があるため， クロマツ

が残存していた区域の面積に対

するクロマツの残存本数とした。 

なお，本節では調査区内の上

層，亜高木層を形成していたク

ロマツのみを調査対象とし，林

床に生育しているクロマツの稚

幼樹および広葉樹は調査から除

外した。 

また，各調査区の基点から内

陸端まで現地盤高を測量した。

その後，1 調査区当たり 5～10 

か所程度津波で堆積した土砂厚

を測定して元地盤高を算出した。 

 

1.2.3 結果 

樹幹の先端が流出した個体が

多くて樹高の計測が困難であっ

た汀線付近および大径木が散在

している貞山堀付近を除いた各

調査区における主要構成木の状

況を表 1-3 に示した。各調査区

とも胸高直径 9～11 ㎝，樹高 5

～7 m，形状比 63～79 と同様

の値を示した。地盤測量や被害

調査時に貞山堀付近や調査区周

辺に散在する大径木において測

定した痕跡から，各調査区の津

波の最大浸水高は T.P.+7.2～

9.2 m，地盤からの最大浸水深

は 5.7～7.0 m であった。したが

って，今回の津波では本調査林

分の主要構成木の樹高とほぼ同

様，あるいは樹高よりも 2 m 程

度高い位置まで浸水していた。 

 

1.2.3.1 防潮堤の効果 

1.2.3.1.1 クロマツの流出に及ぼす影響 

 被災前と被災後のクロマツの状況を表 1-4，図 1-20 に示した。被災前のクロマツの密

度は 2100～2400 本/㏊であった。これに対し，被災後のクロマツの残存密度は 920～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-17 調査区の概況（有堤区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-18 調査区の概況（中間区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-19 調査区の概況（無堤区） 

 

 

図 2-16 調査区の設置状況 
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1260 本/ha であり，被災前から 840

～1410 本/ha 減少していた。また，

根鉢の流出数を明確にすることはで

きなかったものの，現地調査では根

鉢が流出したとみられるすり鉢状の

痕跡が観察された（図 1-21）。 

立木の減少本数は有堤区で最も少

なく，中間区と無堤区はほぼ同数で

あった。また，被災前の立木本数に

対する減少数の比率である減少率も

有堤区で 40.0 ％と他の 2 調査区が

57.5，60.5 ％であることと比較して

低かった。 

また，有堤区を含め，今回設定した 3 調査区内のクロマツのほとんどの個体は傾斜あ

るいは倒伏していた。そして，それらの先端はいずれも西北西方向を向いていた（図 1-17

～1-19）。 

 

1.2.3.1.2 防潮堤後背の表土の侵食 

 図 1-22 に調査地基点からの距離と被害別胸高直径の関係を示した。各調査区におい

   表 1-3 主要構成木の状況     表 1-4 被災前と被災後のクロマツの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-20 被災前（2008 年：左）と被災後（右）の状況（Google Earth） 

調査区

有堤区 9.3 6.5 2.8 75.7
(4.0) (1.8) (1.4) (28.0)

中間区 10.8 4.6 1.4 62.9
(5.4) (2.6) (1.0) (37.0)

無堤区 9.7 6.5 3.1 79.3
(5.2) (3.1) (2.2) (23.1)

（　　）内は標準偏差

胸高直径
(㎝)

樹高
(m)

枝下高
(m)

形状比

調査区 被災前 被災後 減少数

有堤区 2100 1260 840 40.0

中間区 2400 1020 1380 57.5

無堤区 2330 920 1410 60.5

本数(本/ha) 減少率
（％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-21 根鉢が流出した痕跡 
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て，最も汀線側に出現したクロマツの位置は有堤区が基点から 30 mと最も汀線に近く，

中間区，無堤区は両者ともほぼ 60 m であった。しかし，被災前から中間区と無堤区に

は海岸林と汀線の間に無立木地が存在しており（図 1-20），最も汀線側に存在するクロ

マツの位置は被災の前後でほぼ同じであった。一方，有堤区では防潮堤付近にも生育し

ていたクロマツが表土ごと約 30 m にわたり流失していた。 

 

1.2.3.1.3 クロマツの枯死や被害の形態に及ぼす影響 

各調査区で確認された流木を除く全個体の被害状況を表 1-5 に示した。防潮堤の有無

に関わらず，いずれの調査区でも 90 ％以上の個体が枯死していた。表 1-6 に調査区別

の被害形態の割合を示した。被災前と同様に直立したままの個体は，いずれの調査区で

も 12～13 ％と少数であった。一方，有堤区と無堤区ではそれぞれ半数の個体が幹折れ

し，いずれの調査区でも 10 ％程度は根返りが確認された。傾きとした個体も 35～61 ％

発生した。図 1-23 に被害形態別の平均胸高直径を示した。幹折れ，根返り，傾きに分

類される個体の平均胸高直径分布は調査区による違いは認められなかった。一方，立ち

枯れや生存に分類される個体はいずれの調査区でも 5 本程度と少なく，平均胸高直径は

調査区によってばらつきがみられた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-22 基点からの距離と被害別胸高直径の関係 
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表 1-5 調査区別の被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-6 調査区別の被害形態の割合（%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-23 被害形態別の平均胸高直径 

（誤差線は標準偏差） 
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平
均
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高
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径

(
c
ｍ

)

調査区

幹折れ

根返り

傾き

立ち枯れ

生存

調査区
面積
(㏊)

有堤区 0.10 124 1260 3 121

中間区 0.08 79 1020 6 73

無堤区 0.08 70 920 4 66

98

92

94

被害状況

本数
(本)

密度
(本/㏊)

生存木
(本)

枯死木
(本)

枯死率
(％)

調査区 幹折れ 根返り 傾き 立ち枯れ 生存

有堤区 48 11 35 7 5

中間区 26 10 61 4 9

無堤区 46 13 35 6 6

直立した状態
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1.2.3.2 根系が根返りに及ぼす影響 

 今回の調査ではいずれの調査区においても調査対象とした個体の中でも，より大径の

ものに根返り木が多かった（図 1-23）。本調査林の主要構成木の平均胸高直径が約 10 ㎝ 

であるのに対し，根返り木の平均胸高直径は 15～18 ㎝であった。表 1-7 に根返り木の

根系の状態を示した。いずれの調査区においても，ほとんどの個体が垂下根を欠いてお

り，根系の深さも 1 m を超えるものは確認できなかった（図 1-24）。 

 

1.2.3.3 林帯幅の影響 

今回の調査ではいずれの調査区でも基点からの距離によって被害が軽くなることはな

く，林帯幅によって波力が減殺される実態は捉えられなかった（図 1-22）。 

 

表 1-7 根返り木の根系の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-24 垂下根を欠いた根返り木の根系 

調査区 有り 無し 不明 平均 最大

有堤区 2 12 0 10 0.55 0.90

中間区 1 1 5 2 0.75 0.80

無堤区 0 8 1 6 0.77 0.90

深さ(m)

根系の深さ直根の存在
(個体数) 調査数

(本)
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1.2.4 考察 

1.2.4.1 防潮堤の効果 

小田（1992）はある林分の立木密度と，その林分と同胸高直径を持つ林分が保ち得る

最多密度との比率である相対密度について，クロマツ樹冠が閉鎖を開始するのは相対密

度 50～55 ％前後であり，胸高直径 9～12 ㎝の場合，この密度は 2000 本/㏊前後とし

ている。本調査林分は被災前の Google Earth で取得した画像で明らかなように，被災

前にはほぼ閉鎖状態にあったと考えられる（図 1-20）。したがって，画像判読から得た

数値は被災前の密度とほぼ同様の数値であったと考えられる。 

今回の調査でいずれの調査区でも被災前と比較して立木本数が減少しているが，現地

調査で根鉢が流出したと考えられるすり鉢状の痕跡が観察されたことから，この立木本

数の減少は津波による流出であると考えられる。 

有堤区では被害後のクロマツの密度が他の 2 調査区と比較して最も高く，立木の減少

率，つまり津波による流出率は最も低かった。 

これには次のことが考えられる。すなわち，津波が防潮堤を越流して堤防後背の地表

面に落下する時には，ウォータークッション作用によって津波のエネルギーが損失する

ことが知られている（村上ら 1988；見附ら 1984）。また，津波が防潮堤を越流し，

水中に没した後も倒壊しない限り防潮堤は流水中で津波に対する抵抗物となる。これら

によって津波の波力が減衰されたためであると考えられる。 

 また，クロマツ樹幹の傾斜方向から，陸上に遡上した津波は各調査地の東南東方向か

ら西北西方向に向かって，つまり汀線と直交する方向で直線的に流動していったと考え

られる。したがって，防潮堤に近い中間区においても無堤区と同様に，津波の流動方向

に防潮堤は存在せず，調査区内を流動した津波は防潮堤の影響を受けていなかったと考

えられる（図 1-16）。このことが，両調査区の流出本数や流出率がほぼ同じで，しかも

有堤区よりも値が大きくなった理由であると考えられる。 

海岸林は津波の波力を減衰させる効果がある一方，海岸林を構成する木本が流亡する

と，津波被害を拡大する危険性がある（首藤 1992）と言われている。今回，防潮堤に

よってクロマツの流出が減少したと考えられるが，防潮堤を越流するような津波であっ

ても，後背地の津波被害の軽減に防潮堤が一定の役割を果たしたと言える。 

ただし，堤防後背では防潮堤を越流した津波が，地表面に落下したときに発生した衝撃

越流波圧（水谷・今井 2002）によって，局所的な表土侵食が引き起こされたと考えら

れる。この局所的な流木発生については今後その対策を検討していく必要がある。 

 一方，クロマツの枯死状況や被害の形態からは防潮堤による被害の軽減効果は認めら

れなかった。これは，防潮堤による波力の減殺効果と比較して今回の津波の波力が大き

く上回っていたため，クロマツの枯死状況や被害の形態に防潮堤の有無による差が出な

かったと考えられる。 

 

1.2.4.2 根系が根返りに及ぼす影響 

クロマツの根系は一般に深根性で，大径の垂下根を発生させることが知られている（苅

住 1979）。したがって，地上部の成長に伴い，垂下根も発達するため，大径になるほ

ど樹体の支持力は増すと考えられる。ところが，今回の調査ではいずれの調査区でも調
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査対象木のうち，より大径のものが根返りしていた。 

 小田（1979）は地下水位が高く，過湿な条件ではクロマツの垂下根は発達せず，比較

的太めの水平根が地下 30 cm 深まで発達し，扁平な根系を形成するとしている。今回の

調査における根返り木の根系は，小田が報告している過湿型の根系とほぼ同様の形態で

あった（図 1-11）。また，地下水位が高い砂丘地のクロマツ林では集団枯損の発生（小

田 2001）や成長不良（川名 1966）となることが報告されている。本調査地は貞山堀

および井土浦という湿地に近接していることや，地盤高が T.P.+2 m 程度と低いこと（図

1-17～1-19）から地下水位が高いと推察されるが，このことが垂下根の形成を阻害した

と考えられる。 

 田中・佐々木（2006）は 2004 年 12 月 26 日に発生したインド洋大津波で被害を受

けたスリランカ南部の海岸林を調査し，同一樹種であれば胸高直径が大きくなるほど破

壊モーメントも大きくなるため，樹幹が折損し難くなることを示している。したがって，

大径のクロマツのうち垂下根の発達が不良であったものは樹幹が折損する前に，根系が

樹体支持力を失ったと考えられる。なお，この様な現象は過去の津波被害においても指

摘されている（四手井・渡邊 1948）。また，今回の津波でも同じ宮城県内の海岸クロ

マツ林において報告されている（田村ら 2011；菊池ら 2011）。 

 

1.2.4.3 林帯幅が波力の減殺に与える影響 

Harada and Kawata（2004）は今回の調査対象林と同様の樹高 10 m，林帯幅 200 m

の防潮林について，津波に及ぼす影響を数値シミュレーションで解析している。そして，

本調査地の被災前の立木密度と同じ 2000～2500 本/ha の場合，浸水被害に関係する浸

水深を 5～6 割に，流体力による被害に関係する流速は 4～6 割に低下させることを示

している。つまり，このシミュレーションと同じ波高が 3 m 程度の津波であれば，本調

査林では浸水深や流速が低下するため，津波の被害が軽減されると考えられる（原田 

2003）。 

ところが，いずれの調査区でも被害の形態は個体サイズが同じであれば調査区の汀線

側と内陸側でほぼ同様であった。したがって，今回の津波は波力が大きかったため，被

害の形態からは林帯の汀線側と内陸側でほぼ同じ波力であったと推察され，林帯によっ

てそこを通過する津波の波力が減殺される効果は認められなかった。 

 海岸林地帯は農業，工業，公園など多用途に利用されてきた（河合 1992）ため，現

在ある海岸林の林帯幅をこれ以上拡大することは困難な場合が多いと考えられる。した

がって，今回の津波の様な大きな津波の被害を軽減するためには，現在ある林帯幅を可

能な限り維持すると供に，海岸林を構成する樹木の津波に対する耐性を高める必要があ

ると考えられる。 

 

1.2.4.4 まとめ 

今回の津波では防潮堤後背で局所的な洗掘が発生し，この部分に流木の発生が集中し

ていたが，林帯全域の流木本数は減少していた。このため，本調査地においては防潮堤

が流木の発生を抑制する効果があったといえる。しかし，防潮堤後背の林帯幅が狭い場

合，洗掘が局所的であったとしても表土ごと流出してしまえば，防潮堤が無い場合より
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流木が増加する可能性がある。これらのことから，防潮堤による津波被害の軽減効果は

林帯幅など後背の海岸林の条件によって変化すると考えられる。 

本調査林ではクロマツが折損被害を免れる強度を持つに至らない（首藤 1985）若齢

段階のものが主要な構成木であったことが示された。成長し，大径になるほど折損被害

を免れる強度が増していくことから，日頃から密度管理を適切に実施して肥大成長を促

進することが重要である。 

また，今回の調査地においては根系の発達が悪かったことが明らかになった。これに

対し，盛土は地下水の影響を受けない土層厚を厚くする（小田 2000）ことから，根系

の発達を促す手段として有効であると考えられる。 
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Ⅱ 低標高帯において発生した冠雪害によるスギ人工林の被害 

 

2.1 気象条件と過去の被害履歴が被害の地理的分布に与える影響 

2.1.1 はじめに 

 2009 年 1 月 9～10 日に島根県東部地方では大雪となり，出雲市佐田町，飯石郡飯南

町など 3 市 2 町でスギ林を中心に雪害が発生した。これまで，本県においても雪害は

度々発生している（鈴木ら 2009）。被害の大きかった 1978 年（昭和 53 年）１ 月の

雪害（以下「53 雪害」と略記）では県東部の比較的標高の高い山間部や三瓶山周辺で

多くの被害が発生しており，被害の状況が詳細に報告されている（二見・梶谷 1981；

石井ら 1982a）。そして，これらの地域の大部分は豪雪地帯対策特別措置法によって豪

雪地帯などに指定され，林業分野においても雪害の防除や生産条件の整備について基本

的な計画を樹立するよう定められている。そして，雪害防除のための方針（島根県林業

課ほか 1970）も示されている。 

一方，今回被害が多発した地域の大部分は豪雪地帯に指定されておらず，過去に発生

した雪害の報告も見られない。したがって，今回の被害は雪害への対策や認識が十分備

わっているとは言えない地域で多くの被害が発生していることになる。 

このため，今後これらの地域においても雪害への対策が必要であるが，そのためには

今回の雪害の被害状況や発生要因を明らかにしておくことが重要である。そこで，本節

今回発生した雪害の被害林分布および気象要因について解析を行った。 

 

2.1.2 調査方法 

2.1.2.１ 気象の状況 

 雪害が発生した時間帯の気象状況については，被害が発生した地域周辺の松江気象台

観測所を標高 100 ｍ未満の平野部，標高 300 ｍ以上の山間部，その中間の中間部，の

3 区域に区分し（表 2-1），1 時間おきの観測値（気象庁 HP）の平均を区域ごとに算出

して解析した。 

 

2.1.2.2 被害の状況 

 2009 年 1 月 9～10 日にかけて本県東部の雲南地域（図 2-1）で発生した雪害につい

て，被害位置，被害面積，樹種，林齢などについて解析した。なお，今回の雪害の被害

状況については林野庁長官通知「森林被害報告について」（林野庁 1978）で定める調

査基準に基づき，各市町及び県の出先機関が調査を行っている。本節では松江市，安来

市，出雲市，雲南市，奥出雲町，飯南町および島根県庁から提供を受けた 2010 年 6 月

23 日現在の調査データを基に被害状況を解析した。なお，被害の区域面積は森林被害

報告年報記載の手引き（森林保険協会 2010）に準じて，1 林分内に発生した被害木の

外縁を結ぶ区域の面積とした。そして，本論文で被害面積とは，この被害の区域面積に

区域内の被害率を乗じた値とした。 
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表 2-1 気象データ解析に使用した観測所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 島根県東部雲南地域 

位置 観測所名 所在地 気温 降水量 降雪量 風速

平野部 斐川 簸川郡斐川町大字沖洲字反 2 ○ ○ ○

鹿島 松江市鹿島町北講武 5 ○ ○ ○

松江 松江市西津田 17 ○ ○ ○ ○

出雲 出雲市芦渡町 20 ○ ○ ○

伯太 安来市伯太町母里 23 ○

大田 大田市大田町大田 30 ○ ○ ○

大東 雲南市大東町下阿用 56 ○

中間部 佐田 出雲市佐田町大呂 100 ○

川本 邑智郡川本町川本 132 ○ ○ ○

掛合 雲南市掛合町掛合 215 ○ ○ ○

山間部 瑞穂 邑智郡邑南町淀原 327 ○ ○ ○ ○

横田 仁多郡奥出雲町稲原 369 ○ ○ ○ ○

赤名 飯石郡飯南町下赤名 444 ○ ○ ○ ○

標高 観測項目
(m)
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2.1.3 結果 

2.1.3.1 気象の状況 

 9 日から発達中の低気圧が北日本の東海上を北上し，北日本や北陸～西日本の日本海

側を中心に風雪が強まった（気象庁 2009）。島根県でも 9 日夕方から山地を中心に大

雪となった（松江気象台 2009）。図 2-2 に 9 日 18 時～10 日 6 時までの気温，降水

量，風速を示す。山間部の平均気温は 9 日 23 時以降にプラス域からマイナス域へ低下

したが，最低でも－1.6 ℃に留まった。中間部では氷点下に下がることはなかったもの

の，10 日になってからは 0～1 ℃付近で推移した。1 時間降水量は，平野部と山間部

では最も多い時間帯で約４ mm/時間であったのに対し，中間部では 10 日１ 時に 7.5 

mm/時間を記録し，平野部と山間部の約 2 倍の降水を記録した。また，降水は 9 日 23 時

頃から翌朝 6 時頃まで断続的に記録され，この間の平野部，中間部，山間部の積算降水

量はそれぞれ 20.9 mm，25.2 mm，21.3 mm と急増した。風速は中間部，山間部はこの

間ほぼ 2 m/s 以下であったのに対し，平野部では 3～8 m/s と他の地域と比較して強い風

が記録された。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 2009 年 1 月 9 日 18 時から 10 日 6 時までの気象条件 
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2.1.3.2 被害の状況 

表 2-2，図 2-3 に被害林分の分布を示す。被害は合計 356 林分，194 ha が報告さ

れ，中国山地と海岸部との中間付近に集中して分布した。とくに出雲市佐田町では全被

害面積の 52 %が集中していた。この他，雲南市大東町，旧出雲市といった比較的標高が

低い地域でも 10～20 %の被害が認められた。図 2-4 に旧市町村ごとのスギ林面積と被

害面積の関係を示す。出雲市佐田町のスギ林面積は約 1800 ha と被害報告のあった市町

村のほぼ中位に位置するものの，被害面積は約 100 ha と他市町村よりも突出して多か

った。他の市町村の被害面積はスギ林面積に関わらず，出雲市佐田町の半分にも満たな

かった。図 2-5 に被害面積の標高分布を示す。中間部や山間部の比較的標高の低い地域

にあたる標高 450 m 以下の地域に被害が集中しており，被害林分の 95 %を占めた。図

2-6 に被害林分の樹種構成を示す。スギ林は被害報告のあった被害林分の 96 %を占めた。

これに対し，ヒノキ林で 2 %，スギ・ヒノキ混交林で 1 %となり今回の雪害はスギ林に

対して大きな被害をもたらしたことが分かる。図 2-7 に被害林分の齢級構成を示す。こ

の地域のスギ林は 7～10 齢級がピークとなっているが，被害はこれよりも低い 5～7 齢

級に集中し，全体の約 80 %を占めた。とくに，6 齢級の被害林分が最も多く，全体の

57 %を占めた。 

 

  

表 2-2 被害林分の標高分布（被害面積：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町名 0～50 ～100 ～150 ～200 ～250 ～300 ～350 ～400 ～450 ～500 ～550 ～600 ～650 計 

松江市八雲町 0.03 0.03

出雲市 0.12 13.02 0.60 1.72 3.05 18.51

出雲市佐田町 1.78 3.16 18.69 21.51 21.66 18.34 11.66 0.93 2.40 100.13

出雲市多伎町 0.26 0.65 0.91

安来市広瀬町 0.04 0.20 0.24

雲南市掛合町 0.34 0.06 0.36 0.15 0.08 0.99

雲南市吉田町 0.23 0.18 0.32 0.11 0.69 0.57 0.15 0.09 2.34

雲南市三刀屋町 1.10 1.20 0.77 0.72 0.53 1.67 5.99

雲南市大東町 4.20 5.19 11.66 3.66 2.98 5.70 2.50 5.10 40.99

雲南市木次町 0.72 0.50 0.78 1.24 0.76 4.00

奥出雲町 0.30 0.60 0.90 1.80

飯南町 1.54 0.37 8.11 6.90 0.03 0.35 0.84 0.03 18.16

計  Total 0.12 21.09 11.29 35.26 32.49 28.25 34.54 21.21 6.23 2.75 0.84 0.03 194.09

標高（ｍ）
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図 2-3 被害林の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 旧市町村ごとのスギ林面積と被害面積の関係 
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図 2-5 被害面積の標高分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 被害林分の樹種構成 
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2.1.4 考察 

降雪環境としては比較的気温が高い時は湿雪となり，雪相互の付着性が高まる（荒木 

1995）ため，3～－3 ℃では冠雪が発達し易いと指摘されている（佐伯ら 1965）。ま

た，気温がプラス域からマイナス域へ移行する場合は雨やミゾレが雪に変化するが，雨

やミゾレで濡れた樹体には雪が付着しやすいことも指摘されている（荒木 1995）。今

回雪害が発生した時間帯における中間部および山間部の気温は，これらの条件と一致す

ることから着雪や冠雪が発生しやすい状況になっていたと考えられる。この様な気温の

条件において連続して降水が観測されたため，冠雪が発達したと考えられる。とくに中

間部においては時間降水量が平野部，山間部と比較して多くなる時間帯があり，冠雪量

が増加したと推察される。この時中間部で記録された積算降水量は渡辺・大関（1981）

の指摘する冠雪量が最大になる条件，日雨量換算で 20～30 ㎜を大きく超えていた。ま

た，風速 3 m/s 以下の無風～微風状態は風速における雪害が発生し易い一般的な条件で

あるとされている（高橋 1952；藤森 1981；石川 1984）。今回被害の大きかった中

間部，山間部も同様の風速を示しており，このことも冠雪量増加に影響していると考え

られる。以上のことから，今回の雪害における気温，降水，風速といった気象要因はい

ずれも冠雪量を増加させる条件に合致していたといえる。 

53 雪害では標高 300～500 m の地域に被害の 83 %が集中していたが（二見・梶谷 

1981），今回の雪害はこれよりも低い標高 200～400 m の地域に被害が集中した。今回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 斐伊川流域におけるスギ林及び被害林分の齢級構成 
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の雪害の様に一定の標高帯に被害が集中する現象は，高橋（1977）が気象条件の共通す

る標高差 100～200 m の範囲に雪害被害地が集中すると指摘していることと同様である。

今回の雪害ではこの標高帯付近の降水が他の標高帯と比較して多く観測されていること

から，このことがこの標高帯への被害の集中に影響していると考えられる。また，各地

で比較的標高の低い地域においても雪害が報告されている（井上ら 1958；松田 

1982；新井ら 1986）。これは標高が高い地域など平年多雪な地域では雪害を受けやす

い個体の多くが淘汰されるため，残存している個体は雪害に強い性質を有するようにな

ると考えられている（高橋 1975）。その一方，平年寡雪な地域では雪害による淘汰が

働かず，まれに発生する大量の湿雪によって一挙に被害が発生する（高橋 1977）と考

えられるからである。出雲市佐田町をはじめ，今回の雪害で被害の大きかった地域は比

較的標高が低く，過去に大きな雪害の報告がみられない。このため，雪害による淘汰が

これまで強く作用していないと推察される。このことも，この地域に被害が集中した要

因であると考えられる。このように，今回被害の大きかった地域は気象条件，雪害によ

る淘汰が作用していないという二つの要因が重なっていたと考えられる。このことも被

害が拡大した原因であると推察される。 

針葉樹，とりわけスギは雪害に弱いと指摘されている（石川ら 1987）が，今回の雪

害ではこの指摘どおりスギ林に被害が集中した。53 雪害においてもスギ林が大きな被

害を受けているが，この時はスギ林面積がヒノキ林と比較して大きかったことが大きな

要因であった（二見・梶谷 1981）。一方，今回の雪害ではスギ林とヒノキ林は同様の

面積および齢級構成となっている（島根県 2009）のにも関わらず，被害がスギ林に集

中していた。したがって，スギ林に被害が集中したことは今回の雪害の大きな特徴であ

るといえる。また，最も雪害を受けやすいのは 10～30 年生の林分と指摘されている（高

橋 1977）が，今回被害を受けたスギ林の林齢もほぼこの林齢帯に集中していた。 

今回の被害は気象条件，樹種および林齢といった条件が，従来から雪害の危険性を指

摘されている状態と一致した。このため，今回の被害は言わば「典型的」な雪害であり，

雪害対策（松田 2003；井上 1958；小野寺 1990；須藤 1992）が十分機能してい

なかった可能性がある。このことも被害を助長した可能性があるため，今回の被害地域

でどのような雪害対策が実施されていたのか検証しておく必要がある。 
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2.2 林況と個体サイズが被害形態に与える影響 

 

2.2.1 はじめに 

 前節で記載したように島根県東部地方の標高 200～400 m 付近では，2009 年 1 月 9 

～10 日にスギ人工林を中心に約 200 ha に及ぶ雪害が発生した（山中 2012）。雪害は

主要な森林被害の一つつであるため，雪害回避・軽減技術を確立することは，林業経営

や森林管理の面から重要である。そして，これらの技術を確立するためには，雪害の発

生要因を把握することが必要である。 

雪害の実態や発生要因は各地で報告されているが（Fujimori et al. 1987；國崎 

2005），雪害の発生には気象や地形といった要因が影響しているため，雪害発生地域は

ある範囲に限られると指摘されている（高橋 1977）。このため，気象条件や地形が類

似している地域ごとに雪害の発生要因を把握することが必要である。本県においては

1978 年（昭和 53 年）1 月にも雪害（以下「53 雪害」と略記）で多くの被害が発生し，

発生時の気象条件や被害を受けた個体の樹形が報告されている（二見・梶谷 1981；石

井ら 1982a）。ところが，53 雪害は標高 400～500 m 付近に被害が集中し，スギの幼

齢林とヒノキ林にも被害が発生している（石井ら 1981）のに対して，今回の雪害は標

高 200～400 m 付近で，5～7 齢級のスギ人工林に被害が集中している（山中 2012）

といったように，被害の相違点も多い。 

また，被害を受けた林木の直径や樹高といった樹形が雪害の発生に影響を与える場合

もあるが（高橋 1977），今回の雪害で樹形と被害形態との関連を分析した報告は見ら

れない。本節では本地域における雪害回避・軽減方法確立に向け，被害林の状況や，被

害木の樹形，被害形態を明らかにすることを目的とした。 

 

2.2.2 調査地および調査方法 

2009 年 5～7 月，被害が多発した島根県出雲市，雲南市，飯石郡飯南町内のスギ一

斉人工林 20 か所で調査を実施した（表 2-3）。 

いずれの調査区も 30 m×8 m の方形とし，調査地ごとに被害木と健全木との個体サイ

ズの比較ができるよう，区域内の被害木と健全木がほぼ同数となるように設置した。こ

の時，冠雪が周辺木と連続した団塊を形成して（石井ら 1982b）連鎖的に被害が発生

する現象は「共倒れ」などと言われる（藤森 1987）が，共倒れと推察される被害地は

調査対象から除外した。 

被害木は被害を表 2-4，写真 2-1 のとおりに区分した。幹折れ，幹割れについては発

生部位の地上高（以下，「元長」とする），発生部位から梢端部までの長さ（以下，「先長」

とする），発生部位の直径を測定した。また，幹割れは樹幹上下方向の割れ部の長さ（以

下，「割長」と略記）を計測した。 調査区域内に存在する被害木，健全木とも個体ごと

に樹高，枝下高，胸高直径を測定した。幹折れについては折損部の形状や梢端部の落下

位置から折損部上部と下部を特定し，元長と先長の合計を樹高とした。収量比数は北近

畿・中国地方 スギ林分密度管理図（林野庁監修 1980）の換算式を用いて平均樹高と

立木本数から算出した。 
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表 2-3 調査地の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-4 被害の形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1 幹割れ（左）と幹折れ（右） 

 

被害形態 状態

幹割れ 樹幹部が折損している

折損面に樹幹上下方向の裂けがある

幹折れ 樹幹部が折損している

折損面に樹幹上下方向の裂けが少ない

曲がり 樹幹が折損せずに曲がっているもの

アーチ曲がり 曲がりの程度が大きい

頂部が地上と接している

斜立 樹幹部に折損，曲がりが無い

地際部から樹幹が傾斜している

根返り 根系が浮き上がっている

樹幹が地上に接触している

調査地ID 林齢(yr.) 標高(m) 傾斜(°) 斜面方位

1 出雲市佐田町朝原 15 331 27 NE

2 出雲市佐田町須佐 18 252 34 W

3 雲南市木次町湯村 19 178 35 E

4 出雲市佐田町下橋波 19 232 31 E

5 飯石郡飯南町獅子 19 300  9 W

6 出雲市佐田町朝原 20 403 13 SE

7 出雲市佐田町朝原 22 405 22 N

8 雲南市掛合町掛合 23 262 37 SE

9 雲南市吉田町吉田 25 262 32 SE

10 出雲市佐田町吉野 27 311 41 N

11 出雲市佐田町大呂 29 309 42 NW

12 出雲市佐田町下橋波 30 244 36 NW

13 雲南市掛合町掛合 30 283 32 E

14 出雲市佐田町吉野 35 438 20 W

15 出雲市佐田町朝原 36 372 25 W

16 飯石郡飯南町八神 38 321 22 SE

17 飯石郡飯南町八神 40 286 44 NW

18 雲南市吉田町吉田 43 298 20 NW

19 出雲市佐田町大呂 47 295 31 SE

20 出雲市佐田町大呂 50 202  0 ―

調査地
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2.2.3 結果 

2.2.3.1 林況 

表 2-5 に調査林の林況を示した。また，調査区を設定した区域について，調査地内の

切り株の観察と森林 GIS の情報から間伐の状況について把握した。調査地 14 では雪害

を受ける直前に間伐が実施されていたが，これ以外は直近の間伐から 2 年程度は経過し

ていた。平均樹高は 11.7～27.2 m，平均胸高直径は 15.4～30.5 cm と合板材料，柱材と

いった利用がほぼ可能な状況にあった。立木密度（以下，「密度」と略記）625～2750 本

/ha であった。また，収量比数は 0.7～0.8 の調査地が約半数を占めたが，0.55 あるい

は 0.97 といった調査地も存在した。 

 

2.2.3.2 健全木と被害木の個体サイズ 

調査地ごとの健全木と被害木の個体サイズの関係を図 2-8～2-10 に示した。樹高，胸

高直径，形状比において，健全木と被害木に有意な差が認められた調査地はそれぞれ 12，

12，11 調査地であった（U 検定，p<0.05）。したがって，いずれの項目も半数以上の調

査地で健全木と被害木に有意な差が認められた。 

樹高で有意差が認められた調査地では，健全木の方が高い調査地と，被害木の方が高

い調査地はほぼ同数となり，健全木と被害木との間に関連は認められなかった。これに

対し，胸高直径は有意差が認められた 12 調査地すべてで，健全木よりも被害木の方が

2～6 cm 小さかった。調査地ごとの被害木と健全木の形状比は被害木で 72～89 となり，

表 2-5 調査地の林況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地ID

1 1667 10.6 2.6 15.6 0.57

2 2000 14.5 7.9 20.3 0.78

3 2667 13.9 6.3 16.4 0.86

4 1083 13.9 4.7 19.5 0.55

5 2125 12.9 3.9 17.5 0.74

6 2667 18.2 13.0 21.5 0.97

7 2750 11.7 6.5 15.4 0.78

8 2042 14.0 6.3 16.4 0.77

9 1583 15.5 8.7 19.6 0.74

10 1542 15.7 7.8 21.7 0.73

11 1042 17.7 9.0 23.8 0.66

12 1625 21.4 14.7 26.5 0.90

13 1333 18.6 10.4 24.7 0.77

14 750 21.7 12.0 29.4 0.65

15 1542 19.6 14.0 25.0 0.84

16 1042 21.6 12.6 27.4 0.76

17 1375 19.6 12.5 24.5 0.80

18 625 27.2 14.9 35.2 0.70

19 917 21.3 14.2 29.0 0.71

20 1000 22.7 13.9 30.5 0.77

密度
(本/ha)

平均樹高
(m)

平均枝下高
(m)

平均胸高直径
(cm)

収量比数
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健全木の 65～84 よりもやや高い値を示した。また，被害木と健全木の形状比に有意な

差が認められた 11 調査地のすべてにおいて，健全木よりも被害木の方の形状比が 5～

19 大きく，同一林分においては被害木の形状比が高い傾向が認められた。 

図 2-11 に全被害木の胸高直径分布を示した。胸高直径 12～24 cm の個体が全被害木

の 69 %を占めた一方，32 cm を超える被害木は全体の 3 %と少数に留まった。また，図

2-12 に全被害木の形状比分布を示した。形状比 70～85 の個体が全被害木の 50 %を占

めた一方，65 以下の被害木は全体の 5 %と少数であった。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 調査地ごとの健全木と被害木の平均樹高の関係。 

点線は健全木と被害木の同値を示す。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 調査地ごとの健全木と被害木の平均胸高直径の関係。 

点線は健全木と被害木の同値を示す。 
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図 2-10 調査地ごとの健全木と被害木の平均形状比の関係。 

点線は健全木と被害木の同値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 全被害木の胸高直径分布 
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2.2.3.3 被害形態 

調査区ごとの被害形態を図 2-13 に示した。ほとんどの調査地において最も多い被害

形態は幹割れであった。幹割れはすべての調査地において認められ，被害を受けた調査

木全体の 57 %を占めた。そして，これに次いで幹折れが全被害木の 20 %となった。こ

の両被害形態で全被害木の約 80 %を占めた。曲がりは約半数の調査地では発生が認めら

れなかったが，4～10 齢級まで齢級に関わりなく発生していた。曲がりの程度が大きい

アーチ曲がりは 5 齢級までの若い調査地に発生が集中しており，6 齢級以上の調査地で

は発生が認められなかった。これと同様に，根返りの発生も 6 齢級までの若い調査地に

限られ，7 齢級以上の調査地では発生していなかった。斜立が認められた調査地は最も

少なく，4 調査地に留まった。 

 

2.2.3.4 樹幹の折損と樹形の関係 

被害形態で多かった幹割れ，幹折れという樹幹が折損した被害について，折損部にお

ける直径を図 2-14  に示した。幹割れの折損部の直径は 9～18 cmが全体の 74 %を占め，

ピークは 12～15 cm であった。これに対し，幹折れの折損部の直径は 6～15 cm が全体

の 78 %を占め，ピークは 6～12 cm であった。両者とも折損部の直径は 10 cm 程度の範

囲に集中したが，幹割れの方が幹折れよりもより太い位置で折損が発生していた。 

幹割れ，幹折れ木における樹高に対する相対折損高を図 2-15 に示した。幹割れは樹

幹中央付近で発生しているのに対し，幹折れは樹幹中央よりも高い樹冠内部の梢端に近

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 全被害木の形状比分布 
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い位置で発生していた。幹割れの割長は平均 3.46 m で，最長で 13.1 m であった。樹高

に対する割長の割合は平均で 0.2 となり，最も割合が高いもので 0.67 であった。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 調査区ごとの被害形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-14 幹割れ，幹折れ木における折損部の直径 
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2.2.4 考察 

2.2.4.1 林況と雪害発生の関係 

間伐が遅れ，密度が高い過密林分では幹が細長で，根系の発達も悪く冠雪害や強風で

折損や倒木の被害を受けやすくなる（安藤 1992）。ところが，今回の調査では本県に

おける標準密度（島根県農林水産部森林整備課 2012）と比較して適正な密度の林分や，

密度の低い林分でも被害が確認された。 

 また，密度管理がいかに行われたかを示す指標として，収量比数がある（安藤 1968a）。

安藤（1968b）は間伐指針の例として密仕立て，中庸仕立て，疎仕立ての場合の標準的

な収量比数の目安を示している。これによると①密仕立ての場合は間伐前の収量比数を

0.9 ，間伐後は 0.8 を保つ，②中庸立ての場合は間伐前の収量比数を 0.8 ，間伐後は 0.7 

を保つ，③疎仕立ての場合は間伐前の収量比数を 0.7 ，間伐後は 0.6 を保つようにする

ことで本数間伐率が 30 %程度となり，無理なく間伐が実施できるとしている。今回の調

査では半数近くの調査地の収量比数が中庸仕立ての範囲に収まっていた。 

 以上のことから，今回の雪害は密度や収量比数と関わりなく被害が発生していると言

える。これは，被害の発生率には密度以外の地形や，その他の施業履歴といった条件が

影響している（広島県林業試験場育林部 1979）ため，同じ立木密度や収量比数であっ

てもこれらの条件によっては雪害への耐性に違いが生じることを示している。また，立

木の密度は雪害発生の要因となる樹冠の偏り（以下，「偏樹冠」とする）の発生に影響を

及ぼすことが指摘されており（高橋 1977；松田 1979），今回の調査で調査地やその

周辺で偏樹冠となっている個体が多く観察された。このことから，偏樹冠も今回の雪害

発生に影響を及ぼしていると考えられ，密度や収量比数と今回の雪害の発生と間に直接

的な関係性が見出せなかった理由の一つであると考えられる。今後，雪害発生の危険性

を予測するうえで，密度や収量比数と偏樹冠との関係を明らかにすることも課題である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 幹割れ，幹折れ木における相対折損高 
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と言える。 

 

2.2.4.2 被害木の個体サイズ 

 今回の調査で，胸高直径と形状比において健全木と被害木との間に有意な差が認めら

れた調査地では例外なく，被害木の方が胸高直径は小さく，形状比は大きかった。した

がって，各地の報告（山口ら 1982；池本 1976；杉山ら 1963）と同様に，同一林

分内では細長い樹形のものが被害を受けやすい傾向にあった。 

これに対し，調査地ごとに算出した被害木および健全木それぞれの平均値が，ある調

査地では健全木の値に，別の調査地では同じ値であっても被害木の値になるという現象

も見られた。つまり，同一林分内では細長いものが雪害を受け易いが，林分によって被

害が発生する胸高直径や形状比は異なると言うことができる。これは，間伐の遅れとい

った理由により個体サイズのばらつきが大きく，林分単位の平均値に主要構成木の状況

が反映され難いことが影響していると考えられる。したがって，雪害を回避することが

できる樹高，胸高直径，形状比を，本地域のスギ林において林分の平均値として設定す

ることは困難であると考えられる。 

 一方，今回の調査では胸高直径 32 cm 以上，形状比 65 以下の個体ではほとんど被害

を受けていなかった。これは，個体単位における雪害回避の目安になると考えられる。

したがって，密度管理図などに従って間伐を適期に行い，この様な樹形に早期に誘導す

ることが重要である。 

ただし，間伐が遅れた林分においては成長を回復させるのに必要な，光合成器官であ

る枝葉が枯れ上がっている個体が多く，間伐後に成長量を大きく回復させることは困難

であると考えられる。したがって，この様な林分においては間伐を実施しても林内のす

べての立木を，形状比 65 以下に誘導することは困難であると考えられる。このため，

間伐などに投資可能な，限りある経費を成長が見込めない個体に掛けることは，投資効

率が低いと言わざるを得ない。このため，この様な林分においては他の個体と比較して

成長が良く，枝葉の着生量の多い個体を将来収穫すべき個体（以下，「収穫予定木」とす

る）として定め，これら収穫予定木の枝葉を被陰する周辺木の伐採や，成長を大きく阻

害するツル性植物の除去といった作業を，収穫予定木に集中して実施することが効果的

であると考えられる。これによって，収穫予定木だけでも胸高直径 32 cm 以上，形状比

65 以下の雪害を受け難い樹形に誘導することが可能になると考えられる。この方法で

あれば林分全体の個体を対象として算出した平均胸高直径が小さい，あるいは平均形状

比が大きくとも，雪害を受ける可能性が低い収穫予定木が存在することで，最終的な収

穫への影響は最低限に抑えられると考えられる。とくに，今回の雪害を超えるような被

害が発生した場合であっても，雪害に強い収穫予定木の存在は，最終的な収穫を一定量

確保することができる点で気象害リスクの軽減になると考えられる。 

ただし，この様な収穫予定木に作業を集中させる施業方法を採用した場合でも，長期

的には密度管理図などに基づく適正密度や個体サイズに近づけていくことが必要である。 

 

2.2.4.3 被害の形態 

 小径木に幹曲がりが多く，大径木に幹の折損が多い傾向があることはこれまで多く報
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告されている（平川・中村 1985；広島県林業試験場育林部 1979；石井ら 1980）。

一方，径級の小さな個体においても曲がりが少なく，折損被害が多いという報告

（Fujimori et al. 1987）もみられ，気象条件や地形によって被害の形態に相違が見られ

る。今回の調査では幹折れや幹割れといった幹の折損被害を受けた個体が多く，齢級に

関わりなく発生していた。 

幹割れと幹折れを比較すると，幹割れの方は直径が大きい樹幹の低い部分で発生して

いた。これに対し，幹折れは位置が高く，梢端に近い部分で発生していた。これは冠雪

の荷重点が材質強度の低い，樹幹の高い位置にあった場合には樹幹が完全に破断する。

また，荷重点が樹幹の低い位置にあった場合には樹幹の材質強度が強いため，樹幹が完

全に破断せずに幹割れの状態になったと推察される。 

幹折れは折損部分が樹冠内部あるいは梢端に近い位置にあるため，折損部付近に腐朽

や変色による材質劣化の懸念がある（広島県林業試験場育林部 1979）ものの，樹冠長

が 1/2 以上残存していれば樹勢が回復する可能性がある（二見・梶谷 1981；四手井 

1954）。一方で，幹割れは樹幹中央付近で平均して約 3.5 m に渡って上下方向に割れて

いるため，樹勢の回復は見込めず，土木用資材としての利用も困難である。さらに，幹

割れし，衰弱あるいは枯死した個体を林地に放置した場合，倒伏する危険性や害虫の発

生源（周藤ら 1998；小林 1986）となる可能性もあるため，伐倒処理する必要がある。

これらのことから，幹割れと幹折れは同様に樹幹が折損する被害であるが，幹割れの方

が経済的損失や被害後の対処に掛かる労務が大きく，被害の程度はより深刻であると考

えられる。 
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Ⅲ 松くい虫被害跡地における植生とその更新にシカが与える影響 

 

3.1 はじめに 

 近年，各地でニホンジカ（Cervus nippon Temminck；以下，「シカ」と略記）による

食害が生態系に大きな影響を及ぼし（小泉 2007），大きな問題となっている。島根県

の場合，古くは県全域にシカが生息していたが，狩猟によって分布域が縮小し，現在確

実にシカが生息しているのは島根半島西部に位置する弥山山地のみとなっている（金森

ら 1988）。このため，島根県では現在のところ約 6900 ha の本地域にシカによる食害

が集中している。また，本地域は標高 536 m の鼻高山を最高峰とし，東西に約 400～500 

m の山々が連なっている。そして，全体の約 80 %が傾斜 15～30 度を示し，植生は 50 %

以上がアカマツ（Pinus densiflora Sieb. et Zucc.）やクロマツ（Pinus thunbergii Parl. ）

で占められている（西ら 2000）。これらのマツ林はこれまで空中散布などの松くい虫

防除対策によって保全されていたが，空中散布を中止してから 3～4 年後には松くい虫

被害が急激に拡大した（出雲市マツ枯れ対策再検討会議 2012）。以上のことから，本

地域では森林の公益的機能の低下が懸念されており，これら森林の再生が大きな課題と

なっている。 

一方，シカ食害が発生している地域で森林を再生する場合，シカの頭数管理や防護柵

の設置，あるいは樹木苗木の植栽や草本類の導入といった緑化工など様々な対策が実施

される（金森 1993；田村 2011）。これらの対策には多大の労力や資金，時間が必要

となるため，行政と地域住民との連携や地域住民の協力が不可欠となっている。このた

め，あらかじめ再生すべき森林について検討し，関係者間で合意を図ることが重要とな

っている。この過程において，地域の森林植生に関する情報は基礎的な情報の一つとな

っている。 

また，シカの防護柵設置といった手法は植生を確実に回復させることが可能であるも

のの，本地域全域に導入することは経費や維持管理の面から困難である。したがって，

安価で省力的な森林管理の手法を確立しておくことも重要であると言える。シカ生息地

域ではシカの食害などによって森林生態系や種の多様性が低下するといった負の影響を

受けると報告（横田 2011）されているが，生物多様性は低いもののシカの不嗜好性植

物を主体とする一定の植生が認められるという報告（高槻 1989；横山ら 2002）もあ

る。このような植生を積極的に利用することは安価で省力的な森林管理の手法の一つに

なり得ると考えらえる。 

本地域では杦村（1987，1990）が残存自然林や種子植物相について詳細に報告してい

る。また，横山ら（2002）はシカの行動圏と採食行動との関係やシカの嗜好性植物につ

いて報告している。これらの報告はいずれも，植生の現況やシカの行動についての報告

であり，今後の森林管理やシカ食害地や松くい虫被害跡地の再生についてはほとんど言

及されていない。 

そこで，本章では弥山山地における天然林の植生と松くい虫被害について調査した。

さらに，シカが植生に与える影響について解析し，この植生を活用した本地域における

今後の森林管理方法や松くい虫被害跡地の再生方法について検討した。 
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3.2 調査地および調査方法 

 

 調査は 2010 年 8 月～2011 年 11 月にかけて，島根県出雲市内の島根半島弥山山地

において実施した。林床植生や下層木への人為的な影響を避けるため，松くい虫被害木

の伐倒駆除といった人為的な攪乱から少なくとも 2 年以上は経過している天然林にお

いて，20 m×20 m の方形区を 16 か所設置した（表 3-1）。調査区内に生育している胸

高直径 6 cm 以上の木本種（以下，「高・亜高木」とする）について樹種，樹高，胸高直

径と樹幹・樹皮の状況を調査した。また，高・亜高木の樹冠による調査地の被覆状況（以

下，「樹冠密閉度」とする）を調査した。これは裸地状態を 0 %，調査地のすべてが高・

亜高木の樹冠に被覆されている状態を 100 %とし，調査地全体を踏査して標準土色帖の

面積割合判定の目安（小山 2010）を利用して 10 %単位で記録した。さらに，高・亜

高木の多様性は調査地間の差の検出に適しているとされる対数逆 Simpson 指数（伊藤・

佐藤 2002）（以下，「多様度指数」とする）を次のように算出した。 

 

対数逆 Simpson 指数＝logΣ[(N(N – 1 )] / [Ni(Ni – 1 )] 

 ただし，log：常用対数，N：総個体数，Ni：i 番目の種の個体数 

 

また，胸高直径 6 cm 未満かつ樹高 1 m 以上でツル性を除く木本種（以下，「低木」と

す る ） に つ い て は 樹 種 ご と の 出 現 本 数 と Braun-Blanquet の 被 度 ・ 群 度

（Braun-Blanquet 1964）を記録した。そして，各段階における被度の平均百分率を

それぞれ被度 5：87.5 %，被度 4：62.5 %，被度 3：37.5 %，被度 2：17.5 %，被度 1：

表 3-1 調査地の概況 

ID 調査地 北緯 東経 斜面方位
傾斜

（°）

1 出雲市大社町日御碕 35°25.275 132°39.409 NW 41 189

2 出雲市大社町日御碕 35°25.277 132°39.375 SE 31 221

3 出雲市奥宇賀町 35°26.239 132°45.830 SW 35 116

4 出雲市奥宇賀町 35°26.188 132°45.780 N 23 126

5 出雲市河下町 35°26.743 132°44.313 N 31 27

6 出雲市河下町 35°26.754 132°43.803 N 19 24

7 出雲市口宇賀町 35°25.963 132°46.564 SE 35 89

8 出雲市大社町修理免 35°23.904 132°41.768 S 28 50

9 平田市唐川町 35°25.708 132°43.472 SE 28 135

10 平田市唐川町 35°24.750 132°42.623 SE 44 304

11 平田市唐川町 35°25.034 132°42.802 SE 41 269

12 平田市猪目町 35°26.484 132°42.894 N 37 46

13 出雲市大社町鷺浦 35°26.544 132°41.668 SW 35 81

14 出雲市大社町鷺浦 35°26.007 132°41.200 NW 37 48

15 平田市唐川町 35°25.271 132°43.066 NW 35 183

16 出雲市大社町鷺浦 35°25.403 132°41.104 NW 30 188

標高
（m）
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5.0 %，被度＋：0.1 %，被度 r：0.1 %として次のように総合優占度（小林 1999）を算

出した。 

 

A 種の総合優占度＝(A 種の優占度の平均百分率の合計)/(調査地数)×100 

 

樹高 1 m 未満の木本種と草本層からなる林床植生の状況は 2 m×2 m のコドラートを

調査地ごとに 2 個設置し，それぞれにおいて木本種と草本種それぞれの優占種と植被

率を調査した。また，コドラートごとに木本種，草本種および A0層といった有機物と，

地表部における短径が 20 cm を超える礫の存在しない部分，つまり地表面の土壌が露出

している部分の面積の割合（以下，「地表面露出率」とする）を記録した。なお，調査で

は標準土色帖の面積割合判定の目安（小山 2010）を利用した。さらに，地際直径 10 cm

以上の木本種の枯死木や伐採株についてはその直径と個数を調査した。 

 なお，多様度指数の算出には R2.15.3 とそのパッケージ vegan2.0-7 を使用した。 

 

3.3 結果 

3.3.1 高・亜高木の状況 

 高・亜高木の概況を図 3-1 に，調査地ごとの林況を表 3-2 に示した。今回の調査で高・

亜高木は常緑樹 29 種，落葉樹 42 種の合計 71 種が確認された。確認された全個体は

1429 本で，出現本数が多い順にアブラギリ（Vernicia cordata (Thunb.) Airy Shaw）

220 本，ヤブツバキ（Camellia japonica L.）139  本，シロダモ（Neolitsea sericea (Bl.) 

Koidz.）133 本，モウソウチク（Phyllostachys pubescens Mazel ex Houz. de Leh.）

113 本であった。アブラギリが優占している調査地では一斉林に近い状態になっている

ところも見られた。このような林分では多様度指数は低い値を示した。ただし，モウソ

ウチクは調査林分の一部にモウソウチク林を含んだ 1 調査地に限られた。樹種ごとの出

現調査地数はシロダモが 13 調査地で最も多く，次いでネズミモチ（Ligustrum 

japonicum Thunb.）の 10 調査地，ヤブツバキ，ノグルミ（Platycarya strobilacea Sieb. 

et Zucc.）の 9 調査地，アブラギリの 8 調査地となった。 

一方，全 71 樹種のうち出現調査地数が 3 か所以下の樹種は 55 樹種，77 %を占め，

多くの調査地に共通して出現する樹種は限られていた。胸高断面積合計はアラカシが優

占している調査地 11 で 42.6 m2/ha と最も高く，松くい虫被害で一斉にアカマツが枯損

した直後で樹冠密閉度が 0 %の調査地 8 で 0.7 m2/ha と最も低かった。各調査地の胸高

断面積合計の平均値は 24.9 m2/ha であった。各調査地において樹種ごとに算出した胸高

断面積合計の平均値はアブラギリが最も高い値を示し，3.79 m2/ha であった。次いで，

シロダモ 1.65 m2/ha，アカマツ 1.52 m2/ha，アラカシ（Quercus glauca Thunb. ex 

Murray）1.40 m2/ha，ヤブツバキ 1.25 m2/ha と常緑樹の胸高断面積合計が高かった。

アブラギリ，シロダモ，アラカシのように出現本数，胸高断面積合計の平均値とも高い

値を示した樹種があった一方，アカマツ，コナラ（Quercus serrata Thunb. ex Murray） ，

ヤマザクラ（Prunus jamasakura (Koidz.) Koehne），スダジイ（Castanopsis sieboldii 

(Makino) Hatusima ex Yamazaki et Mashiba）のように出現本数は少ないものの，胸

高断面積合計の平均値が高い樹種が存在した。  
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図 3-1 高・亜高木の出現本数と胸高断面積合計 
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 図 3-2 に高・亜高木における樹種別の被害木の割合を示した。高木・亜高木における

被害はシカによる剥皮害と幹折れや先折れといった物理害に区分されたが，何れの樹種

においても被害の多くはシカによる剥皮害であった。物理害を受けた個体の多くは，松

くい虫被害によって倒伏したアカマツによって幹折れや先折れしたものであった。アブ

ラギリ，シロダモ，モウソウチク，ノグルミ，ケヤキ（Zelkova serrata (Thunb.) Makino）

といった樹種で健全木の割合が高かったのに対し，ヤブツバキ，ネズミモチ，リョウブ

（Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.），アカメガシワ（Mallotus japonicus (Thunb. ex 

Murray) Muell. Arg.），ソヨゴ（Ilex pedunculosa Miq.）といった樹種ではシカによる

剥皮害の割合が高かった。 

 

3.3.2 低木の状況 

 図 3-3 に低木の総合優占度を示した。ミツマタ（Edgeworthia chrysantha Lindley）

が最も高い値を示し，次いで，チャ（Camellia sinensis (L.) O. Kuntze），モウソウチ

ク，ヤブツバキ，ハマビワ（Litsea japonica (Thunb.) Jussieu）となった。ミツマタ，

チャは高・亜高木ではほとんど出現していなかったものの，低木の総合優占度は高い値

であった。これに対し，高・亜高木の胸高断面積合計の平均値では高い値を示したアブ

ラギリ，アカマツは，低木における総合優占度では低い値であった。また，ヤブツバキ，

シロダモは低木の総合優占度，高・亜高木の出現数がともに高い値を示した。 

  

表 3-2 調査地ごとの林況 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地
ID
1 6.99 8.74 19.99 0.07 100 アブラギリ

2 7.76 10.15 32.94 1.11 50 ヤブツバキ

3 8.64 11.40 27.52 0.50 70 クロキ

4 8.59 12.39 32.88 0.58 10 リョウブ

5 8.68 9.15 31.31 0.33 50 ケヤキ

6 5.95 10.32 19.73 0.56 20 ハマビワ

7 9.51 10.73 13.24 0.30 70 センダン

8 4.30 8.04 0.65 0.17 0 シロダモ

9 7.57 12.81 23.81 0.84 80 アブラギリ

10 7.14 10.21 33.80 0.61 30 シロダモ

11 8.48 11.10 42.60 0.70 60 アラカシ

12 7.85 11.60 24.03 0.69 50 ケヤキ

13 7.98 11.63 26.69 0.77 50 アラカシ

14 9.50 13.21 24.12 0.75 20 アカマツ

15 12.52 12.24 29.61 0.15 100 アブラギリ

16 7.21 9.76 14.72 0.65 50 エゴノキ

平均樹高
（m）

平均胸高直径
（cm）

胸高断面積合計
（㎡/ha）

対数逆Simpson
指数

樹冠密閉度
（％） 優占種
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図 3-2 高・亜高木における樹種別の被害木の割合 
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図 3-3 低木の総合優占度被害木の割合 
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3.3.3 林床植生 

 表 3-3 に林床の状況を示した。調査地の多くで木本，草本，A0層が少なく，約半数の

コドラートで地表面の 80 %以上が露出していた。一方，草本種が地表面の 70 %以上を

被覆しているコドラートも一部で認められた。ただし，これらの草本種はホソバカナワ

ラビ（Arachniodes aristata (Forst.) Tindale），リョウメンシダ（Arachniodes standishii 

(Moore) Ohwi.）といったシダ類やハスノハカズラ（Stephania japonica (Thunb.) Miers）

に限られた。また，木本による植被率は最も高い調査地でも 25 %に留まり，5 %以下の

コドラートが約 90 %を占めた。シロダモが木本種の優占種となっている調査地が多く，

これ以外に複数の調査地に共通して優占する樹種は認められなかった。 

 

3.3.4 枯死木 

 表 3-4 に調査地ごとの枯死・伐採株数を示した。調査地 7 以外いずれの調査地におい

ても直径 10 cm 以上の枯死・伐採株が確認された。調査地 15 の針葉樹は主伐されたス

ギの伐採株であった。これに対し，広葉樹およびアカマツの株の多くは人為的な切断面

になっていなかった。広葉樹では枯死株が 200～300 個/ha 程度の調査地が多いのに対

し，アカマツでは調査地によるばらつきが大きかった。また，アカマツの伐採株が 400 個

/ha 以上の調査地では，調査地 13 を除き樹冠密閉度は 0～20 %程度と低い値を示した。 

表 3-3 林床植生の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 高・亜高木における樹種別の被害木の割合 

調査地
ID

優占種 優占種

1 シロダモ 15 40 45 チャボガヤ 25 3 75

2 シロダモ 1 3 96 シロダモ 1 3 96

3 シロダモ 1 2 98 サルトリイバラ 20 30 60

4 クロモジ 1 1 99 クロモジ 1 1 99

5 シロダモ 1 0 99 シロダモ 1 0 99

6 　― 0 0 100 シロダモ 10 2 90

7 シロダモ 2 30 70 シロダモ 1 3 96

8 メダケsp. 1 80 20 サンショウ 5 70 30

9 　― 0 5 95 チャ 5 20 80

10 シロダモ 1 0 75 シロダモ 1 1 70

11 アラカシ 1 1 30 アラカシ 2 1 30

12 ヤブツバキ 2 40 5 シロダモ 1 5 50

13 ネズミモチ 1 95 0 シロダモ 2 0 70

14 　― 0 5 70 シキミ 3 5 10

15 ミツマタ 3 2 97 シロダモ 1 3 97

16 アブラギリ 1 3 50 ヒサカキ 2 1 60

植被率
（％）

植被率
（％）

露出率
（％）

植被率
（％）

植被率
（％）

露出率
（％）

コドラート1 コドラート2

木本 草本 地表面 木本 草本 地表面
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図 3-4 に枯死・伐採株の直径階別の分布を示した。広葉樹では直径 10～30 cm の枯死

株が広葉樹全体の 81 %を占めたが，アカマツでは直径 30～50 cm の枯死・伐採株がア

カマツ全体の 38 %，50～70 cm が 17 %を占め，アカマツは広葉樹よりも大径のものが

枯死していた。 

  
表 3-4 調査地ごとの枯死・伐採株数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 枯死株の直径階別の分布（全調査地） 

～30 ～50 ～70 ～90 90 以上
0

20

40

60

80

100

枯死株の直径（cm）

割
合

（
％

）

アカマツ

広葉樹

1 0 50 750 75 875

2 0 225 75 0 300

3 0 300 575 25 900

4 0 550 175 0 725

5 0 0 75 0 75

6 0 0 100 0 100

7 0 0 0 0 0

8 0 425 750 325 1500

9 0 0 225 0 225

10 0 0 225 0 225

11 0 0 275 0 275

12 0 0 225 0 225

13 0 750 275 125 1150

14 0 400 50 50 500

15 925 0 225 0 1150

16 0 75 250 25 350

調査地
ID

枯死・伐採株数（株/ha）

針葉樹 アカマツ 広葉樹 不明 合計
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3.4 考察 

3.4.1 弥山山地の種構成 

 高・亜高木ではアブラギリの出現が多く，胸高断面積合計も高かった。アブラギリは

その果実から桐油を得ることができ，かつて燈火用油，油紙，塗料などに利用された（片

山 1952）。島根県では江戸時代にはアブラギリの栽培がおこなわれており（島根県弘

報文書課 1951），1950 年においては全国一のアブラギリ果実の生産量県であった（片

山 1952）。アブラギリが優占している調査地はアブラギリによって樹冠はほぼ閉鎖し

ており，多様度指数も他の調査地と比較して低い値であった。そして，この様な調査地

は伐根などの状況から伐採後に成立した二次林であると推察された。アブラギリは光要

求度が高く，成長の速い樹種である（片山 1952）ことから，前生の樹木が伐採された

後一斉に成長して最上層を占めたと考えられる。これによって，他の木本種が侵入する

ことができなかったと考えられる。 

下層木において総合優占度の高かったミツマタもかつては島根県では重要な林産物と

なっていた（島根県弘報文書課 1951）。高齢者への聞き取りでアブラギリやミツマタ

はこの地域で盛んに栽培されていたとの証言があることから，これらの繁殖源は栽培由

来である可能性が高い。また，本地域では現在でも茶やタケノコが生産されていること

から，チャやモウソウチクも同様に人為的な影響が大きいと考えられる。 

 高・亜高木ではアブラギリを除いて常緑樹であるヤブツバキ，シロダモ，アラカシ，

クロキ，アカマツといった樹種の本数，胸高断面積合計が高かった。これらの樹種はこ

の地域で栽培された形跡がないことから，天然更新している樹種であると考えられる。

本地域はヤブツバキクラス域に属し（宮脇 1978），これらの樹種は本地域の極相林を

構成する樹種であることや，極相状態の森林が人為的な攪乱を受けた後にはアカマツ二

次林が発達しやすいと指摘されている（文化庁 1977）ことからも，これらはこの地域

の天然林を構成する代表的な樹種であると言える。 

 

3.4.2 シカが高・亜高木に与える影響 

シカが樹木に与える被害の形態には枝葉採食害と樹皮剥皮害などがあり，このうち樹

皮剥皮害は加害形態から樹皮採食害と角擦り害の 2 タイプがあることが知られている

（井上ら 2007）。今回の調査では被害部位の癒合や腐朽が進行しており，樹皮採食害

と角擦り害を区分することができる被害木は少なかった。このことは，新たに剥皮害を

受けた個体が少ないことを示している。 

 金森ら（2009）が 2000～2006 年に区画法によって推定した本地域のシカの生息密度

は 7.3～13.1 頭/km2であった。そして，近年はやや減少傾向にあるとしている。このこ

とは，シカの餌となる下層植生の調査において，2003 年以降はその現存量が回復して

いる（金森ら 2009）ことでも裏付けられる。これらのことから，今回の調査で新たな

剥皮害の発生が少なかったのは，シカ個体数の減少が影響していると考えられる。 

 高・亜高木では樹種によってシカによる剥皮害を受ける割合が大きく異なった。この

ことは樹種によって剥皮害の発生確率が異なるとする既往の報告（Akashi and 

Nakashizuka 1999；鈴木ら 2011）と同様であった。シカ剥皮害の被害割合が低い樹

種であっても，剥皮を受けて枯死し易い樹種では被害木が枯死していくため，健全に生
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育している個体数が少なくなる。この結果，現在生育している個体に対する被害木の割

合は低いものになる。このため，剥皮害の割合の低い樹種すべてがシカの剥皮害を受け

ていないと断じることはできない。今後，今回の調査で剥皮害が小さかった樹種におい

てはシカの嗜好性と，被害を受けた場合の耐性について明らかにする必要がある。 

これに対し，出現本数と胸高断面積合計が高かったヤブツバキ，リョウブ，アカメガ

シワ，ソヨゴといった樹種はシカの剥皮害を受けている割合も高かった。これらの樹種

の生育適地とシカが高頻度で利用する場所が重なっている場合（鈴木ら 2011）も考え

られるが，出現本数と胸高断面積合計がこれらの樹種と同様に高かったアブラギリやシ

ロダモにおいては剥皮害をほとんど受けていなかった。したがって，これらの樹種はア

ブラギリやシロダモと違い，シカの嗜好性が高い樹種であるか，少なくともシカの不嗜

好性の樹種ではないと考えられる。そして，現在も生存している個体が多いことから，

これらの樹種はシカによる剥皮害を受けた場合においても枯死し難い樹種であると考え

られる。 

以上のことから，シカの剥皮害を受けている割合が高いヤブツバキ，リョウブ，アカ

メガシワ，ソヨゴといった樹種も今後の森林再生において，シカが生息する本地域の主

要な植栽木として活用することができると考えられる。 

 

3.4.3 シカが低木や林床植生および更新に与える影響 

 ヤブツバキ，シロダモは低木の総合優占度と高・亜高木の出現数がともに高い樹種で

あり，これらは本地域において更新とその後の成長が可能な樹種であると考えられる。

ヤブツバキは高・亜高木においてシカの剥皮害が多く発生しているため，シカの採食や

角擦りの対象となり得る樹種であると考えられる。一方，シロダモは高・亜高木におい

てシカの剥皮害が少なく，シカにとって不嗜好性の樹種であるという報告（横山ら 

2002）があることから，シカの採食や角擦りの対象となっていない可能性が高い。これ

らのことから，ヤブツバキとシロダモはともに本地域で更新や成長が可能な樹種である

ものの，シカが与える影響は大きく異なっていると考えられる。 

 これ以外の樹種ではミツマタ，チャ，ネズミモチなどの低木性樹種が多く，高・亜高

木性の樹種はハマビワ，クロキなど少数の常緑樹に限られた。林床においても木本種の

植被率は概して低く，草本種もシカの不嗜好性とされるホソバカナワラビやハスノハカ

ズラ（高槻 1989）などに限られた。 

今回の調査では調査地内やその周辺で一定の高・亜高木の生育が認められているため，

これらからの種子供給が見込まれる。ところが，下層や林床の植生は限られたシカの不

嗜好性樹種が主体となっている。これは発生した実生がシカによって採食されているた

めであると考えられ，シカの採食によって低木類の多様性が低下するという大橋らの報

告（2007）と同様の結果となった。 

アブラギリは高・亜高木層で一斉林に近い状態で繁茂していた調査地も見られたが，

低木層や林床における生育数は少なかった。アブラギリは光要求度が高い樹種である（片

山 1952）ことから，高・亜高木層が存在している状態において低木層や林床で生育す

ることは困難であると考えられる。したがって，アブラギリが更新する場合は伐採や大

きなギャップが形成された場合に限られると考えられる。 
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一方，シカによる食害の影響が少ないために低木層や林床に生育することが可能な樹

種で，高木性の樹種はヤブツバキ，シロダモ，ハマビワ，クロキといった少数の常緑樹

であった。低木層や林床に生育する木本種はギャップが形成された時など光条件が好転

した際に成長して後継樹となる。したがって，シカの頭数が現在の水準程度で維持され

るならば，本地域においては多様性の低い常緑広葉樹を主体とする森林に移行する可能

性が高いと考えられる。 

 

3.4.4 松くい虫被害の影響 

 調査区やその周辺では松くい虫被害木の伐倒駆除と推察される人為的な伐採株が散見

された。また，本地域において著者らは 10 年以上に渡り毎年松くい虫被害木の発生を

観察している。これらのことから，本調査におけるアカマツの枯死株の主要な枯損原因

は松くい虫被害であると考えられる。 

現在ではアカマツの生育本数が比較的少ないものの，半数の調査地で枯死株が確認さ

れたことから，かつては現在よりも多くのアカマツが生育していたと考えられる。アカ

マツと他の樹種が混生している場合や，低木が侵入している場合，アカマツが枯損する

と光環境が好転し，これらの樹種が成長することによって更新が図られると考えらえる。

しかし，前述したように低木層において生育している高木性の木本種は個体数が少なく，

樹種も限られているため，現在生育しているアカマツが枯損すると疎林状態になる可能

性も考えられる。 

林床では一部シダ類が繁茂している調査地も認められたが，概して植被や A0 層によ

る被覆が少なく，疎林状態になると地表面が露出し，土壌流出の危険性が高くなると考

えられる。したがって，アカマツ以外の樹種が少ない林分や，低木が侵入していない場

合には，早急に植生の回復を図る必要がある。 

 

3.4.5 弥山山地における森林の管理方法の検討 

 本地域はシカの生息地であるのに加え，胸高断面積合計の高いアカマツの松くい虫被

害が進行している地域でもある。シカや松くい虫の被害を受けた森林では森林の持つ公

益的機能を回復させるため，早期に植生の回復を図る必要がある。ところが，すべての

被害地の植生を一斉に回復させることは困難であるため，優先順位を付けて対策を実施

することが重要となる。 

地表面がすでに露出している場所や，民家周辺など植生回復が最も急がれる場所にお

いては，設置や維持管理に経費が掛かるもののシカ防護柵などを設置する必要がある（田

村 2011）。そして，植栽を実施して早期かつ確実に植生を回復することが重要である。 

これに対し，民家などが付近に存在せず，災害の危険性が比較的低い地域においては最

低限の経費で，必要最低限の対策に留めざるを得ない。急傾斜地の多い本地域（西ら 

2000）においては土砂災害の発生が懸念されているため，必要最低限の対策として地表

面を露出させないようにして土砂流出を抑制することが重要である。今回の調査ではホ

ソバカナワラビ，ハスノハカズラといったシカの不嗜好性の林床植物が確認されたが，

草本やシダ類であってもこれらが繁茂すると土壌流出の危険性を低下させると考えられ

る。したがって，このような林床植物を確認した場合には可能な限りこれらを保全する
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必要がある。 

高・亜高木層を形成する樹種ではアブラギリ，ヤブツバキ，シロダモ，ハマビワ，ク

ロキはシカの生息する状況においても，一定の生育が可能であることが明らかになった。

これらの樹種が下層木として既に侵入している場合には，これらの樹種の生育を阻害し

ているツル性植物などを必要最低限の範囲で除去して成長を促し，可能な限り経費の掛

かる植栽を低減することが有効であると考えられる。また，木本類の侵入が少なく植栽

を行わなければならない場合，これらの樹種であればシカの食害の影響は少ないと考え

られ，植生保護管の設置といったシカの防護対策は不要，あるいは軽微なもので良いと

考えられる。 

ただし，今回示したような限られた種で育成，管理された森林は，将来多様性の低い

森林に移行すると考えられ，森林の持つ公益的機能は低いものになると推察される。し

たがって，長期的には落葉樹も含めた多様な樹種の導入を図り，多様性の高い森林に誘

導していく必要がある。 

 

3.4.6 おわりに 

 今回シカの生息密度が 7.3～13.1 頭/km2 程度で，近年はやや減少傾向にある地域を調

査対象とした。これに対し，島根県が定める特定鳥獣（ニホンジカ）保護管理計画（島

根県 2012）ではシカと自然環境とのバランスが取れる適正な生息密度は 5 頭/ km2 と

している。このため，現在の生息密度はピークよりも低下しているものの，本地域の適

正密度よりは高い状態にある。このことが下層植生や林床植生の生育を妨げている可能

性が高い。シカの生息密度が現在よりも高くなれば，今回シカの採食害が少ない樹種と

して示した樹種においても被害の発生する可能性がある。したがって，今後シカの生息

密度を適正とされる 5 頭/ km2 までに抑える必要があるが，少なくとも現在よりも増加

させないことが重要である。 
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Ⅳ 海塩，海風と松くい虫被害が島根県の海岸林に与える影響 

 

4.1 はじめに 

島根県は北東から南西方向に直線距離で 200 km 以上にも及ぶ海岸線を有する。そこ

に生育している飛砂防止，防風などの公益的機能を有するクロマツ（Pinus thunbergii 

Parl.）林は海岸地域の住民の生活，農業をはじめとする産業や交通などが安全で快適に

営まれるのに欠かせない存在である（村井ら 1992）。しかし，1970 年代ごろから急速

に拡大した松くい虫被害（田畑 1997）によってクロマツ林が消失した地域もみられ，

これらの地域では公益的機能低下の懸念などから植生の早期回復が大きな課題となって

いる。現在，植生回復のために海岸防災林造成事業など各種の事業が実施されており，

広葉樹が植栽される場合も少なくない。広葉樹の植栽にあたっては，植栽対象地で良好

に生育する樹種であること（真木 1987）及び郷土樹種が望ましいこと（村井・堀江 

1997）が指摘されている。 

そこで本章では島根県海岸部の松くい虫被害跡地への広葉樹植栽にあたって適木選定

の基礎資料を得る目的で，海塩や海風の影響を受ける海岸部に生育する広葉樹の実態を

調査した。 

 

4.2 調査地及び調査方法 

 2001 年 6 月 7 日～9 月 27 日，島根県東部の松江市美保関町から西部の益田市まで

約 3 km 間隔に，汀線から約 400 m 以内に生育する海岸林 68 か所を調査した。 

調査にあたっては 0.1 ha 以上ある海岸林を調査林とし，その場所の植生を代表してい

ると考えられる部分 100～ 200 ㎡を調査区とした。ただし，クズやササ類が繁茂し，

木本類の出現が少ない林分については 400 ㎡まで調査区を拡大した。調査区全体を遠望，

次いで林内を踏査して測稈 6 m（宣真工業製）や 2 m ポールを使用して木本類を以下の

3 層に区分し，それぞれの層に出現した樹種を特定した。高木層：樹高 5 m 以上で幹と

樹冠の区分が明瞭。低木層：樹高 2 m 未満で幹と樹冠の区分が不明瞭。亜高木層：高木

層と低木層の中間層（2 m 以上，5 m 未満）。 

調査区に出現した木本類は Braun-Blanquet の被度･群度に準じ，被度では 5：被度

75～100 %，4：被度 50～75 %，3：被度 25～50 %，2：非常に多数または被度 10～25 %，

1：個体数は多いが被度は低い，または割合少数であるが被度は高い，+：わずかな被度

を持ち少数，r：孤立して生育の以上 7 段階に区分した。そして，各段階における被度

の平均百分率をそれぞれ被度 5：87.5 %，被度 4：62.5 %，被度 3：37.5 %，被度 2：17.5 %，

被度 1：5.0 %，被度+：0.1 %，被度 r：0.1 %として次のように総合優占度（小林 1999）

を算出した。 

 

 A 種の総合優占度＝（A 種の優占度の平均百分率の合計）/（調査地数）×100 

 

群度は 5：大群生，4：広い斑状または芝生状に群生，3：小斑状またはクッション状

に群をなして生育，2：団状または束上に生育，1：茎葉または幹が孤立し，離れ離れに

生育の以上 5 段階で記録した。 
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出現率は次のように算出した。 

  

A 種の出現率(%)＝（A 種が確認された調査地の合計）/（全調査地数：68 か所）×100 

  

4.3 結果 

 表 4-1 に階層別の出現率を示した。本調査で出現した樹種は常緑樹 23 種，落葉樹 40

種の計 63 種であった。このうち調査地の 13.2 %ではクロマツが植栽されており，自然

に成立したものを含めると全調査地の 85.3 %においていずれかの階層でクロマツが確

認された。そして，調査対象林分の多くがクロマツと広葉樹が混交している林分であっ

た。ただし，これらの調査地の 41.4 %では被害の程度には差があるものの，松くい虫被

害が認められた。 

高木層が形成されていた調査地は全体の 88.2 %であった。このうち常緑樹ではクロマ

ツ，タブノキ（Machilus thunbergii Sieb.et Zucc.），クロキ（Symplocos lucida Sieb.et 

Zucc.），スダジイ（Castanopsis sieboldii (Makino)Hatusima ex Yamazaki et Mashiba），

シロダモ（Neolitsea sericea (Bl.) Koidz.），モチノキ（Ilex integra Thunb.），ハマビワ

（Litsea japonica (Thunb.)Jussieu），ヤブツバキ（Camellia japonica L.）の 8 樹種が

出現率 2 %を超える樹種として確認された。クロマツの出現率は 69.1 %と高かったもの

の，これに次ぐタブノキは出現率 13.2 %と低い値であった。落葉樹も出現率が高いもの

は見られず，最も高いハゼノキ（Rhus succedanea L.）でも 13.2 %であった。高木層の

広葉樹で出現率が 10 %を超えたものはタブノキ，ハゼノキ，アカメガシワ（Mallotus 

japonicus (Thunb.ex Murray)Muell.），カラスザンショウ（Zanthoxylum ailanthoides 

Sieb.et Zucc.）の 4 樹種であった。亜高木層では出現率が 10 %を超えたものは 16 種で

あった。アカメガシワとハマビワでは 50 %を超え，ハゼノキ，エノキ（Celtis sinensis 

Pers.var.japonica (Planch.) Nakai）も 31～49 %と高い値を示した。高木層の広葉樹で

最も出現率が高かったタブノキは亜高木層でも 13.2 %であった。また，一般に低木に分

類される（橋詰ら 1993）トベラ（Pittosporum tobira (Thunb.ex Murray)Aiton）は，

調査地の 23.5 %で樹高 2～5 m の亜高木層にも出現が認められた。 

低木層では出現率が 10 %を超えたものは 11 種であった。トベラ，マサキ（Euonymus 

japonicus Thunb.）は約 70 %，次いでネズミモチ（Ligustrum japonicum Thunb.），

ハマヒサカキ（Eurya emarginata (Thunb.) Makino）が約 40 %と高い値を示した。 

優占する上位種を基準に，全調査地を広葉樹林，クロマツ林，クロマツ人工林（以下

「人工林」とする。）の 3 種に区分した。調査地の数はそれぞれの 31 ，28 ，9 調査地

であった。そして，表 4-2 に林種別の総合優占度を示した。広葉樹林の高木層ではスダ

ジイが 516.5 と最も高く，次いでクロキ，カラスザンショウ，ハマビワの順であった。

高木層においては総合優占度が高くても 500 程度でいずれの樹種も低い値であったが，

亜高木層ではハマビワ，低木層ではトベラ，マサキの総合優占度が 1000 を超え，他樹

種と大きな差があった。クロマツ林の高木層では優占種であるクロマツの総合優占度が

2286.4 と群を抜いて高かったものの，亜高木層ではハマビワ，トベラ，アカメガシワ

という順になり，クロマツの総合優占度は低い値となった。クロマツ林の低木層では広

葉樹林と同様トベラ，マサキの値が高かった。人工林においては植栽されたクロマツ，  
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表 4-1 階層別の出現頻度 

層位 出現率(%)

高木層 常緑樹1) クロマツ Pinus thunbergii 69.1
タブノキ Machilus thunbergii 13.2
クロキ Symplocos lucida 8.8
スダジイ Castanopsis sieboldii 8.8
シロダモ Neolitsea sericea 5.9
モチノキ Ilex integra 4.4
ハマビワ Litsea japonica 2.9
ヤブツバキ Camellia japonica 2.9

落葉樹2) ハゼノキ Rhus succedanea 13.2
アカメガシワ Mallotus japonicus 10.3
カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides 10.3
エノキ Celtis sinensis var.japonica 8.8
コナラ Quercus serrata 5.9
センダン Melia azedarach  var.subtripinnata 5.9
ニセアカシア Robinia pseudoacacia 5.9

亜高木層2) 常緑樹 ハマビワ Litsea japonica 51.5
クロキ Symplocos lucida 26.5
ヤブツバキ Camellia japonica 25.0
トベラ Pittosporum tobira 23.5
シロダモ Neolitsea sericea 22.1
クロマツ Pinus thunbergii 19.1
ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii 17.6
タブノキ Machilus thunbergii 13.2

落葉樹 アカメガシワ Mallotus japonicus 52.9
ハゼノキ Rhus succedanea 48.5
エノキ Celtis sinensis var.japonica 30.9
ネムノキ Albizia julibrissin 19.1
センダン Melia azedarach  var.subtripinnata 17.6
ヤマザクラ Prunus jamasakura 17.6
カラスザンショウ Zanthoxylum ailanthoides 10.3
ヤマグワ Morus australis 10.3
ナラガシワ Quercus aliena 8.8
ニセアカシア Robinia pseudoacacia 8.8
アキニレ Ulmus parvifolia 5.9
オオバヤシャブシ Alnus sieboldiana 5.9
カシワ Quercus dentata 5.9

低木層3) 常緑樹 トベラ Pittosporum tobira 73.5
マサキ Euonymus japonicus 69.1
ネズミモチ Ligustrum japonicum 42.6
ハマヒサカキ Eurya emarginata 39.7
ハマビワ Litsea japonica 14.7
ヒサカキ Eurya japonica 10.3

落葉樹 アキグミ Elaeagnus umbellata 32.4
イヌビワ Ficus erecta 26.5
アカメガシワ Mallotus japonicus 16.2
ヌルデ Rhus javanica  var.roxburghii 13.2
エノキ Celtis sinensis var.japonica 10.3

1) 2.0％未満を除く
2) 5.0％未満を除く
3)10.0％未満を除く

樹種
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ニセアカシアの総合優占度が高木層，亜高木層とも他の樹種と比較して著しく高かった。

低木層においては，広葉樹林，クロマツ林同様，トベラ，マサキの順であったが，総合

優占度の値は両者の半分程度の値であった。 

 出現率が 10 %を超えた樹種の群度の構成を表 4-3 に示した。群度 5 を記録したもの

は高木層，亜高木層のクロマツのみであった。クロマツは大群生している調査区がある

一方で，群度 1 のように単木的に生育している調査区も高木層で 53.3 %，亜高木層で

38.4 %みられた。タブノキは高木層，亜高木層とも同様の傾向を示し，群度 1 が約 70 %

と単木的に生育している調査区が多かった。アカメガシワも高木層ではタブノキとほぼ

同様の群度となったが，亜高木層では出現を認めた調査区の約 50 %で団状になっていた。

亜高木層のトベラ，ハマビワ，ヒメユズリハ（Daphniphyllum teijsmannii Zoll.ex Kurz）

は群度 3～4 の調査区が約 40 %と概して群生していた。ヤブツバキは群度 1～2 と単木

表 4-2 林種別の総合優占度 

高木層 亜高木層 低木層 高木層 亜高木層 低木層 高木層 亜高木層 低木層

スダジイ 516.5 17.9

クロキ 371.3 161.9 0.4 279.3 1.8

ハマビワ 201.9 1742.9 137.7 1080.7 37.1

クロマツ 195.8 73.9 2286.4 401.8 2750.0 2640.0

タブノキ 121.9 16.8 62.5 170.7

モチノキ 72.6 62.5

シロダモ 17.1 74.2 57.1 117.5 0.7 1.1

ヤブツバキ 0.6 751.6 57.1 125.7 18.6

トベラ 710.0 2017.4 687.5 2518.6 195.6 1000.0

ヒメユズリハ 436.1 152.9

マサキ 32.3 1049.7 62.5 556.1 254.4

ネズミモチ 16.1 212.9 0.4 109.3 57.8

シャリンバイ 0.6 1.1 55.6

ハマヒサカキ 148.1 278.9

ヒサカキ 57.4 18.6

カラスザンショウ 290.6 16.8 62.9 143.2

ハゼノキ 170.6 220.6 0.4 252.5 1.1 56.7

コナラ 153.5

ニセアカシア 121.0 2361.1 3111.1

アカメガシワ 113.9 484.8 17.1 476.4 133.9 195.6 112.2 56.7

エノキ 72.9 228.1 16.8 17.9 189.3 1.1 388.9 1.1 1.1

センダン 56.8 32.9 17.9 18.6 1.1 60.0

ヤマザクラ 90.3 1.4

ネムノキ 74.2 99.3

ナラガシワ 57.4 0.7

ヤマグワ 1.0 1.4

アキグミ 122.6 217.5

イヌビワ 123.2 64.3

*:括弧内は調査地数を示す。

樹種

常緑樹

落葉樹

広葉樹林(31)*) クロマツ林(28)*) クロマツ人工林(9)*)
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あるいは団状に生育している調査区が 76.5 %であったものの，群度 4 のように群生し

ている調査区も認められた。亜高木層のクロキ，シロダモ，エノキ，ネムノキ（Albizia 

julibrissin Durazz.），ヤマザクラ（Prunus jamasakura Sieb.ex Koidz.），ヤマグワ

（Morus australis Poir.），センダン（Melia azedarach L.var.subtripinnata Miq.）は

出現が認められた調査区の 90 %以上で群度 1～2 と単木あるいは団状に生育している

調査区が多かった。低木層のトベラにおいては群度 3～4 の調査区が 50 %を超え，群生

する傾向が強かった。その他マサキ，ハマビワ，イヌビワ（Ficus erecta Thunb.），ア

キグミ（Elaeagnus umbellata Thunb.），ハマヒサカキで群生しているところもみられ

たが，トベラ以外の樹種は単木あるいは団状に生育している調査区が多かった。 

 

4.4 考察 

全 68 調査林分は近接していても植生や森林の状況が異なっており，集落，道路ある

いは耕作地などによって海岸林が小面積のモザイク状に分断されていた。このように，

多様な海岸林が存在する中で，大きな群落を形成し，ほとんどの調査区で確認された樹

種はクロマツであった。しかし，クロマツが確認された調査地のうち，約 40 %で松くい

表 4-3 樹種別の群度の構成（%） 

５ ４ ３ ２ １ ５ ４ ３ ２ １ ４ ３ ２ １
常緑樹

クロマツ 2.1 8.5 10.6 25.5 53.3 7.7 15.4 23.1 15.4 38.4

タブノキ 22.2 77.8 11.1 22.2 66.7

トベラ 6.3 37.5 43.8 12.4 10.0 46.0 30.0 14.0

ヤブツバキ 5.9 17.6 29.4 47.1

ハマビワ 2.9 31.4 48.6 17.1 10.0 20.0 70.0

ヒメユズリハ 41.7 16.7 41.6

クロキ 5.6 33.3 61.1

シロダモ 26.7 73.3

マサキ 14.9 53.2 31.9

ネズミモチ 31.0 69.0

ハマヒサカキ 3.7 37.0 59.3

ヒサカキ 14.3 85.7

落葉樹

カラスザンショウ 28.6 28.6 42.8 57.1 42.9

アカメガシワ 14.3 14.3 71.4 2.8 47.2 50.0 54.5 45.5

ハゼノキ 11.1 88.9 21.2 78.8

エノキ 4.8 33.3 61.9 14.3 85.7

ネムノキ 23.1 76.9

ヤマザクラ 25.0 75.0

ヤマグワ

センダン 16.7 83.3

アキグミ 4.5 27.3 68.2

ヌルデ

イヌビワ 5.6 16.7 77.7

*：群度5となる樹種は存在しなかった。

樹種

100.0

100.0

出現種の群度

高木層 亜高木層 低木層*
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虫被害の形跡が確認された。調査区内のクロマツのうち数本が枯損している程度の林分

から，調査区内のクロマツのほとんどが枯損している林分まで様々な被害程度が確認さ

れた。中には高木層を占めていたクロマツを失ったため，地表がササやクズで覆われて

しまった調査地も存在した。このことから，島根県の海岸部ではクロマツが松くい虫被

害を受ける危険性が高く，クロマツ単一樹種で海岸林を造成すると松くい虫被害の防止

や対策に大きな資金，労務が必要になる可能性が高い。また，クロマツ枯損後，ササ，

クズなど木本類の更新を阻害する植物が侵入する可能性があるため，植栽によって更新

を図る必要性は高いと考えられる。伊藤（2006）も単一樹種で構成される海岸林は一つ

の要因で大きな被害が発生する危険性があると指摘している。また，林帯が狭い海岸林

や下枝が枯れ上がったクロマツ林では防災機能の強化，生育環境改善のために海岸林内

へ広葉樹を導入して複層林化することが望ましいとされ，従来から主林木となるクロマ

ツのほかに広葉樹が混植される方法がとられてきた（村井ら 1992）。以上のことから，

海岸林造成の植栽木としてクロマツ以外にも多様な樹種を選定しておくことが，海岸林

を造成するうえで重要であると考えられる。 

一方，植栽木を選定するのにあたっては地域の環境に適合した樹種を選択することが

重要である。植栽対象地で健全に生育している樹種はその地域の環境に対する適合性を

有していると考えられる。したがって，島根県海岸部で広く生育が確認された樹種や健

全な生育が認められた樹種は，海岸林造成の際の植栽適木になる可能性が高いと考えら

れる。 

本調査において高木層，あるいは亜高木層に出現した高木性の常緑樹において，出現

率が高く，かつ総合優占度も高かった樹種はハマビワであった。ハマビワは人工林では

出現が認められなかったが，天然林では主に亜高木層に出現し，亜高木層の主要な構成

種となっている林分が多くみられた。松くい虫被害によって上層のクロマツが欠落した

調査地の中には亜高木層に生育していたハマビワが最上層となっている調査地も認めら

れた。そして，海風や海塩の影響がとくに強い汀線付近の岩石地では樹形の変形や葉の

損傷がみられるものの，概して目立った病虫害や塩害は認められなかった。ハマビワの

分布域は九州南部から西回りに九州西部を経て日本海側を島根半島，隠岐まで群落が確

認されている（中西 2005）。したがって，日本海側に生育するハマビワとしては島根

県がほぼ北限にあたるものの，生育可能な環境条件にあると考えられる。また，ハマビ

ワは耐塩性，耐風性に優れ海岸緑化用樹種に適しているといわれている（林業科学技術

振興所 1985）。以上のことからハマビワは島根県における海岸林造成の植栽適木であ

ると考えられる。現在，島根県の海岸林造成ではハマビワは主要な植栽木となっておら

ず，苗木の入手も非常に困難である。ハマビワは個体数が多いため種子の確保は比較的

容易であると考えられるものの，今後は苗木の生産体制の整備が課題となる。 

ハマビワ以外に高木層，あるいは亜高木層において出現率が高かった高木性の常緑樹

はタブノキ，クロキ，シロダモ，ヤブツバキ，トベラ，ヒメユズリハであった。本調査

においてこれらは特定の気象害や病虫害は観察されなかった。また，これらは島根県海

岸部が属するヤブツバキクラス域に生育する樹種（宮脇 1994）であることからも，島

根県海岸部は適切な分布域にあたると考えられる。さらに，上記の樹種はいずれも耐塩

性があるとされている（村井ら 1992；林業科学技術振興所 1985）。島根県のような
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日本海側海岸部では，冬季の季節風の被害を軽減するために常緑の高木性樹種がクロマ

ツに変わる樹種として期待される。上記樹種は分布域の適合性や耐塩性の面から島根県

海岸部において植栽に適した樹種である可能性が高いと考えられる。とくに，ヒメユズ

リハは群生地が認められたことから，海岸林造成時の主要構成種となる可能性があると

注目した。これ以外の樹種は林種に関わらず総合優占度が低く，高木，亜高木層の主要

構成種となっていなかった。このことから，これらの樹種はクロマツ，ハマビワ，トベ

ラ，ヒメユズリハといった群生が認められた樹種よりも植栽木としての優先順位は低い

と考えられる。これにより，海岸部の天然林の林相に類似した状態になると考えられる。 

落葉広葉樹は冬季に落葉するため冬季の防風，飛砂防止といった機能が常緑樹と比較

して低いと考えられる。しかし，調査対象とした全ての海岸林で落葉樹と常緑樹が混生

していることから，これらの林相に近い海岸林を造成するためには落葉樹が必要になる。

また，多様性の高い海岸林を造成するためにも落葉樹の植栽適木を選定しておくことが

重要であると言える。 

高木性落葉樹ではアカメガシワ，ハゼノキ，エノキ，ネムノキ，センダン，ヤマザク

ラ，カラスザンショウ，ヤマグワ の順に出現率が高かった。このうちハゼノキは「かぶ

れ」の原因となるウルシオールを含有する。また，カラスザンショウは幹に平たいいぼ

状のとげが密生する（橋詰ら 1993）。これらは植栽や維持管理作業を行ううえで障害

となるため，植栽木としては不適切だと言える。したがって，これらの樹種からハゼノ

キ，カラスザンショウを除いたものが植栽に適した樹種になると考えられる。最も出現

率が高かったアカメガシワの多くは，クロマツが枯損して光環境が好転した部分で生育

が確認された。クロマツ枯損部分が大きい場所では群落を形成しているところもみられ

た。アカメガシワは成長の早い先駆樹種であることから，松くい虫被害跡地の早期植生

回復が期待できる（八神 2005）。一方，エノキ，ネムノキ，センダン，ヤマザクラ，

ヤマグワは群生している調査地がほとんど見られなかったため，主要構成種とはせず，

常緑広葉樹を補完，あるいは海岸林の多様性を確保する目的で植栽することが適してい

ると考えられる。なお，アカメガシワ，エノキ，ヤマグワは耐塩性が強いとはいえない

と指摘されている（倉田 1956；堀江 1966）。この点から，海塩が直接飛散する海側

を避け，内陸に近い部分あるいは防風垣などの構造物の風下部分に植栽するといった塩

害防止対策が必要である。 

低木性の樹種は高木性樹種と比較して防風や飛砂防止機能が高いとは言えない。しか

し，島根県の場合海岸クロマツ林造成では一般的に 10,000 本/ha の密植が行われてい

るため枝の枯れ上がりが進み，林床での防風効果が低下しているところもみられる。こ

の様な場所では低木性の樹種が林床を吹き抜ける風に対して防風効果を発揮すると考え

られる。また，樹高は低くとも枝張りを広げた樹木は表土の風食を防止し，飛砂防止に

も役立つ（伊藤 1985）。これらのことから，安定した防風，飛砂防止効果などを期待

する場合，低木性の樹種を植栽対象木として選定しておくことは重要であると言える。

ただし，長期的には上層木の成長によって林床付近の照度が低下して衰弱することが予

想されるため，各樹種の耐陰性の把握や上層木との配置など今後検討すべき課題も残さ

れている。本調査では低木性の樹種ではトベラ，マサキ，ネズミモチ，ハマヒサカキ，

アキグミ，イヌビワ，ヌルデ（Rhus javanica L.var.roxburghii (DC.)Rehd. et Wils.）
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の出現率が高かった。トベラは低木層で最も高い出現率を示し，亜高木層を形成する樹

種としても出現していた。また，低木層ではトベラのみが大きな群落を形成していた。

そして，耐塩性も有している（倉内 1956）ことから，トベラは低木層に加え，亜高木

層を構成することも期待される主要な植栽木になると考えられる。 

本章では樹木の分布状況を基に島根県海岸部における植栽適木を示した。今後，これ

ら樹種を活用した海岸部の松くい虫被害跡地の再生が望まれる。これらの樹種を植栽す

るにあたってクロマツから樹種転換する場合と，マツノザイセンチュウ抵抗性のクロマ

ツとを混植する場合が考えられる。いずれの場合においても多様性のある森林を造成す

るため，可能な限り多樹種を植栽することが適切であると考えられる。しかし，今回示

した樹種は苗木の生産・流通がほとんどないため，苗木の確保が今後の課題である。ま

た，性質の違う多様な樹種を植栽すると，単一樹種の森林と比較して管理が困難になる

ことも予想されるため，植栽後の管理方法を確立する必要がある。 
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結論 

 

1 Ⅰ章からⅣ章までの概要 

気象害などで森林植生が劣化した場合に必要となる森林の再生ついて，地域性を反映

させた方法まで示した知見は少ない。また，被害を免れた個体や侵入植生を活用して森

林再生を行うといった森林再生の効率化についてもこれまでほとんど検討されてこなか

った。そこで，本研究では，自然条件に加え，植生劣化や森林利用の履歴といった社会

的条件も調査し，植生の劣化状態との関連を解析した。また，この結果と他地域の調査

結果との差異を比較して地域性が森林植生の劣化に与える影響について考察した。さら

に，森林再生において経費や労務を軽減するため，被害を免れた個体や侵入植生を活用

する方法について検討した。 

本研究では津波による被害，雪害，シカの被害，松くい虫による海岸林の被害の 4 事

象に着目した。これらの森林植生の劣化要因についてはその被害状況などについて各地

で研究が行われているが，被害がほとんど発生していない空白地域も存在している。本

研究ではこれら 4 要因で発生した森林植生の劣化のうち，既往の報告がほとんど存在し

なかった地域において調査を実施した。 

Ⅰ章では津波による海岸林の植生劣化について解析した。Ⅰ章１節の調査対象地では

地盤高が低く，地下水位が高かったため，アカマツ・クロマツの垂下根の成長が悪く，

アカマツ・クロマツの大径木であっても倒伏することが明らかになった。また，地盤高

が低い場合，津波の最大浸水深が高くなるため，津波の波力を受ける投影面積が増加し

て根返り木を増加させる可能性があることも明らかになった。とくに，地盤高の低い部

分でクロマツの倒伏が多かったが，本調査林を再生するにあたっては津波に浸水しても

倒伏しない海岸林を造成することが重要であると言える。この方法として海岸林構成木

の生育可能な材料による盛土が有効な手段であると考えられる。とくに，地盤高が T.P.+ 

1.0 m に満たない海岸砂丘地では盛土による地盤高のかさ上げの必要性が高いと言える。

そして，津波の影響を初めに受ける海岸林の林縁部においては地下水面と地表面の差が

2 m 程度あれば林縁部の立木の倒伏が軽減され，林帯内の樹幹の折損や倒伏が軽減され

ると考えられる。ただし，今後は海岸林構成木が生育可能で，大量に確保することがで

きる盛土材料の選定や，造成された盛土上における樹木の育成方法を確立していくこと

が今後の課題として挙げられる。 

また，Ⅰ章 2 節では住宅地や海岸林を津波や高潮などから保全するための防潮堤と，

津波による海岸林被害との関係を解析した。今回の津波では防潮堤後背で局所的な洗掘

が発生し，この部分に流木の発生が集中していたものの，林帯全域からの流木本数は減

少しており，防潮堤が流木の発生を抑制する効果があったといえる。しかし，防潮堤後

背の林帯幅が狭い場合，洗掘が局所的であったとしても表土ごと流出してしまえば，防

潮堤が無い場合より流木が増加する可能性も否定できない。これらのことから，防潮堤

による津波被害の軽減効果は林帯幅など後背の海岸林の条件によって変化すると考えら

れる。したがって，防潮堤の整備に当たっては林帯幅など後背の海岸林の条件を十分に

考慮することが，津波被害軽減という観点から重要であると言える。また，防潮堤後背

の洗掘についても今後対策を検討していかなければならない。 
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本調査林ではクロマツが折損被害を免れる強度を持つに至らない（首藤 1985）若齢

段階のものが主要な構成木であったことが示された。成長し，大径になるほど折損被害

を免れる強度が増していくことから，日頃から密度管理を適切に実施して肥大成長を促

進することが重要である。ただし，今回の調査地においても根系の発達が悪かったこと

が明らかになった。Ⅰ章１節で示したように垂下根の成長が悪いと大径木になっても倒

伏する危険性が高いことから，根系の発達を促す手段として有効な盛土によって地下水

の影響を受けない土層厚を確保することが重要である（小田 2000）と考えられる。 

Ⅱ章では島根県東部の低標高帯でスギ人工林に発生した雪害について解析した。この

地域は通常山間部と比較して積雪は少ない地域であるが，今回の雪害では時間降水量が

平野部，山間部と比較して多くなる時間帯があり，冠雪量が増加したと推察された。こ

のことがこの地域に雪害が集中した大きな理由であると考えられる。また，島根県東部

では 1978 年（昭和 53 年）に山間部を中心に雪害が発生しているが，今回被害を受け

た地域はこの時にほとんど被害を受けていない地域であった。このため，これまで雪害

による淘汰が働かず，今回の大量の積雪によって一挙に被害が発生したと考えられる。

したがって，雪害には地域の過去の被害履歴も影響することが示された。 

針葉樹，とりわけスギは雪害に弱いと指摘されている（石川ら 1987）が，今回の雪

害ではこの指摘どおりスギ林に被害が集中した。また，最も雪害を受けやすいのは 10

～30 年生の林分と指摘されている（高橋 1977）が，今回被害を受けたスギ林の林齢

もほぼこの林齢帯に集中していた。今回の被害は気象条件，樹種および林齢といった条

件が，従来から雪害の危険性を指摘されている状態と一致した。このため，今回の被害

は言わば「典型的」な雪害であり，従来から提案されている雪害対策（松田 2003；井

上 1958；小野寺 1990；須藤 1992）が十分機能していなかった可能性がある。こ

のことも被害を助長した可能性があるため，今回の被害地域でどのような雪害対策が実

施されていたのか検証しておく必要がある。 

今回の雪害は密度や収量比数と関わりなく被害が発生していた。一方，今回の調査で

は胸高直径 32 cm 以上，形状比 65 以下の個体ではほとんど被害を受けていなかったた

め，個体単位における雪害回避の目安になると考えられる。したがって，密度管理図な

どに従って間伐を適期に行い，この様な樹形に早期に誘導することが重要である。ただ

し，間伐が遅れた林分においては成長を回復させるのに必要な，光合成器官である枝葉

が枯れ上がっている個体が多く，間伐を実施しても林内のすべての立木を，形状比 65 以

下に誘導することは困難であると考えられる。このため，他の個体と比較して成長が良

く，枝葉の着生量の多い個体を収穫予定木として定め，これら収穫予定木の枝葉を被陰

する周辺木の伐採や，成長を大きく阻害するツル性植物の除去といった施業を，収穫予

定木に集中して実施することが効果的であると考えられる。とくに，今回の雪害を超え

るような被害が発生した場合であっても，雪害に強い収穫予定木の存在は，最終的な収

穫を一定量確保することができる点で気象害リスクの軽減になると考えられる。ただし，

この様な施業方法を採用した場合でも，長期的には密度管理図などに基づく適正密度や

個体サイズに近づけていくことが必要である。現在は間伐遅れの林分が少なからず存在

し，列状間伐といった新たな間伐方法が導入されている。このような背景には材価の長

期低迷があり，雪害回避に対して新たに資金を投入することは困難であると考えられる。
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間伐が遅れ，枝葉量が低下した林分においては今回示したように収穫予定木を定め，こ

れらだけでも早期に適切な樹形に誘導するという方法は，比較的低コストで実施可能な

雪害の回避方法であると考えられる。 

 Ⅲ章では島根県において唯一確実にシカが生息している島根半島弥山山地の植生にシ

カが与える影響について解析した。高・亜高木ではアブラギリが，下層木ではミツマタ

の出現が多かった。これらは本地域でかつて盛んに栽培されていたことから，繁殖源は

栽培由来である可能性が高いと考えられる。このことから，地域の産業は植生に大きな

影響を与えることが明らかになった。一方，ヤブツバキ，シロダモ，アラカシ，クロキ，

アカマツといった樹種の本数，胸高断面積合計が高かった。これらの樹種はこの地域で

栽培された形跡がないことから，天然更新している樹種であると考えられる。  

また，アブラギリやシロダモにおいては剥皮害をほとんど受けていなかったため，こ

れらはシカの不嗜好性の樹種であると考えられる。一方，ヤブツバキ，リョウブ，アカ

メガシワ，ソヨゴといった樹種はシカの剥皮害を受けている割合も高かったため，シカ

の嗜好性が高い樹種であるか，少なくともシカの不嗜好性の樹種ではないと考えられる。

ところが，これらは現在も生存している個体が多いことから，シカによる剥皮害を受け

た場合においても枯死し難い樹種であると考えられる。したがって，本地域の今後の森

林再生において，これらは主要な植栽木として活用することができると考えられる。 

アブラギリは高・亜高木層で一斉林に近い状態で繁茂していた調査地も見られたが，

低木層や林床における生育数は少なかったため，天然更新は伐採や大きなギャップが形

成された場合に限られると考えられる。一方，低木層や林床に生育することが可能な樹

種で，高木性の樹種はヤブツバキ，シロダモ，ハマビワ，クロキといった少数の常緑樹

であった。このため，本地域においてはこれらの常緑広葉樹を主体とする多様性の低い

森林に移行する可能性が高いと考えられる。 

 本地域はシカの生息地であるのに加え，アカマツの松くい虫被害が進行している地域

でもある。早期に劣化した植生の回復を図る必要があるが，すべての対象地で一斉に対

策を実施することは困難であるため，優先順位を付けることが重要となる。土砂流出な

どが発生する危険のある場所や，民家周辺など対策が急がれる場所においては，経費が

掛かるもののシカ防護柵などを設置する必要がある（田村 2011）。そして，植栽を実

施して確実に植生を回復することが重要である。 

これに対し，災害の危険性が比較的低い地域においては災害発生を防止するための最

低限の対策を，できるだけ広範な地域で実施することを考えなければならない。急傾斜

地の多い本地域（西ら 2000）においては土砂流出を抑制することが重要である。今回

の調査ではホソバカナワラビ，ハスノハカズラといったシカの不嗜好性の林床植物が確

認された。これらが繁茂すると土壌流出の危険性を低下させると考えられるため，この

ような林床植物を確認した場合には可能な限りこれらを保全する必要がある。 

また，高・亜高木層を形成する樹種ではアブラギリ，ヤブツバキ，シロダモ，ハマビ

ワ，クロキはシカの生息する状況においても，一定の生育が可能であることが明らかに

なった。これらの樹種が既に侵入している場合には，これらの生育を阻害しているツル

性植物などを除去して成長を促し，可能な限り経費の掛かる植栽を低減することが有効

であると考えられる。 
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ただし，今回示したような限られた種で育成，管理された森林は，将来多様性の低い

森林に移行すると考えられ，森林の持つ公益的機能は低いものになると推察される。し

たがって，長期的には落葉樹も含めた多様な樹種の導入を図り，多様性の高い森林に誘

導していく必要がある。 

 Ⅳ章では島根県海岸部の気象条件と松くい虫被害が海岸林に与える影響について解析

し，島根県海岸部における広葉樹の植栽適木の選定を行った。本調査において高木層，

あるいは亜高木層に出現した高木性の常緑樹において，出現率が高く，かつ総合優占度

も高かった樹種はハマビワであった。ハマビワは耐塩性，耐風性に優れ海岸緑化用樹種

に適しているといわれている（林業科学技術振興所 1985）ことから，島根県における

海岸林造成の主要な植栽適木になると考えられる。現在，島根県の海岸林造成ではハマ

ビワはほとんど利用されていないため，今後は苗木の生産体制の整備が課題となる。ハ

マビワ以外に高木層，あるいは亜高木層において出現率が高かった高木性の常緑樹はタ

ブノキ，クロキ，シロダモ，ヤブツバキ，トベラ，ヒメユズリハであった。 

また，高木性の落葉樹ではアカメガシワ，ハゼノキ，エノキ，ネムノキ，センダン，

ヤマザクラ，カラスザンショウ，ヤマグワ の順に出現率が高かった。このうち，植栽や

管理の支障となるハゼノキ，カラスザンショウを除いたものが落葉樹の植栽適木になる

と考えらえる。ただし，アカメガシワ，エノキ，ヤマグワは耐塩性が強いとは言えない

と指摘されている（倉内 1956；堀江 1966）。したがって，海塩が直接飛散する海側

を避け，内陸に近い部分あるいは防風垣などの構造物の風下部分に植栽するといった塩

害防止対策が必要となる。 

林床を吹き抜ける風に対して防風効果を発揮し，表土の風食を防止し，飛砂防止にも

役立つ（伊藤 1985）低木性の樹種ではトベラ，マサキ，ネズミモチ，ハマヒサカキ，

アキグミ，イヌビワ，ヌルデの出現率が高く，植栽適木になると期待された。とくに，

トベラは低木層で最も高い出現率を示し，亜高木層を形成する樹種としても出現してい

た。また，低木層ではトベラのみが大きな群落を形成していた。そして，耐塩性も有し

ている（倉内 1956）ことから，トベラは低木層に加え，亜高木層を構成することも期

待される主要な植栽木になると考えられる。ただし，長期的には上層木の成長によって

林床付近の照度が低下して衰弱することが予想されるため，各樹種の耐陰性の把握や上

層木との配置など今後検討すべき課題も残されている。 

今後，これら樹種を活用した海岸部の松くい虫被害跡地の再生が望まれる。これらの

樹種を植栽するにあたってクロマツから樹種転換する場合と，マツノザイセンチュウ抵

抗性のクロマツとを混植する場合が考えられる。いずれの場合においても多様性のある

森林を造成するため，可能な限り多樹種を植栽することが適切であると考えられる。し

かし，今回示した樹種は苗木の生産・流通がほとんどないため，苗木の確保が今後の課

題である。また，性質の違う多様な樹種を植栽すると，単一樹種の森林と比較して管理

が困難になることも予想されるため，植栽後の管理方法を確立する必要がある。 

 

2 地域性が森林植生の劣化に与える影響 

 本研究では地域の環境や土地利用が森林植生の劣化に大きく影響していることが明ら

かになった。今回の調査で森林植生の劣化に大きな影響を与える要因としてⅠ章で地下
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水位，Ⅱ章で過去の被害履歴，Ⅲ章で地域産業を反映している森林利用の履歴が注目さ

れた。これらは森林の地上部において視認することや，計測することが困難な要因であ

る。したがって，劣化した森林植生の状態を把握するために一般的に実施される生態学

的な調査では確認が困難であると言える。とくに，気象害等の様に突然に発生する森林

植生の劣化に関しては状況把握のための調査を短期間に行わなければならないため，視

認が困難な要因については無視されてしまう可能性が高い。過去に目を転じれば，森林

植生の劣化に大きな影響を与える要因が存在した場合でも，視認が困難なこれらの要因

は認識されていなかった可能性は否定できない。このことも森林植生の回復方法が十分

に確立していない原因の一つになっていると考えられる。これらのことから，今回の調

査で森林植生の劣化に大きな影響を与えることが明らかになった地下水位，森林被害や

森林利用に関する森林の履歴については，平時からその把握に努め，データベース化し

ておく必要があると考えられる。近年，各地で森林 GIS の整備が進められ，治山事業や

補助事業に活用されているので（松村 2007），これらの情報を森林 GIS の情報として

取り込んでおくことが有効であると考えられる。この様な方法で情報を整備することに

よって，突発的な森林植生の劣化に対して，地域性の反映されたより適切な森林再生方

法を迅速に立案することが可能になると考えられる。 

 

3 森林再生に掛かる経費や労務の軽減方法 

樹木の苗木を林地に植栽する場合にまず問題になるのは植栽木の活着の問題である。

とくに，海岸部の砂質未熟土における植栽のように乾燥や海塩，海風といった自然環境

が厳しい林地においては施肥や客土，敷き藁といった工法を用いなければ活着率や植栽

後の初期成長が低下することが多い（鈴木 1992）。植生が劣化した森林の再生におい

て被害を免れた個体や侵入植生の利用は，このような新植の問題を回避する有効な手段

になると考えられる。Ⅲ章，Ⅳ章で示したように植生が劣化した森林においても活用す

ることのできる植生が確認された。これらの個体を仕立て木とし，これらの生育の支障

となる個体を除去する方法は効率的であると考えられる。ただし，これらの個体は植栽

と異なり必ずしも目標とする森林の構成樹種であるとは限らない。つまり，これらの植

生のみで森林再生を図るならば，現在の構成樹種とそれらの遷移によって目標林型は受

動的に決定され，人為的な目標林型の設定は困難になると言える。したがって，森林再

生にあたっては再生後の目標林型をまず決定し，それらの構成する樹種のうち既に林内

に存在しているものを活用する。そのうえで，不足する樹種について植栽を行うという

方法が植栽時の活着，初期成長のリスクとコストを軽減しつつ，目標とする森林を再生

する有効な手法であると考えられる。 

ただし，この方法を実用化するに当たり考慮しておかなければならない点がある。治

山事業などで植栽によって森林再生を図る場合，事業費の積算や事業発注を行うために

植栽樹種と植栽密度を決定しなければならない。前述したような方法を採用するために

は活用する現存植生について，樹種に加え本数も把握しておく必要がある。したがって，

森林の再生方法を決定する前にはこのための現地調査が施工地ごとに必要となる。森林

植生が劣化した時点から森林再生方法を決定するまでの限られた期間に，この様な調査

を一定の精度を確保しつつも効率的に実施する仕組みを構築しておく必要がある。また，
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既存植生を利用することによって必要とする苗木や植栽に掛かる労務の軽減に繋がるこ

とになる。苗木生産や植栽作業は産業の乏しい中山間地域にとっては重要な地場産業と

なっている。森林再生に要する経費を軽減することは公的資金を投入する以上必要なこ

とであるが，地元産業への貢献度が低くなるという負の側面もある。両者を調和させる

ことも重要であり，今後このような社会科学的な課題に対する研究も必要であると考え

られる。 

 

4 まとめ 

 本研究では劣化した森林植生の再生にあたり，地域性が大きな影響を与えていること

を明らかにした。また，植生が劣化した森林を実際に調査し，科学的なデータに基づい

て植栽を軽減し，現存植生を活用する方法について提案した。森林再生にあたって今回

示した要素を取り込んでいくことは重要であると考えられるが，まだ方向性が示された

にすぎない。技術的な妥当性が有り，実現可能な森林再生方法を提示するためにはそれ

ぞれの地域において更なる知見の蓄積が必要となる。とくに，自然環境や土地利用とい

った社会的条件も含めた地域性と，森林植生の劣化状態とを関連付けながらデータを蓄

積していくことが重要である。本論文が今後の森林再生を考えるうえの一助となること

を願う。 
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摘 要 

  

 本研究では津波による被害，雪害，シカの被害，松くい虫による海岸林の被害の 4 事

象に着目した。これらの要因で発生した森林植生の劣化について，その被害状況などが

各地で研究されているものの，被害がほとんど発生していない空白地域も存在している。

本研究では既往の報告がほとんど存在していない地域においてこれらの要因で植生が劣

化した森林を調査した。そして，植生劣化や森林利用の履歴といった社会的条件も調査

し，植生劣化の状態との関連を解析した。また，森林再生において経費や労務を軽減す

るため，被害を免れた個体や侵入植生を活用する方法について検討した。これらの結果，

以下の成果を得た。 

（1） 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による津波が仙台市井土地区のア

カマツ・クロマツ大径木で構成される海岸林に及ぼした影響を調査した。地盤高が低く，

地下水位が高いとクロマツの垂下根の成長が悪く，津波が侵入してきた時には倒伏する

可能性が高いことが明らかになった。また，地盤高が低い場合，津波の最大浸水深が高

くなるため，津波の波力を受ける投影面積が増加して根返り木を増加させる可能性があ

ることも明らかになった。津波被害に耐え得る海岸林を造成するためには地盤高が T.P.+ 

1.0 m に満たない海岸砂丘地では盛土による地盤高のかさ上げが必要であると言える。 

（2） 防潮堤と津波による海岸林被害との関係を解析した。防潮堤による海岸林のク

ロマツの流出抑制効果が認められた。一方，海岸林が波力を減衰させる効果は認められ

なかった。その原因は今回の津波の規模と比較して調査対象林が若齢段階であったこと

や地下水位が高く垂下根の発達が不良であったことが考えられた。したがって，今後津

波に強い海岸林を造成する場合，防潮堤や盛土の施工が有効であると考えられる。 

（3） 2009 年 1 月に島根県東部の低標高帯で発生した冠雪害の被害林分の分布と気

象要因について調査した。被害林分は中国山地と海岸部との中間付近に集中しており，

出雲市佐田町では全体の 52 %の被害が集中していた。これらの地域は，これまで大きな

雪害の報告が無い標高 400 m 以下の比較的標高の低い地域であった。被害はスギ林が全

体の 96％を占め，5～7 齢級に被害が集中した。また，島根県東部では 1978 年（昭和

53 年）に山間部を中心に雪害が発生しているが，今回被害を受けた地域はこの時にほ

とんど被害を受けていない地域であった。このため，これまで雪害による淘汰が働かず，

今回の大量の積雪によって一挙に被害が発生したと考えられる。 

（4） 雪害被害林の状況や，被害木の個体サイズについて調査した。適正な密度管理

が行われている林分と過密状態の林分，いずれの林分においても被害が発生していた。

同じ立木密度や収量比数であっても直近の間伐からの経過年数や成長回復の状況によっ

て雪害への耐性に違いがあることが示された。また，胸高直径 32 cm 以上，形状比 65 以

下の個体ではほとんど被害を受けていなかったことから，雪害を回避するためにはこの

ような樹形に早期に誘導する必要があると言える。幹折れは折損部分が樹冠内部あるい

は梢端に近い位置にあった。一方，幹割れは樹幹中央付近で平均して約 3.5 m に渡って

上下方向に割れているため，土木用資材としての利用も困難である。これらのことから，

幹割れは被害の程度はより深刻であると考えられる。 

（5） ニホンジカが生息している島根半島西部の弥山山地において，シカが植生に与
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える影響を調査した。高・亜高木で出現本数や胸高断面積合計で高い値を示したのはア

ブラギリ，ヤブツバキ，シロダモ，アカマツであった。低木の総合優占度ではヤブツバ

キ，シロダモが高・亜高木と同様に高い値を示した。したがって，これらの樹種はシカ

が生息している状況でも本地域で生育が可能な樹種であると考えられる。一方，アブラ

ギリ，アカマツは低い値であった。このことから，本地域の植生は，シカ防護柵など人

為的にシカの排除を行わない限り，ヤブツバキやシロダモを主体とする多様性の低い常

緑樹林に移行すると考えられた。 

（6） 島根県海岸部における広葉樹林の実態を調査した。高木性の常緑樹で出現率が

高く，大きな群落を形成したのは主に亜高木層に出現したハマビワであった。これ以外

に出現率が高かった高木性の常緑樹はタブノキ，クロキ，シロダモ，ヤブツバキであっ

た。また，高木性の落葉樹ではアカメガシワ，エノキ，ネムノキも出現率が高かった。

一方，低木性樹種ではトベラ，マサキ，ネズミモチの出現率が高かった。これらは島根

県海岸部において健全に生育しているため，植栽に適した樹種であると考えられた。 

（7） 今回の調査で森林植生の劣化に大きな影響を与える要因として地下水位，過去

の被害履歴，地域産業を反映している森林利用の履歴が注目された。これらは森林の地

上部において視認することや，計測することが困難な要因である。したがって，劣化し

た森林植生の状態を把握するために一般的に実施される生態学的な調査では確認が困難

であると言える。したがって，これらの情報は平時からその把握に努め，森林 GIS など

にデータベース化しておく必要があると考えられる。 

（8） 海岸部の砂質未熟土における植栽のように乾燥や海塩，海風といった自然環境

が厳しい林地において，植栽苗木の活着率が低下することが多い。植生が劣化した森林

の再生において被害を免れた個体や侵入植生の利用は，このような新植の問題を回避す

る有効な手段になると考えられる。これらの個体を仕立て木とし，これらの生育の支障

となる個体を除去する方法は効率的であると考えられる。ただし，これらの個体は植栽

と異なり必ずしも目標とする森林の樹種構成となっているとは限らないため，再生後に

想定する目標林型を構成する樹種のうち，既に林内に存在しているものを活用する。そ

のうえで，不足する樹種について植栽を行うという方法が植栽時の活着，初期成長のリ

スクとコストを軽減しつつ，目標とする森林を再生する有効な手法であると考えられる。 

（9） 森林再生にあたって今回示した要素を取り込んでいくことが重要であると考え

られる。そして，技術的な妥当性が有り，実現可能な森林再生方法を提示するためには

それぞれの地域において更なる知見の蓄積が必要となる。とくに，自然環境や土地利用

といった社会的条件も含めた地域性と，森林植生の劣化状態とを関連付けながらデータ

を蓄積していくことが重要である。 
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Summary 

 

Many forests in Japan have suffered degradation caused by tsunamis, heavy 

accumulations of snow, deer browsing and pine wilt disease. In this study, we 

assessed damage due to these causes in forests for which no data on degradation had 

previously been reported. In this study, additional factors, such as history of 

degradation of forest vegetation and forest land use, were also examined. Our 

analysis suggests certain techniques, including planting hardy tree species that are 

less susceptible to damage or that grow quickly, in order to reduce the materials and 

labor cost to aid recovery in degraded forests. The results of this study are reported 

here. 

  

1. Impact of the tsunami caused by 2011 off the pacific coast of Tohoku earthquake in 

Ido, Sendai City, on large-diameter Japanese red pine (Pinus densiflora Sieb. et 

Zucc.) and Japanese black pine (Pinus thunbergii Parl.) forests was investigated. 

The area has unusually high ground water table, and the large-diameter trees in the 

area fell over during the tsunami because their tap roots had not been able to extend 

deep into the ground. When tsunami water reaches the coastal forests, low ground 

readily erodes and increases the likelihood of trees felling. In particular, toppled 

trees were common when the distance from the top of the groundwater to the ground 

surface was less than 1 m. In order to establish tsunami- resistant forests, it is 

necessary to bank low ground at elevations of less than 1 m. 

 

2. The relationship between damage to coastal Japanese black pine forests due to 

tsunamis and the influence of the coastal embankment was investigated. The 

presence of a coastal embankment decreased the amount of driftwood that 

accumulated. Coastal forests did not attenuate the force of tsunamis for two reasons.  

First, because the forests were young, they were unable to resist the tsunami force. 

Second, because the groundwater level was high, the main roots of the trees could 

not extend deep into the earth. Building a coastal embankment and banking the 

ground to allow the main roots of trees to elongate are effective technique for 

establishing tsunami- resistant forests. 

 

3. Forest damage due to heavy accumulations of snow occurred in the Unnan region 

in the eastern part of Shimane Prefecture in January 2009. Most of the damaged 

stands were located in the area between the mountains and plains. In particular, 

52% of the damaged stands were located in Sada-cho, Izumo City. This area is 

located at a comparatively low altitude (less than 400 m above sea level), and had 

suffered no previous incidents of serious damage due to heavy snow. Ninety-six 

percent of the damaged stands belonged to sugi (Cryptomeria japonica D. Don) 



93 

 

plantations. Most of the damaged stands belonged to age classes 5-7. Damage due to 

snow also occurred in a mountainous region in the eastern part of Shimane 

Prefecture in 1978. However, this was a different area from the area that suffered 

damage in 2009. 

 

4. The status of damaged forests and the sizes of damaged trees were investigated. 

Damage occurred even in forests of suitable tree density. Resistance to damage is 

depend not only on tree density but also on landscape and land management history. 

The least damaged trees exceeded a diameter at breast height 32 cm and had a 

height:diameter ratio of less than 65. Therefore, it is preferable for planted trees to 

achieve these sizes as soon as possible in order to minimize the risk of snow damage. 

Trunks generally broke either at the tree crown or at the top of the trunk. Trunk 

splitting was more serious form of damage to trees than trunk breakage. When the 

trunk split in the middle, the average split length was 3.5 m; these trees were likely 

to die than those whose trunks broke, and could not be used as construction 

material. 

 

5. The vegetation of Misen Mountains, located in the western region of the Shimane 

Peninsula, was assessed. The dominant species, both in terms of number of 

individuals per unit area and basal area of the tree and sub-tree layers, were 

Vernicia cordata (Thunb.) Airy Shaw, Camellia japonica L., Neolitsea sericea (Bl.) 

Koidz, P. densiflora. The total estimate for C. japonica and N. sericea in the shrub 

layer was high, similar to those in the tree and sub-tree layers. Therefore, these 

trees show an ability to thrive in a habitat where deer are common. In contrast, the 

total estimate for V. cordata and P. densiflora in the shrub layer were low. Unless a 

fence to protect the vegetation against deer is established, the area will transit into 

an evergreen forest. The evergreen forest has low species diversity, and its dominant 

species are C. japonica and N. sericea. 

 

6. Vegetation of coastal broad-leaved tree forests in Shimane Prefecture was 

assessed. Evergreen trees, mainly Litsea japonica, appeared in many investigation 

sites. Other species identified at these sites were Machilus thunbergii, Symplocos 

lucida, N. sericea, and C. japonica. Deciduous trees were Mallotus japonicus, Celtis 

sinensis Pers. var. japonica, and Albizia julibrissin. In addition, Pittosporum tobira, 

Euonymus japonicus, and Ligustrum japonicum were identified in the shrub layer of 

many sites. These species grow well in the coastal forests of Shimane Prefecture and 

are suitable species for plantation in the area.  

 

7. Groundwater level, history of past forest damage and current forest use reflected 

local industries strongly affect degradation of forest vegetation. These factors are 
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difficult to observe and measure in the field survey. It is necessary to gather more 

information on these factor ’s effects and feed the data to forest Geographic 

Information System. 

 

8. Seedlings usually have a low survival rate in forests that have extreme 

environment, such as coastal sand dune plantations where conditions are dry, saline 

and windy. Non-damaged trees or invading trees in degraded forests should be used 

in the recovery of degraded forests. It is necessary to eliminate plants that obstruct 

the growth of such trees. However, these species are not always ideal species 

composition of recovered forests. The following steps can guide forest recovery, 

decreasing costs and risk of tree loss. First, non-damaged trees or invading trees in 

degraded forests should be grown; second, tree seedlings of species that are desired 

in the final assemblage be planted. 

 

9. The results of this study may be applied to the recovery of degraded forests. 

Technically appropriate and feasible methods to aid recovery of forests need to 

developed, and more data on degraded forests must be gathered in each area. In 

particular, it is important to relate incorporate factors such as locality in analyses. 
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