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1．愛知県瀬戸市付近の「里山」の推移．愛知県瀬戸市付近の「里山」の推移．愛知県瀬戸市付近の「里山」の推移．愛知県瀬戸市付近の「里山」の推移

一般に現在「里山」といわれている地域は，明治時代以前から

1950 年代まで薪・木炭の供給場所であり，落ち葉を利用した堆肥

の供給場所であり，食料としての山菜・木の実・きのこの供給場所

であった（田端，1997）．これは，里山は村や町から非常に近いと

ころにあり，標高がそれほど高くないために山に入りやすく，また

入会地として特定人物の所有ではなかったことなどが原因として

あげられる．しかしながら，1950 年代以降は，燃料が電気・ガス・

石油に置き代わっていったこと，肥料として化学肥料が大量に供

給されるようになったこと，食料は商店・スーパーマーケットなどに

行って買えばすむために，わざわざ山で採る必要が無くなったこ

となどを理由に，里山を利用する機会が激減した．有用林として

の里山の使命は，この頃に終わったといえる．一方で，1950 年代

以降の高度経済成長期には，里山は都市近郊の「未利用地」とし

て，交通の便のよいところから開発の対象となり，住宅地・工業団

地・公共施設用地（大学・公園）・産業廃棄処分場・墓地・田畑とし

て利用されるようになった．その一方で，開発されない里山は人

手がほとんど入らないまま放置され，雑木林，特に落葉広葉樹が

成長していった．

愛知県瀬戸市付近では，「瀬戸物」という言葉が示すように，陶

器製造産業が古くから活発であり，窯の燃料として，近くの里山の

木々を使っていた．しかし，1950 年代以降の燃料の転換はこの地

でも起こり，燃料のバックヤードとして常に手が入っていた里山に

は手が入らなくなり，放置されるようになった．その後の開発の波

はこの地域にも交通の便のよいところから広がっていき，愛知県

立大学・青少年公園・県陶磁器博物館なども，こうした開発により

できた．現在，やや交通の不便なところが里山として残っており，

そのうちの 1 つが「海上の森・広久手の森」と呼ばれている地域で

ある．

2．「里山」の役割．「里山」の役割．「里山」の役割．「里山」の役割

「環境」が重要視されるようになり，身近な自然環境を残してい

る地域として「里山」が再認識され始めた．里山が持つ機能として

考えられているものとしては，①豪雨時などの土砂災害防止機能，

②都市のヒートアイランド現象における冷源としての機能，③生物

種の多様性に関わる「貴重種」の保全機能，④比較的小流域なが

ら地域密着型の水源としての機能，⑤都市近郊緑地としてのアメ

ニティ機能やレクリエーション機能，などが挙げられる．都市近郊

に位置する里山の多様な役割は，近年において特に重視されて

いる．広大な里山が開発された後に，その役割の重要性にようや

く気づき，「自然との共生」を考える必要がでてきたとも言える．

3．森林成長シミュレーションの目的．森林成長シミュレーションの目的．森林成長シミュレーションの目的．森林成長シミュレーションの目的

第二次世界大戦直後の連合国の統治下において，国土の多く

の部分が航空写真撮影された．この後，対象地域の海上の森付

近では，地図作成などの目的のために国土地理院などにより，数

回の航空写真撮影がなされている．このような経緯で，過去約 50

年間の航空写真が残っているために，航空写真を使用すれば，

森林の成長の様子を解析することができる．さらに，この解析結果

からモデリングを行い，シミュレーションを行うことによって，近未

来における里山の森林植生の変化を予測することができるのでは

ないかと考えた．こうした近未来における地域的な植生変化予測

は，災害・開発時の環境アセスメントに利用できるばかりではなく，

より広域に視野を広げることにより，地球温暖化に影響する炭素量

の変化予測など，地球環境の評価にもつながっていくことが考え

られる．

こうした目的のために，本研究における「森林成長」とは，単に

①同じ植生のまま高さが成長していく，ことだけではなく，②森林

植生の変化とその高さの変化についても含めて考える．また，②

森林成長シミュレーションに向けて森林成長シミュレーションに向けて森林成長シミュレーションに向けて森林成長シミュレーションに向けて
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愛知県瀬戸市付近に見られる里山は，1950 年代以前には「瀬戸物」を焼くための燃料を手に入れる場所であった．こう

した里山は，高度経済成長期以降，その役割に変化が生じ，森林の様子も変化した．その多くは開発されていったが，開

発されずに残った里山は人手がほとんど入らないまま放置され，雑木林が成長していった．

　過去 50 年間に撮影された航空写真を使って，木々の高さや種類の変化などを読みとり，その場所の地形や環境のデ

ータについて地理情報システム（GIS）を用いて分析を行っている．こうした作業から，里山の森林の変化についての法則

を導き出すと，近未来における森林変化の予測を行うことができるようになる．
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図図図図 1　落葉広葉樹の標高分布（　落葉広葉樹の標高分布（　落葉広葉樹の標高分布（　落葉広葉樹の標高分布（1949 年）年）年）年）

の森林植生の変化を考慮して近未来の植生分布パターンを予測

するには，③隣接群落（植生）間の「競争」をもシミュレーションの

中に入れておく必要がある．

以上，①②③の 3 つの森林（植生）成長要素の組み合わせをも

って，森林成長シミュレーションを構築することを目的とする．

4．森林成長シミュレーションの手法と解析例．森林成長シミュレーションの手法と解析例．森林成長シミュレーションの手法と解析例．森林成長シミュレーションの手法と解析例

森林成長シミュレーションを構築するには，今後 50 年間の現地

調査を行うのではなく，過去 50 年間の航空写真を元としたデータ

と環境要因を解析することにより，その変化の法則を導き出し，そ

れを将来予測に当てはめる，という方法をとる．現在使用している

航空写真は，1949年，1977年，1995年の 3 時点である．

森林成長の基本データとして，植生分類と植生群落のキャノピ

ーの高さを 初に把握しなければならない．植生分類は，航空写

真により野村氏，中嶋氏により行われ（野村・中嶋，2000），標高に

ついては，DPWにより5mメッシュデータが求められている（佐野，

2000）ので，これらのデータを使用することにする．

1949年と1977年の間の植生変化について，その変化の様子を

示したものが表1である．

表 1 で示されているように，落葉広葉樹から荒れ地・宅地・その

他への移り変わり，また，その逆の変化が非常に多いのが特徴的

であるが，里山の開発と，伐採地の放置による植生の回復が現れ

ているものと考えられる．

森林成長に影響を及ぼす環境要因としては，降水量・気温など

の気候環境，標高・傾斜角度・傾斜方向といった地形要因，地下

水の状態，表層地質など，種々の要因が考えられる．これらの要

因をすべて同じ座標系を持った GIS 上で一元管理し，解析を行う

ことにより，どの要因が も支配的であるか，または，どの程度の

影響を持っているかを定量化することができると考えている．例え

ば，図 1 では 1949 年の落葉広葉樹の存在する標高の分布（本来

はキャノピーの高さを表しているが，樹高の評価がまだ終わって

いないため，今回の解析ではこれを標高と読み替えて解析を行っ

ている）である．標高 240m 以下がほとんどであるが，360m から

400m 付近にも小さなピークが見られる．このことは，標高が低く，

町や村に非常に近い地域と，やや標高の高い地域に同じ植生が

あるので，できれば群落ごとにその評価を行っていく必要がある

ことを示唆しているとも受け取れる．

森林成長のモデルとして，図 2 のような次のような 3 つのタイプ

を考える1）．すなわちType 1では，同一植生で樹高のみが変化す

るもの，Type 2 では，人為・林相変化・自然災害などによって植生

が変化するもの，そして，Type 3 は隣接植生間での競争であり，

隣接する群落が周辺部からその境界線を徐々に移動させていく

ものである．この場合，群落の中心部と隣接部（図 3）は，同じ群落

でも違った特性を持つものと考えなければならないところに，難し

さが残る．

他方，ある群落について考えると，群落内の位置により周辺か

らの影響の受けやすさに違いがあると考えられる．図3で模式的

に示したように，2つの植生が隣接している場合，隣接部と中心部

を比較すると，隣接部の方が隣の植生から受ける影響が大きい．

これは，図2のType 3で示すような植生間の「競争」が行われる際

に，他の植生との隣接部から遷移がはじまり，徐々に優勢種が拡

大するためである．

このように，森林成長モデルを考える際に，主として環境条件に

より林相・樹高が推移していくと考える「静的（ポテンシャル）」モデ

ルと，隣接部からの「競争」をも考慮に入れる「動的（ダイナミック）」

表表表表 1　　　　1949 年と年と年と年と 1977 年の植生変化年の植生変化年の植生変化年の植生変化

↓↓↓↓1949／／／／1977→→→→ 常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹 落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹
アカマツアカマツアカマツアカマツ

クロマツクロマツクロマツクロマツ
竹林竹林竹林竹林

スギ･ヒノキスギ･ヒノキスギ･ヒノキスギ･ヒノキ

（植林）（植林）（植林）（植林）

荒地・宅地荒地・宅地荒地・宅地荒地・宅地

その他その他その他その他
計計計計

常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹 0.00 0.19 0.10 0.00 0.19 0.21 0.68
落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹落葉広葉樹 0.02 9.87 4.34 0.06 3.85 12.49 30.63

アカマツ･クロマツアカマツ･クロマツアカマツ･クロマツアカマツ･クロマツ 0.00 2.60 1.80 0.01 0.98 3.01 8.41
竹林竹林竹林竹林 0.00 0.50 0.13 0.01 0.11 0.24 0.99

スギ･ヒノキ（植林）スギ･ヒノキ（植林）スギ･ヒノキ（植林）スギ･ヒノキ（植林） 0.00 2.51 0.48 0.06 1.36 3.28 7.69
荒地・宅地・その他荒地・宅地・その他荒地・宅地・その他荒地・宅地・その他 0.02 11.57 9.54 0.33 6.71 23.43 51.59

計計計計 0.04 27.24 16.37 0.47 13.21 42.67 100.00
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モデルが考えられるが，当初は静的モデルの構築から始め，そ

の後に動的要素も考慮したモデルに発展させていきたいと考えて

いる．

数時期にわたって同じ植生が維持されている場合には，樹木

の成長曲線（例えば，大隅 1995 など）を当てはめることにより，植

生区分ごと，もしくは群落ごとに木々の高さの変化を推測し，森林

成長シミュレーションに適用していくことを考えている．

5．今後の課題．今後の課題．今後の課題．今後の課題

森林成長成長シミュレーションを構築するためには，前述のよう

に，過去50年間の森林植生変化の解析と環境要因の影響の推定

を定量的に行う必要がある．さらに時間スケールも考慮していか

なければならない．植生の把握についても，同一植生，同一群落，

さらに同一群落内の中心部・周辺部といったさまざまなスケール

での解析が必要であり，これらを一つ一つクリアしていく必要があ

る．

【【【【 注注注注 】】】】

1） 岩坪（1996）を参考に模式化を行った．
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図図図図 2　森林成長モデル　森林成長モデル　森林成長モデル　森林成長モデル

図図図図 3　隣接植生間での「競争」　隣接植生間での「競争」　隣接植生間での「競争」　隣接植生間での「競争」


