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１．はじめに  
	 伊豆大島では，2013年 10月，台風 26号の影響により大規模な土砂災害が発生した．斜
面安定化のための山腹工事に先立ち，2014 年 11 月より東京都大島支庁によって急峻な崩
壊斜面を中心に航空実播工が実施された（表 1）．伊豆大島ジオパーク推進委員会は，ジオ
パーク事業の一環として東京農工大学や環境省伊豆諸島管理官事務所等と協働してプロジ

ェクトチームを発足し，植生や土壌侵食防止機能の推移を継続的に記録することで知見を

蓄積し未来の土砂災害に備えることを目的として，表層崩壊・侵食跡地における植生回復

やそれに伴う地表流流出量および土壌侵食量の推移を測るモニタリング調査を 2015 年 4
月より計 23回行ってきた． 
	 表層崩壊により裸地化した斜面において早急な安定化や再発防止のための緑化工は避け

られないが，使用する種子によっては地域の生態系に影響を及ぼすことになる点について

は留意する必要がある．生物多様性保全の観点から鑑みて，(1)播種した外来種が地域に根
付き在来の植物の生育域を侵略・消失させる点，(2)別所から導入した種子の散布により元々
地域に分布していたものとの交雑が起こり形質の浸透が起こる点，(3)交雑個体が地域に定
着し遺伝子情報が攪乱する点の 3つが問題として挙げられる（日本緑化工学会 2002）．大
陸と陸続きになったことのない海洋島である伊豆諸島では植物相の固有性が高く，葉の大

型化や刺の退行など本土との形態的・生態的相違も見られており，大島における遺伝子攪
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伊豆大島土砂災害対策検討委員会（2014）より作成した． 

 
乱はそういった独自の生物間相互作用や進化プロセスを破壊するものである（上條 2017）．
2013年の航空実播に使用された 7種の内ホワイトクローバーを除く 6種は大島に生育する
種であったが，散布された種子は全て島外から導入したものであったため在来の地域制系

統との遺伝子攪乱が懸念されている． 
	 本調査で蓄積したデータは，伊豆大島における未来の土砂災害に備え，防災面での有効

性はもちろんのこと，外来種を使用しない，もしくは土地に定着させない緑化を考えるた

めの基礎として応用できる．また，大島を含む伊豆諸島において，航空実播工跡地の植生

回復をモニタリングした報告は，御蔵島の事例（荒瀬・岡野 2016）以外に少なく，伊豆諸
島における緑化の在り方を考える上でも重要な知見となる．そこで本稿では，緑化跡地に

おける植生回復および航空実播で使用された外来種について 2015年から 2018年までの 4
年間の推移を報告するとともに，地域の生態系に配慮した緑化播種について考察するもの

とする． 
 
２．調査地および調査方法  
	 本調査は，｢山腹工事を行う荒廃斜面において，定期的な観察が可能な箇所｣として選定

された大島町元町地区内大金沢上流部（標高約 330m）の二箇所に設けた調査プロットで
実施されている．当該地の傾斜は 28°で，プロット間の距離はおよそ 60m．年平均気温
15～18℃，年平均降水量約 3,000mm と比較的温暖多雨な海洋性気候に属しており，被災

前の植生はハチジョウイヌツゲやヒサカキ等の常緑広葉樹林であった（伊豆大島土砂災害

対策検討委員会 2014）．本稿において使用するデータおよび調査方法は以下の通りである． 
 
2.1 植生被覆率 
プロット全体に対する植生被覆地の割合について，ブラウン・ブランケ法による被度の
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調査法に倣い，目視により 5段階評価（被覆率 0～10%，10～25%，25～50%，50～75%，
75～100%）を行った． 

 
2.2 生育が確認された種 
各プロットにおいて，生育が確認された植物種をコドラー

ト毎に記録した．プロットはそれぞれ 10のコドラートに分割
されており，生育が認められたコドラートの総数によって種

の増減傾向を測った（図 1）． 
 

2.3 樹高 
各プロットにおいて，ヤシャブシの代表木 3 株の樹高（地

表面～主幹延長枝の先端）を測定した．測定は，測高ポール

の代用としての釣り竿およびメジャーを用い，cm単位で実測
した．なお，ヤシャブシについては，オオバヤシャブシの可

能性もあり，今後検討が必要である． 
 
３．調査結果  
 
3.1 植生被覆率 
緑化跡地において最初に繁茂した種は播種されたホワイトクローバーであり，植生被覆

率は本種の繁茂によりプロット Aで 2015年 3月，プロット Bで 2015年 7月に 75～100%
に達して以来安定している． 
 
3.2 生育が確認された種 
種数は両プロットにおいて年々着実に増加しており，プロット A ではこれまでに計 50

種，プロット B では計 53 種が確認されている．表 2 および 3 に，2015 年～2018 年の夏
季計測データから 3 つ以上のコドラートで確認されたことのある種のみ抜選しその推移を
示した．値（1～10）は，生育が確認されたコドラートの総数である． 
〇 プロット A（表 2） 

一番早くに生育したホワイトクローバーは，明らかな減少傾向を示し 2017年秋季に
見られなくなった．一方，イガアザミやオニタビラコといった多年生草本が増加傾向

を示しており，伊豆諸島固有種であるオオシマカンスゲは現在プロット全体に拡がっ

ている．当プロットにおける主要な木本種はアカメガシワ，ニオイウツギ，ヤシャブ

シの三種であるが，2018 年にアカメガシワが急増した他は 2015 年から安定した状態
を保っている． 

図 1．調査プロット 



16 

表 2. プロット Aにおける主要な植物種の推移 

 

 
〇 プロット B（表 3） 
	 プロット A と同様に，ホワイトクローバーは 2017 年秋季をもって見られなくなっ
た．その他，外来の草本類であるヒメムカシヨモギとブタナが 2016年以来減少の傾向
を見せている．一方，播種されたススキとメドハギは増加傾向にあり，いずれもプロ

ットの広い範囲で確認されている．伊豆諸島固有種のオオシマカンスゲはプロット A
と同様に増加を続け，2017年から全てのコドラートにおいて生育が確認されている． 
	 プロット Bはプロット Aに比べて木本類（とりわけ落葉広葉樹）が多く，ここでは
計 7 種が挙げられる．プロット A でも確認されたアカメガシワ，ニオイウツギ，ヤシ
ャブシの 3種は 2015年から続けて安定している．カジイチゴとコゴメウツギが増加傾
向を見せる中，エノシマキブシは減少し 2018年には 1つのコドラートで確認されたの
みであった． 
 

表 3. プロット Bにおける主要な植物種の推移 

 
 



17 

播種された種（表 1）に絞って推移を確認してみると，まず目に付くのはホワイトクロ
ーバーの減少である．両プロットにおいて 2017年秋季以降の生育は確認されていない．そ
の他の 6 種については，本来大島に生育している種であったことから，プロット内の個体
が｢播種された非地域性系統のもの｣か｢緑化跡地の外から自然進入した大島在来のもの｣か，

もしくはそれらの交雑個体であるかの判断が難しい．とりわけヤシャブシは外見による判

断は困難で，確実な分別には遺伝子解析を要する．いずれにせよ，現段階ではホワイトク

ローバー以外に明確に減退している種は確認できない． 
 
3.3 樹高 
	 図 2 に，2015 年～2018 年の夏季計測データからヤシャブシの代表木 3 株の樹高の推移
を示した．全ての代表木は 2015年から生育していたが，夏季の段階で芽吹き程度であった
一部の代表木については 2015年のデータが残っていない． 
グラフの通り，両プロットにおいてヤシャブシの樹高は順調に伸びている．夏季の台風

の影響で何度か幹折れが発生したものの，それに起因して枯死することはなくその後も生

長を続けている．ヤシャブシ以外の先駆樹種も成長しており，調査プロットの現在の林相

は低木林となっている． 

 
図 2. プロット Aと Bにおける樹高の推移 

 
４．考察  
 
4.1 植生回復 
	 	 2014 年の航空実播以来，調査プロットでは計 62 種の植物が確認された．いずれのプ
ロットも裸地の状態から低木林になるまで回復しており，大島のカルデラ内の遷移と比較

するとこの回復ペースは極めて速い．1986年の山頂噴火により裸地となったエリアは，30

プロット A プロット B 
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年以上経った現在でも未だ多年生植物の草原～低木林の段階にある．この回復速度の違い

は，カルデラ内が火山噴出物に覆われた裸地における一次遷移だったことに対し土砂災害

跡地には土壌があり植物の種子が定着しやすい環境における二次遷移であった他，航空実

播により人為的に種子および肥料・植生材が散布されたこと，また，先駆植物であるヤシ

ャブシが窒素固定により土壌の養分を回復させその他の植物の生長を助けたことに起因す

ると考えられる． 
 
4.2 播種された外来種の今後 
	 両プロットにおいてホワイトクローバーが減少した理由は，木本類の生長により日光が

遮られ林床へ届きにくくなったことと思われる．ホワイトクローバーが見られなくなった

2017 年秋季には，プロット内のヤシャブシの樹高はおおよそ 300～400cm に達しており，
ニオイウツギやアカメガシワについても 300cmを超える株が確認されていた（図 4，図 5）． 
	 「木本種の生長によってホワイトクローバー

は早期に減退する」という結果を踏まえ，将来

大島において土砂災害が発生し播種の必要が

生じた場合，地域に定着する可能性が低く遺伝

子攪乱の恐れの少ないホワイトクローバーが

緑化種子として適切な可能性がある．発芽や成

長が斉一な外国産の牧草種を散布して裸地の

被覆を促し，その上で島内産の種子および苗を

用いて天然性の植物群落へと遷移を誘導する

ことができれば，緑化播種による外来種の影響

を低減することができると考えられる（荒瀨・

岡野 2016）．これと類似した緑化工は 2002年
に御蔵島で実践されており，ハチジョウススキ

やオオバヤシャブシの地域性苗の導入後に外

来牧草類の種子を航空実播した結果，牧草は比

較的速やかに減退し自然進入したヒサカキ等

の在来種へ置き換わったとされる（荒瀨・岡野 2016，上條 2017）．しかし，地域性苗の
使用技術には未だ不確実性が内在しており，外来牧草類が木本類の侵入を阻害するという

指摘も多い（荒瀨・岡野 2016）．また，いつ起こるか分からない災害に対してこの策を取
るのであれば，日頃から地域性の苗の確保が求められ，それに係る体制作りも必要となる．

2000 年雄山噴火に係り三宅島産の植物を用いた緑化の促進を明記した｢三宅島緑化ガイド
ライン｣（三宅島災害対策技術会議緑化関係調整部会 2004）を参考にしつつ，大島におい
て地域性緑化が現実的であるか関係機関による話し合いが求められる． 

図 4.プロットA全景写真（2017年秋季） 
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図 5.プロットB全景写真（2017年秋季） 
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