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Abstract 

The old-growth Pinus plantation along the Sendai Bay was severely disturbed by the huge tsunami 

resulting from the 2011 Great East Japan Earthquake. To evaluate the changes in coastal forest vegetation after the 

tsunami, we conducted an ecological survey of the forest. We compared the results of three surveys conducted 

during 2002, 2010, and 2011 to clarify the influence of the tsunami on the forest. As many phytosociological 

survey reports on this forest are available, we conducted a survey from a different perspective, including 

biological type, tree form, and root type. The results were as follows: 1) the endozoochorous woody species 

invaded into old-growth Pinus-plantation. As a result, biodiversity has increased. 2) the forest showed two types 

of tsunami damage—physical damage and sea water damage. 3) evergreen trees and deciduous trees showed a 

difference in the intensity of damage, and as the occurrence of the tsunami was prior to the deciduous tree activity, 

the deciduous trees suffered less damage than the evergreen trees. 

 

1  問題の所在 

筆者は 1998 年より仙台湾岸の防潮林の調査研究をスタートさせた。第１回目の調査は，宮
城県が実施している宮城県自然環境保全地域調査に加わる形で，仙台湾に広がる防潮マツ
林の植生調査に参加した（平吹ほか，2002）。防潮マツ林の変化を追跡する調査で，モニタリン
グを行うための継続調査区を設置し，植栽後 100～150 年が経過した老齢防潮マツ林の生態
学的な研究を行った。2002 年には樹型評価を加味した調査を行った。第 2 回目の調査は，前
回の調査から 8 年が経過した時点（2010 年）で，仙台市科学館学芸員として仙台市の自然史
調査事業の一環で行った。同調査地において 5 月から 11 月にかけて行った。 

しかしながら，その調査から，わずか半年後に東北地方太平洋沖地震（2011 年 3 月 11 日）
が発生し，地震による揺れだけではなく，地震に由来する巨大津波で，沿岸部の尊い命，宅地，
農耕地等が失われた。多くの人命や財産が失われる未曾有の大災害，東日本大震災となっ
た。モニタリングを行う目的で設置した調査地も壊滅的な被害を受けた。 

食料を始めとしてガス，ガソリンなど様々な物資が不足する中，筆者らは，当時，仙台市科学
館で生物領域，地学領域所属の職員を中心に被災地域の現状を調査するためのプロジェク
トを立ち上げた（数本・長島，2011）。記録を残すことが被災地域で唯一の科学系博物館の果
たすべき役割であると考えたからである。仙台湾岸，特に七北田川から名取川の間に広がる
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湾岸域の貴重な自然が津波の被害をどのように受けたか，またそれがどのように再生していく
のかを追跡する調査事業である（長島・数本，2011；長島ほか，2012）。人事異動などで職員も
入れ替わり，規模は縮小されたものの，現在も調査は継続されている（中田ほか，2016）。 

仙台湾防潮マツ林の被害状況とその後の再生過程については，既に平吹ほか（2011），菅
野ほか（2014）や富田ほか（2014）などが優れた研究成果を報告している。本稿では樹型区分，
根系区分に着目する形で，上述した研究成果とは違った側面から防潮マツ林の生態学的な
特性とその津波被害を理解したい。 

311 東北地方太平洋沖地震に起因する巨大津波によって仙台湾岸域の防潮マツ林は大き
な被害を受け、その津波被害を明らかにするために現在も多くの調査が続けられている。しか
しながら，事後調査だけでは明らかにできない研究上の重大な問題が存在する。長島・攝待
（2012）でも指摘したが，津波被害後の人命救助のため老齢防潮マツ林の中に，小型の重機
が入り，自衛隊や警察による大規模な捜索が行われた。人命がかかっているため，老齢防潮マ
ツ林内で，くまなく捜索が行われた。筆者自身も当時仙台市職員の一員として，その業務に従
事した。捜索活動の障害となる流木を撤去する，折るなどの措置が取られた。実際問題として
調査地内の倒木や幹折れが，津波による物理的な被害なのか，人命捜索のための重機による
幹折れなのかの識別は極めて困難である。重機による影響を取り除くための緻密な統計処理
などを行うことなしに正しい理解にはたどりつけない。 

上記の意味でも，それ以前に仙台湾域の老齢防潮マツ林がどのような植物群落が，どのよ
うに成立していたかを正しく理解することが重要である。津波被害後をどのように追跡するに
しても，それ以前の姿が不明瞭な状態では，何がどのように変わったのかをとらえることができ
ないからである。その点に本研究の意義がある。 

研究を進めるにあたり，東北学院大学の平吹喜彦先生には示唆に富むご助言をいただい
た。野外調査では長谷川巧氏，攝待尚子氏，高橋真実氏のご支援をいただいた。記して感謝
申しあげる。 

なお本研究は公益信託基金富士フイルムグリーンファンドによる研究助成，日本学術振興
会による科学研究助成（24923004）による成果を含んでいる。ご支援いただいた関係各位に
厚くお礼を申し上げる。 

 

2  調査地 

図 1 は筆者らが調査を行った地点を示している。本研究では，このうち St．5,6,7 の 3 ヵ所の
調査結果を中心に報告する。St．5 は，海側に下水処理施設があり，津波の直接的な力（物理
的な意味での力）を受けなかった地点である。下水処理施設では，海側の壁面が変形してお
り，相当の強さの力を受けたことが推察される。下水処理施設が防波堤の役割を果たしたた
めに生育していた樹木そのものの被害が低減された。その結果，下水処理施設を回り込むよ
うに入ってくる海水による塩害のみの被害を受けた調査地である。 

St6 ならびに 7 は，津波を低減する構造物がないため，津波そのものの物理的な力を直接的
に受けた地点である。調査地内に津波に起因する多数の倒木が確認できた。こちらは津波に
よる物理的な力の被害と海水による塩害の両者がはたらくことで多くの倒木被害が出た調
査地である。前者が海水による被害を中心に受けた立地，後者が津波による物理的な被害と
海水による被害の両者を受けた立地ということになる。この立地の違いに着目し，比較するこ
とで仙台湾岸老齢防潮マツ林の被害の特徴を浮き彫りにできる。 
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図 1：調査地 

 

3 調査方法 

3.1 毎木調査 

 2002 年ならびに 2010 年に St6（40×30m），St7（35×30m）の調査区で毎木調査を行った。そ
の調査区内を 5×5m の小区画に分割した。その中に出現する樹高 1.3ｍ（胸高）を超える全て
の生木をナンバリングし，根元位置，樹高，胸高直径，単幹個体か萌芽個体か，生育状態（折れ
や傾き，広がりといった幹や樹幹の形状）を測定した。 

さらに後述する階層区分ならびに樹型区分を全ての個体に適用した。樹高は 12m の測高
棹を用いて10cm括約で測定した。12mを超える幹については測高程を参考にしながら目測し
たため精度が落ちる。出現した樹種の種子散布型については，風により散布されるものを風散
布，鳥類により果実ごと被食され排出により種子が散布されるものを鳥散布とした。 

 

七北田川河口周辺 

名取川 

河口周辺 
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3.2 階層区分 

樹型による生態学的な評価を行うために，従来の樹高による階層区分ではなく，隣接した他
個体との関係性に着目した階層区分を採用した。図 2 で示した階層区分（甲山ほか，1985）を
行った。1 層木は，樹冠が林冠層の上面を形成し，近接する他個体に抑制されていない。2 層
木は樹冠が林冠層の上面を形成するが，近接する他個体に抑制されている。3 層木は樹冠が
1・2 層木の樹冠と接触しているが林冠層の上面に抜け出ていない。4 層木は，樹冠が完全に
林冠層から離れて下にある。1・2 層木をあわせて林冠木，3・4 層木をあわせて下層木と定義さ
れる。 

 

3.3 光環境の評価 

St6，St7 の調査区に設置した 5×5m の方形区を，さらに 4 つに区分し，2.5×2.5m のサブプロ
ットを作成した。その中心点で曇天の日（直達光がない日）に全天写真を撮影した。撮影はデ
ジタルカメラ（（Nikon CoolPix 5000）にフィッシュアイコンバータ（Nikon，FC-E8）を装着し，三
脚で水平および方位（画像上を南）を固定して行った．カメラの撮影面は地上高 50cm とした。
撮影した全天写真（図 3）から，CanopOn（竹中，2001），CanopOn2（竹中，2009）を用いて林冠
空隙率（％）を算出した。その数値を地理情報システム（MapInfo9.5）用いて図化し，光環境の
等値線図を作成した。最大値と最小値を基にして等値線は 6 段階に区分した。上層木の展葉
の影響を検討するために 2002 年と 2010 年のそれぞれで 4 月上旬（春季）ならびに，8 月下旬
（盛夏季）に撮影した。 

 

 
図 2：甲山ほか（1985）による階層区分．図中の数字は 1〜4 層木を示す。 

 

 
図 3：全天写真 

 

©関東学園大学，2017.　関東学園大学紀要Liberal Arts 第25集 73



 

表 1：倒木区分 

 

3.4 倒木区分 

倒木区分については，倒木の分解の程度を基準にした小川（1974）が知られている。それを
参考にして表 1 のように識別した。倒木後の分解の進行は，倒木後の経過年数と林床面にど
のような形で接したかで決定される。倒木直後から林床面に接すると地表面からの水分供給
により，分解の進行が早い。一方で隣接する他個体に寄りかかるなどして林床面に接触しな
い場合には，長期にわたって原型をとどめている場合もある。A 型が最も新しい倒木と考えら
れ，次いで B 型，C 型と続き，D 型が最も時間の経過した倒木となる。 

 

3.5 森林内の各個体の被圧状態によって規定される樹型の変化パターン 

 大沢ほか（1982）は，千葉房総半島に位置する東京大学千葉演習林の二次林において丁
寧な樹型の記載を行い 11 種類の樹型を区分している。筆者はこれを基本に先行研究（島地・
倉田，1978；竹中，2003；トロール，2004；原，1994；八田，1995，1998；藤本，1980 など）を参考に
して仙台湾岸域の防潮林内に侵入しつつある樹種の樹型の変化パターンを提案した。それ
が図 4 の 7 つの樹型とその変形パターン（長島，2012b；長島・攝待，2013b）である。 

樹型をみる視点は，主頂芽の位置，根元位置，主幹の傾き，樹幹の広がり、萌芽の有無の 5

つである。基本的な樹型は被圧を受けないで成長した通直型である。高木層の一部に見られ
る。通直型と斜上型を区分した基準は樹冠の下に根元位置があるかどうかである。根元位置
が樹冠からはみだしている場合を斜上型とした。通直型のうち隣接する個体から被圧を受け
ることで様々な樹型に変化する。 

ほぼ同じ樹高の隣接個体から被圧されると，その方向のみの枝が枯れ上がる形で生じる
不斉樹冠型が生じやすく，樹高の高い隣接個体からの被圧で生じる場合には主頂芽枯死型
が生じやすい。 

幹の屈曲性と立地の良し悪しで斜上型になる場合もある。幹の屈曲性が高いと幹の途中
から通直な枝を伸ばし始め，側枝から出た頂芽が最も高い位置を獲得する場合があり，これを
アーチ型と呼ぶ。これは仙台湾周辺の防潮林に侵入している北限常緑広葉樹のシロダモで
見られる。 

不斉樹冠型や主頂芽枯死型の樹型を示す個体のうち，幹の中途から分枝する場合があり，
分枝したシュートが主軸を上まわって成長したものがバヨネット型である。アーチ型もバヨネッ

型 特徴

O型 立ち枯れ状の枯死木。

Ａ型
林床面から離れている枯死木。物理的に周
辺に影響を与え続けている状態。

Ｂ型
林床面には接触しているが、幹の１／２以
上が露出している枯死木。

Ｃ型
林床面には接触しており、幹の１／２以上
が落葉層に埋没している枯死木。

Ｄ型
林床面の凹凸から倒木の認識できるが、落
葉層を払いのけないと確認できない枯死
木。
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ト型も側枝から出たシュートが最も高い位置に達する点が共通する。違いは樹幹そのものの
屈曲性の違いである。 

樹種によっては萌芽しやすい性質をもつものがあり，アーチ型・斜上型・バヨネット型などか
らは萌芽型の樹型に変化していく場合もある。 

 

 

図 4：森林内の被圧による樹型の変型パターン（長島，2012b；長島・攝待，2012，2013b） 

 

 

図 5：マツの根系区分（左，苅住，1957 による基本型；右，長島・攝待，2014 による根系区分） 

 

 

 
図 6：防潮林マツの根系区分（左；TypeⅡ，上下が逆，右；TypeⅢ） 

 

Type Ⅱ 

Type Ⅲ 

Type Ⅰ 
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3.6 流木化した老齢防潮マツの根系区分 

東日本大震災後に根系に注目した調査を加えた。まず予備的な調査として，海岸線から内
陸方法に向かって流木の状況を確認した。住宅に突き刺さるような個体，水田に取り残される
ような形で横たわる個体などの写真撮影を行った。その結果をふまえて流木化した防潮林の
マツの根系部の形状を図 5 の区分に従った。 

根系区分に当たって苅住（1957，1979）が示した生育適地に植栽されたマツ類の根系（図 5

左）を基本形として想定した。生育適地に植栽された根系と比較する形で，調査地で津波被
害を受け流木化した 3 つの形状の根系を模式的に示したものが図 5 右（長島・攝待，2014）で
ある。 

TypeⅠは，地表面よりも 50cm 程度までの深さに根系が発達する。TypeⅡは，もっとも多く見
られた根系で水平方向の 2 段に別れて根系が広がる。本稿では地表面に近い位置で根系が
広がる層を第 1 層，地下深部の深い位置で根系が広がる層を第 2 層と呼称する。TypeⅢは，
根系が，ほぼ地表面に沿う形で水平方向に根系が広がる。図 6 左が TypeⅡの例を，図 6 右が
TypeⅢの例を撮影したものである。 

 

3.7 津波被害地域の広域的な調査 

津波被害の範囲が広いこと，現地踏査が難しい立地もあったことから空中写真を用いた調
査を取り入れた（長島・平吹，2010）。用いた写真は国土地理院が，被災地支援情報の 1 つと
して提供している震災前後の空中写真である。空中写真の読み取り精度は，その空中写真を
用いる研究者がその現地をよく知っているかどうかで大きく異なるとされる（難場・秋谷，1970）
が，筆者は平吹ほか（2002）で実施した調査の過程で現地をくまなく歩いており，その現地踏
査の経験をふまえつつ，空中写真の読み取り（中島，1971，1973；渡辺，1993）を行った。得られ
た空中写真を始めとする様々なデータは GIS ソフトウエア（MapInfo ver9.5）を用いて統一的
に処理をした。 

 

4 結果と議論 

4.1 津波被害前の老齢防潮マツ林の生態学的特徴 

4.1.1 種組成ならびに樹型区分に着目した群落構造 

長島（2012b）に基づき、調査結果を述べる。2002 年 5～6 月に実施した結果を表 2 に示した。
調査区（St．7）内に出現した樹種の種組成を整理したものである。配列の順序は胸高断面積
合計の大きいものから順に並べた。出現した木本植物は 35 種で 30×35ｍという面積を考慮
すれば樹種数が多い。生育型でみると常緑広葉樹，常緑針葉樹，落葉広葉樹の 3 タイプが認
められた。オオバイボタについては半常緑広葉樹とした。萌芽した個体，地下部でつながって
いる可能性のある個体など識別が困難であるため幹数で整理した。幹数で最も多かったのが
シロダモであり，次いでツタ，ウメモドキ，植栽マツ，アオキ，イワガラミなどがそれに続く。胸高断
面積合計では植栽マツが最大で，シロダモ，カスミザクラ，ハンノキ，コナラ，アカマツが続く。種
子散布型をみると鳥散布種子型が卓越した。 

図 7 が主要樹種の胸高直径－樹高関係を図示したものである。横軸は胸高直径（DBH，単
位 cm），縦軸は樹高（h，単位 m）を示している。植栽マツは，胸高直径の大きな個体が多く，低
木層に含まれる個体が存在しなかった。また樹高が概ねそろっていることから，同時期に植栽
されたものが，そのままの形で成長を続けてきた可能性が高い。植栽マツの後継木は見当た
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らなかった。ハンノキ，コナラも同様の傾向を示した。その一方で，サクラ類やシロダモは低木か
ら高木まで，ほぼ連続して認められた。サクラ類は植栽マツを上まわるような DBH を示す個体
もあった。シロダモは亜高木性の樹種であるため樹高は最大でも 12m 程度であったが，低木
層から連続していた。 

図 8 は，階層毎に見た樹種分布を示している。1 層木をみると概ね均等に各樹種が分布して
いるように見える。植栽マツの個体数が最も多く，次いでハンノキとサクラ類が続く。2 層木と 3

層木は似た傾向を示し，調査区の北東側でシロダモが卓越した。4 層木は仙台市周辺に多く
見られる様々な低木種が侵入していた。中でもシロダモの個体数は突出した。傾向としては 2

層木，3 層木の直下には少なく，1 層木の直下で個体数が多いという傾向が読み取れた。2 層
木，3 層木ではシロダモが卓越することは上述したとおりであるが，シロダモの生枝下高が低
いため，直下に他の低木種が侵入していなかった。 

 

 
表 2：調査区内に出現した樹種の概況（長島，2012b） 

 

和名 幹数
胸高断面
積合計

生育型 種子散布型 (本/ha) (㎡/ha)

クロマツ 常緑針葉樹 風散布 514.29 25.00005
シロダモ 常緑広葉樹 鳥散布 4085.71 7.46276
カスミザクラ 落葉広葉樹 鳥散布 133.33 4.62306
ハンノキ 落葉広葉樹 風散布 171.43 3.84936
コナラ 落葉広葉樹 貯食散布 76.19 2.71104
アカマツ 常緑針葉樹 風散布 57.14 2.62884
クリ 落葉広葉樹 貯食散布 19.05 1.13682
イヌシデ 落葉広葉樹 風散布 57.14 0.20697
イワガラミ 落葉広葉樹（つる性） 風散布 266.67 0.12611
ツタ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 914.29 0.12585
ナラガシワ 落葉広葉樹 貯食散布 9.52 0.09551
ムラサキシキブ 落葉広葉樹 鳥散布 180.95 0.08086
ウメモドキ 落葉広葉樹 鳥散布 847.62 0.06040
アオキ 常緑広葉樹 鳥散布 342.86 0.05911
ウワミズザクラ 落葉広葉樹 鳥散布 104.76 0.04682
ツタウルシ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 142.86 0.04244
ツルウメモドキ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 66.67 0.04029
ミズキ 落葉広葉樹 鳥散布 9.52 0.03878
イヌザクラ 落葉広葉樹 鳥散布 9.52 0.02875
イヌツゲ 常緑広葉樹 鳥散布 200.00 0.02510
ケカマツカ 落葉広葉樹 鳥散布 9.52 0.01796
ヤブデマリ 落葉広葉樹 鳥散布 19.05 0.01260
ケヤキ 落葉広葉樹 風散布 9.52 0.01257
エノキ 落葉広葉樹 鳥散布 47.62 0.00678
キヅタ 常緑広葉樹 鳥散布 171.43 0.00305
ツリバナ 落葉広葉樹 鳥散布 19.05 0.00221
ミツバアケビ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 9.52 0.00216
コマユミ 落葉広葉樹 鳥散布 28.57 0.00201
ヤマウルシ 落葉広葉樹 鳥散布 9.52 0.00147
オオバイボタ 半常緑広葉樹 鳥散布 19.05 0.00127
シラカシ 常緑広葉樹 貯食散布 19.05 0.00088
スイカズラ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 28.57 0.00046
ガマズミ 落葉広葉樹 鳥散布 9.52 0.00037
アケビ 落葉広葉樹（つる性） 鳥散布 9.52 0.00012
マサキ 常緑広葉樹 鳥散布 9.52 0.00012

合　　計 8628.57 48.45

生活史特性
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図 7：主要樹種の胸高直径－樹高関係（長島，2012b） 

 

 

 

図 8：階層区分毎にみた幹位置（長島，2012b） 

 

1層木 

3層木 4層木

2層木

0 10m 
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図 9 は調査区内に出現した樹木の階層毎にみた樹型区分を示している。最も優占している
1 層木では，通直型と斜上型の 2 つの樹型であった。植栽マツあるいはその後侵入したと考え
られるサクラ類も上記の樹型に含まれる。第 2 層木では通直型が 80％をこえるものの不斉樹
幹型や萌芽型がわずかながら出現する。不斉樹冠型はサクラ類に押される形で植栽マツが
被圧されて形成される樹型であり，萌芽型はコナラやサクラ類が地際近くから萌芽する形で
樹幹まで達している場合に形成される樹型である。どちらも萌芽型の樹型をとりながら林冠木
を形成している。 

 第 3 層木になると，通直型の割合は低下し，50%をかろうじて超える程度までとなる。代わっ
て斜上型，不斉樹冠型，アーチ型といった被圧を受けて生じる様々な樹型の割合が高くなる。 

今回調査を行った範囲の中でアーチ型の樹型を示す樹種はシロダモ，カスミザクラ，ウメモ
ドキであった。第 3 層木の中でアーチ型が比較的高い割合を占めるのは幹数の点で，シロダ
モの占める割合が高いことを反映している。 

 第 4 層木になると，通直型の割合は 36％となり，被圧を受けた樹型が大半となる。主頂芽枯
死型の比率が特に高くなる。主頂芽枯死型は林冠木の被圧を受けて樹型が変型する場合で
ある。主幹の上方にシロダモの樹冠がある場合には，常緑樹である点，生枝下高が低いという
点で，光環境は良くない。そのため下層木は主幹を維持することができずに枯死することとな
る。その結果主幹から側枝を伸ばしていかざるを得ないものと考えられる。 

 

 

図 9：調査区内に出現した全樹種の階層区分別の樹型区分（長島，2012b） 
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図 10：調査区内に出現した主要樹種の樹型区分（長島，2012b） 

 

樹冠形成木の倒木によりその影響を受ける場合も少なくない。老齢マツの枯死は，樹齢に
よる枯死の他にマツ枯れ病の影響も大きい。マツの枯死によって，その下敷きになってしまう第
4 層木の個体も多い。この時に樹型の可塑性がその後の個体の生存に大きく影響していると
考えられる。シロダモが，当地域の老齢防潮マツ林に著しく多い理由の 1 つが，シロダモのもつ
樹型の可塑性ではないかと考えられる。 

図 10 は調査区内に出現した主要樹種毎にみた樹型の比率をまとめたものである。樹型の
可塑性を反映している。これによるとハンノキや植栽マツは可塑性が高くない種群といえる。
一方コナラやサクラ類は通直型，斜上型に加え萌芽型も一定の割合で存在し，萌芽によって
林冠を形成するとともに更新が行われている可能性がある。またサクラ類には主頂芽枯死型
も含まれるが，この樹型は直上に他個体が存在するときに生じやすい樹型であり，サクラ類で
2 割以上がこの樹型となっていることは，樹型の可塑性が高いとともにサクラ類が第 1 層木か
ら 4 層木まで広く分布していることを反映したものと解釈することもできる。 

第 2 層木から第 4 層木まで最も多い幹数をほこるのがシロダモである。シロダモは今回の
調査地内で最も多様な樹型を示した。およそ 50%が通直型で，次いで，斜上型や主頂芽枯死
型，萌芽型，バヨネット型，アーチ型と続く。多様な樹型を選択しつつ，上層の林冠木が枯死な
どにより倒木し，光をめぐる環境が改善される機会に向けて待機している状態にあると思われ
る。 

 

4.1.2 倒木分布と林冠ギャップ 

長島・攝待（2013b）に基づき、調査結果を述べる。風害や山火事に代表される撹乱は，成熟
した生態系の安定を乱したり遷移の進行を妨げることにより，生態系をより若い発達段階に留
まらせたり引き戻したりするもので，あらゆる生態系で認められる現象とされる。生態系の維持，
更新にとって重要な生態的現象の 1 つである。当調査区では，マツノザイセンチュウによるマツ
枯れ現象による植栽マツの弱体化，あるいは植栽マツそのものの老齢化によって，台風などに
よる強風をきっかけとして起こる風倒が最も大きな撹乱現象である。その撹乱現象によって防
潮マツ林の林冠に欠所部位（林冠ギャップ）が生じ，林内に陽班ができる。この陽班部分では，
光環境が改善され，次世代の植物個体が発芽，あるいは，一斉に幹を伸長させるという現象
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が起きる。老齢化が進んだ防潮マツ林で著しく個体数を増やしている広葉樹の動態を理解す
るためには，植栽マツ倒木後の林冠ギャップを広葉樹類がどのように利用しているかについて
の理解が必要となる。その観点から検討を加えた。 

図 11 が 2002 年における調査地内の倒木の分布状態を示している。調査区の中央部に A

型倒木が認められる。2002 年の調査時には，緑色の着葉が認められ，比較的最近に風倒した
ものと考えられた。隣接する他個体を巻き込みながら，林冠ギャップを形成していた。つる性植
物によって連なる形で植栽マツの根返りに引き込まれ，落葉広葉樹や常緑広葉樹が幹折れし
ていた。 

図 11 の倒木分布と 2002 年に撮影した資料を基に作成した林内光環境等値線図を重ね合
わせたものが図 12 である。倒木によって林冠に欠所が生じて，林床の光環境が改善している
ことがわかる。落葉広葉樹の展葉前の春季と展葉後の盛夏季の両者の光環境等値線図に
おいて，ほぼ中央部に光環境が周辺部よりも改善されている区域を認めることができる。この
情報に現地踏査の結果を加えて推定した 2 個所の林冠ギャップの範囲を推定し，その範囲を
図 12,13 の中の太枠で示した。 

 

 

図 11：調査区内の倒木分布（長島・攝待，2013b） 
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図 12：調査区の林床における光環境等値線図（長島・攝待，2013b） 

（太線で囲まれた部分が林冠ギャップ） 

2002年盛夏季 

光環境 

2002年春季 

光環境 

光環境は暗色ほど暗くなる

ことを意味する 
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図 13：2010 年時の生存個体（幹）位置と光環境等値線図（長島・攝待，2013b） 

（太線で囲まれた部分が林冠ギャップ） 

 

 

表 3：林冠ギャップ内外の新規加入個体（幹）数（長島・攝待，2013b） 

2010年盛夏季光環境と 

立木位置 

2010年春季光環境と 

立木位置 

光環境は暗色ほど暗くなる

ことを意味する 

林冠ギャップ内 ギャップ外

新規加入個体(幹)数 85 168
面積比（m2） 125 925
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図 14：林冠ギャップ内で撮影したシロダモの萌芽（長島・攝待，2013b） 

 

4.1.3 林冠ギャップがもたらす光環境の変化と新規加入個体 

図 13 は 2010 年時に，同様の方法で作成した光環境等値線図に，1.3m を超える高さの樹木
の位置を加えたものである。図 12 ならびに 13 を比較すると，2002 年時の調査で林冠ギャップ
内と林冠ギャップ外との光環境が逆転していることがわかる。光環境は地上高 50cm で測定
しているため，その高さよりも高い位置に葉層ができたことが，その主たる原因と考えられる。 

林冠ギャップの形成により，新規加入個体が増えたことが予想される。そこで調査区全体を
対象にして，林冠ギャップ内と林冠ギャップ外で，新規加入個体（幹）数の密度比に違いがあ
るかどうかを検討した。 

表 3 は林冠ギャップ内外の新規加入個体（幹）数を示している。面積比から考慮して，明ら
かに林冠ギャップ内の方が新規加入個体（幹）数の多いことが推察できる。適合度検定を行
い確認した。帰無仮説は林冠ギャップの内外で面積あたりの新規加入個体（幹）数に差がな
いとし，対立仮説は差があるとした。その結果は  統計量が 70.96， df 値 1， p 値 0.001 以
下となり，面積あたりのギャップ内外で新規加入個体（幹）数が等しいという帰無仮説が棄却
され，新規加入個体（幹）数は林冠ギャップ内外で差があると判断できる。林冠ギャップが生
じたことで，林床の光環境が改善し，新規加入個体（幹）数が増えたと考えることができる。図
14 は林冠ギャップ内でシロダモが多数の萌芽を伸ばしている様子を撮影したものである。 

 

4.1.4 林冠ギャップとギャップ内の樹木の肥大成長 

 8 年間に林冠ギャップの光環境が大きく変化した背景には，新規加入個体（幹）数が増えた
だけではなく，林冠ギャップ内の樹木の枝葉の拡大も影響している可能性がある。枝葉の拡
大を定量的にとらえることが難しいため，胸高直径の測定から算出できる肥大成長で評価し
た。肥大成長は枝葉がより広い空間を確保し，効果的に光合成をしたことを反映していると考
えられるからである。 

表 4 は全樹種の胸高断面積年成長率を示している。数値だけをみると林冠ギャップ内の成
長率が大きいように見えるが，標準偏差も大きく，ばらつきが大きい。一部のはずれ値の影響
を受けている可能性も否定できない。 
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表 4：全樹種の胸高断面積年成長率（長島・攝待，2013b） 

 
 

 
 

表 5：林冠ギャップ内に新規加入した樹種の 

平均胸高断面積年成長率（長島・攝待，2013b） 

 

そこでウエルチの 2 標本検定を行った。帰無仮説は，林冠ギャップ内外で成長率に差がな
い，対立仮説は差があるとした。結果は t 統計量が 3.88， df 値 88.84， p 値 0.001 となり，林
冠ギャップ内外で差がないという帰無仮説が棄却され，差があるという対立仮説が採用され
た。樹種毎に比較したものが表 5 である。林冠ギャップ内に新規に出現した樹種を抜き出した
ものである。林冠ギャップ外と比べて著しい成長率を示したものは，シロダモ，ウメモドキ，コナ
ラ，カスミザクラの 4 種で，それ以外は林冠ギャップ外とほとんど差がなかった。 

 

4.1.5 新規加入個体（幹）と樹型の関係 

 長島（2012b）は，2002年時の調査結果から，老齢防潮マツ林内では広葉樹が進入しつつあ
り，特に樹型の可塑性の高いシロダモが著しく個体数を増やしていることを指摘した。そこで
同様の視点から，新規加入個体（幹）数と樹型の関係を検討した。 

 新規加入個体（幹）数と樹型には関連があることが予想されたため，高木性樹種だけでは
なく，全ての種を対象にした樹型区分と，新規加入個体の樹型区分を比較した。それが図 15

である。新規加入個体（幹）のうち，萌芽型の樹型を示すものが大きい点が特徴的である。林
冠ギャップの面積が小さいため種子由来の個体ではなく，母樹の根元からの萌芽が大半を占
めていることが予想される。 

 

平均 標準偏差

林冠ギャップ内 0.379 0.48

林冠ギャップ外 0.201 0.17

調査区生存個体（幹）
胸高断面積年成長率　（cm2/年）

林冠ギャップ内 ギャップ外

胸高断面積
年成長率
（cm2/年）

胸高断面積
年成長率
（cm2/年）

アオキ 0.18 0.20
イヌツゲ 0.20 0.23
ウメモドキ 0.46 0.26
カスミザクラ 0.21 0.15
コナラ 0.24 0.13
シロダモ 0.50 0.21
ムラサキシキブ 0.19 0.15
植栽マツ 0.13 0.13
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図 15：調査区内の樹木を対象にした樹型区分比率（長島・攝待，2013b） 

 

 

表 6：樹型区分と胸高断面積年成長率（長島・攝待，2013b） 

 

 表 6 は，2002 年から 2010 年の調査時まで生存していた調査区内の全ての個体を対象にし
て算出した樹型区分毎の平均胸高断面積年成長率を示している（長島・攝待，2013b）。萌芽
型の成長率は非常に高い。母樹からの資源を活用して光合成を行い，それが胸高断面積の
成長につながっていることが予想される。また標準偏差の大きさにも注目すると，萌芽型の振
れ幅が他の樹型に比べて大きい。これは萌芽型の幹の環境に幅があることを予想させる。条
件の良いところでは，大きな成長を示す一方で，条件の悪いところでは，成長を止めた状態で
維持されていると推察される。 

 

4.1.6 8 年間の調査で明らかになった主要構成樹種の動態 

2002 年の調査時から 2010 年の調査時までの間に枯死，あるいは消失した個体（幹）数は，
230で，新規に加入した個体（幹）数は，251であった。林冠ギャップを含む形で調査区を設定し
たため，若干増加したものの，林冠ギャップの増加分を除けば，ほぼ増減なしの状態と考えら
れる。 

主要樹種の動態を示したものが，図 16 の主要構成樹種の胸高直径階分布である。左側が
2002 年の調査時を，右側が 2010 年の調査時の結果を示している。 

植栽マツとハンノキは似た動態を示している。どちらも各個体が成長した分だけ，胸高直径
のモードが右側にシフトしている。しかし新規加入個体がないため，次世代への更新という面
では課題が残る。 

カスミザクラとコナラが，似た傾向を示した。どちらも 2002 年時の調査では，植栽マツなどと

0% 25% 50% 75% 100%

全個体

新規加入個体

アーチ型

バヨネット型

斜上型

主頂芽枯死型

通直型

萌芽型

平均 標準偏差

アーチ型 0.19 0.10
バヨネット型 0.26 0.15
斜上型 0.20 0.18
主頂芽枯死型 0.20 0.10
通直型 0.21 0.19
萌芽型 0.80 0.76

 胸高断面積年成長率（cm2/年）
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同様に，小径木が少ない傾向を示していたが，中央部の林冠ギャップ周辺はもちろん，調査区
内の広い範囲で，萌芽型の個体（幹）数が増大した。その結果，安定的な齢構造とされる L 字
型の胸高直径分布を示すようになっている。シロダモは 2002 年時と 2010 年時で，ほぼ同じ形
状のグラフを示している。樹高の点では高木層を形成できないものの，豊富な稚樹群に支えら
れながら，老齢防潮マツ林の中で今後とも優占状態を続けていくことが予想される。 

 

 

図 16：主要構成樹種の胸高直径階分布（長島・攝待，2013b） 
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老齢防潮マツ林では，樹齢を積み重ねたことによる枯死，マツノザイセンチュウに

よるマツ枯れ被害などが原因となり，樹勢が弱体化すると風倒を起こしやすくなる。

筆者らが観察した限りでは，これが老齢防潮マツ林の大きな撹乱要因である。 

前提となる鳥種子散布（長島ほか，2001，2002）に加えて，この撹乱で生じる林冠

ギャップの存在が，常緑広葉樹のシロダモ・落葉広葉樹のカスミザクラやコナラなど

の樹型の可塑性，萌芽特性といった生活史特性を発揮させることになり，老齢防潮マ

ツ林への侵入・定着を実現させていると考えられる。 

 

4.2 津波被害後の老齢防潮マツ林 

4.2.1 列状倒木現象 

 図 17 は列状倒木が顕著に見られた場所を示している。いずれも，仙台湾岸の防潮マツ林
の中では植栽後の年数が比較的経過した林分であった。ほぼ同時期に植栽されたはずであ
るが津波被害によってそのまま枯死せずに残った個体と津波によってなぎ倒されてしまった個
体とが，整然と列状に配置されている点は大変興味深い。 

 

 

図 17：仙台湾岸防潮老齢マツ林で見られた列状倒木現象（長島，2011a，b，c） 
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津波が防潮マツ林に及ぼす影響について波の性質と関連させて若干の考察を試みたい。
地震等が原因となって波源域が生まれ，津波は波源域から四方に伝わる。津波の波は波長
が長い波であり，伝搬の速さ C は海の深さ h によって一義的に決まる。重力の加速度を gとす
ると，次の式で求められる。 = ℎ 

 上記の定義からも明らかなように，海岸線を越えてからの津波の速さは深さ，言いかえると
地表面の凹凸の影響だけを受けることになる。地表に生じた凹部では凸部に比べて津波の速
さが大きくなることを意味し，周辺の凸部よりも凹部から，いち早く津波による海水が侵入して
くることになる。当然，破壊力も大きくなる。さらに防潮マツ林内でいえば，津波によって倒木が
生じると，その部分が，さらに凹部として機能し，一層の海水の侵入をうながすことになる。 

 

 
図 18：仙台湾岸防潮老齢マツ林で見られた列状倒木現象（長島，2012a） 

 

  

白抜きは倒木を示し、列状に残された防潮マツ林を明確にするため目印として太線の
ライン（横線の塗りつぶし）を重ねた。 

津波直後の防潮林 

©関東学園大学，2017.　関東学園大学紀要Liberal Arts 第25集 89



特に防潮マツ林が規則正しく植栽されていたとすれば，ドミノ倒しのように津波による倒木
とその部分への海水の侵入という連鎖が生じた可能性が高く，それが列状倒木の成因の 1 つ
になったのではないかと考えられる。図 18 は津波によって防潮林の樹木が倒された様子を示
している。 

 

4.2.2 津波前後の樹木の種類組成 

津波後の調査区は，地形が大きく改変されたため，現地入りことができず，実際に足を踏み
入れることができたのは 5 ヶ月後の 2011 年 8 月であった。St7 は，津波によって立地そのもの
が消失しており，ナンバーテープのついた個体を見出すことは困難であった。St6 は，完全では
ないものの津波被害前後で根元位置を確認できる個体が見出すことができた。個体そのも
のが津波によって流されて確認できない場合を消失とし，同じ位置で確認できた場合を 2 つに
分け，緑色の着葉が認められたものを生存個体，認められなかったものを枯死に区分した。枯
死はさらに根返り，幹折れの 2 つに区分した。 

 
図 19：津波前後の立木位置（長島・攝待，2013c） 

 

津波前 
2010年5月の生存個体位置（5m＞） 

津波後 
2011年5月の生存個体位置（5m＞） 

※根返り・幹折れ状態の生存個体 
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表 7：津波被害前後の 5m を超える樹種の組成比較（長島・攝待，2013c） 

 

図 19 は，津波前後の St6 の立木位置（5m を超える幹位置）を示している。立木位置の比較
からは，根元位置の空間配置的な影響は認めにくく調査範囲全域で根系が引き抜かれる形
で流木化し，調査区内から消失したことが推察される。表 7 は，津波前後の量的な違いを示し
ている。調査区は，長島（2011a，b，c）が指摘した仙台湾岸の防潮林で見られた列状の倒木現
象のうち，植栽マツが津波被害に耐えて残存した部分に該当する。しかし，胸高断面積合計の
点で，およそ津波前の 26％にまで，本数では 36％まで減少している。樹種に着目すると，上述し
た量的な現象に比べると，あまり違いが認められない。津波前は 19 種類，津波後は 12 種類と
なった。6 割以上の樹種はそのまま残存していることになる。消失した樹種はクリ，アカガシ，オ
オシマザクラ，アカシデ，イヌシデ，ミズキ，ノリウツギである。当然のことながら，津波被害前から
個体数が少なかった樹種が消失する傾向がみられた。列状に残された部分ではあっても，相
当量の樹木が調査区から内陸側あるいは海側に流失したと考えられる。 

 

4.2.3 生育型の違いからみた樹種毎の津波被害 

生育型の点で注目すべき点は，長島・攝待（2012）において指摘したアカガシ，シロダモとい
った常緑広葉樹が著しい被害を受けているという点である。アカガシは全個体が流失もしく
は枯死，シロダモは，全滅は免れたものの，津波前に比べて胸高断面積合計の点で 6％，本数
でも 7％にまで減じている。落葉広葉樹に比べて，消失あるいは枯死の割合が高い。この原因
として考えられるのは，津波被害が生じた 3 月という時期である。 

常緑広葉樹は年間を通して着葉している。着葉していることが海水への抵抗を大きくして
いる。これによって津波を受ける際に大きな負荷かかったと考えられる。一方落葉樹は津波発
生時，葉の展開前であった。つまり津波による物理的な圧力は幹や枝のみで受けたことになる。
当然，津波の物理的な圧力は小さくなる。 

和名 葉型
胸高直径
断面積合計
(cm2/ha換算)

本数
(本/ha換算)

胸高直径
断面積合計
(cm2/ha換算)

本数
(本/ha換算)

植栽マツ 常緑針葉 442091.6 616.7 103687.9 150.0
ハンノキ 落葉広葉 11265.2 83.3 10699.2 66.7
コナラ 落葉広葉 7812.6 216.7 4216.2 91.7
ヤマザクラ 落葉広葉 7505.1 133.3 3793.4 66.7
クリ 落葉広葉 4364.9 16.7 － －
ウワミズザクラ 落葉広葉 3202.9 108.3 887.9 33.3
カスミザクラ 落葉広葉 2426.8 50.0 1153.5 33.3
アカガシ 常緑広葉 2298.9 33.3 － －
シロダモ 常緑広葉 1890.7 41.7 120.7 3.0
ヌルデ 落葉広葉 1078.5 33.3 858.4 25.0
オオシマザクラ 落葉広葉 1076.5 16.7 － －
ナラガシワ 落葉広葉 1026.3 25.0 1026.3 25.0
アカシデ 落葉広葉 876.4 16.7 － －
ガマズミ 落葉広葉 791.5 8.3 791.5 8.3
イヌシデ 落葉広葉 755.0 25.0 － －
ミズキ 落葉広葉 644.4 16.7 － －
ヤマウルシ 落葉広葉 475.0 16.7 311.4 8.3
コバノトネリコ 落葉広葉 347.2 25.0 110.0 8.3
ノリウツギ 落葉広葉 176.9 8.3 － －

合計 490106.3 1491.7 127656.3 519.7

津波被害前 津波被害後
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図 20：津波前後の 5m を超える樹木の樹型区分（長島・攝待，2013c） 

 

仮に津波の物理的な圧力に耐えたとしても，次に問題となるのは塩害で，落葉樹の場合は
4 月後半に葉を広げるため，津波のあった 3 月の上旬には，未だ活発な根系からの水分等を吸
収の開始前であったと思われるが，常緑樹の場合には既に活動を始めていた可能性があり，
根系より海水を樹体内に取り込んでしまった可能性がある。これが常緑広葉樹の被害が大き
くなった原因の 1 つであると推察される。 

 

4.2.4 生育型の違いからみた樹種毎の津波被害 

 図 20 は，津波前後で比べた樹高 5m を超える樹木の樹型区分を示したものである。津波前
後を通じて 5m を超える樹木の場合，通直型を示す個体が多い。しかし割合は津波前後で大
きく異なる。津波前は 45％が通直型を示す一方で，津波後は 70％となる。著しく通直型の割合
が高くなっている。津波に一番耐えることができたのは通直に立木していた樹木といえる。津
波前は斜上型が 20％前後までの割合を示しているが，津波後は 5％以下にまで比率を下げる。
これは津波被害の物理的な圧力の影響を反映していると考えられる。斜上型を示す個体は，
不安定な状態で立木している状態であるため，横からの津波の営力に対して耐性が低くかっ
たと推察される。図 20 の結果は，それを裏付ける結果を示した。 

 

5 東北地方太平洋沖地震津波以前の老齢防潮マツ林と津波の影響 

5.1 人と自然が作り出した多様な老齢防潮マツ林 

 人の手で人工的に作られた森林が成功した事例は決して多くない。ブナ天然林を伐採
し，豪雪地帯にスギ林が植栽されたものの期待されたような生育が見られない事例や，高標
高地にカラマツ林が植栽されたものの多数の個体が枯死する事例など、失敗に終わる事例
が多い。 

しかしながら、仙台湾域老齢防潮マツ林は，人が植栽して成立した数少ない好例である。海
浜域は海からの塩分の供給で土壌が発達しにくく，放置していても植物が生育しにくい。植物
が利用する土中の水分の浸透圧が高いため土壌から水を含め栄養塩類を植物が利用でき
ないからである。そういった生育に不適な立地にあっても人の英知で，そういった痩せ地に適
合するマツという樹種を選び出し成林に成功した。図 21 は藤原（1960），中野（1967），日下
（1973），立石（1988）を参考にして作成した海岸林に関連する略年表である。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

津波前

津波後

バヨネット型

主頂芽枯死型

萌芽

斜上型

通直
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図 21：仙台湾域における防潮マツ林に関連する略年表（長島・平吹，2002） 

 

 

 
 

図 22：仙台湾域における防潮マツ林に関連する生態学的なプロセス 
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図 23：仙台湾域における防潮マツ林の景観構造（長島・平吹，2002 に加筆修正） 

 

 筆者等の 2002 年から 2010 年に至る調査で明らかになったように、植栽されたマツ林が，自
然の遷移に従って，植栽時には想定していなかったより豊かな多様性の高い自然林に変化し
つつある。これまでの議論の中で鳥散布樹種が近郊の里山から実生を運ぶことで樹種構成
が豊富になり，多様な自然環境が形成されつつあることを明らかにしてきたが，人が植栽とい
う形で防潮林の基礎を築き，時間の経過とともに，自然がさらにその防潮林を発達させ，生物
多様性を高めてきたということを意味している。筆者らが取り組んできた調査結果とこれまで
の議論に，千葉（1991），嘉田（2002），熊崎（2002），松本・日比野（2000）などの知見をふまえて，
仙台湾域の防潮林に関連する年代と生態学的なプロセスを関連づけて整理したものが図 22

であり，その結果として成立した防潮マツ林を模式的に表したものが図 23 である。 

 特に仙台付近に見られるマツ林は自然林に見間違うほどの植物景観を作り上げた場所
（松本，1992）であり，生態学的にも貴重な林となっている。自然と人とは対立軸としてとらえら
れることが多く，自然を破壊する存在として人が位置付けられてくることが多かったが，老齢防
潮林は植物が生育できない立地に，人智を駆使して耐性の高い樹種を植栽し，自然の持つ潜
在的な能力で，より生物多様性の高い環境を作り上げることができた立地と考えることができ
る。 

 

5.2 311 東北地方太平洋沖地震に起因する津波の影響 

5.2.1 海水による物理的な力 

 数ｍの高さに及ぶ海水が押しよせたため，横から強い圧力を受けたことが予想される。さら
に海水よりも比重の小さな樹木が最大で 7～8ｍ程度の深さにまで海水の中に入ったことにな
るので，相当の大きさの浮力がかかり上方へ引き上げられたことになる。つまり上の方に引っ
張られながら横からの強い力を受けたということである。これによって，根系が損傷したことが
枯死につながっている可能性が高い。それを裏づける事例が，津波が押しよせた際に建築物
の背後に位置する樹木の大半が大きな被害を受けなかったという事実である。1 つは St.5 の
南蒲生下水処理センターに隣接する小林分であり，もう 1 つは，St.8 の東六郷小学校の植栽
樹木である。前者は、津波からわずか 3 ヵ月後の 2011 年 6 月の時点で既に例年通りに様々な
植物が葉を広げ，一見すると津波被害前と違いを見出せないような防潮マツ林の呈をなして

内
陸
側

海
側

波打ちぎわ

内陸側の防潮マツ林
ほど古い

鳥散布樹種の侵入で，落葉広葉
樹，常緑広葉樹が順次侵入。より
多様性の高い防潮林に変化

植栽初期は，クロマツ
のみ。単純な樹種構成
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いた。後者は，太平洋に面する側の学校緑化樹種は 6 割程度で葉が茶色に変色し部分的に
は枯死している個体も認められたものもあったが，津波が校舎によって打ち消され，海水が建
物を回り込む形で進入した場所ではほとんど被害を受けていなかった。津波による物理的な
力の差を示していると考えられる。 

また物理的な力という点で，樹型（樹形）や根系の形状も無視できないことを指摘したい。
津波被害後に生存していた個体の大半が長島（2012b）で提案した通直型である。クロマツや
ハンノキでその傾向が著しい。潮害で海側の枝の伸長が阻害され陸側に枝を伸ばすことが
多い個体が多いことから通直型以外は樹冠を支える物理的な力のバランスが十分にとれて
いないと考えられる。根系ではアカマツ，クロマツともに深根性とされる（苅住，1957,1979）が，
防潮マツ林で観察された倒木の根系を見る限り，地際から 1m 程度の深さにしか根が入り込
んでいない。防潮マツ林における立地上の特性と言えるであろう。海浜地区は地下水位が高
く，その水位の深さまでしか主根を伸ばしていない。地下深くまで根を伸ばし切れていない状
況，さらに樹型（樹形）が著しく変形していることが津波の物理的な力に抗しきれなかったので
はないかと推察される。 

 

5.2.2 塩分被害 

 高濃度の塩分が植物に与える悪影響は，2 種類あるとされる（Larcher，佐伯ほか訳，1999；
Fitter・Hay，太田ほか訳，1985）。1 つは浸透圧が上昇することにより土中の水分が利用できな
くなるということであり，もう 1 つは原形質に対するナトリウムイオンと塩化物イオンそのものの
直接的な悪影響である。水分は溶液中に浸透圧の影響を受けながら保持されているため，塩
分の濃度が上昇するほど，植物にとって水分は使いにくいものとなる。ナトリウムイオンＮａ+，と
りわけ塩素イオンＣｌ—の過剰は原形質内のイオンバランスを乱し，酵素タンパク質と膜に対し
イオン特有の影響をもたらし，その結果，光合成そのものがほとんど停止する。津波によって押
し寄せた海水を直接かぶったわけであるから，津波による浸水域の植物はすくなからず塩害
の影響を受けていることが推察される。 

 

5.2.3 津波の時期と植物フェノロジー（季節）の問題 

これまではカイヅカイブキは塩害に強いとされてきた。その一方でケヤキは塩害への耐性
が低く，海岸近くでは植栽に適さないとされてきた（倉田，1979）。しかし，今回の津波被害では
カイヅカイブキが各所で茶変し，ケヤキは青々とした葉を広げるといった状況が生じ，定説と逆
転する現象が仙台湾岸各地で見られた。このプロセスを示したのが図 24 である。 

津波が発生した 3 月 11 日は仙台湾岸地域の常緑樹種が既に樹木そのものが活動状態に
入っていたのに対し，落葉広葉樹は休眠期で開葉前であり，高い塩分を含んだ水を吸いあげ
る条件が整っていなかったと考えられる。その結果，塩害を強く受けることなく，落葉広葉樹は
4 月に芽吹くことになった。津波被害を受けた各地でソメイヨシノが例年同様の花を咲かせる
ことで，被災した人々を勇気づけたことは記憶に新しい。 

木村（1973）によれば常緑性の植物は秋から冬にかけても温度条件さえ合えば，光合成を
行っていることを指摘している。従って海洋の影響で比較的温暖な当地域の 3 月中旬であれ
ば，既に根の活動で土中から水分を吸い上げて光合成していたことが予想される。また同じ常
緑樹でありながら，常緑針葉樹は枯死する個体が多かったに対し，常緑広葉樹は 2011 年 9 月
下旬頃から萌芽を伸ばし始めた点で，津波被害に対して違った応答が見られたことも指摘し
ておきたい。 
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図 24：生育型の違いによる塩害に対する樹種の応答 

 

 

 

 

図 25：津波への樹種の応答（長島・攝待，2013a） 
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一方，海水に浸かりながらも今回大きな被害を受けなかったケヤキなどは，まだ展葉前の状
態にあり，根は一時的に海水に浸かっていたとしても樹体内への積極的な吸い上げが行われ
ていなかったと考えられる。また成長点が冬芽に守られていた点は海水からの悪影響を遮っ
たという点で大きな役割を果たしたのではないかと考えられる。特に排水の良い立地であれ
ば，大きな障害を受けることなく展葉期を迎えることができたのではないかと推察する。 

図 25 が継続観察を行って得た津波被害プロセスを総括的にまとめたものである。まず植物
が受けたのは津波による物理的な力である。根系の保持力が影響している。津波の力や海水
中で働く上向きの力に耐えられなくなったものは根元から引き抜かれ海水とともに生育地か
らはるか遠くまで運搬されてしまった。あるいはその場で横倒しになってしまった。復興の妨げ
にもなっていた水田に広く横たわったアカマツの姿は記憶に新しい。 

津波被害後に生存を果たした防潮マツ林内の個体を観察すると，ほぼ全てが通直型の樹
形であった（長島ほか,2003,長島，2012）。このことは樹体を維持する上で斜上型，不斉樹冠型
などは不利であったと推察される。不安定な樹形の個体は折れたり，根返りを起こしたり，引き
抜かれて流された。そういった意味で防災上の観点から樹型の評価は重要である。 

物理的な力で横倒しになり，根返りが生じたりしたもののうち，生存を果たしたのは樹型の
可塑性が高いシロダモなどであった。幹折れ状態から萌芽型やアーチ型の樹型に変化させ
ていた。同所には常緑樹のシロダモが横倒しになりながらも，根元付近から萌芽を伸ばす個体
が多く確認できた。一部の萌芽個体にはナンバーをつけて経過観察を行っている。 

他個体や建造物などによって津波による物理的な力による被害を免れた個体が，次にさら
されたのが塩害である。塩害に対しては，これまでの先行研究から遺伝的な意味での形質に
耐性のある樹種とそうではない樹種が知られている（倉田，1979）が，耐性が低い樹種であっ
ても排水の良い立地で生育していた落葉樹の場合は 3 月 11 日という時期であったため展葉
前の活動状態であったという点が幸いして枯死を免れたと考えられる。 
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