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地球にやさしいみどり

生命をはぐくむみどり

くらしを豊かにするみどり

つくろうみどり豊かな地球

地球上には、自然環境とよばれるみどりにおおわれた大地、水、大気があり、
そこにはたくさんの生物たちが活動しています。私たち人間も生物の一員として
生活しています。このように自然は、地球上の生物や人間のくらしを支えている
大切なものなのです。
今地球のあちこちで、みどりの大地がこわされたり、水や大気がよごされたり
するといった問題が起きています。地球上からみどりがなくなることは生物や人間
が健全に生きていくよりどころがなくなることを意味しているのです。
私たちの子供達が健康で豊かなくらしができるよう、かけがえのない地球の自
然を大切にし、私たちのまわりに少しでもみどりをふやしながら、自然と共に生
きられる環境をつくりあげていく必要があります。

みどりと水

森は天然のダム
みどりの森は、地上にふりそそぐ雨をいったん

うけとめ、ゆっくり大地にしみこませます。地中
にしみこんだ雨水はろ過されきれいな水となっ
て少しずつ川にながれこみます。このように森
には、雨が土壌を浸食したり、雨水がいちどきに
川に流れこんで洪水が起きるのを防ぐといった
天然のダムのはたらきがあります。

みどりと環境

大切な森
みどりの森は、太陽の光を豊かな恵みにかえ

て私たちにあたえてくれるばかりでなく、大気を
きれいにしたり、なだれや山崩れを防いだりする
など生物や人間にとって住みやすい環境をつくり
だす能力をもっています。このように森は、地球
の自然を守っていくうえで大切な役割をはたして
いるのです。

みどりと生きもの

森はワンダーランド
みどりの森は、たくさんの生きもののすみかと

なっています。そこでは木の実や葉などを食べて
生活する動物、その動物を食べる肉食の動物、
さらにその動物を食べるもっと強い動物がみら
れます。これらの生きものたちの死がいや糞は、
土の中のカビやバクテリアに分解され、森の養分
となってかえっていくのです。

みどりと暮らし

みどりを育てよう
地球上のたくさんの生物や私たち人間は、みど

りがもたらすめぐみに支えられて生活している
のです。またみどりがなければ、私たちは健康
で豊かな生活はできないかもしれません。です
から私たちの生活する場所に、自然と人間が
共に生きられるみどり豊かな環境をつくる必要
があるのです。

渓谷沿いに発達するケヤキ林（広島県）

西表島に発達する常緑広葉樹林（沖縄県）

ふるさとの森のなごりを残す神社林（和歌山県）

枯葉（落葉）を食べるダンゴムシ
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森は天然のダム
森は天然のダムとも、また水源かん養林とも
いわれています。なぜそうよばれるのでしょうか。
たしかに森の木々は根から水を吸い上げ、生長
のために使いますが、それが本当の理由ではあ
りません。実は森の木々が根をおろしている土壌
が大切な役割をはたしているのです。森の下の
土は柔らかく、いっぱい穴のあいたスポンジの
ように水を吸収する力が大変つよいので、地上
にふりそそいだ雨水はすぐにしみこみます。また

このほか高木、低木、そして草本などいろいろな植物でつくられたみど
りの量の多い森には、私たちの生活環境をよりよくするはたらきがあります。
みどりの森は、太陽の光を豊かな資源につくりかえて私たちにあたえてくれ
るばかりでなく、空気中のチリをとり、大気をきれいにし、気温の上昇をお
さえ、そう音や風をやわらげ、なだれや山崩れを防いだりするなど生物や
人間にとってすみよい環境をつくりだす能力をもっています。このように森は、
地球の自然環境をまもっていくうえで大切な役割をはたしているのです。

森は、傘のように雨水をいったんうけとめてから、
ゆっくり土にしみこませるので、雨水が柔らかな
土を流失させる恐れはありません。このように土
にしみ込んだ雨水は、地下水となって地中に一
時的に蓄えられ、湧き水となって少しずつ川に
流れこむわけです。このように森は、雨水が土
砂をけずり流すのを防ぎ、また雨水がいちどき
に川に流れこんで、洪水をおこすことを防ぐ天
然のダムとしてのはたらきがあります。

阿寒湖の回りに発達する北方針葉樹林（北海道） 水田を囲むハンノキ林（福井県  池ノ河内） ふるさとの森に被われた雄島（福井県）

川べりに生育するツルヨシ群落（愛媛県  内子町）

みどりと水
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みどり豊かな森は自然の宝庫です。森は、大き
な木、小さな木、一年中葉をつけている常緑樹、
冬には葉を落とす落葉樹、ほかの木にからまって
生長するツル植物、そしていろいろな草花が集ま
ってつくられています。これらの植物は、一つの
森の中でそれぞれ自分の生活の場をもって、バ
ランスよく生きています。

森はワンダーランド

森の中には、植物のほかにもたくさんの生きものが生活し
ています。私たちが森に入って耳をかたむけると、昆虫の羽音
や、小鳥たちのさえずりが聞こえてきます。足もとの落ち葉の
下にはヤスデ、アリ、ミミズが、さらに目にみえない小さなバ
クテリアなどが生きているのです。
このように森の中には、木の実や葉などを食べて生活する
動物、その動物を食べる肉食の動物、さらにその動物を食
べるもっと強い動物などがいっしょに生活しています。土の中
のダニなどの小動物やバクテリアなどの微生物は、落ち葉、動
物たちの死がいや排泄物を分解して土にもどしています。
微生物によって分解されてできた土は、また森の養分となって
かえっていくのです。このように、森の中の生きものたちは、競
いあい、助けあい、そしてそれぞれの役割をにないながら森
を支えているのです。

生きもの

春のハンノキ林（福井県  池ノ河内） 谷部の湿地に生えるヤチダモ林（群馬県  戸倉） 秋のブナ林（群馬県  尾瀬ヶ原）

自然の森は豊かな土をつくる イレコダニの顕微鏡写真雨水に洗われて露出した木の根 土地を豊かにするシーボルトミミズ（愛媛県  内子町）

みどりと生きもの

森
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地球の気候環境をみると、赤道付近は、常夏
の熱帯となっています。さらに緯度の高い地域は
温帯となり、極地に近づくにしたがって、亜寒帯、
そして寒帯に分けられます。地上では、これら
の気候環境に適応した自然の森がみられます。
すなわち熱帯には熱帯多雨林が発達します。
温帯では比較的温かい低緯度地域では常緑広
葉樹林が、また比較的涼しい高緯度地域では
夏緑広葉樹林がみられます。亜寒帯には北方
針葉樹林が分布しています。しかし寒さの厳し
い寒帯では森はできず、丈の低い草やコケの生
えたツンドラが発達しています。
日本列島は南北に長いことから、南は亜熱帯
から北は亜寒帯にいたるさまざまな森が生育で
きる気候環境にめぐまれています。日本に分布
するこれらの森を、それらを特徴づけている植
物の名前で分けてみると、常緑広葉樹林はヤ
ブツバキクラス域に、夏緑広葉樹林はブナクラ
ス域に、亜寒帯あるいは亜高山帯はコケモモ-ト
ウヒクラスに、そして寒帯あるいは高山帯はハ
イマツ群落域になります。

森と私たちの暮らし

私たちの祖先は、縄文時代や弥生時代の昔から森と深いか
かわりを持ちながら生活し、文化をはぐくんできました。た
とえば日本の南に広く分布する常緑広葉樹林帯（ヤブツバキ
クラス域）では、稲作と結びついた照葉樹林文化が、また北
方の夏緑広葉樹林帯（ブナクラス域）では、狩猟を中心とし
たブナ帯文化が発達しました。これらの文化はそこの環境に
支えられ、自然と調和したものでありました。ですから、自然
をすべて壊すことなく、人々 の心のふるさととして私たちの身
近に鎮守の森などの形で自然のみどりを守り、残してきたわけ
です。

樹林　　　
熱帯降雨林　

　　　　　　
　　　　　　

常緑広葉樹林
　　　　　　

　　　　　　
夏緑広葉樹林

　　　　　　
針葉樹林　　

　　　　　　
ツンドラ　

気候　　　　
　　　熱帯　

　　　　　　
　　　　　　

　　　暖温帯
　　　　　　

　　　　　　
　　　冷温帯

　　　　　　
　　亜寒帯　

　　　　　
　　　寒帯

日本の自然植生域
高山草原とハイマツ群落域
（高山帯）
コケモモ-トウヒクラス域
（亜高山帯）
ブナクラス域
（夏緑広葉樹林帯）
ヤブツバキクラス域
（常緑広葉樹林帯）

日本の亜高山帯の風景（群馬県  尾瀬ヶ原） 亜高山帯に発達するエゾマツ ー トドマツ林（北海道  日高町） 紅葉した秋季のブナ林（愛媛県  小田町）

神域として残された自然林（和歌山県  宇久井島）

みどりと環境
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地球上のたくさんの生物や私たち人間は、みど
りがもたらす恩恵を受けて生活しているのです。
またみどりがなければ、私たちは健康で豊かな
生活はできないかもしれません。ですから私たち
の生活する基盤として、自然と人間が共に生き
られるみどり豊かな環境をつくる必要があるので
す。そして私たちがつくるみどりは、水をかん養
し、洪水をふせぎ、空気をきれいにするなど多
くの環境保全の能力を持った森でなければなら
ないのです。

森を育てよう
ところで、森は気候や土壌などの違いにより、
それぞれふさわしい土地に生育しています。土壌
や水などは私たちが整えることにより補えます。
しかし気候などの自然環境を整えることは大変
です。ですから、森づくりには、まずその土地
の気候などの自然環境に適した、その土地に自
生する故郷の樹木を用いて本物のみどりをつく
る必要があります。すなわち、森づくりに使う
木々は、その土地に生えている自然の森の木々
の中から選ぶことが基本です。この基本を守って
つくられた森は、その土地の自然環境に適して
いることから、ほっといても自然に大きな森に成
長し、その土地にみどり豊かな環境をつくりあ
げます。

コジイの実（ドングリ）

寺院の裏山に残された自然林（奈良県  信貴山寺）

定期的に伐採されるコナラ  二次林（神奈川県  川崎市）水田と照葉樹の森（茨城県 水戸市）

みどりと暮らし
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沖縄県　北谷第二小学校

植栽後10年経過

内陸（海抜 高）

海岸（海抜 低）

たときに、自然の森のようにたくさんの
種類、いろいろな大きさの木々からな
る森ができます。つくろうとする森の中
心には、将来大きくなる木の苗木を植
えます。その周りには、中心の大きな木を
風などから保護する役割をもった低い
木や四季に花を咲かせる花木を植えま
す。

植え穴掘り
1. 穴の深さは、根鉢の高さより4～
5cm深くします。

2. 穴の巾は根鉢の巾の2倍ぐらいと
します。

植えつけ
1. 植え穴の底に肥料がかくれるまで
土を入れます。
2. 鉢底の穴から指で押しあげてポッ
トを外し、根鉢底に土を入れて元
の地盤より1～2cmあげた位置に置
きます。

埋めもどし
1. 苗の根鉢がわずかにかくれる程度
まで土を入れてできあがりです。そ
の際、すき間ができないよう、また、
あまり押えすぎないようにします。

施肥
1. 植え穴の底に必要に応じて肥料
を入れます。

2. 肥料は多すぎないよう注意します。

シラカシ林

アオキ
イヌツゲ
サザンカ
ハコネウツギ
ヒサカキ
ヤツデ
チャノキ
シキミ

ヤブコウジ
など

ユズリハ
サカキ
サンゴジュ
コナラ
ムクノキ
ヤマモミジ
など

シラカシ
アカガシ
アラカシ
ウラジロガシ
ツクバネガシ
スダジイ
シロダモ
ヤブツバキ
ネズミモチ

シラカシ群集
クヌギ・コナラ林

シラカシ
シロダモ
ハンノキ
など

クヌギ
コナラ
クリ
エノキ
アカシデ
エゴノキ
ヤマザクラ
ヤマモミジ
リョウブ

アセビ
アオキ
イヌツゲ
ガマズミ
ニシキギ
ムラサキシキブ
ヒサカキ
ヤマブキ
など

クヌギーコナラ群集

タブノキ林

タブノキ
アラカシ
スダジイ
クスノキ
アカガシ
ヒメユズリハ
マテバシイ
ヤブツバキ
ヤマモモ

モチノキ
ヤブニッケイ
ケヤキ
エノキ
ムクノキ
サンゴジュ
シロダモ
ネズミモチ
など

シャリンバイ
ヤブコウジ
など

アオキ
ヒサカキ
マサキ
イヌツゲ
カクレミノ
クチナシ
サザンカ
ヤツデ

イノデータブノキ群集
ヤブツバキ
モッコウ
ヤブニッケイ
ネズミモチ
サカキ
サンゴジュ
コナラ
など

マサキ
など

スダジイ
タブノキ
アラカシ
アカガシ
ウラジロガシ
シラカシ
クロガネモチ
シロダモ
ヒメユズリハ

アオキ
アセビ
トベラ
シャリンバイ
イヌツゲ
カクレミノ
クチナシ
ヒサカキ

スダジイ林
ヤブコウジースダジイ群集

ポット苗木の植え方

肥料

少し土を入れる

植え穴

苗木とその植え方

環境に合った苗木を選ぶ

小さい苗木（ポット苗）は、風や寒さなどに弱いので密に植え
る必要があります。密に植えても苗木は、自然の森がつくら
れるのと同じ様に、お互いに助けあい、競いあって生長するの
で、丈夫な森ができることになります。また森づくりをするには、
できるだけ多くの種類の木を混ざり合うように配置して植える
ようにします。このようにすれば、苗木が生長して大きくなっ

平面図

断面図

植栽直後

植栽後10年経過モデル設計（将来目標景観）

みどり豊かな森づくりには、その土地の環境に適したその土
地に自生する自然の森から選ばれた木々 が使われますが、はじ
めから大きな木を植える必要はありません。その土地本来の森
づくりには、小さくても、やがて大きく育つ能力を持った故郷の
木の苗木を植えればよいのです。この苗木として、故郷の木の
種をまき発芽したものをビニール製の容器鉢に入れて２～３年
育てられた「ポット苗」が使われます。ポット苗を使えば、根や
葉をいためず、誰にでも簡単に植えることができます。ポット苗
は小さいので植えた直後はみばえはしませんが、ほとんど世話
をかけることなく、十数年後には大きな森に成長します。 トベラ林

クロマツ
シロダモ
ヤブニッケイ
タブノキ
など

トベラ
シャリンバイ
マサキ
ヤツデ
など

マサキートベラ群集

高･亜高木層

低　木　層

みどりを育てよう
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植栽の説明をする大野博士

監修／横浜国立大学　環境科学研究センター
　　　植生生態工学研究室

大野　啓一博士

近年わが国における産業・経済の急速な発展は、私たちに豊かな暮ら
しをもたらしました。現在の高度に工業化された社会における私たちの生
活やその環境は、人間と自然が共存して生きてきた一昔前とは大きく変わ
っています。すなわち都市化が拡大するとともに、私たちの身近にあった
自然は失われています。この人間社会の発展の代償として、地球の温暖化、
砂漠化、熱帯林の破壊、酸性雨、オゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物
の絶滅などといった自然環境の破壊が地球のあちこちで起きています。こ
れらの地球環境問題は、無秩序な環境破壊や自然資源の浪費が、人間
の生存基盤を危うくするという事への自然からの警告であり、人間もまた
地球という一つの生態系（エコシステム）の中の生物の一員であるという事
実を如実に示しているのです。
自然は、私たちが生きていくうえでの大切な基盤です。また文化、芸術、

経済などあらゆる人間の活動は、この自然の恩恵のうえにきずかれてきま
した。最近、都市化が進み、私たちのまわりからみどり豊かな自然が失わ
れています。ここでもう一度人間と自然の関わりあいを思い出して、そして
皆で自然との共生を目指した新たにみどり豊かな環境づくりについて考え
る必要があります。このみどり豊かな自然の復元・再生、そして人間と自然の
共存可能な環境づくりの方法として、もっとも確実で手っとり早いのが、
故郷の木の苗による故郷の森づくりです。私たちの生存基盤であるみどり
を守り育てるとともに、私たちの足元からみどり豊かな自然の創造、故郷の
森づくりが必要ではないでしょうか。

地球環境を守るために、今私たちにできること

美しい緑を子供たちに、それがグリーンエルムの願いです。
人間が自然を求め、みどりにふれると心がやすらぐのは、人間が生物の一員として、
自然なしでは生きてはいけない存在であることを示しています。わが国は経済的に発
展をとげ、私たちの暮らしは豊かになりましたが、雑木林、原っぱ、小川、鎮守の森
など身近にあった自然の多くは姿を消し、自然から得られる季節感が薄れてしまい
ました。自然が失われることによって人間本来の情緒や柔軟な感性も失われること
になりかねません。このことからも私たちは、今あるみどりを守り育てるとともに、積
極的に新しいみどりの環境づくりを行うなどして、美しいみどり豊かな自然を子供た
ちに引き継いでいく必要があるのではないでしょうか。
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