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丘　陵　編
　

一口に、「里山」って言うけれど…

Ⅴ　常 緑 樹 林　（主役…落葉しないドングリの木）

Ⅶ　た　め　池　（水辺も、里山の重要な要素）

モノサシ調査の足跡マップ

総　括　表

Ⅳ　常緑・落葉混交林　（主役交代が進行中）

Ⅷ　湿地・水辺林
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

　

「丘陵編」の写真 ＡＫ（小池　敦夫）

ＡＯ（岡本　明子）

ＪＫ（川原田　淳）

ＭＡ（浅井　正明）

ＭＫ（加藤　正嗣）

ＴＭ（松沢　孝晋）

ＴＴ（高田　敏雄）

　身近な自然と、どうつきあうか？
　緑のタイプによって、答えは違うはず。
　　　（雑木林／社寺林／公園／河原／…）
　立場によっても、意見が違うはず。
　　　（野鳥目線／昆虫目線／樹木目線／緑地利用者
　　　　目線／周辺住民目線／維持管理目線／…）
　そこで、
　都市の緑を一括りにせず、
　タイプに分けて議論の糸口を見つけたいと
　考えました。

　2012年度は、約160ヵ所を調査。
　撮影した写真の中から約800枚を選び、
　景観的な特徴を基準に「生え方」をタイプ分け。
　この図鑑が、そのまとめです。
　　　（総括編／丘陵編／社寺林編／公園編／河原編）

ご意見をお寄せください！

モノサシなごや
（都市の自然のモノサシ研究会）

Email ：

 monosashi758@gmail.com
ブログ ：

http://blog.goo.ne.jp/monosashi758

庄内川中流 

庄内川河口部 

モノサシ調査の足跡マップ 

              

     
社寺林 （台地・低地）  

公 園 （台地・低地）  

丘陵地の樹林  

河 川 
ため池 

中
川
運
河
 

山崎川 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

▲スギ人工林 ▼竹林 ▲アカマツ二次林 ○落葉樹二次林 （○落葉樹高木層＋●常緑樹低木層）

猪高緑地 （名東区） 相生山緑地 （天白区） 八竜緑地 （守山区） 名古屋大学 （千種区） 平和公園南部 （千種区）

●中低木モヤシっ子林

氷上姉子神社（緑区） 天白公園 （天白区） 島田緑地 （天白区） 猪高緑地 （名東区）

　●常緑樹二次林 （カシ林） ●常緑樹林 （シイ林） ●常緑樹林 （シイ林）

興正寺 （昭和区） 鷲津砦長寿寺 （緑区） 竜泉寺 （守山区）

　江戸末期の名古屋東部丘陵は、一面の▲マツ林。今
日のような雑木林になったのは、ほんの数十年前から
（薪炭需要が減少して以降）。

　○コナラ・アベマキ（落葉ドングリ）を高木層とする
落葉樹林が多いが、●シイ・カシ（常緑ドングリ）を高
木層とする常緑樹林に遷移している所もある。

　二次林（伐採後に自生した林）の多くは、高木層／（亜
高木層）／低木層という「複層」構造。

【総括表】 一口に 「里山」 って言うけれど…

○落葉樹二次林 （下草は概して少ないが、陽のさすところには…）

　Ｑ：　あなたは、どんな緑が好きですか？
　　野鳥や昆虫は、
　　どんなタイプが好きだろう？
　　都市の健康には、
　　どんな緑が必要なのだろう？

Ａ　高木のみ　【 単 層 】 Ｂ　高木層 ＋ 亜高木・低木層　【 複 層 】

足元スカスカ、　目線の前には幹が目立つ 目線の前には枝葉が目立つ
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

＊ 凡　　例 固い土 落ち葉／まばらな下草 下草多い
（足元の状態）

　　　▲スギ人工林   ▲スギ人工林
足元スッキリの人工林 疎林に日差しが入り低木が生育

猪高緑地
名古屋市名東区 2012.05 TM

▲ヒノキ人工林
後方がヒノキ人工林 足元にネザサ 枝打ちによって日照を確保

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

東谷山県有林 相生山緑地西部 才井戸流れ 東谷山県有林 　　　　　　　　　　　同左

名古屋市守山区 2012.06 MA 名古屋市天白区 2013.01 MA 名古屋市守山区 2012.07 AK 名古屋市守山区 2012.06 MA 　　　　　　　　　　　同左

Ⅰ Ａ　高木のみ （単層構造）　…目線の前は 「幹」 ばかり Ｂ 複層林 （高木層＋亜高木層・低木層）

　猪高緑地
　名古屋市名東区 2012.05 TM

人工林
竹　林
　　①

相生山緑地
名古屋市天白区 2012.06 TM

▲ヒノキ人工林

　▲スギ・ヒノキなど針葉樹の人工林では、間伐や枝打ちがされないと、林床まで届く光の量が極めて少ない。
　また、林床の乾燥や落葉の堆積によっても、他の植物の種子が発芽したり生育するための条件が悪くなる。
　名古屋でも、▲針葉樹の人工林では低木層や下草の生えていないところが多い。
　斜面地では、表土の流失が顕著な場所も見られる。

　東谷山の県有林のように、間伐や枝打ちなどの手入れがされていたり、倒木・枯死などによってギャップが生まれると、
　鬱蔽されていた上空が空いて光が林床に届くようになる。
　その結果、土中で眠っていた草本・ツル植物・小低木の発芽が促進されたり、鳥や風に運ばれた植物が発芽し成長してくる。
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

樹林を呑み込んだ竹林 荒れた感じの竹林 密生し他の植物を寄せ付けない

細根公園西部 志段味西島の樹林 　猪高緑地

名古屋市緑区 2012.12 MA 名古屋市守山区 2012.04 MK 　名古屋市名東区 2012.05 MA

密だが手の入った竹林 下草が茂る例も…

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

相生山緑地 細根公園 神沢池 荒池緑地

　名古屋市天白区 2012.09 TM 名古屋市緑区 2012.12 MA 名古屋市緑区 2012.05 MA 名古屋市天白区 2012.08 MA

手入れされた竹林　　　

　密生した竹林においても、
　▲スギ・ヒノキなどの人工林と同様、低木層や下草はほとんど見られない。
　▼タケは樹木に比べて非常に成長が早く、
　しかも15m以上も伸びるため、雑木林の木々をまたたく間に呑み込んで、
　日差しを遮り、樹木を枯死させてしまう。
　
　竹林に手を入れると…
　竹林自体を若返らせるとともに、林内に日照が差し込むようになる。
　その結果、草本や低木類、良好なタケノコの成長を促す。

▼竹 林  （低木や下草など他の植物は、 ほとんど生えない）

Ⅰ

人工林
竹　林
　　②

Ａ　高木のみ （単層構造）　…目線の前は 「幹」 ばかり
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

志段味西島の樹林 平和公園南部 名古屋大学
名古屋市守山区 2011.11 MK 名古屋市千種区 2012.03 MK 名古屋市千種区 2012.03 MK

　低木層や下草のない林床

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

志段味西島の樹林 相生山緑地 　　　　　　　小幡緑地
名古屋市守山区 2011.11 MK 名古屋市天白区2013.02MA       名古屋市守山区2012.11MA

　　落葉樹で覆われた上空 林床のシダ類 明るい樹林の散歩道

小幡緑地
名古屋市守山区2012.11 MA

　平和公園南部

落葉樹林の典型的なパターン （○落葉広葉樹 の傘の下に、●常緑樹が…）

高木層の下に亜高木層や低木層

エドモントンでは、水辺／草地／落葉樹林（ヤナギ、ポプラ）

／針葉樹林（トウヒ）がはっきり分かれている。林内は単層
でスッキリ（むさくるしさがない反面、樹種は多くない）。
日本の樹林の複雑で豊かな構造は、温暖湿潤気候のお陰？

名古屋市千種区 2012.03 MA

Ｂ 複層林 （高木層＋亜高木層・低木層）　…目線の前に 「枝葉」 が目立つ

秋～冬には、樹林の 「階層構造」 がよくわかる。
　名古屋の東部丘陵には、落葉樹林が多い。

　「○落葉広葉樹の傘の下に、●常緑広葉樹が中層･下層を
形成」というのが典型的なパターン。
　○落葉樹林は、●常緑樹林と比較すると樹冠の密閉度合
いが粗く、木漏れ日がさしやすい。また秋から春にかけて
は、林内に十分日照がある。このため中層・低層の植物が
生育しやすく、樹林の「階層構造」が成立することが多
い。

【高木層】
　○コナラ・アベマキ（丘陵地の場合）、○ムク・エノキ（平
坦地の場合）など落葉広葉樹が最上層を形成。
【亜高木層】
　●ソヨゴ・カクレミノ・モチノキなど常緑樹が中心。
【低木層】
　●ヒサカキ・アオキ・ヤツデなどの常緑樹や、○コバノ
ミツバツツジなどの落葉樹が生育。亜高木層が未発達で、
低木層だけのケースも多い。
【林　床】
　乾いた所では▽ネザサ、湿った所ではシダ類や◎ツル性
植物、明るい所ではスミレの仲間など、それぞれ適地を選
んで生育。しかし、名古屋周辺の丘陵地は乾燥・貧栄養の
土壌が多いため、下草類の乏しい場合が多い。

【参考】 カナダ・エドモントンの樹林 （2009.06 撮影：伊藤毅）

平均気温４℃、年間降水量500mm。日本の樹林とは様子が違う。

Ⅱ

落 葉
樹 林
　 ①
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

▲アカマツ林
優占するアカマツと落葉低木層

八竜緑地 同左 同左

名古屋市守山区 2012.07 AK 同左 同左

▲アカマツの矮生 ▲アカマツ・○コナラ林 ○コナラ・アベマキ林
切り跡地にマツが萌芽 成長したマツ林から落葉樹林へ 成熟したコナラ・アベマキ林

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

大久手池
名古屋市守山区 2012.11 MA

▲マツ枯れで○コナラ林へ

でこぼこ山 猪高緑地 相生山緑地
名古屋市天白区 2012.01 MA 名古屋市名東区 2012.07 TM 名古屋市天白区 2012.09 TM

江戸時代末期には、名古屋東部の丘陵は一面の松林だった。

○落葉樹林 （コナラ・アベマキ林）

東山の花見風景（「尾張名所図会」1838-41執筆）

Ⅱ Ｂ1　 複層林 （高木層 ＋ 低木層）

落 葉
樹 林
　 ②

平和公園南部
名古屋市千種区 2012.03 MA

ナラ枯れ被害

主役交代（▲アカマツ→○落葉樹）、足元に●常緑広葉樹

　かつては一面のマツ林

　名古屋の東部丘陵は痩せ地で、かっては、矮性の▲
アカマツ、低木層に▲ネズミサシなどが生ていた。▲
アカマツの足元には落葉広葉樹も生えてくるが、薪炭
用に伐採されていた。このため、はげ山に近いマツ林
が多く目についた。
　薪炭用の伐採や落葉落枝の採取がなくなって以降は
土壌の富栄養化が進んで、▲アカマツには不適当な環
境に変化し始めた（マツタケが取れなくなったのもこの頃か

ら）。
　そこへ伊勢湾台風（1959年）やマツクイムシの被害
が追い打ちをかけ、▲アカマツ林は急速に衰退した。

　主役の交代 （▲マツから○コナラ・アベマキへ）

　薪炭用伐採がなくなって以降、○コナラ・アベマキ
など（落葉するドングリの木）の成長が進み、落葉広葉樹
の二次林が形成された。
　しかし近年、○コナラ・アベマキ類の一斉高齢化
（同齢林の弊害？）を背景に、カシノナガキクイムシの
被害で枯死木が大量に出現。林床に大きなギャップが
生じ、多様な植物の生存競争が起きている。

○コナラ・アベマキ林
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

○コナラ・アベマキ林

同左

同左

○コナラ・アベマキ林
アベマキが主役の社寺林

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

平和公園南部 同左 秋葉山慈眼寺
名古屋市千種区 2012.03 MA 同左 名古屋市天白区 2012.12 MA

     　○アベマキ林         ○コナラ林

天白公園
名古屋市天白区 2012.06 TM

　　　　　猪高緑地

　　　名古屋市名東区 2012.07 TM

　成長の早い○コナラ、アベマキの下では、●ヒサカキ、ソヨゴなどの常緑低木
が密生し、モヤシ状になっている所がよく見られる。
　こうした場所では林冠が鬱閉されるため、下草や陽ざしを好む低木はなかなか
生育できない。

　●常緑樹を間引いて林床に陽が当たるところを作ってやると、今まで休眠して
いた☆スミレや○コバノミツバツツジなど、可憐な花々をつける植物が成長して
くる。そして、植物の葉や蜜を吸いに昆虫がやって来る…。
　このように人が手を入れることで、生物多様性が高まるとされている。

Ⅱ

落 葉
樹 林
　 ③

Ｂ1　 複層林 （高木層 ＋ 低木層）

相生山緑地
名古屋市天白区 2012.06 TM

小幡緑地
名古屋市守山区 2012.05 MA

低木層は密生しモヤシ状に
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

○アベマキ林

落 葉
樹 林
　 ④

八事神社 荒池緑地 島田緑地 猪高緑地 天白公園
名古屋市天白区 2011.11 MA　 名古屋市天白区 2012.08 MA　 名古屋市天白区 2012.07 MA　 名古屋市名東区 2012.07 TM　 名古屋市天白区 2012.06 TM　

多様な植物が茂る○コナラ林

新海池公園 古鳴海八幡社 大高緑地
名古屋市緑 区 2012.05 TM 名古屋市緑区 2013.01 MA 名古屋市緑区 2012.03 MA

　　　　　守山八剱社樹林 明徳公園
名古屋市守山区 2012.11 MA 名古屋市名東区 2011.11 MK

城山八幡宮　 　相生山緑地 菅田神社
名古屋市千種区 2013.01 MA 　名古屋市天白区　2012.05 TM　 名古屋市天白区 2013.01 MA　

Ⅱ Ｂ2　複層林 （高木層 ＋ 亜高木層 ＋ 低木層）　…目線の前に 「枝葉」 が目立つ

階層構造が発達した○コナラ林

中には、こんな○アベマキの大木が残存

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹

　▼ タ　 ケ

　東部丘陵の落葉樹林では、二層構造（高木層＋低木

層）の所が多いが、亜高木層が発達し三層構造（高木層

＋亜高木層？低木層）となっているところもある。

　樹齢50年ほどの木々が一斉に成長（団塊の世代？）し
たため、高木層、亜高木層・低木層ともに密生した貧
弱な所が多い（樹林における団塊世代問題？）。
　しかし一部には、○アベマキの大径木が残り、落葉
樹林に風格を与えている。

　樹林の構造（単層・二層・三層）や大径木の有無は、生
態系的にはどんな違いがあるのだろう？

○コナラ林
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

ツル性のテイカカズラ

落 葉
樹 林
　 ⑤

東谷山 同左 大森公園

名古屋市守山区2012.11MA 同左 名古屋市守山区 2012.05 MA

園路沿いの下草 踏圧の程度で草地と裸地に 日当たりにはキヅタ、ヤブコウジ

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

小幡緑地 猪高緑地 志段味西島の樹林
名古屋市守山区 2012.05 MA 名古屋市天白区 2012.05 MA 名古屋市守山区 2012.04 MK

 

新海池公園 荒池緑地 （針名神社）
名古屋市緑区 2012.06 ＴＭ 名古屋市天白区 2012.05 MA

Ｂ　複層林 （高木層 ＋ 亜高木層・低木層）　…陽のさすところには下草が茂る

ネザサ

猪高緑地
名古屋市天白区 2012.05 TM

Ⅱ

　落葉樹林にギャップ（枯木・倒木などによる樹冠のスキマ）が生じると…
　　・湿った所： シダ類やツル性のビナンカズラ、テイカカズラが繁茂。

　　・乾いた所： ネザサ類や外来植物が侵入。
　　・人の通る所： 踏圧や刈取りで、ネザサ類やイネ科の植物が繁茂。

　
　植物たちは、光と水分を求め、互いに生存競争をしながらすみ分ける。

　競争に勝ってその場所に適合した植物は、時に大群落をつくることがある。
　また、他の植物に抑えられながらも、辛抱強くその土地に適応しながら生き

残っていく植物もある。
　　　・・・・

　
　下草の有無は、どんな意味があるのだろう？

　樹木にとって、野鳥や昆虫・小動物にとって、人間にとって…

猪高緑地
名古屋市天白区 2012.05 TM

林床を埋めるシダ類
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

平和公園南部・尾根筋 猪高緑地 天白公園 相生山緑地 丸根砦・山頂部
名古屋市千種区 2012.03 ＭＫ 名古屋市名東区　2012.05　MA 名古屋市天白区　2012.06　TM 名古屋市天白区　2012.06　TM 名古屋市緑区 2012.12MA

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

東山公園八事裏山・尾根筋

名古屋市天白区2012.12MA

興正寺 （参道東側）

名古屋市昭和区　2012.02　MK

表土の薄いやせた乾燥土壌のため、大木が育たない

尾根や台状地に、モヤシっ子の中低木が密生

同左

同左　2012.12 MK

●サカキ（幹周60cm前後）を主体に、●カクレミノ、●ソヨゴ、○リョウブなどが混じる

　東部丘陵の尾根筋には、やせ地（強い酸性、礫まじりで

粘土質の土壌）特有の植生が見られる。高木層が発達せ
ず、●サカキ／ソヨゴ／シャシャンボ／ヒサカキなど
の中木層がモヤシ状に密生。低木層には○コバノミツ
バツツジなどが生育している。
　モヤシ状の林は、通常、皆伐跡地に植林した一斉
林・同齢林に見られる現象だが、当地区では、やせ地
土壌のため自生の樹木のモヤシ生えが見られる。研究
者の研究対象になっているらしい。

　こうした場所は、野鳥や昆虫･小動物にとっては、
どんな場所なのだろう？

尾根道におおいかぶさるように密生する中低木

氷上姉子神社 大高緑地

Ⅲ

やせ地
中低木林

Ｃ　細身の中低木が主体 （高木層不在で階層構造が希薄）

●サカキの群落  (大木不在で、脇役たちがドングリの背比べ）

名古屋市緑区 2012.06 MA 名古屋市緑区　2012.03　MA
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

ウナギの寝床状に残った樹林 ウナギの寝床でも太い幹

八事善光寺の山林

名古屋市天白区 2013.01 MA

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

荒れた姿も…

同左 同左 同左

●常緑樹林化の進む ○落葉樹林

 名古屋市昭和区 2012.10 MK

妙見町の民有樹林

常緑・
落葉

混交林
　　①

南山町の民有樹林

 名古屋市昭和区 2012.04 JK

●常緑樹林化の進む ○落葉樹林

○アベマキ（幹周1.8Ｍ）

Ⅳ Ｂ1　複層林 （高木層 ＋ 低木層）　…●常緑樹林化の進む○落葉樹林

住宅街に残る○落葉樹林

●シイ／カシ類の背丈が○コナラ／アベマキに並ぶ ▲クロマツ、○アベマキ、●シイ／アラカシの競演（幹周２M前後）

八事富士見の民有樹林 （名古屋市昭和区 2012.10 MK）

名古屋大学 （工学部前）　　名古屋市千種区 2012.12 MK

　八事風致地区界隈では、常緑・落葉混交林が住宅地
の所々に見られる。○落葉樹林（コナラ・アベマキなど落

葉ドングリ類が高木層）だった頃には脇役だった●カシ類
（常緑ドングリ類）が成長し、主役と肩を並べつつあ
る。低木層は●サカキ･モチノキ･カクレミノ･ヒサカ
キなどの常緑樹が占め、比較的暗い林だ。

　名古屋大学の構内でも、○落葉樹林の●常緑樹林化
が進んでいる。一部では、大きく育った●シイノキも
見られる。

▲アカマツ林 →　戦中の伐採 →　戦後の▲クロマツ植林 →　伊勢湾台風やマツ枯れ →　○コナラ／アベマキ林 →　一斉高齢化でナラ枯れ →　●シイ／カシ類へ世代交代が進行中

　　里山の3世代が同居
▲アカマツ/○アベマキ/●アラカシ
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

●ｼｲ、○ｺﾅﾗ/ﾊｾﾞ 、▲ﾏﾂ …

小幡緑地 竜泉寺周辺の民有林 竜泉寺
名古屋市守山区 2012.11 MA 名古屋市守山区 2012.11 MA 名古屋市守山区 2012.11 MA

 ●シイ ｖｓ ○ケヤキ／コナラ… ●シイ、○コナラ、▲マツ  ●ｼｲ／ｶｼ／ｸｽ vs ○ﾑｸ／ｴﾉｷ ●カシ／クス vs ○コナラの大樹

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

大高城址公園 諏訪山諏訪神社 牧野ケ池緑地
名古屋市緑区 2013.01 MA 名古屋市緑区 2012.12 MA 名古屋市名東区 2012.11 MA

　　　

平和公園（猫ヶ洞池） 細根公園
名古屋市千種区 2013.01 ＡＯ         名古屋市緑区 2012.12 MA

金城学院大学
名古屋市守山区 2012.12 MA

常緑・
落葉

混交林
　　②

少し明るい ●シイ林 （落葉樹も一部残り、●カシなどの亜高木層も発達）

　東部丘陵の大半は、落葉樹の○コナラ・アベマキが高木層を形成している。
　しかし次第に、落葉樹の傘の下で●常緑樹（カシ類やクスノキ）が成長して主役の
座を脅かし、常緑・落葉混交林を形成する。

　「遷移」って、どう受け止めればいいのだろう？
　常緑樹林化は、
　野鳥・昆虫・小動物などにとっては、どんな意味を持つのだろう？
　あなたにとっては、
　どんな感じの樹林が快適ですか？

●シイ・カシ と ○コナラ・アベマキ の混交林

多様な植物がすみ分けている混交林

東山荘
名古屋市瑞穂区 2011.11 MK

Ｂ2　複層林 （高木層 ＋ 亜高木・低木層）　…目線の前に 「枝葉」 が目立つⅣ

最上層を占めるのは、○落葉樹？ それとも●常緑樹？　　
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江戸時代の東谷山はマツ林

鬱蒼とした神聖な森 「尾張名所図会」 1838-41執筆

有松神明社 同左
名古屋市緑区  2012.09 MA 同左

●ｼｲ/ｶｼ/ﾓﾁ/ｻｶｷ等混交林

天空を覆う●シイの樹冠

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

志段味勝手社 秋葉山慈眼寺 氷上姉子神社
名古屋市守山区 2012.11 MA 名古屋市天白区 2012.12 MA 名古屋市緑区　2012.06　MA

●カシ林
　○ソメイヨシノの植樹が随所に

興正寺 （参道西側）
名古屋市昭和区　2012.03　MA 同左　MK 同左　2012.012　MＫ

少し日がさすところに下草が…

鬱蒼とした●シイノキ林常 緑
樹 林
　　①

●カシ／モチ常緑混交林

Ⅴ

興正寺 （参道東側）

大森寺境内
名古屋市守山区 2012.12 MA

●シイノキの純林は、暗くて下草も生えない

　　　まばらな松林だった八事の興正寺 （尾張名所図会）

鷲津砦長寿寺
名古屋市緑区 2012.09 MA

Ａ　高木のみ （単層構造）　…目線の前は 「幹」 ばかり
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

　　　●シイの古樹と▲ヒノキ林 ●シイ林の植生

東谷山 同左 東谷山山頂付近
名古屋市守山区2012.11MA 名古屋市守山区　2012.11　MA 名古屋市守山区2013.11MA

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

大森寺
名古屋市守山区2012.11MA

●クス／シイ混交林

成海神社
名古屋市緑区 2013.01 MA

密生し通直な●シイ・クスの隙間に、低木類が生育

名古屋市天白区 2012.09MK

大高緑地
名古屋市緑区2012.08TM

名古屋市緑区 2013.01 MA

●シイ林の隙間に生育する低木 ギャップ（樹冠のスキマ）の下草

●シイ林の林間に生育する常緑低木類 少ない日照でもシダ類や◎テイカカズラが繁茂

　常緑樹林の主木は、●シイ／クス／カシ類で構成さ
れている。極めて少ないものの、●シイの純林も見ら
れる。
　●シイは樹冠を広げ枝葉がち密なため、ほとんど日
差しを通さない。昼間でも薄暗い森となり、中低木層
や林床の草本類も発達しない。
　
　しかし、枯死や倒木が生じると、そのギャップに陽
性の植物やシイの幼樹が萌芽し、新たな競争が始ま
る。また、●クスや▼モウソウチクが入るとシイを被
圧し、優勢となる。

氷上姉子神社
名古屋市緑区 2012.06 ＭＡ

桶狭間神明社

　　　稲葉山公園

Ⅴ

常 緑
樹 林
　　②

陽のさすところには、下草が多い

Ｂ1　複層林 （高木層 ＋ 低木層）　…目線の前に 「枝葉」 が目立つ
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

中が見える（低木少） 低木帯 ツル植物帯

林　縁
　　①

東山公園南部 名古屋大学 稲葉山公園
名古屋市千種区 2011.12 MA 名古屋市千種区 2012.12 MK 名古屋市天白区　2012.06　MK

駐車場管理のため林縁木伐採

成海神社 名古屋大学 八事神社 八事神社 妙見町の民有樹林
名古屋市緑区 2013.01 MA 名古屋市千種区 2012.03 MK 名古屋市天白区 2012.06 TT 名古屋市天白区 2012.11 MA 名古屋市昭和区　2012.10　MK

モウソウチクと低木類 林縁に繁茂するクズ

細根公園 牧野ケ池緑地
名古屋市緑区 2012.11 MA 名古屋市名東区 2012.11 MA

　都市林の林縁部は、道路･駐車場･住宅などに接することが多く、伸びる
枝葉や日陰、落ち葉などの苦情でのびのびと生きることができない。その
ため、枝打ちをされたり、伐採されたりして痛められている。
　その跡に傷をいやすように、○陽性の低木や▼タケ、草本類が茂って来
る。また、人為的に植栽されたり、手が入れられたりして遠慮しながら生
きている。

　林縁部のクッションは、
　林内の植物にとって、野鳥や昆虫・小動物にとって、
　そして我々人間にとって、どんな意味があるのだろう？

Ⅵ Ｘ　ワンクッションありＷ　市街地にむき出し

東尾張病院
名古屋市守山区　2012.07　AK

中が見えない（中低木密生）
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

低木帯／ススキ帯／管理草地 ネザサ帯 伐採あとの草生え地

新海池公園
名古屋市緑区　2012.06　ＴＭ

 自然な感じの草地・湿地
せせらぎ沿いの草地 伐採あとの草生え地 ツバキ林と草地 樹林地に挟まれたロゼット草地 公園の芝草地

大高城祉公園 　　　　　　　　牧野ケ池緑地 小幡緑地
名古屋市緑区　2013.02　MA 名古屋市名東区 2012.10 MA 名古屋市守山区　2012.05　MA

ため池畔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷戸地形に沼地が点在

猪高緑地
名古屋市名東区　2012.05 MA

　森を抜けると明るい草原が広がる光景は、開放感と
やすらぎを感じさせる。

　都市では、ほとんどが人為的に設えられた草原だ
が、まれに自然が形成する草原や二次的に自然が生み

出した草原がある。
　かっては、除草剤にまみれた時期もあったが、今は
除草剤に毒されず、刈り取りによって管理され、生き

生きとした姿を現している。

　あなたは、どんな草地が好きですか？
　野鳥や昆虫・小動物は、

　どんな草地が好きなんだろう？

名古屋市守山区　2011.11　MK

Ⅵ

林　縁
　　②

天白公園
名古屋市天白区　2012.06　TM

才井戸流れ
名古屋市守山区、2012.07 AK

　Ｙ　草地に連続

公園の芝草地

自然な感じの草地・湿地 芝生など人工的な草地

西島の樹林

平和公園南部
名古屋市千種区　2012.03　ＭA

開放的な公園の草地

湿ったところの草地
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

Ⅵ

歴史的な水田 市民の手で実った稲穂

氷上姉子神社 猪高緑地 平和公園南部
名古屋市緑区　2012.06　MA 名古屋市名東区　2012.05　MA 名古屋市千種区　2012.06　MA 名古屋市天白区　2012.05　MA 同左　2012.09　MA

放棄田跡に再生した苗畑

相生山緑地 神沢池隣接地 荒池緑地 猪高緑地
名古屋市天白区　2013.01　MA 名古屋市i緑区　2012.05　MA 名古屋市i天白区　2012.09　MA 名古屋市名東区　2012.05　MA

切り跡地にいち早く生えた草本類 造成地跡に繁茂した雑草

天白区八事 天白区平針南
名古屋市天白区　2012.09　MA 名古屋市天白区　2012.09　MA

水　　田

畑　　地

谷戸の放棄田を再生

　東部丘陵地は起伏があり、少ない平坦地は農地とし
て開墾さていた。農地の背景には樹林地が広がり、美
しい里地の風景が広がっていた。

　今は、市民活動によって、水田が再生されている。
水田には、両生類や水生昆虫などの生き物が棲みつ
く。畑もあちこちに点在している。

　丘陵地は、開発が続いており、林縁部に外来植物が
進出する光景も見られる。

Ｚ　農地に連続　

荒池緑地

林　縁
　　③

切り跡地の先駆群落
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

Ⅵ

●シイ林
○アカメガシワ ○ヌルデ

落葉樹林の林縁を彩る

◎アオツヅラフジ

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

同左 猪高緑地
名古屋市昭和区 2012.10 ＭＫ 同左 名古屋市名東区　2012.10　MA

○コナラ・アベマキ林
○ﾔﾏｳﾙｼ（右上）／◎クズ（右下） ◎フジ ネズミムギ（要注意外来種）

○エノキの幼樹(左下） ○イタチハギ（要注意外来種） ハルジオン（要注意外来種）

同左 志段味西島の樹林

名古屋市守山区 2012.06 ＭＫ 同左 名古屋市守山区 2012.04 ＭＫ

ネザサ

吉根上島・神明社裏 （庄内川沿いの、小規模な段丘崖斜面林）

八事日赤北の民有樹林 （住宅地に囲まれた、ごく小規模な樹林）

林縁は、葉っぱのデパート （いろんな形の葉っぱ＝下草や幼樹が顔を出す））

○落葉広葉樹の混交林 （エノキ／ムクノキ／アベマキなど）

○コナラ・アベマキ林

林　縁
　　④

○ハリエンジュ（要注意外来種）◎ツル植物 （クズ・ヤブガラシ）

稲葉山公園 （区画整理でモヒカン刈りのように残された、山上の小規模な常緑樹林）

名古屋市天白区 2012.06 MK

イタドリ

　林縁部の日当たりのよい空間は、日照を好む植物が
我先に芽を出し、早く生長しようと競争する。

　ここでは、○アカメガシワやヌルデなど発芽・生長
の早い先駆種、○+ハリエンジュなどの外来種、◎ク
ズなどのツル植物が優勢となる。

　場所によっては、イネ科やキク科の草本も進出す
る。その中には外来種も多い。
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

浮葉植物は少ない

抽水植物あり 抽水植物は少ない 抽水植物あり

広大な水面が広がる 岸辺に、ヨシなど 水面にヒシの浮草 ヨシも浮草もある 一面のヨシ

大久手池 二ツ池 神沢池 大根池 （天白公園） すり鉢池 （猪高緑地）

名古屋市守山区 2012.11 MA 名古屋市守山区 2012.06 MA 名古屋市緑区 2012.05 MA 名古屋市天白区 2012.  MA 名古屋市名東区 2012.07 MA

ガガブタがよく繁茂　　　　 ガガブタを取り巻く外来スイレン ハス田

緑ヶ池 （小幡緑地） 水広下池 （水広公園） 庄内緑地
名古屋市守山区 2012.10  MA 名古屋市緑区 2012. MA 名古屋市西区 2012. MA

　在来種が占める湿地の植物

荒池 （荒池緑地） 明徳池 （明徳公園） 島田湿地 （島田緑地）

名古屋市天白区 2012.09 MA 名古屋市名東区 2012.11 MA 名古屋市名東区 2012.06 MA 同左　2012.11 MA 名古屋市天白区 2012.06 MA

大半が水面
植物の生育ほとんどなし

牧野ヶ池 （牧野ヶ池緑地）

名古屋市名東区 2012.11 MA

塚ノ杁池 （猪高緑地）

ほとんど全面が
植物に覆われている

自　然　護　岸　が　主　体ため池
　　①

Ⅶ
浮葉植物あり
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

浮葉植物は少ない 浮葉植物あり

抽水植物あり 抽水植物は少ない 抽水植物あり

岸辺に、ヨシなど 水面に、浮草 ヨシも浮草もある 一面のガマ類

平野池 雨池 （雨池公園） 天白渓下池 四郎曾池 島田新池
名古屋市緑区 2012.06  MA 名古屋市守山区 2012.07 MA 名古屋市天白区 2012.07 MA 名古屋市緑区 2012.08 MA 名古屋市天白区 2012.09 MA

石拾池 隼人池 デッチョ池 （神丘公園） 大堤池 （荒池緑地） 細口池
名古屋市守山区 2012. MA 名古屋市昭和区 2012.06 MA 名古屋市名東区 2012.08 MA 名古屋市天白区 2012.11 MA 名古屋市天白区 2012.09  MA

小幡緑地ダム （小幡緑地） 名古屋城内堀 （名城公園） 東山新池 （東山公園）

名古屋市守山区 2012.10　MA 名古屋市北区 2012.04 MA 名古屋市千種区 2012.07 MA

　東部丘陵に残るため池の大半は洪水調節のために改
修された。
　その後時間をかけて、かって池に生育していた水生
植物が再生・繁茂したり、ここでは生育したことがな
い植物が人為的に導入されたりして、繁茂してきた。
その結果、ため池それぞれに異なった植物相を呈して
いる。

　どんな水生生物が、どんな状態を好むのだろう？
　あなたは、どんな水辺が好きですか？
　健康な水辺って、どんな状態なのだろう？

ほとんど全面が
植物に覆われている

大半が水面
植物の生育ほとんどなしⅦ

ため池
　　②

人　工　護　岸　が　主　体
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

Ⅷ

池畔の○アカメヤナギ林 水中の○ハンノキ 湿原の○ハンノキ林 　湿原の○低木類 湧水湿地に生える低木類

　　　　　八竜緑地
　名古屋市守山区　2012.07　ＡＫ

池畔の木立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池畔の○アカメヤナギの木立 池際の湿地に生える○マメナシ 湿地に形成されたビオトープ

　○ 落葉広葉樹
　● 常緑広葉樹
　▲ 針　葉　樹
　▼ タ　 ケ

新海池公園 猫が洞池 神沢池
名古屋市緑区　2012.06　TM 名古屋市千種区　2012.12 MA 名古屋市緑区　2012.05　MA

【参考】 河原の○ジャヤナギ林 【参考】 河口部ヨシ原の低木林

矢田川 （新川中橋上流） 庄内川 （明徳橋下流）

名古屋市北区 2012.05 MK 名古屋市港区 2012.09 MK

名古屋市守山区　2012.05　MA

小幡緑地

　東部丘陵には100を超えるため池や、幾多の湧水湿地が残っている。
　ここには、貴重な湿性草地や、○ハンノキや○ヤナギなど湿地特有の樹林、○
マメナシや○シデコブシ、●クロミノニシゴリのようなこの地方個有の貴重な植
物群（東海丘陵要素）も見られる。また、カスミサンショウウオやヒメタイコウチ、
ハッチョウトンボなどこの地方固有の動物たちも暮らしている。

　陸上の乾燥地に生育する植物に比べて、湿性植物は生育基盤がもろい。
　周辺の市街化による影響はもとより、湿地は、土砂の堆積や周辺樹林の成長に
伴う蒸散量の増加、落葉落枝による富栄養化などにより、次第に陸地へ遷移す
る。かつては、陸地化する湿地がある一方で、自然災害＝攪乱によって新たな湿
地が絶えず生まれ、全体のバランスが保たれていた。
　「攪乱による再生」 が減少した今日、湿地とどうつきあえばよいのだろう？

湿　地
水辺林
　　①

平和公園南部
名古屋市千種区　2012.03　ＭＡ

猪高緑地
名古屋市名東区　2012.09　MA

湿性高木林 湿性低木林
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

Ⅷ

湿ったところに生えるシダ類など

同左

同左

八竜緑地 小幡緑地
名古屋市守山区 2012.10 MA 名古屋市守山区 2012.11 MA

　トウカイコモセンゴケが生育

猫が洞池 大高緑地
名古屋市千種区 2013.01 AO 名古屋市緑区 2012.08 MA

　湿原には、
　　①イグサ科、カヤツリグサ科、イネ科、シソ科などの立性のもの、

　　②テンツキ類やホシクサの仲間、
　　③美しい花を咲かせるヌマトラノオ・サギソウ・サワギキョウ、

　　④食虫植物のモウセンゴケ類、
　　⑤ミミカキグサの仲間やイシモチソウなどなど、

　自然度が高く、希少な在来種の植物が非常に多く生育している。
　

　湿地の植物は存立基盤が脆弱で、放っておくと耐えてしまうことが多い。
　心無い人によって盗掘されたり、外来種を移植されることも多い。

　名古屋では、現在数えることができる程度になってしまったものの、
　いずれも市民が保全活動を行っているが、困難も多い。

　一般には、湿地の減少は樹林の減少ほどには関心をもたれない。
　しかし実は、

　都市の周りから失われた生物は、
　樹林系のものよりも水辺系のものの方が多い。

　湿地とどうつきあってゆくか？は、都市にとって大きな問題だ。

　ブログ参照　http://blog.goo.ne.jp/monosashi758

　●2012.11.18の記事 「ＣＯＰ10一周年記念シンポ」
　　　→　事例発表 「都市の自然のモノサシは？」

　　　→　配布資料 （陸鳥からみた名古屋の緑地なぜ？なぜ？集）【PDF】　Ｐ.33～

猪高緑地
名古屋市天白区　2012.06　MA

湿　性　草　地

湿　地
水辺林
　　②

名古屋市天白区　2012.05　MA

島田緑地
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （丘陵編）

Ⅷ

東山公園南部の湧水

名古屋市天白区 2012.09 MA

同左

 同左  2012.08 MA

相生山緑地西部 平和公園（猫が洞池）            牧野ケ池緑地

名古屋市天白区 2013.02MA 名古屋市千種区 2013.01AO         名古屋市名東区2012.10MA

　都市を流れる河川と異なり、丘陵地にある大きな緑
地では、湧水が湿地やため池に流れ込んだり、ため池
から越流した水が流れ出て、せせらぎとなっているも
のが多く見られる。

　せせらぎの周囲では、湿性の草地から湿性の木本植
物が生育し、落葉樹林に連なるケースが多い。また、
ホタルなどの水生昆虫や両生類・爬虫類の生息場所と
しても貴重な空間となっている。
　しかし、夏季に水枯れをおこす恐れがあるなど、維
持するためには人の手による保護を必要としている。

人工のせせらぎ

湿　地
水辺林
　　③

小幡緑地

名古屋市守山区　2012.05　MA

名古屋市守山区　2012.07　AK

八竜緑地

名古屋市守山区、2012.07 AK

才井戸流れ

平和公園南部
名古屋市千種区　2012.03　MA

せせらぎ水辺林
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