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１ はじめに 

富士山地域は 2013 年 6 月にユネスコ世

界文化遺産に登録された。山梨県の富士

山東方の 14km，山中湖村の北部平地にあ

る山中のハリモミ純林（沖新畑植物群落

保護林以降保護林という）は周囲を忍野

村，山中湖村の住宅地と企業，公園に囲ま

れた里山である。長年の研究管理にもか

かわらずハリモミは（マツ科トウヒ属，日

本固有種）は年々減少し，中央部（57ha）

に数群集が残るのみである。そこで,ハリモミ純林の総合的な調査を通してハリモミ林の複雑な構造

を理解すると同時にハリモミ林の持続的存続を図るためにエコロジーパーク（ゾーニング）構想を

提案する。 

仮説 

１ ハリモミ純林において時間的，空間的，科学的に調査研究することによって現存植生と未来の植

生を明らかにすることができるだろう。 

２ ハリモミ純林において SDGs の区分管理（ゾーニング）をすることによってハリモミの林を持続可能

にすることができるだろう。 

 

ハリモミについて 

福島県から鹿児島県までの太平洋側冷温帯に自生する。 

雌雄同株で寒さや陰性に強いが成長はやや遅い、寿命は

300 年ほどで樹高 30ｍまで伸びる。葉は線形で先に 1 本のと

げがある、断面は四角から菱形に変わる。「山中ハリモミ純林」

には実生を含めて約 4,600本が生育している。 

 

調査位置と調査区 

調査位置は全域として特に保護区である４４林班に調査区を設定して査研究した。区内には現在も

約 50年前の伊勢湾台風により枯れ死した痕跡株が残されている。 
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図 1 ハリモミ林の位置と上空から見たハリモミ純林 

図２ 成長調査と葉状 



 

 

 

２ 研究方法と結果、考察 

２－１ 研究方法 

１ 調査方法全域・定点・空撮 

（1） ドローンによる空撮 全域調査により林冠高木やギャップ個体数や樹高の測定 

（2） 人によるルートセンサス法 

（3） コドラート法（2019～2020 年夏 9 回）により群落の構成を推定する。 

２ 聞き取り調査によりハリモミ林の過去と現在の生息状況の概要を把握する。 

  ハリモミ林内別荘住居者 

３ 文献調査により過去の状況を把握する。 

 文献調査（富士山総合調査,ハリモミ調査論文等） 

４ 基礎調査内容（ディメンション） 

（1） 物理化学的内容    （2）生物的内容 

 

時間的とは年間を通し

て研究する。空間的とは上

空，地表，地中から研究す

る。科学的とは定量的，合

理的，証拠性を基準に研究

する。文献性とは文献を含

めた歴史面からの調査研

究をする。 

２－２ 調査時期   2018年 4月～2021年 2月 

２－３ 調査結果 

（1）物理化学的調査結果 

1990 年代から平均 0.9℃上昇し，降水量は年間 2,600ml とやや増加しているものの日本海東北地

方の約半分である。ブナが生育するには不適な環境であるといえる。2018 年以降は平均気温が並行

になっている。これは深海水の温度上昇に関係するハイエイタスの影響を示唆している。 

 

表 1 2020年ハリモミ林の物理化学調査結果（第 44林班） 

土壌厚さ 平均気温 降水量 土壌湿度 土壌(雨水)pH 土壌硬度 放射能 林内照度 

37cm 9.9℃ 2600ml 1.35pF 4.83（5.55） 0.95kg/m2 0.07microSv 30,000rx 

（2）生物的調査結果 

 

表 2 各種調査によりハリモミ林に生息確認された生物（220種） 
分類・種

類 220 

哺 乳 類

13 

鳥類 6 

魚類 6 

昆虫類 30 

クモ類 8 

土壌動 45 

環・軟 5 

針葉樹

8 

広 葉 樹

49 

草本 24 蘚類 8, 

苔類 

菌 11 

地衣 4 

図４ ハリモミの倒木（44林班） 

図５ 研究方法 図 7 調査機器 図６ ルートセン

サス（41林班） 

図３ ハリモミ純林調査林位置 



 

 

（3）相観による植生

林の相観は森林でバイ

オームは階層構造をも

った夏緑樹林と針葉樹

の混交林である。遷移

系列の異なる 2 つの植

生〈一次遷移と二次遷

移〉が縞状に入り組ん

だ森林からできてい

る。現存植生として一

次林であるハリモミ

林，二次林であるアカ

マツ林，コナラ林，アカマツ林の４群落（林分）を取り上げて調査した。被度と頻度による優占度

から判定し４林分を決定した。 

ドローンによる空撮とルートセンサスによる測定によりハリモミは下図のように約 4,600 本が生

息している。樹齢ピラミッドの形は安定型である。 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 ハリモミのの成長（測定）と耐陰性（観察） 

 裸地 60,000 ルクス ４４ｃｍ/年 林床 18,000ルクス 15ｃｍ/年 

裸地においてハリモミは年間 44cm，林床では 15cm 成長する。 

 

表 4 針葉樹の比較 

統制群 1 3  

比較群 2 

１アカマツ（41 林 

班） ｺﾝﾄﾛｰﾙ陽樹 

２ハリモミ（４４林班） 

比較群 

３ ﾄｳﾋ（43 林班） 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 陰樹 

葉 針葉（長い） 頂葉菱形 針葉（平板） 

先棘 棘 鋭棘 1 本 鋭棘２本 

葉の横断面（検鏡） 丸楕円形 菱形（中間型） 長方形（薄い） 

 

ハリモミ純林に成育する肢陽樹の陽樹を代表するアカマツ，陰樹を代表とするトウヒの葉を比較

して耐陰性を検討した。アカマツ（陽葉）とトウヒ（陰葉）を基準（コントロール）とすると，ハ

リモミの葉の横断面は陽葉と陰葉の中間型（菱形）で強い光も弱い光にも対応できるため相対的陰

樹であると考えられる。 

 

（4）ハリモミ林のハリモミ高木数の年推移 

図 11 かく乱による影響 

図 9 2021 年ハリモミ現存個体数 樹齢ピラミッド 

図 8 コドラート法による植生図 
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図 10 葉の横断面 

 
階層 本数 

高木 562（12％） 

亜高木 204（4.4％） 

低木 3010（2020）（64..8%） 

稚樹 211（4.5％） 

実生 861（18.5%） 



 

 

 文献調査と空撮によりハリモミ高木の総数を算定した。急減しているところは自然災害（かく

乱）による減少が主で個体数の長期減少傾向が継続している。 

（5）多様度指数（シンプソン） 

高木種の多様性からみたハリモミ，コナラ，アカマツ林はともに多様性は低い。高木は数種の優

占種によって占められている。ハリモミ淳林全体のササラダニ属は高い多様性を持っている。 

表 5 各林分の植物とササラダニの多様性 

ハリモミ林 0.6012 コナラ林 0.5547 アカマツ林 0.4794 ササラダニ属 0.8380 

 

（6）土壌中のササラダニ・トビムシ（コドラートと検鏡による） 

表 6 各林分の比較 
種名/地点 A ﾊﾘﾓﾐ B ｶﾗﾏﾂ C ｺﾅﾗ D ｱｶﾏﾂ 備考 

密度 頭/1L 36.8 25.8 20.5 39.3 30.6 

優占種 ﾂﾌﾞﾀﾞﾆ ﾅﾐﾂﾌﾞﾀﾞﾆ ﾅ ﾐ ﾂ ﾌ ﾞ

ﾀﾞﾆ 

ﾅｶﾞﾋﾜﾀﾞﾆ  

多様度(ｼﾝﾌﾟｿﾝ) 0.8910 0.7438 0.8995 0.8177 0.838 

ﾄﾋﾞﾑｼ個体 136 146 140 163 585 

ﾀﾞﾆ・ﾄﾞﾋﾞﾑｼ比率 2.7 3.3 2.5 3.8 3.1 

 

２－４ 考察 

1８00 年代のハリモミ純林は冷温帯溶岩流上に形成された特殊な森林で現在は植生遷移上の自然

植生と代償植生による途中林で針葉も混じる夏緑樹林といえる。動植物は生物種多様性に富み，生

態系の食物網が形成されている。ハリモミは陽葉と陰葉の中間型の葉を持つ相対的陰樹であると考

えられる。ハリモミの高木の減少はかく乱の影響が大きいが老樹化による枝枯れが進行していくと

考えられる。一方林床やギャップには実生が後継樹として成育していることからハリモミが消滅す

ることはない。樹齢の高いハリモミ（高木）は生殖力に乏しく，個体数が減少している今は遺伝子

浮動の影響を受けやすく多様性が失われていくことが示唆される。 

 

３ まとめ 

ハリモミ林は衰退を続けるが大規模かく乱がない限りハリモミが消滅することはないという結

論にいたった。そこで，富士山地区の世界遺産登録は，世界基準である SDGs の目標達成を約束し

たものであると考える。SDGs の森林管理の持続可能な管理」の４つの目標に沿って一帯を「ヤマ

ナカエコロジーパーク」と命名して生態系の多様性を維持し人間生活と共生するために 3 区分し

（核心 緩衝 移行）ゾーニングする。富士世界遺産センターと共同して保全整備や教育等の案内

板を設定して学芸員を配置するなど，ハリモミ純林を持続可能な森林とするための具体的な構想を

提案したい。 
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