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調査研究に基づいたこんぶくろ池湿地の植生管理指針策定と
環境教育教材作成
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Ⅰ． 沼田眞賞受賞と記念出版書籍の刊行
NPO 法人こんぶくろ池自然の森は，
「こんぶ
くろ池湿地の調査・保全活動を通じた自然博物
公園の実現」によって第 10 回沼田眞賞を受賞
した．受賞を記念して，書籍「市民の力で湧水
自然を守る・柏市こんぶくろ池物語」を NPO
とアドバイザー会議の協力で編集し，千葉日報

図１ 「市民の力で湧水自

社より平成 23 年 1 月 21 日に刊行した．本は，

然を守る・柏市こんぶくろ

こんぶくろ池の市民活動，湧水と牧－歴史と地

池物語」の表紙．

史，湿地と森の植物，動物相と昆虫の生態，自
然環境の持続のためにの全 5 章よりなり，これ

1970 年代以降の動態と人口，気象データなど

までの市民活動の経緯，市民と大学が共同で

の社会指標，環境指標との関係が示され，柏市

行ってきた調査研究活動の成果，これまでの整

におけるこんぶくろ池と周辺の森林の重要性に

備管理活動の成果と今後の計画について総合的

ついて，独特のユーモアを交えて説明された．

にまとめられている．

「こんぶくろ池の自然の意義」と題した大場氏

2 月 20 日には，
「沼田眞賞受賞シンポジウム

の基調講演では，こんぶくろ池の植物地理学的

－こんぶくろ池からのメッセージ」を千葉大学

な価値と保全の単位に関して，植物の階層，生

環境健康フィールド科学センター・シーズホー

態系列，地域環境のスケールといったキーワー

ルで開催した（図 2）
．式では，柏市長の挨拶

ドを手がかりに持論を展開され，コミュニティ

の後，田畑貞寿日本自然保護協会理事長と大場

エリア毎に地域本来の自然環境要素のセットを

達之千葉県立中央博物館元副館長の基調講演を

保全することによって，広域の秩序ある自然保

いただき，「こんぶくろ池へのメッセージ」と

護を達成しようと訴えられた．以上の基調講演

題したパネルディスカッションを行った．
「都

をもとにパネルディスカッションを行った．湧

市における自然保護の意義」と題した田畑氏の

水保全，生態系保全，歴史的資産の保全と都市

基調講演では，首都圏の都市における緑被地の

づくりといったこんぶくろ池が抱えている主要

NPO 法人こんぶくろ池自然の森
2011.11.15 受付，2013.10.18 公開
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図2

図3

シンポジウムのポスター．

こんぶくろ池自然博物公園計画区域における調査方形

区の位置．

な課題について，パネラーとフロアから意見交

方形区を 2004 年に設置し，2004 年，2006 年，

換がなされ，今後の活動の市民展開の重要性を

2011 年に植物の量的組成を調査した（図 3）
．

確認して会のまとめとした．

方形区を一連番号で示したものは森林区域に設
置された 10 m 四方の方形区，アルファベット
のＷと一連番号で示したものは湿地区域に設置

Ⅱ．植生管理指針策定についての検討
こんぶくろ池自然博物公園では，その基本計
画において，６つの植生モデル，すなわち，湿

された 4 m 四方あるいは 2 m 四方の方形区で
ある．

地モデル，草地モデル，マツ林モデル，落葉広

このうち森林区域については植生管理作業が

葉樹林モデル，混交林及び針葉樹林モデル，芝

行われている場所が，公園用地の買い上げとと

生地を設定し，管理を行うことになっている．

もに増加している．その内容は，外来種等の侵

このうち樹林については具体的な管理方針が定

略的要素となるものは除去，ササは動物（ウサ

められていたが，湿地および草地については詳

ギ，タヌキ，ウグイス等）の生息場所となる一

細な検討が手つかずとなっていた．そこで，以

部を残し，原則として刈り取り，直径 20 cm 未

下のような調査研究を行い，植生管理指針につ

満の劣勢の針葉樹や腐れ・ねじれで強風に耐え

いて検討した．

られない針葉樹は除去というものである．

1．植生管理活動による下層植生の変化

湿地区域では一部において，下刈りを行って

1) 方法

いるが，大部分は放置状態にある．ただしこん

こんぶくろ池と周辺の樹林は 2006 年から植
生管理活動が始まった．その予定区域に 37 の

ぶくろ池畔は護岸工事などにより撹乱された部
分がある．
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2) 結果と管理指針の検討

る踏圧が原因と推察される場所もあり，踏み込

それぞれの調査区で，草丈 1 m 以下の 2006

みによる撹乱影響が森林より生じやすいと考え

年と 2011 年で比較した草本層部分の出現植物

られ，管理活動や調査活動であっても，湿地へ

種数の増減について，比較可能なデータがとれ

の立ち入りには細心の注意を要すると言える．

た調査区の結果を表１と表２にまとめた．森林

湿地生草本植物のコバノギボウシをとりあげ

区域では増減が 5 種未満の場合，湿地区域では

た研究からは，完全に林冠が閉鎖した暗い林内

増減が 3 種未満の場合は変化なしとした．

ではなく，林冠のところどころにギャップがあ

表 1 より，森林区域では，植生管理を行って

るやや明るい光環境が，コバギボウシの生育に

いる場所で種数が増加しているケースが多く，

適しており，それ以外の植物の多様性をも高め

植生管理を行っていない場所では種数が減少し

るという結果が得られており，適度な間伐や枝

ているケースが多いことがわかる．森林区域で

打ちを行うことが有効と考えられた．一方，光

行われている管理方法はおおむね適正と評価さ

環境が良すぎると，希少植物よりも背の高い低

れた．しかし，一部の管理あり区では，種数の

木種やアズマネザサが繁茂して，草本植物の光

減少が見られた場所もあるので，その内容につ

環境は暗くなり逆効果であり，適度な管理条件

いてさらに検討したい．

の存在が示唆された．

一方，
表 2 からは，
湿地区域で植生管理を行っ

湿生木本植物のズミをとりあげた研究から

ている場所では種数が増えているケースが多

は，ズミの結実数が少なく，稚樹の更新が滞っ

く，行っていない場所では種数が減少している

ていることがわかった．その原因は，花粉を媒

ケースが多いことがわかった．弁天池から橋ま

介するハナバチをはじめとした送粉昆虫の少な

での湿地は低木の刈り取り管理を適宜行ってい

さに主に起因していると推察された．そうした

るが，
その方針は概ね正しいと言える．ただし，

現状を改善するために苗木の育苗などの人工的

その傾向は森林ほど顕著ではないため，今後慎

な方法もあるが，より自然に即した方法として

重に変化の内容を精査する必要がある．湿地で

は，園内の開花環境の改善とともに，周辺地域

植物種数が減少している場所では，調査等によ

の自然環境の保全と再生が行われ，地域全体で
送粉動物相が改善されることが望まれる．

表1

森林区域に設置された方形区の草本層植物種数の変化．

1) 方法

植生管理 種数増方 種数不変 種数減方
の有無
形区数
方形区数 形区数
植生管理
3
3
1
あり
植生管理
なし
表2

0

2

2007 年春に現場の土壌を採取し，そこから
どのような植物が発芽するか調べた．採取され

9

た 24ℓの土は，大学のガラス室に持ち込まれ
て敷き均され，一年間，どのような種子が発芽

湿地区域に設置された方形区の草本層植物種数の変化．

植生管理 種 数 増 方 種数不変 種数減方
の有無
形区数
方形区数 形区数
植生管理
2
3
1
あり
植生管理
1
3
3
なし
工事によ
1
0
2
る撹乱有

2．草地モデルの植生管理

するか調べられた．その結果，43 種の発芽が
確認された．そのうち半数は雑草群落の構成種
だったが，1/4 は二次草原の構成種だった．試
験対象地の土壌が再生のための資源である埋土
種子を有していることを確認するとともに，コ
ントロールの必要がある雑草が多く隠れている
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こともわかった．

生育を促したければ，一斉に機械刈りせず，注

そこで，現地のササ刈り取り試験を 2007 年

意深く手刈りすることになる．本法は手間がか

から 2009 年にかけて行い，夏季の 6 月に刈る

かる上，生態的とは言えない園芸的手法である

区と 12 月に刈る区を設定し，さらに刈り取り

ため，検討を行った．

後の落ち葉かきを行わない区と行う区を作り，

そこで，図 4 のように，区域をパッチ状に

植生の変化について調べた．

区切り，それぞれ三種の刈り方を設定すれば，

2) 結果と管理指針の検討

持続的に草原を維持できるのではないかと考え

ササが密生した状態ではほとんど出てこない

た．パッチＡでは，毎年冬刈りを行うとともに

オトギリソウ，ミツバツチグリ，アカネスミレ，

1 年目には夏刈りも行う．パッチＢでは，毎年

ノジトラノオ，ヒキヨモギ，コシオガマ，ヒヨ

の冬刈りとともに 2 年目に夏刈りする．パッチ

ドリバナ，オトコヨモギ，ススキら草原性の種，

Ｃでは，毎年冬刈りとともに 3 年目に夏刈りす

19 種が刈り取り 2 年目，3 年目に出現した．落

る．このようにローテーションすれば，草地の

ち葉かきを行った区では，よりそれらの発芽が

どこかで夏刈りが行われているが，ほかの場所

見られるようになった．さらに，刈り取り後 3

では 2 年間夏刈りが行われないため，草原性植

年目には，ほとんどの草種で開花が見られた．

物も開花・結実して，種子を散布することが可

一方，最初の夏にササを刈り，その後冬刈り

能と予測される．同時に，3 年に一度夏刈りす

しか行わないところでは，2 年後にはササの被

れば，ササの繁茂も抑制されると推察された．

度が再び 50 % を超え，冬刈りだけではササの
勢いをおさえることができないこともわかっ

Ⅲ．環境教育教材の作成

た．ササは 6 月に大きくなるので，その抑制を

こんぶくろ池の自然について来訪者の理解を

行うならば 7 月・8 月に行うのが有効である．

得，関係者の自主的学習の利便に供するために

しかしながら，夏にササ刈りを一斉に行うと，

リーフレットとハンドブックを作成した．

当然のことながら成長してほしい草種にも悪影

書籍「市民の力で湧水自然を守る・柏市こん

響を及ぼすため，ササや雑草を抑制し草原種の

ぶくろ池物語」とあわせて，リーフレット，ハ
ンドブックが刊行されたことにより，初めての
訪問者への案内資料，小中学校や市民サークル
の自主学習資料，こんぶくろ池を詳しく学ぶた
めの資料が完備されたことになり，今後の現地
案内，現地見学会はもとより，市内の各種・各
級学校および市民団体の教材として今後有効活
用されることが望まれる．
1．こんぶくろ池自然博物公園案内リーフレッ

冬刈り＋一年目夏刈り

ト

冬刈り＋二年目夏刈り

リーフレットは自然博物公園のマップを主体

冬刈り＋三年目夏刈り

として，主な動植物種や植生，遺跡，景観につ

マーキング＋手刈り

いて写真表示し，こんぶくろ池の価値，名の由

図4

草地のローテーション管理模式．

来，湧水の仕組み等，見学者に知っていただき
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客者が増加しているが，引率者の知識が十分で
なく，また簡単な資料も過去にはなかったため，
一見ありふれた森と草地を見るだけで帰る見学
者が多かった．そこで，環境教育教材として，
図5

植物や動物を写真によって自ら確かめることの

リーフレットの表紙．

できるハンドブックを作成した（図 6）．内容は，
植物，きのこ，生き物，歴史資産となっており，
植物については，季節毎に観察できる花を図示
し，主な種の花期，果期，千葉県レッドデータ
ブックの記載の有無，園内の分布地域と分布の
量について整理した表を掲げた．Ａ 5 版変形，
48 ページ，写真集，２千部印刷．

図６
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