
新潟県中蒲原地方の低地自然林の概要
平 慎 三

1　は　じめに

　新潟県中蒲原地方（本稿では、中蒲原郡と新津市及び五

泉市を包含する区域とする。）は、越後平野の中央東部に位

置し、北～西側は平野で、南～東側は海抜900～1，000皿級の

越後山地となる。

　ここでは、主に暖温帯植生の見られる平野に接する丘陵

から山地下部の海抜3DO皿位までの範囲にある自然林（目然

林に近い状態の森林を含む。）にっいて、それらの分布と種

組成の概要にっいてまとめたい。

　中蒲原地方の気候は、冬季に降雪の多い日本海型で、森

林植生の分布と関係が深いとされている暖かさの指数と寒

さの指数（吉良、1948・1951）は、新津市（海抜3m）にお

いてそれぞれ102．5℃、－7．8℃で、そこでの観測値から気温

減率（0．53℃／100皿、関口1949）をかみして推計すると、海

抜300mではそれぞれ89，7℃、－14．2℃と算出される。また、

同市における最大積雪深の平年値は71cmが観測されている

（観測期間：1979～2000年、新潟地方気象台観測データ）。

　本文に先立ち、筆者が関わった植生研究や自然保護行政

などの分野で、長い期間多方面に亘り暖かい御指導を賜り

ました、故池上義信先生に謹んで深く感謝を表するととも

に勾」、論をささげます。

2　自然林の概観

　中蒲原地方の低地では、沖積平野の一帯を除いて、過去

における伐採等の人為作用により、森林の大半はコナラ、

アカマツを主とする二次林やスギ植林となっているが、特

に二次林の中にはアカガシとウラジロガシの常緑広葉樹が

単木等で各地に生育している。さらに、社寺林や急傾斜地

などにはこれらの常緑カシの小規模な群落が残されてお

り、当地方の原植生としての自然林の姿の一端をとどめて

おり、この地域では、主な気候的極相林は常緑カシの優占

する暖温帯常緑広葉樹林と考えられる。

　一方、この地方では、低地落葉広葉樹林として、イヌシ

デ、アカシデ及びケヤキのそれぞれが優占する自然林が認

められる。イヌシデ林は、新津丘陵などに社寺林などとし

て小規模な林が残されており、アカシデ林は山地に近い谷

の急斜面などに成立する。ケヤキ林は、斜面中・下部の適

潤な立地に見られることがある。

　本県における冷温帯の気候的極相林であるブナ林は、今

回の対象地域より高海抜地や内陸奥地に広範に成立してい

るが、暖温帯と冷温帯の推移帯付近とともに、より低海抜

地に下降して分布する小規模な群落が見られることがある。

3主な自然林
（1）　暖温帯常緑広葉樹林

　e　アカガシ林

写真1アカガシ林　五泉市馬下55m 2003．　6，　7

　アカガシは、菅名岳山麓から阿賀野川河岸にかけてと新

津丘陵において、各所に単木や小群生の形で見られ、地形

は斜面上部や尾根筋などの場所が多い。高所の分布として

は菅名岳の320m付近まで生育する（平、1991）。

　主なアカガシ群落としては、五泉市咲花の阿賀野川河岸

の海抜50～60mの所に幅20～30m、延長約200皿にわたって集

団的に成立するのが特に顕著である。そして、菅名岳の小

山田登山道沿い320田、新津市塩谷60m、小須戸町矢代田20皿

等にその小群生が見られる。

　これらのアカガシ群落の分布場所において、合計4箇所

で調査を行ったところ、群落の高さは6～13mで、林冠はア

カガシが優占し、カスミザクラ、ミズナラ、シロダモなど

が見られ、菅名岳ではブナが混じる。林床は一般に薄暗い

が、低木層には暖地性常緑広葉樹のピサカキが優占し、ヒ

メアオキ、ユキツバキ、ハイイヌガヤ等の日本海要素　の

常緑低木が生育する。草本層では、ヤブコウジ、シシガシ
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ラ、ツルアリドオシ、ホソバカンスゲ、ベニシダなどが見

られる。

　b　ウラジロガシ林

　ウラジロガシは、新津丘陵、早出川流域、菅名岳山麓な

どにおいて、二次林の中に単木や小群生とし各所に分布す

るとともに、後述の落葉広葉樹自然林の林内に低木などと

して生育することもある。高所の分布は菅名岳の280皿であ

り、内陛最奥地としては杉川流域の釜ノ鍔の南約2㎞、’海抜

185皿の河岸斜面の所で、日本海岸から直線距離で39．5kmの

地点にまで及ぶ。ウラジロガシの生育立地に関しては、お

おまかな傾向として、斜面申・下部や谷筋に近い場所が多

い。

写真2ウラジロガシ林新津市金津羽黒神社　60皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997．　4．　19

　現在群落として確認されるのは、新津市金津にややまと

まったものあるほかは、村松町早出川流域の谷斜面などに

多く見られるもののいずれも極めて小規模のものである。

　金津羽黒神社にあるウラジロガシ林は、やや人為の加わ

った林であるが、高木層では高さ10皿のウラジロガシが優

占しアカガシ、カスミザクラなどを交える。亜高木層で

は、ソヨゴ、ハウチワカエデなどがあるが、林内はやや暗

く、低木層ではピサカキ、ユキバタッバキなどが多い。草

本層には、ヒメアオキ、ヤブコウジ、ベニシダ、シロダモ、

ホソバカンスゲ、コシノカンアオイなどの常緑植物が多い。

（2）　低地落葉広葉樹林

　a　イヌシデ林

　イヌシデは、特に新津丘陵では主に二次林中に単木や小

群生の形で各地に良く見られるが、新津市金津白玉の滝の

後方、海抜75皿付近にある佐久那殿神社の社叢には、自然

状態の極めて良好なイヌシデ林が残されている（平1987、

（財）新潟県都市緑花センター1998）。このほか、五泉市橋

田の中山神社境内及び村松町夏針集落背後のなだれ　防止

保安林に優れた残存林がある。

写真3 優れたイヌシデ自然林新津市金津白玉の滝後方
75皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998．　2．　28

　これらのイヌシデ林内の7箇所で植生調査を行ったとこ

ろ、群落の高さは15～躍mで、高木層では胸高直径が60～

75cmのイヌシデが優占するが、ケヤキを多く交え、アカ

シデやアカイタヤを　混生することがある。亜高木層に

は、コハウチワカエデ、アワブキ、アズキナシ、ウワミズ

ザクラ、マルバアオダモなどが見られる。低木層では、一

般にヒメアオキが優占し、ユキツバキ（ユキバタツバキを

含む。）、ピサカキ、シロダモ、ハイイイヌガヤ、チャボガ

ヤ、ハイイヌツゲなどの常緑樹が多く、中山神社ではウラ

ジロガシが生育する。落葉低木では、ムラサキシキブ、エ

ゾツリバナ、ミヤマガマズミ、コマユミなどが見られる。

草本層では、ヒメアオキ、ヤブコウジ、コシノホンモンジ

スゲ、チゴユリ、トラノオシダ、キヅタなどが生育する。
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写真4中山神社のイヌシデ林　五泉市橋田85皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003．　6．　7

　b　アカシデ林

　アカシデは、高木あるいは亜高木などとして、湿った土

壌の場所を除いて、二次林の中に広く生育している。しか

し、自然状態で樹林として残されているのは少なく、乾燥

気味の凸状地形や表土の薄い急傾斜地などにおいて見られ

る。

鷺

秘’

写真5アカシデ林　村松町慈光寺裏山 1983．　4．　24

　主な群落としては、村松町慈光寺背後の海抜200～250皿

の斜面や仙見川沿いの海抜150～200皿の斜面があげられ

る。これらの場所において合計5箇所で調査を行ったと

ころ、群落の高さは8～16mで、高木層ではアカシデが優占

し、ブナ、ミズナラなどを交える。亜高木層では、ブナ、ア

カシデなどが少し見られる。林床の低木屈では、ユキツバ

キ、コハウチワカエデ、ムシカリ、オオバクロモジ、マル

バアオダモ、ヤマウルシ、ヒメアオキなどの低木が繁茂し

ているほか、この層にはウラジロガシが生育していること

が多い。また、草本層には、ホソバカンスゲやヒメカンス

ゲを始め、ッルァリドオシ、コシノカンアオイ、ヤブコウ

ジ、シュンラン、シシガシラなどが生育する。

　c　ケヤキ林

ケヤキは、斜面中・下部などの土壌の適潤な傾斜のある場

所などに多く見られ、自然林またはそれに近い状態の樹林

は村松町の早出川流域の斜面に残されている。明瞭な二次

林としても新津丘陵などに小規模な群生が認められ、特に

五泉市菅沢の護摩堂山の周辺にはそのような小規模なケヤ

キ林がやや多い。

　ケヤキの自然林は、村松町夏針の海抜130皿付近、同町阿

弥陀瀬の海抜100皿、同町笹目の海抜100mにある傾斜角度

が35～45°の急斜面に残存しており、特に夏針では自然状

態の極めて良好なケヤキ林となっている。

写真6大木の多いケヤキ目然林（ケヤキは胸高直径70～

　　　　85c皿、樹高17～20m）村松町夏針130m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003．6．7

　これらのケヤキ林で4箇所の調査を行ったが、群落の高

さは15～20皿で、高木層ではケヤキが優占し、ケンポナシが

よく見られ、アカイタヤ、クマノミズキ、エノキが混じる

場合がある。亜高木層では、植物は少ないが、高木層と同

じ樹種のほか暖地性常緑広葉樹のシロダモが生育すること

がある。一方、低木層では、ヒメァオキ、チャボガヤ、ハ

イイヌガヤの日本海型ブナ林要素の常緑低木が繁茂するこ

とが多く、エゾツリバナ、コマユミ、ガマズミ、ムラサキ

シキブなどの落葉低木とともにシロダモが生育すること

が多い。草本層では、コシノホンモンジスゲ、ホソバカン

スゲ、ナガバジャノヒゲの草本を始め、ヒメアオキやハイ

イヌガヤなど木本とともに、ヤマヤブソテツ、サカゲイノ

デ、ヤマイタチシダ、クジャクシダなどのシダ類がよく見

られる。
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　（3）ブ　ナ　林

　当地方で、海抜の低い所にある自然状態の優れたブナ林

としては、村松町阿弥陀瀬の海抜205m及び同町蛭野慈光寺

の海抜約200～300mのものが上げられる。

　これらの場所は、斜面中・上部のやや中～乾性的な立地

であるが、計5箇所で植生調査をしたところ、群落の高さ

は16～20mで、胸高直径が50～120cmのブナが優占し、コ

ハウチワカエデ、ミズナラ、アカシデなどを交える場合が

ある。亜高木層では、コハウチワカエデ、ヤマモミジ、ブ

ナ、ウワミズザクラなどが少し見られる。低木層では、ユ

キツバキ、ヒメアオキ、エゾユズリハの常緑低木やムシカ

リ、マルバマンサク、リョウブ、オオバクロモジ、ウラジ

ロヨウラクなどの落葉低木が多く繁茂し、阿弥陀瀬では暖

地性常緑広葉樹のピサカキが生育する。低木層では、イワ

ウチワ、ツルアリドオシ、シュンラン、コシノカンアオイ、

ホソバカンスゲ、ヒメカンスゲなどの常緑草本が多く、ヤ

ブコウジ、ユキツバキ、ヒメァオキなどの常緑低木などが

見られる。

写真7低地ブナ林　小須戸町矢代田70皿　　1997．9．　13

　また、やや人為の加わったものとして小須戸町矢代田の

新津市境界付近にある海抜約70mの丘陵の尾根筋にブナ

林があリ、高さが15mほどで、林内にアカガシ、ソヨゴな

どの暖地性常緑広葉樹が生育する（（財）新潟県都市緑化セ

ンター1998）。このブナ林は小規模であるが県中部におい

て、新潟平野に面する側の丘陵斜面分布する海抜高の低い

ブナ林として顕著である。

　そして、村松町中名沢の海抜約20mの場所には、新潟県

での最低海抜分布のブナが生育しており注目される（瀬

沼、1995）。籏者の確認では、ブナの大木が3本（それぞ

れの樹高と胸高直径は、18m・57cm、16m・54c皿、1如・44cm）あ

り、その付近には高さ数メートル以下のブナが数本見られ

るとともにウラジロガシの低木等が生育する。

4　ま　と　め

　森林植生帯の上では、新潟県は暖温帯（ヤブツバキクラ

ス域）の北限地帯に当たり、気候的極相として、スダジイ、

タブノキ、常緑カシからなる常緑広葉樹林が分布する（平、

1978）。それらの場所は海岸に近接した幅の狭い範囲が中

心となっているが、中蒲原地方では、アカガシ、ウラジロ

ガシの常緑カシが日本海岸から20～35k田ほどの内陸地帯に

まで比較的多く分布しており、特にウラジロガシは常緑カ

シの生育地としては県内では最も内陸奥地（前出の村松町

杉川流域）に位置するもので特徴的となっている。

写真・8内陸最奥地のウラジロガシの単木（写真中央、樹

　　　高5皿、胸高直径14c田）村松町杉川流域185皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003．　5．2

　中蒲原地方におけるこれらの常緑カシの生育地は、丘陵

や山すそ、および谷川沿いにある社寺林や人為の影響の比

較的少ない急傾斜地などで、現在は極く小規模な残存林が

散見するだけである。しかし、伐採等の行われる以前の自

然状態では、海抜200－－30emttまでの低地では、アカガシ、

ウラジロガシの常緑カシ林が明瞭な森林群落として広く成

立していたものと思われる。
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写真9夏緑広葉樹自然林（ケヤキ林、イヌシデ林）の外観村松町夏針渠落背後

　なお本地方と阿賀野川を挟んですぐ北に位置する五頭

連峰の西側斜面においても、常緑カシ林が海岸から20kmほ

どの内陸まで、そして高所では海抜300m位まで分布してい

る（平、2002）。中蒲原地方と北蒲原郡南部の丘陵と越後平

野側の山地の斜面下部一帯は、アカガシ、ウラジロガシの

常緑カシ林が森林植生帯として、越後においては最も内陸

側まで発達している地域である。これは、暖地生常緑広葉

樹の生育の限定要因とされる冬季の気候が、これらの地域

では内陸寄り側まで比較的温暖なことが主に関係している

ものと考えられる。

　低地落葉広葉樹林の中で、イヌシデ林は三島郡や佐渡島

小佐渡などに見られるが、県内では例は非常に少ない森林

であり、当地域でのその優れた自然林の存在は特に注目さ

れる。その残存林の状況などから、特に新津市金津付近か

ら五泉市の丘陵にかけては明瞭な森林群落として目然状態

で分布していたものと推定される。

　一方、五泉市護摩掌山の付近ではケヤキニ次林が比較的

見られることや、村松町夏針では斜面申部にイヌシデ林

が、下部にケヤキ林が相接して存在している。このことか

ら｛特に新津丘陵の中・南部から村松町の山すそにかけて

は、常緑カシ林を主にイヌシデ林やケヤキ林が立地を分け

て混在する形で、そして一部にはブナを含みながら、自然

状態で分布していた可能性がうかがえる。

　この地域のアカシデ自然林は、冷温帯に近接するやや乾

性地や急傾斜の場所に主に成立し、上層にブナを混生し、

林床にウラジロガシを伴っていることが多く、暖温帯から

冷温帯の推移帯付近に位置する森林と考えられる。

　　　　　　　　　　　　ブナ林は、海抜200～300m以

　　　　　　　　　　　上から一般に成立するが、当地

　　　　　　　　　　　域では明らかに暖温帯の区域と

　　　　　　　　　　　思われる場所にも小群生する形

　　　　　　　　　　　で残存していることは注目され

　　　　　　　　　　　る。

　　　　　　　　　　　　申蒲原地方の低海抜地では、

　　　　　　　　　　　アカガシとウラジロガシの常緑

　　　　　　　　　　　カシの暖温帯常緑広葉樹林が主

　　　　　　　　　　　な原植生であったと考えられる

　　　　　　　　　　　が、これに加えて太平洋側では

　　　　　　　　　　　中間温帯林の構成樹種の一つで

　　　　　　　　　　　あるイヌシデの自然林やケヤキ

　　　　　　　　　　　林、アカシデ林さらには低地ま

　　　　　　　　　　　で下降しているブナ林など、県

　　　　　　　　　　　内の低地では最も多様な自然林

　　　　　　　　　　　が存在することに大きな特色が

　　　　　　　　　　　認められる。
　　　　　2003．　5．　2

　　　　　　　　　　　　本稿で取り上げた自然林の残

存する場所については、人閤活動の活発な低地において、

自然性の高い森林群落として、学術上とともに郷土の景観

維持や質の高い自然教育の場などとして極めて貴重である

ので、適正に保護・保全されることが望まれる。
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