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はじめに 

 国際森林研究機関連合（IUFRO）の「森林と健康」部会が 2012 年に開催され、⿊海に⾯
する東欧のリトアニアへ著者の 1 名が訪問した（渡辺ら 2012）。主催校は、旧リトアニア農
業⼤学（その後、アレクサンドラス・ストゥルギンスキス⼤学;ASU、さらに、2019 年から
ヴィータウタス・マグヌス⼤学農業アカデミー；VMU-A）森林系である。これが同⼤学と
の交流のきっかけとなり、⽂科省の⽀援によるトビタテ・プログラムで学部⽣が短期留学し、
また北海道の銘「果実」ハスカップの情報交換等なども推進してきた。そして 2015 年には、
同⼤学と北海道⼤学農学研究院は協定校となった。 

本報告では、リトアニア国との交流から得られた森林・林業に関わる情報や知⾒、特に
2021 年に共同開催した⽇本学術振興会の⼆国間セミナーを通じて得られた森林管理に係る
知⾒を紹介したい。 
  
リトアニアの地理と杉浦千畝 

リトアニアはヨーロッパ北東部に位置する(図 1)。北にラトビア、東にベラルーシ、南に
ポーランド、南⻄にロシア(カリーニングラード州)と国
境を接し、⻄はバルト海に⾯している。VMU-A 所在地
の旧⾸都カウナスは、現在の⾸都ヴィリニュスから約
100 km 離れている。歴史的には国家の消滅・占領・独
⽴を経験しており、第⼆次世界⼤戦の際にはソビエト連
邦やナチスドイツの侵略を受けている。⾔語はインド・
ヨーロッパ語族（バルト語派）で約 300 万⼈が使⽤す
る。第⼆次世界⼤戦後はソビエト連邦の構成国の⼀部で

あったが、1990 年に独⽴を回復した。北緯約 55°に位置し、夏期、冬期の平均最⾼、最低気
温が 22℃、-8.7℃と、北海道とあまり変わらない気温である。 
 ⽇本とのつながりでは杉原千畝の名を特記したい。第⼆次世界⼤戦中、ナチスドイツの侵
攻に伴ってヨーロッパ各地から迫害を逃れてきたユダヤ⼈に対して、当時、在カウナス⽇本
領事館に赴任していた杉原は、ユダヤ⼈に対して⽇本通過を可能としたビザと渡航証明書
を数千⼈分も発給して、ヨーロッパからの脱出を⽀援した。この経緯から、旧⽇本領事館は
現在、資料館になっていて、彼のゆかりの展⽰がされていた。 
 
森林管理への共通の視点  

リトアニアでの現地検討会や⼆国間セミナーでの発表を通じて得られた、我が国とリト
アニアの森林管理への共通の視点と取り組みとしては、環境修復、種多様性保全、環境モニ
タリング、遺伝資源保全（特にスイカズラ属灌⽊）が挙げられる。この順に、概要を紹介し
たい。 

 
図 1.リトアニアの位置  
（渡辺ら 2012 から転写） 



 

1）環境修復 

 現地検討会で強烈な印
象を持ったのがバルト海
沿岸の海岸砂丘地の浸⾷
防⽌を、マツ類を導⼊して
実施している⻑期試験林
である（図 2）。⽴派なオウ
シ ュ ウ ア カ マ ツ (Pinus 

sylvestris)林を⾒学したが、⻑期間かかって⾶砂防⽌⼯を⾏い、そこに匍匐⼒のあるムゴマ
ツ(Pinus mugo)を植えて⼟壌をつくり、⽤材に適したマツ林へ誘導してきた 60 年以上の結
果であった。北海道襟裳岬の海岸林再⽣を思い出す。VMU-A スタッフは成⻑が共⽣微⽣物
に依存するはずのマツ類について、その育成に有効な施肥技術に関⼼があると⾔う。これは
外⽣菌根菌の利⽤が⼀般的である彼の地として意外であった。なお、海浜ではオゾンをはじ
めとする環境モニタリングが⾏われており、その役割は後述する。 

次に、海岸林造成や⼭⽕事後の植⽣回復のために導⼊したニセアカシア(Robinia 
pseudoacacia)の成⻑制御のための技術的
な試みを紹介する(図 3)。ニセアカシアは、
その花蜜がリトアニア名産の蜂蜜⽣産に活
⽤されているが、もとの植⽣を改変するの
で制御が不可⽋である。森林⽕災後、林床
にリンが豊富になり、根粒菌（Frankia sp.）
の活性が⾼まった結果、ニセアカシアが旺

盛な成⻑を開始して、瞬く間にムゴマツから置き換わっっている。その旺盛な繁殖⼒による
原植⽣への脅威は、我々が国内で経験しているのと同じであり、成⻑制御が必須である
（Kitaoka et al. 2022）。外来の菌による遺伝⼦汚染を防ぐという⽣物多様性保全の視点から、
⼟着の腐朽菌を分離増殖し、切り株に塗布し、根株ごと駆除する試みを始めていた。この腐
朽菌塗布の結果、根株の枯死率は約 70%であり、化学薬剤に依らず⾼い駆除効果を達成で
きたという。 
 

2）種多様性保全（鳥類の保全と林分構造） 

 
図 2．バルト海沿岸域での海岸林造成 
A:遠景、B:近景（⼿前ムゴマツ）、C:林内のオウシュウアカマツ林 

 
図 3．⼟着菌を利⽤したニセアカシアの制御事例 



 森林の⽣態管理は、林業の経済性と環境保全の妥協点を
踏まえて⾏う必要がある。皆伐の隣接する林分への影響は
特に⼤きく、林縁から約 120m まで及ぶという（Brazaitis 
et al. 2005）。セミナーでは、この影響を⿃類の種組成から
評価した研究が紹介された。⿃類群集は優れた種多様性の
保全指標となり得るので（MacArthur and MacArthur, 

1961）、群集のモニタ
リングによる実測と
モデルによる研究が
進 め ら れ て い る
(Brazaitis et al. 2021)。
この研究の特徴は、近
⾃然状態の維持の⼿
法として、枯死⽊と倒

⽊の“利⽤と保全”に注⽬している点である。同時に、試験林分に対する周縁効果に注⽬して
いる（図 4）。特に、皆伐地の周辺に存在する⽼⽊（図 5C）にさまざまな影響がでている。
⽼⽊は⿃類にとっては餌となる⾍の住処であり、⿃類には営巣場所でもある(Onodera et al. 
2013)。 
 モニタリングの結果、⿃類群集の皆伐地と⾮皆伐地の間では、⽻数の差は⼩さかったが、
構成する種の組成に違いがあった。それらの⽣息地別の⿃種を“ギルド（同⼀の栄養段階に
属し共通の資源を利⽤している複数の種）”として⽐較すると、林縁ギルド (7 種)、 林縁の
周辺域ギルド(12 種)、 林内ギルド (7 種)、 不定種 (7 種)であった。この研究では、この
中でオジロビタキ（Red-breasted flycatcher (Ficedula parva)に注⽬しており、本種は管理の
⾏き届いた林分では⾒られず、その理由は、林縁効果から⾒ると広域に発達した林分が存在
しないことが原因と考えられている。皆伐という攪乱後の更新地における⿃類群集がギル
ドを特徴づけるという。すなわち、伐採地の⾯積が増えると⿃類の種数は増加するが、⿃類
群集の密度は低下する。⼩⾯積皆伐であっても⿃類相への影響は、少なくても 7 年間は戻
らなかった。また、繁殖には⾼さ 1.5m 付近の葉密度が影響していた。渡り⿃の密度は減少
したが、定住種はやや増加傾向があった。天然下種更新のための誘導伐による負の影響は、
脊椎・無脊椎動物の捕⾷者、および樹冠の中で餌を探すタイプの⿃類にみられた。また間伐
による攪乱後でも⽣存率の⾼かった樹種は、グルチノーザハンノキ(Alnus glutinosa)、ヨー
ロッパナラ(Quercus robur)、オウシュウアカマツであり、被害を受けたのは、オウシュウ
シラカンバ(Betula pendula)、オウシュウトネリコ(Fraxinus excelsior)、オウシュウヤマナ
ラシ(Populus tremula)であった。 

ここで、営巣⽊になり得る枯死⽊は、40 年⽣以上の保護された林分で、保護された道路
からは 350m 以上離れた場所に位置していた。その材積は林分当たり 10％（30 m3/ha）以
内であった。樹種ではオウシュウトネリコ、オウシュウヤマナラシ、ヨーロッパナラの材積

 
図 5．更新（A）漸伐更新概観（B）、林内⽼⽊（C）写真：Brazaitis ⽒提供 

 
図 4．試験地のドローン写真 



が多く、少なかったのはセイヨウシデ(Carpinus betulus)、オウシュウアカマツ、ヨーロッ
パトウヒ(Picea abies)であった。  

この研究では、保全のためには、皆伐地の⽅形の⼤きさを⼩さくすることで、林縁を減ら
すことが望ましいとしている。また、⿃類の繁殖のための林内環境は間伐によっても失われ、
残された林⽊個体の死亡率も上がる。⿃種によっては、枯死⽊が 30 m3/ha 以上になると要
注意である。また、残す樹種群には、保護・希少種、休息できる樹群、中空の⽊、⼤きな営
巣⽊などに配慮する必要がある。森林を保護すると枯死⽊が増えるので、その管理を考える
必要がある。このことは、北海道の森林でも同じである（Onodera et al. 2013, 2015）。 

 次に、鵜(Cormorant)の仲間による糞害が森林衰退を
引き起こしている場所を概観した(図 6)。おびただしい
鵜の仲間が営巣し、約 600 ha に渡って糞による窒素と
リンの過剰害が発⽣している。我が国では琵琶湖周辺
で、同じ原因による森林衰退が危惧されている（⼩池
2021）。林床には過剰な窒素環境でも⽣育できる草本が

卓越していた。この地域では、⿃類の保護か漁業と森林の育成か、ということが議論されて
きたが、結論は先送りされている。リトアニアでは、他に渡り⿃の⻑期モニタリングも中央
ヨーロッパの拠点として実施されている。 
 

3) 環境モニタリング 

 ソ連邦崩壊時から開始された環境モニタ
リングと森林の健全性の研究は、IUFRO の
モニタング部会において EU（欧州連合）を
リードする中核を担ってきた（Augstaites 
et al. 2022）。⼩池は、1970〜80 年代の肥料
会社周辺での気体状の過剰窒素汚染の影響

で、幹の折れ曲がったオウシュウアカマツ林を⾒学した後、限られた予算の中で地道なモニ
リングが継続されている現場を⾒学することができた（図 7）。将来の交換学⽣の研修場の
下⾒を兼ねた⾒学であった。 
 この野外実験施設は教員と学⽣との宿舎を備え、⼀⾓に常住の技術職員の実験室がある。
建物の前庭的露場にはＰＭ（粒⼦状物質）、窒素（湿性・乾性）沈着、CO2、オゾン(O3)、
などのモニター機器が並んでいた。環境の影響評価は、樹⽊年輪、林内⾬、落葉落枝（図 8）、
地下⽔深、凍結深など、根気強く、限られた予算を効率的に利⽤しモニタリングが継続され
ていた。 
 これらのモニタリングにより、リトアニアの代表的な樹種（オウシュウアカマツ、ヨーロ
ッパトウヒ、オウシュウシラカンバ;Betula pendula、オウシュウダケカンバ;Betula 
pubescens）の肥⼤成⻑と樹液流速に決定的に作⽤するオゾンと記録的な乾燥の影響が検出
されてきた。特に、樹液流速のモニタリングから、リトアニア北部では、ヨーロッパトウヒ

 
図 6 鵜の営巣（B）による森林衰退 

 
図 7 VMU-A の野外モニタリング施設 



は乾燥の影響をあまり受けず、カンバ類が最も影響を受けることが解った。また、マツ、カ
ンバ類には、気孔応答を介する幹の収縮（幹の膨張と収縮の時間単位の計測による）へのオ
ゾンの影響が顕著であった。ただし、オゾンに対して、カンバ類は最も耐性が有り、オウシ
ュウアカマツは中間的、ヨーロッパトウヒは感受性が⾼かった。これら観測の⽐較から、カ
ンバ類は最近の⾼温を中⼼とした環境変化の影響を最も受け、成⻑が抑制されることが指
摘されている。 
 
4） 灌木：遺伝資源 

 ハスカップ（Lonicera caerulea L.)類は、現地でとても⼈気のある灌⽊の果樹で、リトア
ニアとその周辺の地域で優占する灌⽊である。1975 年以来、ビルニウス⼤学の植物園では
各地からこの種の株を収集し、遺伝資源としての交換も⾏ってきた。現在も、遺伝⼦マーカ
ーを利⽤した解析を進めている。同様に、北海道⼤学では、ハスカップ, ヨーロッパキイチ
ゴ（Rubus idaeus）、サルナシ（Actinidia arguta)の株を収集し、品種改良を進めている。特
にハスカップでは種間交雑をブルーベリー類と⾏い新品種の作出に成功している（Hoshino 
2022）。 
 
まとめ 

 リトアニアの森林管理には、直近の⽬標に我が国と共通点が多く、特に、種多様性を意図
した森林管理の指標として、⿃類相に注⽬した調査は北海道でも⾏われている (例えば「保
持林業」尾崎ら 2018)。また、モニタリングにおいては、予算の効率的利⽤によって森林管
理に必要なデータが確実に得られており、⾏政と機能的な連携が⾏われている様⼦がわか
った。その基本姿勢には⽣物多様性保全の視点が⾄る所にあって、例えば、微⽣物利⽤によ
る侵⼊(導⼊)種の制御に⼟着の腐朽菌を利⽤する姿勢には学ぶべき点を感じた。 
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