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I．　は じ め に

　日本各地の海岸に分布している海岸マツ林の多くは，
「白砂青松」と呼ばれる特有の海岸景観を形成し，日本
を代表する観光地となっているところも多い．これらの
ほとんどは，景観の素晴らしさだけでなく，防風林，防
砂林，防潮林としてマツ林後背地での人々の生活を守る
ための「環境」として重要な役割を果たしている（河合
2016）．天橋立はその独特の景観から，京都府北部の重
要な観光拠点となっており，京都府が天橋立公園として
管理している．なお，天橋立ではマツ林を松並木と称し
ている．
　天橋立は，多くの海岸マツ林の中でも砂州という独特
の地形と松並木の美しさから，日本三景の一つとして古
より日本を代表する景勝地として知られ，多くの絵画や
詩歌の題材として取り上げられてきた．雪舟が描いた
「国宝　天橋立図（京都国立博物館）」は特に名高い．
　天橋立は，京都府宮津市の丹後半島東南部に位置し，
砂州とそこに立地するマツを中心とした樹林によって形
成されている（図-1）．このような姿の天橋立であるが，
昭和 20 年代後半から 30 年代初頭にかけて，天橋立の海
岸が徐々に侵食を受けてやせ細り，天橋立の基盤となる
砂州そのものの存続が危惧された．同様の現象が全国の
海浜でも生じている．その対策として，サンドバイパス
工法による砂の侵食防止と回復に関する事業が実施され
（現在も継続），天橋立の現状が維持されている（岩垣
2007）．さらに，松並木では，マツ材線虫病による松枯れ
や，高齢木の衰弱，マツ林への草本や広葉樹の侵入など
が生じていた．この状況をふまえ，昭和 60 年度には「京
都府立天橋立公園の松並木保護管理対策」が策定され，

松くい虫被害の防除に力を入れるとともに，マツの立地
環境の改善や衰弱木の治療などの対策がとられた結果，
マツ材線虫病によるマツの枯損被害は低いレベルを保
ち，天橋立のマツ林は良好に維持されてきた（鈴木・吉
田 1984）．ところが，平成 13 年，それ以前と比べて多
くの松枯れが発生した．
　以上の経緯をふまえ，今後も末永く天橋立の松並木を
健全に維持し，次世代へと引き継ぐための方策を確立す
るために，松枯れ対策を含めた調査・研究を行っている．
ここにその概要を記す．

II．　天橋立保全の考え方

　砂地である海浜という立地条件は保水性や栄養分に乏
しく，強い潮風のため，海岸マツ林にとっては大変厳し
い生育環境である（小田 1992，2001）．我が国において
このような場所でも大きく生育できる唯一の樹木がクロ
マツである．このクロマツ林にも徐々に草本や広葉樹が
侵入し，土壌の肥沃化が進めば，広葉樹が優占する植生
に遷移することが予想される．しかしながら，海岸マツ
林の多くはこれまで広葉樹林化があまり進まず，クロマ
ツ林のままで遷移が止まっていた．それは，クロマツが
厳しい生育環境に耐性を持つ樹種であることが理由の一
つではあるが，落葉・落枝を林内から持ち出し利用する
という，人々の生活そのもののマツ林への関与が土壌の
肥沃化を妨げてきた，つまり人の生活を通して海岸マツ
林の立地環境が制御されてきたことが，もう一つの理由
である．
　環境には，大気・気象・土壌などの非生物的環境と，
競争関係にある他個体・他種の植物や病害虫などの生物
的環境の二面性がある．天橋立の松並木を維持するに
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は，それを取り囲む「様々な環境」がマツにストレスを
およぼさないよう，マツにとってより適した状態に誘導
し，保つことが重要である．そこでは，マツ材線虫病に
対する対策（森林保護学）とクロマツ林から植生遷移を
進めないための対策（植物生態学）の二つの視点からの
対策が必要である．と同時に，人々が天橋立に抱く様々
な思いも重要な「環境」であり，その歴史的景観も含め
た景観保持が重要な課題である．つまり，天橋立の保全
を考える時，その自然環境，歴史環境，文化環境すべて
を総合的に考慮して対策を立てる必要がある．

III．　マツ材線虫病対策の現状

　天橋立松並木では，平成 13 年に，それ以前と比べて
多くの松枯れが発生した．その枯損本数は胸高直径 10 
cm 以上のマツ約 5,000 本のうち 178 本であった．平成
13 年以前数年間の枯損本数の増加傾向から，そのまま
放置すれば平成 14 には枯損本数は 350 本を超えるであ
ろうことが予想された．これに対応するため，平成 13 年
から 14 年にかけて京都府は「天橋立公園松枯れ対策検
討会」を設置し，そこで策定された対策を直ちに実施す
ることで，平成 14 年度以後，マツ枯れ被害は確実に減
少し，枯損をゼロにすることができた．その内容は，す
でに確立されているマツ材線虫病防除法を総合的に実施
（全国森林病虫獣害防除協会 1997）したものである．そ
の概要を以下に記す．詳細は次の報告を参照いただきた
い（中邑・池田 2006，Ikeda 2008）．
　1．予防措置　1）枯損マツの伐採駆除（天橋立からの
搬出・粉砕），2）マツノマダラカミキリ駆除のための薬
剤散布，散布方法は，地上散布，マツの樹冠上部に取り
付けたスプリンクラーによる散布，ラジコンヘリコプ
ターによる散布，3）平成 14 年冬期に殺線虫剤の樹幹注
入．樹幹注入はこの一回だけで，それ以後実施していな
い．
　2．感染源を断つ　天橋立の大部分は陸地から離れて
いるが，海を隔てた周囲山林は松枯れ激害林となってい
た．ここからのマダラカミキリの飛来によって天橋立の
マツ枯れが起こっている．これに対して，周辺山林の枯
損マツの伐倒駆除を行った（地元の宮津市と国）．
　3．地域住民への松枯れに関する啓発．行政主導で実
施している措置を広く市民に理解いただき，協力体制を
整えるため．

IV．　マツ林の現状把握

　以上の対策を実施したことで，天橋立で松枯れが発生
することは無くなった．しかし，降雪や台風による気象

害の発生，マツ林の広葉樹林化など，白砂青松のマツ林
を脅かす事態が発生している．平成 16 年秋には台風に
より一夜にして 200 本近いマツが幹折れや根返りを起こ
す被害が発生した．今後，天橋立のマツ林を様々な側面
からより健全な状態に導くためのより良い維持管理の方
策を探るべく，現状把握のために，植生・立地調査と高
等菌類の発生消長調査，景観調査を行った．
1．　植生・立地調査
　1）　調査地の概要
　地形：天橋立は，内海の阿蘇海と外海の宮津湾を隔て
ている全長 3.6 km の海に突き出た砂州で，長さ 2.7 km
の大天橋と 0.9 kmの小天橋とからなる（図-1）．
　気象条件：天橋立は東-南-西の三方を山に囲まれ，北
方には宮津湾が広がっているため，日本海に面した海岸
よりも風波の影響は比較的少ないと思われる．年平均気
温は 14.3℃，暖かさの指数WI は 113.8，寒さの指数 CI
は－2.8 であることから，天橋立は照葉樹林帯（常緑広葉
樹林帯）に位置する．
　2）　植生調査
　調査はコドラート法で行った（沼田 1969）．調査区の
区画は基本的には 20 m×20 m の方形区とし，一部，砂
州の狭い箇所は20 m×10 mとした．10箇所の方形区（プ
ロット）を設定した．方形区に含まれる低木層以上の木
本の樹木位置を作成し，胸高直径と樹高を測定した．草
本層については，出現種ごとにBroun-Blanquet の被度・
群度階級により判定した．林内の明るさは，方形区の内
と外の明るさを光量子センサで測定した．以上の調査
データから，調査区ごとに胸高断面積合計，密度，被度，
優占度，相対優占度，優占値，多様性指数を算出し，全
調査区を対象に，出現したそれぞれの樹種の頻度，数度
をもとめた．それらを元に，天橋立植生のゾーニングを
行った．
　3）　立地調査
　植生調査を行った方形区内の土壌調査を行った．調査
内容は，土壌断面の観察，土壌の物理性と化学性および
地下水の 4項目である．
　i）土壌断面の観察：土壌断面の作成は幅約 1 m で，
深さは地下水があらわれるまで掘り進んだ．その断面の
層位，構造，土色，根系分布を土壌断面図として記録．
土色判定．土壌硬度．ii）物理的特性：土壌の組成，含
水率と透水性を測定．iii）化学的性質：pH. iv）地下水：
地下水位は地中に塩ビ性の円筒管を埋め込み，その中の
水面の深さを測定．地下水の電気伝導度．
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　4）　結果と考察
　⑴　天橋立の植生
　日本全国植生図（環境省）によると，天橋立は全体が
マツ林と記載されている．本植生調査の結果，天橋立は
4種類の植生にゾーニングできた（図-2）．
　i）マツ林：下層植生を欠く典型的な白砂青松のマツ
林（図-3）と山土を客土した林分ではクズを含む草本の
侵入が見られた（図-4）．さらに，林分密度を密度管理
の視点から見ると，30％程度の間伐が必要であると判定
した．ii）遷移進行型林：マツが優占するものの広葉樹
の侵入がみられる．iii）針広混交林：マツ以外にトベラ
やモチノキ，ヤマモモ，タブノキなどの潮風に強い常緑
広葉樹が混交．iv）常緑広葉樹林：少数のマツも含まれ
るが，タブノキ，ヒメユズリハ等の高木や，ヤマモモ，
ヤブツバキ等の亜高木が優占する．この区域には「天橋
立神社」が祀られており，歴史的に常緑広葉樹を中心と
する鎮守の森として扱われていたようである．このこと
は，天橋立真景図（島田雅喬，京都・知恩寺，1800 年代）
など多くの絵図で天橋立神社周辺に広葉樹と思われる樹
木が描かれていることからもうかがえる．この 1から 4
は遷移の進行方向を示す．
　さらに，植生区分ごとの多様性を比較すると，1から
4へと多様度は増加した．つまり，マツ林から広葉樹林
に遷移するにつれて，生育する種数が増加した．
　⑵　立地環境
　マツ林に区分けされたプロットのうち，唯一客土され
ていないプロット（図-3）以外では，砂の上に山土が客
土されているため，通常の海岸砂地の層構造とは異なっ
ていた．土壌断面は，客土されていないマツ林では砂地
の地表面にマツの落葉がたまり，それらが順次分解され
ることで断面の上ほど色が黒く，下になるほど砂の色と
なる（図-5）が，このプロット以外では，断面の中程に
黒い腐植層や複数の客土層が出現した（図-6）．土壌硬
度は客土されていないマツ林に比べて他の箇所の硬度は
高く，客土層の硬度が特に高かった．海水浴場付近の硬
度が最も高く，これらの区域は観光客が多く往来するた
め，踏圧によって固くなっていると考えられる．このよ
うな箇所は透水性も低かった．
　pHの状況．通常，砂浜ではマツの落葉が徐々に分解
される過程で有機酸が生成され，それが砂に浸透してい
くため，地表近くの pHが最も低く，土中深くなるにつ
れて砂浜本来の pHに近づくという特性を示す．天橋立
では上に示した土壌断面（図-5，6）の特徴を反映して，客
土されていないマツ林の pHは，断面の上から下にかけ
て徐々に上昇したが，他の箇所では必ずしもそのような

変化を示さず，上昇したpHが断面の途中で再度低下し，
また上昇するという変動が認められた．これは客土の影
響が大であると考えられた．植生の発達していない海に
接近した砂浜の pHは 8前後となり，植生の侵入が進む
と pHは有機酸の影響で低下する（三浦・丸山 1983）．
天橋立の pH は 5 から 6 の範囲であった．このような
pHの状態は他の海岸マツ林でも報告されており，マツ
等樹木の生育を阻害するものではないと考えられる．
　地下水位は，季節による変動が認められ，夏期に上昇，
冬期に下降した．特に夏期の地下水位は地表から約 50 
cm の高さにまで上昇した．天橋立の地下水は真水であ
ることが知られており，今回の電気伝導度の測定でも真
水であることを確認した．このことは樹木の成長にとっ
て好条件であると考えられるが，マツの地下部根系の深
さは地下水位に規定され，天橋立のマツの根は夏期の地
下水位約 50 cmより深くには侵入できないことがわかっ
た．
2．　高等菌類の発生消長調査
　マツ林の地表部には様々な菌類が生育している．その
種類や数は地上部に生育するマツを中心とする樹木と草
本の種類や数と密接に関連しており，さらに植生遷移の
段階によってその構成は変化（菌類遷移）する．ここで
は天橋立に発生する地表部の菌類，特に高等菌類（以下
キノコと称する）の種類や分布状況と地下部の根の状態
を調査し，天橋立におけるマツ林の健全度を評価した．
　1）　調査の概要
　⑴　天橋立のキノコ発生状況調査
　平成 14 年 7 月から平成 15 年 6 月にかけて，天橋立全
域においてキノコの種類，数，発生場所の調査を行い，
それぞれのキノコは生態機能別に分類した．つまり，菌
根性菌と腐生性菌に区分し，後者は根系や樹幹に寄生す
る木材腐朽菌の計 3分類とする．
　⑵　プロット内調査
　植生・立地調査を行ったプロットから林相，地表植生
の異なる 5つのプロットを選択し，それぞれについて，
出現するキノコについて種類別，生態機能別に発生分布
図を作成するとともに，腐植層調査，マツの樹勢診断と
根系の性状調査おこなった．樹勢は（財）日本緑化セン
ターが平成 6年に作成した樹木診断報告書様式を一部改
変した様式に基づき実施した．
　2）　結果と考察
　⑴　天橋立のキノコ発生状況
　確認された発生箇所は約 1,700 箇所，推定本数 14,500
本であった．過去のマツ林キノコ相の調査と比較して，
明らかに天橋立の菌類相は豊富であり，とくに腐生性菌
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の種類が多いのが特徴である．
　次に，ゾーニングした植生とキノコ相との関連を検討
した．
　一般的にマツ林は遷移の進行に伴ってマツ林分の健全
度は次第に低下するので，キノコ相の変動を見ることで
マツ林の健全度をある程度早期に把握できる．マツ林に
おいて菌根菌の発生箇所が多いとマツは健全な根系が密
度高く土壌表面に分布し，発生箇所が少ないと根系密度
は低く，不健全な場合が多い．広葉樹との混交が進むと
腐生菌である落葉分解菌が優占する．
　林床草本類が比較的少ないマツ林では菌根，腐生菌と
もに多かった．これに比べて，夏期に地表がほぼ全面に
わたってクズを主とする草本類に覆われるマツ林では，
キノコ発生個所，本数とも非常に少なかった．これは，
表層土壌の肥沃化が進行していることによると考えられ
た．客土されていない，天橋立本来の砂地上に生育して
いるマツ林（図-3）では，菌根性菌（ヌメリイグチ（図-
7），チチアワタケ，ハツタケ（図-8），シモコシ等）の
発生個所が多く，全プロットのなかで最も菌類相が豊富
で，健全な根系に支えられたマツが多いと考えられる．
　天橋立神社周辺の常緑広葉樹林ではキノコが極端に少
なかった．これはタブやヤマモモ等が内生菌根対象樹種
であるためと考えられる．
　遷移進行型林には高樹高，高齢のマツが生育している
が，激しい踏圧を受けているため，キノコの発生個所は
少なかった．
　天橋立全体で見ると，腐植層中の根系に菌根をつくる
キノコが多く，天橋立のマツ林は林齢の差はあってもキ
ノコ相からみると老化が進んでいるようである．
　⑵　腐植層調査
　対象 5プロットについて，キノコや根系の生育に関係
の深い腐植層（A0）の中の粗腐植層（F層）と腐植層（H
層）の厚さを調べた．
　草本，とりわけクズがほぼ全域に繁茂していたマツ林
は，道路側の林縁部を除いて F-H 層の厚さは 3～4 cm
と厚く，盛土に形成されたA層も全体に厚く，腐植の浸
透はかなり深い．客土されていないマツ林は草本類の繁
茂が非常に少なく，堆積物のほとんどがマツの落葉等で
構成され，腐植の分解は遅れていた．マツの中細根の多
くがH層周辺に集中して分布し，菌糸網層も発達して
いた．
　常緑広葉樹では全体に腐植層が発達していた．盛土に
形成されたA層は厚かった．
　遷移進行型林では地表は踏圧が激しく，見かけのF-H
層は薄いが全体に圧縮されており，根系は表面に集まっ

ているが，腐朽，脱落したものが多かった．
　腐植層とキノコ相との関係は以下のようであった．腐
植層，とくに F-H 層は，地上植生の生育状況や遷移，
人為的な干渉（踏圧，客土，放置等）の進行に伴って発
達状況が異なる．表層の根系，とくに細根系の分布密度
と性状も F-H層の厚さと関係しており，これは遷移の
進行に伴う土壌の肥沃化の差によるものと考えられる．
　キノコ相は，全体の傾向として F-H 層の厚さが 1～
3 cm 程度のところで出現種数，個体数ともに増加する．
1 cm以下の裸地型や 4 cm以上の腐植層が発達している
場所ではキノコ相が単純になり，この傾向はとくに菌根
菌で顕著であった．
　⑶　マツの樹勢診断と根系の性状
　クズが旺盛に繁茂し，表層土壌の肥沃化がかなり進み，
腐植層の形成も見られたマツ林の健全度は 0.52 と非常
に低い．根系は太根～中，細根のいずれも生育が悪く，
腐朽，脱落し，ほとんど菌根が見られなかった．キノコ
は菌根，腐生菌とも少なく，草本やクズの繁茂がキノコ
の繁殖を抑制したようである．
　常緑広葉樹が優占する天橋立神社周辺は 0.48 と非常
に低い．マツは広葉樹と競合するため枝下高が極端に高
くなっており，樹高の割には葉量が少ない．根系は厚い
腐植層の中で広葉樹の根系と競合し，細根の分岐が少な
い徒長ぎみの不良根系が多い．キノコ相は極めて貧弱で
ある．
　比較的草本類が少ないマツ林の健全度は 1.00 で平均
的な生育をしていた．地上部は本数密度が低く光条件は
よいので葉量は多く葉の付着角度も鋭角で良好である
が，旧枝の枯れ枝や短小枝が目立つ．根系は太～中根が
比較的健全であるが，細根の密度が低く腐朽しているも
のが目立った．
　遷移進行型林の健全度は 0.57 とかなり低い．高齢で高
樹高のマツが多く，葉量が少ない．針葉も軟弱気味で新
梢の伸びも悪い．全体に枝下が高く，力枝の発達も悪い．
根圏の拡大は中庸であるが，園路付近は踏圧の影響で中
～細根の発達不良が見られ，腐朽している根も多く見ら
れた（図-9）．
　客土されていないマツ林の健全度は 1.48 で，調査プ
ロットの中では最も高い値であった．地上部は葉量が多
く，葉の付着角度も鋭角で，立木密度の割には枝下が全
体に低く，樹形もバランスがとれていた．根系の水平，
垂直分布は正常である．太い根の多くが健全な状態で砂
中にあり，中根の分岐も良好で腐朽，脱落しているもの
は少ない．細根の多くも健全で腐植層中に分布し，菌根
化しているものが多かった（図-10）．キノコ相は豊富で，
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健全なマツ林に多く見られるキノコであった．
注：健全度区分，0～0.5　不健全林，　0.6～1.0　やや不
健全，　1.1～1.5　普通林，1.6～2.0　健全林
3．　景観調査
　天橋立では，景観の現状と歴史的な景観の二面からの
保全が必要不可欠である．ここでは，「天橋立を守る会」
のメンバーなど天橋立に強い関心をもつ地域住民を対象
に，天橋立およびその周辺のマツ林の利用形態の把握お
よび景観評価を行うとともに，歴史的な経緯をふまえ，
今後の景観のあり方を明らかにすることを目的とする．
マツ林景観の評価においては，特に，以下の二項目に重
点をおいた．
　⑴　マツを主体とした天橋立の景観において，観光上
特に重要な視点からのキーとなる区域，ランドマーク
（周囲のマツから単独で突出したマツなど，景観上の目
立ったもの）の調査分析を行う．また，地域住民や関係
者に対するアンケートを行い，今後のマツ林景観の管理
の方向性を示す．
　⑵　阿蘇海からの眺めなど，天橋立の近距離景～遠距
離景において，マツと常緑広葉樹の混交割合およびラン
ドマークとなるマツの密度を変化させた場合の景観の印
象の違いを，写真を用いた評価実験に基づいて把握する
　1）　調査方法
　⑴　現地調査および写真モンタージュの作成
　天橋立とその周辺の景観上の特徴を把握するため，季
節ごとに現地調査を行った．まず，歴史的な景観の特徴
の把握と主要な視点を選択し，そこからのマツ林景観の
構造，背景となる景観との関連性を記述した．また，ラ
ンドマーク木の検討を行った．歴史的景観としては，雪
舟による「天橋立図」およびその関連図書などを参照し
た．
　景観評価においては，マツ林景観を，樋口（1976）に
よる基準に基づき，近距離景（視点から 240 m 未満），
中距離景（視点から 240～4,400 m），遠距離景（視点か
ら 4,400 m 以上）に分類し，景観評価実験のベースとし
て用いる代表的なマツ林景観を選択し，写真およびビデ
オの撮影を行った．
　景観評価実験に用いた写真モンタージュの作成には
Adobe Photoshop（Adobe Systems Inc.）を用いた．マ
ツ林の密度は，現況を 100%として，90％，70％，50％の
4段階として，近距離（図-11）と中距離（図-12）の 2タ
イプを作成した．
　広葉樹の混交率については，モンタージュの現況を
0%として，10％，30％，50％の 4段階として，近距離と
中距離の 2タイプとした．近距離景として用いたのは，

阿蘇海に面した視点より天橋立を見た際の景観であり，
中距離景として用いたのは，橋立ビューランドを視点と
して天橋立方面を眺めた俯瞰景（見下ろす景観）「飛龍
観」である．
　⑵　アンケートおよび聞き取り調査
　「天橋立を守る会」の会員を中心とする宮津市，野田
川町など天橋立周辺に在住の住民や行政，ホテルや会社
など施設，組織の代表など 200 名に対して，郵送による
アンケート調査を実施した．
　アンケート調査の内容は，歴史的な観点から重要だと
思う天橋立周辺のマツ林景観の特徴，マツ林景観に対す
る印象，松枯れに対する意識，そしてモンタージュ写真
を用いた景観評価などである．モンタージュ写真を用い
た景観評価では，マツ林の密度および広葉樹の混交率を
変化させ，天橋立の景観として望ましいと思われる順に
4点，3点，2点，1点と数値化し，それぞれの平均値を
求めた．アンケートの回収率は 55％であった．
　さらに，地元の方々 11 名に対して，天橋立の景観の変
化状況，歴史的な景観を受け継いでいくための具体的な
方策などついて聞き取り調査を行った．天橋立の景観の
変化状況の把握には，図絵や文学作品上での記載内容，
寺社保存の文献，明治期以降の写真や絵はがき，観光パ
ンフレットなども重要な研究資料として用いた．
　2）　結果と考察
　天橋立における歴史的なマツ林景観の変遷についての
把握，および地元住民に対して行ったアンケート調査の
結果から，景観上，特に重要な視点，視対象となる天橋
立の見え方，およびその周辺にあり，背景となる景観の
構成要素，そしてランドマーク木の特徴が明らかになっ
た．
　天橋立は，奇勝としての砂州が発達した自然地形を基
盤とし，寺社や集落など人文的要素と，四季折々の移ろ
いゆく自然の姿が調和している傑出した景観である．ま
た，天橋立は，平安時代以降，和歌や俳句，図絵などの
題材となり，あるいは神話とゆかりの深い日本人の心の
原点として，多くの文人墨客，観光客が訪れてきた．周
辺には智恩寺や元伊勢籠神社，成相寺など寺社も多く，
寺社参拝に名所見物が深く結びつき，日本三景としての
確固たる立場を築いてきた（深町・奥 2004）．
　今日では，観光開発や観光形態の変化にともない，数
多くの図絵や文学に登場した歴史的な景観は大きく変化
した．特に，戦後になると，埋め立てや潮の流れの変化
などによって地形的な骨格が激変し，天橋立を取り巻く
人文景観についても，高層建築や商店街などの出現によ
り，昭和初期の絵はがきにみられたような風情はみられ
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図-1．　天橋立の全景（京都府港湾局）

図-2．　天橋立の植生のゾーニング

図-3．　代表的な海岸マツ林

図-4．　クズが繁茂したマツ林

図-5．　代表的な海岸マツ林の土壌断面

図-7．　ヌメリイグチ 図-8．　ハツタケ

図-6．　客土した針広混交林の土壌断面（地中 45 cm
の深さまでに 2回の客土層が見られる）
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図-9．　遷移移行型林の表層根系 図-10．　客土されていないマツ林の表層根系

図-11．　マツ林の密度（近距離）で用いたモンタージュ

図-12．　マツ林の密度（中距離）で用いたモンタージュ写真
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なくなった．天橋立およびその周辺にみられたマツ林景
観そのものも，松枯れや常緑広葉樹林化，竹林の拡大な
ど，景観上，深刻な問題をかかえている．
　天橋立およびその周辺においては，歴史的にみても近
距離～遠距離まで多様な視点があり，その多くが今日に
引き継がれながらも，「天橋立十景」のように従来の視
点に新たな視点が加わる形で，多様な景観の見方，ある
いは楽しみ方がみられるようになった．
　来訪者が名所としての天橋立の景観をみるためにこれ
から何度でも足を運ぶような，日本を代表する名所とし
て天橋立らしさを継承していくためには，歴史的，文化
的な背景をふまえ，継承するという基本姿勢が，第一に
求められるといえよう．
　天橋立のマツ林景観を継承することは，名所としての
あらゆる景観管理の中での根幹をなすものであり，きめ
細やかなマツ林景観管理が必要となる．具体的には，天
橋立を眺望する代表的な視点からの見え方（中～遠距離
景）を意識した集団としてのマツ林の管理と，天橋立内
を散策したり，智恩寺から眺める場合の近距離景として
マツ林景観をみることを前提とする単木的な管理とに大
きく二分できる．
　今日では，新たな道路開発にともなうバスでの移動や
リフトやケーブルカーを用いた観光形態の普及により，
比較的遠距離から視対象となる天橋立と，その背景とし
ての集落や社寺，森林や田畑などを一望する景観が主流
になった．そのため，マツ林全体の密度や樹種構成，あ
るいは林齢をどのように保つか，という観点が特に重要
になってきたといえよう．また，天橋立だけでなく，広
範囲の地域を対象にした視点と視対象との関係，つまり
背景となる山や海，あるいは集落，観光施設など人文景
観のあり方にも焦点を当てた包括的な景観管理が求めら
れる．また，眺望が十分確保されているかなど視点場の
管理も同時に必要である．
　モンタージュ写真を用いた景観評価実験では，現況の
マツの密度が低くなるにつれ，また広葉樹の混交率が高
くなるにつれて，天橋立の景観としての評価が低くなる
という共通点が見られた．一方，植生調査の結果からは，
日照不足によるマツの生育障害が指摘されており，間伐
など適切な管理の必要性が示されている．本調査の結果
からは，間伐などにより今日のマツ林の密度が 70％ほど
までに減少しても，景観上の評価は大きく変化しないこ
とが示された．天橋立およびその周辺のマツの分布状況
に応じ，枯死木の除去，間伐などを行うことは，マツ林
の更新，という生態的な見地からだけでなく，歴史的な
景観の保全という観点からも重要である．

　マツ林景観あるいはマツ枯れに対する印象としては，
多くの住民がマツの本数が減少傾向にあると感じてい
た．一方，タブノキなど広葉樹の混交率については，あ
まり変化していないとする回答が多かった．基本的に
は，マツを中心とした現在の林分の状態密度を維持する
ことの重要性が示唆された．
　松枯れに対する対策としては，枯れたマツの跡に新し
いマツを植えることによる歴史的な景観の保全を多くの
人が求めていることがわかった．また，多くの地元住民
が指摘するように，海洋汚染やゴミ対策など環境の質の
向上や，浜辺植生（ハマナスなど）の保全，景観を乱す
高層建築などに対する対策も必要不可欠である．
　天橋立の骨格を形成し，地元住民にとっても大切なマ
ツ林景観は，観光上でも重要な区域と重複している．日
常で頻繁に利用する生活環境としてのマツ林景観に対す
る愛着も強く，身近なマツ林あるいはランドマークとな
るマツの保全や復活についても関心が高いことがうかが
えた．特に，天橋立およびその周辺にある名松や，文珠
周辺などにあって近距離景の中で突出したマツについて
は，視覚的なランドマーク木として景観上重要であるだ
けでなく，名前の由来や人々の体験や思い出と結びつ
き，文化的にも意義のある意味的なランドマークでもあ
る．ランドマーク木となるマツを地域全体の中で継承す
るとともに，かつてあった名松の景を復活させたり，新
たな名松を育てていくことに地元住民，そして来訪者が
関わっていくことが重要である．
　松枯れなどによりマツ林が消失し，また，天橋立を中
心とする景観上の核となるマツ林やランドマークとなる
マツが枯死しつつある今日，本調査より，日本を代表す
る歴史的な景観としての名勝地，そして地元住民にとっ
ての日常の景観としてマツ林を保全していくことの重要
性が強く示されたといえよう．

V．　お わ り に

1．　植生・立地調査と高等菌類の発生消長調査
　天橋立の植生は，大きく見ると天橋立神社周辺の常緑
広葉樹を主とする箇所とマツ林とに区分できた．後者の
うち，林床植生が発達していない客土されていないマツ
林のみが典型的な海岸マツ林であり，他では広葉樹や草
本類の侵入が見られた．さらに，キノコ相も一般のマツ
林に比べて出現種数が多く，とくに腐生菌では自然マツ
林では見られない土壌中の有機物に依存する種が確認さ
れた．これらは，過去に行われた客土等の工事や管理作
業の内容を反映しているものと考えられた．また，クズ
が繁茂している場所ではキノコの発生はほとんど見られ
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なかった．その理由として，草本，クズの繁茂が土壌の
肥沃化を促進させた可能性が考えられる．草本類の侵
入，繁茂が植生遷移の初期段階とみるなら，キノコ類の
種の変化と減少をそれに先駆けて土壌中で進んでいる菌
類相の遷移と考え，その時点で進行をできるだけ遅ら
せ，留めるような保全，管理作業を計画的に行う必要が
ある．土壌中の養分が増加することそれ自体はマツに
とって悪影響を与えるものではなが，これは同時に広葉
樹の成長を促進し，マツにとっては競争相手となるこ
と，さらに，天橋立では地下水位の関係からマツは根を
土中深く侵入させることができないため，地上部の成長
に比べて地下部の成長が抑制され，上下のバランスが崩
れると考えられる．よって，バランスのとれた樹形のマ
ツ林に誘導することが重要である．さらに，マツ林内の
光環境がマツにとっては暗い箇所もあり，より健全なマ
ツ林を実現するには光環境改善のために適度な間伐を保
育作業の一環として取り入れる必要があろう．
　以上の調査結果をふまえ，今後の天橋立マツ林保全の
ために検討すべき取り組の項目を別表に示した．天橋立
の松並木は長い年月をかけて形作られたものであり，そ
の松並木はマツをはじめとする多くの生き物で構成され
ている．そのような松並木に対して急激な変化を加える
ことは予想外の悪影響を及ぼすことにもなりかねないで
あろう．よって，これらの対策は短期間で完了するもの
ではなく，状況を常に確認しながら，長期にわたる地道
な取り組みが必要となる．
　なお，常緑広葉樹林が広がっている天橋立神社周辺は，

歴史的な経緯もあり，あえてマツ林に戻すのではなく，
このままの状態がより適切である．
2．　景観調査
　植生・立地調査と高等菌類の発生消長調査で示された
自然科学的側面からの保全対策を実施するにあたっては，
歴史的な経緯も十分にふまえ，天橋立の景観をいかにし
て最良の状態にするのかが重要である．健全なマツ林育
成のための対策の一つとして，適度な間伐が提案された．
この作業は天橋立の景観に大きな影響を与えることにな
る．そこで，モンタージュ写真を用い，地元の方々に景
観に対する評価をおこなっていただいたところ，林分に
しめるマツの密度が低くなるにつれて，また広葉樹の混
交率が高くなるにつれて天橋立の景観の評価が低くなる
が，そのマツ密度の低下率が間伐で想定される範囲内で
あれば，景観上重大な影響を与えないということが判明
した．以上より，健全なマツ林の維持には適度な間伐も
許容されるのではないかと考えられる．
　最後に，天橋立の植生・立地・菌類・景観調査より松
並木の現状と今後の保全に向けての対策を提案すること
ができた．特に，景観調査では，天橋立には松並木あり
きが大原則であることをあらためて示された．今後，こ
れらの対策を実施するには，天橋立のマツがマツ材線虫
病によるマツ枯れで大量に枯死することはないことが前
提条件となる．そのために，今後もマツ枯れ防止のため
の取り組みは継続していかなければならない．

表-1．　保育作業一覧

内容 頻度 備考

マツ枯れ防止策
後食時期の薬剤散布 5～6月に 3回 地上散布，スプリンクラー，ラジコンヘリ
枯死マツの伐倒，搬出 毎年 天橋立内の感染源の除去
天橋立の周辺枯死マツの処理 天橋立へのマダラカミキリの飛来阻止

マツ林保全
適度な間伐・除伐 林分の状況から判断 光環境の改善
整枝剪定 林分の状況から判断 光環境の改善
下草刈り 毎年 富栄養化の阻止
落ち葉かき 毎年 富栄養化の阻止
地面表層の草本と腐食の除去 毎年 富栄養化の阻止
後継樹育成・植樹 適宜
支柱の設置 適宜
命名マツ後継樹の育成 適宜 接ぎ木等

高齢マツの根系回復 適宜 樹勢回復
踏圧防止 大天橋南端の海水浴場付近
マツ林の巡視 定期的
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