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摘  要 

マングローブは、熱帯・亜熱帯の海水の出入りする沿岸域や河口域に広がる塩生

樹木群が形成する生態系の総称である。マングローブは生物多様で、しかも生物生

産性の極めて高い生態系としてその重要性が増し、また耐塩性の遺伝資源の宝庫と

しても注目されている。タイのマングローブ森林はこの三十数年間の過剰伐採、エビ

養殖池への転換、農地や工業用地への転換、スズ採掘による破壊などで半減し、  
約 17 万 ha が分布するのみである。  

本稿は、タイ国南部 Nakhon Si Thammarat に広がる放棄エビ養殖池と、沿岸線

への大規模マングローブ植林によるマングローブ生態系の修復について記している。

1998 年 4 月から本格的なマングローブ植林「緑の絨緞作戦」を開始し、2006 年 3 月

までの 8 年間で 800 ha の放棄えび養殖池に約 400 万本の植林を終了した。植林地

の炭素固定量は着実に増加、また魚類をはじめとする多様な生物が回帰し、持続的

な生物生産の基盤構築が確実に進んでいる。また、窒素安定同位体比法（δ15N）を

用いた植林地の食物連鎖は、マングローブ葉から魚類にいたる窒素安定同位体濃縮

過程から、少なくとも 5 段階を経ていることが明らかになった。 

 

キーワード：  塩生植物、食物連鎖、生物多様性な生態系、炭素固定、マングローブ

植林 
 
 

1. マングローブ林の現状と研究の状況 

 
1.1 現状 

マングローブは熱帯・亜熱帯の海水の出入りす

る沿岸域や河口域に広がる塩生樹木群が形成す

る生態系の総称で、生物多様でしかも生物生産性

の高い生態系である1)。 
マングローブ林は熱帯地域海岸線の1/4を占め

ているが、その分布面積は少数の国に集中してい

る。ISME（国際マングローブ生態系協会）の報告

では、地球上には約 1,800万 ha のマングローブが

存在する2)。しかし、表１に示すように2003年の

FAO 報告では、約 1,460万 ha である。図１は、

2000年の FAO 報告で、マングローブ分布が確認

されている国を示す3)。1990～2000年の年間マン

グローブ減少面積は、地域により異なるが1980～

1990年の年間マングローブ減少面積の約半分に

低下している4)。  

マングローブ生態系の生物生産力は他の海域

に比べて極めて高く、特にマングローブ水域の第

一次生物生産力は公海に比べ 21倍であり、現在

注目されている生態系である5)。   

 

    

 

表１ 世界のマングローブ森林．                    （単位：1,000,000 ha） 
年 

地 域 1980 1990 
1980－1990 の 
年間変動面積 

  2000 年 1990－2000 の 
年間変動面積 

アフリカ 3,659 3,470 –19 3,351  –12 
アジア 7,857 6,689 –117 5,833  –86 
オアセアニア 1,850 1,704 –15 1,527  –18 
北・中央米 2,641 2,296 –34 1,968  –33 
南米 3,802 2,202 –160 1,974  –23 
総面積 19,809 16,361 –345 14,653 –171 

文献： Meete Loyche Willkie and Serena Fortuna, “Status and trends in Mangrove area extent Worldwide,” 
Forest resources Development Service, December 2003, FAO. 
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のマングローブ森林減少原因は、燃料を確

ための過剰伐採6), 7)、エビ養殖池への転換、

発、工業団地用地への転換、スズ採掘によ

などとされる8)-10)。実際に、この三十数年間

したため、タイのマングローブ森林は、シャ

アンダマン海の沿岸線に約 17万 ha のみで

図２）。マングローブ林のエビ養殖池への急

換と、さらにエビ養殖開始当初の給餌技

気への対応などの未熟な管理技術により、

の低下した養殖池は放棄され、次々に新た

池建設のためマングローブ森林の伐採を

きた。また、国際市場価格の低下、病気の

生産効率の低下などで養殖を停止し、累計

万 ha のエビ養殖池が放棄されている。 
グローブ生態系は林産物、漁業生産物、生

の涵養機能、自然保全・保護機能、多様な

生息環境の提供、遺伝資源の宝庫等、近

マングローブ植物の旺盛な光合成によるカ

シンク（炭素隔離）としての機能が注目され、

が評価されている11)。 
、タイに分布するマングローブ植物の薬理

究の結果、現在は医薬品の原料として15

利用されている12)-14)。 

グローブ域からの漁業生産物であるエビ、

ニ、貝類などは地域の食糧源として、また現

源として極めて重要である。しかし、マング

林が破壊された結果、現在では漁獲量は減

けている。 

図１ 世界のマングローブ森林分布（FAO2000）． 

 

 
 

図２ タイ国のマングローブ森林分布域． 



地球環境 Vol.11 No.2 255－266 (2006) 

257 

マングローブ森林の漁業生産への寄与15), 16)、

また、Paphavasit (1997)は、マングローブ森林の

破壊と修復による沿岸域魚類資源の推移につい

て報告をしている17)。沿岸域保全からもマングロー

ブは、風力・波力の軽減、潮流速の軽減、マングロ

ーブの根による土壌堆積の促進、沿岸線の浸食

防止などの機能がある18)。マングローブ地域の土

壌固定は、河川水による土壌の海水への流入を

減少させ、水質改善にも貢献する。一方、マングロ

ーブの落枝がもたらす大量の有機物は、沿岸域や

海洋に生息している多種類の生物の餌等として供

給され、特有の海生動物群の生育に19)、また多様

な微生物群の増殖20)にも関係しており､マングロー

ブ生態系植物連鎖の中心でもある。この総合的状

況から見て、マングローブ林は生物の栄養源を供

給し、多様な生物による持続的な生物生産の源と

いえる。 
1.2 タイのマングローブ林 

現在、タイのマングローブ林の 80％はアンダマ

ン海沿岸の Ranong, Phang Nga, Krabi, Trang を

中心に分布し、樹木は大きく高密度で生育してい

る。一方、シャム湾沿岸のマングローブ林の分布

は16県に及ぶが、マングローブ林の70％以上が 

エビ養殖池、住宅用地、工業用地、塩田などへ 

転換利用されてきた。1997年のマングローブ林 
は、Landsat-5 のデータによると 167,582 ha であ 

る21)-24)。1961年のマングローブ林は約367,900 ha

であることから、35年間で約56％減少したことにな

る。1996年のマングローブ林の累計減少面積は

204,866 ha であるが、減少面積の32.7％がえび養

殖池に転換された。図３にタイのマングローブ林

の推移を示す。また、タイ政府は1997年11月にタ

イ国内のマングローブ林の伐採・開発の全面禁止

を決定し、保全保護への取り組みが加速されてい

る。2004年12月26日のスマトラ沖地震による津波

襲来では、多くの村落がマングローブ林で保護さ

れたことから、マングローブの保全･保護に対する

取り組みは急速に高まっている。 
1.3 マングローブ森林再生の意義 

マングローブ植林は生態学的、経済学的視点

からも重要である。特に、森林資源の育成を始めと

する持続的な生物資源の育成は、地域の安定と

持続的な発展の基盤構築となる25)。 
地域住民は、豊かなマングローブ林が水産資源

の生産性向上に寄与し、地域へ恩恵をもたらすこ

とを体験から理解している。特に、沿岸漁民はマン

グローブ林の過剰伐採、スズ採掘によるマングロ

ーブ林破壊による劇的な水環境の変化による急激

な漁獲量減少などを経験している。 
マングローブ植林の直接的な効果として、①水

産資源生産の増大、②沿岸環境の改善効果、③

海からの食べ物、漁獲量、マングローブ林からの

産物の増加、④農耕地への海水の流入防止、⑤

沿岸域の人々の資産や生活を台風や浸水からの

防護や津波、高潮を緩衝し集落を保護、などがあ

る。 
現在、タイ全域に広がる放置・放棄エビ養殖池

面積は、約 24,000～32,000 ha である24)。  

1.4 放棄えび養殖池へのマングローブ植林の

目的 

本マングローブ植林「緑の絨緞作戦」は、地域と

関係者の最大限の理解と同意の下に実施する事

を基本とし、以下に記した目標を掲げた。①マング

ローブ森林による活発な炭酸ガスの吸収と固定能

を活用し天然資源の増産と貯蔵（炭素貯蔵の場の

構築）、②沿岸域環境の改善・保全を促進（国土
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図３ タイのマングローブ森林の推移． 
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保全･保護）、③魚を始めとする食料資源の供給と

マングローブ森林の生産能の増幅（持続的生物資

源生産システムの確立）、④沿岸地域共同体の社

会・経済的状況の改善、⑤マングローブ植林を通

して、地域住民の補足的収入の増加を助長、⑥マ

ングローブ植林とその保全・保護へ地域共同体参

加の促進、⑦マングローブおよび生物資源管理を

基にした沿岸環境問題の教育・啓蒙の促進と地域

社会の改善、⑧ 1,000 ha のマングローブ植林を

放棄エビ養殖池と新土壌堆積地へ実施し、マング

ローブ林の現存量を増大、⑨マングローブを中心

とした地域交流センターの建設、⑩マングローブ

植林と管理に関する国際会議、トレーニング、ワー

クショップ等を隣国や地域からの参加者と共同開

催、などである。⑨と⑩を除き、ほぼ目標を達成す

ることができたと思われる。 
 

2. マングローブ植林地の概観 

 
2.1 ナコンシタマラ地区について 

首 都 バ ン コ ク か ら 約  800 km 南 に 位 置 す る

Nakhon Si Thammarat 県は、北緯 8°00’と9°19’、

東経 99°15’と100°15’の間、南部タイ半島部の東

部に位置する。総面積は 9,942.5 km2、海岸線は

225 km である。Nakhon Si Thammarat 市東部海

岸は Nakhon Bay または Pak Phanang Bay で、湾

は浅く、長く伸びた海岸線の長さは約 14 km ある。

湾幅は Pak Phanang 河口で約 3 km から、湾口地

区では約 10 km である。 
Nakhon Si Thammarat の気象は熱帯モンスー

ン型(Am)で、年間総雨量は 1,900～2,400 mm で

あり、モンスーン季にその約 60％が降る。 
マングローブの土壌は、河川により運搬され堆

積した粘質の沖積土壌である。干満は1日2回のサ

イクルで、干満差は 0.7～1.1 m である。海流の最

速は 0.5 m/s である26)。平均的な Pak Phanang 湾

内の塩分濃度は、2.0％～3.0％である。塩分濃度

は季節により変化し、湿潤季の塩分濃度は雨水や

河川水で希釈され低濃度を示す。 
2.2 プロジェクト地区のマングローブ森林の

状況 

全マングローブ地域は、タイ国政府の管轄下に

あ る 。 プ ロ ジ ェ ク ト 地 域 は  Pak Phaya – Pak 
Nakhon の政府管理下森林域で、総面積は、約

3,770 ha である26)。表２に示すように、ナコンシタ

マラ（NST）には1961年に 61,200 ha のマングロー

ブが分布していたが、多様な開発により1993年に

は約 8,000 ha まで減少している24)。  

マングローブ森林は、1980年半ばからエビ養殖

池や魚養殖池へと急激に転換開発された。1997

年当時から現在(2006年)に至るまで、本マングロ

ーブ植林で植林された地域以外は、放置･放棄さ

れたエビ養殖池が広がっている。図４に示すよう

に、約 3,000 ha の放棄えび養殖池が存在するの

みで、マングローブ樹林は全く存在していない。植

林予定地には 217のエビ養殖池があり、総面積は

2,878 ha である。 

表

 
図４ ナコンシタマラの廃棄エビ養殖池（面積約3,000ha）．
２ タイ国マングローブ森林面積の推移（1961年～1996年）． 

年 面積 
(ha) 

減少面積 
(ha) 

減少面積 
(ha)／年 

NST＊のマング

ローブ(ha) 
1961 年以前 372,448    

1961 367,900 4,548  61,200 
1975 312,700 55,200 3,943 15,500 
1979 287,308 23,392 6,348 12,832 
1986 196,436 90,872 12,982 8,835 
1989 180,559 15,877 5,292 8,521 
1991 173,821 6,738 3,369 8,024 
1993 168,783 5,138 2,596 7,996 
1996 167,582 1,100    367 8,416 
計  204,866   

＊

 

NST ：Nakhon Si Thammarat (NST)県 
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3. マングローブ植林地の水質および土壌 

 
3.1 マングローブ植林地の水質 

マングローブ生態系で最も基本的な条件は、定

期的な海水の干満である。海水中に溶解している

窒素、リンなどの栄養分は各種生物の栄養源とな

り、マングローブ生態系での多様な生物による食

物連鎖の構築からも重要である。 
Pak Phanang 湾へは、Pak Phanang 川を始めと

する大小10の河川が注ぎ込んでいる。最も大きな

川が Pak Phanang 川であり、河口域には広大な新

しい未熟土壌の堆積地（約 2,000 ha）が広がって

いる。 
本マングローブ植林地域には、4 河川が流れ込

んでいる。上流部に当たる地域では海水の出入り

が殆ど認められず、塩分濃度はほぼ 0％である。

河口部の塩分濃度は、2.3％～2.5％でシャム湾の

海水とほぼ同じ濃度である。 
マングローブ林減少による沿岸域の漁獲量減少

について詳細な言及はできないが、Pak Phnanang
湾での漁獲量は確実に減少を続けてきている。ま

た、シャム湾岸諸国のマングローブ林の減少も進

んでおり、漁獲量の減少はタイばかりでなくマレー

シア、インドネシア、ヴェトナムにおいても確実にマ

ングローブ林減少の影響が出ているとされる。 
3.2 マングローブ林と土壌 

マングローブの成立する条件の一つには、土壌

条件や地下水塩分濃度などと密接に関係がありマ

ングローブ樹種ごとに生育場所を異にして帯状分

布(Zonation)をする。MacNae (1968)は、帯状分

布について次の3点を指摘した。①マングロ－ブ

生育領域の潮汐による浸水頻度、②マングロ－ブ

植物の塩分に対する耐塩性と③そのマングロ－ブ

生育領域の内部および周辺部の水路とマングロ－

ブ海岸侵食の度合い27)。また、Chapman (1976) 
もマングロ－ブ成立の諸条件について報告してい

る28)。タイのマングローブ構成樹種は他の地域に

比べ多く、約80種類とされる。マングローブ植物の

生育と土壌との関連については、詳しく調査され

ている29), 30)。  

マングローブは熱帯・亜熱帯の河口・沿岸部に

発達しており、多くのマングローブ森林の土質は

重粘土質土壌である。ただし、マレー半島部では

スズを採掘した地域の土壌は重粘土質土壌では

なく、砂礫・砂質土壌であり、全く栄養分を含まな

い。一方、Nakhon Si Thammarat の「緑の絨緞作

戦」植林地と、その隣接した地域に広がる新しい

未熟土壌の堆積地は重粘土質土壌で、その土壌

深度を測ることが困難なほど深く堆積している。 
マングローブ植林（修復）を実施するにあたり、

植林候補地が植林樹種の生育に適しているか否

かを決定する項目として、定期的な干満はもちろ

んであるが、土壌の酸化還元電位(Eh)、地下水の

化学的性質、地下水水量、地下水中の溶存酸素、

温度などの計測を事前に実施することが、植林後

の生育に好影響をもたらす30)。  

天然マングローブ林の調査から、直接海水の影

響を受ける地域や地下水の塩分濃度が高く、さら

に地下水の移動が少なく、強還元条件下の粘土

質土壌地域に適する植林樹種としては、Avicennia 
spp., Rhizophora apiculata, R. muccronata, 
Sonneratia spp. など、マングローブ植物の中でも

これら“パイオニア種”が相応しい。一方、強い還

元下でなく地下水の塩分濃度が低い地域には、

Bruiguiera spp., Ceriops spp., Xylocarpus spp.な
どが相応しく、適地適種を植林することがマングロ

ーブ林再生の成否に大きく関係している30)。  

3.3 マングローブ植林候補地の地下水質およ

び土壌環境調査 

マングローブ植林を予定している放棄エビ養殖

池の土壌と水環境について、1997年9月に調査を

実施した。土壌環境調査は、土壌表面から地下へ

可能な限り掘り下げ、土壌断面を 10 cm 間隔で地

下水が流出する深度まで土壌の物理的性質と酸

化還元電位 (Redox Potential Value) を計測した。

流 出 し て く る 地 下 水 は 、 水 質 チ ェ ッ カ ー (Water 
Checker U-10) により、pH、電導度、濁度、溶存

酸素濃度、温度、塩分濃度を調査した。図５は、

植林地の土壌環境調査実施状況を示す。放棄エ

ビ養殖池の土質は、重粘質であり極めて柔らかい
 
図５ 廃棄エビ養殖池植林予定地の

地下環境調査． 
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土壌である。土壌表面温度は 29℃～34℃の範囲

であり、一方調査穴の底部温度は殆どの調査地点

で約 30℃であった。調査のための掘り下げた穴か

らは、硫化水素臭が深度 20～60 cm の範囲で認

められた。土壌表面の酸化還元電位は、+19～ 

+72 mV の範囲であった。一方、粘質な土壌の酸

化還元電位は、深度 10 cm で-160～ -221 mV の

範囲であった。酸化還元電位計測位置の深度が

増すに従い、その電位はマイナス側に大きく推移

した。地下水 pH は、6.8～8.4であった。地下水塩

分濃度は、2.3％～3.4％であった。地下水の溶存

酸素濃度は、0～1.4 mg/l と極めて低濃度 （20℃

における水の溶存酸素濃度は、7～8 mg/l であ

る。）であった。 
 

4. マングローブ植林地と地域住民の協力 

 
「緑の絨緞作戦」植林地は、Pak Phaya – Pak 

Nakhon 政 府 管 理 下 に あ る 。 1952 年 当 時 、

Nakhon Si Thammarat のタイ政府保有マングロー

ブ森林は、地域住民に借地された経緯がある。マ

ングローブ森林は徐々に伐採され、水田、果樹園、

魚養殖池、エビ養殖池などの農地や水産養殖池

に転換されてきた。（図４）。 
放棄エビ養殖池の土地不法使用を放棄させ、

「緑の絨緞作戦」プロジェクトへの協力を求める公

開セミナーは、1997年11月にエビ養殖池所有者

を召集し、開催された。本来、プロジェクト地全域

がタイ政府の管理下であるが、一次土地使用権を

承認した経緯から即時返還は厳しいとされたが、

殆どのエビ養殖業者は協力する事に同意した。ま

た、植林後のマングローブ樹木の利用については、

地域住民の同意の上で利用する事、また沿岸域

に植林したマングローブ樹木は伐採しないなど、

細部について理解と取り決めが行われた。 
4.1 マングローブ植林 

マングローブ林の再生法には、天然更新と人工

造林（人工植林）がある。天然更新法の一つは伐

株からの萌芽を利用する萌芽更新法であるが、マ

ングローブ樹種では一般的に萌芽力が弱く、この

方法は利用されていない。人工造林法は、マング

ローブ林の構成種の中で利用価値の大きいヒルギ

科の樹種は胎生種子をもち、樹上で発芽して胎生

芽を形成する。この胎生芽は一般の植物では苗木

であり、胎生芽を現地で挿し付けて植林する方法

と、胎生芽をポットや苗床に挿し付けて苗木を育

成する方法とがある。この苗木を植林する方法は

植樹造林と呼ばれる方法である31)。 

4.2 マングローブ苗圃場と植林樹種 

「緑の絨緞作戦」1,000 ha に必要なマングロー

ブ苗は、約 500万本である。本プロジェクト開始当

初、マングローブ苗圃場を 2 箇所建設し、年間 

50万本のマングローブ苗の生産体制を確立した。

ポット苗育成には、ポット購入費、管理費、人件費

などの経費が必要である。植林開始 2 年目以降は、

マングローブ植林地が波浪、強風などの影響をほ

とんど受けないことから、マングローブ胎生種子を

直接植え付ける方法に転換した。 
新しい土壌の堆積地から続く放棄エビ養殖池へ

の植林に最適な樹種選択は、自然マングローブ森

林での環境調査結果および植林試験の成果を 
参 考 に ヒ ル ギ 科 の オ オ バ ヒ ル ギ Rhizophora 
mucronata, フタバナヒルギ R. apiculata を選択し

た30)。  

4.3 放棄えび養殖池へのマングローブ植林 

植 林 初 年 度 は 、 植 林 樹 種 の オ オ バ ヒ ル ギ

Rhizophora mucronata、フタバナヒルギ R. apiculata
をポットで約 3ヶ月間育成した苗を放棄えび養殖

池へ 1.5 m×1.5 m の間隔で植栽した。植林 2 年

目以降は、植林樹種のオオバヒルギ Rhizophora 
mucronata 胎生種子を直接植え付ける方法を実

施した。植え付け後の活着率も 95％以上を示し、

その後の成長も旺盛で胎生種子の直接植えつけ

法でも全く問題はなかった。枯死した際には、補

植を行った。なお、沿岸域への植林にはポット育

成苗を植え付け、さらに風や波浪で運び去られな

いよう竹杭などを用い、それぞれ紐で固定した。 
1 年間の植林により、放棄えび養殖池 100 ha に

約 50万本の植林を進めてきた。「緑の絨毯作戦」

一期は1998年4月から 2003年3月までの 5 年間、

「緑の絨毯作戦」二期は 2003年4月から 2006年 

3 月までの 3 年間である。計 8 年間の植林で、総

面積 800 ha の放棄えび養殖池へ総植林本数約

400万本を終えた。図６は植林 1 年後、図７は植

林 3 年後、図８は植林8年後で、既に胎生種子を

実 ら せ て い る 。 現 在 、 「 緑 の 絨 毯 作 戦 」 第 三 期

（2006年4月から 2008年3月）を実施しており、総

期間 10年間、植林総面積 1,000 ha と総植林本数

500万本を達成することになる。 
4.4 植林後の管理 

植林後の管理がマングローブ林の再生には極

めて重要で、定期的に生育状況の観察と枯れた

個体については速やかに補植を行い、植え増しす

るなど、初期の育成管理を充実することが基本で 
ある。沿岸域へのマングローブ植林でフジツボが

植林苗に着床繁殖し、枯死させることが報告され
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ているが32)、廃棄エビ養殖池への植林ではフジツ

ボによる被害は全く観察されていない。また、地域

の支援者を育成することが最も重要であり、支援

者がマングローブ植林組織を構築するように啓蒙

と教育の機会が得られるよう援助することで、マン

グローブ修復はより一層加速されることになる。 
8 年間の植林で、多数の地域住民の賛同を得、さ

らに植林面積を増加して欲しいとの強い要望がな

されている。 
 

5. マングローブ成長と生態系 

 
5.1 マングローブ植林後の成長と炭素固定 

マングローブ植林後、定期的に樹木成長を計測

している。計測項目は、樹高、幹周り（主幹）で、各

植 林年 度 別 に  10 個 体 を 選 び、 計 測 を 行っ た 。 
図９は、オオバヒルギ 10個体計測の平均値を示し

ている。プロジェクト初年度(1998年)に植林したオ

オバヒルギの樹高は約 6 m、1999年植林も約 5 m 

の樹高に成長している。また、プロジェクト初年度 

(1998年)に植林したオオバヒルギの幹周り（植林

後数年であることから、地上から約 40 cm の部位

の幹周りを計測した。通常は、胸高直径を計測す

る。）も 30 cm を超えており、順調に生育しているこ

とは明らかである。図中の緑は樹高、茶色は幹周

りを示す。 

葉(leaves)、枝(branch)、幹(trunk)、根(root)に
分け、それぞれ新鮮重量を計測した。図10は、バ

イオマス調査の状況を示す。また、植林年度別の

図

 

図

 

 
６ オオバヒルギ植林1年後の生育状況． 

 
７ オオバヒルギ植林3年後の生育状況． 
バイオマス調査を2005年8月に実施した結果につ

いて図11に示す。プロジェクト初年度(1998年)に

植林したオオバヒルギの全新鮮重量は約280 kg

であった。1999年度植林樹木も約 172 kg に生長

していた。1998年および1999年植林樹の根の割

合は、全重量に対して約 60％にあたる。この値は

マングローブ樹木独特の支持根も含めており、樹

 
図８ オオバヒルギ植林８年後の生育状況，

既に胎生種子を実らせている． 
0

100

200

300

400

500

600

樹
高

お
よ

び
幹

周
り

（
ｃ
ｍ

）

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 植林年

図９ 廃棄エビ養殖池へオオバヒルギ植林後の成育． 
 （樹高および幹周り） 
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木全体で大きな割合を示したことと考えられる。ま

た、マングローブ樹木の初期成長期には、まず樹

体を維持、守るために多数の支持根を伸張した。

軟弱で不安定な土壌条件に適応するためでもある。

植林後 21年が経過したオオバヒルギの掘り出し調

査の結果、全新鮮重量は 837.2 kg であった。内

訳は、それぞれ葉重 51.5 kg、枝重 216.5 kg、主

幹重 302.7 kg、根重 266.5 kg であった。主幹に

対して枝の占める割合も高いことから、4 年経過し

た植林地では一部枝打ちや間引き作業を行い、

成木時の利用・経済的価値を付与する取り組みを

進めている。マングローブ樹木へのこれらの施業

については、まだ報告されていない。 
各部位の一部（新鮮重量測定後）は約100℃の

恒温乾燥機内で1週間乾燥し、水分含有量を求め

た。乾燥試料は、粉砕機（Wonder Blender, 大阪

ケミカル株式会社）で微粉とした。粉砕後の試料は、

NC コーダー（SUMIGRAPH NC-22A (株)住化分

析センター）を用いて炭素と窒素の分析を行った。

炭素濃度から植林後のマングローブ樹木の炭素

固定量を求めた。なお、粉砕後の試料は分析まで、

デシケーター内に保存した。 
炭素固定量の推定の結果は、図12に示す。NC

分析の結果、乾燥マングローブ試料中（幹、枝、

根、葉）に 45％～50％の炭素が含まれていた。こ

の分析結果をもとに、4,000本／ha の植林と植林

総面積 1,000 ha の場合の炭素蓄積量を求めた。

ただし、落葉や落枝などの炭素量は含まれていな

い。植林後、年数の経過とともに単位面積あたりの

樹木数の減少（自然淘汰）や、植林後数十年経過

すると植物自体の光合成能の低下が見られる。マ

ングローブは右上がりの成長を続けるのではなく、

徐々に成長が鈍化し森林全体の光合成能も徐々

に低下してくる。マングローブ森林全体の成長が

いつの時点で鈍化し、一定になるかの科学的な研

究はなされていないようである。陸上の樹木と同等

の成長リズムと考え、植林後 50年間はほぼ連続し

て成長を続けることと仮定すると、マングローブ植

林「緑の絨緞作戦」で約 100万トンの炭素蓄積が

可能と推定される。図中に示す C=0.45 は、乾燥

試料中に炭素を 45％含有、同様に C=0.50 は、乾

燥試料中に炭素を 50％含有していることを示す。 
5.2 マングローブ林の復活と食物連鎖 

植林地「緑の絨緞作戦」の生物多様性について

は、プロジェクト開始前の予備調査(1997年)から定

期的（毎年5月）に調査を実施している。2005年 

5月に実施した調査では、プロジェクト開始前の生

物層と比較すると、生物種、また量ともに格段に増

加してきていることが明らかになった33)。 
マングローブ植林後約 7 年を経過したえび養殖

池に生息している主要な魚類、カニ、えび、貝類

などを捕獲し、窒素安定同位体比分析（δ15N 値）

を行い、マングローブ植林地の窒素循環から食物

連鎖について推定を行った。δ15N 値は食物連鎖

にしたがって一定の比率で上昇し、栄養段階と密

接に関係していることが明らかにされている34)。植

林樹種のオオバヒルギおよびフタバナヒルギ葉中

の 窒 素 は  NC 分 析 の 結 果 、 そ れ ぞ れ  1.23 ％ 、

1.55％であった。落葉はまず微生物等で分解され、

分解物は植物プランクトン、動物プランクトンな 
ど に 利 用 さ れ 、 最 終 的 に 魚 な ど の 肉 食 動 物

(Carnivor) に利用される。捕獲した試料は、1 週

 
図10 バイオマス調査で樹高を計測． 
 （植林後5年経過） 

 

 

図11 廃棄エビ養殖池へオオバヒルギ植林後の各部位の成長量．

 



地球環境 Vol.11 No.2 255－266 (2006) 

間天日干し後、さらに約100℃の恒温乾燥機内で 

1 週間乾燥した。乾燥試料は、粉砕機（Wonder 
Blender, 大阪ケミカル株式会社）で微粉とした。な

お、粉砕後の試料は分析まで、デシケーター内に

保存した。窒素安定同位体比の分析は、精密質

量 分 析 計 Mass Spectrometer DELTAPLUS XL 
(Thermo Finnigan Inc.)で行った。試料のδ15N 分

析結果を表３に示す。フタバナヒルギ R. apiculata
葉 試 料 の δ15N 値 は  5.58 ‰ 、 オ オ バ ヒ ル ギ R. 
mucronata 葉試料のδ15N 値は 8.20‰であった。 

草食動物（Hervivore）に分類される貝類のカキ

のδ15N 値は 6.72‰を示し、マングローブ葉からも

たらされる窒素がカキ体内に濃縮されたことが明ら

かになった。一方、テラピア（Nile tilapia）のδ15N

値は10.0‰を示し、大量の植物プランクトンあるい

は動物プランクトン、また直接マングローブ葉を摂

取し、魚体内に窒素が濃縮されたことが考えられる。 
有機堆積物利用動物（Detrivore）のエビ（Tiger 

prawn）のδ15N 値は 10.78‰と高く、本報告には

他の有機堆積物利用動物の分析値が提示されて

いないが、エビは地底部を徘徊しながら摂餌して

いることから、窒素を濃縮したプランクトンの死骸な

どを摂餌し濃縮したことが考えられる。 
肉食動物（Carnivore）に分類されている二種の

カニ（Mud crab のδ15N 値は 9.91‰、Swimming 
crab のδ15N 値は 10.0‰）、三種の魚（ニベ科の

魚：Belanger croaker のδ15N 値は 13.2‰、イワシ

の一種：White sardine or Scalloped perchlet の 
δ15N 値 は  11.4 ‰ 、 ツ バ メ コ ノ シ ロ Four finger 
threadfin のδ15N 値は 12.3‰）のδ15N 値はフタ

バナヒルギのδ15N 値にくらべ大きく、食物連鎖の

上位に位置することが明らかに認められた。特に、

Belanger croaker は、捕獲した魚介類の中で食物

連鎖のもっとも上位に位置していることが考えられ

る。この結果、マングローブ葉から三種の魚にいた

る食物連鎖は、少なくとも 4 から 5 段階の食物連

鎖を経ていると考えられる。δ15N 値の推移からマ

ングローブ植林地の食物連鎖の経路について、 
図13 に示す。さらに、魚介類の炭素安定同位体

δ13C を求め、δ15N－δ13C との相関を検討する

 

表３ マングローブ植林

種類 

Four

Nile
Spot

Whi
Scal

魚 

Bela
Mud

カニ Swim
Tige

えび Whi
Oyst

貝類 Hoy
 

マングローブ葉  
Carnivore： 肉食動物, B
Hervivore： 草食動物, O
Detritivore： detritus（有

 

 
図12 マングローブ植林後の炭素蓄積量の推定． 

地のマングローブ葉と魚介類のδ15N 値． 

英語名 科学名 採餌型 δ15N 値 (‰) 

 finger threadfin Eleutheronema 
tetradactylum 

Carnivore 

(Benthic feeder) 12.3 

 tilapia Oreochromis niloticus Herbivore 10.0 
ted scat Scatophagus argus Omnivore 9.72 

te sardine or 
loped perchlet 

Escualose choracata or 
Ambassis nalua 

Carnivore 
(Zooplankton feeder) or 
Carnivore (Benthic feeder) 

11.4 

nger croaker Johnius belangerii Carnivore (Benthic feeder) 13.2 
 crab Scylla serrata Carnivore 9.91 

ming crab Portumus pelagicus Carnivore 10.0 
r prawn Penaeus monodon Detritivore 10.7 
te prawn Penaeus merguiensis Detritivore No data 
er Sacoostrea edulis Herbivore (Filter feeder) 6.72 
 song fa (Thai)   9.35 

Rhizophora apiculata  5.58 
R. mucronata  8.20 

enthos： 底生生物（水底に群生する生物類） 
mnivore： 雑食性動物 
機堆積物＝プランクトンなどの死骸が海底に蓄積したのもの）食物とする動物 
263 
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ことで、マングローブ葉から魚に至るまでのより詳

しい食物連鎖の過程を明らかにすることが可能で

ある。 
 

6. まとめ 

 
マングローブ生態系は、生物多様性に富み、第

一次生物生産能力は極めて高く、世界の漁獲量

の約 30％を生産し、珊瑚礁域とともに重要である。

マングローブ植物は、高塩分環境下（3％～4％の

塩濃度）においても極めて旺盛に光合成を行い、

炭素固定と活発な蒸散を行う。破壊されたマング

ローブ地域や農耕地の開発と競合しない沿岸域

へのマングローブ植林は、炭素固定とともに多様

な生物豊かな生態系の構築に寄与できる。 
タイ国でのマングローブに対する関心は1992年

の“地球サミット”以後で、森林破壊、沿岸侵食、化

学物質汚染などタイの環境問題等とさらに、2004

年12月26日のスマトラ沖地震による津波襲来によ

り、いっそう高まった。 
1997年、タイ南部ナコンシタマラ地区の放棄え

び養殖池のマングローブ植林「緑の絨緞作戦」プ

ロジェクト可能性調査は、日本－タイの連携で実

施し多大な成果を上げることができた。1998年4月

から本格的なマングローブ植林「緑の絨緞作戦」を

開始、2006年3月までの 8 年間で、800 ha の放棄

えび養殖池に約 400万本の植林を終了した。植林

地の炭素固定量は着実に増加、また魚類をはじめ

とする多様な生物が回帰、食物連鎖を通した持続

的な生物生産の基盤構築が確実に進んでいること

が明らかになった。マングローブ植林「緑の絨緞作

戦」はタイ国だけの問題ではなく、東南アジアさら

に地球レベルのマングローブ林修復のモデルとし

ても評価されてきている。図14 は、新しい未熟土

壌の堆積地へオオバヒルギ植林後 21年経過した

マングローブ林の景観である。 
 

謝辞 
マングローブ植林「緑の絨緞作戦」プロジェクト

の「予備調査の実施」から本格的「緑の絨緞作戦」

プロジェクト実施にあたり、その機会と多大なご支

マングローブ樹木

植物プランクトン

動物プランクトン

貝、カニ類など

小　型　魚

大　型　魚

光合成

落葉、バクテリアなどによる分解
（微生物分解）

無機・有機栄養物質など

14N + 15N
12C + 13C

Johnius belangerii
13.2‰ （肉食動物）

Scylla serrata
9.91 ‰ （肉食動物）

Penaeus monodon
10.7 ‰（有機堆積物捕食動物）

Sacoostrea edulis
6.72 ‰ （草食動物）

フタバナヒルギ
Rhizophora apiculata

5.58 ‰

死亡、分解

 
 

図13 マングローブ植林と食物連鎖． 

 
図14 ナコンシタマラの新土壌堆積地へ植林され21年 

経過したオオバヒルギ． 
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援を頂いた日本経団連自然保護協議会、環境省

環境事業団に深く御礼申し上げます。また、プロ

ジェクト実施にあたり事務一切をご担当していただ

いたマングローブ植林大作戦連絡協議会事務局

長萩谷準一氏、タイマングローブ生態系研究協会

のプラパスリー  タナスカン氏に心から御礼申し上

げます。 
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