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早稲田大学本庄校地（北緯36°12.5′，東経139°11′，面積85.6ha，標高60～100m）において，シダ植物以上の高等植

物相を調べたところ，在来植物76科186属259種，移入植物22科41属45種，あわせて 85科218属304種が生育

していることがわかった。本庄校地周辺の地域は暖温帯に属し，校地の各所でイヌツゲ，テイカカズラ，キヅタなど暖

温帯要素の低木類やシラカシ，アラカシなど常緑広葉樹の稚樹が認められた。しかし，校地の森林の高木層はコナラ

などの落葉広葉樹やアカマツで占められ，シラカシやアラカシなど常緑性のカシ類の高木は落葉広葉樹林内にまれ

に混生しているにすぎなかった。本庄校地では森林の林床にアズマネザサが侵入している場所が多かった。アズマネ

ザサ以外の林床植物が見られた場所は，林縁部やアズマネザサがまだ繁茂していない場所に限られた。本庄校地に

おける帰化植物率は，関東平野の他の地域に比べると非常に高く，校地周辺の都市化が進んでいることを示唆してい

た。また，ヒイラギナンテンやネズミモチなど本来本庄周辺に生育していないが緑化樹や庭木として用いられる種が校

地に広く認められ，本庄校地周辺の都市化，住宅地化を反映していた。 

 

Akinobu SATO, Motoshi HIRATSUKA, Satoshi OHORI and Yasushi MORIKAWA: List of the higher plants in 

Honjo campus of Waseda University, Honjo, Saitama, Central Japan (2003) 

 At the Honjo campus of Waseda University (36°12.5′N，139°11′E，Area 85.6ha，60～100m above sea level), flora more 

advanced than Pteridophyta was recorded. As a result a list of family, generic, and vernacular names of the plants (304 species, 

218 genera and 85 families, including 45 species of introduced plants) was made. Honjo campus located on warm-temperate 

zoon, and evergreen shrubs species and saplings of evergreen oaks species were occurred through the campus forest. But, in 

the overstorey canopy, evergreen oak species were rare, and deciduous hardwood species and pine species were dominated in 

every forest site. In the most part of the campus forest, dwarf bamboo species were dominated in the understorey. Other herbs 

and ferns were occurred on forest floor without dwarf bamboo. Naturalized rate of alien species was very higher than other 

place of Kanto area. And escaped plants from cultivated area and/or revegetated area were occurred among many parts of the 

campus. This is related closely to the urbanization around the campus. 
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I. はじめに 
 関東平野における都市開発の進行は，雑木林などの自然環

境の急激な減少を招いている（中静・飯田，1996）。早稲田大
学本庄高等学院校地（以下，本庄校地と呼ぶ）の雑木林は，

関東平野の都市化地域に残された森林の一つであり，今後も

関東の代表的な里山を示す例として維持されなければならな

い。しかしながら，森林管理のための具体的目標や計画はなく，

定期的なモニタリング調査も植物に関しては小規模なものしか

行われていない。 
植物のモニタリングを行うにあたっては，本庄校地がどのよう

なフロラ（植物相）を持っているかを知る必要がある。本庄校地

では過去に出現植物リストが作成されたと言われている（大堀，

私信）。しかしながら，リストの所在は明らかでなく，出現植物種

も不明である。そこで，本研究では本庄校地における出現植

物種の目録を作成する。出現した植物体名，記載地をデータ

ベース化することで，今後の里山の動態や保全に関する試験

研究の基礎資料として寄与できると思われる。 
 
II. 調査地概況 
 早稲田大学本庄校地（北緯 36°12.5′，東経 139°11′，面積
85.6ha，標高 60～100m）は，埼玉県本庄市と児玉郡美里町と
の境界部に位置する浅見山，大久保山，塚本山からなる丘陵

群の大部分を占めている（図-1）。丘陵群は，本庄市の大部分
を占める厚さ 2～3mのローム層をのせた標高 50m～70mの洪

図-1　本庄高等学院校地位置図
Location of Honjo campus of Waseda University.

太線で囲まれた区域は校地を示す。また図中のアルファベットは調査区域を表す。
a:浅見山，b:浅見-大久保の谷，c:工事現場西側の伐開地，d:工事現場，e:大久保山，
f:大久保山南側斜面，g: B2道路区・111地区・ⅣB地区，h: F2道路区周辺，i:セミナーハウス周辺，
j:前山1号墳周辺，k:東谷古墳周辺，l:下水処理場地区・ⅢA地区・ⅢB地区・ⅣA地区周辺，
m:グラウンド北側の草地，n:塚本山。
Symbols a~n in the demarcated area by bold line shows each census site in the campus.
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積台地上に存在する。丘陵と丘陵の間は谷地となっているが，

現在は道路やグラウンドとして整備され，大規模整備がなされ

ていないのは大久保山と浅見山の間の谷の西半分のみである

（図-1 の b と c）。 
本庄市周辺の気候は，夏季に湿潤で冬季に乾燥する（表

-1），典型的な太平洋型気候となっている。本庄市には気象観
測所はないが，最寄りの熊谷地方気象台（北緯 36°9′，東経
139°22.8′，標高 30m）および寄居地域気象観測所（北緯
36°6.9′，東経 139°11′，標高 105m）の観測記録によると，1994
年～2003 年の年平均気温はそれぞれ 15.3℃，14.3℃，1992
年～2003 年の年平均降水量はそれぞれ 1277mm，1241mm
である（表-1）。 

1994 年～2003 年の各月の平均気温に基づくと，暖かさの
指数は熊谷 124℃，寄居 114℃である。したがって，本庄市を
含む埼玉県北部の低地帯および台地・丘陵帯は，暖温帯に

属すると思われる（山中，1979；沼田・岩瀬，2002）が，暖温帯
植生である常緑広葉樹の高木はわずかに残るにすぎない。本

庄校地も，ほぼ全域においてアカマツ（Pinus densiflora Sieb. 
et Zucc.）やコナラ（Quercus serrata Thunb. ex Murray）で構成
さ れ た 林 と な っ て い る 。 そ の 林 床 は ， ア ズ マ ネ ザ サ

（Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino）が著しく繁茂
している。 

本庄校地の周囲は，水田，畑および住宅地に囲まれている。

また，本庄校地の周囲には社寺林や屋敷林しかなく，本庄校

地の森林は島状に完全に孤立している。さらに近年では，関

越自動車道と上越新幹線が校地を挟むように建設され，校地

と周囲の自然との分断が進んでいる。 
 
III. 調査方法 
 調査対象とした植物はシダ植物以上の高等植物である。対

象植物には調査区域内の在来種の植物のほか，移入植物

〔調査区域外で植栽されている植物が逸出して野生状態にな

っている植物（逸出種），植栽種以外の外国産植物などの帰

化植物（帰化種）〕が含まれる。 
 調査を行うにあたって，本庄校地を道路や地形に基づいて，

14 の調査区域に分割した。調査区域全域を踏査し，出現した
調査対象の植物体の種名を逐次記録した。種名のわからない

植物体については，採集年月日，採集地を記録し，国土地理

院 1:25,000地形図上に採集地を記入して研究室に持ち帰り，
さく葉標本を作製して同定を行った。植物が出現する季節性

を考慮して，野外調査は 2003年 5月中旬から 6月下旬（5回）
までと，2003 年 10月（2 回）に行った。 
 調査対象植物のうち，シダ植物の学名は岩槻（1992），草本
類の学名は佐竹ほか（1981, 1982a，1982b），木本類の学名は

表-1　熊谷および寄居における気象（1994～2003）
Climate of Kumagaya and Yorii.

全年

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug Sep. Oct. Nov. Dec. Year
熊谷 月平均気温（℃） 4.1 4.9 8.2 14.1 18.6 21.9 26.2 27.0 22.9 17.5 11.4 6.4 15.3
Kumagaya Average temperature

降水量（mm） 43 26 75 97 123 138 197 216 211 107 49 19 1277
Precipitation

寄居 月平均気温（℃） 3.1 3.9 7.3 13.2 17.7 21.0 25.2 26.0 21.8 16.3 10.4 5.4 14.3
Yorii Average temperature

降水量（mm） 44 25 64 90 115 144 198 155 228 125 40 16 1241
Precipitation

月別　Month

科 属 在来 帰化 逸出** 計

Family Genus Native sp. Alien sp. Escape sp. Total

5 6 14 14
裸子植物　Gymnospermae 3 3 4 4

双子葉類 離弁花類　Choripetalae 44 92 112 12 4 128
被子植物　Angiospermae Dicotyledoneae合弁花類　Sympetalae  23 72 73 19 3 95

単子葉類　Monocotyledoneae  10 45 56 5 2 63
85 218 259 36 9 304

* 亜種，変種を含む。
Including subspecies and varietietas.
**農耕地あるいは緑化地からの逸出
Escaped plant from cultivated area and/or revegetated area.

種　Species*

合計　Total

Spermatophyta

表-2　早稲田大学本庄高等学院校地所産高等植物分類表

シダ植物　Pteridophyta

種子植物

分類　

Classification

Classification of the higher plants in Honjo campus. 
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佐竹ほか（1989a，1989b）に従った。帰化種で上記の文献等
に記載がないものについて，清水ほか（2001）に従った。植物
目録を作成するにあたって，科，属の配列は環境庁自然保護

局（1988）に，種の配列は岩槻（1992），佐竹ほか（1981, 1982a，
1982b，1989a，1989b）に従った。帰化植物のうち上記文献に
未記載の種の配列は，それぞれ該当する属内の種の配列の

末尾に挿入した。 
 
IV. 結果および考察 
1. 森林の状況 
今回の調査の結果，シダ植物以上の高等植物の出現種数

は在来植物 76科 186属 259種，移入植物 22科 41属 45種，
全体では 85 科 218 属 304 種にのぼった（表-2）。 
 本庄校地の森林は，ほぼ全域にわたってコナラを中心にカス

ミザクラ（Prunus verecunda (Koidz.) Koehne），クリ（Castanea 
crenata Sieb. et Zucc. ） ， イヌシデ（ Carpinus tschonoskii 
Maxim.），エゴノキ（Styrax japonica Sieb. et Zucc.），ムクノキ
（Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.）などが混生した落葉広
葉樹林になっていた。各丘陵の尾根部や斜面上部において

は，コナラなど落葉広葉樹にアカマツが混生した林相となって

おり，そのほかリョウブ（Clethra barvinervis Sieb. et Zucc.）やネ
ジキ（Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et 
Zucc.) Hand. - Mazz.）など乾燥した土地に見られる種が認めら
れた。一方，谷地形の場所においては，コナラとクヌギが混生

していることが多かった。  
暖かさの指数に基づくと，本庄校地周辺の地域は暖温帯に

属する。したがって，本庄周辺は本来シイ・カシ類などの暖温

帯性の常緑広葉樹林の分布域であると考えられる。本庄校地

周辺が暖温帯域に含まれることを示す例として，校地の落葉

広葉樹林内にイヌツゲ（Ilex crenata Thunb.），テイカカズラ
（Trachelospermum asiaticum (Sieb. et Zucc.) Nakai），キヅタ
（Hedera rhombea (Miq.) Bean）など暖温帯要素の植物が見ら
れたことが挙げられる（写真-1）。しかし，本庄校地内において，
アラカシ（Quercus glauca Thunb. ex Murray ）やシラカシ
（Quercus myrsinaefolia Blume）などを高木層の主要構成種と
する大規模な常緑広葉樹林は見られなかった。アラカシやシラ

カシの高木は落葉広葉樹林内にまれに混生しているにすぎな

かった。  
本庄校地のコナラやクヌギなど落葉広葉樹は，根本から株

立ちした樹形となっていた（写真-2）。コナラ，クヌギは，地上部
が伐採や山火事で損傷した際に，残った根株から萌芽して再

生する性質がある（谷本，1990）。集落の近くにあるコナラ林や
クヌギ林は，家具材や器具材，あるいは薪炭材など生活資材

を得るために積極的に管理されてきた（谷本,1990）。薪炭林施
業は種子にたよらずに萌芽によって更新していることが多く（紙

谷，1996），これは広葉樹の萌芽しやすい性質を利用したもの

である。したがって，薪炭林は関東平野の雑木林にみられるよ

うな株立ちの樹形が多くなる。本庄校地の丘陵の林は，校舎

が建設される以前，化石燃料が普及するまで，関東平野の他

の落葉広葉樹林と同様に薪炭林として利用されていたと思わ

れる。本庄校地のコナラ，クヌギなどの樹形は，繰り返し伐採さ

れ萌芽によって更新してきたこと示している。  
 また，化学肥料や化石燃料が普及する以前，林内の落葉落

枝や低木類は刈敷や焚きつけなどに利用された（谷本，1990）。
下刈りや落ち葉かきのような林床管理は，薪炭林のナラ類の

稚樹の競争相手を減らす効果があった（谷本，1990）。しかし
現在，生活様式および農耕様式の変化ため，林床管理が行

われることは少なくなった。関東地方の平野部では，落ち葉か

きを停止した落葉広葉樹林にシラカシやヒサカキ（Eurya 
japonica Thunb.）など常緑広葉樹の侵入が目立つといわれて
いる（中静・飯田，1996；沼田・岩瀬，2002；勝木ほか,2003）。
本庄校地においても，校地内の古墳の保護のため，森林施業

や林床管理は行われていない。そして校地の森林の各所に，

低木類に混じってシラカシやアラカシなど高木性の常緑広葉

樹の稚樹が認められた（写真-3）。本庄校地においてみられた
アラカシやシラカシの稚樹は，落葉広葉樹林に少数ながら混

生している母樹から散布されたものや，校地周辺の屋敷林か

ら鳥獣によって種子散布されたものであろう（豊田・谷本,2000；
勝木ほか，2003）。アラカシやシラカシなど高木性常緑広葉樹
の稚樹は，今後周囲のコナラやアカマツなどの高木が倒れ林

冠にギャップができたときに，アズマネザサがそれほど繁茂して

いない場所で，高木に成長すると考えられる。したがって，本

庄校地の森林では，高木層に常緑広葉樹が増えていく可能

性がある。 
 
2. 林床植物 
本庄校地では，落葉広葉林の林床にアズマネザサが侵入し

ている場所が多かった（写真 -4）。アズマネザサが侵入し繁茂
している場所では，そのほかの林床植物はほとんどみられなか

った。林床植物が見られる場所は，林縁部やアズマネザサが

まだ繁茂していない場所に限られた。林床植物としてノガリヤ

ス（Calamagrostis arundinacea (L.) Roth var. brachytricha 
(Steud.) Hack. ） ， チ ヂ ミ ザ サ （ Oplismenus undulatifolius 
(Arduino) Roemer et Schultes），ヒカゲスゲ（Carex lanceolata 
Boott），ヒメカンスゲ（Carex conica Boott），チゴユリ（Disporum 
smilacinum A. Gray），ジャノヒゲ（Ophiopogon japonicus (L. 
fil.) Ker-Gawl），タチツボスミレ（Viola grypoceras A. Gray）な
どが本庄校地各地に出現した。このうち，ノガリヤス，ヒカゲスゲ，

ヒメカンスゲは，各丘陵の尾根部や斜面上部の林床によく出

現した。チゴユリは大久保山丘陵の尾根部の林床に一面に生

育しているのを確認したが（写真-5），それ以外の場所では個
体数が少なかった。丘陵の尾根部や斜面上部ではこのほかシ
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ュンラン（Cymbidium goeringii (Reichb. fil.) Reichb. fil.）（写
真-6），ジガバチソウ（Liparis krameri Franch. et Savat.），モエ
ギスゲ（Carex tristachya Thunb.）を確認することができたが，
個体数は非常に少なかった。一方，谷地形の場所においては，

ミズ（Pilea hamaoi Makino），トウギボウシ（Hosta sieboldiana 
(Lodd.) Engler），ヤマジノホトトギス（Tricyrtis affinis Makino），
カワラスゲ（Carex incisa Boott），ホソバシケシダ（Deparia 
conilii (Fr. et Sav.) M. Kato），ホソバイヌワラビ（Athyrium 

iseanum Rosenst）などが出現した。落葉広葉樹林の代表的な
林床植物であるカタクリ（Erythronium japonicum Decne.）は，
調査時期が初夏だったこともあり，B2 道路地区周辺において
無性個体を確認したにすぎなかった。また，校地各所の日当

たりのいい林縁部には，ヘクソカズラ（Paederia scandens 
(Lour.) Merrill），アオツヅラフジ（Cocculus trilobus (Thunb.) 
DC.），スイカズラ（Lonicera japonica Thunb.），カナムグラ
（Humulus japonicus Sieb. et Zucc.），ヤブカラシ（Cayratia 

表-3　　早稲田大学本庄高等学院校地内の帰化植物一覧
List of naturalized plant of alien species in Honjo campus.
Family 科名 Species 種名

Phytolaccaceae ヤマゴボウ Phytolacca americana ヨウシュヤマゴボウ

Caryophyllaceae ナデシコ Stellaria neglecta ミドリハコベ

Chenopodiaceae アカザ Chenopodium centrorubrum アカザ

Cruciferae アブラナ Orychophragmus violaceus ハナダイコン

Leguminosae マメ Robinia pseudoacacia ハリエンジュ

Trifolium repens シロツメクサ

Oxalidaceae カタバミ Oxalis corymbosa ムラサキカタバミ

Geraniaceae フウロソウ Geranium carolinianum アメリカフウロ

Euphorbiaceae トウダイグサ Euphorbia maculata オオニシキソウ

Simaroubaceae ニガキ Ailanthus altissima ニワウルシ

Onagraceae アカバナ Oenothera erythrosepala オオマツヨイグサ

Oenothera biennis メマツヨイグサ

Convolvulaceae ヒルガオ Quamoclit coccinea マルバルコウ

Labiatae シソ Nepeta cataria イヌハッカ

Scrophulariaceae ゴマノハグサ Veronica arvensis タチイヌノフグリ

Veronica persica オオイヌノフグリ

Plantaginaceae オオバコ Plantago lanceolata ヘラオオバコ

Plantago virginica ツボミオオバコ

Compositae キク Ambrosia artemisiaefolia  var. elatior ブタクサ

Galinsoga ciliata ハキダメギク

Bidens pilosa コセンダングサ

Bidens frondosa アメリカセンダングサ

Crassocephalum crepidioides ベニバナボロギク

Erechtites hieracifolia ダンドボロギク

Conyza sumatrensis オオアレチノギク

Erigeron philadelphicus ハルジオン

Stenactis annuus ヒメジョオン

Solidago altissima セイタカアワダチソウ

Sonchus asper オニノゲシ

Taraxacum officinale セイヨウタンポポ

Helianthus strumosus イヌキクイモ

Iridaceae アヤメ Sisyrinchium atlanticum ニワゼキショウ

Poaceae イネ Andropogon virginicus メリケンカルカヤ

Paspalum dilatatum シマスズメノヒエ

Lolium multiflorum ネズミムギ

Bromus catharticus イヌムギ

Total 計 17 families 36 species
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japonica (Thunb.) Gagn.），ヤマノイモ（Dioscorea japonica 
Thunb.），オニドコロ（Dioscorea tokoro Makino）がよく見られ，
マントそで群落を形成していた。 
下刈りや落ち葉かきはアズマネザサの侵入を抑制する（中

静・飯田，1996）。しかし，施業が停止し落葉広葉樹林が放置
されるとササ・タケ類が優占度を増す（中静・飯田，1996；勝木
ほか,2003）。アズマネザサの優占度が増すと，単位面積あたり
の林床植物の出現種数は減少する（中静・飯田，1996）。現在
下刈りや落ち葉かきの行われていない本庄校地の落葉広葉

樹林においては，林床のアズマネザサが今後さらに分布を拡

大していった場合，林床植物の種数減少や生育場所減少の

可能性が考えられる。 
 

3. 帰化植物および逸出植物 
 本庄校地において認められた帰化植物は，17 科 36 種にの
ぼった（表 -3）。これを帰化植物率（帰化植物種数 /全出現種
数×100）（沼田・岩瀬，2002）で表すと 11.8%となった（表-4）。
出現した種は，キク科に属する種が最も多かった。特に，果実

に冠毛を持ち風散布される種であるオオアレチノギク（Conyza 
sumatrensis (Retz.) Walker），ヒメジョオン（Stenactis annuus 
(L.) Cass.），セイタカアワダチソウ（Solidago altissima L.），オ
ニ ノゲシ （ Sonchus asper (L.) Hill. ） ， セ イ ヨ ウ タンポポ
（Taraxacum officinale Weber）は，校地の森林の林縁部や伐
開地あるいは草地など各所に頻繁に出現した。また，帰化木

本種としては，ハリエンジュ（Robinia pseudoacacia L.）が林内
各所に侵入していた。 
 帰化植物が多く侵入していた場所は，道路端や道路に面し

た林縁部，工事のために伐開された場所，草地など光環境の

よい場所であった（写真 -7）。特に，浅見山と大久保山に挟ま
れた谷の東側の工事現場周辺では，帰化植物率が 19.7%とほ
かの場所に比べて高い値を示した（表-4，図-2）。土地撹乱後
の二次遷移では帰化植物が侵入しやすくなると言われている

ことから（沼田・岩瀬，2002），校舎建築工事で周辺の立木の
伐採や整地などで頻繁に撹乱されたことが帰化植物の侵入を

促していると考えられる。 
関東平野のほぼ北北東端の栃木県塩谷郡に所在する宇都

宮大学船生演習林においては，帰化植物率は 4.7%である
（酒井ほか，1994）。本庄校地の帰化植物率は 11.8%であり，
船生演習林の帰化植物率に比べて非常に高い。このことは，

帰化植物の種数は都市化の影響を反映すると言われている

（酒井ほか，1994；沼田・岩瀬，2002）こととよく一致する。本庄
校地は，周囲を関越自動車道と上越新幹線とに囲まれている

うえ，周囲の宅地化が進んでいる。したがって，本庄校地にお

いて帰化植物率が高い値を示したことは，校地周辺の都市化

が進んでいることを示唆していると言えるであろう。 
都市化が進んでいることを示すもう一つの指標として，ナン

テン（Nandina domestica Thunb.），ヒイラギナンテン（Mahonia 
japonica (Thunb.) DC.），ネズミモチ（Ligustrum japonicum 
Thunb.），ヤツデ（Fatsia japonica (Thunb.) Decne. et Planch.），
ヒイラギ（Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green），シュ
ロ（Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.）など本来この地
方では自生していない種（倉田，1968，1971）が林内に出現し
たことがあげられる。これらの種は，いずれも鳥に果実を食われ

種が糞として排出されることによって種子散布される種である

全出現種数 帰化種出現種数 帰化植物率(%)
Total sp. number Alien sp. number Naturalized rate

a 浅見山 105 3 2.9
b 浅見-大久保の谷 49 1 2.0
c 工事現場西側の伐開地 60 9 15.0
d 工事現場 66 13 19.7
e 大久保山 110 10 9.1
f 大久保山南側斜面 87 2 2.3
g B2道路地区・111地区・ⅣB地区 134 12 9.0
h F2道路区周辺 99 7 7.1
i セミナーハウス周辺 116 8 6.9
j 前山1号墳周辺 99 9 9.1
k 東谷古墳周辺 130 18 13.8
l 下水処理場・ⅢA・ⅢB・ⅣA周辺 103 12 11.7
m グラウンド北側草地 34 5 14.7
n 塚本山 74 2 2.7

304 36 11.8
Naturalized rate of alien sp. = alien sp. number / total sp. number × 100
校地全体　All area

表-4　各調査区域の全出現種数，帰化植物出現種数および帰化植物率
Total sp. number, alien sp. number and naturalized rate of alien sp. in each site of Honjo campus.

調査区域　Site
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（谷本，1990；豊田・谷本，2000）。したがって，ヒイラギナンテン
やネズミモチなどは，緑化樹や庭木として植えられていたもの

の果実が鳥によって散布されたものと考えられる。このことから

も，本庄校地の周囲では都市化，住宅地化が進んでいるとい

えよう。 
 
V. 終わりに 
 近年，関東平野の落葉広葉樹林いわゆる雑木林は，都市開

発の進行によって急速に消失，断片化している（中静・飯田，

1996）。このような状況の中で，本庄校地の森林は面積も広く
残されており非常に貴重であるといえる。しかしながら，本庄校

地の森林は，周辺地域の都市化にともなう帰化植物あるいは

逸出植物の侵入や，管理放棄によるアズマネザサの繁茂とそ

れに伴う林床植生の貧弱化など，関東平野のほかの雑木林と

同じ問題を抱えているといえよう。 
本庄校地の森林を今後どのように管理していくのか具体的

な指針や目標はない。本庄高等学院が学校の特徴を，“多様
な自然”，“里山の環境”とするのであれば，具体的な保全・管
理計画が必要と考えられる。一方で，生態学的な見地からは，

現在落葉広葉樹林内に侵入している常緑広葉樹が将来校地

の森林の主要構成種になり得るかどうかということが，興味深

い点である。 
最後に，野外における調査において多くのご配慮とご便宜

を与えられた早稲田大学本庄高等学院職員の皆さんに心か

ら感謝申し上げます。また，調査にご協力いただいた早稲田

大学人間科学部環境生態学研究室の皆さんに心から御礼申

し上げます。 
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図-2　各調査区域の帰化植物率
Naturalized rate of alien species in each site of the campus.

: <5%, : 5%<<10%, : 10%<<15%, : 15%<

図中のアルファベットは調査区域を表す。
a:浅見山，b:浅見-大久保の谷，c:工事現場西側の伐開地，d:工事現場，e:大久保山，
f:大久保山南側斜面，g: B2道路区・111地区・ⅣB地区，h: F2道路区周辺，i:セミナーハウス周辺，　　　　　　
j:前山1号墳周辺，k:東谷古墳周辺，l:下水処理場地区・ⅢA地区・ⅢB地区・ⅣA地区周辺，
m:グラウンド北側の草地，n:塚本山。
Symbols a~n in the demarcated area by bold line shows each census site in the campus.
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写真-1 落葉広葉樹二次林内に生育する常緑性低木 
Evergreen broadleaved shrubs in understory of secondary 

deciduous broadleaved forest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-2 萌芽更新した落葉広葉樹林 
Coppice of deciduous broadleaved tree species. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
写真-3 落葉広葉樹二次林内に生育するアラカシの稚樹  
Saplings of Quercus glauca in secondary deciduous 

broadleaved forest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-4 アズマネザサに覆われた落葉広葉樹林の下層 
Dense cover of dwarf bamboo Pleioblastus chino under a 

secondary deciduous broadleaved forest. 
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写真-5 アズマネザサに覆われていない落葉広葉樹二次林の
林床に生育するチゴユリ 

Disporum smilacinum on forest floor of secondary deciduous 
broadleaved forest without dwarf bamboo Pleioblastus 
chino. 

 
 
 
 
 

写真-6 落葉広葉樹二次林の林床に生育するシュンラン 
Cymbidium goeringii on forest floor of secondary deciduous 

broadleaved forest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-7 伐開され開けた場所に生育するセイタカアワダチソウ 
Naturalized plant Solidago altissima on open site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




