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【東葛地域教材：地球温暖化と植生】 

               シュロの植生と環境変化 
                          NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会 
（この教材は、千葉県の「平成20年度ＮＰＯ及び事業者による環境学習地域教材作成事業」に係る委託を受けて作成しました。） 

                                               
  
現在地球環境は、温暖化の危機が叫ばれて久しい。本教材は、身近なシュロの植生を調査し、そ

の考察を通し、環境変化が植物に大きく影響を及ぼしていることを理解し、他の生物に同じような

異変（変化）がないかを調べる糸口にする。また、植物の異変は、植物に止まらず動物の生活、分

布などの生態系全体に大きな影響を及ぼすことに気づかせる。私たちは、このような事実を正しく

理解し、生物保護、自然保全の大切さの理解を深め、これからの生活で改善・努力出来ることを考

え、実践する能力と態度を育むことをねらいとする。 
 

１．最近植物に何か異変（変化）は起こっていないか？ 

・草木の成長が早さに変化は見られないか。 

・森林ではほとんど見られなかったシュロが急に増えてきていないか。 

・サクラなどの花の咲く時期が変化していないか。  

・モミジの紅葉やイチョウの黄葉する時期が変化していないか。 

 ・米やリンゴ、ミカンなどに異変はないか。 

・南極や富士山などでの異変について聞かれないか。 

 

２． シュロとは？  

シュロ(ワジュロ)…本種は、単子葉綱、やし科の植物で、本来、南九州の原産ではあるが（中国か

ら移入されたという説もある）、広く暖地の庭園などに洋風樹木として植栽されている常緑高木

（５～10ｍ）である。幹は、暗褐色の繊維でおおわれ、葉は、葉柄が長く葉身が円い扇形に深

く裂け、先が折れて垂れ下がった雌雄異株の樹木である。花は、５～６月、葉の基部から肉質

の円錐花序を出し、黄白色の小さい花を多数つける。果実は、熟すと青黒くなり、冬季に小鳥

の餌になる。幹は鐘のつき棒に使われ、一昔前葉は葉身を編みハエたたきを作った。繊維は、

今でも植木などを結ぶときに使う「シュロ縄」として利用されている。 
トウジュロ…本種は、シュロに似た低高木（約４ｍ）。中国原産でシュロより丈も葉もやや小さく、

暖地の庭園に好まれて植栽されていた。葉は、短く垂れ下がらない雌雄異株の樹木である。幹

は、暗褐色の繊維で覆われシュロと同じように利用されている。 

           

         シュロ                      トウジュロ   

  （平成20年10月柏市 撮影:中庭） 
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３．シュロの植生に変化はないか？ 

学校の近くで シュロの生えている藪
やぶ

を見つけ、野外調査を通して実態を把握してみよう。 

《野外調査の方法》 

（１） シュロが生えている可能性のある比較的暖かい東～南側の斜面林などを探してみよう。 

（２） シュロの種類としては、シュロ、トウジュロとも観察の対象とする。シュロは、近年民家

近くで見られる。鳥は種子を食べても近くで排泄するため、人家から離れた森林では、暖

かい場所であっても生育している姿は見られない。 

（３） シュロを見つけたら、その高さを測定する。 

（４） 調査地域内でシュロ以外の植物について気づいたことを記録する。 

 

《シュロの丈
たけ

の測定法》 

（１） シュロの丈の高さは、幹の部分の地上からの高さ（葉の部分は入れない）を20ｃｍごとに

分けて測定し、個体数を調べる。調査には、測量用の20㎝ごとに赤・白色で示したポール

があると便利である。もしなければ、植木用の支柱（1.5～２ｍ）に 20 ㎝ごとにビニール

テープを貼りつけた棒を使うと調べやすい。 
（２） 調査区域は、班毎に分担し、時間を節約する。 
（３） 調査は、班内で見つける、測定、記録など分担して行うと能率的である。 
（４） 調査後、各班のデータを発表し、調査区域内のシュロの大きさ別の本数をまとめる。 
（５） 次の様式の調査用紙に、班ごとに本数を正の印で本数を記録する。  
 
調査表                                 
 
 

～20 
  ㎝ 

～40 ～60 ～80 ～100 ～120 ～140 ～160 ～180 ～200 

１ 班           
２ 班           
３ 班           
４ 班           
５ 班           
合 計           

 

《野外観察で注意事項》 

（１） 調査するため他人の敷地に入るときは、あらかじめ土地所有者の了解を取っておく。 
（２） 安全に十分注意する。 

① ヘビ、ハチ、毒虫に注意する。シュロの調査は、これらの動物もいない上、草も枯れ、落

葉し見通しの良い冬季が適している。 
② ウルシ、ツタウルシなどの植物は、触れるとかぶれる（皮膚が赤くはれてかゆくなる）こ

とがあるので注意する。 
③ わからない植物の実や葉などは、有毒なことがあり、絶対になめたり、食べたりしない。 
④ 崖や落石、切り株、枯れ枝等に注意する。 
⑤ 服装は、長ズボン、長袖シャツ、軍手などを身に付ける。 

（３） 記録は、わかりやすく事実を記そう。 
（日時、場所、形･色･つくりなどは写真やスケッチに、大きさ、他との関係、疑問、気づ

いたこと等） 
（４） 採集禁止区域（国立公園などの保護地域）は、観察と写真等の記録にとどめる。 
（５） 観察する際は、意識して一つでも多くの疑問や多面的に事実･関係を見つけよう。 
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《調査例》 

 調査日時 平成20年2月23日 

 調査場所 柏市増尾 芝浦工業大学柏中学高等学校内の斜面林 約600坪 

 ～20㎝ ～40 ～60 ～80 ～100 ～120 ～140 ～160 ～180 ～200 
本 数 154本 15  ３  ０  １  １  ０  ０  ０  １ 

 

４．調査結果の考察 

（１）考察のための参考資料 

  ①シュロは、本来暖地に自生する植物で、洋風庭園をつくるために植栽され、庭園以外では見

られない植物であった。果実は、冬季に青黒色になり、小鳥が餌として食べ、種子を近くの

森などに排泄する。 
  ②シュロの種子の発芽温度は、４℃以上といわれている。 
  ③シュロの成長速度は、近年まで関東地方付近では10年間で30㎝前後と言われてきた。 
  ④地球環境の変化（図1から図3） 

 
 
（２）考察の例 
  ①シュロの生育している場所は、東～南側の暖かい所に限られていることがわかる。 
  ②シュロは、丈の高さが20㎝以下のものがほとんどであり、成長速度をもとに考えると10

年以内に爆発的に繁殖したことを推測できる。 
③シュロが発芽できた場所は、鳥が運んだ種子が発芽できる4℃以上になったことがわかる。 
④10年間の温度上昇は、地球温暖化によると考えられる。 
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  ⑤気温の上昇変化は、ＣＯ₂の増加とほぼ一致すること、ＣＯ₂の増加は化石燃料の消費量の

変化と一致していることから、シュロの植生変化は化石燃料の消費増加により起こった地球

温暖化による影響と考えられる。 
  ⑥温暖化が進むと、シュロの分布が陽だまりの暖かい所だけでなく、更に他の場所にも広がる

ことが予想される。 
  ⑦シュロのような変化は、他の植物にも起こっている可能性が予想される。 
  ⑧植物に変化があることは、植物を食べる動物にも影響が出る可能性が予想される。 
  ⑨今後、温暖化の影響により生態系は、どのように変化するか予想できる。 
 

５．シュロのように分布を広げている植物はないか？    

東葛地域では、ヒサカキ、スダジイ、シラカシ、アカガシ、シロダモ、ユズリハなど暖地を好む

樹木が分布を広げ、森林は照葉樹林化している。 
（１）ヒサカキ…つばき科の樹木で、山地の林床

に見られ高さ10ｍ程になる。樹皮は暗褐色～

黒褐色で、葉は互生で長さが3～7㎝、表面

は光沢がある。3～4月に黄白色の花を咲かせ

ガスのような香りを発する。果実は直径4～5
㎜で11月頃紫黒色になる。東北地方まで分

布する植物であるが、東葛地域の暖かい森林

では、林床を埋め、光を奪い下草も生えない

ほど密生して生育するようになった。関東地

方では、生垣にしたり、サカキの代わりに神

事に使われている。 
 
（２）スダジイ…ぶな科の樹木で、福島県以西の

暖かい所に分布している。樹皮は黒褐色で、

葉は互生で長さが5～15㎝、裏面は灰褐色の

細かい毛が密生し樹高は20mにもなる。花

は、5月下旬頃強い香りを発する黄白色の虫

媒花を咲かせる。用途は、庭木、器具材、薪

炭材、パルプ、シイタケの原木等に使用され

る。堅果は、焼いて食べられる。東葛地域で

は、東～南斜面の暖かい所に群生して増えて

いる。林床は薄暗く、下草の生えない森にな

っている。 
 
（３）シラカシ…ぶな科の樹木で、福島県以西に

分布する20mにもなる樹木である。樹皮は

灰褐色で、葉は互生し長さ7～14㎝で光沢が

ある。花は5月頃咲き、雄花は5～12㎝の花

序となりたれ下がる。用途は、庭木、生垣、

防風林、街路樹、道具の柄、かんなの台など

に古くから使われている。東葛地域では、境

界木として利用されかなり太い木も見られ

る。シラカシの多い森林は、薄暗く下草の少

ない森林になっている。 
 
 

ヒサカキ 

スダジイ 

シラカシ 
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（４）シロダモ…くすのき科の樹木で、宮城県以西の

温かく湿潤な所に分布し、高さ10～15ｍになる。

葉は互生で長さ８～18㎝あり、若葉は両面とも

黄褐色の絹毛におおわれ、成葉は裏面が灰白色を

し、葉を切るとさわやかな香りがする。花は、10
～11月頃に黄褐色の小さい集まりを付け、果実は

翌年の10～11月に赤く熟す。昔は、種子の油か

らろうそくを作った。東葛地域では、東～南斜面

の暖かく湿潤な所に多く分布している。 
 
（５）ユズリハ…ゆずりは科の樹木で、暖地の林内に

生育する高さ10ｍになる常緑広葉樹である。 
葉は互生で長さ10～15㎝あり、春先に新葉が出

ると前年の葉が落ちるので譲葉といわれ、成長し

た子供に後を譲るのにたとえ、めでたい木として

しめ飾りに2枚の葉がつけられる。花は、5～6
月頃花びら・がくがなく、葯や柱頭の褐紫色をし

ている。果実は、長さが8～９㎜の卵状楕円形で

9～10月頃藍黒色に熟す。用途は、庭木、公園樹

として植栽され、葉は正月のしめ飾りに使われる。

東葛地域では、森林内に幼木が 
見られるようになり、温暖化の影響をうかがい知ることができる。 

（６）クスノキ…くすのき科の樹木で、暖地に成育し

20ｍ以上になる常緑高木である。樹皮は黄褐色で

短冊状に縦に裂ける。葉は互生し、長さ5～12
㎝の緑色で光沢がある。花は、5～6月頃黄緑色

の小さな花をまばらにつけ、果実は10～11月頃

直径8㎜ほどの球形の黒紫色に熟す。神社、公園、

街路樹などによく植えられている。用途は、建築

材、船舶材、彫刻材、家具材に使われるほか、防

虫剤の樟脳の原料に樹皮が使われている。東葛地

域では、本来植木や街路樹に植栽されていたが、

近年人家の近くで幼木が見られる。 

 

６．シュロと逆に少なくなっている植物はないか？ 

東葛地域では、モミ、カタクリなど寒冷地を好む植物がシュロとは逆に減少している。 
（１）モミ…まつ科の樹木で、寒冷地を好む氷河期に広く分布していた樹木である。高さは25ｍ

にもなり、真直ぐに成長する性質があり城などの通し柱にも使われていた。 
東葛地域のモミは、丘陵の上部に樹齢100年以上の大木があるが、それより小さい木は見ら

れない。モミは、氷河期の生き残りの樹木で逃げ場を失い丘の上でわずかに残っているが、年々

弱っているのが現状である。主な原因は、温暖化の影響で発芽や生長し難くなった他、個体数

が少なくなり受粉（風媒花）できず種子をつくりにくいなどが考えられる。 
（２）カタクリ…ゆり科の草本で、氷河期に広く分布し寒冷地を好む植物である。3月下旬～4月

上旬に赤紫色の可憐な花を咲かせる。昔は、鱗茎から片栗粉（デンプン粉）をとっていたが、

今はジャガイモのデンプンに代わっている。東葛地域では、逆井の北斜面にわずかに分布し保

護されている。30年ほど前には、北斜面のあぜ道などにも見られたようであるが、開発が進

み姿を消したのは大変残念である。 

シロダモ 

クスノキ 

ユズリハ 

（平成21年2月柏市 撮影：中庭）
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柏市増尾の丘陵の上に残るモミ（平成19年2月 撮影:中庭） 

           

        
           柏市逆井に残るカタクリ（平成20年4月4日 撮影:倉田智子） 

 

７．温暖化は、植物にどのような影響を与えるか？ 

（１）植物の分布は、北上するか、標高の高い所に移動している。仮に気温が2℃上昇すると、植

物の分布可能な気候帯は、高緯度方向に約300km変化するといわれる。種子植物の植生の移動

速度は、年間数10ｍから１㎞程度といわれ、温暖化により植生の移動がついていけず絶滅す

る種が出ることも予想される。 も移動の速い植物は、果実に綿毛をもち飛びやすい種子を作

るきく科の仲間であるといわれている。 

   富士山において1976年以降森林限界は、2,500ｍから2,600ｍに移動している。植物は、長

い年月をかけ環境変化に適応できるが、適応しきれないものは絶滅に追いやられる。 

   世界遺産の白神山地をはじめ本州のブナ林は、2080年頃までに絶滅が予想されている。 

   一方、夏でも氷で覆われていた南極大陸の海岸地帯は、温暖化の影響で今まで見られなかっ

たコケ類が繁茂し、一面緑色に覆われるという驚くべき異変が報道されている。 
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（２）農作物は、高温障害を起こし、栽培地域を変える必要に迫られている。 

  米…出穂後20日間の平均気温が26～27℃を超えると米粒が白く濁る「白未熟米」や「充実不

足粒」が増える現象が起こる。この品質低下の現象は、九州･四国･本州で起こり、北海道だ

けには見られなかった。今や米作の生産適地は北海道となり、他の地域では気候変化に耐え

られる新品種への切り替えと品種改良の推進が各地で進んでいる。 

 ミカン…九州の極早生温州ミカンは、高温と強い日射で表皮が硬く、色がうすれる「日焼け」

が発生し、西日本では、成熟期の高温･多雨により果皮と果肉が分離する「浮き皮」現象が

起こっている。2090年代のミカンの生産地は、長野県・青森県などの内陸部や日本海側に

移動すると予想されている。 

 リンゴ…東北・甲信地方で８～９月収穫した「つがる」という品種で日焼け現象が多く見られ

た他、着色が遅れ、色づきを待って収穫すると熟れすぎて、日持ちが悪くなる現象が見られ

た。同じ現象は、「ふじ」などの品種でも見られた。リンゴの着色は、27℃で少し赤くなり、

22℃で半分ほどが赤くなり、17℃ではじめて綺麗な赤い着色が見られる。現在の生産地は、

青森や長野であるが、2090年代は北海道が生産敵地の中心になると予想されている。 

（３）花の開花日と紅葉（黄葉）日の変化…桜（ソメイヨシノ）の東京での開花日は、40年前

に比べ、約10日早くなっている。また、カエデの紅葉日やイチョウの黄葉日は、50年前に

比べ約15日遅くなっている。 

 

 

              （環境省STOP THE 温暖化 2008より）                

 

８．分布の移動は、植物だけの現象か？ 

（１）草食動物は、同じ種類の植物だけを餌にしている動物があり、食草の分布が移動すれば餌に

する動物も移動しないと生きてゆけなくなる。 
（２）温暖化が進むと餌になる植物の開花や虫の発生ピークが早まり、渡り鳥など雛を育てる時期

がずれてしまい繁殖できなくなる。 
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（３）植物の開花が早まっても、花粉を運ぶ昆虫などの発生が遅れると、受粉できなくなり、果実

が実らず、繁殖できなくなる植物も出てくる。（北海道のエゾエンゴサクとハナバチ） 
（４）東北地方のオオタカは、草の成長が早まり、雛に食べさせるウサギやネズミが隠れやすくな

り捕獲しにくく、雛が餓死してしまう事態が見られた。 
（５）温暖化が進み、平野で生息していたサル、シカ、キツネなどが高山にまで分布を広げ、キツ

ネは逃げ足の遅いライチョウを食べ、絶滅している高山が見られる。（南アルプス） 
（５）北海道などに生息する植物や動物は、移動できる陸地がなくなり、移動できない生物は絶滅

する恐れがある。（ナキウサギ、レブンアツモリソウ、リシリヒナゲシ） 
（６）北極に生息するシロクマは、氷上で獲物を取るが氷がなくなると餌をとれず絶滅するか、他

の種類の熊と雑種を作り、種の存在が脅かされる。（グリズリー（灰色熊）との雑種が見られ

ている） 
（７）シカなどは、温暖化による少雪により越冬できる個体が増え、個体の激増により分布が広が

り、高山植物や植林した樹木などを食い荒らす食害が増加している。（尾瀬ヶ原、南アルプス） 
（８）平均気温の上昇は、熱帯性の動物の分布拡大につながり、ハマダラカによるマラリア、ネッ

タイシマカによるデング熱の患者の増加が警告されている。 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省 STOP THE 温暖化 2008より） 

 

９．私たちに出来る温暖化防止 

①電気の使用量を減らそう。（冷暖房の温度調節、待機電力を減らす、省エネ型の電気製品・電球

の交換、家屋の断熱を高める） 
②自動車の使用を減らそう。（自家用車の使用を減らし自転車・公共交通機関の利用、地産地消を

進める、賢く運転する、省エネ型自動車の利用） 
③水道の使用量を減らそう。（蛇口はこまめにしめる） 
④過剰包装・レジ袋を断ろう。（ごみを減らす、リサイクル製品の積極的利用） 
⑤森を大切に守ろう。（紙や木を無駄にしない、森林ボランティアへの積極的参加） 
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