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ケニアの森林

浅 川 澄彦

まえがき

かつては遠い大陸だと思っていたアフリカに， 1987年以来毎年足を運ぶこと

になった。 国際協力事業団がケ ニアで実施している社会林業訓練プロジェ クト

で進めている半乾燥地の造林について意見をいうのが当初の主な仕事であっ

た。初めて訪ねた年，あいた時間に相手機関，ケニア農業研究所 （実際は同所

の林業部，後の森林研究所）の図書室で文献を探していたところ，『東アフリ

カ ：人々と資源』という総説のようなものが見つかった。少々古いものではあ

ったが，なかなか興味深い内容で，東ア フリ カ3国 ケニア ・ウガンダ・タ

ンザニアの概要を知るのにはとても良い参考書だと思った。その時には読み切

れなかったので，その後の機会に何度か探してみたが，残念ながら以来行方不

明とい うことで，結局再びお目にかかることはできなかった。ここでは，その

時に読むことができた同書の「自然植生」（Trapnell& Langdale-Brown 1969) 

の部分を紹介し，それに私の見たケニアの森林の事例を添えようと考えた。 何

分，限られた期間に点と線を見ただけなので，表面的な内容になることはさけ

られないが，ケニアの森林－林地の実情の一端を知っていただけたら幸いであ

る。

ケニアの国土は約5,700万haで，日本の約1.5倍， 4°40’Nからど40’Sの聞に

位置している。 FAO(1993）によると森林率は2.1%とされているが，1987年

の森林局の数字（後出，表 1）では3.2%になるし， 6.3%とする資料もある。

いずれにしても森林面積は極めて少ないことになっているが， これは 「公示さ

れた森林」（gazettedforests）の割合で，実際の林地の割合はもっと大きいよ

うに思われる。そ してその林地に，いろいろなタイプの植生が成立している

が，ここで紹介する植生タイプと閉じ区分を示した図は見当たらないので，図
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アフリカ全図

図1 ケニアの気候区分 蒸発量を考慮した Thornthwaiteの区分による図を簡略化。黒

塗り部分（Moist,sub-humid and humid），白抜き部分（Drγsubhumid/Semi arid), 

点々部分（Arid）で，点々部分には Semi-arid区域がパッチ状に点在するがここで

は省略した。 （Obara& Ogonda 1990) 

lにごく大まかな気候区分を引用して，この国の水分環境を理解していただく

ことにしたい。これを見ると，この国の北西部から北東部を経て南東部にいた

る，国土のほぼ 3/4が乾燥気候であることが分かる。一方，図 2は公示された

森林の主要な部分である保護林 （ForestReserves）の位置を示しているが，こ

れを見ると，中央部から西～西南部にかけた高地に森林がパッチ状に残されて

いる。 トルカナ湖から南に下がる中央地溝帯より東側の森林まで含めることが

できるかどうかは定かではないが，少なくとも中央地溝帯の西側はウガンダに

連なる森林帯で，農地化によってノミッチ状に残されたものであろう。なお，上

述の乾燥気候の地威にも一部の山塊に森林が残されていることが分かるが，そ

の典型的なものが後で説明するマルサビットである。ちなみに，保護林には人

工林も含まれている。

1. 文献にみるケニアの植生

東アフリカ共同体3ヵ国の摘生は，大まかに次のように 7区分されている。

①高山植生（HighMountain Vegetat削 1）， ①森林 （Forest），③ ウッドランド
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山ン山 、 、：ケニア山

カカ什弘、ぷ；

図2 ケニアにおける保護林 （ForestReserves）の所在（Oj即 nbo1978) 

(Woodland），④サパンナ（Savannah），①ブッ ゾュランドおよびシケット

(Bushland and Thicket), R半砂漠植生（Semi-DesertVegetation），および⑦草

原および湿原（Grasslandand Swamp）で，以下これらの植生区分の特徴を述

べる。

①高山植生－

標高によって区分されている主要な植生帯は 3本で，最上部の高山帯（the

uppermost Alpine belt），亜高山帯またはツツジ帯（Ericaceousbelt），および森

林帯（Forestbelt）である。約3,000m より上にある 2本のベルト ，高山帯と

E高山帯は普通には Heathand Moorlandとよばれているが，湿潤条件につい

ては，乾燥したキリマンジャロの上部から，いつも雲がかかっているルウェン

ゾリ（ウガンダの南西部）まで広い隔があり，このために植生も変化にとんで

いる。ここではごく簡単に述べるが，高山帯には，よく知られた巨大セネシオ

(Senecio）属（キク科），ロベリア （Lobeli悶）属（キキョウ科）の植物が見られ

る。 2,400m～3,000 mの湿つた山地帯には山地竹 （Arundi口nar悶 al戸

純林か竹の混交する森林が見られる。
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笹森林 （Forest): 

東アフリカ でいう Forestは，数層の高木層からなる閉鎖林で，ときに巨大

高木層が見られる。その結果と して密な林冠が形成され，草本層の発達が妨げ

られてし、る。林冠はしばしば非常に厚く ，低い部分でも 17～20m を超え，巨

大高木層は50m を超えることもある。しかしある地域では， 巨大高木は点在

するが，林冠が8～17m 以下のはるかに樹高の低い森林植生に変わる。これ

らの森林は常緑または硬葉，半落葉，落葉といったタイ プに分類するべきであ

るが，この報告が書かれた時点ではまだ十分な知見がなく， 出現する高度によ

って， 1,800m以上の山地林と，これより低い中間および低地林に分けられて

いる。それぞれに湿潤なタイプ（し、わゆる降雨林）と乾燥が厳しレタイプが認

められている。これらの森林は，かつてはケニア ウガン夕、の一部に広く分布

していたらしいが，現在では東アフ リカでは極めて限られた地域にしか残って

いない。広大な森林は農地などに転換され，ケニアでも遊牧民による火入れや

計画的な開発によって消失してきた。このような森林はとくにケニアではもう

ほとんど残っていない。

② 1.山地林 （MontaneForest) ：湿潤な山地林は， その上限のあたりにい

わゆる lowforestを含んでおり， Hagenia（パラ科）, Myrica （ヤマモモ科），

A｝トocrania （ミズキ科）などの樹木が見られるが，大部分は降雨林といえる常

緑性から半落葉性の highforestである。ただ しこれらの降雨林には板根性の

樹種は少なく，その点ではし、わゆる降雨林の相観とは異なっているが，下層に

は大型の，柔らかし、葉をも った種が多く含まれる。優占種によっていくつかの

タイプに分けられているが， 詳しくなりすぎるのでここでは省略する。乾燥し

た山地林は硬葉樹林で，常緑の硬葉樹が優占しており，降水量が1,400mmか

ら760mmあるいはさらに640mmに減少するにつれて高林から低林までいく

つかのタイプがある。この種の森林はケニアに最も広く見られる。このタイプ

の中では，湿潤な highforestで、はJunψerusprocera （ビャ クシンの 1種）が優占

しており， PodocaゆusmilanjianusまたはPgracilior （し、ずれもマキ科）, Olea 

hochstetteri, 0. ψicana （ともにモ グセイ科）および Cassipoureaspp. （ヒルギ科），

Nuxia congesta （フ ジウツギ科の近縁）, Dombり1agoetzenii （アオギリ科）なども混

生するが，ときにマキ類の純林も見られる。ケニアではこのほかにAlbizia-

Po加cias（ウコギ科）および Oleawelwitschii （モクセイ科）のタイプも知られ

ており， P印刷「Podocarpus型を経てもっと乾いたタイ プに変わる移行型と考え
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られている。湿潤なタイ プが見られるところの年間降水量は1,400mmから

2,000 mmの範囲である。

この区分にはいる森林の主な組成種は， Aningeriaadolfi：斤iederici（アカテツ

科）, Ocotea usambarensis （クスノキ科）, Podocaψus milaTI)・ianus（マキ科）, Entan-

drophragma excelsum （センダン科）, Prunus a｝トicana（アフリカザクラ？ ) , Croton 

macrostachyus （トウダイグサ科） , Albizia gumm£ρra （マメ 科 ）, Macaranga 

kilimandscharica, Neoboutonia macrocalyx （ともにトウダイグサ科）などのほか， Gas-

Sl戸ourea （ヒルギ科）, Po加cias（ウコギ科） , Cono戸haモyngia （キョウチクトウ

科）, Casearia （イイギリ科）などの各種の樹木も見られる。

もっと樹高の低いのは乾燥型のビャクシン林で， 0.africana （モクセイ科），

Teclea simpl何folia （ミカン科）, Euclea divinorum subsp. keni印刷（カキノキ科）が

混生しているが，また OleaとCassipoureaspp. が優占するようなタイプもあ

る。この型の中で最も乾いた林は成長が著しく抑えられており，常緑の低木林

に位置づけることもできる。

告）－2.中間および低地林（Intermediateand Lowland Forest) : high forestの

ほとんどすべては中間および低地にある湿潤な森林で， しばしば巨大高木や板

根をもっ樹種が生育している。このタイプの森林は完全に常緑性というよりは

むしろ半落葉性である。典型的なコンゴ型降雨林はウガンダの西部に見られる

が，ケニアの同類の森林では Crotonmegalocaゆus（トウダイグサ科）が優占して

おり，とくにケニア山の周辺ではNewtoniabuchananii （マメ科ネムノキ亜科）

が優占している。海岸に沿った低地にも highforestが残っているが，これら

の森林には Sterculiaappendiculata （アオギ リ科） , Chlorophora excelsa （クワ科），

A ntiaris toxicaria （クワ科） , Khaya nyasica （センダン科）, Newto1叩 paucij・uga,

Trachylobium verrucosum （マメ科ジャケツイバラ亜科）などが見られる。乾いた

半落葉性の highforestは， ケニアではナイロ ビ周辺に分布しているが，この

あたりの降水量は900mmから1,000mmである。これらの半落葉性林の優占

種は CrotonmegalocarpusとBrachylaenahutchinsii （キク科）で， Calodendrum capense, 

Teclea spp. （ともにミカン季~）， Stワchnoshenn 

abyssinica （カキノキ科）など多くの随伴種が見られる。ケニアには，

Cynometra webberi （マメ科ジャケツイバラ亜科）が優占し， Manilkarasulcata （ア

カテツ科）と Brachylaenaが混生するタイプと， Manilkaramochisiaおよび同属の

他の種が優占し， Diospyrosbusseiなどが混生するタイ プとあり ，後者はおそら
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く常緑の bushlandのレベルに向けて移行しつつあるように思われる。このタ

イプには Combretumschumannii （シクンシ科）が普通に混生する。

前記の降雨林にはのnometraalexandriが含まれ，またこの地域には Parinartα－

celsa （パラ科）の優占する林も見られる。 そのほかのウガンダの森林を特徴づ

けているのは Celtisspp. （ニレ科）で，重要な随伴種には Entandro戸hragma,

Chrysophyllum （アカテツ科）, Aningeria alt山ima （アカテツ科）, Olea welwitschii, 

Dioφryros abyssini叫 Albiziaspp., Maesopsis eminii （クロウメモドキ科）などがあ

る。タンザニアのある地域ではAllanblackiastuhlmanni （オト ギリ ソウ科）お

よび lsoberliniaschejfl.eri （マメ 科ジャケツイパラ亜科）が優占し，Newtonia,

Parinariが混生している。これら以外に Chlorophoraの高木が突出する林冠の低

いネムノキ林はウカPン夕、にも残っているが，これに対比できるのはタンザニア

のマコンデ（Makonde）高原にある， Pteleops訂作iy均folia（シクンシ科）の混生

する Albizia-Chlorophora林である。 このような森林のある地域の降水量は1,000

mm  （海岸 ビクトリア湖地域）から1,900m mの範囲である。

これらの森林がある地域の降水量は少ないが，どれも本当の乾燥タイプでは

ない。そのほかの中間および低地乾燥林は基本的には低林で， とくに海岸地方

によく見られる。タンザニアの海岸林についてはさらに研究が必要で‘あるが，

Cynometra-Brachylaena, Manilkaraおよび Pteleo戸市（シク ンシ科）が分布している

タイプがあると考えられており，最後の型は Brachystegiawoodlandいわゆるミ

オンボ林へ移行中のものであろう。

①ウッドランド（Woodland): 

樹冠がだいだし、触れ合い，ほぼ連続的な林冠を形成しているような 1層また

はせいぜい 2層の樹木群をし、う。個々の樹木は広がった樹冠をもち，林冠の高

さは 7mから15m，せいぜい18m どまりである。林冠を構成する樹種は普通

落葉性で， 1年の うち数ヵ月は着葉していない。この種のウッドランドでは，

イネ科草本が地表を覆っており，それに広葉草本と低木類が混生する。その組

成は林冠の閉鎖度合によ って影響される。ケニアには 2種のウッドランドがあ

るo

R-1. ミオンボウッドランド（MiomboWoodland）：このウッドランドは南

アフ リカでは最も広大な植生型であり，東アフリカにおける分布は，長くて厳

しい乾季をもち，夏に 1回の雨季をもっ季節風型の地域に対応している。その
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植物相の大部分はこの気候型に生理的に適応している。もっとも目覚しい特徴

は，雨が降り出す前のフラッシュ（芽吹き）で，乾季の末期に向けて新葉を聞

くだけでなく，しばしば開花さえみられる。聞けた区域で、は草が盛んに成長

し，しばしば野火の頻度を高める。しかし長い間信じられてきた“ミオンボ

が野火によって誘導されたタイプである”とし、う見解はまだ実験的には証明さ

れていない。優占しているjulbernardiaやBrachystegia（~、ずれもマメ科ジャケツ

イバラ亜科）の樹種は萌芽力が強いが，下層の構成種や周辺のサバンナの樹種

よりは耐火性は低いように思われる。このウッドランドの均質な林冠は，互い

に近縁であるJulbernardi肌 Brachystegia両属の樹種がほぼ完全に優占している。

前者の属では］.glob仲間がずばぬけて分布が広く， ］.paniculataは僅かにタン

ザニア南西部に広がっている。 Brachystegia属で最も分布が広いのはB sp何for-

mzs, S. boehmiiの両種である。ケニアの海岸地方にはAβeliaquanzensis （マメ科

ジャケツイパラ亜科）を混生し，下層にはjulbernardiamagnistipulataを含みB

spiciformisを優占種とするウッドランドが小規模に出現する。非常に湿潤な立

地条件，あるいは非常に乾いた立地条件でのミオンボ林は，林冠を構成する

Brachystegia属の樹木と，常緑あるいは落葉性の thicket型植生とが混在するこ

とがある。このような thicketwoodland混在型の植生はいわゆる低林 lowfor-

estに近い。

タンザニア南西部にはB longifoliaがみられる。なお一部ではB manga, B . 

.ftoribunda, B. microphyllaなどが優占している。上層木を構成するその他の樹種と

しては， Pterocarpusangolensis （カリンの 1種）, Albizia antunesiana, Pericopsis an-

go加 sis(Afrormosia angolensis，マメ科ソラマメ亜科）, Burkeaψicana （マメ科ジャ

ケツイパラ亜科） ' Eヮthゆ hleumajト印刷im（マメ科，ジャケツイバラ亜科），

Parinari curatellijolia （パラ科）などがある。下層にはS即 artzia（マメ科），

Diplorhynchus （キョウチクトウ科） , Pseudolachno砂Lis（トウダイグサ科），

E秒間nocardia（同科？ ) , Ua戸aca （同科？ ) , Monotes （フタパガキ科）などの

ような弱小種も含まれている。このようなウッドランドはほぼタンザニアに限

られるが，西部ナイルに Isoberliniadokaが局所的に出現しており，これとよく

似た組成のタイプがウカ、ンダにも見られる。

③－2.その他のウッドランド（Otherwoodland types）：かつてウガンダに典

型的なウッドランドの相観を示す植生があったが，その主要なものが Termina-

Lia savannah woodlandとよばれるものである。この植生の優占種は T glau 
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cescensで， Albizia zygiaや Combretummolle，その他の落葉樹が混生していた。 面

積的には少ないが， A.zygiaを優占種とするウッドランドもあり，このタイプ

はAlbizia-Chlorophora型森林と関係がある。これらのほかに，地域的にはウッ

ドランドとみなせる 2,3のアカシア型もある。この型の主要な例としては山

地型アカ シア植生があり， Acaciaabyssinica, A. lahaiが見られる。この型の植生

はケニアでは高地に出現するもので，おそらく Forestのあとに現れる 2次林

的な植生であろう。この他では，ずっと低いところに出現するアカシア類で，

A. polyacantha subsp. campylacantha, A. xanthophloea, A. tortilis subsp. spirocaψaなどの

アカシア類の閉鎖林がある。これらのアカシア類は乾燥が進む沖積性の平坦地

に見られる。このカテゴリーのウッ ドランドに出現するアカシア類は20m に

達する Acaciaelatiorから， 2m前後の A.paoliiまで幅が広L、。

④サバンナ（Savannah)

サバンナとし、う用語は当時，丈の高い草本植物の中に高木と低木が疎開して

点生する植生を表わすのにアフリカで広く用いられていた。ここでし、う草本植

物は，家畜に食われていなければ80cmを超える草丈があり，普通，茎生葉を

もっ多年草である。このような状況から，この種の植生より少し疎開したタイ

プは tree and shrub savannahとよばれ，逆に木本の多いタイプは savannah

woodlandまたは，より正確には woodedsavannah (savane boisee）とよばれた。

しかし木本植物が被度50%を超えることは滅多になく，樹木は林冠を形成す

るというよりはむしろ草の中に立っているとし、う状態である。樹木は時に 9～

12 m tこ達することもあるが，一般には小さく， ひょろ長い樹形で，普通は落

葉性である。

このタイプの植生には woodedgrasslandという用語も用いられているが，

この用語は草丈についてとくに規定しておらず，より疎開したタイプとされる

bushlandも含んでしまうように思われる。実際，この 2つのタイプを分ける

基準については議論の余地があり，乾いた地域で、サノミ ンナとされてきた植生を

どちらにいれるべきか判断が難しい。

実際，サバンナとされているすべてのタイプの植生はしばしば野火に遭遇し

ていて，その程度は草丈に比例しており，木本性の構成種の多くは耐火性であ

る。この種の植生は 2つに分けられている： (1）繰り返される野火の影響で，よ

り疎開したとはし、え，組成的には本来の植生との聞に大きな変化が認められな
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いタイプ，（2)forestまたは thicketのよ うな閉鎖型の植生から変わったことが遺

存種によって分かる 2次的なサバンナまたは誘導されたサバンナである。現在

のところ，ウガンダとケニアのあるタイプのサパンナについてはこの区分が可

能である。

加えて，サノミンナのような相観をも った一連の 2次植生があるが，それらの

組成種は本来の意味でのサバ ンナの種でなく， forestなどの閉鎖型植生が破壊

された後に再生したものである。このようなサパンナ型の植生は人口密度の高

い地域に見られるが，そのようなところでは，火入れや放牧の有無とも関わり

ながら伐採や耕作が影響を与えている。相観はもちろん非常に変化にとんでお

り，半草本性の植生から，耕地の聞の島状地に孤立する樹林まで多様である。

也〉ーI. シクンシサノミンナ（Combretum savannah）：東アフリカの主要なサノーン

ナは低木サバンナか，一部は各種のシクン・／属樹木によって特色づけられてい

るサノミンナウッドランドで， Czeheri, C. molle, C. binderanum, C. ghasalenseが最も

普通である。大型の葉をも ったモモタマナ （Teγminalia）属の樹種，とくに T

mollis, T. glaucescensは湿潤な地域に，小型の葉をも った種は乾いた地域に見ら

れる。後者の代表的な種は，ケニア・ウガンダでは T.bro削 ii，タ ンザニアの

季節林地帯では T sericeaである。随伴種には極めて多種の低木類が含まれる

が，これらは地域によって異なってお り，数種類のサブタイプがある。季節林

地帯には特徴的な組み合わせがあり，シクンシ属の樹種とマメ科ソラマメ亜科

の樹種，とくに Ostヮoderrisstuhlmannii, Pericopsis angolensisが混生している。これ

らのタイプとは別に，比較的普通の随伴種としてはれlex （クマツズラ科），

Maytenus （ニシキギ科） , Ozoroa, Lannea （し、ずれもウルシ科） , Piliostigma （マ

メ科，ジャケツイバラ亜科）などがある。ウガンタでは，シクンシ植生はAl-

bizia砂>giaやアカシア類が混生しており， 一方，ケニアでは Rhus（ウルシ科）

や Euclea属（カキノキ科）の樹木が多い。より乾燥した周辺部では， Albizia

amara subsp. sericocephalaゃある種のアカシア類， Commψhora属（カンラン科）

の樹木がはいってくる。 Commψhora属では， C q斤icanaまたは C.mossamb-

icensisが多い。これらの樹木は，めμ同 enia属（イネ科）が優占している丈の

高い草本群落の中に立っている。

④－2. アカシアサパンナ （Acaciasavannah）：サノミンナのカテゴリーにはい

る東アフリカのたいていのアカシア植生は，特殊な土壌 ・排水条件と関係して

いるか，ほかの植生タイ プから変わった 2次的な性質をも っているように思わ
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れる。このような一般論に含められないのは，主にケニア南部に見られるある

種のアカシア型の植生で，ここで見られるのはA.senegal, A. gerrardii, A. seyal, A 

nilotica subsp. subalataで，これらがカルカヤ類の草本層に出現する。この型を

除いた本来のアカシアサバンナは，氾濫原や川畔の沖積層，黒色粘土の平坦

地，季節的に滞水する土壌，タンザニアでは“ハードパン”と記載されている

各種の土壌に見られる。これに含まれるのは，主にウガンダの湿潤な立地では

d 戸olyacanthasubsp. campylacanthaのサノー ンナ，黒色粘土のところではA.sりal,

A. drepanolobiumおよび同類のコブアカシア類 （gall-Acacia）のサバンナ，およ

びもっと暑く，もっと乾いた地域の、氾濫原で、はA tortilis subsp. spirocaψaのサ

バンナである。一部の黒色粘土地域および氾濫原では Bala則的属の樹種が混生

する。

2次的なアカシア植生は， シクンシサノくンナ地域にも出現するが，かつて常

緑または半常緑の bushlandand thicket型の植生であった地域に広く知られて

いる。ある種の土壌では， A hockiiも出現するし，同様に誘導されたA.seyaト

Balanites型， A drepanolobium型もあるが，このクラスの中で最も広く見られる

のはA gerrardiiである。A polyacanthaは，ウガンダの湿潤な地域ではAlbizia

属の樹種と，ケニアのハイ ラン ドではAcaciaabyssinicaおよびA lahaiと，タン

ザニアの一部の地域ではA.sieberianaと，もっ と乾いた立地では， d tortilisな

どと混生して2次的な役割を果たしている。 混生する樹種は無論，それまでに

存在した植生型によ って異なっている。

④－3.その他の広葉型サバンナ（Otherbroad-leaved types）：ウガンダの一部

では，シクンシ属の樹木は Butyrospermumparadoxum var. niloticum （アカテツ科）

によって優占種として取って代わられる。このタイプには，シク ン、／属の樹木

や Terminaliamollisが混生してはいるが，西アフリカ のサパンナによく 似た高

木サノミンナおよびサバ ンナウッ ドランドとは区別できる タイプである。ケ ニア

南西部で同様に，シク ンシ群落の優占種は Pari問 ricuratellijoliaになるが，一

方，タ ンザニア南部には Parinariサパンナウッ ドラ ンドという 明白なタイプが

ある。その他の広葉型サバンナは，野火によって繰り返し焼かれた，かつての

森林地域に見られる。海抜の高いと ころでは，これらはいろいろな型の高木・

低木サノミンナを含んでおり，それらのサパンナに特徴的な樹種は Protea,

Faurea ( ＼， 、ずれも マヤモ ガシ科）, Dombeya （アオギリ科）の各属の樹木であ

る。また Rhusnatalensis, Ozoroa reticulata ( ＼，、ずれもウルシ科）とともに最も目立
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つ組成種である Eヮthrinaabyssinica （デイコの類）の混生するサノミンナがある。

そのほか，ケニアの海岸地帯には Ozoroa(Heeria) Annona （パンレイシ科）と

いうタイプのサバンナもある。

④ 4 サバ ンナ的植生（Savannah-likevegetation）：ウガンダとケニアでは

人口密度の高い地域にサノミンナ的な群落があることが知られているが，タンザ

ニアではまだ知られていない。これらの多くには，森林に由来することを示す

明白な証拠がある。例えばウガン夕、では， Pennisetumpurpureum （ネピアグラ

ス）の高い植生の中にAlbαiazygia, A. coriaria, Acacia po加cantha,Combretum属の

サバソナ組戒態と混生して， Chloropho叩， Antiaris,Maesopsis, Canarium schweirifu：ト

thii, Spathodea cam仰nulataが点生している。ケニアの類似の地域には普通，海抜

の高いところの山地性のアカシア類を含めた一連の樹種の聞に多くの Croton

mαcros加 hyusや Vernoniaauγiculifera （キク科〕が存在しており，をためidelia

mzcrantha （トウ夕、イグサ科） , Harungana madagascariensis （オトギリソウ科），

Sa戸山m ellipt山 m （トウ夕、イグサ科）などを混生する Albizia群落もある。おそ

らく，この種の植生の中には，丈の高い Panicum（キビ属）の草本植被を伴っ

たサバンナと林木の混生群落の中に，ケニア海岸地方の湿潤低地サパンナがあ

り，そこにはAfzeliaやAlbizia属の数種が含まれている。同様なサバンナ的植

生は，耕作された半常緑の thicket地域に見られ，ケニアでは Turraearobusta 

（センダン科）などを混生する Albiz悶 coriaria型と， thicketに由来する乾燥型

Acacia sりalBalanites混生群落を含んでし、る。

①ブッシュランドおよびシケッ ト （Bushlandand Thicket) : 

東アフリカの広大な面積はやぶ状の生育形，すなわち基部から枝がフォーク

状に分岐した低木の層で・覆われている。このグラスの植生のあるものは常緑か

部分的に常緑であるが，半乾燥地域を占めている最も広大な bushlandsは落葉

性で，しばしば練を備えている。大型の枝下の高い幹をもった高木も見られる

が，低木の層の一般的な厚さは 5～10m である。半乾燥地域では普通，革本

層の丈はサバンナのものより低く，たいていは疎らで，基部に着葉が多く， 1

年草の種類が多し、。草本層の厚さは地表の表面侵食によってしばしばさらに貧

弱になる。このクラスの植生は木本植物の密度が高いことから，ナイロビ会議

の後は，それ以前に決められた用語の steppeよりもむしろ bushlandという用

語のほうが採用されている。ただしこれには， treeand shrub steppeにあたる，
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より疎開した植生も含まれる。関連した用語 thicketは，小枝の多し、小高木・

低木がずっと密に集ま った植生を指しており，樹高は bushlandと同じか低い

位で，校は絡み合う傾向がある。このような thicketはしばしば密度が非常に

高く，野生動物を除いて入り込むこともできないほどで，その後草本層も消え

てしまう。生態学辞典（1983）では低木密生林としているが， Bushlandの定

訳がないので，ここでは仮名読みとしておく。

bushland地帯の野火は普通，サノミンナ地帯よりもはるかに頻度が少なく，

被害もずっと少なし、。しかしながら，常緑または半常緑のこの種の植生が焼き

つくされる とサノミ ンナに変わり，いくらか高い樹木または良質の草本性植被の

あるところでは両植生の聞の境界線がはっきりしなくなる。また，lowforest 

に由来する二次的なものもあり， Gillman(1949）は woodland/bushlandinter-

mediateという区分に含めている。乾燥がひどくなると，落葉性の bushlandは

次第に半砂漠植生に移行する。

⑤ー1.常緑および半常緑型 （Evergreenand Semi evergreen types）：常緑およ

び常緑－落葉の混交したこの植生クラスは，かつてケニアの乾燥地帯やビクト

リア湖・ナイル川流域の一部に広く存在したものと思われる。ケニアに残って

いる常緑の bushlandsには，丈の低い Oleaajトzcana（モクセイ科）, Acokanthera 

schimperi （キ ョウチクトウ科）, Euclea divinorum subsp. keni印刷 （カキノ キ科）の

ほか Rhusnatalensis （ウルシ科）, Scutia myrtina （クロウメモドキ科）, Carissa edu 

Lis （キョウチクト ウ科）などが見られる。しかしこれらの bushlandsは Tar-

chonanthus campho悶 tus（キク 科）の落葉性 bushlandかま たは Acacia・Tarchonan-

thusサバンナによって置き換えられている。ナイル川流域の半常緑植生は low

thicketの相観を示しており， Harrisoniaabyssinica （ニガキ科）, Grewia spp. （シ

ナノキ科）などを含み，また Tecleanobilis （ミカン科） , Rhus natalensis, Canthi 

um （アカネ科）, Popo山 ・a （パン レイシ科）, Carissa, Tricalysia （アカネ科）も混

生し，ケニアでは Eucleaschimperiが混生し，二次的にAcaciabr即時間や Euphor-

biaも混生した豊かな植物相で‘ある。これらの thicketsがサノミンナに変わって

いるところも結構広い。海岸に近い常緑の bushlandの構成種には， λ!fanilkara

sulcata, Sidero砂Loninerme subsp. d削 pyroides(1,、ずれもアカテツ科）, Cassine s巾 vein-

furthiana （ニシキギ科）などがある。二次的な海岸タイ プの植生には，普通の

構成種のほかにかideliacathartica, Securinega virosa ( ＼， 、ずれもトウダイグサ科），

Rhus natalensisなどがある。
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⑤－2.落葉型シケット（Deciduousthicket）：この種の植生の代表的なものは

多くの Maerua属（フウチョウソウ科）樹木で， λ1aen angole削 is（サンブル，

ソマリア， トルカナに分布）, M. johannisが知られている。

①－3. コミフォラ低木林（Commiphora thicket and bushland）：この区分に含

まれるのはAcaciatortilisとCrotondichogamusである。この種の植生は300～

2,200 mの標高にある乾いたサイトでは珍しくなし、。

⑦ 4 混交アカシア低木林（MixedAcacia B山 hland）：ケニアの中央部およ

び北部の乾燥した地域に見られる植生で， Acaciamelli耐久 A senegalなどがある。

実際，南部の中央地溝帯ではA melli作m が群生している。

⑥半砂漠植生（Semi-desertvegetation) : 

このタイプの植生は北部に見られる。媛化した低木が著しく疎立し，雨が降

った後に疎らに草が生える以外は裸地状のところが多い。優占している低木は

例えばAcaciareficiensで，普通には 3m程度の高さであるが，ときに樹高は 9

m に達し，樹冠頂が平たし、樹形を呈することもある。

⑦草原および湿地（Grasslandand Swamp) : 

主要な草原の 1つは山地草原で，その例はケニアのハイランドタイプであ

る。主な草種は Themedatriandra （メガルカヤ） , Cynodon dactylon （ギョウギシ

パ），およびPennisetumpuゆureum（ネピアグラス）である。）｜｜沿いの湿地や，

潮間帯にあるマングロープ湿地などもこの区分にいれられている。

2. 訪ねた森林植生の事例

森林植生はこのように区分されてはいるが，実際に各植生区分がどのくらい

の面積であるのか，著者が調べた範囲では具体的な数字はみつからなかった。

少々古い数字ではあるが， 1987年に出された森林型と所有形態別の面積は表 1

のとおりで，別な資料によると，人工林は約18万haとされている。ちなみ

に，「まえがきJで触れた文献によると， 1960年代の終わりに森林局が管理し

ていた林地は約173万 haとされている。残念ながら，表 1と同じ区分に分け

られていないため，両者を対比することはできないが，この20年間には大きな

変化はなかったとみても差し支えないように思われる。つまり，「公示森林」

に関する限りでは， 1960年代の終わりにはすでに現在とほぼ同じ状況になって
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表 1 森林型と所有形態別の森林面積

森林型 国有林 公有林
Forest Estate County Council 

閉鎖林人工林 746,000 207 ,000 

疎 林 266,000 73,000 

竹 林 124,000 26,000 

無立木地・草地 157,000 47,000 

マングロープ林 45,000 。
混 成 林 。 。

メ口込 Z十 1,338,000 353,000 

総 言十 1,815,000本

注 I. 出所は KEFRINEWSLETTER NO. 2, May-June 1987 
2. ＊出所によって170万 ha～220万haの幅がある。

（単位 ha)

民有林
Private Forest 

。
。
。
。
。

124,000 

124,000 

おり，それ以後は比較的良好に保全されてきたと考えてもよさそうである。な

おこの表では，ForestEstateを国有林と訳出したが，むしろ森林局が管理して

いる土地といった意味で，この中に無立木地・草地が含まれているのはこのた

めであろう。

はじめに述べたように， FAO(1993）の統計では，ケニアの森林率は 2%強

とされているが， この表によれば3.2%で，どこまでを森林とみなすかによっ

て変わるようであるが，いわゆる gazettedforest （公示林地）はこの表では，

閉鎖林－ 人工林と民有林の混成林を加えたものと考えてよさそうである。そし

て閉鎖林の内訳が約20箇所の保護林であろう。圏内を車で走る と，国道の周囲

だけでも広大なウッドラントやブッシュラン ドおよびシケットがある ように思

われるが，これらは森林面積には含まれていないよ うである。 ここでは， 1988

年， 1989年に筆者が実際に訪ねる機会があった 2つの保護林と，現在試験植栽

が行われている林地 （公有）について簡単に紹介したし、。

①マルサビット（Marsabit）の森林植生

ケニア北部に位置するマルサビッ ト保護区内の森林である。 この区域の中心

はマルサビ ット町で， ナイロビから北へ約600kmの位置にあり，この町を中

心に約20万 haの保護区が指定されている。その中に， 約 1万4,000haの保護

林があり，これは国立公園に指定されている。この保護林は独立峰のような地
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形の山塊（Mt.Marsabit）を覆うような形で形成されており， 北西寄り に標高

の最も高い地点（1,836m a.s.l ）があるが，その辺りはいわゆる雲霧林的な林

相を示している。この辺りから東～東南方向への傾斜は緩く，数百 km離れた

ソマリア方面からの偏東風が運んでくる湿り気がこの傾斜面で霧となり，真夜

中から昼近くまで，北西部に偏った森林部分にかかる。このため，標高の高い

林分にはサルオガセなどが多く見られ，ほぼ常緑性の樹種で構成されている

（写真 1,2）。

保護林の北西はすぐに町に接しており， 北東側は農耕地に接しているが，東

～南東側の緩い傾斜面に沿って下がるにつれて落葉性の樹種が増え，やがて落

葉性のウッドランドに変わり，さらにその外側はブッシュランドおよびシケッ

ト，ないしはサバンナに変わる。遷移の順序については筆者もよく分からない

が，ここで・見た限りでは， iまぼこのように移行しているように思われた。植生

帯のおよその移行は空からもよく見えたし，後述のレイク ・パラダイスに近い

パノラマ台から東南を望んだ際にもほぼ認識できた。 一方，南側もほぼ同様な

経過でサバンナへと移行したが，斜面が急なため，東～東南側に比べると変化

はずっと急激であった。なお北西側の町を外れると間もなく標高が下がり，ウ

ッドランド，ブッシュランドおよびシケットを経てコロリ（Koroli）砂漠また

はチャルビ（Chalbi）砂漠に至り，その先は速くトノレカナ湖に続いている。

1960年代から1970年代にかけて行われた国際生物学事業計画（IBP）の調査

結果によると，この保護林内の年間降雨量には300mm～1,800mmの幅があ

り，月別降雨量は表 2のとおりであった。後述の東部州キツイ県と同じよ うに

し ‘... ,,,/. A了二ご （ 二 • • I 

l二：~·JJi;;··· ；三点三ぷふN~~~妥当
凶幽幽雌訟品一日 「 . 」

写真1 マノレサビット保護林の山地林： 最 写真2 写真 1のすぐ右手にある火口湖の

高部に近い常緑樹林（写真 l～5: 対岸にある常緑樹林

東部州マノレサピット県）
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年間に 2度の雨季があるこ とがわかるが，雨量の年によ る変動は信じられない

くらいである。筆者らが訪ねた時点では，保護林内で雨量の測定は行われてい

なかったので，町外れにある測候所で入手した気象データを参考のために示す

と表3のとおりである。両者を比較すると，変動は大きいものの，降雨量に関

する限り では，保護林内と マルサビット町でほとんど差がないことがわかる。

ちなみにマルサビ ット 町の西北西約50km，チャルビ砂漠の外縁に位置してい

るカルギ（Kargi）の平均年降雨量は，そこにあった農業研究所の現地監視所

（？）における観測によると250～300mmとされていた。

保護林内の最高点近くにある，火口に由来すると いう沼の畔にはコッテーシ

風の宿泊施設があり，ここからさらに保護林内に狭い車道がつけられている。

この道は， レイク ・パラダイ スと よばれる火口湖 （写真 3）を望む崖の上で行

き止まり になっていたが，この湖の畔にはゾウの群れ，パッ フア ローなどが遠

望された。ちなみに，この辺りには，保護林の外も含めてかな りの数の火口跡

が見られ，かつて火山活動が激しい所であったことを物語っていた。保護林内

には数多くの野生動物が棲息しており， 林道にさ しかかってまもなくのゲート

には，“区域内は動物が棲息していて危険なので，徒歩で行動しないよ うに”

としづ警告が掲示されていた。実際，私たちが滞在した数日の聞にも数頭のア

フリ カ象の群れに林道で出 くわし思わず息を殺して彼らが立ち去るのを待つ

表 2 マノレサビット保護林内の月別および年平均降水量 （単位 mm)

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

平均 30 25 70 220 95 10 20 25 15 120 145 65 860 

注 1. 出所はSynott(1979），正確な測定箇所は不明。
2. 1961～’77の聞の15年の測定結果で，図からの概数である。

表3 マノレサビット町の月別および年平均降水量 （単位 mm) 

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

平均 38 19 78 225 98 7 16 18 13 123 154 70 859 

最多 185 222 299 690 270 44 137 183 66 390 623 232 1,816 

最少 。。。37 。。。。。。25 。361 

注 ：1 町外れの測候所で入手した観測資料による。
2 1961～1988 （’73，’74両年欠損11)の測定結果。 600mm以下 7年，1,000mm以下15年。



写真3 レイク ・パラダイスの周辺では

落葉樹がふえ，右手には乾いたウ

ッドランドが遠望される
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たこともあった。国立公園の案内書によると，この保護林にはゾウ・ライオン・

バッフアロー・レイヨ一類を含めて80種を越える晴乳類や数百種の鳥類が棲息

している。

この地域にもともと住んでいる原住民はレンディレ（Rendille）といわれ，

保護林の周辺からサバンナにかけて住んでいるらしいが，このように野生の大

型動物が多く危険なこともあってか，保護林内は比較的よく保全されているよ

うに思われた。この地域でかつて国際生物学事業計画のプロシェクトが行わ

れ，その際の植生調査の結果が報告されているが，それによると，マルサビッ

ト山は森林が分布しているどの山よりも低く，またどの山よりも低い標高まで

閉鎖林が見られるらしいが，東南方向の斜面では900～1,000m まで下がって

いるのに比べて北西方向では1,300～1,400mまでである。この保護林は前述

の区分による山地林（montaneforest）であるが，とくに標高の低いところで，

熱帯湿潤林の特徴である多層構造を示している。

この保護林に最も普通に見られる高木性樹種はA仰のtesspp. （クロタキカズ

ラ科） , Casearia spp. （イイギリ科） , Cassψourea spp. （ヒノレギ科） , Croton 

megalocaψω （トウダイグサ科）, Diospyros aわ1SSinica（カキノキ科）, Olea q斤zcana,

0. capensis （モクセイ科）, Strombosia （ボロボロノキ科）で，このほかに Croton

macros tacりω も見られるが，周縁部の若い林分に多い。なお，周辺の同じくら

いの高さの山にはビャクシン類，イヌマキ類が分布しているが，この保護林に

は見られない。これらのほか，確認はされていないが分布が報告されている樹

種として Ocoteah砂ensis（クスノキ科）， Pr叩 ussp., Albizia gumm供同 Gettisspp. 

（ニレ科）, Trichilia en叫 ca（センダン科）, Strychnos spp. （フジウツギ科）, Coffea 

arabica, Cordia ajトicana（ムラサキ科）, Premna maxima （クマツズラ科）などがあ
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写真4 カノレギの人工砂漠： L、じけたアカ 写真5 固い込み後8年を経て回復した植
ン／ア類が点在する 生 （カノレギ，写真4の近く）

る。

前述のカルギの周辺は現在ほとんど植生が見られず， マルサビットにあるケ

ニア農業研究所の支所の生態研究者たちはこの辺りを man-madedesertとよん

でし、た（写真 4）。写真に見られる旬旬状の樹木はアカシア類で，家畜とくに

山羊の食害による とし、う説明であった。このような箇所を8年前にフェンスで

固い込んだのが写真 5で，固い込まれた当時食害て、倭小化していたアカシア類

は背丈以上に回復しその周囲にはイネ科の草本が見事に回復し，かつてのサ

バンナ植生を再現していた。前述のように，この辺りは年間300mmくらいし

か雨が降らないが，固い込みによ って家畜などの食害を防げば，この程度のサ

パンナにはなることが分かる。

②カ カメガの森林植生

ヒクトリア湖に近い西部州のカカメカ保護林も訪ねる機会があったが，」」

には天然林を主体に約 2万6,000haの森林が残されており， 一部には在来樹種

の人工植栽地もあって保護されている。このあたりは，植民地時代から優れた

農耕地として開発が進んだところで，広大な面積に大規模な茶園が整備されて

きたが，英国統治時代に指定を受けた原生林（？）が局地的に残されたものであ

るらしい。すぐ近くにあるナンディ保護林（約 2万ha？）とともに，ウガン夕、

から続く降雨林の一角にあると位置づけられている。 実際，ここを訪ねたのは

8月であったが，林内に入る とじわっとするように多湿であった。

カカメガ保護林の年平均気温は19.3℃，平均年降雨量は2,025mm，降雨量
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写真6 リノレノ、ンダの丘から望むカカ メガ 写真7 カカメガ保護林の過半を占める

保護林（西部州カカメガ県） 天然、林の林相

が最も多いのは 5月で290m m  11～2月がやや乾燥するが，それでも 1月の降

量雨は70mmであるという。標高は約1,500m～1,800 mで，大部分は比較的

平坦であるが，保護林のかなめの位置に LirhandaHillとよばれる小高い丘が

あり，この丘に登ると保護林のほぼ全域を望むことができる（写真 6）。前述

したように，すべてが天然林ではなく，林齢50年（1992年 8月現在）を越える

Maesopsis eminii （クロウメモドキ科）の造林地や，林齢は不詳とのことであっ

たが Crotonmegalocaψωの造林地などのほか，針葉樹の造林地もあるとの説明

であったが，時間がなく，それらの林相や成長を調べることはできなかった。

この保護林の主体をなす天然林は，はじめに紹介した森林区分からいうと中

間・低地林にあたり， Olea山 lu

林で、ある。構成樹種はかなり多様で、，商業的に価値の高い樹種だけでも40種近

くになるというが，エルゴンオリーブ以外に出現頻度の高い樹種をあげると，

A ntiaris toxicaris （クワ科）, Gettisψicana （ニレ科）, Croton macrostachyus, Croton 

megalocaψus, Diospyros abyssini・ca,Funtumia latifolia （キョウチクトウ科）, Maesopsis 

eminii, Prunus ajトicanaなどである。また，これらに次ぐ属としては， Bosqueia

（クワ科）, Bridelia （トウダイグサ科）, Cordia （ムラサキ科） , Fagara, Fagarψ－ 

sis （ともにミカン科）, Ficus （クワ科）, Markham夙 Spathodea（ともにノウゼン

カズラ科）, Trichilia （センダン科） などが挙げられている（写真 7）。
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写真8 劣化したウッドランド：太い樹木 写真9 群生する Acaciagerrardii （キツイ県，

のうち3本はコミフォラ （東部州キ 写真8の近く ）

ツイ県）

このよ うな森林がかつてどの程度の広がりをも っていたものか詳細を知る資

料は入手できなかったが， 前掲の「東アフ リカの植生」によ ると， この辺りの

いわゆるハイランドは，ほぼこのような降雨林で覆われていたものと推定され

る。そのような降雨林は， 1900年代にはいる前から開発が進み，ほとんどが茶

園やコーヒ ー園に変えられて しま った。 戦後，ハイラ ンドからはみ出した人々

は次第に半乾燥地に拡散しすでに詳述したようなウッドラ ンドないしはサバ

ンナの有用な樹木を利用しながら，半乾燥地に次第に定着していった。そ し

て，その結果と して半乾燥地の樹林が著しく劣化するにいたったものと考えら

れる。

①東部州のウ ッドランドとブッシュラン ドおよびシケット

ウッドラン ト，ブ ッシュラン ドおよびシケットには前述のようにいろいろな

タイプ－組成があり，広大な面積をカパーしているが，後者の一例が現在，国

際協力事業団が技術協力プロジェクト として社会林業に関わる訓練と試験植栽

（阿部 1992）を進めている東部州キツイ県の林地 （写真 8）である。林

(1992）の植生調査によると， Commiphoraspp. （カ ンラン科）の樹木が圧倒的

に多く，次いで、Acaciaspp., Lannea sp. （ウルシ科），刀rminaliaspp. （シクンシ

科）, Maytenus sp. （ニシキギ科）, Lasiosiphon sp. （ジンチョウゲ科）, Ormocar-

pum sp., Dichrostachys sp. （ともにマメ科）, Stega1叫 aeniasp. （セリ 科）, Ochna 

sp. （オクナ科）, Boscia sp. （フウチョウソウ科）などが多し、。
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表4 東部州キツイ県ティパにおける月別平均気温（℃）と平均降雨量（mm)

月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

気温 22.8 23.5 24.2 23.8 23.4 21.9 20.9 21.l 22.4 23.6 22.7 22.9 22.7 

雨量 65 14 74 128 31 2 2 4 7 66 231 152 775 

注・ I Chahilu & Sairinji (1995）による。
2. 雨量は7年間 （’88～’94），気温は6年間 （’89～’94）の平均。

標高は約1,100m，月別平均気温と降雨量をみると表4のとおりで，いわゆ

る半乾燥地である。 1988年から1994年までの年間降雨量は445mm～1,120mm  

の幅があり，ここも年による変動が著しい（Chahilu & Sairi可i1995）。アフリ

カの半乾燥地のシンボルとしてよくパオパブがあげられるが，このプロジェク

トサイトでは，近くに小型のパオバブの孤立木が見られるだけで，まともな生

育にはすこし標高が高いようである。このあたりがかつてどのようなタイプの

植生であったのか必ずしも明確ではないが，現在の林況が，山羊や牛の放牧お

よび薪の採取のような人為が加わってできたものと推論している林（1992）の

考察などを参考にすると，アカシア類・タ ーミナリア類を混生するウッドラン

ドであったと思われる。実際現在でも，川沿いなどの立地条件のよいところで

t工， Acaciaalbida, A. gerrardii, A. nilotica, A. senegal, A. tortilis, A. xanthophloea, Albizia 

anthelmintica, Terminalia brownii, T. prunioidesなどが点生または群生している。ち

なみに，ここで行われている試験植栽の本来の趣旨は，このような劣化ないし

は低質化した林地を，いわゆるエンリッチメント植栽（enrichmentplanting) 

などにより，かつてのウッドランドないしはそれに近い林に戻そうというもの

であったと理解している。

あとがき

官頭に紹介した『東アフリカ：人々と資源』は25章から成るが，その第17章

に「ケニアの林業」としづ章があり，歴史的な背景から当時（1969）の森林の

概況，林産物の需給とその見通しなどが要約的にまとめられているが，このな

かに植生・造林に関係する輿味ある見解が書治通れている。それによると， 1900

年代の初期時点で，ケニアの天然林は活力に欠けた退化する（retrograde）グ

ループにはいるもので，衰退しつつあるフロラの名残りであるから，積極的に

外来樹種の導入をはかる必要があるとされた。この時代の衰退がどのように認
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識されたものか，この報文を読んだだけでは分からないので，その背景を調べ

てみる必要があるしまた今後の遷移も検討に値する。ちなみに，現在ケニア

森林局は国の施策として在来樹種の育苗 ・植栽を積極的に進めているが，も し

も上記の見解が確かであれば，この施策自体に問題があることになる。 1900年

代の初めに公にされたこの説を踏まえて，当時の森林局長は大々的に外来樹種

の導入試験を開始させたらしいが，その後， 幹部の交代によって方針が変わっ

たこと，また，東アフリカ共同体が解散したこ となどもあって，折角の試験植

林地は放棄されてしまったらしい。ただ， 植栽樹種の選定や植栽木の生育の評

価にあたってはこのよ うな造林の歴史を考慮しておくことは必要であろう。

社会林業訓練プロジェクトの短期専門家として私に与えられた用務は，半乾

燥地における試験植栽についてコメン 卜することであり，初めて派遣された際

の報告書にはこの文献の要点を付して，こんな説もあったことを記録に残し

た。植生については素人であり，また実際に調査する機会もなかったが，この

機会に，この文献の紹介を兼ねて，ケニアを中心に東アフリカ 3ヵ国をカパー

する植生の特性を概覧し， 2,3の事例をご紹介した。その後タンザニア，ザン

ビアの植生の一部もみる機会があり，それらの国の植生についての文献にも触

れる機会に恵まれたが，東アフリカの植生とその遷移にはし、ろいろな興味ある

課題があり，それらはまた，この地の森林再生にとって重要な関わりがあるこ

とを痛感している。

最後に，ケニアの森林を見る機会を与えて下さった，同プロジェクトの初

代 ・2代 .3代のチーフアドパイザー，渡辺桂氏，岡部康三氏，増子博氏

をはじめ，ご案内いただいた多くの専門家の方々に対して心からの謝意を表す

る。なおこの稿を纏め終えて間もなく，任期を終えて帰国された増子氏の報告

書（増子 1996）が配布された。これには，本題についても興味ある情報が含

まれているので参考にしていただきたい。［注．樹木名については，ほとんど

和名がないので，学名になるべく科名を括弧書きで添えるようにした。］
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