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特 集 リモートセンシンク、と GISを用いた

ベトナムの放棄工ビ池におけるマングローブ湿地の再生

亀山 哲*， t・宮本千晴**・須田清治** . 

浅野哲美**・野原精一*・中村健太郎***

1.はじめに

1.1 研究背景

非常に多面的かつ豊かな生態系サービスを持つ

マングロープ湿地1)が，アジアをはじめ各地で急

激に減少している要因は，皮肉にもその「高い生産

性」である 2.3)。特に近年注目されているマングロー

プ生態系の脆弱性は，大きく分けて次の二点から捉

える事が出来る。一点目は，気候変動に伴う平均海

面の上昇や，それと連動した台風等の巨大化・高頻

度化による波浪・高潮の問題である。つまり，徐々

にリスクが高まる半自然災害的な影響と考えられ

る4)。二点目は，アジアの経済成長に伴う急激な沿

岸域の土地利用改変(言わば人為的な影響)であ

る5)。本論文では後者を主に対象とし，特に利用が

放棄されたエピ養殖池を対象としたマングローブ

湿地の再生に関する取り組みを紹介する。研究対象

地はベトナム北部に位置するクアンニン省 (Quang

Ninh Provinα)である。この省を中心に，放棄エ

ピ池におけるマングローブ湿地の効率的な再生技

術の開発を行い，空間解析技術としてリモートセン

シングと GIS(Geographic Information System (5) ) 

を活用した。

1.2 マングローブ湿地の減少とエビ養殖

低緯度地域の沿岸域同様，ベトナムのマングロー

ブ湿地に対する開発に歯止めが掛からない大きな

要因は，先に述べたように豊かな生態系に支えられ

た高い供給サービスである。例えば，開発側の立場

からマングローブ湿地を備隊してみると，その大き

な魅力に気付かされる。特に時間的遷移の面から次

の3点について考える事は非常に重要である。

1 )木材生産:

用材・薪炭材としてマングロープを捉えた場

合，汽水域で伐採し，そのまま船で搬出でき

るマングローブは輸送コストの面で非常にメ

リットカ宮ある。

2)養殖事業による水産物生産:

マングローブ伐採跡地を水産養殖のために利

用する場合，元々がエビ・カニ等の豊かな生息

空間であったため，甲殻類等の高い生産性が期

待できる。

3 )沿岸域のインフラ整備用地:

養殖池の生産性が低下し，経済利益が見込めな

くなった段階で土地を埋め立てれば，特に河口

域においては有望な開発用地となり，社会イン

フラ整備・居住地域確保・生産施設誘致等の面

で非常に価値が高い。

つまり土地利用転換のドライピングフォースが

連続的であり，かっ不可逆性が高いという特徴があ

る。我々日本人の多くが「貴重なマングローブを守

りたい」という感覚を持っていることは確かであろ

う。しかし多くのホームセンターではマングロー

ブ、の炭がバーベキュー用として売られ，回転寿司等

では安価なネタとして多様なエピが提供され，マン

グロープツアーでは多くの観光客が風光明婦な沿

岸域の宿泊施設を利用している事を忘れてはなら

ない。

エピ養殖事業の急激な拡大については，特に世界

中の低緯度マングロープ域で共通の課題となって

いる。また，現在アジアで一般的に行われているエ

ピ養殖事業の生産システムは，持続的とは言い難い

ものが少なくないト8)。人工的に管理された池で高

密度にエピを養殖する集約型の養殖方式は，高い生

産効率ゆえに大きな負荷を養殖池に与え，結果的に

養殖池の寿命を縮める結果を招いている 9. 10)。しか

し今やエピ養殖は主要な国際的貿易商品であり，消

費地は世界中に拡大している 11)。さらに主要なエ

ピ生産地域であるアジア沿岸域は急激な経済発展の
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途上であり，地元政府は環境問題を認識しつつも開

発による地域発展を推進する方向にある 12.13)。

1.3 研究目的

先に述べた一連の開発段階の進行(土地利用の転

換)は容易に変え得るものではない。しかし，その

変遷を「逆に戻す」自然再生事業も地道ながら着実

に実施されている 14.15)。その一部が今回紹介する

放棄エピ池を対象としたマングロープ湿地の再生

プロジ‘エ クトである。

我々は放棄されたエピ池をマングロ ープ湿地に

再生するにあたり，その事業支援を 目指して，次の

3つを実現する事を目的とした。

1 )リモートセンシングを用いた過去のマングロー

プ生息域の抽出

養殖事業が開始される以前の古い時代の人工

衛星画像の解析を行い，自然状態に近い過去の

マングローフ'湿地範囲を抽出した。我々はこれ

を「潜在的マングロープマ ップ」とした。潜在

的なマングロープ域に着目した理由は， I本来

のマングロープ域を再生候補地とするのが，生

態学的な立地条件から判断して，より効率的

(生残率が高い)であろう」という着眼点によ

るものである。

2) GISによる水産養殖池のデータベース化

再生候補地である水産養殖池(大部分はエピ養

殖池)の分布，個別面積，植林履歴等を一元管

理し，再生候補地の定量的な分析のために水産

養殖池の GISデータベースを構築した。この

データベースを用い，開発地域の現状把握と周

辺状況の確認を行った。

3 )マングロープ湿地再生地の事後評価

l. 2 を統合して潜在的マングロープ生息域と

開発域を比較し再生候補地域の周辺状況を把

握した。さらに実際の再生候補地において現地

調査を行い，プロジ、エク トの事後評価(マング

ロープ生残範囲と地盤高の関係解析)を行った。

2.研究方法

我々の研究アプローチは，次の 3つの段階に分か

れており，これらを順次行った。 1)過去の衛星画

像の解析を行い，潜在的なマングロープ域を抽出し

た。2)最新の水産養殖池データを GISデータと

して構築し，広範囲を対象に再生候補地のモニタリ

ングを実施した。 3)現地調査を通じて，過去の植

林地における生育状況の事後評価(生残範囲と立

地環境との関係の解析)を行った。これらを踏ま

え我々は，沿岸域の自然再生計画を議論するにあ

たり，空間情報解析(リモートセンシングと GIS)
とマングロープ専門家・地域関係者らとの連携を検

討した。

2.1 研究対象地

研究対象地は，ベトナム北部沿岸域，特にクァン

ニン省を中心とする沿岸域である(図 1)。本省は

北東方向に沿岸域が広がるベ トナム囲内では比較

的大きな省 (面積;6102.3km2，人口 ;117万 7200人，

人口密度;190人/km2) である。地理的な位置は，

図 1 調査対象地;ベ トナム北部クアン二ンショウドンズイ村の高解像度画像 a)と

放棄されたエビ養殖池の状況b)c)o 2012年 4月亀山撮影。
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北緯 20度40分から北緯 21度40分であり，中国と

国境を接するベトナム最北の沿岸域を持つ州であ

る。北部に位置するが故に季節性があり，年平均気

温がベトナム南部よりも相対的に低く，本省の年平

均気温は 22.9tである。また主に 7月と 8月は雨

期にあたり年間降水量は概ね 1，700-2，400mmであ

る。その理由から，マングローブの植林候補種とし

ては，冬季の低温耐性が比較的高い種(例えばメヒ

ルギ (Kandeliaobovata)等)が主として植林され

る傾向がある。

我々が実際の再生地で現地調査を行ったのは，

クァンニン省中央部に位置するドンズイ村 (Dong

Rui Village)である。ドンズイ村は元々沿岸域の

河口と閉鎖的な海域に挟まれた中州状の地域であ

り，村の中心部の位置は北緯21度 13分，東経 107

度22分である。村の面積は約 43.52km2であり，こ

の中の 33.6km2が汽水域のマングローブ湿地であ

る 15.16)。ドンズイ村は. 1990年代半ば頃より車の

通行可能な橋が建設され，その結果人口が急激す

ると同時にエピの養殖事業も拡大した。 2008年の

レポートによると，島の水田面積が 7.09km2 • 畑が

3.12 km2であるのに対し，エピ養殖池の総面積は

1L6km2である 16.17) 0 2003年に撮像された高解像

度の衛星画像から確認されたエピ養殖池の数は，面

積的に大きなもの(面積で 30ha以上のもの)が約

25個，それ以下のものが約 45個である。大規模な

エピ養殖池(特に 50haと超える大型の池)の幾っ

かは既に養殖が放棄されており，未利用状態にあ

る。現地の放棄エピ池地域は水門や管理小屋が既に

倒壊しており，また池周囲に造られた堤防の浸食・

崩壊も顕著で、ある(図 1b)c))。その結果，本来行っ

ていた潮位と連動した海水・放水の帝IJ御が不可能な

状態であり，エピを養殖・捕獲する事が出来ないの

が実情である。

ドンズイ村の放棄エピ池を対象とした再生活

動は， 日本の環境NGOであるマングローブ植

林行動計画ACTMANG(Action for Mangrove 

Reforestation)や，ハノイのベトナム国家大学に拠

点を持つ MERD(Mangrove Ecosystem Research 

Division) らの活動によって 2000年以降より継

続されている。ベトナム北部に自生するマング

ローブの内，植林対象のマングローブは主に次

の4種，メヒルギ (Kandeliaobovata)・ベニマ

ヤプシキ (Sonneratiacaseolar.お)・ヤエヤマヒ Jレ

ギ (Rhizophoras抄losa)・オヒルギ (Bruguiera

gymnorrhiza)・である。ドンズイ村にはこの中で

メヒルギ・ヤエヤマヒJレギ・オヒルギが主に植林さ

れている。

2.2 リモートセンシンク‘による潜在的マングローブ

域の抽出

環境計測技術として多くの利点を持つリモート

センシング 18)の中で，今回我々が行ったのは，古

い時代の画像(アーカイブ画像)を用いた潜在的

なマングローブ域の抽出である。ベトナム沿岸域の

エピ養殖産業は主に 1980年代以降本格化した。し

かし Landsatl号 MSS(Multi Spectral Scanner)に

よる地球表面の観測は 1972年以降既に実現されて

いる(正確な打ち上げは 1972年7月23日)。この

ためベトナム北部沿岸域に地域を限定した場合，初

期のランドサット画像を解析すれば人為的な開発

以前(つまりエピ養殖池に改変される前)のマング

ロープ湿地を検出する事が可能となる。

今回我々が解析した衛星画像はLandsat1号

のMSS画像で， 1973年 12月29日に撮影され

たものである。撮影画像の位置を示すパスと

ローは Path135. Row 045. 画像の固有 IDは

iLMl1350451973363AJV¥05Jである。この画像は

USGS (U.S. Geological Survey) Landsat Missions 

のLandsatSearch and Downloadホームページより

ダウンロードして使用した 19)。

具体的な画像処理のステップは以下の通りであ

る。この画像のフルシーン(画像全体)を USGSホー

ムページよりダウンロードし，熱バンドを除く 6つ

のレイヤーを重ねて一つのファイルとした。衛星画

像解析ソフト ERDAS1MAG1NE 2010 (Hexagon 

GeospatiaO を用い，次の 4段階に分けて画像分

類を行った。 1)オリジナルの画像に対して植生

の活性度を示す指標となる NDVI(Normalized 

Difference弛 getation1ndex) 画像を作成しこ

の画像の教師無し分類 (1soCluster Unsupervised 

Classification) (12分類)を行った。この過程で作

成される signatureファイル(分類された各クラス

別の統計量を示すデータファイル)を取得した。 2) 

全てのバンド (1-4バンド)を用い教師無し分

類 (SupervisedClassification) (17分類)を行った。

この際. 1)の段階で得られた signatureファイル

を分類根拠となる教師データとして利用した。 3)

次に，標高データ (SRTMver.4)を使用し標高

の条件 (5m以下)によって分類されたマングロー

ブ域をさらに限定した。 4)最終的に 1965年当時

の土地利用マップ(ソビエト連邦製 1/50，000縮尺)

を参照し，マングロープ域と重ね合わせながら，最

終的なマングロープ地域を確定した。この段階で教

師無し分類で得られた 17クラスの内，二つのクラ

スについてマングローブであると判断した。上記の

画像処理の結果，クァンニン省全域をカバーした
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1973年当時のマングローブ分布図が完成した。画

像の水平解像度は約 80mである。

2.3 水産養殖池の GISデータベース

自然科学分野における GISの応用には多くの利

点があるが，今回我々がGISを活用した最大の目

的は，そのデータベースと地図化機能である。特に

本研究では水産養殖池の分布状況の把握とその属

性情報の付加，また過去の植林履歴の整理のために

GISを利用した。更に現地調査においても GISを

活用し，植物群落調査による樹高データや地盤測量

による比高データを GISの中で統合し，解析を行っ

た。

水産養殖池の GISデータベースは，大きくポリ

ゴン作成と属性情報の整理に分けて進められた。ポ

リゴン作成においては. GoogleEarthの画像をディ

スプレイに表示して沿岸域を拡大し養殖池の外

周(堤防)を人が目視判読してデジタイジングする

ことで作成した。クァンニン省をカバーしている

GoogleE紅白の背景画像の撮像時期は 2002-2012年

である。特にドンズイ村をカバーしている画像は

Geoeyeが2010年に取得したものである。現地調

査の結果， ドンズイ地区においては水産養殖池の大

部分がエピ養殖を目的とした池であった。 GISデー

タは基本的にArcGIS(ESRI) を用いて作成した

が，一部については GoogleEarth上で最初に klm

ファイル形式のポリゴンを作成し，次の段階で個々

のklmファイルをArcGISで処理可能な shpファ

イルに変換した。データ化された池の最少面積は

約 100m2である。最少面積を設定した理由は，沿

岸域に分布している極端に小さな池の利用目的が

養殖と異なり，主に塩田等であることが多いためで

ある。

次に各エピ池に付加される属性情報について説

明する。個々の養殖池ポリゴン shpファイルに対

し.ID番号(ベトナム全土で利用可能なユニーク

な通し番号。以後ACP-ID・AquaCulture Pond-

IDと呼ぶ。)・面積・周囲長等を追加した。 ACP-

IDの必要性は，ベトナム全土に分布している養殖

池に対して個別識別を可能とするためである。ベ

トナムの海岸線の長さは統計上3，叫4km(ウイキベ

デイア;国の海岸線の長さ}II買リスト)とされてお

り，沿岸域に分布する養殖池の数すら正確に把握す

る事は非常に難しい状況であった。 ID番号を付加

する事により，エピ池の統計情報を一元管理可能な

メタデータが完成し，その結果，放棄状況をはじめ

各池の植林履歴等も空間的に把握する事が可能と

なった。

ID番号はコード化された省の名前(アルファ

ベット)に各ポリゴンの重心の緯度経度情報数値

を統合して作成されている。具体的にはACPを

頭に，二桁のアルファベット(国識別用)と 8+

9 = 17桁の数字(重心の緯度データ+重心の経

度データ)から成り立っている。例えば rACP_

~_21132164_107243169J という ACP は，ベト

ナム(~)における養殖池でその池の重心位置が，

北緯21.132164(小数点以下は 10進数で表記)東

経 107.243169であることを示している。個々の養

殖池の周囲長・面積データは GISソフトのマクロ

機能を用いて計算した。個々の池の属性には，養殖

実態や過去からの植林の履歴が更新可能であり，よ

り詳細な候補地の検討に活用されている。

上記の方法で作成された現状の養殖池ポリゴン

と1973年のマングローブマップは. GIS上で重ね

合わされた。その後，過去のマングロープ湿地で

あって現在エピ養殖池が集中している地区を画面

上から選定し，調査地の選定や候補地周辺の状況確

認に使用したO

2.4 マングローブ植林地における地盤高と生残範

囲の関係

ドンズイ村マングローブ再生地の中で，我々は

典型的な植林樹種3種がほぼ同じ時期に植林され

ている放棄エピ池を研究対象とした。この池は正確

な植林履歴が残っており. 2007年5月にメヒルギ，

2009年8月にオヒルギとヤエヤマヒルギが植林さ

れていた。特に調査対象地として重要であった点

は，比高の高い陸側から低い海側へ広がる長方形の

池の内部に，比高の向きに沿って 3種のマングロー

ブが並列的に植えられていた点である。さらに個々

のマングローブの植列は池の中央部にしか生き

残っていない。つまりこの生残範囲の地盤高がそれ

ぞれのマングロープにとっての最適な適応範囲(生

残可能な比高帯)であると考えた。そこで各植列の

両端，すなわち三種類のマングローブ植列の「高い

方の生育限界」と「低い方の生育限界」の位置に関

して 3次元的な現地測量と樹高測定を行い，各マン

グローブ樹種の生残範囲と地盤高の関係を解析し

た。

現地調査は，大潮の干潮が丁度昼間の時間に重

なる時期を考慮して 2012年9月と 12月に実施し

た。現地測量では水平位置を GPS測量より求め，

地盤高については基準点からの比高差という形で

記録した。 GPSにはガーミン社製のハンデイ GPS

(60CSx) を用いた。地盤高の測量にはトプコン社

製ローテーテイングレーザー (RL-H4C) を用い，

池の内部の各地点の比高を測量した。具体的な測量

方法は，基準点よりレーザー光を水平方向に放射
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し各測量地点において「地表面からレーザー光ま

で到達地点までの高さ」を計測し基準点の機械高

との差から地表面の相対的な高さデータを得た。さ

らに植列の両端のマングロープについては，個体の

大きさ(樹高および、樹環の最も低い葉の付け根の高

さ)を測量用スタッフで計測した。これらの結果か

ら，地盤高に対する個々のマングローブの生残範囲

(最低標高値と最高標高値)を解析した。更に樹高

の大きさから植林後の成長量を定量化する事が出

来た。

3.結果と考察

3.1 潜在的なマンク.口ーブ分布

図2に1973年の MSS画像より作成された潜在

的なマングロープ分布域を示す。開発以前の段階で

マングロープ分布域として比較的大きな群落を有

していた地域は，北部からモンカイ (MongCai)・

ダムハ (DamHa)・ドンズイ (DongRui)・ハロ

ン(HaLong)・ハイフォン (HaiPhong)周辺であっ

た。これらの地域の地形的特徴は，流域の河口付近

もしくは閉鎖性の水域(自然地形の湾の周辺)とい

う点である。潜在的なマングローブ分布域が，大河

川の河口付近もしくは湾周辺に集中していたとい

う結果は，流域から排出される土砂の挙動とその堆

積域という観点から考えれば理解しやすい。降水量

が2000mm近い流域からは毎年相応の土砂が降雨

イベントと同期して河口付近に排出される。沿岸域

では送流力の低下によって土砂の多くが堆積し，そ

の範囲においては広くデルタの形成が見られる。ま

た同様に，地形的な閉鎖空間も海流による送流力が

弱められ，土砂が滞留しやすいために広大な干潟が

形成される。マングローブという植物が，個々の種

に適した地盤高の範囲にしか生育できないという

条件を持つ以上初)勾配の小さな(言わば非常に

平坦な)場所が広いほと守マングローブも広範囲に分

布していたと判断できる。個々の場所を詳しく見る

と，ハイフォンは河口に広がるデルタの特徴，ハロ

ンは湾の特徴を有している。調査地としたドンズイ

はこれら二つの条件を同時に満たしていると言え

る。つまり，バンドン島 (VanDon Island) とベ

トナム本土に囲まれた浅い閉鎖性水域であり，かっ

パーチェ川 (BaChe River)の河口に位置している。

この地形的条件により，浅海域に堆積し続けた土砂

がドンズイ地区という非常に大きな中州を形成し

たと考えられる。

3.2 ベトナムにおける養殖池の面積と分布状況

今回我々が作成した GISデータベース上では，

養殖池の数はベトナム全体で合計32，637個であ

り，最も養殖池の多かった省は北部のタインホア省

(Thanh Hoa Province)の5，593個であった。クア

ンニン省全体で我々がデータベースとして登録し

た養殖池の総数は 4，620個，また省全体でのエピ池

の総面積は 16，124haであった。同省の養殖池の平

均面積は 3.49ha，同様に中央値は1.06haであった。

図3にクァンニン省中央部に位置するドンズイ

村の拡大図を示す。ピンク色のポリゴンが個々の養

殖池である。島の中央部は住民の居住区となってお

り，その周辺に養殖池(殆どがエピ池)が分布して

いる。また図中の四角の枠は個々のポリゴンに結合

されている個別属性であり，今回作成した全てのポ

リゴンに対して結合されている。このためベトナム

全域の養殖池に対して再生候補の池をクリックす

れば面積や周囲長等を確認することが可能である。

池の大きさからみた分布の特徴としては，一つの面

積が50haを超えるような比較的大規模なエピ池は

ドンズイの北部に集中していた。これは村の北部の

エピ養殖池が比較的古い時代から造成されていた

ことを示している。

図4は同様のドンズイ村の拡大図である。背景

に1973年当時のマングロープ分布を示し，その上

に現在の養殖池ポリゴンを重ねて表示している。ま

た図中に示された表記はこれまでの植林履歴であ

る。この図からほぼすべての養殖池は元々のマング

ローブ湿地の内部に造成されていたことが理解で

きる。自然再生の面から現状を考えれ出，池内部は

高い確率でマングローブの再生が可能という事で

あり，さらに堤防によって波浪の影響が小さいとい

う点からも，植林後のマングローブの成長にとって

有利で、あると考えられる。村の南東部分にある赤い

ポリゴンで示した池の植林履歴は特異的であり，同

一の池に三種類のマングローブが2007-2009年に

植えられていることが確認できた。以後の現地調査

結果はこの池を対象に行われたものである。

3.3 マングローブ植林地内の地盤高と生残範囲

図5は今回対象としたマングロープ再生地を拡

大した画像である。また図中の等高線は地盤測量の

結果得られた比高値を基に GISで作成したもので

ある。地形的には池の北西部が最も地盤が高く，逆

に南東部分には流域下流部の様な窪んだ地形が見

られた。マングローブの植列は池の長辺方向と同じ

く南東方向に並んで、おり，ほぼ中央部のみ生き残っ

ている状況であった。

図中の丸い点はそれぞれのマングロープ種の生

残範囲の上限と下限を示しており，枠の付いた丸印

が地盤の高い側の生育限界である。逆に枠無しの丸

印が低い側の生育限界を示している。丸印と樹種
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図 2 クァンニン省における 1973年当時のマングロープ分布マップ。

Landsat1号 MSS画像 (1973年 12月29日撮像)を基に作成。
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図 3 水産養殖池 GISデータベースのドンズイ村の拡大図。四角の枠内の数字は

ポリコンに負荷された個々の工ピ養殖池の属性情報。

w長争E

?量生E』Er

図 4 潜在的なマングローブの生育範囲と現在の養殖池の分布。 四角の枠の情報は過去の植林履歴情報。
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の関係は緑=メヒルギ，青=ヤエヤマヒルギ，赤

=オヒルギ，オレンジ=ヒルギダマシ CAvicennia

marina) である。但しこのヒルギダマシは植林さ

れたものではなく，エピ養殖池の時期に枯死せず生

き残っていた元々の群落の一部である。この調査

地に丸印で記したマングロープの地盤高と樹高の

データを基に次の図 6が作成されている。

図6は，各マングロープの樹高とそれぞれの生残

範囲(地盤高における低い位置の限界と高い位置の

限界の問)を示したものである。横軸は基準点から

の比高，縦軸は各マングロープ樹種の樹高を示して

いる。図中のポイントは，黒丸=メヒルギ，白四角

=ヤエヤマヒルギ，三角=オヒルギである。比高の

低い海側(グラフの左側)から各マングロープの分

図5 植林後の各マングローブの生残範囲と地盤高によって得られた標高の情報。但しヒルギタマシに関しては自然

植生の生き残り。
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図6 マング口 ブ湿地再生における基準点からの比高(地盤の高さ)と各マングローブの樹高の関係。灰色の三

角形部分の斜辺は年平均満潮位画(右)と年平均干潮位酉(左)をそれぞれ示す。
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図7 マングローブ湿地を含む沿岸域の自然再生計画を実施するにあたっての，

関連組織 ・技術 ・情報の連携と各課題。

布をみると， 一番海に近い低い部分にメヒルギが生

き残っており，次にヤエヤマヒルギとオヒルギの

ゾーンがほぼ同じ比高に確認できた。逆に最も高い

陸域部分にはメヒルギの生存範囲が見られた。樹高

に関しては 3種すべてが地盤の低い側で樹高が高

く (約 100-170cm)，高くなるにつれて樹高の低

くなる傾向 (50-120cm)が確認できた。ヤエヤマ

ヒルギとオヒルギの地盤高における範囲はほぼ重

なっていたが，樹高はヤエヤマヒルギの方が平均

で約 50cm高い値であった。メヒルギの陸域の生残

範囲はオヒルギ ・ヤエヤマヒルギよりも 20cm程度

高い位置にあり，メヒルギが最も標高の面で広い範

囲に生き残れることを示していた。これらの結果か

ら，エピ養殖池内部で，標高の低い側に最も適応し

ていたのはメヒルギであり，さらに地盤高の面から

も最も広範囲に生残可能で、あることが確認できた。

また図中には，現地の潮位観測の結果得られた年

平均干潮位面と年平均満潮位面の情報を示してい

る。この散布図において池内部の水面は，-1の傾

きを持つ直線として示される。この関係を基に，基

準点から-124cmの比高にある年平均干潮位面と

21cmの比高にある年平均満潮位面について二本

の斜めの直線(水位面)を示した。この図から，ヤ

エヤマヒルギとオヒルギは，一年を通しての平均的

な干潮帯の範囲でのみ生残可能で、あることが認め

られた。またメヒルギは他の 2種よりも若干生残適

応帯が広く，年平均干潮位面よりもやや低い地盤高

の範囲においても成長可能であることが示された。

3.4 効率的なマングローブ再生事業に関する提言

今回我々は，特に リモートセンシングと GISと

いうデジタル空間解析技術の適用例を示した。しか

し実際のマングローブ再生事業は，ソフトウェア

から得られた結果のみを基に実施されるものでは

ない。現地の実情と現場判断の比重(社会的制約条

件等)が非常に大きく，端的に言えばコンピュータ

が導いたデータはあくまでも参考データの域を出

ない。例えば，過去のマングロープ湿地が，現段階

で広大な放棄エピ池となっており ，かつアプローチ

が良い場所に残っていたとしても，地権者の合意が

無ければ対象区域に立ち入ることすら難しい。また

今回の調査で示されたように実際の植林候補地に

はマングロープの生育を阻む多様な物理過程が同

時に作用している 21.22)。例えば地盤高による冠水

時間や冬季の低温，また波浪による活着不良等であ

る 15)。これらの複合的要因は単純に個別の計測結

果から導かれるものではなく，最終的にはマング

ロープ権林の専門家らの経験と知識による総合的

な判断が必要で、ある。これらを踏まえ我々は，沿岸

域の自然再生計画を議論するにあたり，図 7に示す

空間情報解析とマングロープ専門家，地域関係者ら

の連携を検討したお)。

一つ目は，今回示したリモートセンシングや GIS

といった空間解析技術の活用である。これは事業

計画策定や調査の全段階で非常に有効と言える。次
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はマングロープ専門家と地域住民らの経験と知識

である。例えて言えば，農作物を栽培する場合の農

業従事者の存在と言える。長年継続してきた試行と

その成否の経験は確実性が高く，現地での植林の成

功に不可欠なものである。最後の 3番目は，多様な

制約条件を含む地域の実情と，多くの利害関係者ら

が関わる合意形成のプロセスである。日本同様，土

地の権利に関わる利害関係者の意見調整はベトナ

ムにおいても容易では無い。土地の権利問題をス

ムーズに解決し，実際に再生事業を実行するまでに

は，多くの議論と長い時聞が必要となる。またマン

グローブの植林活動は地域における一種の公共事

業であり，人材と実行予算の確保も大きな問題であ

る。これらの三つの要因の有機的な統合が今後の自

然再生事業の成否を分け，効率性の高いプロジェク

トを実現させるために必要であると考えられる。

今回のプロジェクトの最終目標は，単に空間的解

析を通して，候補地を数値的に定量化し各事業を評

価することで、はない。現地の関係者らがごく一部し

か観察することの出来ない再生候補地が，広く省や

国レベルのマングローブ湿地の分布においてどの

ような意味を持っか?また歴史的な変遷を通して

現在どのような位置付けにあるのか?を再認識す

るためのものでもある。例えば，非常に魅力的な開

発対象地が，僅かに残された生態学的ホットスポッ

トである可能性も高い。また同様に，非常に低コス

トで開発できそうな湿地が，地域集落を守る緑の防

災ゾーンとして貴重な機能を有している可能性も

考えられる ω。特に，将来の沿岸域の持続的な利

用計画おいて，マングローブ湿地の歴史的変容の分

析を行い，自然の立地環境を鑑みたマングローブ湿

地の最適配置を考える事は非常に重要な視点であ

る。

4.まとめ

我々は，ベトナム北部を対象とし放棄されたエ

ピ養殖におけるマングローブ湿地の再生プロジェ

クトを支援する目的で以下の 3つを実施し，以下の

結論を得た。

1 )養殖事業が開始される以前の 1973年当時の人

工衛星画像の解析を通し，人為開発以前のマ

ングローブ湿地範囲の抽出(潜在的マングロー

ブマップ)を行った。この潜在的マングローブ

マップは，マングローブ再生の候補地の周辺状

況の確認と絞り込みに有効に利用された。

2)ベトナム全域を対象として水産養殖池のデータ

ベースを構築した。このデータにより，人為開

発が行われた範囲の定量化をはじめ再生候補

地の面積の把握などに利用できた。また過去

の植林履歴の整理や他の地理情報との統合に

よって，より詳細な再生計画に貢献した。

3 )過去の植林地を対象とした地形測量とマング

ロープの生残範囲の調査では，マングローブの

個々の種にとって生残範囲と地盤高の関係を

議論し，植林地においても自然林同様，生育適

地が厳密に潮位変動から説明できる事を示し

た。

今回示した空間情報解析と現地調査の融合は，ベ

トナムのみならず他のマングロープ自然再生事業

においても有効なアプローチである。さらに複数の

機関の参画や人的資源の連携を通して，よりレベル

の高い自然再生計画が望めることが示唆された。
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