
ルーラルランドスケープデザインの手法より抜粋

高木層

スダジイ アラカシ スダジイ スダジイ スダジイ
モチノキ アカガシ シラカシ モチノキ アラカシ
タブノキ サカキ タブノキ タブノキ
コナラ コナラ コナラ クリ コナラ
イヌシデ エノキ イヌシデ ヤマザクラ イヌシデ

ミズキ エノキ ヤマグワ ミズキ
ケヤキ ミズキ アカメガシワ エゴノキ

ケヤキ ハゼノキ クヌギ
エゴノキ イロハモミジ クリ
クヌギ ヤマザクラ

亜高木層

スダジイ ヒサカキ スダジイ スダジイ スダジイ
モチノキ ネズミモチ シラカシ モチノキ アラカシ
タブノキ シュロ シロダモ タブノキ シラカシ
アラカシ ヤブツバキ ヒサカキ シロダモ
アカガシ イヌツゲ ネズミモチ ヤブニッケイ
サカキ ヤブニッケイ シュロ
シロダモ
コナラ コナラ コナラ ヤマグワ コナラ クリ
イヌシデ エノキ イヌシデ アカメガシワ イヌシデ ヤマザクラ
エノキ ミズキ エノキ ハゼノキ ミズキ カマツカ

ケヤキ ミズキ イヌビワ エゴノキ
エゴノキ ケヤキ キブシ クヌギ

クヌギ ムクノキ
低木層

スダジイ シュロ スダジイ アズマネザサ スダジイ アオキ スダジイ
モチノキ ヤブツバキ アラカシ ナンテン モチノキ アザマネザサ アラカシ
タブノキ イヌツゲ シラカシ タブノキ ヤツデ シラカシ
アラカシ ヤブニッケイ シロダモ シラカシ トベラ シロダモ
アカガシ アオキ ヒサカキ シロダモ ヒサカキ
サカキ アザマネザサ ネズミモチ ヒサカキ イヌツゲ
シラカシ ヤツデ シュロ ネズミモチ アオキ
シロダモ ヤマツツジ ヤブツバキ シュロ アズマネザサ
ヒサカキ マンリョウ イヌツゲ ヤブツバキ ヤマツツジ
ネズミモチ ヒイラギ アオキ ヤブニッケイ チャノキ
コナラ コナラ コナラ ノイバラ コナラ ガマズミ
イヌシデ エノキ エノキ ウグイスカズラ イヌシデ ノイバラ
エノキ ミズキ ミズキ コマユミ エノキ ウグイスカズラ
ムラサキシキブ ケヤキ ケヤキ ヤマコウバシ ミズキ コマユミ
コゴメウツギ エゴノキ ヤマグワ イボタノキ ケヤキ ヤマコウバシ

ムラサキシキブ アカメガシワ マユミ エゴノキ コブシ
サンショウ イヌビワ ハリギリ クヌギ コウヤボウキ
ガマズミ キブシ マルバウツギ クリ ツリバナ

カマツカ ムクノキ ヤブムラサキ
ムラサキシキブ カマツカ ゴンズイ
サンショウ ムラサキシキブ ウワミズザクラ
ガマズミ サンショウ ウツギ

つる性 キヅタ キヅタ ミツバアケビ サルトリイバラ ミツバアケビ スイカズラ
樹木 テイカカズラ テイカカズラ キヅタ フジ サルトリイバラ ツルウメモドキ

ツルグミ ツルグミ サネカヅラ フジ
草本層 針葉樹 アカマツ モミ イヌガヤ イヌガヤ

スダジイ シュロ スダジイ アズマネザサ スダジイ スダジイ
モチノキ ヤブツバキ アラカシ ヤブコウジ モチノキ シラカシ
タブノキ イヌツゲ シラカシ ナンテン シラカシ シロダモ
アラカシ アオキ シロダモ シロダモ ヒサカキ
アカガシ アザマネザサ ヒサカキ シュロ シュロ
サカキ ヤツデ ネズミモチ ヤブツバキ アオキ
シラカシ ヤマツツジ シュロ アオキ アズマネザサ
シロダモ マンリョウ ヤブツバキ アザマネザサ マンリョウ
ヒサカキ ヒイラギ イヌツゲ ヤブニッケイ ヤブコウジ
ネズミモチ ヤブコウジ アオキ チャノキ
イヌシデ コナラ コナラ ノイバラ コナラ コブシ
エノキ ケヤキ ケヤキ イボタノキ イヌシデ コウヤボウキ
ムラサキシキブ エゴノキ イヌビワ ケヤキ イボタノキ
コゴメウツギ サンショウ ムラサキシキブ カマツカ モミジイチゴ

つる性 キヅタ キヅタ ミツバアケビ フジ ミツバアケビ ツルウメモドキ
樹木 テイカカズラ テイカカズラ キヅタ スイカズラ キヅタ ナツヅタ

ツルグミ ツルグミ テイカカズラ テイカカズラ ノブドウ
サネカズラ サネカヅラ サルトリイバラ ヘクソカズラ

サルトリイバラ スイカズラ アケビ

ベニシダ ベニシダ ベニシダ ミゾソダ ベニシダ ミゾソダ
ヤブラン ヤブラン ヤブラン トコロ ヤブラン トコロ
シュンラン シュンラン ジャノヒゲ イノデ シュンラン シラヤマギク
ジャノヒゲ ホウチャクソウ ホウチャクソウ ジャノヒゲ ナキリスゲ

ヤマイタチシダ ヤマイタチシダ ホウチャクソウ ノガリヤス
クマワラビ クマワラビ ヤマイタチシダ ヒカゲスゲ
オオバジャノヒ コチジミザサ ヤマノイモ ヒメカンスゲ
チジミザサ ヤマノイモ タチツボスミレ ヤブレガサ
ミズヒキ タチツボスミレ ヤマユリ

草本類

落葉樹 ガマズミ

サネカズラ

常緑樹

落葉樹

常緑樹

イヌガヤ イヌガヤ針葉樹 アカマツ モミ

落葉樹

常緑樹

針葉樹 アカマツ モミ イヌガヤ

落葉樹

常緑樹

針葉樹 アカマツ モミ
海岸部 内陸部 海岸部 内陸部

落葉樹林
スダジイ林 シラカシ林 コナラ林 コナラ林

常緑樹林と落葉樹林の構成例　（関東平野）　　　　　
階層区分 種類 常緑樹林


