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編　集　の　背　景

環境保全センター講師　　土　橋　陸　夫　

　現在私達はさまざまな環境問題に直面しております。その原因のほとんどは、人口の増加と生活様式の

変化（いわゆる快適なライフスタイルの導入）に由来したものです。地球温暖化は、私達が毎日見聞する

代表的な環境問題です。温暖化は、地球を取り囲む二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロ

カーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄などの、いわゆる温室効果ガスの
増加が原因であることは、ほとんどの人が認めるようになりました。また、温暖化の主要な原因物質が企

業の活動や私達の日常生活から排出される二酸化炭素である事実が次々と明らかになってきました。

　ご存じの通り、大気中に排出される二酸化炭素の大部分は、エネルギー源として化石燃料（石油、石

炭、天然ガスなど）を燃焼する事により発生します。現在、１８５０年頃に比べて人口は約５倍、一人当たり
が使うエネルギーは約８倍になりました。世界全体で約４０倍のエネルギーを使うようになったわけです。
世界の一次エネルギー消費量は、石油換算で約１０５億トンに達し、その内訳（％）は、石油３６．４、石炭２７．８、
天然ガス２３．５、水力６．３、原子力６．０の順になります。世界で使われているエネルギーの８８％が化石燃料と
いうことです。

　温暖化対策として議決された京都議定書は、先進国の温室効果ガス排出量の削減率を定めた約束事で

す。１９９０年値を基準とし、先進国全体で少なくとも５％（二酸化炭素換算）の温室効果ガス排出削減を目
指し、各国毎に法的拘束力のある数値目標を設定しました。削減量は、排出量から吸収量を差し引いた数

字です。日本の削減量は６％です。しかし、日本では政府当局による対策が遅れ、削減どころか二酸化炭
素排出量は増え（１９９０年値比＋８％）続けています。１９９０年比６％減のためには、合計１４％減らす必要が
あります。

　政府は、２００２年３月に「地球温暖化対策推進大綱」を定めました。その中で温室効果ガス吸収源対策と
して、森林・林業対策を推進することにより日本の削減量１４％のうち３．８％を確保することが可能と推計
しています。そのための施策が以下の４項目です。１）健全な森林の整備、２）保安林等の適切な管理・
保全等の推進、３）国民参加の森林づくり等の推進、４）木材及び木質バイオマス利用の推進です。しか
し、この大綱は方針を掲げただけで、具体的な方法、手段や数値の設定等は示されておりません。

　温暖化対策を実現していく上で、二酸化炭素の排出量を減らすことと同時に重要なポイントは、森林整

備によって二酸化炭素の吸収を促進することです。二酸化炭素の吸収は、海洋と森林と土壌が担っていま

す。湖沼や河川や海中の水分は、大気中の二酸化炭素を溶解・蓄積することで吸収源としての役割を果た

しています。森の木は、その光合成によって二酸化炭素を活発に吸収・蓄積します。光合成は樹木の成長

期にピークとなります。また、間伐等の管理が行き届いた森林は、表層土壌を保持することにより、土壌

の侵食や流出を防ぎ、土壌が持つ二酸化炭素吸収能力を高める側面を持っています。

　一方、森林で成長した木を伐採し、薪炭として燃焼すれば炭素成分は二酸化炭素に戻ります。家屋の建

材として使用しても火災に会ったり耐用年数等が過ぎて、廃棄・焼却されれば二酸化炭素が発生します。

森林の中で生育の途中で枯れた草木や森林に住む動物の死骸などからも、微生物分解等による二酸化炭素

の放出が生じます。長期的にみれば、森林は一方的に二酸化炭素を吸収し続けることはありません。植林

に始まり、森の成長期、成熟期、木材としての最後の姿までを収支すると、二酸化炭素の吸収と放出は釣

り合っています。
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　しかし、森の木を燃料として利用すれば化石燃料の使用を減らすことになり、建材として長期に利用す

れば、一次的ではありますが二酸化炭素の固定・封じ込めの役割を果たすことになります。森林による二

酸化炭素の吸収に焦点を絞れば、成熟した木はどんどん伐採して材木として利用し、その後に苗木を植

え、若い成長期の森林を育てることが効果的です。過剰な切り出し後、放置され、荒廃した状態の禿げ山

や砂漠化した処に植林を進める事は非常に有効な方法です。森を守り、育てることは、豊かな自然を維持

していくためにも非常に重要です。

　２００５年４月に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」では、１）二酸化炭素をはじめとする６種類
の温室効果ガスの排出量を８．４％削減する、２）森林整備によって、京都議定書で認められた「森林吸収
源」に３．８％相当の排出量を吸収させる、３）「排出権」を購入することで１．６％を削減したことにする、と
いう計画を示しました。

　「排出権」とは、国や企業が一定以上の二酸化炭素の排出抑制に成功したり、目標数値に足りなかった場

合、抑制超過分や不足分を市場で取引する制度です。排出権取引によって１．６％を削減するにはどれくら
いの資金が必要になるのでしょうか。日本の１９９０年の排出量は、二酸化炭素換算で１２億６，１００万トンです
から約２，０００万トンの購入が必要です。国際的な排出権取引の主導権を握っているEU市場では、現在１ト
ンあたり２０ユーロ前後で取引されています。２，０００万トンを購入するには約６６０億円（１６５円／EURとして）
が必要です。１．６％の購入で間に合う計算でも毎年６６０億円を私達の税金から支払い続けることになります。
　温暖化ガスの排出権取引は急拡大しています。我が国でも某証券会社グループが、国内証券会社として

初めて排出権取引ビジネスに参入することが分かりました。途上国での温室効果ガス削減プロジェクトへ

の出資で排出権を取得し、国内企業に販売するほか金融商品に加工して投資家にも売り出す、また商社な

どから購入した排出権の転売も手掛けるとのことです。二酸化炭素の商品化という、想像を絶する世の中

になりました。

　EUの欧州委員会は、京都議定書以降の２０２０年までに温暖化ガスを１９９０年比２０％削減するというEUの数
値目標の達成を具体化するための包括的な地球温暖化対策を発表しました（２００８年１月）。対策の特徴は、
企業や市民にもコスト負担を求めることを明確にうたっている点にあります。その負担額は民間企業を中

心に年間６００億ユーロ（約９兆５，０００億円）になり、一人当たりに換算すると年間２４，０００円程度になるそう
です。地球環境の破壊を防止し、人を始めとする生態系の存続を図るには、こんなに差し迫った状況に突

入したとも解釈出来ます。

　１９６２年、レイチェル・カーソンは自然破壊を警告した「沈黙の春」を発表しました。カーソンは、その
冒頭の「明日のための寓話」で死の町の出現を予告・警鐘しています。寓話の世界が目前に迫っているよ

うです。「沈黙の春」になってからでは、いくら治療費をかけても手遅れで、治癒の術はありません。現在

進行中の環境破壊の解決を次世代に先送りすることはできません。なんとか間に合わせるには、私達が治

療費、予防費を負担するほかなさそうです。

　山形県では、平成１８年１２月に「やまがた緑環境税条例」及び「やまがた緑環境税基金条例」が可決され、
平成１９年度から「やまがた緑環境税」を活用した森林整備が始まりました。本特集号は、「やまがた緑環境
税を活用した新たな森づくり」に係わる方々から原稿を頂戴し、環境問題を考える身近な、具体的な活動

事例を紹介する場としました。
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やまがた緑環境税を活用した新たな森づくり

　　　山形県農林水産部森林課　

１　はじめに
　敢　戦後林業の変遷

　　　最近「森が荒れている」という話をよく耳にしますが、これはどういうことを指しているのでしょ

うか。

　　　総合学習の時間に訪れる中学生に「森林は減っているのですか。」と聞かれることがあります。「山

形県の」という話であれば答はNOです。本県の森林面積は県土面積の７２％にあたる約６７万haとなっ
ており、昭和４０年代以降ほとんど変わっていません。

　　　従って、面積が減ることではなく、時間とともに森林の構造や質が私たちの生活にとって悪い方向

へ変化したことを指して「荒廃した」と考えるのが適当です。

　　　それでは、何故荒廃が進んだのでしょうか。森林と人とのかかわりについて振り返って見てみま

しょう。

　　　日本の森林は、第二次世界大戦中に資源として大量に伐採されました。そのまま放置すれば土砂崩

れなどの災害の発生が危惧されることなどから、森林の公益的機能再生と資源造成を早期に図るため

に伐採跡地への造林を国策として推進した結果、戦後約１０年で１５０万haを超える伐採跡地を解消し、
日本の森林は針葉樹人工林として緑に再生されました。

　　　一方、広葉樹林は当時のエネルギー源として重要な役割を担っており、戦後１０年間の薪炭材の生産
は、日本の木材生産量の３～５割を占める状況でした。この薪炭材生産は、当時の山村住民の暮らし
を支えていたのです。しかし、昭和３０年頃から家庭燃料は、薪炭から石油系に急速に変わりはじめ昭
和４０年代半ばには壊滅的状況となり、山村の生活に甚大な影響を与えたのです。この急速な変化は
「燃料革命」と呼ばれています。

　　　その後も広葉樹材はパルプチップの原料として伐採され、針葉樹材は建築用材としての需要が年々

増加し、木材価格は好調に推移しました。このような状況の中、将来に明るい展望を持った森林所有

者は、用材となるスギなどの針葉樹を積極的に造林したのです。

　　　しかし、その後は、伐採できる森林が少なかったため需要に見合った木材が確保できず、輸入材に

頼らざるを得なくなりました。年々増加する輸入材の影響により、国産材の価格は昭和５５年をピーク
に下落が続くとともに経営コストは増加し、林業経営の収益性は長期にわたり低迷することになりま

した。

　　　このように、林業生産量は、森林資源の構造がどのような状況になっているかで制約を受けるため、

工業生産のように短期間で需要に対応できないという特性を持っています。

　柑　管理放棄森林の増加

　　　林業は森林に対する人の働きかけの一つですが、林業が好調な時期は、伐採、再造林、下刈りなど

の手入れが積極的に行われ、その行為により森林の働きが維持されてきた面があります。

　　　しかし、里山の広葉樹林においては、燃料革命以来、また、スギ人工林においても近年、収益性の

悪化により森林所有者の経営意欲が減退し管理放棄される森林が増えてきました。

　　　長年にわたり手入れがされない森林は、時間の経過とともにその構造が変化し、主役である上層を
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構成する樹木が異常に混みあい、暗く、下層の植物が異常に少ない状態になっています。

　　　このような森林は、地表の浸食が進み土壌が流失するため、水を蓄えたり土砂災害を防止したりす

る働きが弱くなります。

２　やまがた緑環境税の導入
　敢　山形の森林の現状と課題

　　　前述のように森林・林業を取り巻く情勢は戦後６０年の間に大きく変化しました。木材価格の低迷や
農山村地域の過疎化、化石燃料に依存した生活様式への変化などから、林業離れや人と森の関わりの

希薄化が進み、手入れの行き届かない森林が増加しました。また、生活の利便性が向上する一方で、

森・川・海をつなぐ水環境や森林等の自然環境を支える生物の生息環境なども悪化する傾向にありま

す。

　　　このまま推移すれば、森林の荒廃がさらに進み、水害や土砂災害の増加、水質の悪化、地球温暖化

の進行、美しい自然景観や安全快適な生活環境の劣化などの機能低下を招き県民生活に大きな影響を

及ぼすことが懸念されます。

　柑　森林を県民全体で支える新たな仕組みの構築

　　　社会経済情勢の大きな変化から林業離れなどが進んでいる中で、これまでの林業支援を軸にした既

存の施策のみでは、森林全体の公益的機能を維持・保全することは困難と考えられます。

　　　しかし、厳しい財政状況にあっても、私たちの生活に深刻な影響が出る前に森林の荒廃に歯止めを

かけ、森林の公益的機能を回復・保全することは喫緊の課題です。

　　　このような状況の中で荒廃の危機にある森林を再生していくためには、県民に等しく恩恵をもたら

している森林を県民全体で支えていく新たな仕組みを構築し、県民みんなが安心して暮らせる豊かな

森づくりを推進していくことが必要です。

　桓　「やまがた緑環境税」の導入

　　　平成１６年３月に県民みんなで森林を守り育てることをねらいとした「やまがた公益の森構想」を策
定して以来、「公益の森づくり推進検討委員会」並びに「山形県森林審議会」において、「県民みんな

で支える新たな森づくりと費用負担のあり方」について、上記芋の論点を核として審議されてきまし

た。

　　　平成１８年７月には森林審議会の答申を受け、同年１１月の税制度研究会で「やまがた緑環境税」（案）
がとりまとめられました。これを受け、県議会１１月定例会において「やまがた緑環境税条例」及び
「やまがた緑環境税基金条例」が可決成立し、平成１９年４月から具体的な事業がスタートしました。

　棺　税制度のあらまし

　　　やまがた緑環境税は、新たな徴税システムの構築費用が不要であり、所得が一定の水準を下回る人

に配慮された制度であるなどの理由から、県民税均等割の納税義務者が県民税といっしょに納税して

いただくしくみを採用しています。

　　　税額は個人の場合年１，０００円、法人の場合は法人県民税均等割額の１０％相当額となっています。
　　　納めていただいた税金は、他の税金と区分するため、全額を基金に入れて管理し、新たな森づくり

に限定して使わせていただきます。

 

― ４ ―



３　やまがた緑環境税を活用した事業の概要
　税を充当する事業は、「森林の有する公益的機能の維持増進及び持続的な発揮という条例の目的に合致す

ること」、「緊急又は重要であり、効果が広く県民に及んで公益性が高く、新規施策又はこれに準ずる拡充

施策として、山形県森林審議会の答申に盛り込まれている施策内容に合致すること」及び「原則として他

の特定財源が充当されない事業であること」を条件とし、すべてを満たす事業を対象として、次の３つの
枠組みで事業を展開することにしています。

　①　環境保全を重視した森林整備の展開

　　　森林の公益的機能の維持増進を図るため、荒廃した森林の整備などを行う。

　②　２１世紀にふさわしい県民と森林の関わりの構築
　　　森林の重要性についての理解を深め、森林をすべての県民で守り育てる意識を醸成することを目的

に民間団体等を対象とした公募事業や市町村交付金事業を実施する。

　　　また、豊かな水とみどりを育む保全活動の推進として、海岸林や野生動物との共存を図るための緩

衝林の整備など地域独自の保全活動を進めるとともに県民と森林との絆を深める環境づくりの推進と

して様々な角度から自然環境学習を支援する。

　③　新たな森づくりの推進体制の整備

　　　税制度や新たな森づくりの普及啓発、税を活用した事業の透明性・公平性を確保するための第三者

機関「やまがた緑県民会議」の開催、さらには「やまがた公益の森づくり支援センター」の支援など

により森づくり活動のサポート体制を強化する。
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４　やまがた緑環境税を活用した森林整備
　敢　山形県の森林の荒廃現況

　　　山形県の民有林は、３１２千ha（人工林１２１ha、天然林１９１ha）ありますが、そのうち、１３２千ha（人工
林３９千ha、天然林９３千ha）は、過去１０年間に全く手入れがされず管理放棄された状態になっていま
す。この中に公益的機能の持続的な発揮が懸念される森林が相当量存在していると考えられます。

　柑　森林整備の基本的な考え方

　　　上記の公益的機能の持続的発揮が懸念される森林の中でも、①荒廃状況が顕著である、②地形が急

峻で土砂流出の危険性が高い、③下流に人家等の重要な保全対象があるなど、保全上特に重要な森林

を１０年間で整備することにしています。
　　　整備の対象となる森林は、上記の管理放棄森林１３２千haのうち、１１，６００ha（人工林７，８００ha、天然林
３，８００ha）程度と見込んでおり、平成２０年３月までに選定作業を終了する予定です。

　　　なお、税を活用した森林整備にあたっては、将来にわたって本来森林の持つ働きが発揮できるよう、

２０年間の皆伐や転用の禁止などの義務及びこれに違反した場合の経費返還等を盛り込んだ協定を森林
所有者と事前に締結します。

　　　また、実際の整備にあたっては、次の３つのタイプに区分して行っています。
　　①　人工林を針広混交林へ誘導

　　　　これまで、所有者の高齢化・離村等の理由から手入れされず放置されており、今後も道路から遠

いなどの理由から整備が難しく、また、成長も期待できないなど、人工林として維持することが困

難な森林では、間伐により、広葉樹の侵入を促進し、公益的機能の高い針広混交林へ誘導します。

　　②　人工林を長伐期育成林へ誘導

　　　　放置されている人工林であっても、今後の手入れによって、公益的機能の発揮が期待される場合

には、不良木の伐採や抜き伐りを行うとともに、森林組合等で一元的に管理することにより、長期

間公益的機能が維持される森林を造成します。

　　③　病虫害等により荒廃した里山林の再生

　　　　松くい虫、ナラ枯れ被害等により、公益的機能が著しく低下し、阻害性植生の侵入や表土の流出

がはじまるなど自然の力では再生が困難な森林を対象として、不良木や立ち枯れ木の伐採除去、広

葉樹の植栽及び簡易土留柵の設置により活力ある里山林を再生します。
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　桓　平成１９年度の整備状況
　　　新しい制度のスタートの年となった今年度は、当年度分の整備対象森林の選定作業を優先的に進め

るとともに、森林所有者との協議を進めてきました。

― ７ ―



　　　昨年９月に、同意が得られた森林について、やまがた緑県民会議の了承を踏まえ、整備に着手して
います。

　　　現在、今年度計画として掲げた１，０３０haの整備完了を目指して、県内各地で作業を進めています。
　棺　効果判定調査

　　　税を活用した森林整備については、その効果を検証し情報を公開していく必要があります。

　　　森林整備の効果を評価する指標としては、整備前後の植生の変化が適当と考えられます。今年度

は、モニタリング調査を行うプロットを２４箇所設定するとともに整備前の植生調査を行いました。引
き続き平成２１年度まで毎年２４箇所ずつ新しいプロットを設定していく予定です。今後は、設定した調
査プロットにおいて３年毎に行う再調査によって得られた植生データと比較し、効果の検証を行って
いくことにしています。

　款　森林資源の利用促進

　　　整備が終った森林には、伐採された樹木（間伐材）が残ることになります。

　　　これらの間伐材は、規格、寸法、形質にはばらつきがあるものの用途を限定しなければ様々な資源

としての利用ができますが、引き取り価格に対して搬出経費が割高となるため、なかなか利用が進ま

ない状況にあります。

　　　そこで、森林整備によって発生する間伐材を資源としての利用を促進するため、搬出経費を補助す

る事業も同時に実施しています。今年度は、約８，０００逢の搬出に補助する計画です。
　　　また、県産木材の利用を拡大することが、森林整備の促進にもつながります。

　　　木の循環利用により、森林の適切な管理を促すため、県産木材の良さを広く普及するとともに、地

域住民等が県産木材を生活空間に取り入れる活動を支援しています。

― ８ ―

整備前の状況 伐採（間伐）作業

伐採木の整理 整 備 完 了



４　おわりに
　やまがた緑環境税の目的や仕組みについては、これまでも県内各地で説明会を開催したり、「県民のあゆ

み」など各種広報媒体を活用して普及啓発に努めてきました。また、実際の整備の状況につきましても広

報番組や日帰りバスツアーなどのPRを行っています。
　あわせて、森林所有者の皆様にも理解を深め御協力していただくため、２４０回に及ぶ地域座談会を開催
してきました。

　今後も引き続き、普及啓発に努めるとともに、やまがたの豊かな緑を、かけがえのない財産として未来

へ引き継ぐため、計画に沿って着実に森林の整備を進めていきますので、各位の御理解御協力をお願いい

たします。

― ９ ―



山形県の森林と研究の現状

山形県森林研究研修センター研究主幹　　三　浦　直　美　

Ⅰ　はじめに

　２１世紀は「環境の時代」とも言われます。かつては無限であった地球も有限性が明らかになり、その環
境保全が私たちの生存に不可欠な条件となっています。森林は環境と相互作用を持つ陸上最大の生態系

で、地球環境の保全に欠くことのできない存在として大きな期待が寄せられています。今、地球上では１
年間に日本の約半分の森林が失われていますが、地球温暖化ガスである二酸化炭素の増加原因の約１／３
は森林減少にあると言われており、地球環境の保全にとって森林の役割は重要なものがあります。

Ⅱ　森林の特徴とはたらき

　１　森林の構成
　　　森林を形づくる樹木は長寿で大きいため、その集合体の森林は大きな生物集団を作ります。森林は

こうした大きな樹木のほか、小さな樹木、草、コケなどの植物、そこを住みかとする動物、土壌中の微

生物や菌類、そして土や水などの環境によって出来ており、大きくて複雑・多様な生態系です。森林内

で、植物は光合成により二酸化炭素と水から有機物を作り、動物はその有機物を食べ、その死がいや

排せつ物を微生物が分解し水と二酸化炭素にもどす、物質循環が常に安定した形で行われています。

　　　こうした循環の中、土壌が改良されるなどの生育環境の変化により森林の構成が変わることがあり

ます。こうした生物群集の移り代わりを遷移と呼び、通常、①裸地　②コケ類　③一年生草本の草原

④多年生草本の草原　⑤陽性の低木林　⑥陽性の高木林　⑦陰性の高木林と長い年月をかけて進みま

す。遷移がこれ以上進まない安定した状態を極相、経路の途中から始まる遷移を二次遷移、その林を

二次林と呼びます。極相林は、代表例のブナ天然林に見られるよう、長い間その状態を保つことが可

能ですが、実際の日本の森林は台風、山火事などの災害や伐採によって二次林になっていることが多

く、極相林は残り少ない状態にあります。このように森林は安定しているように見えますが常に遷

移・変化しています。

　２　森林の種類
　　　森林の成立はほとんど雨量と気温によって決定されます。雨量が極端に少なければ砂漠、もう少し

多くても草原にしかなれない所もありますし、極地や高山では雪や氷の期間が長く森林になれませ

ん。極相状態の森林分布（帯）を緯度変化にともなって表したものを水平分布、標高の変化にとも

なったものを垂直分布と言い、世界的には熱帯雨林、熱帯季節林、暖温帯林（亜熱帯林、照葉樹林、

硬葉樹林）、冷温帯林、亜寒帯林の５区分に分けられ、日本の森林は図－１のような亜熱帯林、暖帯林
（照葉樹林）、冷温帯林、亜寒帯林の４区分に分けられます。

　　　日本は雨が多く、森林はどこにでも成立することができます。古くから森林の木材を利用してきた

日本では、利用目的のため樹木を植栽などにより人工的に造成してきました。そうした森林は人工林

と呼ばれ森林全体の４０％にもなりますが、多くは建築材としての針葉樹林（スギ、ヒノキ、アカマツ）
です。また、森林の所有形態によって、国が所有する国有林（森林の３１％）とそれ以外の民有林に分
ける区分もよく用いられます。
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　３　森林の機能
　　　森林には、私たちの生活を守ったり役立ったりする多様な働きがあり、その働きは大きく次の４項

目にまとめられます。

　　茨　森林は水と二酸化炭素から有機物を合成し幹に貯える木材生産と二酸化炭素の吸収機能を持って

います。この吸収機能が大きいのは若齢林で老齢になると衰えますが、日本の森林は京都議定書に

おける削減目標６％の内３．８％も占めるほどになります。吸収の衰えた森林の幹は木材として利用
することができ、建築用材、家具、紙、燃料などに加工・利用され、使用量は増加し続けていま

す。木材は循環資源なので腐って分解されても二酸化炭素濃度には変化がありませんし、腐らせず

に長く使えば炭素を固定したまま保つこともできます。

　　芋　森林は「緑のダム」とも呼ばれ、降った雨を一度土壌中に浸透させて徐々に流出させ、水量を平

準化する水源かん養機能があります。また、併せて水質も良好に保ちます。

　　鰯　森林の水源かん養機能は洪水、干害、土壌浸食を防ぐ自然災害を防止する働きにつながります

し、土中に張りめぐらせた樹木の根は山地の崩壊をも防止しています。その他、森林は風や霧を弱

めたり、落石や吹雪、雪崩の発生を防いだり、海岸においては飛砂、津波、高潮を防いだりしてい

ます。　　　

　　允　森林は私たちの生活環境の保全にも役立っています。自然との触れ合いや森林浴の場となったり、

名勝・旧跡の景観を保ったり、火事を防ぎ、気象や騒音を和らげたりします。

― １１ ―

図－１　日本の森林帯分布



　　　　これらは複合的に作用し、一つの森林

は何役も果たしており、人工工作物に置

き換えることは不可能です。また日本で

は、人間の生活を守るために特に重要な

森林は表－１に示すように保安林として
法律的に位置づけられ、重要性から特別

に扱われています。

Ⅲ　山形県の森林の現状

　１　森林の概況
　　　山形県の森林面積は約６７万haで県土の
７２％を占めています。森林帯区分では高山、
亜高山を除き、ほとんどが冷温帯に属して

おり、その主要樹種はブナとなっています。

また、人工林・天然林（二次林も含む天然

生林）の区分では、天然林が７３％と全国トッ
プクラスに高く、所有形態別では、国有林

が５３％とこれまた全国トップクラスとなっ
ています。

　　　現在の森林植生は、図－２に示すように
スギ、ブナ、ナラ類がほぼ１／３ずつですが、
スギは人工林の比率が極めて高く、ブナは

天然林と二次林、ナラ類は二次林の比率が

極めて高くなっています。人工林の比率は

国有林１７％、民有林３９％と里山の多い民有
林が圧倒的に高く、人工林の８７％はスギ林
となっています。また、樹木の体積を示す

蓄積では、人工林を主に年平均１１１９万逢ず
つ増加し続けおり、１９７０年の約２倍にまで
達しています。

　２　森林資源の現状
　　　山形県の主要樹種の分布の特徴と資源動

向はおおよそ次のようなものです。

　　茨　ス　ギ

　　　　ほとんどが建築材に用いるために植栽

された人工林で、里山に多く分布してい

ます。戦後の木材不足に対応するため成

長の良い針葉樹を植栽したものが多く、

林齢が３０～５０年で間もなく利用の適期を
迎えようとしています。ここしばらく木
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図－２　山形県の主要な樹種の割合（面積）

比率（％）面積（万ha）保安林の種類

７１．０８８７水源かん養１号

２０．０２４９土砂流出防備２号

０．５６土砂崩壊防備３号

０．１２飛砂防備４号

０．５６防風

５号

０．００．００水害防備

０．１１潮害防備

１．０１２干害防備

０．００．００防雪

０．５６防霧

０．２２なだれ防止
６号

０．００．００落石防止

０．００．００防火７号

０．４５魚つき８号

０．００．００航行目標９号

５．６７０保健１０号

０．２３風致１１号

１００．０１，２４９延べ面積合計

１００．０１，１７６実面積合計（重複を除く）

４６．８全森林面積に対する比率（％）

（２００７年林野庁業務資料より）

表－１　森林の公益的機能（森林法２５条の保安林から）



材は輸入材におされ、材価は再生産が困難な状態まで低落し、経済的不採算性から伐採・利用はも

とより健全な状態を維持するための保育施業すら放棄される森林が増加しています。しかし、ここ

１～２年は世界的な木材不足や国内生産の低コスト化などから、若干需要が増加傾向にあります。
　　芋　ブ　ナ

　　　　かつては県内いたる所がブナ林でしたが、人間の活動とともに減少し、現在は標高４５０ｍ以上の
ブナーミズナラ帯やブナ帯に分布するだけで、とくに天然林は減少・奥地化しています。ブナ天然

林の利用伐採は１９４０年ごろから急増し、１９６８年をピークにその後は減少し続け、ブナ林の希少価値
化と奥地化のため１９９５年ごろからは急減しています。木材利用の主な用途は、戦前～戦中は家具、
床板、枕木などで、その後はパルプ・チップや建材が多く、現在はほとんど利用がありません。

　　鰯　ナラ類

　　　　ナラ類の主な樹種は標高０～３５０ｍに分布するコナラと１５０～６００ｍに分布するミズナラです。こ
れらは有史以来、人里近くで主に薪炭林として伐採・利用され、萌芽更新を繰り返しながら維持さ

れてきた森林です。萌芽更新（伐採した木の切り株に枝が発生し、成長して樹木になるもの）は成

長が早く利用効率の高い更新方法で、かつての薪炭林では２０～３０年周期で伐採を繰り返していまし
たが、化石燃料社会の現在では伐採・利用がなく、５０～６０年生の萌芽更新能力の低下した森林と
なっています。

　　　　また、近年、図－３に示したようにナラ類の集団枯死（現在、庄内、最上地域を中心に全県に発
生）が発生し、ナラ林の森林構造に大きな変化が起こりつつあります。その枯死原因は、体長約５
亜の昆虫（カシノナガキクイムシ）の運ぶ菌（ナラ菌）がナラの導管内で繁茂し、通水障害を起さ

せ枯死に至るものです。また、カツラマルカイガラムシ（村山地方のみに発生）が最近大発生し、

樹液を繰り返して吸汁することにより、多種類の里山広葉樹が枯死に至っています。

　　允　マツ類

　　　　本県の主なマツ類は、庄内海岸の飛砂防備のために植栽・育成されたクロマツ林とその他の地域

（置賜地方に多い）のアカマツ二次林です。マツは極めて陽性の高木で、伐採地や荒地への侵入が

早く二次林を形成しやすい樹種ですが、木材利用を目的とした植栽地もあります。図－３のように
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図－３　森林被害の推移（枯死本数）



昭和５３年から松くい虫による集団的な枯死が発生し、一部はナラ林に遷移した森林もありますが、
庄内海岸は強風・潮害のためクロマツ以外の樹種による成林は困難な状況にあります。

　３　林業生産の現状
　　　林業は森林の生産物を販売するなどして利益を得て、その一部を森林へ再投資する産業で、森林の

保育、伐採・生産、加工・利用や山菜やきのこ生産など部門があります。対象となる森林は主に人工

林ですが、天然生林からの収穫も対象になる場合があります。

　　　現在、人工林の保育は本数密度調整作業である間伐（本格的利用の主伐までの間の伐採で、かつて

は収入になった）が主体です。近年は保育作業の放棄により、雪害などの気象害を受け易い森林や日

照不足で林床が裸地化し多様性を失った森林が増加していますが、間伐は森林を維持するための必須

作業であることから、みどり環境税の活用などによる改良が必要です。

　　　その産物である木材の利用については、表－２に県内木材の生産状況（推定）を示したように、全
国同様県内の生産にも好転の兆しが見えつつあります。その全国的先導役は原料の国産針葉樹材化に

成功した合板で、県内でも合板向け生産が（県外工場への出荷のため、データに表れない）始まって

いますが、その他の製材、パルプ・チップはやや減少気味です。その一方、材価は安い合板向け原木

に引きずられ、下降から横ばいの傾向にあります。

　　　天然生林は伐採による木材利用が主体で、近年の利用量は急激に減少し、わずかな量（２００６年度
３８，０００逢）がパルプ・チップ、おが粉などに利用されるに留まっています。

　　　森林内の生産物である山菜やきのこは、近年人工栽培化（山菜は畑地やビニールハウス栽培、きの

こは工場的施設栽培）が急激に進み、森林内の生産は減少しています。流通している山菜やきのこの

県内生産量、生産額、単価は産地間競争の激化から減少傾向にありましたが、最近は歯止めがかかり

つつあります。一方で、本物趣向から森林内に自生する山菜やきのこを求め、レクレーションを兼ね

た山菜やきのこの採取も増加しており、新たな付加価値が芽生えています。
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単位：１，０００ｍ３

１７１６１５１４１２７Ｈ２６０５５５０Ｓ４５　

２６０２４９２４７２２８３４３４２４５３６５２２５５４５７０６５３県 内 生 産 量

１２９１７１１８８２４３３２２５５７５８５４５０５２０６０５５６３外 材 輸 入 量

１０４７６８５８７１０６１６１２２８２１５２０８１１３４県 外 移 入 量

４８５５５３４８４３２９４０５２４０３１３８国産材

５６２１３２３９６３１３２１８８１６３１６８８２△ ３４外　材

４９３４９６５２０５５８７７１１，１４２１，３４９１，１８７１，２８２１，２８８１，２２０合　　計

（山形県木材統計より）

表－２　県内の木材の供給量（県内製材工場の入荷量より）



Ⅳ　森林に関する研究の現状

　１　森林に関する研究機関
　　　県内で試験・研究に県内の森林を取り上げている機関は、国立大学法人山形大学農学部、独立行政

法人森林総合研究所および山形県森林研究研修センターだけです。このうち、大学は森林に関する基

礎的な研究と教育、森林総研は国としての課題や国有林の課題に関する研究を主に担当し、必ずしも

山形県の森林に関係する研究とは限りません。

　　　県には健康、環境、工業、農林水産業に関する試験研究機関があり、農林水産業のうち森林・林業

に関する部門として森林研究研修センターが設置されており、山形県民有林に関する実用的な研究を

実施しています。研究課題は森林・林業に関する県の行政的課題や森林所有者や市民からの要望によ

り設定され、その実用的な解決法を目指しています。また、研究と同時に、森林・林業に関する技術

情報の収集、普及資料の整備、種々の研修も実施しています。

　２　森林を対象とする研究の特徴
　　　森林は多様な機能を持っている大きな生物集団であるため、研究分野も多岐に渉ります。県の試験

研究機関は人間の健康や環境に関する分野と生産活動に関する分野に大別できますが、森林に関する

研究はどちらの側面も持っています。健康や環境分野においては環境的側面が強く、産業的分野にお

いては農業と類似する側面を持っていますが、相違点は次のように整理されます。

　　茨　環境的側面

　　　①　すべての生物的環境や無機的環境をも対象にするのではなく、森林に特化した環境を対象とし

ます。

　　　②　産業としての林業は持続できる環境（機能）があって成り立つことから、森林環境（機能）の

持続性を常に求めます。

　　　③　森林という生物的な群集を対象とし、希少種等の個別の種を対象にすることは希です。

　　芋　産業的側面（主に農業と比較して）

　　　①　樹木の成長や遷移には長時間を要することから、研究の立場は時間軸を持つ４次元世界で、持
続ある一連の取り扱いを求めます。

　　　②　農作物とは高さのスケールが全く異なるため３次元構造も複雑で、対象とする現存量（バイオ
マス）のスケールも全く異なることから、取り扱いの視点もより多岐に渉ります。

　　　③　環境緩衝作用の持続のため、同一（品）種での森林構成を避けるなどの多様性を求めます。

　　　④　森林には樹木の他にも山菜、きのこ等の特用林産物や動物等も存在するため、一用途に限らな

い総合利用を求めます。

　３　実施している研究の内容
　　　表－３に平成１９年度に当センターが実施している研究の概要を示しました。各研究課題は５年ごと
に見直される県研究開発の重点化区分に従って設定されますが、森林環境の維持・増進を目的として

いる課題の多いことが特徴です。また近年、研究の公募・競争化により、農林水産省からの補助が激

減し、種々の外部資金（国も含む）を活用した共同研究が増加しています。
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研究期間

（年）
研究種別

課　　　題　　　名

（　研　究　の　概　要　）
研究区分

５

３

３

２

５

５

５

５

５

県 単

外部資金共同

外部資金共同

外部資金共同

国 庫 補 助

県 単

県 単

外部資金共同

外部資金共同

庄内海岸林における主要広葉樹による復元・改良技術の確立

（自生広葉樹による松くい虫被害林の復元技術の開発）

産業用無人ヘリコプタ－によるスミパインMCの散布に伴う気中濃度

及び生物影響調査（スミパインMCの散布時の気中濃度と生物群集影

響調査）

ナラ類集団枯死被害防止技術と評価法の開発

（集合フェロモン利用によるナラ類の枯死被害防止技術の開発）

庄内砂丘におけるラウンドアップマックスロ－ドを利用した造林作業

の省力化に関する試験

（除草剤によるニセアカシアの駆除試験）

生物多様性保全に配慮した里山林の評価手法と管理技術に関する調査

（里山林の健全性に関する評価手法の検討と里山林の管理技術の開

発）

里山広葉樹二次林の形成過程の解明と管理手法の開発

（里山林の持続性・健全性を考慮した管理・保育技術の開発）

スギ人工林の長期循環管理技術の開発

（消極的長伐期施業の評価および伐採跡地の実態と森林復元のための

類型化）

広葉樹林化のための更新予測および誘導技術の開発

（広葉樹林化技術を生物多様性により評価し、効率的誘導技術を開発）

森林吸収源インベントリ情報整備調査

（森林土壌の炭素吸収量に関する基礎情報の収集調査）

森林環境の維

持・増進技術

の開発

５

３

５

県 単

外部資金共同

県 単

花粉症低減のためのスギ優良品種の開発

（精英樹からの低アレルゲン品種の選抜)

スギ雄花形成の機構解明と抑制技術の高度化に関する研究

（雄性不稔スギを活用した新たな無花粉スギ個体の創出）

里山を利用したきのこの通年発生技術の確立と体系化

（里山における優良系統の選抜と発生時期の調整)

多様なニーズ

に対応する林

木および特用

林産優良品種

の開発

５

５

県 単

国 庫 補 助

山菜の安定生産技術の確立と高品質系統の作出

（ネマガリタケとワラビ優良系統の増殖技術の開発)

原木栽培における多品目きのこの適応性調査

（種々の里山における栽培きのこの適応性把握と発生技術の確立)

自然活力を活

用した特用林

産物生産技術

の確立

３

３

県 単

外部資金共同

県産スギ材の材質特性に適合した利用方法の開発　

（県産スギ材の横架材及び内部用部材としての利用技術の確立)

木質バイオマス効率利用システム調査

（地域に適した木質バイオマスエネルギ－利用ト－タルシステムの検

証)

地域活性化の

ための技術開

発

 注） 外部資金共同：外部の資金を用いた共同研究に参画しているもの（例：農林水産技術会議高度化試験、NECDなど）

表－３　平成１９年度研究課題一覧表



Ⅴ　これからの研究方向

　１　森林をめぐる新しい動きと課題
　　　課題設定に必要な最近の森林をめぐる新しい動きや特徴を整理すると次のようになります。

　　茨　里山林の高齢化と集団枯死の進行から、天然生林に対しても人手が加わり始めました。

　　芋　保育不足による人工林の多面的機能の低下に対応するため、広葉樹林や針広混交林への積極的な

転換が図られています。

　　鰯　世界的木材不足（日本は資源が増加しています）や温暖化対策から循環資源の木材が見直され、

木材利用の活性化の動きにあわせ林業の再構築が始まっています。

　　允　世界的なバイオマス利用の拡大にともなって、木材をできるだけ残さず使い、多様な用途に利用

するためのシステム構築が始まっています。

　　印　スギ花粉対策としての低花粉スギの植栽、森林セラピー、森林レクレーション、文化的利用など

人間と森林との係わりが増加・多様化しています。

　２　これからの研究
　　　こうした状況から、今後の研究の重点化方向は「森林環境の維持・増進に関する技術の開発」、

　　　「循環型社会を目指した林業再生技術の開発」、「人と森林が共生するための技術の開発」の３点に大
別できます。現在、平成２１年度改定に向け研究の重点化区分を検討中ですが、こうした区分に研究課
題がバランスよく配置されることにより、新しい「環境の時代」に対応できる研究が有効に実施でき

るものと考えています。

　　　以上のように、地球温暖化対策や環境保全の高まりの中、森林が注目され、その持続が叫ばれてい

ます。森林はまだまだわからないことだらけです。地球環境の保全のためには、今からでも少しずつ

研究を重ねて森林への理解を深め、持続のための活動を開始する必要があります。

【参考文献】

　只木良也　森林はなぜ必要か　小峰書店　１９９２
　日本林業技術協会　＜早わかり＞循環型社会の森林と林業　日本林業技術協会　２００２
　村井宏・山谷孝一・片岡寛純・由井正敏　ブナ林の自然環境と保全　ソフトサイエンス社　１９９１
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森林環境教育の果たす役割
山形県での森林環境教育の芽生えと森林インストラクターとの関わり

森林インストラクター　　三　森　和　裕　
　

１ ．はじめに　＝昭和３０年代とはどういう時代か＝
　１－１「となりのととろ」は何故魅力的なの？
　映画「となりのトトロ」は昭和３０年代の農村風景を舞台にしたといわれるアニメである。昭和６３年４月
に封切りされ、その魅力ある作品は多くの人に愛されている。子どもの目にしか見えないトトロ。森に棲

むトトロの正体はなんだったのだろう。

　昭和６３年といえば山形県では、全国育樹祭の年であった。当時、私は会場の緑地整備担当であった。ちょ
うど育樹祭の当日に天皇の“下血”のニュースが飛び込んだ。そして育樹祭は皇太子殿下としての最後の

公式行事になり、昭和が終わる大きな節目の時となった。その当時の雑誌「林業技術」には森林と観光、

町おこしなどの項目はあるものの、環境教育という言葉はまだなかった。

　トトロのビデオを借りに、レンタルビデオ店に行けばわかるが、すべて貸し出し中である。予約して借

りなければばらない状態である。

懐かしい風景があるからだろう

か。癒されるからだろうか。私の

子どもが３歳くらいの時でも、ト
トロのビデオを見せるとぐずらな

くなりじっと見ているのであっ

た。なぜトトロが愛されるのか。

３歳の子どもには懐かしいという
概念はないだろうから、日本人の

ＤＮＡに触れるもっと奥深いもの

があるのであろう。そのＤＮＡの

元は、森と周辺の温かい人々との

出会い、いわゆるコミュニティだ

と私は勝手に決め付けてしまうの

である。

　１－２　Alｗays三丁目の夕陽の光と陰
　「三丁目の夕陽」を観た。勿論「続・三丁目の夕陽」も観た。ジーンと胸にきた。この映画も、昭和３０年
代を舞台にしている。異なるのは森が主役ではない。東京のど真ん中。新都市を創造するべく活況に満ち

ている。文化生活と言われ、洗濯機、テレビ、冷蔵庫など三種の神器と言われる電化製品が女性を苛酷な

家事労働から解放した。そして都市の家庭の生活に団欒が増えた。夢の生活。戦争に負けてからたった１０
余年後にこのようなすばらしい生活が実現するとは思っていなかっただろう。私の子どもの時代とちょう

どオーバーラップするが、本当に楽しく嬉しい時代であった。そして、そこでも地域の温かいコミュニティ

が、人々の生活に潤いと安らぎをもたらした。今、私たちは、懐かしい良き時代に酔いしれる。

　しかし、その陰の部分はどうだったのだろう。「三丁目……」でもろくちゃんこと星野六子、中山武雄は

青森から集団就職で上京したのである。時代は、地方の中学生たちを金の卵ともてはやし、都会へ都会へ
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と向かわせた。苦しさにあえいでい

る農村では、一筋の希望の光を東京

などの都会に求めたのである。集団

就職列車は昭和２９年から昭和５０年ま
で運行された。若年の労働者は、将

来性が高いという意味と、安い給料

で雇えるという意味から金の卵、月

の石ともてはやされた。それはそれ

で東京で成功した若者はたくさんい

るだろう。しかし武雄に象徴された

ように、辛い生活の中で、使い捨て

にされる若者も数多くいたわけであ

る。都会がすべてをまかなっている

という消費者優先の開発が高まり、都会生活こそ成功者という価値観の中で、さらに農村は疲弊していった。

高度経済成長の中で、「となりのトトロ」の農村が、ことごとく消え去っていったのである。里山で遊んだ懐か

しいこと。河原でのカジカ採り。隠れ家づくりが出来なくなったことは、身近な生物と接しなくなり、かつ命

の尊さを感じとれなくなったことを表わす。すずめも血が出るんだなあということもわからなくなるのである。

　昨年から山形県では緑環境税を導入して森林整備を行うことになった。この森林のほとんどは、昭和２０
年から３０年代に国策により植栽された林である。農村の衰退がまさに、現在の森林荒廃を生み出したので
ある。昭和３０年代は明治維新よりも大きな変革の時代であった。
　私たちは、昔の生活に戻ることは無理であるが、必要以上の華美な生活をする必要はなく、環境に配慮

した生活を行うことが、まさに持続可能な社会の実現になることを映画は教えてくれるのである。経済優

先の生活の価値観を変えることこそ、環境教育に携わるものの使命である。

２ ．森林環境教育が始まるまで　＝昭和４０年代～昭和５０年前半＝
　２－１　公害から環境へ
　昭和４０年代は、高度経済成長の時代と呼ばれ、経済優先の政策が推し進められた。日本は資源がないの
で、加工で付加価値をつけて勝負しなくてはいけないことから工業技術立国を目指した。エコノミックア

ニマル、猛烈社員などと揶揄されながらも資本主義国の中でＧＮＰ世界第２位となった。その反面、水俣
病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくなどの公害が顕著となり、東京でも光化学スモッグなどの影響で深

刻な環境悪化が生じた。公害対策基本法が制定され、公害を少なくする努力はなされたが、基本的には企

業優先、人間の生活軽視の考え方が根底にあり、県内でも南陽市吉野地区ではカドミニウム汚染により周

辺の田園が汚染された。吉野地区では今も常時、環境保全のために地下水の定期的な検査が実施されてい

る。大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の７つを公害と認定し環境保全対策を
行ったが、その後自然や緑地の保全なども重要な公害防止の手段であることが認識された。環境への配慮

は公害防止という、公害が発生してから対応する後始末政策から、環境保全という公害を引き起こさない

ための事前対策に切り替わっていったのである。

　環境保全の方法は緑の確保ということになり「緑の大作戦」などの言葉がキャッチフレーズとなり、緑

量を増やすことがテーマとなった。山形県が県政史百年記念緑地として２５億円余の投資を行い、昭和５６年
にオープンした山形県県民の森。県民の新しい緑地空間として森に親しみながら憩うことができる画期的

な施設であった。
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　２－２　山形県民の森　　＝森林レクリエーションの基地として＝
　県民の森や○○の森という森林レクリエーション基地構想は全国的に生じたものであるが、山形県民の
森は、県民の「みどり」への関心を誘発し、「みどり」の大事さを感じることができることを理念として造

成された。造成にあたり、私も少なからず関わることができた思い出深い施設である。県民の森は県民の

大規模なレクリエーション基地として大いに期待され、その期待に応えてきた。これまで河原や周辺の野

山で遊んだことを、公の森で遊ぶことができるのである。来訪者が自由にみどりを満喫することができる

施設としての機能は今も失っていない。しかし、まだまだ環境学習、環境教育の視点は薄かった。

　２－３　自然保護運動の高まりとボランティア集団の成長
　緑を保全、保護することにおいて、自然保護団体と林業の中で深刻な対立も生じた。動植物を保護する

ために一切の伐採を禁じることを主張する自然保護派と、生活のための林の造成として伐採を強行する林

野行政や林業家との対立は、激しくなった。

　ブナ林の伐採を中止し、奥山を自然破壊から守るという立場で平成１０年に決定された大規模林道朝日～
小国間の建設中止は自然保護派と林道推進派の協調という点からみて画期的であった。山形大学名誉教授

である北村昌美先生の著書には「自然保護と林業は基本的に相容れるのに、保護か開発かという二者択一

の構図が生まれ、不幸な対立があった」とあるが、まさにその通りだと実感した。

　自然保護運動に限らず、県内でのボ

ランティア活動は積極的だった。ボラ

ンティアといえば福祉を表わす言葉

という意味が強かったが、野外活動を

中心とするボランティア団体も多く

存在していた。ボーイスカウト運動

は、ちょうど百年前の１９０８年（明治４１
年）には日本に紹介され、少年の健全

な育成と社会奉仕を目的に設立され

た。戦後の復帰活動では、昭和２６年に
第３回全国野営大会が蔵王坊平で開
催された。社会奉仕を推進する先進的

な山形県のリーダーたちが存在して

いたことがわかる。

　私が今あるのは、ボーイスカウト連盟の事務局長をしていた叔父から奉仕の精神を教えられ、活動を実

践してきたからだと思えるのである。県内のボランティア活動は、このような伝統的な土壌の上で育てら

れてきたといえる。そして日本野鳥の会、自然保護協会などの他にも、高度経済成長後には日本環境フォー

ラムや日本ネイチャーゲーム協会など、環境を自然体験の中で啓発していこうという団体が多く現われて

きたのである。これらを母体にして多様な団体がさらにまとまって自然体験活動推進協議会（CONE）の
設立などへの道につながっていくのである。

３ ．森林インストラクター制度の発足と活動　　　＝平成元年から１０年程度まで＝
　３－１　森林インストラクター会の発足と環境学習指導
　平成の時代になり、全国的にも森林の重要性が認識され、森林を舞台にしたレクリエーション活動が活

発になる中、これらの野外活動をサポートする制度の必要性が唱えられ、国の指導のもと平成３年から森
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林インストラクター制度ができたのである。概要は、「林業」、「森林生態」、「安全」、「野外活動」の四つの

科目と面接試験と面接をパスすれば森林インストラクターの称号を付与する制度である。

　私達は、単に資格を保持していても実践活動が伴わなければ意味がないということを十分に理解してい

た。県内でも毎年１～２人くらいづつ合格者がでたので、平成７年には８人程度で、山形県森林インストラ
クター協議会を発足させることができた。その当時の森林インストラクターは、公務員や団体職員が多く、仕

事とボランティア活動の両立ちを目指した。会の結成は休日を中心に目的を持って活動することが可能となっ

た。全国では、千葉、埼玉についで３番目の地域の会の設立であった。山形会は、環境教育を意識的に取り
上げ、そのためのプログラム開発とその実践に力を注いだ。特に、「森林伐採は悪だ。」という単純な保護

論を問い直し、森林の健全な育成と森林の利用という点に焦点をあて、啓発活動を行うことにした。

　インストラクターは県内に分散していたが、其々が拠点となる施設に関わっていた。県民の森や眺海の

森などの森林公園を巡回しながら子ども達を集め、森林環境学習プログラムの実践を行ってきた。また、

県民への森林への理解を積極的に進めるという観点から、企画や組織運営なども重要なテーマとして捉

え、森林公園などでのマネージメントなどでも大いに力を発揮したといえる。

　３－２　ネットワーク「森・隣・人」の発足とそれから
　森林環境学習プログラム開発、企画、運営マネージメント

とともに、インストラクター会が重視したのはいわゆる地域

団体の連携であった。ボランティアで助成金も無く会費のみ

での運営であったが、多くの団体が呼びかけに賛同してくれ

た。設立会は平成１０年４月で、趣旨は県内の環境教育団体の
運営者の顔合わせマネージメント手法の共有。さらに主催行

事案内や、野外体験に関する情報の共有を主とした。森林イ

ンストラクター会は勿論、県内の少年自然の家、運動公園公

社、蔵王山岳インストラクター会、県立自然博物園、県ネー

チャーゲーム協会、源流の森インタープリテーション協会な

ど森林系、農業系、環境系、土木系、教育系と多様な２６団体
４０人が参加した。森と人はつなげる役割を持つ集団という意
味を込めて、会の名を「森・隣・人（しんりんじん）」と名づ

けた。会長にはネイチャーゲーム協会から西澤信雄氏を選出

し、事務局は森林インストラクター会が担った。

　これらの活動は３年間続いた。初めての連携の果たした役
割は大きかった。個々の団体が其々の立場で連携できる基盤

ができたからである。その後行政の動きも活発になり、団体の集約や連携、ネットワーク化が積極的に推

進されて現在に至っている。ただし、行政が事務局を担い、予算の範囲の中で団体を動かす傾向があった。

これは各団体の積極的で自発的な活動を保障することができるかが大きな課題として残った。これからは、

民間主体の創造的な活動を行政が後押しするという形が重要であると思う。

４ ．源流の森への関わり　　＝環境教育システムとマネージメント＝
　４－１　森林環境教育を位置づけた初めての施設
　県民の森造成後、庄内には眺海の森ができ、平成の時代に３つ目の県民の森構想がでてきた。源流の森
である。源流の森構想の中で、初めて環境教育の重要性がテーマに掲げられた。さらにこれらの環境教育
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を推進する人材育成も柱の一つであった。これまでの県民の森が森林レクリエーション活動を中心に利用

されてきたのに対し、源流の森は最上川に注ぎ込む吾妻、飯豊、朝日山系一帯の置賜地方１０万ヘクタール
を理念区域として取り上げ、森林レクリエーション活動は勿論であるが、地域の持つ風土、風習、森との

関わり、当然草木塔に象徴される森林文化などとともに、森林と人との関わりの歴史を後世に伝え、新た

な森林の文化を育む拠点として整備したのである。私たちインストラクターも公私両面の立場で、源流の

森構想、計画、設計、運営に関わらせていただいた。

　４－２　林業白書に掲載された森林環境教育
　源流の森は、これらの理念を実現するために森林環境教育プログラムというソフト運営を考えながら施

設整備の設計に入ったことも新しい試みであった。源流の森が平成６年の国の林業白書に数行ではあった
が、環境教育を実践する施設として掲載されたのである。

　４－３　森林ボランティア制度と運営
　ボランティアによる森林案内人制度の導入も新しかった。県立自然博物園でもボランティア案内人制度

が発足していたが、森林、林業施設では初めてあった。森林案内とは言うもののマニュアルで自然を解説

するのではなく、森に生きた人々の息遣い、技、そして森に生かされることを感じ取ってもらうための活

動が主である。この方々をインタープリターと名づけた。インタープリターという英語は通訳という意味

だ。始めは横文字では意味がわからない。案内人ではいけないのかという意見もあった。しかし私たち

は、表面でない奥に隠された自然や森のことを“通訳”して、ボランティアの方々が来訪者に森のメッ

セージを伝えてもらうことが重要と考えていた。そのため、案内人とかガイドという名称を使用すること

には抵抗を感じたのである。心無い人によってインチキプリター、インクプリンターなどと揶揄されたこ

ともあったが、１０年経過した今、インタープリターという言葉は源流の森のボランティアの方々の研鑚、
邁進などのひたむきな努力があって定着した。

　ボランティアインタープリターは平成９年に第１期生６０人、翌年に２期生６０人、さらに翌年に６０人と１８０
人の大所帯になった。平成９年には、ボランティア運営協議会が発足し、翌年の１０年には源流の森イン
タープリテーション協会が発足した。ボランティア活動と簡単に言うが、源流の森にたどり着くまでに

は、大変なのである。日曜や休日に出かける時が多いのだから家族の理解がないと無理である。家族に寝

たきりの人がいても介護の合間に来てくれる人。立派に育った子どもが突然不幸に遇い落胆著しかった

が、心を奮い立たせて来てくれた人。心臓手術や大怪我で再起不能かと思われながら、必死で闘病を続け

復帰した人と其々にドラマがある。残念ながら、亡くなった方も少なからずおられる。一日一日が其々違

うのだ。これら個人の事情で現在は約９０人が活動している。ボランティアの方々は多くの研修会に参加
し、語り合い、知り合うなかで相互の信頼を得ながら技や考え方を会得していった。単に植物の名前や表

面的なマニュアルを覚えただけでは、森林環境教育はできない。もっと深い人々の生活まで感じ取らなけ

ればならないと思う。自らも環境を学びながら、他の来訪者とともに環境学習を行っているわけである。

このボランティア制度は、その後県民の森、眺海の森、遊学の森へと広がり、また○○案内人などの施設
ボランティアや観光ボランティアなどへとつながっていくのである。

　４－４　環境教育指導者講習会など人を育てる活動
　源流の森は、ボランティア制度を支えるための環境教育プログラムの提供と研修会、指導者講習会を繰

り返してきた。森林環境教育指導者講習会はすでに１０回を修了した。私も、マネージメント、指導などの
立場ですべてに関わらせていただいた。また、森林の中を身障者の方も安心して触れ合えるように、森林
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介護研修などもすでに６回開催されている。森の中での活動では、身障者の方々は、どのように活動した
いのか、できるのかなどを身障者の方が自ら講師となり指導してくれたので、健常者ではわからない、施

設の不備な部分も徐々に改善されてきた。

　さらに指導のためには最も重要な安全の確保のスキルを学ぶ森林安全研修、マウンテンバイク操作指導

研修、森林施業のためのチェーンソーや草刈り機操作講習なども毎年開催してきたのである。来訪者に気

持ち良く施設を使用してもらうためにスタッフ向きには接遇研修なども行われている。これらの運営指導

にも森林インストラクターは関わらせていただいている。

　４－５　森林（もり）の学校
　子どもは未来の宝と言われる。研修の成果を、森林（もり）の学校で大いに発揮してもらった。この森

林（もり）の学校はプログラムを綿密に積み上げ、意識的に子どもたちへ森林の魅力と不思議さ、森の生

活を感じさせるための環境教育プログラムである。年６回開催しながら、１１年目の平成１９年までに６２回開
催された。森林インストラクター会は平成９年の第１回からプログラム開発、企画運営指導に関わり、特
に毎年夏に開催される宿泊型の森林の学校では総合企画を行いながら、ボランティアの方々とともに、活

動を支えてきた。

５ ．森林環境教育　＝現代　平成１０年から２０年　地域、学校、企業への貢献＝
　５－１　森林環境教育とは
　「森林内での様々な活動体験等を通じて、人々の生活や環境と森林との関係について理解と関心を深め

る」（平成１４年度　森林・林業白書）林野庁としてはここで、はじめて森林環境教育の意味を明文化したと
言える。平成１１年から始まった森林環境教育全国シンポジウム。平成１３年には全国森林組合連合会などの
主催で山形県内で第３回森林環境教育全国シンポジウムが開催された。インストラクターも積極的に運営
に関わった。森林環境教育の言葉については、すでに平成１１年にはそれなりの概念が生まれていたことに
なるが、それにしてもまだまだ新しい言葉である。「森林環境・教育」なのか「森林・環境教育」なのかと

いうことも論議された。林野庁の考えは「森林・環境教育」であり、森林という場所を使って、森林の機

能を生かすという目的のための環境教育と解釈されているらしい。森と人をつなぎ、森に生かされている

ことを知り、森の働きと森からの恵みに感謝すること。そして、結果的には二酸化炭素排出を抑制し、地

球環境の保全のために貢献していくことが求められている。

　５－２　森林環境教育と
　　　　　自然観察との守備範囲の違い

　自然観察は動植物そのものの生態や保

護が中心であるが、森林は、植物や動物

の生活の基盤であると共に、人にとって

もなくてはならない場所である。それが

山菜などの森の恵みであったり、材木と

しての建築材だあったり、蓑や炭といっ

た生活用具だったりするのである。これ

らの生活文化の面をきちんと教え、先人

の技を伝承していくことが自然観察と森

林環境教育との大きな違いである。

― ２３ ―

森を知る　アクティビティ要素



６ ．森林と里地、里山　＝コーディネーターとしての役割＝
　６－１　草木塔のある風景　
　山形県置賜地方には草木塔という路傍の石が存在する。この草木塔がこの周辺にのみ集中し、特筆すべ

きものであるとわかったのは昭和２８年頃であった。この草木塔の存在は、山形県が森とともに生きてきた
こと。森に生かされてきたことを感謝する証として、森の恵みのシンボルになってきた。何故、当地方に

これだけ集中するのかはわかっていない。たまたま、一昨年の平成１８年１０月にＪＩＣＡ交流でわかったこ
とがある。森林と人々の生活などについて知るためフィリピン、ボツワナ、ペルー、エチオピア、ラオス

そして地球温暖化の象徴として水没の危機にさらされているツバルなど多くの国々から山形県飯豊町中津

川に集った。中津川は財産区という制度で１２０００ヘクタールの日本一の面積の森林を管理している場所で
ある。そこには、多くの森と人をつなぐ智恵が残されている。外国からの研修生はこれらの智恵を学びに

きたわけである。私は森林は観光になると実感したのである。中津川周辺の草木塔の文化、歴史を語りな

がら、当地の持つ森との共生の考え方、制度を説明した。ふと、説明するだけではなく、むしろ外国で

は、森をどのように感じているのか、森に畏敬や感謝という風習があるのかをアンアケートしてみた。そ

の結果、仏教国のラオスは、森そのものは畏敬するが石塔などはない。他の国々は森に感謝するという考

えは少ないようであった。エチオピア、アフガニスタンなどは森がないというのだ。森に対する考え方は

まるで異なるのだった。森への考え方の違いが、国際的にも地球温暖化防止の足並みが揃わない一因であ

ることがわかるのである。奇跡の星、地球。豊かな水と緑多い奇跡の国ニッポンという感じだ。

　６－２　美しい集落とは何か。
　　　　　－限界集落が教えてくれるもの

　「生き生きとした生活が美しい風景をつく

る」とは昭和３０年代に民俗学者宮本常一氏が
言った言葉である。限界集落という言葉が当

り前に言われる反面、田舎にあこがれ田舎で

の生活に夢見る方々も少なくないが、それが

生活者として根付かない。真冬の豪雪、地域

とのつながり、仕事場、学校、病院などの条

件を考えてくると、別荘でバーベキューとい

う自分達中心の癒しのために田舎を使用する

という図にしかならない。森と本当に付き合

うことがいかに難しいかということも実感す

るのだ。

７ ．子ども達に何を伝えるか　＝ファシリテーターの役割＝
　７－１　学校での森林環境教育プログラムや企業の社会貢献
　これまで、学校での活動というと、緑の少年団活動を中心として、どちらかと言えば森林整備いわゆる

枝打ちや草刈、植林、それにきのこ植菌や簡単なクラフト制作などのパターン化されたな行事が多かった

ように見える。それはそれで重要なのだが、年間を通して、子ども達をどのように引き上げていくかとい

う視点は欠けているのである。又、少年自然の家での活動も自然は楽しい。自然は奥深いという形で進め

られる傾向が強く、どちらかといえば非日常空間でのリフレッシュということも言えなくはなかっただろ

う。

― ２４ ―

森林環境教育の概念



　また、企業に現在求められている社会貢献。温暖化防

止のために植林や森林整備を行うことが最も手っ取り早

い貢献をアピールする方法である。これらが、真の意味

で森林整備に貢献できるためのコーディネートも必要で

ある。

　７－２　学校林を生かした
　　　　　森林環境教育プログラムと指導者育成

　学校林が見直され始めている。この学校林は地域の財

産として半世紀前に地元が学校のために貸してくれたも

のであったり、そこでの生産物を販売して学校の経営の

足しにしていたものである。徐々に人々の生活が楽にな

るにつれて、ごたぶんにもれず森林が荒れ、また放置さ

れてきた。学校林が存在すること自体もわからなくなっ

ている場合も少なくなかった。これらの学校林に光をあて、地域の協力の下に、ＰＴＡなども含め学校力

を高めていこうという試みが小学校で始まった。いわゆる学校側からの教育プログラムを作成していこう

ということである。これまでは、教育関係者のサポートや森林のことを概論として指導してきたが、環境

教育という言葉は、私達にとってはおこがましく、環境学習とか環境体験という範囲でしかなかった。ま

さに教育プログラムを作成し、実践し子どもの成長にどのように影響するかを見つめなおすという作業で

ある。

　７－３　総合学習の見直しに後ずさりしてはいけない
　平成１９年に入り、ようやく総合学習が定着し、ワンパターンから脱却し創造的な企画も生まれ始めたと
思った矢先、総合学習の見直しが国の教育再生会議で答申された。学力が落ちてきたからだという。あれ

よあれよという間に、総合学習の時間は削られ、教科時間を多くするということになった。しかし、森林

環境教育は総合学習の時間を当てはめようとすることに問題があったのだ。東京大学名誉教授で北海道の

演習林長を長年続けたどろがめさんこと高橋延清先生は「森林を育て守ることは、人類の危機を救う大事

― ２５ ―

従来の森林・緑への
アプローチ

今後予想される
森林・緑へのアプローチ



業だ。」と言っている。本当の意味での環境学習の重要性を知らしめる必要がある。快適な生活の反対側で

地球環境の危機が叫ばれ、現実的に自然や森林が激減しているのである。

８ ．これから
　私たちは地球という同じ船に乗っていることに気づかなければいけない。私達だけが快適というわけに

はいかない。今、船底に穴があき必死で水を排出している人がいると思えば、船上では星空を眺めて優雅

な野外パーティを行っている人もいるという風景である。奇跡の国日本に地球温暖化の影響が露出した時

には、手遅れになっているかもしれない。癌と同じように、痛いという症状が出てからでは遅いのであ

る。

　私たち森林インストラクターは、インストラクター活動は、野外で動植物や森林を説明するだけではな

く、森と人をつなぐための連携や組織化、マーネージメント、コーディネート、プログラム開発、政策提

言とあらゆることにチャレンジしてきた。これからもより一層森林、林業の役割を教え、豊かな奇跡の星

地球の一員として関係機関とも連携をはかり、森を育てて、子孫にこの地球を引き渡すために活動してい

くことが任務であると考えている。

― ２６ ―



女性から見た山形の自然環境と野生動植物

　　武　浪　秀　子　

１ ．はじめに
　“自然豊かな山形県”とか“豊かな山形の自然”などという言葉をよく耳にするが、本当にそうなのだろ

うか？という疑問を神奈川県から山形に移り住んで以来、常々感じてきた。確かに都心にくらべれば、森

林や田んぼ・畑などの農地が多く、飛行機に乗って上空から見下ろせば、住宅などの建造物も少ない。し

かし、単に緑や生物の種類が豊富ならば豊かなのだろうか。ここ数年、県内各地の植物調査や地域団体と

の情報交流を行う機会に恵まれてきた。そして、目まぐるしく変化する自然環境の現状を目の前にする

と、ほんの小さな事でも山形の自然環境を残すために、何らかの行動をしなくてはという思いに駆り出さ

れる。しかも、女性という立場だからこそ出来る事を……

２ ．自然環境の現状
　まず、山形県の自然環境における現状の一部を植物界から見てみた

い。

　２００４年現在、県発行の“レッドデータブックやまがた”では、県産維
管束植物の総数約２３００種のうち約２０％が絶滅危惧野生植物に選定され
た。その中に記載されている「絶滅危惧に係る要因の頻度」を割合に

すると、自然遷移などの自然的要因が全体の約１７％、残り約８３％が人
為的要因（園芸採取、道路工事を含む土地開発、森林伐採など）によ

る影響だという事がわかる。また、動物に関しても人為的な要因が、

個体数の減少に大きく関与している。実際に、人為的要因が影響した

野生生物の生息現場を訪れると無残な光景に出会う事がしばしばある。

例えば、ある置賜地区のトキソウ・サワラン等のラン類や貴重な水辺生

物が生息する湿地へ行った時の事である。湿地の周囲に着工されたば

かりと思われる無造作な伐採作業道が敷かれ、そこから多量の土砂が

湿地内に流入し、湿地縁部が埋め立てられていた。しかも、湿地内に

点 と々ラン類の採取跡があり、明らかにそこで採取したものと考えられる

ものが、近くの農産物直売所で販売されていたのである。また一方で

は、今後、発展の見込みが難しい農地に不必要な池沼の農地整備工事

が入り、生息していた希少種を含む野生生物は姿を消してしまった。こ

の他、以前は在来生物が良好な状態で生息していた池に、一部の愛好

者によってブラックバスが放された結果、池の生き物は食い尽くされ、

バス釣り場となってしまった場所もあった。しかも、このような悲しい例

は水辺だけではない。前述の“単に緑があれば豊かなのか”ということ

に関連してくるが、近年、森や林が管理者の高齢化などに伴い、荒廃地

が増えている。筆者が５年ほど前、ヒメサユリ（山形県北限）という女
性らしいピンク色の花を咲かせるユリ科植物の自生地を抱える共有林を

― ２７ ―

トキソウ

サワラン

女性のための生き物ネットワーク
エコトーンやまがた代表



訪れたとき、ヒメサユリは山道沿いに点 と々見られた。しかし、

昨年当地を訪れてみると、ここ２～３年管理がされていな
く、下草が植林地の林床を一面に覆い繁り、所々で倒木が山道

を塞いでいる状況で、結局、ヒメサユリは２株しか確認する事
が出来なかった。一般的な本種の減少要因は、採取や土地開

発だが、ここでは山林荒廃の影響を受けたことがわかる。

　私たちは、自然の恵みを受けずとして健康で安心した生活

は送れない。このような悲しい現状が県内各地で起きている

現場に立つと、未来のやまがたの子供たちのために自然が残

る方法は何かないのだろうかと更に悩んでしまう。

３ ．意識のすれ違い・くい違い・勘違い
　仕事、人間関係、恋愛etc……でトラブルの大きな原因となるのが意識のすれ違い・くい違い・勘違いで
あり、解決するのも難しい。人為的な自然環境への悪影響の根底には、実はこれらが関係している部分が

驚くほど大きく、特に、保全の地域説明会などに出席すると痛切に感じる。

　「人と○○とどっちが大切なのだ外」、「○○を守って何になるのだ」などと言う意見が出され、自然環境
に対する意識の差の大きさに心が沈む。また、動植物そのものに対する勘違いも多い。身近な例では“毛

虫”にまつわる話がある。大抵の人は毛虫が嫌いで、特に女性は見ると悲鳴をあげて逃げ出す人もいるく

らいである。毛虫が嫌いな女性にその理由を尋ねるとおおよそ「姿・模様が気持ち悪い」「毛でかぶれる」

という答えが返ってくる。前者は主観の問題が大きいが、後者の“かぶれる”は、勘違い若しくは野生生

物への無関心から起こるところが大きい。ドクガ等の仲間は別として、大抵の毛虫の毛は無毒なのでかぶ

れることはない。ただし、思い込みが強くて精神的な症状として現れることはあり得るだろうが…

　地域の自然の大切さ、その保護・保全のためには、自然に対する意識（興味・関心）を向上させ、互い

のすれ違い・くい違い・勘違いの差を縮めたり、改めたりする必要が先ずあるのではないのかと思う。そ

して、この思いが募りエコトーンやまがたの発足へと繋がっていったのである。

４ ．－女性のための生き物ネットワーク－エコトーンやまがたの発足
　これまでの様々な思いを背景に、女性が主体となって山形県内の身近な自然に接して楽しく学び、興味・

関心を高めていくことを目的とした活動団体－女性のための生き物ネットワーク－「エコトーンやまがた」

が、平成１７年４月１日、活動への思いを共にした筆者を含め６名の女性メンバーと共に立ち上がった。「エ
コトーン」とは、移行帯等とも訳される環境用語の一つで、陸地と湖沼の間にある湿地などの異なる環境

を結ぶ生物空間を意味し、そこには多様な生物が生息するため、注目すべき空間である。当団体のネーミ

ングには、山形が育んできた多様な自然環境・生き物を大切に見つめたいという思いが込められている。

　１）エコトーンやまがたの活動について
運営委員／代表（１名）と運営スタッフ（若干名）
会員構成／参加は会員制。１８歳以上の女性が入会対象だが、親子・夫婦・高校生等の参加も可。

　　　女性対象の理由

　　　①　育児や子供の教育の担い手が母親中心である場合が多い。

　　　②　自然科学に関心のある女性が情報交換や活動できる場が少ない。

　　　③　女性ならではの柔軟な発想・マルチな視点を自然への取り組みに活かしていきたい。

― ２８ ―

ヒメサユリ



活動場所／県内全域

活動内容／１）自然観察会・ワークショップ
　　　　　２）身近な自然に関する情報交換・ネットワーク作り
　　　　　３）希少野生動植物・環境保全活動
　　　　　※各回の指導は、運営スタッフ、外部講師が行う。

　　　　　　　※参加者への負担が少なく、子供と一緒に気軽に参加出来る様、

参加費やプログラム内容を設定

活動回数／年７～８回
事 務 局／西川町大井沢自然博物館内

　　出 版 物／活動記録の会報誌として、毎回「エコトーンやまがたＮＥＷＳ」

を発行

　　　　／小学生対象とした山形の自然環境に関する副読冊子を発行（平成１９年度より）

　　平成１９年度の活動

※上記の他、１１月１０日、西川町大井沢で湿地の木道整備等の保全活動を大井沢自然博物館、地域団体、
大井沢区と協力して行った。

― ２９ ―

場　所開　催　日テ　　　ー　　　マ

酒田市４月２２日（日）野外でStudy外　－庄内平野・丘陵地の自然－
　　ひと足早い春の山形ウォッチング＆ウッドクラフト

第１回

西川町６月１０日（日）野外でStudy外　－芽吹きの不思議－
　　新緑の月山ブナの森、青い鳥オオルリ観察

第２回

西川町７月１６日（月）一緒にTry外　－ハッチョウトンボの湿地を守ろう－
　　ヨシ刈り・ヨシ遊び

第３回

最上町９月２３日（日）野外でStudy外　－巨樹と人とのかかわり－
　　最上を守る巨樹の声を聞いてみよう

第４回

西川町１０月７日（日）野外でStudy外　－森を守る山の人の暮らし－
　　大井沢、森とキノコ

第５回

米沢市１０月２１日（日）一緒にTry外　－ヒメギフチョウの林を守ろう－
　　林の手入れ、そばがき作り（米沢市の“森の仲間たち”と共催）

第６回

米沢市翌１月２０日（日）野外でStudy外　－人と猿の共生について－
　　吾妻の白猿観察会

第７回

観察会風景（最上町） 観察会風景（西川町）



　２）“西川町大井沢自然博物館”との連携
　事務局が置かれている西川町大井沢自然博物館は、当団体

を全面的に支援している連携機関である。西川町大井沢自然

博物館は、１９５４年（昭和２９年）６月、県から博物館に指定さ
れた、県内数少ない自然史博物館で、館内には、昭和２６年頃
より大井沢小中学校（現在は休校）、地域の人々らで収集し

続けられた月山・朝日山地、及び周辺地域の動植物等の貴重

な実物標本を中心に展示・解説しており、現在も資料の収集

及び自然教育啓発活動等に力を入れている。更に、大井沢自

然博物館は大井沢小中学校が伝統的に取組んだ「自然研究（自

然学習）」という教育活動と共に歩んできた歴史的背景があ

り、自然環境の重要性や教育・保全への取り組みへの理解が

高く、関係団体への積極的な協力・連携を図っている。これ

は、全体的にみれば町自体が地域の自然への関心の強さ、重

要性を認識しているのだろう。

― ３０ ―

記念写真 枯木や倒木の処理

＜保全活動＞ヒメギフチョウの林を守ろう（米沢市内）

木の伐り方を学ぶ 生息地の環境を学ぶ



５ ．マルチな女性の視点
　近年、“環境”という言葉が世間を飛び交っているが、生物・環境系の

分野で活躍し、意見する女性は未だ少なく、男性的分野である。そのため、

どちらかと言うと、この分野は専門性が高い反面、一事に固着し過ぎる部

分があり、敷居が高く感じられる。そのため、不特定多数の人々に自然に

ついて啓発するには壁が生じやすい。

　エコトーンやまがたの活動をはじめ、女性を対象者とした活動を進めて

いくと改めて気づかされたのが、女性の独創的発想、男性とは違った観察

力等の素晴らしさである。これは、家事・育児・子供の教育・高齢者介

護・地域活動等に日常的に携わることで生まれるマルチな視点の故だろう。

「この頃、神様トンボ（イトトンボ類）が見られなくなった」、「スーパー

で買う野菜はきれいで青虫一ついません」、「最近の子供はイナゴの捕まえ

方を知らないんです」、「いろんな野鳥がやってくる水辺がゴミの山となって鳥に影響が無いか心配です」、

「近所に毎年美しく咲いていた草花が埋め立てられて消えてしまいました」等の声は女性的観察力の例で

ある。勿論、このように自然の変化等に関心のある人はまだ多くはない。しかし今後、様々な活動を通し

て女性のマルチな視点をより多く引き出し、意識を高め、男性の視点にプラスして共に力をあわせること

が、山形の自然環境に訪れる“危機”から回避させ、自然環境を将来の子供たちへ伝える道となるだろう。

６ ．最 後 に
　“豊かな自然”とは、何か。筆者の個人的な考えとしては、その地域が育んできた環境、生物があるべ

き姿、いるべきものとしてどれほど残っているかということではないかと思う。自然環境は自然的要因に

よっても変化するが、それ以上に人為的要因は大きい。人間も所詮動物。他の動物同様、自然があってこ

そ生きられるのだから、その自然の立場に人間はもっと立つことが必要であり、特に将来の子供たちを支

える女性には積極的に一人でも多くの人に行動してもらいたい。

　今後も、“エコトーンやまがた”をはじめとした諸活動を通して、女性の目でみた“山形の自然”の大切

さを訴えていきたい。

（参考文献）

・山形県，２００４，レッドデータブックやまがた絶滅危惧野生植物（維管束植物）．山形県文化環境部環境保護課．
・山形県，２００４，レッドデータブック山形県の絶滅のおそれのある野生動物．山形県文化環境部環境保護課．

― ３１ ―

湿地のヨシ刈り 刈り取ったヨシの搬出

＜保全活動＞ハッチョウトンボの湿地を守ろう（西川町大井沢）

山形新聞（２００５／６／２）



豊かな自然を守り次代に伝えていく活動

森林環境保全ボランティア蔵王緑の騎士団団長　　山　川　喜　市　

１ ．森林はすべての源
　森林は多くの命と水と空気と食糧を作り人々の生活や産業の成り立ちに係わっています。私達は森林の

恩恵を受けているし自然の命と繋がっています。今環境や健康が問題になり食の安全・安心や食育・教育

への関心が高まり国を挙げての取り組となりました。

　食の源をはぐくむ森林を整備し環境を整えることで豊かな森ができ、自然の環境と生態系が繋がってい

きます。そして地域の人々も豊に暮らせます。環境整備と豊かな森づくり、次世代を担う後継者育成と環

境教育、いのちの教育などを目的として、２００５年５月に森林環境ボランティア「蔵王緑の騎士団」が結成
されました。

　活動の一つの柱として、次の世代を担う青少年に「熱き心」を引き継いでもらい「いのちのすべての原

点は森林にある」ことを訴え、理解してもらうという森林環境教育を掲げています。

　当団は、山形・宮城に連なる蔵王連邦を活動エリアとして、高山植物の盗掘防止のパトロールや国有

林・民有林を活用しての森林整備・環境整備の作業を行ってきました。また作業や体験を通じて森林、環

境、いのちの教育などを地元の小学生から高校生を対象に開催してきました。その中で子どもたちは、い

のちのつながり・食・地域産業のなりたち・人々の暮らし・自然の恩恵などを学んできました。

　団の活動目標の象徴と若者へのメッセージとして団旗と団歌「グリーンナイツ」を結成時に作りまし

た。団旗への敬礼と団歌斉唱で団の活動がはじまります。団歌の歌詞の内容は、四季折々の蔵王の自然の

魅力と「グリーンナイト」の志を表しています。団員であるナイト達はいつも緑を護る弓矢を携えている

のです。

　蔵王緑の騎士団は歴史や文化面も取り入れた形で活動しています。緑の騎士団の団員は現在、６１名を数
えます。森林インストラクター、蔵王山岳インストラクター、森の案内人、グリーンライフ女性の会、公

務員、医師、農業など、さまざまな職業と多彩な特技の持ち主の集まりで個性豊かな集団です。活動エリ

アを「蔵王緑の騎士団の森」として、国有林・民有林を合わせて６haを確保しています。
　平成１８年１２月より旧上山市立中川小学校蔵王分校を蔵主地区と共同で借り受け、騎士団の本部として会
議や研修会・イベントの開催などの多彩な活用を行っています。平成１９年５月８日には斎藤山形県知事を
迎えて、第１回の出前知事室がこの分校を会場に行われました。蔵王山麓の森林の状況や、森林整備と活
動計画などが協議されて斎藤知事の理解め下に活動が進んでいます。今年度より山形県で導入した緑環境

税からの支援も受けています。

　又、平成１９年６月、全国森林レクリエーション協会長賞を受賞しました。思いもよらぬ受賞で感激して
います。改めて振り返ると森林レクリエーションに関する活動をしていたことに気づかされました。

２ ．一人の目で全体を通して見る必要性
　近年、仕事の分業化、専業化が進み、社会や業界の分離が起き、短絡的な物の考え方、または非現実的

な答えの求め方で、いつも食べている肉の前は生きた家畜だったことや、物や命のこれまでの経過や物の

裏側、物の前後背景等が見えなくなってきましたし、知ろうともしなくなりました。社会もそうなりまし

た。
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　食育は物の流れや、成長過程等を見る、そして食を正しく理解するキッカケとして、物の根源、命の根

源から最後の変化まで一人の目で全体を通して見る、体験する、そして考える大切さがあると思います。

“いのちの教育”では実体験として深い印象付けを行ない、個々の思いや考え方を引きだし、固定させ

る、認識させる。そして物の判断の基準としたり、生き方や生きる力へ繋げて食育やいのちの教育・環境

教育へ繋げることができるのではないかと思います。

　物の根源、命の根源、安全安心は、自然環境や水・緑・空気・土地などが源であり、森林・山にありま

す。気仙沼の養殖業畠山さんも「森は海の恋人だ」と言って、山に植林を進める環境保全の第一人者で

す。検査や証明も必要ですが、その前に食材の背景や経過、地域性と歴史、そこに息づいた文化等を明ら

かにすることが、より安全と安心を証明するものではないでしょうか。それらを保全、継続させる大切さ

があると思います。

　食育・環境教育・食農教育・いのちの教育とはその大切さを知り、気づき理解することにあります。私

は今年度で第二回目の、先生のための“いのちの体験”で、東海大山形高校二年生の自然学科の生徒１３名
や県内から参加した３０名の先生たちと牧場体験をしました。その後に鶏を二羽殺して、カレーとスープに
して全員で食べました。また山形で開催された「第４８回全国教頭研修大会特別分科会“いのちの教育”」へ
の関わりや山形県いのちの教育講師としての各会場や、学校へ講演活動を通して関係各位の皆様との意見

交換を行なってきました。また山川牧場で長年実施している教育ファームとしての牧場体験や、森林環境

保全ボランティア・蔵王緑の騎士団（団員６１名）での活動として牧場や森林を活用した環境教育にも携
わってきました。その中で一いのちの原点”や“物の原点”を考えた体験をすることで児童、生徒の変化

や成長を見てきました。

　人が何かを伝えようとしたとき、言葉や文字や絵、映像では伝わらないものがあります。大事なものほ

ど伝わりにくいと思います。実体験、経験をすると、それがいっきに伝わります。伝えることができま

す。体験を通さないとわからないものがあります。特に大事なものは、短時間の体験では伝えにくいもの

です。事後学習的に継続と反復を繰り返し、特に大事なことはわかるまで伝える必要があります。強い印

象づけで一生忘れないようにする必要があります。

３ ．野外体験学習を行う目的（必要性）
　１ ．野外体験学習は、学校教育の補佐的役割を担うリアル体験です。
　２ ．子供達の個性や特性などを引き出す。
　３ ．先生や親自身の特技や個性が出せる。（大人の背中を見せる）
　４ ．子供達と先生や親が同じ目線で体験し考える。（絆作り、きっかけ作り）
　５ ．文章や言葉、資料での学びではなく、体で学ぶ。（バーチャルからリアルヘ）
　６ ．生の現場を見る。本物を見る。（裏側を覗く・知る・考える）
　７ ．多くの人々と関わり、社会を見る。（社会性を身につける）
　８ ．自然や地域を自分自身で体感する。（古里感がわかる）
　９ ．モノの原点や命の原点を自身で体感し、考える。（環境学習・食物連鎖学習）
　１０．上記を「学び」のきっかけとし、継続と反復の学習で効果を求める。（事後学習）（事前学習と、導

入での動機づけ、キッカケも大切です）
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４ ．活動事例の紹介
　Ⅰ：天童市立荒谷小学校（全校一日牧場体験）

　１９年７月に天童市立荒谷小学校は創立５０周年事業として、全校牧場体験を実施しました。ゆっくり
とした時間の中で１日動物たちとふれあい、乳しぼりで勢いよく出る牛乳の不思議な温かさと、仔牛
の生きいきとした力強い乳首を吸う力、すんだ動物の目からも生き物だという実感を得たと思いま

す。前年度には全校生徒を対象に事前学習としてバターづくり体験をしました。

　バターづくり体験から「いのちのつながり」を知る講演を行いました。またその際に、食べ物の裏

側を考えるクイズで学んでもらいました。バター（黄色）の前は牛乳（白色）です。牛乳の前は血液

（赤色）です。血液の前は餌の草（緑色）です。その前は土（茶色）。その前は。とどんどん質問して

いくと、不思議と低学年を中心に答えていきます。「うんこ外」「葉っぱ」そうです。動植物やバクテ

リアの死骸（有機質）、石ころ砂などの（無機質）、ミネラル（鉱物質）が混ざって土はできていま

す。土から緑の草が出てくるには大切な要素があります。それは何でしょう？　と問題を出すと「水」

「太陽」「空気」と答えが出てきます。一番大切なものはなかなか出てきません。一番大事な種や根と
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いった「いのちの源」がいつも最後に答えられます。

　水はどこでつくられるの？　太陽って何？　空気はどこでつくられるの？　など、バターづくり体

験をしただけで、学びのキッカケができ、どこまでも深く考えをすすめる事ができます。体験から学

ぶこともたくさんありますが、体験をキッカケにして大切なものを気づかせる、伝える、教える大切

さがあると思います。なぜキッカケになるか。自然の循環、いのちのつながりは、どこまでもつながっ

ているからです。循環の輪、つながりの輪は、どこからはじめてもどこまでも入り込んですすんでい

けます。そういった意味で、学びは無限だと思います。

　Ⅱ：上山市中川地区小倉子供会（間伐材を利用したキノコの栽培）

　上山市蔵王大森に当ボランティアで活動フィールドとして借用している「蔵王緑の騎士団の森（小

倉フィールド）」において地元の小学生を対象に森林環境教育の一環としてキノコの植菌作業を行ない

ました。会員役員で３月末にフィールド調査と間伐・原木の切り出し作業を行い事業に備えました。
また対象となった子ども会との調整をすすめ、安全確保も考慮して親子行事の形で実施ししました。

　作業そのものは、電動ドリルでの原木への穴あけと植菌作業を親子で協力して行ないました。作業

の前や休憩時に「森林のはなし」を実施し、大きな水の循環のはなしや、森林利用のはなし、など環

境教育的な内容のはなしを行ないました。また葉やスライスした枝を使った、お面つくりやネームプ

レートつくりも行ないました。

　楽しそうに作業に取り組む子どもたちのようすには感心させられ、作業後も「キノコさんどうなっ

ているかなぁ～」と実際に体験して得た知識が定着し、関心が継続しているようすが伺えました。資

料の写真からもそのあたりを汲み取りいただきたいと思います。
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　Ⅲ：東海大学山形高校自然学科（担当教諭：坂本雅則）

　　　　針葉樹林の整備体験を兼ねた森林整備講習会

　山形市西蔵王に当ボランティアで活動フィールドとして借用している「蔵王緑の騎士団の森（西蔵

王フィールド）」において地元の高校生１３名を対象に森林整備講習会を実施しました。本年度、山形
県の行なった「未来へつなぐ森づくりリレー」の一環としても取り組まれた研修会となりました。対

象の高校生はチェーンソーと刈払い機の操作を体験研修しました。また手工具（手ノコ）による下

刈・間伐作業を行ないました。暑い夏場の作業であったにも関わらず、対象となった高校生の作業へ

の取り組みは大変良かったと感じられました。森林整備課や当ボランティアなど一般の大人との共同

での作業を通じて、少し背伸びをして大人の仲間入りをしたような行動、また地域や環境保全に貢献

しているという自信もった行動がみられました。当日のようすは地元ＴＶのニュースにも取り上げら

れました。

　また、１月２２日には「未来へつなぐ森づくりリレー」報告会が県庁で行なわれ、日頃からの活動の
ようすを県知事へ伝えることができました。東海大山形高校の代表２名も同席し、報告をさせていた
だいたところです。
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開会セレモニー チェーンソーの講習



５ ．参加した高校生の感想
　Ａ君

　西蔵王に行って森林活動をしました。緑の騎士団の人達と活動しました。テレビ局の人もいてすこし緊

張した。そして森林の必要のない木を切っていきました。最初木を切るのに大変だったけどだんだん木を

切っていくうちに木を切ることが楽しくなってきてかなりの木をきりました。そして芝刈り機の順番が

回ってきたので草刈をしました。緑の騎士団の人から教えてもらって刈りました。山川牧場で一回やった

のですんなりうまくできました。次に休憩が入りお茶を飲んでまた木を切り始めました。大きい木は二人

で協力して切りました。途中で足の長いクモがいたので気持ち悪くて切れない木もありました。チェン

ソーの順番がきたのでチェンソーを体験しました。これも緑の騎士団の人から教えてもらってうまくでき

ました。みんなで記念写真をとって森林のことについての本をみんながもらいました。あと俺の運動着に

足の長いクモがいたので驚いて殺しました。もろみがついて汚くなりました。この森林の活動をしてまた

いい経験をしたとおもいました。森林を大切にしていきたいと思いました。

　Ｂ君

　今回は西蔵王に木の伐採に行きました。最初は大木の周りに生えている雑木を切りました。始めは雑木

を切るのがもったいないと思いました。しかし、後々に雑木を伐採する意味がわかりました。蔵王には森

林や環境を保持するためにあるボランティア団体「緑の騎士団（５、６０代のおじさん達）」がいることを知
りました。今回はその緑の騎士団にアドバイスをいただきながらお手伝いをさせてもらいました。作業を

する上で、手ノコ、チェーンソー、刈りはらい機を使うときの注意を教えてもらいました。伐採するとき

には細心の注意が必要だと思いました。また、大木が切り落とされるときはすごい迫力でした。テレビで

よく見る光景が実際に見ることができてよかったです。最後には伐採した所には空気が循環し陽の光が差

し込みとてもきれいでした。また、森は多くの人と長い年月が必要だと改めて感じました。今回は雑木の

伐採を手伝わせてもらい貴重な体験になってよかったです。

　Ｃ君

　西蔵王の森林に行って木を切りに行きました。私たちの他にもたくさんの人たちがいて、私たちに手ノ

コやチェーンソー、草刈機の使い方を教えていただきました。親切に教えてもらったのでとてもわかりや

すかったです。やっているうちにだんだんとコツをつかんできて少しうまくなったような気がしました。

チェーンソーな使うコツはあんまり力をくわえないほうがいいと言っていました。草刈機はあまり早く前

に進まないようして少しずつ進むといいと言っていました。今日の作業は結構楽しくできました。基本的

な技術が学べたのでよかったです。テレビ局の人も来ていて私たちが作業をしている姿を撮影していまし

た。とても楽しく作業できてとてもよかったです。

６ ．ま と め

　現代、私たちの「いのち」を支える「食」や「自然」と私たちの生活との接点に関わる仕事や活動のほ

とんどは分業化・専門化され、深くものごとについて考えなくても、すむような仕組みになっているよう

に思います。普段、私たちは蛇口から出てくる水道水の「もと」は海水からの水蒸気が雨水となり、めぐ

りめぐって森林や土壌によって浄化された結果であることや、毎日口にする「食」のもとは他の生き物の

「いのち」であることを頭では分っていても実感することは、ほとんどないと思います。

　「経験にまさる学習はない」と言います。森林環境学習や森林整備講習会を通じて、小学生や高校生が

「自然」や「水」、「森林」や「いのち」に興味関心を示し、楽しみながらも真剣に取り組むようすや反応

をみると、この言葉を実感します。教室での「いわゆる学習」以上に経験によって学ぶことは沢山あるよ

うに感じます。野外での活動を通じ、天候・におい・木々の感触など沢山の情報と五感をフルに活用して
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の学びと労働、環境や人々の生活に役に立っているという充実感は、関わった生徒児童の成長につながる

ことと思います。高校生の感想からもそのことが伺えると思います。

　もう一つは教師・生徒という単純な関係ではなく、教師・講師・一般の方・生徒（児童）など年齢構成

も含めた複雑な関係の中での学びに大きな教育効果が期待できるのではないか、という視点です。少子化

の中において、兄弟姉妹も少なく核家族化した中で育てられている児童生徒にとって、兄弟姉妹以外で年

齢の離れた人との交流や親・親戚以外の大人との出会いは、それだけでも非常に大きな教育となると思わ

れます。少し先の自分や少し前の自分をまわりとの相対化の中で確認しながらゆっくりと成長をするの

が、子どもたちの学びであり成長ではないでしょうか。そういった意味で、現代失われつつある「子ども

社会での学び」を意図的に構成することは教育的な意義が充分にあるだろうと考えております。今年度は

児童のみ、生徒のみの活動形態となりましたが、将来的には複合的な総合学習を試みることも考えてみた

いと思います。
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イヌワシの保全活動について
－鳥海山麓におけるイヌワシのための森づくり活動の紹介－

猛禽類調査会　
　

１ ．はじめに
　初冬の鳥海山では広葉樹が葉を落とし、天気がよければ木々の間から抜けるような青い空を見ることが

できます。イヌワシは葉を落とした木々の上空や地形が作り出すギャップ、崩壊した斜面など少し開けた

空間でノウサギやヤマドリなどの餌探しに余念がありません。

　初冬を迎える時期、イヌワシの繁殖期がやってきます。つがいの雌はこれから産卵にむけて十分に餌を

食べ、栄養を蓄えなくてはならないのです。

　鳥海山麓のつがいはここ５年間で４度繁殖に成功しています。東北地方の中では成績優秀なつがいで
す。鳥海山にはイヌワシが連続して繁殖できる環境が整っているのでしょうか？

　山形県では１２つがいのイヌワシが確認されていますが、近年繁殖行動すら確認できないつがいがいま
す。なぜなのでしょうか？

　今回は東北地方のイヌワシの生息環境の現状を紹介し、イヌワシを保全しなければならない理由、生息

環境の改善策などを提唱したシンポジウムの紹介、鳥海山麓のイヌワシつがいの生息地周辺にモデル地区

を設けて生息環境の改善に向けて実践的に取り組んでいる様子について紹介します。

２ ．イヌワシについて
　イヌワシについて御存知ではない方もいることと思いますので簡単に

紹介します。

　イヌワシはタカ科に属する鳥類で野生動物等の肉を主食とする猛禽類

の仲間です。

　大きさは翼を広げた状態で約２mとなり、大人の男性が両手を広げた
ときの大きさと同じか、やや大きいくらいの大きさになります（写真１）。
　体長は約９０cm、体重は約４～５kgです。体や羽の色は全体的に黒褐
色をしています。幼鳥は羽の一部に白色斑が入っています（写真２）。
　北半球の山岳地帯や半乾燥地帯に広く分布しており、世界全体で６亜
種に分類されています。その中で日本に分布・繁殖するのはAquila 
chrysaetos japonica（学名：あくいら・くりゅさえとす・やぽにか）と
いわれています。英語ではGolden Eagle（ゴールデンイーグル）とあら
わされています。後頭部に光があたると金色に輝くことからその名前が

ついたといわれています。

　余談になりますが宮城県仙台市に本拠地のあるプロ野球チーム「東北

楽天ゴールデンイーグルス」の名称やチームキャラクターに使われてい

ます。東北地方６県全てにイヌワシの生息が確認されていることや猛々
しさや勇ましい姿をチームのイメージに重ね合わせたといわれています。

　国内では東北地方の他、北陸・中部地方にかけて主に日本海側の地域

を中心に生息しており、北海道、九州、四国では局所的にしか生息が確
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写真１　飛翔するイヌワシ成鳥

写真２　飛翔するイヌワシ幼鳥



認されていません。

　イヌワシは種の保存法により国内希少野生動植物に指定されている他、国指定天然記念物にも指定され

ています。

　また、環境省が平成１８年に編集したレッドリストでは絶滅危惧IB類に区分されており、近い将来、絶滅
の危険性が高い種とされています。

　国内の生息数は環境省が平成１６年にまとめた結果ではその数は全国でおよそ６５０羽、その内、繁殖つがい
数は約２００つがいと示されました。
　イヌワシはその生息域において食物連鎖の頂点に立ち、食物連鎖の下位の多様な生物種を維持する上で

も保護・保全する重要度が高い、アンブレラ種となっています。

３ ．東北地域におけるイヌワシの生息状況について
　国内に生息するイヌワシ繁殖つがいの約４割（約８０つがい）が東北地方に生息するといわれています。
東北地方での繁殖成功率について、１９８０年代は６０%でしたが、１９９０年代に入り３０%に半減し、現在も低下
している状況が続いており、種を維持していくぎりぎりのラインにいます。鳥海山のつがいのように連続

で繁殖に成功するつがいは東北地方でも数つがいとなっています。

　自然豊かに感じられる東北地方でなぜ、イヌワシ繁殖成功率が低下してきているのでしょうか？

４ ．イヌワシ保全シンポジウム　～みどりと空をつなぐ～　の開催
　平成１９年８月末、酒田市総合文化センターホールを会場に猛禽類調査会主催によりイヌワシ保全シンポ
ジウムを開催しました（写真３）。
　シンポジウムでは近年絶滅の危機に直面し、酒田市の「市の鳥」でもあるイヌワシについての生態紹介

や東北地方におけるイヌワシ繁殖状況の現況、保全策等の取り組みが紹介されました。

　この催しの費用は平成１９年４月より導入された山形県みどり環境税公募事業の費用が当てられました。
　シンポジウムでは近年の東北地方におけるイヌワシ繁殖成功率の低下要因として餌場の植生環境の変化

などによる餌動物や餌場（ハンティングエリア）の減少が主要因であろうと事例紹介されました。　　

　また、これら餌動物を取り巻く環境変化には農林業（牧畜業、人工林造林事業）の衰退が起因している

と研究者から示されました。

　そして、イヌワシの生息環境の長期的保全の一つとして農林業を取り巻く社会構造の活性化が提唱され

ました。

　また、生息地環境の改善策の一つとして生息地近

隣で人工林の列状間伐を施し、イヌワシへ積極的に

餌場を提供する活動が紹介されました。列状間伐の

効果はイヌワシの餌場創出だけではなく、間伐後に

残った樹木の生育のためにもなり、針葉樹林と広葉

樹林の混交林化を促進することで、多様な生物相が

生息可能な森林空間を創出できる利点があることな

どが示されました。

　猛禽類調査会では東北地方のイヌワシやイヌワシ

の生息する環境を保全するために上記のような普及

啓発活動に取り組んでいます。次項からは実践的な

イヌワシの保全活動のひとつについて紹介します。
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写真３　イヌワシ保全シンポジウムの様子



５ ．イヌワシのための森づくり活動について
　猛禽類調査会は、平成１６年より、イヌワシが繁殖期に高頻度に利用する地域において、うっぺいしたス
ギ人工林（樹木が成長し、林の中まで陽が差し込まなくなっているスギ林）を対象として、イヌワシ保全

シンポジウムでも示された列状間伐に取り組みその効果を検証しているところです。

　同活動は「イヌワシのための森づくり活動」と名づけ、東北森林管理局庄内森林管理署と地元林業事業

体、地元イヌワシ調査者、東北公益文科大学学生らの協力により実施しています。

　実践場所は鳥海山の山麓で、これまで４箇所の「イヌワシの森」を施しました。平成１９年度は１１月初旬
から中旬に間伐作業を実施しました（写真４）。
　列状間伐といっても間伐方法は様々です。イヌワシがどのように餌探索の飛翔をするのかを観察し、そ

の行動に合わせて等高線沿いに列状間伐を施している場所もあれば、標高が高い場所から低い場所へ向け

て列状に施している場所もあります。伐採幅は５～１０m程度ですがそれでもイヌワシには狭すぎます（写
真５）。
　平成１７年、平成１８年施業のイヌワシの森ではスギ林の中に開空部ができ、陽射しが差し込んでいます。
そして、広葉樹林が成長し、草食鳥獣が好んで食する草本類も生育してきました。適度な地形変化（ギャッ

プ）も創出されました。きっとイヌワシにとっても上空からの眺めも良いのではないでしょうか。

　伐採した樹木については林道との距離が遠距離であったり、河川を挟んでいたりと搬出することは難し

い状況です。そのため、間伐地内で輪切りと枝打ちを施し、適当に組み合わせ、野生動物の住処や隠れ家

を造るために使おうというアイデアがうまれました。

　間伐した空間の所々に野生動物や野鳥の居場所を作ることによって捕獲される側の動物たちにも逃れる

チャンスを与えられるというものです。

６ ．森づくり活動の効果検証のための調査について
　イヌワシのための森づくり活動の取り組みの効果を検証するために二種類の調査を実施しています。

　一つは列状間伐地でのノウサギ密度調査、もう一つは列状間伐地におけるイヌワシのハンティング等利

用調査です。

　ノウサギ密度調査は無積雪期の糞粒調査（一定面積内の糞の数を計測値とするもの）と積雪期の足跡調

査（一定区間を横切った足跡のライン数を計測値とするもの）です。

　糞粒調査については東北公益文科大学の学生にも協力していただいています。
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写真４　間伐後２年が経過したイヌワシの森の様子 写真５　間伐したスギ林の開空部からは
　青空を望むことができる



　結果については現在のところ列状間伐地では間

伐前よりもノウサギの糞の数が増え、間伐により

ノウサギの活動が増加し、効果があらわれていま

す（写真６）。
　また、列状間伐地におけるイヌワシのハンティ

ング等利用調査に関しては地元のイヌワシ調査者

に協力していただいています。

　調査ではイヌワシが列状間伐地をどのように利

用しているか、その空間的利用の様子と実際に獲

物を捕獲する行動、餌を探す行動、餌動物の種類

は何か、などを詳細に観察しています（写真７）。
　平成１９年１０月末、平成１７年施業のイヌワシの森
にイヌワシのつがいがハンティング行動を行いな

がら急降下していくという観察データを得ること

ができました。実際にハンティングに成功したか

どうかまでは観察できなかったのですが、イヌワ

シは列状間伐を施したエリアを確かに利用してい

るという事例が蓄積されました。

　イヌワシにとってこの人工的な餌場の創出がど

れほどの効果があるのかは今すぐに示すことはで

きませんが、この２種の調査によって少しずつ検
証されていくに違いありません。

　イヌワシのための森づくり活動はこれら実践活

動とともに、パンフレットを製作し、普及啓発活

動としても取り組んでいます（写真８）。

７ ．ま と め

　今回は猛禽類調査会が取り組んでいる普及啓発

活動と実践活動をまとめて「イヌワシの保全活

動」として紹介しました。

　最初にイヌワシはどのような鳥類なのかを簡単

に紹介させていただきました。その中でイヌワシ

は絶滅の危機に瀕していること、さらに国内の主

要な生息地である東北地方においても繁殖成功率

が低下してきていることを示しました。その上で

猛禽類調査会の取り組みを紹介させていただきました。

　イヌワシを保全するということは私たちが住む生活環境の改善を含め、自然環境全体を保全するという

ことです。

　猛禽類調査会はイヌワシがいつまでも生息し続けられる自然環境を残すために普及啓発活動や実践活動

を続けていきたいと思います。

　さらに、平成１９年度導入された、山形県みどり環境税により、イヌワシをはじめ多様な生物相が生息で
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写真６　間伐地で確認されたノウサギの糞

写真７　イヌワシ行動調査の様子

写真８　イヌワシのための森づくり活動　パンフレット



きる森林の創出が県内各地で進むことを期待しています。

　鳥海山におけるイヌワのための森づくり活動の一部は苛イオン環境財団より助成されています。また、

苛日本鳥類保護連盟からの請負事業の一部でもあります。

　イヌワシについてもっと詳しく知りたい方は猛禽類保護センターの展示室を見学したり、ホームページ

を参考にされると良いと思います。

猛禽類保護センター

　☆住所　〒９９９－８２０７　山形県酒田市草津字湯ノ台７１－１
　　Tel ０２３４－６４－４６８１ ／ Fax ０２３４－６４－４６８３
　☆ホームページアドレス　
　　http：//www．raptor-c．com/

＊年末年始の休館、臨時休館の他、１２月から３月の冬季間は火曜日が休館となります。
＊場所は「鳥海高原家族旅行村」「湯ノ台温泉　鳥海山荘」の直ぐ手前です。
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森林と地域を繋ぐ活動

森の仲間ネットワーク　　白　壁　洋　子　

１　田沢地区のこと
　米沢市田沢地区には、「草木塔」または「草木供養塔」と自然石に刻まれ、江戸時代に建立されたものが

１０基ある。現在確認されている草木塔の中で一番古く、１７８０年（江戸中期）に建立されたといわれるもの
をはじめ、全国で見つかっている江戸時代に建立されたもの３４基。そのうちの１０基が田沢地区に立ってい
る。もっと言うなら、山形県外には福島県と岩手県に１基ずつ。３２基はすべて米沢市周辺の置賜地方にあ
る。草木塔はなぜ建てられたか、なぜ置賜地方に多いのか。そのような謎も残る草木塔の地田沢地区で、

私たちは森づくりと草木塔と語らい、里山のくらしを伝える活動を行っている。

　田沢地区には、田沢自彊会という全戸が加入している財産区の組織があるが、森林との関わりが薄くなっ

た今日、全域での山仕事とはいかなくなった。年中行事でも、５月の草木塔のお祭も一部の参加になって
いる。

　また田沢コミュニティセンターの地域活動でも、毎年草木塔めぐりの企画を行っていたが、参加するの

は地区外の方が多く、地区内での触れ合う試みや後述するが今後の保全についても模索をしているところ

だ。

２　公益の森
　さて、山形県ではやまがた緑環境税を平成１９年度から導入した。森林から受けているさまざまな恩恵
は、水、空気、災害の防止など県民みんなが受けているもの（「公益の森」という）だから、県民みんなで

森林を守っていこう、という考え方からこの税の目的は始まっている。

　森林から受けている恩恵は、日々私たちの周囲にそれこそ空気のようにあるのだが、目には見えない。

しかし意識をしなければ、わからない。ましてや今日、かつてのようなくらしと山が結びついていて、共

にあった時代ではなく、森林との関わりが失せている。森林という自然は、私たちの体から消えかかって

いる。そのような森林を私たちの体の中に取り戻し、森林（自然）を意識的に回復しなければ、山形県ど

ころかこの地球環境や、私たちの生活も継続ができないぞという警告が、この考え方を作り出したのかも

しれない。

　森林の大切さと言っても、いま、考えてみないと理解できないかもしれない。世界が国が県がいろいろ

な手段でアピールしており、地球温暖化防止や地球環境の悪化についてのべつ幕なし耳から入ってくる

が、私たちの身近にはその危機感がごく少ないのも現状だ。

３　森の仲間ネットワーク
　私たち森の仲間ネットワークは、「木様クラブ」「山里の四季の会」「田沢の史跡文化保存会」「森の仲間

たち」の４団体が連携したもので、いずれも田沢地区で地域活動を行っている団体だ。「木様クラブ」は伐
採木や自然の中の素材を大切に使い、つる細工や木工クラフトで、県や民間団体主催の森の感謝祭や森の

フェスティバルにも出張し、自然素材を使ったオリジナル作品の出来上がる喜びを子どもたちにも伝えて

いる。年に数回、自分たちの作品展示会をし、素朴な味を地域の公民館でみせている。「山里の四季の会」

と「田沢の史跡文化保存会」は、田沢の草木塔のお祭りや、公民館活動を活発にリードしながら、地域の
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人々の繋がりをたいせつにしてきた。また「森の仲間たち」は、田沢地内の個人所有林を借りて、藪になっ

ている山林の下刈や伐採、きのこ栽培など森づくりを行ってきた。「木様クラブ」と協同で木のあかりクラ

フト教室や藁草履つくり、毎月の山の手入れと森の活動を行っている。

　やまがた緑環境税の使い道の中に、森林ボランティア団体の森づくり活動を支援する公募事業の募集が

あり、今回それに応募し、全県で４８団体とともに支援を受けた。この４つの団体の連携が、地域での活動
がより活発に楽しく行われ、地域の方々には草木塔ばかりでなく、地域の山について、もう一度目を向け

てほしい、との願いがあった。森を創っていくこと、田沢の草木塔をもっと地域のなかに取り込みたい、

というねらいがあった。

４　「草木塔との語らい」
　この中で、去年の９月、ネットワークの大きな活動のひとつ「草木塔との語らい」を開いた。
　これは、江戸時代にできた田沢地区の草木塔を改めて見に行くこと。そして全国の草木塔を６０年近くも
研究しておられる藤巻光司さんからお話を聞くことをメインに語る会を計画した。今まで、草木塔の研究

をしておられる方々は何人かおられるが、地元米沢でしかも草木塔と石碑に詳しく、また道路ができるな

どにより移動を強いられた草木塔や、時代を経て、元あった場所から移り変わっていったようすを一番よ

くご存知の藤巻さんにどうしても語っていただきたかった。草木塔建立の謎や、なぜ置賜の田沢地区から

始まったかなどについて、諸説さまざま出されているが、６０年間も草木塔に見続けて頂いた藤巻さんから
草木塔への思いを伺いたかったからである。

　語らいを持つにあたり、草木塔と山との関わり、特に木流しや昔のくらしとの関わりにも目を向け、し

だいに朽ちかけていく自然石と周辺の整備や保全活動を、今後どのようにしていくかも、今回の課題にな

る。地域で守っていくこと、伝えていくことをもう一度振り返ることにした。山形大学環境保全センター

内の「やまがた草木塔ネットワーク」土橋陸夫先生とも協力を頂きながら、田沢の草木塔だけでなく、全

国の草木塔のこともお話して頂いた。

　これからの保全の取り組みも行っていくには、地域内の考え方だけでなく、科学的な見地がかかせな

い。東北芸術工科大学の美術史・文化財保存修復学科４年生の吉田由希さんは、草木塔や文化財など石の
修復の研究をされている。江戸時代の草木塔の研究で何回も田沢に足をはこんでいる。ここでの成果や今

後の研究について語って頂いた。朽ちかけてきた草木塔の亀裂や欠けが今以上に進まないような手立て

を、自然石に合わせて科学的に研究するわ

けだが、田沢の人々の朽ちていく草木塔の

心配も同じなのである。一方で、江戸のこ

ろから道端や川べりに立っている草木塔

が、朽ちていくのも自然の一部と捉える考

え方もまたひとつある。しかし、地域のく

らしの財産として次の世代に残していきた

い、草木塔の心を伝えていきたいという時、

やはりその姿も伝えていきたいということ

は当然のことであろう。

　語らいの会は県外からも参加を頂き、８０
名もの方々とこれからの草木塔を考え、今

を語ることができた。（写真１）
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写真１：草木塔への思いを語る４名のパネラー



５　山の仕事
　私たちの日ごろの活動は、山の手入れや山を楽しむことが大きなテーマだ。山林の下刈り作業を毎月一

回行い、藪から風の通る山に整えていく。刈払いはきのこ栽培の原木をつくるため、秋の伐採の準備とす

る。

　春一番の「山はじめ」では、現地を歩きどのような施業をしていくかの検討を行う。

　コナラがふんだんにあるため、きのこの原木にするつもりだ。足元には、緑青菌がうまく回った枝が結

構落ちている。木様クラブのクラフトにはとてもうれしい枝だ。帰りに拾っていこう。

　盛夏の前までには、ヨシの下刈りを終了し、水の道も整えたい。ひょっとして、サンショウウオの仲間

にお目にかかりたい。きのこもでそうな場所だ。アケビの実も楽しみに、蔓は残しておこう。

　毎回の下刈りでは、春早くにはイワナシの群落が、夏が近づくとヒメサユリが、秋遅くにはツルリンド

ウが私たちを楽しませてくれた。

　１０月下旬、コナラやクリ、オニグルミ、ウワミズザクラを中心に伐採した。きのこの原木には、申し分
ない量だ。３週間後の植菌を待つ。　　
　１１月、小春日和の一日、しいたけとな
めこの植菌作業をした。伐採して山を

すっきりさせるだけでなく、コナラなど

伐採木の活用がかかせない。

　終了後芋煮会を行い、今後の山の仕事

を語り合った。「森の仲間たち」で借りて

いる山林はほかにもあり、私たちのネッ

トワーク内でも確保できるところがある

ため、公募事業があるからだけでなく、

本来の森づくりの活動が広げられること

になる。地域のマンパワーは田沢自彊会

や地域の人々との繋がりで、ほんとうの

山を取り戻したい。（写真２）

６　これからのこと
　山形県では平成２０年１月に制定した「やまがた緑環境憲章」の前文の中で、「草木塔にみられるような自
然との共生の文化を生み、多くの命と共存してきました」と草木塔を例に出し、山形らしさのひとつの形

として取り上げている。この憲章は、森づくりの基本的な理念や行動の目標を記したもので、私たちはこ

れからずっと森との関わりを保ち、森の働きを守り続けることが重要だと謳っている。

　草木塔建立のこころは、と考えるとき、それは特別なものでは決してなく、森や樹木やそこでのくらし

から普通に出てきたものではないか、と筆者は考える。木を伐って薪にする、このことがどれほど重要で

どれほど普段の山の仕事であったか。今日、子どもたちに少し昔の森のこととくらしの関わりを話すと

き、「今、お家でご飯を炊く時はどうしていますか」、と聞く。「今はみんな電気やガスを使っていますね。

昔はね、山から木を伐って運び、それを薪にして使ったよ」、という具合の説明になる。その普段に燃料と

して使われた木や山との関わりの中で、私たちをとり囲んでいる自然というものがいかに大切で、自分た

ちの生活と共にあり続けなければならないとしたことが、自然との共生という言葉を生み、後年、外から

みると里の文化と位置づけられたのであろう。それを受け継いでいくためにも、田沢にある草木塔を語り

伝え、山から木を伐り、運搬し、その組織運営した「木流し」との関わりも探求していきたい、と考えて
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写真２：山の仕事を楽しむ森の仲間



いる。草木塔の立つ場所は、木流しの場所でもあった、と言われる。果たしてわれわれは、その場所に立

ち、そこは木流しのどんな場所であったか、確認をしながら、山の仕事を今年もやっていきたい。

　木流しを若い時実際にやったことがある方は、もう７０代後半になってしまった。言葉の記録で残すこと
も必要だ。また、伐採の現場や木を流した河川、流した木を引き上げた場所、そこで繁栄したできごと、

歩いて記録することも忘れたくない。

　それは、山の木を使っただけでなく、それが森林環境の保全になっていたこと、持続可能な山を作って

いたこと、地域の人々がくらしの中で一体となっていたことを証明し、私たちのこれからのくらし方、山

との関わり方を学ぶ、たいせつな資料のひとつになるに違いないからだ。

７　森林ボランティアの限界
　地域に根ざした森づくりを続けていくには、人と人の輪と、エネルギーが必要だ。今の山の状況を心配

し、山の手入れをしていこうと立ち上がるのは、年配者が多い。以前の里の山を知っているからだ。また、

地球環境問題が大きく報道されていることもあり、山の荒廃を知り関心をもつようになった若い人も増え

てきた。これからは、そのような人々が経済の枠を超えた形で地域の森づくりへと進んでいくのだろう。

森林ボランティアという言葉は、生業とはまた別の言葉であって、単にボランティアで（無償報酬で外）

山の仕事をやっていますよ、だけのことではない。「公益の森」という考え方が全国どこの県でも言われ始

め、前述したように、森林から受ける計り知れない恩恵をみんなで守っていこうということだが、自分た

ちの今の生活のこと、この自然環境を未来に繋げることができるか、も含んだ活動だ。森林ボランティア

に対する期待が高まっている中で、生業としてもっと山と山の仕事を世の中に繋げていく政策も必要だ。

遅れている間伐と間伐材の使い方、松枯れやナラ枯れの懸念、住宅建築戸数の減少、などなどがありさま

ざまに行政の関わりが必要だ。永く見据えたほんとうの山を創っていかないと、山は死んでしまう。森林

ボランティアとそれを超えた繋がりが、どうしても必要だと思う。

８　最 後 に

　私たちは山のそんなことも心配しながら、山に通っている。私たちの活動のほんのちいさな点が、線に

なり、面になって、森林が繋がっていくことを願っている。経済や利害関係や、行政や市民や、さまざま

な枠を超えたいい繋がりが広がることを、この森林がもたらしてくれていると感じている。

　ぜひ周りの山を、ぼんやりと、山をみて頂きたい。

　スギがあり、稜線にはアカマツがある。それらの緑も色の違いがある。秋遅く枝から葉が落ちると、

木々は次に来る春の準備をし、その芽先の色が赤っぽく見えたり、白っぽく見えたり。陽が昇り傾いてい

くと、光の加減で山や木々の色が変わっていく。

　このように美しい姿をみせる山々に私たちはずっと関わっていきたいと思っている。
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フィトンチッドの全身浴　森林オーナー体験記

山形県立保健医療大学　　松　田　幹　夫　

　「フィトンチッド」なる物質をご存知だろうか。Googleで「フィトンチッド」を検索すると８３０件以上の
項目がフィットしてくる。発見者は旧ソ連のボリス．P．トーキン博士で、１９３０年ころと言われている。
彼は、植物を傷つけると、その周囲にいる細菌などが死ぬことに気付いて調べた結果、植物が周囲に何ら

かの揮発性物質を発しているためであることをつきとめ、その物質を、phyto（植物）が、細菌をcide（殺
す）という意味でphytoncidと名付けた（ロシア語でfitontsid）。その効用はというと、
　１　リフレッシュ効果：自律神経の安定、肝機能の改善、快適な睡眠
　２　消臭、脱臭：空気の清浄化、さわやかな気分
　３　抗菌、防虫：食品の防腐、殺菌、部屋や浴室のカビ、家ダニ、シロアリなどの防御
　などが知られており、天然の物質で人体に安全で、副作用もなく穏やかに作用する。森の中に入ってこ

の効果を享受するのが森林浴であり、柏餅や桜餅、お寿司の飯台（ヒノキ）や種を乗せるサワラ葉、ササ

や、シソ、今やほとんど見かけなくなったが、おむすびや納豆を包むのに用いた経木など、古くから生活

の中の知恵として用いられていたものも、理に適った方法でこの物質を利用していた。最近では植物から

抽出して、化粧品、入浴剤などをはじめとして、生活雑貨品、医薬部外品として様々な形で利用されてい

る。　（http://www.wood.co.jp/phyton/）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県は都市と山村の交流を目的として、里山林の新たな利活用による山村の活性化を目指して、平成

１１年（１９９９）、ふるさと森林オーナー推進事業を開始した。初年度は天童市の天童高原をはじめとして南陽
市、白鷹町の３か所から始まり、順次事業の拡張を図ってきている（表１）。

（http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/sanson/０９-３-１２.html）
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表１　山形県森林オーナー事業

備　　考事　　業　　主　　体区画数場　　　　　所年度

募集区画　　６１田麦野財産区３０天童高原天 童 市

１１ 応 募 数　　９７萩生産森林組合２０萩南 陽 市

倍　　率　 １．６西置賜ふるさと森林組合１１萩野白 鷹 町

募集区画　　４４芝草山管理組合２０芝草山新 庄 市

１２ 応 募 数　　６３飽海地方森林組合１０内山松 山 町

倍　　率　 １．４出羽庄内森林組合１４たらのき代櫛 引 町

西村山地方森林組合３２田代寒河江市
１３

苛山形県林業公社１０畑谷山 辺 町

西置賜ふるさと森林組合１０草岡長 井 市
１４

苛山形県林業公社１０鶴子尾花沢市

苛山形県林業公社１０柏木上 山 市
１５

関生産森林組合１２関米 沢 市

鮭川村１０川口鮭 川 村
１６

森林オーナーボランティア実行委員会１０浜中酒 田 市

山形地方森林組合１６北作山 辺 町１７
苛関山愛林公益会１０関山東 根 市１８



　平成１３年（２００１）秋、広報で寒河江市田代地区で本事業でオーナー募集をしていることを知り、妻と二
人で現地見学会に出かけた。かなり山間の入り込んだ場所であったが当日は多くのご家族が集まり、また

テレビ取材も入ったりで、市民の関心の高さを感じた。チエーンソーの実演やきのこの植菌体験などさせ

てもらい、建物も３０愛までなら可能ということで、手づくりログハウスの夢がかなうかもしれないと、
すっかりその気になり、欲張って早速分割された２区域を契約して帰った。その後も２ ， ３度現地を訪
れ、どんなふうに利用しようかと考えていたのだが、２ ， ３日後、たまたま聞いていた車のラジオで、山
辺町でも同様のオーナーを追加募集をしていることを聞いた。自宅（山形市）により近い方が、と考え林

業公社に問い合わせたところ２区画のみ未契約とのことであった。次の日曜日に現地を見に行った。南北
に延びたほぼ１０，０００愛の山を１０分割した場所だったが、未契約の理由はすぐに納得できた。残っていたの
は南北に隣接し東西に細長い２区画だったが、北面に下り傾斜があるため敬遠されていたようであった。
しかし自宅から３０分、しかも白鷹街道からのアクセスがすぐというのに惹かれた。伐採や植樹は自由だ
が、建物は１０愛までということで、ログハウスの夢は潰えてしまったが、こちらに決めることにした。そ
してまた、妻の名義も借りて２区画にしてしまった（こちらは一人で２区画の契約はできないことになっ
ていた）。合わせてほぼ６００坪、何でもできるぞ外　ただ、その後西川町林業組合に恐る恐るキャンセルの
電話を入れた時の係の古沢さんの残念そうな声は今でも耳に残っている。

　それからは、その年は黄葉が枯れ葉となり雪の降るまで、ほぼ毎土曜日、出かけて行っては季節の移ろ

いを感じながら、どのように利用できるか、いろいろと思いを巡らせた。１０愛では建物は無理のため、
テーブルと椅子の置けるくらいのデッキをつくることにした。

　そのシーズンは珍しく雪が少なく、春の到来が早かった。我が家の庭の桜が満開の４月初旬、在宅で伏
していた義母を黄泉の国へ見送り葬儀が済んだ翌週の４月半ば土曜日、さすがに山間部は雪が残っていた
が、計画の実現に取りかかった。その後、場所を設定し、下草を刈り、資材を上げるためのアプローチづ

くり。「売れ残り」の２区画のため、南端の駐車場からはかなりの距離があり、そのため傾斜はきついが距
離の短い東側の山道から登ることにした。５月の連休に入り、アプローチの部分に新しく階段を作る作業
から始めた。杭と横木のために径１０～１５cmほどの雑木が大量に要る。この地は、大部分がナラ（コナラ、
ミズナラ）で、樹齢３０～４０年ほどか、その他に比較的多いのがモミジであり、その他、ハンノキ、クリな
どがあり、低木ではクロモジ、オオカメノキ、ツゲなど、また、東向いの山は杉林のため、飛んできた種

から実生したと思われるスギの木も少数混在する（図１）。
　近くのホームセンターで一番安価な

チエーンソーを入手し階段用材を造り、

鍬とスコップで傾斜地を切り、段をつ

くったところに両端に杭を打ち横木を

埋める。今でも覚えているが、計５６段。
苦しいが、心弾む作業であった。その後

の土日にいよいよ資材を運びこんだ。自

宅を新築した時に作ったウッド・デッキ

の余った防腐処理の根太材があったの

でそれを利用、床面は既成の９０×９０cmの
デッキ用パネルを１２枚。これは市内の
ホームセンターでは見つからず天童ま

で出かけて行って調達した。傾斜の比較

的小さい場所を選んだつもりだが、それ
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図１　オオカメノキの花（０６．５．１３）



でも南北端の高低差が最大８０cmほどあり、埋め
た玉砂利にコンクリートブロックを置いて造っ

た土台の束石からは床面の水平をとるのに難儀

した。丸ノコ、電動ドライバー駆動のためにエ

ンジン発電機が必要だったが、貸してもらえる

はずだった同僚のそれが、しばらく使用してい

なかったためか使い物にならず、結局購入せざ

るを得なくなり思わぬ散財を強いられてしまっ

た。ほぼ３ヶ月間、寸暇を見つけて通った週末
の作業の結果、３．８×２．７ｍの手造りウッド・
デッキが、塗装も終わって完成したのが２００２年
７月７日であった。テーブルは以前に自宅で
作っていたものを運びこみ、椅子はホームセン

ターで仕入れたアウトドア用の折りたたみのも

の。早速、妻と孫娘を連れた息子夫婦にお披露

目と相成った。本人が胸張って思ったほど、彼

らには完成度の評価は得られなかったものの、

フィトンチッド充満する周りの環境はそれをカ

バーして余りあるものにしてくれて、しばし満

ち足りた癒しの時間が経過したものである。そ

して、皆の賛同を得てこの森を、孫娘の名前を

借りて「明日海の森」と命名した（図２）。
　以来、土曜日には、天気が良ければ車にキャ

ンプ・バーナーと水とコーヒー、文庫本や時に

愛用のギターを積んではせっせと出かけて行っ

た（図３）。他のオーナーの方々とは年に１～
２回、林業公社の案内で交流会が持たれ、バー
ベキューやキノコ栽培の講習などで楽しい時を

過ごしてきている。山形は自然が豊かで、市内

にいても街路樹や垣根の緑の変化、空気の匂

い、空の雲の形と色など季節の移ろいは十分感

じられるが、この森に入るとすっかり自然に同

化し切っている自分に気づくことができる。春

の芽吹きの頃から６月の新緑、真夏の濃緑から
次第に色を変えてやがて葉を落とす晩秋まで、

実に見事な自然のエキジビションを展開してく

れる（図４）。本当は余りお知らせしたくないの
だが、春先の山菜のことも触れざるを得ないだ

ろうと思う。我が「明日海の森」にはあのコシ

アブラが数本存在して、その時期には２～３回
に分けての収穫でテンプラが食膳を飾る。ただ
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図３　（０４．１１．０４）

図５　収穫した（左から）タラノメ、ワラビ、コシアブラ（０６．５．１３）

図２　雪の明日海の森　（０３．３．１）

図４　秋の装い　（０７．１１．１０）



しタラノキは一本もない。しかし特記すべきが、このタラノキである。このオーナー森の所有しておられ

る方の山が北東に接しているのだが、その時期になると一斉に見事なタラノメ畑に変身するのである。彼

は寛容な方であるため、この森をお借りしている我々オーナーだけには特別限定で収穫することを許可さ

れている。繰り返す、我々森林オーナーだけ、にである。しかも時期をずらせば、次はワラビである。こ

の時期の週末、ここに出かけずして他に何をす

べきことがあるというのだろうか……（図５）。
　ただ、秋のキノコは私は苦手である。自生の

キノコの見分けが苦手である。たくさんの種類

のキノコがこれ見よがしに顔を見せるが、恐ろ

しくて手が出ない。自称「プロ」の人にも教わっ

たりするがどうもダメである。キノコの季節に

なるといつも、胞子と反応させて可食か否かを

判定できる試薬のようなものが開発できないも

のかと本気で考えている。そこで、他のオ－ナー

の方々は早くから始めていたのだが、遅ればせ

ながら私もキノコ栽培に手を染め出したのが３
年目の秋である。葉を落としたブナの木を伐採

し、翌年の雪解け後に９０㎝ほどのホダ木にし、
これに菌を植えるのである。指南書にしたがっ

て、失敗の少ないといわれるシイタケから始め、

次第に種類を広げて、クリタケ、ムキタケ、ナ

メコ、などもトライし、そこそこ結果は出てい

る。しかし何といっても初めてシイタケの出芽

を発見した時の、子供の時のような感激は忘れら

れない。以来、シイタケの一番おいしい食べ方

は、収穫直後に焼いてちょっと醤油をたらして

……というのであることと信じている（図６）。
　積雪は、多い時は１ｍ近くになる（図７ ， 
８）。越冬のために、テーブルは裏返しにし、
デッキのパネルを取外しておくが（図９）、一
冬ごとにあちこち損傷をうける。ある時は、プ

ラスチックのジョイントで作った２×４材のベ
ンチ（図１０）が無残にも形なく損壊してしまっ
た年もあった。しかし、冬の森もなかなか捨て

がたい魅力がある。さすがに他のオーナーの方

は何方も訪れる様子はないが、春のために準備

している木々のふくらんだ芽や、一直線に連続

するウサギ（？）の足跡、ときにはチチと聞こ

えてくる小鳥の鳴き声など、厳しい季節の中で

も生きているものの証が確かに感じられるので

ある。
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図６　豊作のシイタケ（自宅栽培）（０５．４．１１）

図７　遅れた越冬準備（０５．１２．１０）

図８　駐車場看板の雪没（０３．１．２５）



　古来、人間は森林とともに生活してきた。共に生きてきた。子供の頃、煙に包まれ目に涙しながら薪を

焚いて風呂を沸かした思い出のある人も、今はリビングにあるスイッチひとつでガスや灯油が沸かしてく

れる風呂に入ることができる。便利で快適な生活が日常化してしまった。化石燃料の消費増大にともな

い、薪炭は不要の時代になったかにみえる。そして、この快適さと引き換えるように、地球温暖化の問題

がにわかに姦しくなってきた。これは、これまで自然を蔑にし、破壊し続けてきた人間に対する自然の警

告あるいは反撃に違いない。ちょうど、２５年ほど前に得体の知れない奇病として出現したエイズが、当時
世界に蔓延した奔放に性を謳歌する人間に対して、HIV（ヒト免疫不全ウィルス）に姿を変えた神の懲罰
であると言われたことと近似する。そしてCO２などの温室効果ガスに対する、森の持つ吸収効果が今注目
されてきている。新聞（山形新聞２００７．１１．２７）によれば、戦後の大規模な造林政策によって現在我が国
の森林の４０％が人工林であり、そのうちの６０％は樹齢１６～４５年の間伐適齢期のスギ、ヒノキであるとい
う。安価な外材に押されて国内材の需要が低迷し、農業と同様に林業従事者の高齢化と後継者不足の波を

受け、管理の不十分となった森林は荒廃し、温室効果ガスの吸収能力も低下しているという。このような

森林のもつ意義を見直し、森を守り、地球環境の破壊を食い止めなければならない、と、賑やかである。

今年７月に行われる洞爺湖サミットは、この問題が大きなテーマとして世界の首脳が知恵を出し合う場に
なるようである。しかし、森林オーナー制度を利用させてもらうことが、森にかかわり、森を守り、悲鳴

を上げている地球に微力ながらも救いの手を差し伸べようとするものだ、など思うのはいささか夜郎自大

というものであろう。少なくとも自分にとっては、森の中にいる時に感じる心の安寧が、何物にも代えが

たいものであることが大切であり、目に見えないフィトンチッドを全身に浴びることのできる恩恵を有難

いものと思っている。そして同じような心の仲間が一人でも多くなってくれることを希っている。

　「オーナー森」の契約は１０年となっている。年が明けて８年目に入った（２００８）。近頃はなかなか思うよ
うに出かけられる時間がなくなりフィトンチッド不足気味であるが、昨秋伐倒しておいた２本のナラの木
がある。雪が解けて暖かくなったら、私の話を聞いて興味をもってくれた近所の人がいるので、誘って今

年はブナハリタケにでも挑戦してみようと思っている。
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図９　越冬準備（０２．１１．１７） 図１０　翌春損壊の運命をたどるベンチ（０３．１０．１１）



登山の大衆化と山岳環境（２）
―山を歩き、登山道の保全を考える―

山形大学地域教育文化学部准教授　　笹　瀬　雅　史　
　

１．はじめに
　日本は国土のおよそ８割が森林に覆われており、その多くが山岳地帯となっている。そして人びとは歴
史的に古くから山との関わりをもってきた。現代においても、林業・農業・鉱業などの生業のため、登山

やハイキング、スキーなどのレジャー・レクリエーションのため、宗教や山岳信仰のためなど、さまざま

な目的で人びとは山に入っている。戦後の高度経済成長期をへて、山岳地帯の開発が進められて容易に山

に入れるようになった。そして、多くの人びとが登山、ハイキング、キャンプ、スキーなどの目的で山を

楽しむようになった。

　山の登頂を目的とする登山者の増加は１９６０年代以降であり、７０年代前半がピークであった。その後、石
油ショックによる景気の停滞や趣味・レジャーの多様化により、若者の登山者は増加せず、登山ブームは

終わったと考えられた。しかし、１９９０年代以降、中高年齢者を中心として登山・ハイキングを楽しむ人び
とが増えてきたといわれる。これには、いくつかの理由が考えられるが、深田久弥の『日本百名山』 （註１）
をNHKが映像化し、１９９４～９５年にテレビで放送したこともその一因であるという。
　登山者が増加して山の自然を楽しむことはよいことである。しかし、登山者の増加とその背景である山

岳地帯の開発は、遭難事故の多発と自然環境の破壊をもたらす危険をともなっている。そこで、身近な山

を歩いて、現在の登山と環境についての現状と課題について考えることにした。

２．対象と方法
　国内の山に登って、登山者と山岳環境に関するデータを集めることにした。そのために、山形を中心と

してさまざまな標高の山に登った。登山の方法は、無雪期に登山道のある一般コースを選んだ。

　その際に、登山口に至る道路の状況、登山口周辺の整備状況（駐車場、トイレ、標識）、登山道の状況

（道幅、溝、木道）、山小屋や避難小屋の状況、トイレの有無、標識の設置状況（材質、大きさ、内容）を

観察しデータを収集した。また、出会った登山者の数、性別、年齢層、グループの規模と特徴を把握し

た。そして可能な範囲で登山者に聞き取り調査を行った。

　期間は２００６年５月～２００７年１０月である。調査した山は５０（２００６年が２２、２００７年が２８）であった。
　なお、２００６年度の記録については報告したが、本研究はそれを継続するものである。 （註２）

３．山は登られている
　登った山に関するデータを表にまとめた（表参照）。山形県内の山を中心に周囲の県、また富山県、鳥取

県の山も掲載した。なお、近郊の山については複数回の記録がある。

　これらの山やまは標高を一つの目安として、①近郊の身近な山（標高１０００m以下）、②地元の中級山岳
（標高１０００～１５００m）、③有名な亜高山帯のある山（標高１５００m以上）の３つに類型化できる。 （註３）
　　いずれの山にも登山者が訪れているが、山の類型ごとに登山者の特徴や楽しみ方に傾向がある。

　①　近郊の身近な山は、四季を通じて多くの地元住民に楽しまれている。山形市の千歳山（４７１m）はそ
の典型である。短時間で容易に登ることができ、早朝から夕方まで老若男女を問わず登っている。幼

稚園児や児童の集団登山、中高生の部活動やトレーニング、高齢者の日々の健康づくり、家族づれの
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ファミリー登山など、さまざまな目的と形態で親しまれている。冬期で多少の積雪があっても登山者

がいる。登山道はしっかり踏まれて幅広く、登山口のトイレや頂上展望台、ベンチも整備されてい

る。これらの山は町のシンボルとなっている。

　②　地元の中級山岳は、春から初冬まで地元の住民に登山、ハイキングの対象として登られている。こ

れらは市町村や県境を形成する山岳である。頂上まで樹林帯であり、中腹以上は白樺、ナラ、ブナな

ど落葉広葉樹林が美しく、新緑や紅葉など四季の自然を楽しむ人が多い。登山者は地元の登山経験者

が中心であるが、周辺地域から訪れる愛好者も多い。また、地元では学校登山や市民登山などの行事

で登山が行われることがある。雪に覆われる積雪期に訪れる人は少ない。

　③　有名な亜高山帯のある山は、山頂部が亜高山帯となる山である。上部は針葉樹、ナナカマド、ダケ

カンバなどの潅木帯、ハイ松帯、高山植物帯となっている。標高の高さや自然の美しさから全国的に

名を知られる山が多い。深田久弥の日本百名山はほとんどがこのグループに該当する。登山に適する

期間は６月～１０月頃で、比較的短い期間に地元のみならず全国各地からの登山者が集中的に登ってい
る。

　表に見られるように、①②③のどの山に行っても平日、休日を問わず相当数の登山者に出会う。無雪期

に一般コースから登山をすれば、人に出会わないことが稀である。日本の山は登られているといえよう。

そして調査でもわかったことであるが、山は登りやすくなったということである。短く容易なコースを選

べば、ほとんどの山は登山口から１日で往復できる。
　こうした理由はいくつかあげられる。第一に、道路が山深くまで入っていることである。林道だけでな

く舗装道路がつけられている所が多い。第二は自動車の活用である。バスや鉄道などの公共交通手段は削

減されているが、自動車の活用によって登山者は入山している。そして駐車場や休憩所、トイレの整備も

これに付随する。第三に、リフトやケーブルなどの輸送機械の整備である。第四には、IT化による情報の
流通であり、全国どこからでもインターネットを通じてローカルな情報を入手できる。そして携帯電話の

普及もこれに関連する。第五に、早朝から深夜まで容易に食料や物品を購入できるコンビニエンスストア

の全国展開も登山に行くうえで役立つことが多い。第六に、登山ツアーを企画するガイドや旅行業者の存

在があげられる。このように、登山をするうえで有益な環境が整備されてきたことがわかる。

　登山者については、時間的にゆとりができた中高年齢者の増加が顕著であるが、それもこうした登山を

行いやすくする社会的な環境整備があってこそ可能になった。
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有名な山は駐車場が整備され多くの登山者が訪れる 山の自然は美しい、新潟・火打山（２４６２ｍ）
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表　登山時における登山者と山岳環境に関する観察データ（２００６年５月～０７年１０月）

登山道の状況トイレ登山口・所要時間登山者数年月・天気地　域名　称（標高　m）

幅１m無道路から０．５h００６１１休・晴山形近郊盃　山（２５６）
無道路から１h１～１００７０４平・晴　　　同　上

幅０．５m無道路から１h１～１００６１１祝・晴山形近郊大岡山（４０１）
無道路から１h１～１００７０４休・曇　　　同　上

幅１m無駐車場から１h１～１００６０５休・晴山形近郊富神山（４０２）
無駐車場から０．７h１～１００７０４休・晴　　　同　上

幅１m、延べ１０回有駐車場から１h１０～５００６０５～１１平休山形近郊千歳山（４７１）
延べ８回有駐車場から１h１～５００７０３～０８平休　　　同　上

幅１m無道路から２h１０７０５休・晴鳥取県船上山（６１６）
幅２m、石段整備有駐車場から０．７ｈ２０７０７平・雨新潟県弥彦山（６３８）
幅０．５m無駐車場から１．４h１～１００７０４休・晴山形近郊水晶山（６６８）
幅０．５m有駐車場から１h００６０５休・晴山形近郊東黒森山（７６６）

有駐車場から０．７h００７０４休・雨　　　同　上

幅１ｍ有駐車場から２．５ｈ１～１００７０４休・雨晴福島北部霊　山（８２５）
道なし、残雪上足跡無林道から１．７h００７０４休・晴山形近郊西黒森山（８４７）
幅０．５m、木階段無駐車場から２．５h１～１００７０４祝・晴山形近郊雨呼山（９０６）
幅１m、木道整備有駐車場から４h７０７０５平・晴新潟県米　山（９９３）
幅１m無駐車場から２h１～１００６０５休・雨山形近郊白鷹山（９９４）
残雪多し無道路から２h１～１００７０４休・雨曇　　　同　上

幅０．５m、踏み跡無林道から３h４０～５００６１０休・晴村山市甑　岳（１０１６）
幅１m、残雪あり有駐車場から２．２h１～１００７０４休・曇雨山形･宮城笹谷峠・蛤　山（１１００）
幅１m有駐車場から４h１０～２００６０９休・曇宮城仙台泉ヶ岳（１１７２）・北泉ヶ岳（１２５３）

幅０．５m、踏み跡無南面白山から２．５h１～１００６０５休・晴山形小東岳（１１３０）
幅０．５m無駐車場から３h１０～２００６０５休・晴山形・宮城南面白山（１２２５）
幅１m無駐車場から２．５h１０～２００７０６休・曇山形・宮城禿　岳（１２６１）
幅０．５m有駐車場から４h１～１００６０５平・曇山形・宮城北面白山（１２６４）
幅０．５ｍ、残雪多し有駐車場から４．８h１～１００７０４休・晴山形・宮城神室岳山形（１３４４）・仙台（１３５６）

幅０．５ｍ、整備少ない無駐車場から６．２ｈ１０～２００７０６休・晴山形・秋田神室山（１３６５）
幅１m無駐車場から４h１～１００７０６休・晴宮城仙台大東岳（１３６６）
幅１m有駐車場から２h１～１００６０６休・晴福島会津猫魔ヶ岳（１４０４）
幅０．５m有駐車場から５．５h１０～２００６０６休・晴村山市葉　山（１４６２）
幅０．５～１m、残雪多し有駐車場から４h１０～２００７０５祝・晴山形・宮城雁戸山（１４８５）
幅１m有駐車場から３h１０～２００６０９平・晴山形・宮城船形山（１５００）
幅１ｍ有駐車場から３．２ｈ２０７０５休・晴鳥取・兵庫氷ノ山（１５１０）
幅２m、刈分整備有道路から１h００７０７平・晴新潟県笹ヶ峰（１５４５）
幅１m、セメント固、溝有駐車場から３h２００～３０００６１０平・曇宮城北部栗駒山（１６２８）・東栗駒山（１４３４）
幅０．５m有駐車場から８．１５h１０～２００６０９休・晴雨西川町竜門山（１６８８）・寒江山（１６９５）
幅１m、木道有ケーブルから２h１００～２０００６０７休・雨福島北部安達太良山（１７００）・鉄山（１７０９）
幅１m、木道整備有駐車場から３．５h００７０５平・雨鳥取県大　山（１７１０）
幅１m有駐車場から５h４０７０５平・晴富山県剱岳・早月尾根（１７５０）
幅１m、溝荒れ無駐車場から４．５h２０～３００６１０休・晴宮城南部不忘山（１７０５）・南屏風岳（１８１０）
幅１m、下部木道有駐車場から３h４００～５０００６０６休・晴福島会津磐梯山（１８１９）
幅１m、セメント部分有駐車場から１．８ｈ１～１００７０５休・晴山形・宮城蔵王熊野（１８４１）・刈田岳（１７５８）
幅１～２m、整備有ケーブルから１．７h２００～３０００７１０休・晴栃木北部那須岳（茶臼岳）（１９１５）
幅１m、木道・石畳有リフト駅から３h４０～５００６０８平・晴西川町月　山（１９８０）
幅１ｍ、木道多い有リフト駅から４h１０～２００７０８平・晴月　山（１９８０）・姥ヶ岳（１６７０）
幅１m、木道有駐車場から２．５h２００～３０００６０９休・晴福島北部東吾妻山（１９７５）
幅１m、木道有リフト駅から３h４０～５００６０７休・曇山形・福島西吾妻山（２０３５）・西大顛（１９８２）
幅１m、木道、荒れ有駐車場から８h４０～５００７０７休・霧晴新潟県妙高山（２４５４）
幅１m、木道整備有駐車場から１３．５h１００～１５００７０７休・晴霧新潟県火打山（２４６２）・茶臼山（２１７１）

　注：平は月～金、休は土日曜、祝日。



４．登山と山岳環境
　敢　登山者のジレンマ

　　　山を歩くと、山岳環境の美しさ、素晴らしさを身体全体で感じることができる。それは日常生活で

は見ることができない魅力に満ちている。登山者が山に登る目的はいくつかあるであろうが、山に本

来の自然を求めていることに疑いはない。登山者は、文明的・人工的環境での多忙な日常生活からひ

と時離れて、太古からの自然を求めているのである。しかし、多くの登山者が山を訪れることができ

るようになった背景には、先に述べたとおり、道路開発ほかのインフラ整備の進展がある。つまり、

文明と科学技術の発達の上に、大衆的な登山は成り立っているわけである。

　　　登山者は確かに自然を求めて山に入るわけであるが、時間短縮のために舗装道路や林道を可能な限

り利用してアプローチの短縮をはかる。そのために自動車を活用するが、これは同時に荷物の運搬に

有効である。登山口には駐車場があり、休憩所やトイレ、案内標識が設置されているのがありがた

い。そして登山道は歩きやすいのがのぞましい。山腹や頂上付近に山小屋や休憩所、トイレがあると

助かる。こうしたハードウェアの整備は、所要時間の短縮、体力負担と危険性の減少、快適性の確保

に貢献している。その結果、山には人工的な施設が増加していき、逆に山の自然は開発されてその本

来の魅力は減少していく。

　　　登山者の増加はこうした開発を助長していく。また、登山者が山に入ることで、登山道は踏み固め

られ、し尿が残され、ゴミが捨て去られるなど、山岳環境にいくばくかの影響を与えている。自然を

求める登山者の行為が自然の魅力を破壊または減ずる結果をもたらしている。登山者のジレンマであ

る。

　　　自然には回復力、再生力があるとはいえ、山岳地帯とりわけ高山帯の自然はデリケートである。ダ

メージは容易には回復しない。登山者の増加は、尾瀬をはじめとして各地でオーバーユースの問題を

引き起こしている。

　柑　登山道の浸食と拡幅

　　　登山活動による山岳環境へのインパクトについて、ここでは登山道についてとりあげる。

　　　山形と宮城の県境にある雁戸山（１４８５m）に５月の連休に登山した時のことである。県境の笹谷峠
（９０６m）の駐車場から登山道をたどる。幅１mほどの登山道は雪もなく歩きやすい。歩き進むにつれ
て次第に残雪があらわれて、道は不確かとなる。頂上を往復して同じ道を戻る頃には、晴天のため気

温が上昇し、残雪が雪解けする。その結果、登りの時には乾いていた登山道が雪解け水の小川となっ

て流れていた。相当の水流である。残雪に覆われた所でも、下が登山道となっている辺りでは、雪面

下でごうごうと水が流れる音がする。登山道の中央部分は登山者に踏まれて少し窪んでいるわけであ

るが、その部分に周辺から水が集まり流水している。そしてこの流水によって土砂が流され、浸食が

進むのである。浸食は雨天による降水時だけではないのである。

　　　登山道の土質が粘土質、泥炭、火山の場合は浸食は顕著に進む。南蔵王の不忘山（１７０５m）への
道、東栗駒山（１４３４m）からいわかがみ平の駐車場に至る道など、中央部を歩くのが困難なほどに浸
食が進んでいる。

　　　また、登山道は浸食すると同時に拡幅の進むことがわかった。先に述べたように、登山道は土砂の

流出によって中央部がえぐれていく。そこは雨天や雪解け時には流水があり、歩くのが困難かつ不快

適である。その結果、登山者は中央部をさけて両側の潅木やブッシュに近い部分を歩くことになる。

そして、その部分が踏まれ続けて、潅木帯は次第に道となっていくのである。断面からみると河岸段

丘のようになっていくのである。このように登山道は降水などによる自然浸食とともに、登山者の歩

行による人為的な浸食と拡幅が進んでいくのである。

― ５６ ―



　　　登山道の状態については表のように、幅１～２m程度の山が大半であるが、近郊の低い山と標高が
高い有名な山では登山者が多いこともあって幅が広い傾向がある。１０００ｍくらいまでの標高が低いと
ころでは概して道幅は広い。林道の延長線上であったり、刈り分けがされているからである。１０００ｍ
前後より高いところでは、登山者がすれ違うことが可能な程度の道幅となる。この辺りは落葉広葉樹

が冬前に落葉して登山道を蔽い、落葉が腐食することで登山道を保護している。また、春から秋にか

けては樹木や草木が成長し繁茂することで保水力が増し、道の拡幅防止に機能する。しかし、１５００ｍ
以上の亜高山帯や高山帯では、回復力以上に開発と人為的影響の方が大きいため、道幅は拡幅する傾

向にある。そのため、標高が高い高山帯や高層湿原では、登山道に木道を敷いて直接地面を踏まない

ように保護するわけである。

　桓　登山道の保全の取り組み

　　①　剣岳早月尾根の土嚢

　　　富山県の北アルプスの一角をなす剱岳（２９９９m）は古くからの名山として、練達の登山者を迎える
山である。この一般コースのひとつに上市町の馬場島を登山口とする早月尾根の登山道がある。５
月末にこの尾根を１７５０m付近まで登った。この尾根は標高差があり急峻なことで知られている。実
際に両側が切り立った崖の部分も多く、登山道も急な尾根の斜面を縫うようにつけられている。登

山道にはところどころ大きめの段差があるが、こうした箇所には土嚢（どのう）が置かれていて、

歩きやすいようにステップが作られている。

　　　　山を下りて馬場島で地元の人から、この土嚢に関する次のような話を聞いた。土嚢を設置する理

由は、登山道が荒れるのを防ぐだけでなく、登山者が登りやすくして安全性を高めることにつなが

るからである。そのために地元の人が中心となって土嚢を作る。また、剱岳が好きだからという理

由で毎週のように関東から来て、土嚢づくりに貢献してくれる男性もいる。土嚢は次のように作

る。袋を持って尾根を登り、設置する箇所の周囲の土石をかき集めて、袋に詰めて置く。これは時

間と労力を伴う作業である。したがって１日で作れる土嚢の数は限られている。

― ５７ ―

午前中気温が低く道が乾いている（雁戸山） 気温が上昇して雪解け水が登山道を流れる



　　　　近年、この土嚢に関して地元で議論があるという。剱岳は困難であり、限られた登山者が訪れる

山であるから、土嚢を設置すること自体に反対だという意見がある。また、土嚢の材質について

も、かつてはナイロンなど化学繊維の材質の袋であった。軽さと強度はあるが、化学繊維は劣化し

ても分解することもなく環境に影響を与える。そこで麻布製の袋を作り土嚢を作っている。麻布は

破れて時間がたつと土に還りやすい。調査のためアンケートをするなど、登山道の保全の問題が地

元で議論されているという。

　　②　米山の登山道の整備

　　　　新潟県の中越地方、柏崎市と柿崎町の間にある米山（９９３m）は古くから知られた名山である。い
くつもの登山コースが拓かれて、四季を問わず多くの登山者が登っている。

　　　　日本海岸から道路を入って大平という集落が登山口になっている。ここから数戸の民家と社を抜

けて、登山道が続いている。しばらく進んで行くと、ジグザグの上り道となる。道には土砂流出の

防止のため、そして歩きやすいように丸太や角材でステップが作られている。ステップは相当な長

さにわたって数多く設置されている。また、尾根が細くなっているところは、樹木の根元の保護の

ため、そして登山道をはずれないように木道が設置されている。樹木の根元の踏みつけを防ぐため

である。この登山道の整備は相当の部分にわたっている。登山道整備のための角材や道具が途中に

置いてあり、この作業が継続的に行われていることがうかがわれた。

　　　　標識のつけ方とその内容も参考になるものであった。Ｂ６～Ｂ５版の紙をビニル袋に入れて金属
板につけたものを紐で樹木や支柱につけている。標識は大きすぎないのがよい。内容は、「ラジオを

つけないで鳥や山の音を聞こう」とか「登山道が泥の滑り台にならぬよう木道を整備しています」

と、環境保全に配慮した内容になっている。また、「ここは二ノ字と呼びます。地元で昔からの呼び

名がよいと思います」と、地元の歴史と慣習を尊重する態度を示すものもある。こうした標識は登

山コースの案内のみならず、環境教育の役割を果たしていると考えられる。

　　　　米山の山頂には薬師堂と山小屋があり、きれいに管理されている。外にトイレがあるが、環境保

全の観点からエコロジー型のトイレである。山は地元にとって大切であり、住民や山岳会の人たち

を中心に登山道の整備や小屋の管理などの環境保全の活動が行われている。

― ５８ ―

土嚢は土砂流出を防ぎ歩行を助ける（剱岳） 樹木の根を保護する木道を整備（米山）



　　③　大山の一木一石運動

　　　　大山（１７１０m）は中国地方の高峰で古くから知られる名山である。鳥取県の日本海側から大山寺
に入り、夏山登山道のコースを登る。登山道の幅は広く、丸太材木で階段状にステップが作られて

いる。両側も材木で固められている。また、登山道が崩れないように石を集めて金網で被せて固め

ている。そのため道はしっかりしている。そして階段状の段差が比較的大きくて、高度を稼げるの

はよいが、一歩一歩足の上げ下げには負担がかかる。６合目の避難小屋を越えて８合目辺りから潅
木帯となり、特有のダイセンキャラボクが現れる。最後は地上１m位の高さのある木道がずっと続
いている。これだけの高さのある木道は珍しく、相当の距離にわたって続き山頂に至る。木道から

落ちたらケガをしそうで危険である。頂上近くは地面の土を踏むことなく、木道の上を歩いて山頂

と避難小屋に着く。この夏山登山道は直線的につけられおり、階段状の段差が大きいために、下り

は膝や足腰に負担がかかるものとなっている。

　　　　頂上部がこうして木道で保護された状態となっているのは、大山の自然を守る「一木一石運動」

によるものである。この取り組みは次のようなものである。（註４）大山では登山者の増加によっ
て、１９７０年代半ば以降に急速に山頂部の植物が踏み荒らされ減少した。そして１９８５年頃には頂上部
は裸地化し荒れ果てた。そうした状態を何とかしようと、１９８６年に地元の自然保護団体や山岳関係
者、行政を中心に「大山の頂上を保護する会」を結成した。同年、当時の環境庁大山隠岐国立公園

管理事務所が専門家に委託して「大

山頂上保全計画」を策定した。それ

にもとづいて、浸食溝を埋め、植林

してコモで保護をした。木道を整備

して登山者の歩行による荒れを防ぐ

ようにした。

　　　　２０年間にわたる地道な活動によっ
て、頂上部の裸地部分には７、８割
程度まで植物が回復してきたとい

う。そして現在も完全回復を目指し

て、登山でけり落とされた石をもう

一度持ち上げる「一石」、植栽で緑

を復元する「一木」を合わせた一木

一石運動を展開している。

　棺　登山道はどうあるべきか

　　　日本では古くから山登りが盛んだったこともあり、国内の山やまには夥しい数の登山道が拓かれて

いる。一つの山に複数の登山道がつけられているケースも多い。山に道を拓くことは環境にダメージ

を与えることになる。舗装道路ほどでなくても、林道、登山道でも同様である。道路や登山道を不必

要に多く拓くことには慎重であるべきだ。

　　　交通のアプローチが便利で、歩行距離が短く、景色がよくて、危険箇所が少なく容易に登れるコー

スに登山者は集中している。そして登山道には歩きやすく快適な道と歩きづらい道がある。栗駒山

（１６２８m）のいわかがみ平コースは下部は直線的であるが、コンクリート固めされている。また、大
山の夏山登山コースは段差が大きく、足に負担がかかる。急傾斜の尾根や斜面に直線的な道をつける

と、距離が短く効率的であるが、登り下りの時に身体への負担と危険性が増す。そして土砂の流失が

激しく荒れやすい。仙台神室（１３５６m）への道は急な斜面に直線的についており、滑りやすく歩きづ
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らい。また、人工的に石段とした道やセメントで固めた道は、下りの時に足裏への反発が強く、ケガ

の危険性が高くなる。

　　　土嚢や丸太を使っての足場の整備は、登山道が流水路や滑り台状になるのを防ぎ、土砂の流出を抑

えるとともに、登山者にとって適度な足場づくりとなる。雨でぬれた時など滑りやすいので注意が必

要であるが、安全性と快適性を増すことにもつながる。その際、材質は金属や化学繊維よりも、木材

や麻布など朽ちて自然に還元しやすいものがよい。

　　　登山者から見て快適な登山道とは、少々歩行距離が長くても、適度な傾斜で、しっとりとした地面

を足全体で踏んで歩ける道である。その道はさまざまな傾斜や小地形を縫ってうまくつけられたもの

である。それはいわば「自然の理に適ったもの」である。実際に、古来より拓かれてきた登山道や峠

道は、無理なく歩ける道となっていることが多い。今回では、山形県金山町から最上神室山

（１３６５m）への道、鳥取県若桜町から氷ノ山越（１２５２m）を経て氷ノ山（１５１０m）への道、近くでは
山形市の関沢から笹谷峠を経て雁戸山への道はそうであった。氷ノ山越は古くは伊勢詣の通った道で

あり、山形の笹谷峠は仙台とつなぐ重要な道であった。こうした旧道はよい道であるが、現在では上

部にまで舗装道路が開通しており、ほとんどの登山者は道路を使ってしまい、旧道はあまり利用され

ていない。これは残念なことである。

　　　登山道は、登山者、そして山の自然にとって理に適ったものであるのが望ましい。現在、登山道の

保全には、国、都道府県、市町村などの行政、地元の住民や自然保護、山岳団体関係者が協力して取

り組んでいる。しかし、なすべき仕事の量に比較して予算面や人材確保の面は不十分である。山の仕

事は体力的にきつく、危険性も高いが、それに対する予算措置は限られている。また、農山村の過疎

化や高齢化で地元の人材も限界がある。こうした状況から、日本国内の山やまの保全は地元のみなら

ず社会全体で取り組むべき時代になっていると考えられる。

５．おわりに
　今回の５０の山のフィールドワークから、無雪期に登山道を利用する登山者は、山の高さに関わらず相当
数いることがわかった。登山者の主力は中高年齢者であることが顕著であり、女性の比率も高くなってい

る。また、コースを選べば、ほとんどの山は短時間で登ることが可能になっている。その背景は、道路、

登山道、山小屋、自動車、IT情報化などの整備によって、山が身近になり、手軽に登ることができる環境
が整えられてきたからである。他方で、登山者の増加は遭難事故の多発と自然環境の破壊・荒廃をもたら

している。現在では、各地の山やまで山の荒廃の防止と環境保全の取り組みが展開されている。本稿では、

登山道の問題に限定して、富山県剱岳、新潟県米山、鳥取県大山のケースについて報告した。こうした活

動の多くは、地元の行政と住民、山岳団体や自然保護団体、専門家などが連携して、知恵と多大な労力を

費やして行われている。登山者は、山と自然から恩恵を受ける者として、環境保全を考慮に入れた行動を

とることが必要である。さらに、こうした取り組みに登山者の立場として関与していくことが求められて

いる。

註

　茨　深田久弥『日本百名山』新潮社、１９６４年。
　芋　笹瀬雅史「登山の大衆化と山岳環境」『環境保全』１０、４０－４７、２００７年。
　鰯　同上、４１－４２。
　允　次の記事を参考にした。「一木一石運動徐 に々成果、頂上に緑芽吹く」『日本海新聞』２００７年６月４日。
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高病原性鳥インフルエンザの
被災地での環境教育実践と今後の課題

京都府立須知高等学校教諭　　山　中　成　夫 （ShigeoYAMANAKA）　
KyotoPrefecturalShuchiHighSchool 

　

はじ め に

　本校は、平成１８年１１月２０日に、電気新聞（社団法人日本電気協会）より「第１回エネルギー教育賞」を
授与された。これは、エネルギーとそれと密接に関係する環境問題に対するこれまでの取組が評価された

ものである。とりわけ、選考委員長の有馬朗人先生（元、東京大学学長）より「農業とエネルギーの関係

を学習機会にうまく結びつけている」との講評を頂戴した。これは、今まで熱心に取り組んできた生徒諸

君に対し最高の言葉であり、共に取り組んだ者として感謝する。

　さて、本校は、２００４年２月国内３例目となった高病原性鳥インフルエンザ（Highly Pathogenic Avian-
Influenza；以下HPAIという）ウイルスの一次感染
養鶏場とは数km、二次感染した養鶏場とは数１００m
という距離にある。HPAIは、もともと１年中凍る
湖沼に潜むが、地球温暖化の影響で解氷したことが

原因とされ、人獣共通感染症として今、最も警戒を

必要とする感染症の一つである。かくしてHPAIの
一件は、１９９６年より山中らが取り組む安全な土と水
の重要性を再認識させ環境教育に取組むきっかけと

もなった。本稿では、HPAIの被災地にある高校農
業課程における環境教育と今後の課題について考え

てみたい。

１．本校の概要と公園管理
　京都府のほぼ中央部に位置し、内陸性気候と日本海式気候の特徴を持ち合わせる。「丹波松茸」や「丹波

黒大豆」、「丹波栗」の産地である京丹波町にある。近くに分水嶺があるが、水資源には恵まれず秋から冬

にかけて霧が発生する気候を有す。１８７６年に創設された本校の前身となる京都府農牧学校は、米国から
ジェームス・オースティン・ウィード氏を主任教授に迎え近代農業教育を実践した歴史を有し、その証と

して当時に使用した農機具類や教科書（英語版）、推定樹齢１３０年のセンダンとシラカシの巨木がある。本
校は、普通科６クラスと食品科学科３クラスの２学科９クラスの併置校で、生徒定員３６０名という小規模
な学校である。農業関連学科である食品科学科は、京都府農牧学校の流れを受け継ぎ１９９４年に京都府内唯
一の学科として設置された。本校で学ぶ生徒らの通学圏は広範囲にわたる。

　１９９４年、学科改編にあわせて「公園管理コース」の設置と科目「公園管理」が新設された。「公園管理」
の教科指導や教育内容充実のため、筆者は翌年より１年間の国内研修を経た。本教科の学習は、環境管理
として造園手法を用いた農業生産と、園芸生産技術や管理など広範な内容となっている。学科改編前は、

畜産と野菜、果樹や稲の学習に重きが置かれ、園芸や造園の内容はほとんど扱われなかった。そのため当

初は、必要な資材の購入に様々な工夫や取組を必要とした。幸い、本府教育委員会や校長、事務長などの
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理解や協力を得ることができ「私たちに必要な物は、

できるだけ自分たちの手でつくる」を合い言葉に取り

組んでいる。農場内にあるビニールハウス、ログハウ

ス、資材庫、花壇などの計画から施行、管理まで生徒

らの手で取り組んできた。また、このように先輩が取

り組んだものや思いを後輩が引き継ぐことで、育てる

心と農業学習の深化を図れるよう工夫している。図１
に、食品科学科のカリキュラムで「公園管理」に関連

した授業を示した。公園管理専攻生は、総合実習１３単
位と公園管理６単位、課題研究３単位の３教科２２単位を学習し、このうち１８単位を筆者が担当する。

２．エネルギー環境教育の実践指導
　筆者は、環境教育の実践において２点の重要事項を掲げ取り組む。第１点は、実習を通しその技術を体
得すること。第２点は、実践した内容を正確に記録し報告書という形で残すことである。これは、扱う内
容が広範で専門性も高いため複数年度から数年間継続し取り組んでいるためである。また、記録する理由

として４つ掲げた。第一は、生徒がする失敗の重複を避けるためである。第２は、複数年度にわたる継続
研究を推進するためである。第３は、実践学習の質をより高めるためである。第４は、変化する社会ニー
ズに機敏に対応するためである。

　具体的な流れを時系列にまとめると、２年生の夏休み前に生徒自身が専攻を選び課題研究のガイダンス
を受ける。夏休みの合同実習や年末の報告書まとめる姿を眺める。翌年１月以降は、３年生の課題研究発
表会や引き継ぎ会で先輩からのアドバイスを受ける。春休みには、取り組む課題研究の内容検討とその準

備を進める。夏休みは、発表や実習を中心に進める。冬休みは、進路が決定した生徒が中心でオリジナル

な演出で後輩に伝えるための１月の課題研究発表会に向け準備をする。２月から卒業までは、課題研究発
表会での反省を含めた課題研究報告書を仕上げ製本する。以上が、生徒がする一連の流れである。

　この取組が、最終的に生徒らに最も適した本校独自の「学習教材づくり」に繋がる。筆者は、高等学校

農業課程における学習教材づくりとは、単なるものづくり学習ではなく、人も生き物としてどう地球上で

共生していくかという「生きものづくり」と考える。したがって、本校が実践する環境教育は「生きもの

づくり」をとおし、命をリレーするための力とこれを育むための環境について実践をとおし学ぶことであ

る。この実践目的として２点を掲げた。第１は、農業教育をベースとした食の安心安全のため、栽培の基
盤となる安全な土と水について学ぶこと。第２は、実
践を通し、環境を意識しその改善に向け取組む人材の

育成を図ることである。すなわち、農業教育は、農業

生産イコール食糧生産という側面だけでなく、環境保

全の側面からその力を捉えなければならない。地球温

暖化は、大気中の二酸化炭素濃度（CO２）やメタンガ
スなどがもたらす環境問題である。農業サイドからの

環境改善策は、CO２を光合成として利用する樹木や草、
花という緑を育成し増やす力を生かすことである。筆

者は、この力を「グリーン・パワー」または「緑力

（りょくりょく）」と名付けた。以下、グリーン・パ

ワーという。このグリーン・パワーは、国内の農業生
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図２　グリーン・パワーの重要性



産者育成だけでなく、開発途上国や農業技術者が不足している国などで国際貢献できる力となるものと考

える。図２に、グリーン・パワーの重要性を示した。

３．学習教材づくりの実践例
　３－１　天水の有効利用に向けた取組
　日本は、瑞穂などと呼ばれる水量豊かな国であり、古人は水力を水車として上手に利用してきた。水は

生命活動の源であり、かつ必要不可欠な資源でもあるが、最近の異常気象を初めとする気候変動や人口増

による水需要の増加にともない、水質の悪化や水不足が心配されていることは周知の事である。ここで取

り上げている水は、一般には、雨水や天水という呼び方をされる天然の（人の手が一切加わっていない）

水である。以下、この水を天水と呼ぶ。本校は、地下水や水源に恵まれない場所での農業教育実践のため

３０年以上前から校内の湧水や雨水を貯めた用水池を造り、その水をポンプアップして田畑での作物栽培に
供してきた。そこで、この天水を用いたオリジナルな土壌加圧蒸気消毒システムによる土のリサイクル化

と省エネ化に向けた実践をしている。

　３－２　雑草の堆肥化と天水を用いた土壌加圧蒸気消毒システムによる土づくり
　本校は、１５㌶という広大な敷地面積を有している。しかし、そこで活用できない植物（以下雑草と呼ぶ）
は、農業生産者側から見ると、邪魔もので扱いに困る産業廃棄物と同様なものである。１９９６年より、この
厄介者の雑草をうまく土壌有機物化を図れば、環境リサイクルにもなると考え「雑草を堆肥化させた土づ

くり」に取り組んできた。その主な作業は、集めた雑草と土、それに牛糞を混ぜ合わせ定期的な切り替え

し作業をおこない、約１年間かけじっくり発酵熟成させた土を作る。この土と、草花栽培に用いた土いわ
ゆる古土を混ぜる。これに、天水を用いたオリジナルな土壌加圧蒸気消毒システムを用い殺菌する。今で

は、校内の花壇、プランタや販売用のポット苗と鉢花など全てが本消毒システムによる再生しリサイクル

した培養土を使用している。

　３－３　本システムの省エネ化に向けた取組
　この土壌加圧蒸気消毒システムは、灯油ボイラーを使用している。２００５年より、省エネ化に向けた取組
として太陽熱エネルギーの利用として太陽熱温水器をシステムに追加装備した。この際、生徒は組み立て

工程を体験することでその仕組みを理解し、実際にできたお湯に触れ省エネを体感した。本システムは、

エネルギー学習教材としても広く活用している。

　具体的には、２００６年４月より生徒らが環境メーターを用いた太陽熱温水器の水温測定を調査している。
８月、中学生とその保護者向けに本システムを紹介し
た。２００７年１月、課題研究発表会で本プロジェクトの
概要説明と調査結果の報告を行った。また、２００７年２
月より、「第１回エネルギー教育賞」の副賞で購入し
た「木質バイオマスエネルギー」機器を本システムに

付設し、さらなる省エネ化を図る実践を行う。

　エネルギー環境教育と共に、毎年管理している学校

林の環境保全と森林資源の有効活用を兼ねた実践と結

びつけ発展性あるものへと計画している。このような

実践は、環境教育の目的である広範で複雑な関係の理

解を助けるものであり、農業生産と教育の両面で活用

できる新しいタイプの環境学習教材になるものと期待

している。
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４．土作りは人づくり
　土は、人間が生活するための場だけではなく、安全で安心な作物栽培の基としても必要なものである。

筆者は、安全安心な農作物の生産のため良い土を作れる人と、この土のことを正しく理解できる人の養成

も同じように大切だと考えている。そこで「土作りは人づくりである」をモットーに、２００５年から３年
間、苛社会経済生産性本部エネルギー環境教育情報センターよりエネルギー教育実践校の指定と２００６年か
ら１年間、日産科学振興財団より環境教育助成の採択を頂き、農業教育での人材育成に向け取り組む。
　その結果、取り組んだ生徒らのいずれもが関連する進路先に進んだことと、大学等への進学率がアップ

したことには大変驚かされた。また、取り組む先輩の姿勢に刺激を受け、後輩らの学習意欲の喚起や向上

心にも好影響を与えている。このような成果や実践をまとめたエネルギー環境教育の実践発表を計画して

いる。

５．ま と め

　筆者は、昨年１１月に貴大学の仙道富士郎学長主催
「自然と人間の共生」プロジェクト表彰式の末席を

汚した。はじめて、最優秀賞を受賞された土橋先生

から「草木塔」の存在を知った。さっそく、「やま

がた草木塔ネットワーク」の会員に加えて頂き、稚

拙な取り組みを紹介させて頂いた。　

　今後は、教師の教育的力量の向上とより一層の教

科指導法の改善を図ることと、専門家による直接指

導の機会を増やす。そして、何よりも学内外の人的

ネットワークの推進と構築を図ることが、環境教育

をすすめる上で最も大切と考える。図５に示した、
エネルギー環境教育のモデルについての理解を深め

るような広報活動を進めること。地域社会に必要な

人材を育成することで社会への還元を図る。

　京都府立須知高校は、HPAIの被災を受けた地域
において農業をベースにエネルギー環境教育を行っ

てきた。さらに、諸先生方からのご指導ご協力を仰ぎESDの１０年（国連持続可能な開発のための教育の１０
年）での草木塔をめざした教育実践に取り組むことが課題と考える。

　　

［付　記］

　本研究は、山形大学副学長 中島勇喜先生の励ましと苛社会経済生産性本部・エネルギー環境教育情報
センター、日産科学振興財団および電気新聞「エネルギー教育賞」より財政的支援を受け実施された。こ

こに記し謝意を表す。
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　山中成夫：高等学校農業課程におけるエネルギー環境教育実践に関する一考察，エネルギー環境教育研
究Vol．１，NO．１，p５８－６５（MAY２００７）

　山中成夫：ローカル・エネルギーで地球環境改善へ，月刊エネルギー８月号，p５０－５２，２００６，珂日本
工業新聞社
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図５　エネルギー環境教育のモデル



草木塔碑文とその建立思想の考察

人間自然学研究所　　渋　谷　仙　吉・渋　谷　幸　一　

１．はじめに
　草木塔または草木供養塔は、自然石等に草木塔、草木供養塔などと刻んで建立した石造物であり、結城

嘉美（文献１）、藤巻光司（文献２）等山形県内の郷土史研究家、宗教学者を中心として４５年程前から調査
研究が続けられている。それらの調査研究報告によると、江戸時代中期頃から建立され、現在全国で約１７０
基が確認されており、それらのほとんどが置賜地方を中心に山形県内にあること、それらの分布状況、草

木塔に刻まれた語句、建立理由なども調査報告されている。山形大学環境保全センター内に「自然と人間

の共生」を基本テーマとしてやまがた草木塔ネットワークが結成され、「草木塔」に込められた心を世界に

向かって発信していくことを目標にしていろいろな研究活動が展開されている。そのセンターから最近発

刊された「いのちいただく－草木塔のこころ求めて」（文献３）、カラー写真集「草木塔」（文献４）に最近
までの草木塔とその分布状況、建立歴史、草木塔碑文、建立目的など、これまでの調査的研究結果が総合

的にまとめられており、草木塔に関する調査研究は一段落したとみなされる。

　そこで本稿では、次の研究段階として草木塔碑文のより深い意味や、それに込められた草木供養塔の思

想と、自然と人間の共生思想との関連をより掘り下げて究明する事を目的とする。特に、草木塔に揮毫さ

れている仏教経文「草木国土悉皆成仏」は草木塔の思想を要約した文と考えられるが、その出典がまだ不

明のままである（文献３）ので、その出典の文献探査に努力した。その結果、「草木国土悉皆成仏」の源は
釈尊一代の仏教の最高経典であり、北伝仏教の真髄となってきた法華経にすでにあったことが判明した。

「草木国土悉皆成仏」の法理は草木や国土など感情や意識の働きのない非情も仏性を具しているという

「草木成仏」の法理でもあり、その源流を遡るため、仏教史における法華経根本の流れをたどり、この２
つの流れの源流が同一であるのかを突き止める研究も試みた。　

２．人間と自然の共生と草木塔の思想
　敢　自分と他者・動物との共生

　　　最も身近な共生は自分と家族、近所の人々、職場の人々、また鳥類、動物などと互いに認め助け合

い、時には争い合っても共に生きていくということだろう。ここで「共に生きる」とは、一方のみが

生き、他方が死するような支配や攻撃、不公平、不平等なものではなく、どちらもが相互に協力した

り、戦ったりするが、双方が個性を発揮して共に生き生きとして自己実現を可能にする状況との意味

である。

　柑　自分と草木国土との共生

　　　草木塔の理念は自分と草木国土との共生であり、自分（人間）だけ幸せになり成仏するのではなく、

自然界の草木や国土にも生命を認め共に生き、平等にそれぞれ特性を発揮して生きる（成仏する）可

能性を認める。それで森林等を大事するこころが培われ、人間と環境の共生思想と草木塔の理念が強

く結びついていることが理解される。したがって、草木塔の思想を要約して表現しているのが早い時

期に建立された草木塔に刻まれている経文「草木国土悉皆成仏」であると考えてもよいだろう。

　　　この草木塔の思想は、草木なければ自分も存在できないし、自分がなければ草木も認知されないと

いう密接不可分の相互依存関係で共生しているという思想であり、「此れが有るとき彼が有る。此が
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生ずることにより彼が生ずる。」という「縁起の思想」（文献５）でもあると考えられる。一般的に縁
起は三種の意味に使い分けられている。すなわち、陰仏教で説く縁起説（因縁による生起の意）、隠神

社縁起で神社仏閣などの起源、由来などをさす、韻吉凶の前兆などである。ここでの縁起は、もちろ

ん陰の意味で、「因縁生起」の略で仏教思想に一貫している基本思想である。これは、因（内的な直接

原因）と縁（外的な間接原因）とが関係しあって一つの事象が生起するという思想であり、二因説と

もよばれている（文献６）。衣・食・住を考えただけでも、自分だけでは生きられない、他者、草木等
に生かされている事実を自覚すれば、自ずと他者、草木等に感謝や尊敬のこころ、思いやりのこころ

が湧いて、食事の時には「いのちをいただく」という謙虚な感謝の気持ちになるだろう。このように

縁起の思想と草木塔の思想が奥低で共鳴していることが理解される。

　　　あらゆる事象は独存できず、因と縁の関係性の中でしか生じないという法理、すなわち縁起の哲学

が、一元論である唯心論、唯物論や、デカルトの心身二元論などと根本的に異なることに注意しなけ

ればならない。唯心論では、草木が存在しなくとも自分は存在すると、心の次元で自分が独存すると

主張するだろう。唯物論者は、自分が存在しなくとも草木は存在すると、物質次元で対象の草木が独

存すると主張するだろう。これに対して草木なければ自分という生命も存在できないし、自分という

生命がなければ草木も認知されず確認しようがないと、草木塔の思想では、心の次元でもなく、物の

次元でもないより高次の生命の次元で自分と草木国土との共生することを主張する。また、「初めに心

と身体という二つが無関係に独存している」という心身二元論によれば、自分（心）と草木国土（身

体）が無関係に独存しているという前提から出発するので、結局要素還元主義になる。このデカルト

的二元論に基づく西欧の人間観、自然観は、一方的に外からの認識（一因説的認識）（文献６）であ
り、自分（人間）と他者（自然）の理解も不十分となり、相互不信におちいり、人間と自然の共生が

難しくなることを最近の公害問題や環境問題により証明されていると考えてよいだろう。

　　　近代化の思想は、結局この二元論に基づいた要素還元主義の思想であり、分割して総合し支配する

という視点と分析的方法であった。この近代思想をさらに展開すると効率主義・業績主義となり、個

人間競争の社会になって相互の絆が希薄になるという現象を引き起こす。それで自分と他者・動物、

自分と草木国土等と共にそれぞれ固有の特性を発揮して生きるという共生の実現は不可能になる。

　桓　人間と自然（環境）の共生と　共生学

　　　「共生」は、最近日本社会のさまざまな所で使われており、特に学術研究に限っても数多く使用され

ている。人間と人間、文明と文明、人間と自然のどの領域にも、「共生」の視点が重要な課題となって

いる。「自分（人間）と自然（環境）との共生」の問題は、科学技術の発達に伴い、大量生産・大量消

費が進行し、地球の自然は汚染・破壊され、人間の住むべき環境が危機に瀕したことで自覚されるよ

うになった。今、人間と自然との「共生」を求めて、持続可能な発展はどのように実現し得るかが世

界の最大の関心事になっている。人間と環境との共生問題は、世代間の利益継承・利害調整の問題で

もあり、人間と人間との問題にもなってくるし、さらには人間と動植物や山水国土等との相互関係の

問題に結びついている。

　　　「共生」という言葉は、もともと仏教において用いられた語である（文献７）。中国や日本の仏教に
おいては、仏教本来の「一切衆生悉有仏性」という人間観に加えて、「山川草木悉皆成仏」という自然

観を形成している。この自然観は、植物、動物、人間を貫く生命の関連を知悉し、自然界を相互依存

と共生のシステムとするもので、優れてエコロジカルな思想である。このように、「共生」ということ

がさまざまな局面で注目され、課題となっているので、「共生」の実現を総合的に、さらに体系的に推

進していくために、最近、「共生学」という学問を新たな学問として立ち上げ、構築しようとする動き

が竹村・松尾等によって試みられている（文献７）。　
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　　　共生学は、自立と連帯のなかで、誰もが十全に自己実現を果たすことが可能である社会を目的とし

て人間相互の共生はどのように実現されるかという「自分と他者との共生」を、必然的に現在の段階

で主題としている。さらに、「自分と他者との共生」は、必然的に「自分と草木・国土との共生」、「人

間と自然（環境）との共生」に密接に結びついており、近い将来哲学的にも、論理学的にも深く研究

されていく状況にある。すでに、仏法から見た共生の理論は「縁起の論理」に共通していることを竹

村牧男が縁起の思想史を概観して明確に記述されている（文献７）。このように考察すると、「草木塔
の思想」、またはそれと共鳴する「縁起の思想」は、共生学の思想を支える根本思想となる事が期待

される。

３．草木塔建立理由と草木国土悉皆成仏
　草木塔または草木供養塔は、草木も人間と同じように生命をもっているとの立場からそれらの草木の生

命をたくさん奪った場合、供養塔を立てて法要、感謝するということで、先祖供養などの仏教的な意味あ

いのある埋葬儀礼に関連している。供養とは、供給奉養の義で敬意をもってねんごろにもてなすことで、

神や仏、先祖や動植物、さらには尊敬すべき人などに対して、供犠や供物を捧げること、またそれによっ

て敬意を表すこととされている。大乗仏教で供養とは、仏法僧の三宝や、または死者などに諸物をそな

え、回向することである。ここで、回向とは自分の善行の結果である功徳を自分のためにではなく、他人

や人以外の生物などの幸せを願って廻らし向けるという意味である。草木塔に、「草木塔」と刻み草木に報

恩感謝を込めて揮毫されているものの数が一番多く、次に「草木供養塔」と草木にも生命を認め、それら

に報恩感謝と願いを込めて揮毫されているものが多い。江戸時代に建立された古いものには、草木だけで

なく国土の生命を敬い、それらの成仏を祈って「草木国土悉皆成仏」など経文や梵字などが刻まれている

草木塔が多いことに注目したい。

　図１の草木供養塔は、山形県西村山郡大江町柳川の神通峡入口近くにあり、我々も２００７年７月調査し
た。柳川森林組合により、１９４０年（昭和１５年）に建立され、その裏に次ぎのような碑文と組合創立者、組
合員３８人の氏名が刻まれていた。「草木供養塔建立は、山林組合員の山に生を受けるものに対する敬虔な祈
りと心情の発露にほかならない。車時代を迎えた今日、山の距離感と危険意識が薄らぎ、広く地域外から

の入山者が激増している。山を愛する私たち、たがいに共通理解に立ちたいことは、入山者の心掛けを、

塔建立の精神に立ち返って堅く守ることである。」

― ６７ ―

図１　大江町柳川の草木塔
　　　　　　　　（１９４０年）

図２　大江町柳川の草木塔
　　　　　　　　（１９９０年）

図３　米沢市口田沢の草木塔　
　　　　　　　　（１７８０年）



　図２の草木供養塔は、図１の存在している位置より約２km田の沢
に近い杉林の道端にあり、１９９０年（平成２年）１２月、個人によって建
立され、台座もなく地面に置かれていた。

　図３の草木塔は １７８０年（安永９年）８月、米沢市口田沢大明神沢に
建立され、正面中央に「一仏成道観見法界草木国土悉皆成仏」と揮毫

されている（文献４）。
　図４も １７９７年（寛政９年）の江戸時代中期に建立されたもので、図
３の草木塔の位置から小樽川沿い約２km上流の入田沢にあり、正面
中央に草木供養塔と揮毫され、その右側に「一仏成道観見法界」、左

側に「草木国土悉皆成仏」と刻まれている。

　塔建立の理由についてもいろいろ説かれていが、一般的に木や草を

利用して生計を立てていた人々が草木に感謝し、伐採したときにその

草木を供養するために建立したという理由が最も多いようである。ま

た、家屋を焼失し、山林を伐って再建したので山林や森に感謝し、供養するために建立した例等もある。

さらに、山で樹木を伐採したり、木流しで運搬する人たちやトロッコで運搬する工夫などが危険な場面に

遭遇したり、災害に遭ったりするのは伐られた樹木の怨霊の祟りに因ると考えて鎮魂供養のために建立し

たとする説もある。

　「草木国土悉皆成仏」は日本の天台宗の開祖・最澄（伝教大師）が、説いているように「草木国土こと

ごと（悉）く成仏す」と読みくだされ、草・木・国土など心を持たないもの（非情）すべても、人間など

心を持ったもの（有情）と同じように仏性（ぶっしょう）を具えており、それぞれの特性を発揮していき

いきと生きる、成仏する可能性があるということである。平安時代の天台宗学僧安然の「勘定草木成仏私

記」（９世紀）等にも使われ、１０世紀から１３世紀にかけて日本天台宗で作られた天台本覚論の合言葉として
「草木国土悉皆成仏」がよく使われたようである。梅原猛（文献８）は、この言葉の源はもともと天台大
師智顗（５３８年～５９７年）を開祖とする中国天台宗の第六祖妙楽大師湛然（７１１年～７８２年）の非情成仏論に
あるとして、その根拠として福永光司の文献（文献９）を引用している。福永はその文献で、戚湛然の著
書「金剛 論」の中で、涅槃経の「一切衆生悉皆成仏」に加えて、非情の瓦石等にも仏性は具わっている
非情の成仏を論じている事を挙げている。

　戚湛然は、天台智顗の一語一句をきわめて忠実に解釈して法華玄義釈箋、法華文句記、摩訶止観輔行伝

弘決の天台三部注釈集と前出の批判書金剛 論等を残している。金剛 論は、法華経の法理や天台大師の
一念三千の法門に基づいて、華厳宗第四祖澄観（７３８年～８３９年）の説「非情に仏性なし」や中国真言宗を
破折した著作である。したがって、「草木国土悉皆成仏」の源は、天台智顗の摩訶止観の法理や法華経の法

理である非情の成仏にまでも遡って論究しなければならない奥の深い問題である。また、小山田（文献

１０）、梅津（文献１１）は「一仏成道観見草木国土悉皆成仏」の語句は涅槃経に由来するのではないかと推定
されているし、川田著「地球環境と仏教思想」では「草木成仏の法理」の法理や草木国土等の非情成仏の

経文が釈迦の金剛経（金剛般若婆羅密経の略称）にあるとしている（文献１２）ので、梅原のように日本天
台本覚論や妙楽大師湛然著「金剛 論」で初めて使用されたというより、その千年以上前、すでに釈迦の
最高の経典とされる法華経に由来すると推定することが正しい事を裏付けている。

　千歳栄は草木塔の布教活動にいろいろ貢献されたが、空海の「吽字義」に「草木也成　何況有情」と記

しているから天台本覚論の「草木国土悉皆成仏」の思想も真言宗から天台宗へ密教が移入する過程で生ま

れた思想と推論している（文献１３）。しかし、この推論は誤っているだろう。なぜなら、空海が「草木が成
仏するなら有情も成仏する」としているが、真言宗が依経としている大日経にもともと草木成仏の法理が
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説かれているとは記されていない。次節でも示すように天台宗が依経としている法華経には、日本で天台

本覚論が生まれる数千年前に釈尊が草木成仏の法理を説いているからある。大日経にもともと草木成仏の

法理が説かれていると公言し、法華経と争って勝った文献はみあたらない（文献１４）ようであることから
も千歳の推論は正しくないことになる。日本天台宗は第３代座主慈覚（７９４年－８６４年）から主流の法華経
に密教真言（呪文）をまじえ、清流が濁り、第１８代天台座主良源（９１２年－９８５年）から事の一念三千を忘
れ理の一念三千に偏執した天台本覚論がはじまるとされる。理論的に「草木国土悉皆成仏」の思想がひろ

く議論されるようになったのは真言（呪文）が移入された時からではなく、生命の全体像を統合し、完璧

に説き明かした法華経が日本の宗教として僧侶たちに受容され、熟成された時からと解釈すべきであろう。

４．草木成仏の法理と法華経根本の流れ
　草木成仏は草や樹木のような一般的に心を持たないと思われる非情のものでも有情（衆生）と同じよう

に仏性を持っており仏になれる可能性を秘めているということで、これは「草木国土悉皆成仏」と同じ法

理であり、「非情の成仏」の法理であると考えられる。仏教において仏道修行する目的が成仏することであ

り、たくさんの戒律を守り少数の人しか救えない小乗経、生命の本質を部分的に説いた権大乗経など、法

華経以前の経典では尊極無上の仏と成ることができるのはごく一部の者で特別の修行を行った者に限られ

ていた。それらに対して、実大乗経である釈尊の法華経では一切衆生悉皆成仏だけでなく、非情の草木ま

で成仏可能であるとの一念三千という法理が説かれているというのが中国の天台宗、日本の天台宗、それ

に日蓮正宗など仏教主流で一貫して認められている事とされている（文献１５）。したがって、前節での「草
木国土悉皆成仏」と「草木成仏」の法理の源流を解明するために、釈尊の法華経とその流布された歴史の

概略をたどってみることが肝要となる。

　インド仏教は、６世紀に付法蔵の伝灯者が絶えた後、密教という、本来の仏教とは似ても似つかぬ呪術
信仰に主流を奪われて、大乗仏教の中心は東北方向の中国に移った。

　中国では、天台大師智顗（５３８年～５９７年）が出現し、釈尊の法華経に基づいて「摩訶止観」を著作し、
その第五巻で「一念三千という法門」を立て草木成仏の法理を詳しく完璧に説き明かされている。天台大

師が亡くなった後、インドから大日経、華厳経などさまざまな経典が中国にもたらされ諸宗が成立し、そ

れに唐王朝が揺らいだこともあり、８世紀中国仏教は混迷した。しかし、天台宗第６座主妙楽大師湛然が
出て法華経根本の天台仏教を再興したが、中国仏教全体を変革するにいたらず、衰退し、大乗仏教の中心

はさらに東北方向の日本へ移った。

　伝教大師最澄（７６７年～８２２年）は、８０４年に中国に渡り天台山で天台宗の相承を受け、比叡山に天台法華
宗を立て、日本仏教文化の基礎を築いた。最澄が８２２年に亡くなると、空海、真言宗は、教義の探求や哲学
的究明より呪術的修法で勢力をのばし、真言密教は天台法華宗をその中心からむしばんだとされている。

天台宗第３祖円仁、第５祖円珍等は真言（呪文）に強くひかれ、台密（天台宗の密教派）とよばれるよう
になり、釈迦の法華経を根本とする流れは最澄滅後３２年で途絶えてしまった。しかし鎌倉時代になり、日
蓮（１２２２年～１２８２年）の出現により法華経根本の流れは再び新しい形で再興されることになる。
　日蓮は、比叡山で修行を積み天台教学を究めたうえで、鎌倉時代に天変地夭や飢饉等の大災害が発生

し、僧侶が堕落し、民衆が苦悩に沈み、絶望の淵に立たされている姿を見て、釈迦滅後二千年以後を末法

といい、釈迦仏法の功徳がなくなると釈迦自身が大集経に記述しているように、すでに末法の世に入った

実相であることを覚る。そして、法華経勧持品に末法出現の仏の相猊が予言されていることを根幹とし

て、日蓮は末法の本仏としての自覚に立って末法の民衆を救済するために、感応妙の原理を根本として尊

敬する対象・御本尊が信仰者を感化する重要性を認識し、天台大師著「摩訶止観」巻五に体系づけられた

「一念三千の法門」に基づいて草木成仏の法理を応用して、独創的な本尊論を展開し、天台、伝教を超え
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た新しい民衆仏法を建長５年（１２５３年）に立宗して、民衆の安穏と幸福、社会の平和のために立正安国の
実践を貫いている。　

　以上、草木成仏の法理の源流をたどるために釈迦の法華経根本の流れを仏教史的に概略たどってみた

が、この２つの流れの源は釈尊の法華経であり、草木国土悉皆成仏の源流を形成していることが確認され
た。法華経根本の仏教史を裏付ける文献、文証はあまりにたくさんあるので略するが、池田大作著「仏教

思想の源流」（文献１５）とその参考文献が参考になるだろう。
　草木成仏は、天台教学において、真言宗、華厳宗との論争のテーマになって以来、多くの学者が論じて

おり、特に日本天台宗においては重要な課題となっていたようである。それで、最後に、法華経の最終護

持者である日蓮の草木成仏に関する著作の１つ「草木成仏口決」（文献１６）の要点を文証として検討してみ
よう。その文献の本文の一部の要点を通解して以下に引用する。

　「草木成仏の文証は妙法蓮華経であり、妙法とは有情の成仏で生の成仏を表し、蓮華とは非情の成仏で

死の成仏を表している。生死の成仏というのが有情非情の成仏のことである。そのゆえに、我等衆生が死

んだ時に塔婆を立って開眼供養するが、これが死の成仏であり非情草木の成仏である。さらに、我らの一

身にも有情と非情とを具足している。爪と髪とは非情で、切っても痛みを感じない。その他は有情である

から、切れば痛さも苦しさも感じる。これを一身所具の有情非情というのである。この有情非情ともに、

十如是の因果の二法を具足している。衆生世間、五陰世間、国土世間の三世間が有情非情である。」

　ここで、「妙法蓮華経」は法華経の真髄を短い言葉で表した題号であり、世間とは差別の義である。衆生

世間とは衆生の境涯に地獄界から仏界までの十界の差別があること、五陰世間は生命の五陰（色、受、

想、行、識）に差別があること、国土世間は十界の衆生の住む場所にそれぞれ差別があることである。以

上の引用文献から、草木成仏の法理が釈尊の法華経に初まり、中国の天台大師、日本の伝教大師を通っ

て、釈尊より２０００年以上を経て現代の日蓮仏法に脈々と流れていることが理解される。

５．ま と め

　草木塔数の調査確認、それらの分布状況、刻まれた語句、建立歴、建立理由等の調査研究は一段落した

とみなされるので、本稿では草木塔の建立思想を究明するためのキーワードである草木塔の碑文「草木国

土悉皆成仏」の文献探査をするとともに、人間と自然の共生思想と草木塔の思想を比較考察した結果、以

下の結論を得た。

　茨　草木塔の思想は要約すると草木塔に刻まれている「草木国土悉皆成仏」の思想で表現される。この

草木塔の思想は仏法の縁起の思想に共鳴しており、「人間と自然の共生」の思想を支えるだけでなく、今

後構築されるだろう共生学の根本的思想として大きく貢献すると考えられる。

　芋　草木塔の思想すなわち「草木国土悉皆成仏」の思想の源は、直接的に妙楽大師湛然著の金剛 論に
も記述されているが、より根源的には釈尊の法華経に「草木成仏」の法理が説かれている。法華経の

草木成仏の法理を中国の天台大師が「摩訶止観」に「一念三千の法門」として体系づけ、日蓮は草木

成仏、一念三千の法理を応用して末法民衆救済のための御本尊を建立している。
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Words Inscribed on“Somokuto”and the Idea for the Erection
SHIBUYA Senkichi and SHIBUYA Kouichi

 (The Office for Human Nature, in Yamagata ９９０－２４１２, Japan)

　Many somokuto in Yamagata prefecture seem to embody the notion intrinsic to Japanese Buddhism that
“grasses and trees, mountains and rivers, all attain buddhahood” , which was formulated on the basis of 
the Lotus Sutra. The Lotus Sutra elucidates the truth which describes all living beings as potential 
Buddas. The Great Teacher T’ ien-t’ ai, through his exhaustive study of the Lotus Sutra, formulated the 
ultimate truth to which the Buddha awakened as ichinen sanzen (three thousand realms in a single 
moment of life). An original thesis of the idea for the somokuto is directly Kongobei (diamond scalpel) 
written by the Great Teacher Miao-lo who was the sixth patriarch of the T’ ien-t’ ai school. Today people 
all over the world have to be aware how much their lives are connected to the lives of trees and plants, 
and that they cannot live without this connection.  The thought of co-operative living between nature and 
human beings is surely constructed by the idea for “somokuto” or dependent origination (Jpn engi).
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センターか らの業務報告

環境保全センター主任　　菅　野　幸　治　

項　目

１．年度別実験廃液発生量の推移
２．部局別実験廃液発生量
３．実験廃液の分類別発生率
４．委託処理事業所及び最終処分場の視察

１．年度別実験廃液発生量の推移
　昭和５８年度から平成１８年度までの２４年間における、学内から排出された実験廃液の発生量を「グラフ質
実験廃液の年度別発生量」に示します。有機系廃液の発生量は、昭和５８年から平成４年まで、約２，０００狩前
後とほぼ横ばい状態でありましたが、平成５年から著しい増加傾向を示し、平成１５年、１６年には約２２，０００
狩に達しました。平成１７年度には一次的に減少しましたが、１８年度には再び増加に転じています。工学部
の実験・研究の趨勢が反映された結果と推測されます。

　無機廃液は、昭和６２年の約８，３００狩をピークに、平成７年から１２年にはピーク時の約三分の一にまで減
少しました。しかし、平成１３年から増加に転じ、１８年度には約５，２００狩にまで増えています。

２．平成１８年度の部局別実験廃液発生量
　平成１８年度における有機廃液の部局別発生量は、全学合計で２２，５２２狩。発生量の多い順から、工学部、
農学部、附属病院、医学部、理学部の順で地域教育文化学部からの発生はゼロでした。

　一方、無機廃液の部局別発生量は、全学合計５，２１３狩。発生量の多い順から、工学部、農学部、理学部、
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地域教育文化学部、医学部の順で、附属病院からは１狩でした。
　部局別実験廃液の発生量状況を有機系廃液と無機系廃液に分けて表とグラフで示します。
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平成１８年度部局別有機廃液発生量とそのグラフ

平成１８年度部局別無機廃液発生量とそのグラフ

合　計農学部工学部附属病院医学部理学部
地域教育

文化学部
部　局

２２，５２２１，４１２１９，１３８９２２６６２．０３８８．００発生量狩

１００６．３８５．０４．１２．９１．７０発生率％

合　計農学部工学部附属病院医学部理学部
地域教育

文化学部
部　局

５，２１３８９４３，０４９１１９５．０６７３４０１発生量狩

１００１７．２５８．５０３．７１２．９７．７発生率％



３．平成１８年度の実験廃液の分類別発生率
　有機系と無機系にわけ、種類別に分類した廃液の発生量とその割合を表とグラフにして示します。

　有機廃液を発生量の多い順に３種類ほど並べてみると、炭化水素系溶媒が３７％、含ハロゲン系が３４％、
難燃性有機廃液が１６％となっております。昨年と比較し、炭化水素系溶媒の比率が最も多くなりました。
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有機系廃液の種類、発生量と割合

割合（％）発生量（狩）有機系廃液の種類

０．３７０特殊引火物含有廃液

３７．３８，３９７炭化水素系溶媒

１６．０３，６０２難燃性有機廃液

３４．２７，７０２含ハロゲン系有機廃液

２．０４６０含硫黄系有機廃液

４．５１，０２１含窒素系有機廃液

４．０９０３重金属含有有機廃液

１．５３４５．０石油系・油脂系廃液

０．１３３シリコン系廃液

０．００有機りん化合物

１００．０２２，５３２合　　　計



　一方無機廃液は、一般重金属化合物が４８％、廃酸・廃アルカリ２８％、一般重金属錯体が１４％となってい
ます。昨年とほとんど変わりありませんでした。なお、グラフの表示で０％となっているのは１%未満と
判読してください。　　

４．委託処理事業所及び最終処分場の視察
　１）委託事業所の視察
　　茨　事業所名：オイルケミカルサービス株式会社

　　　　　　　　　　　山形県東田川郡庄内町大字家根合字中荒田３３番の２
　　芋　視察日：平成２０年１月２３日（水）午後
　　鰯　処理の状況：焼却温度：９２０～９５０℃、焼却能力：４６トン／日
　　　　焼却灰の発生量：約６立方メートル／週
　　允　視察時の状況と評価

　　　＊処理予定の廃棄物は、整然と分別・保管されていた（図１）。
　　　＊焼却装置の心臓部に当たるロータリー部分は、平成１５年に交換した（図２）。
　　　＊廃プラスチックの再生化・燃料化、廃油の再生化、廃酸（無機酸）の有効利用など、リサイクル

事業にも取組んでいる。

　　　＊電子マニフェストに対応している。

　　　＊現在使用している４ｔトラックを、数年後には６～８ｔトラックに更新する予定であり、その　
場合山形大学の事業所によってはトラックが入れないなど運搬が困難になることが予想されると

の話があった。

　　　　　処理工場内の廃棄物の整理状況、処理設備の整備状況、関係資料等の検討から、信頼できる企

業であることを確認した。

　　印　処理現場の写真

― ７５ ―

無機系廃液の種類、発生量と割合

割合（％）発生量（狩）無機系廃液の種類

０．０２六価クロム化合物

０．１５水銀化合物

４７．５２，４８０一般重金属化合物

１３．９７２６一般重金属錯体

０．１７ヒ素化合物

０．３１５シアン化合物

１．４７３錯シアン化合物

３．４１７９フッ素化合物

０．３１８リン酸廃液

２８．０１，４５８廃酸・廃アルカリ

５．９３０６ホウ素化合物

１００５，２１４合　　　計



　２）　最終処分場の視察
　　茨　管理型最終処分場

　　　　所在地：山形県村山市大字富並字百森４８８９－１０
　　　　管理者：株式会社アシスト　

　　芋　視察日：平成２０年１月２３日（水）午前
　　鰯　最終処分場の状況（図３、図４）
　　　＊視察時（１１時）の天候は、無風・曇で、特別な悪臭・異臭は感じられなかった。
　　　＊埋立作業部分以外は雪に覆われていたため一部しか確認できなかった。

　　　＊年平均受入量は４５，０００～５０，０００弱で、３年後には一杯となる見込のため、今春から第３期拡張工
事を開始する予定とのこと。

　　　＊浸出水処理施設の処理能力は２４０根／日（１０根／H）、調整槽容量は、２，０００根+１，０００根であるとい
う。地元との協定により窒素の排出規制値が１２０ppmとなっているため、処理する上では窒素濃度
に注意しているとの説明があった。

　　允　視察後の評価

　　　＊最終処分場の立地状況、整備状況、浸出水処理施設の運転状況等を視察した結果特に問題となる

点は認められなかった。

　　　＊電子マニフェストに対応している。

　　　＊電源は、自家発電によっている。

　　　＊浸出水の処理水分析データ、及び地元との協定書のコピーの提出を求めた。

　　印　最終処分場の写真

― ７６ ―

図１：分類・整頓された、処理前の廃棄物 図２：焼却装置のロータリー部分

図３：表示看板 図４：埋め立て現場



編　集　後　記

　環境保全No． １創刊号が産声を上げたのは、西暦２０００年３月でした。これからは環境の世紀である、と
いう多くの人の宣言を耳にした、区切りの年でもありました。創刊から４年の間は、「環境保全」という
keywordで原稿を募集してきました。最近では、「安全」、「衛生」、「教育」、「地域の歴史や文化」等の視点
からも「環境」という言葉を捉えております。No． ７では「バイオマスに関する話題」、No． ８では「酸性
雨に関する話題」、No． ９では「自然との共生－草木塔－」、No． １０では「環境教育と安全教育」という特集
を組みました。

　スタート時から８年、地球環境は改善されるどころか破壊と汚染は進行する一方で、抜き差しならぬ深
みに嵌ってきました。破壊や汚染ばかりではありません。日々の生活に欠かせないエネルギー、食糧、水

不足等の克服が、全世界共通の課題として大きく立ちはだかってきました。我が国にとっても、化石燃料

から脱却するための新エネルギーの開発、安全な食と自給率を確保するための農業の振興、国土の保全と

水資源を涵養する林業の振興は、早急に取り組むべきテーマでもあります。　　　　

　これから私達は、どのような社会を、どのような世界を目指していけば良いのでしょうか。目標に向かっ

てスタートをきるのも、途中で方向を修正する必要が生じた際にも、正しい情報に基づいた判断と決定が

欠かせません。本誌がそのような情報提供の一助と成れれば幸いです。　　　　　　　　　　（土橋陸夫）

― ７７ ―

環 境 保 全　No.１１

２００８年３月

編　集　　山形大学環境保全センター

　　　　　〒９９０－９５８５　山形市飯田西２－２－２
　　　　　責　任　者　　本　郷　誠　治（センター長）

印　刷　　コロニー印刷（山形福祉工場）

　　　　　〒９９０－２３２２　山形市桜田南１－１９


