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西伊豆戸田地区における在来野生柑橘タチバナの地域資源化に

向けた取り組みと生育実態

The Movement of Local Resourcing of Citrus tachibana which is Domestic Wild Citrus Fruits 

and Status of the Population of C. tachibana in Heta District, West Izu Peninsula. 

大澤啓志＊

Satoshi OSAWA* 

（＊日本大学生物資源科学部）

(*Colle. Bioresource Sciences, Nihon Univ.) 

I 背景と目的

在来種をシンボルに用いて小さな経済をまわしつつ地

域景観を保全・醸成していくことは，今後の人口減少時

代において特色ある農村の地域づくりを進めるうえで重

要と考えられる。これは我が国の植物の多様性を基にす

るその物語性を活かした，固有の地域づくりに結び付く

ためである。既往報告としては，例えば伝統的な植物資

源利用と連動した静岡県伊豆松崎町のオオシマザクラ，

茨城県北浦地区のショウブの栽培化による独特な地域景

観形成が報告 1,2)されている。このような中，在来野生植

物を活用した地域経済活性を伴う景観形成の事例を一つ

一つ取り上げて，その経緯や成果・課題を明らかにする

ことは意義あるものと考える。そこで本研究は，西伊豆

の戸田地区（静岡県沼津市）に自生するタチバナ及びそ

の栽培化による地域づくりの動きに着目した。

タチバナ (Citrustachibana) は，本州，四国，九州，

琉球に分布するわが国固有の常緑中木であり，戸田地区

が自生北限地とされる 3)。南西諸島に分布するシイクワ

シャーに並ぶ在来柑橘類 3)で，「左近の桜，右近の橘」と

古来，長寿のシンボルとされてきた。しかし，国内の自

生分布地は極めて限定されており丸環境省のレッドリ

ストで絶滅危惧 II類とされている。

戸田地区では，当地区がタチバナ自生地の北限である

ことに着目し，タチバナの生産・加工・販売による地域

づくりが進められてきた。本研究は本地区でのタチバナ

栽培化の経緯と現状を把握するとともに，北限自生地で

の野生個体群の生育状況を実態把握し，今後の地域づく

りに向けた課題を整理・考察することを目的とした。

II 調査地の概要及び調査方法

戸田地区は 2005年 4月に沼津市と合併した， 113戸田村

である。地区の人口は約 2,900人 (2018年現在），面積

約 35km2である。天然の良港である戸田港を基点とした

水産業が盛んで，深海魚やタカアシガニ等が有名である。

農業の主要品目はミカン類で，新鮮な魚介類や温泉そし

て美しい海岸の景観を活かした観光業も盛んであるが，

現在は過疎化が進みつつある。

タチバナ栽培化の経緯及び現在の栽培・集荷体制，栽

培農家の状況・活動の課題については，タチバナ栽培の

普及をこれまで中心的に担ってきた，戸田森林組合の長

倉建治氏に対するヒアリングにより行った。これは対面

形式で 2017年 3月， 6月， 11月及び 2018年 7月の 4回

実施した。合わせて， 2018年 7月に戸田地区の地域おこ

し協力隊（タチバナ関連担当）の奥田薫樹氏及びタチバ

ナの加工品を生産・販売している戸田橘香房の監物知利

子氏に対する対面式のヒアリングも行い，戸田地区にお

けるタチバナ生産ー加工—販売に関する地域での取り組み

等について聞いた。

栽培管理下ではない野生個体群の生育実態については，

長倉氏により生育地とされる 2 ヶ所（紙谷•井田）の踏

査による全生育個体の把握とし，確認個体の樹高，胸高

での分枝幹数と各直径を計測した。急傾斜地の生育地で

ある紙谷地区では，加えて生育箇所の地形（尾根型斜面，

谷型斜面，直線斜面の 3区分），斜面断面方向での地面の

勾配（生育箇所を基点に—2m, -lm, Om, +lm, +2mの5

箇所）を計測した。また，両生育地でそれぞれ最も生育

株が多く集中する場所でブロン—ブランケの全推定法に

よる群落構造調査を実施した。この調査は 2017年 6月に

実施した。なお，井田の個体群は古い時期に集落の住民

により植えられたものに由来し，紙谷は自生個体群とさ

れる 4)。

最後に，栽培化され戸田地区内の各戸に植えられたタ
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チバナの分布を踏査により可能な限り確認し (2017年 11

月及び 2018年 2月の他，両年で適宜実施），特色ある地

域景観の成立状況について評価した。

m 結果

1 タチバナ栽培化の経緯と栽培状況

戸田村はかつて周囲を達磨山（約 980m) 等の旧火山

山地に囲われて，船でのみ外部と連絡できる僻地であっ

たとされている 5)。1940年代に初めて陸路の車道が開か

れ，高度経済成長期以降になって夏場の海水浴客を主と

する観光業が盛んになるようになる 5)。特に駿河湾に日

本海溝の先端が入り込んでいるという地の利を活かし，

タカアシガニ等の深海漁業で獲れる魚介類を食せること

を独自性として打ち出すことで，これまで多くの集客を

得てきた。しかしながら，タカアシガニ等の料理をメイ

ンにした宿泊業だけでは集客力に限りがあり，次の地域

のシンボルが模索されるようになったとされる。そのよ

うな中，村では 2000年頃よりタチバナが注目され始める

ようになった叫

具体的には， 2000年に戸田中核農業者協議会特産品部

会において様々な戸田の地域資源が検討された中，その

一つとして北限自生地であるタチバナが注目されたので

ある。この背景には，次の 2点の既往の調査報告の存在

が挙げられる。まず井手ら 6)による 1988~1989年の日本

各地のタチバナ自生地調査で，そのほとんどが移植等の

管理樹として保存されていること，その中で自生地は静

岡県戸田村，三重県・高知県の沿岸部，宮崎県の石波海

岸に限られていることが明らかにされていた。また，

Hirai et al. 4lによる各地のタチバナのアイソザイム分析で

戸田産の個体は中国産マンダリンにはない固有の対立遺

伝子を有しているとともに，当時の調査範囲で 30数本と

最大の個体群サイズが戸田の紙谷で維持されていること

が明らかにされていた。そして 2000年に農林水産省果樹

試験場に戸田の自生地の調査を村が依頼した結果，非常

に価値のあることが判明した注 I)。これを受けて，既に柑

橘類の栽培が戸田村では普及・定着しており，その栽培

技術を応用する形でのタチバナの特産品化や「タチバナ

の村」の PRによる地域活性化が期待されたのである注2)。

このように国内でも数少ない自生地の内，北限地でもあ

りまた最大個体群サイズを有していることが当地区でタ

チバナが注目された理由である。

2002年にまず，一軒の農家の庭先にあった山採りで植

えられた 1本のタチバナ古木 (50~60年生とされる）の

実を用いて 1,000本のタチバナリキュールの生産・販売

が行われた。それが好評を得て，翌 2003年にも上記タチ
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バナ古木の実を使用して 2回目のリキュールの生産が行

われた。また，合わせて農家に苗木を配って栽培タチバ

ナの実を収穫する構想の下，先の 1本のタチバナ古木か

らの枝を穂木とした接ぎ木による 2,000本の苗木を生産

し（業者発注による），村内各戸に対し 1~2本の配布が

行われた。

2005年の「平成の大合併」を機に戸田村は沼津市と合

併をするが，それに伴いタチバナを用いた地域づくりの

動きが一旦は停滞する。しかし， 2007年に合併前に発注

生産していた苗木 1,000本が届いたことで，戸田森林組

合が中心となり改めて始動するようになる。戸田地区内

農家への苗木の配布に加え，タチバナ見本園とするため

「戸田もてなしの里公園」へも 800本植えられた。

かつて 2003年に農家に配布したタチバナが実を付けるよ

うになったため， 2009年から JA及び戸田森林組合によるタ

チバナの実の買取りが始められた。そして 2009年には，その

栽培タチバナの実を用いて 3回目のタチバナリキュールの生

産・販売が行われた。果実は 1個当たり約 12~13gであり，当

初は試行的に 100~200円/lkgで買取りが行われた。現在

は 500~700円/lkgで買取られているが，全ての実が買取

られている訳ではなく，年毎の買取り制限が設けられている

(2016年は総買取り量約 1.51)。当初は戸田森林組合の職員

が各農家を回りタチバナの実の買取り・回収を行っていたが，

現在は農家が自身で農協の集荷場に持込む形となっている。

買取られたタチバナの実は，菓子類，ジャム，味噌，お茶，

香水，エッセンシャルオイル等に加工され，道の駅等で販売

され，戸田地区の土産物として定着している。この間，地元

各セクターで構成される戸田美農里委員会によって，タチバ

ナの実を使用した料理や食品の試作会等も幾度か開かれて

きた注 3)。ヒアリングにより得られたタチバナの栽培・加工・販

売に関わるセクターの関係性は因1に示すとおりであり，生産

宿泊者への提供
・食事のデザートで使用

（地区内ホテルA店）

図1 タチバナの特産品化における各セクターの関り

Fig. I The diagram of relationship with each sector in Heta district 

for local specialties of C. tachibana. 



農家以外にも独自に生産・加工，あるいは活用しているセク

ター（例えばホテル A店，レストラン B店等）も認められた。な

お 2018年からは「タチバナ・Aら・フェス」(「Aら」は「えらい」

の当該地域の方言「え～ら」を捩った造語）として，タチバナ

にちなんだ食材等のみ出店できる月 一回のマルシェ形式の

催しが道の駅で実施されている。

2017年現在，戸田地区で栽培タチバナを農協に出荷し

ている農家は 30軒弱であった。タチバナ専業の農家は存

在せず，他の柑橘生産等の傍らでの栽培である。さらに

写真 1 紙谷の岩礫地に生育するタチバナ（中央の 3株）

Photo. I C. tachibana which grows into a rock pellet place in Kamiya. 

N=20 

図2 両生育地における胸高での分枝幹数割合

Fig.2 The percentage of number of trunks per individual in both 

C. tachibana habitats 
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図3 両生育地での最大幹の胸高直径のヒストグラム

Fig.3 Histogram of diameter of a trunk in both C. tachibana habitats 

戸田森林組合も数百本のタチバナを栽培管理し（もてな

しの里公園ほか），出荷している。タチバナは実を食すと

いうよりも主に皮（外果皮）の香りや成分に価値がある

とされており，それが他の食用柑橘類と異なる点であっ

た。このため，出荷する農家に対して 7月以降は農薬を

使うのを禁止するよう指導していた。

このような経済性を有するタチバナであるが，その栽

培 ・出荷に対する生産者の満足度は必ずしも高くはない

とされた。これは，ミカン等の栽培柑橘類と比べて栽培 ・

管理は楽ではあるが，実が小さく多くの数を出荷しなく

てはならないので手間がかかる，と栽培農家には認識さ

れているためと指摘された。出荷形態も様々で，実を使

う場合や皮を使う場合があり，用途によりハサミの収穫

や手でのもぎ取りを使い分けなければならず，これも煩

雑さの一つとして認識されていた。また，先述の出荷前

の農薬使用制限により，ダニ，カイガラムシ等による煤

が付き易く ，出荷が出来なくなる場合もある他，カミキ

リムシ類の幼虫が根に住み着くことによる枯死等の問題

点が指摘された。 さらに，現在の生産 ・出荷農家は 70

代が中心とされ，高齢化による担い手不足が課題として

指摘された。

2 野生個体群の生育実態

戸田地区の野生個体群は，紙谷が標裔 150~200mで概

ね40mxJOOmの範囲に，井田が標高 18111で概ね 30mx60m

の範囲に分布していた。両生育地は直線で約 3.6km離れ

ており ，間には標高約 500111の尾根が存在する。

紙谷は，戸田地区の中心市街地のある戸田大川流域の

中流部南東向き斜面に位置し，陽光な急傾斜地（沼津市

発行 1/2,500地形図より求めると斜面勾配 47.5゚ ）に生

育していた。かつての薪炭林であった場所で，周囲は常

緑広葉樹林に囲まれている。タチバナは計 36本が確認さ

れた。樹高は 2~7111の範囲で平均 3.8m(N=36), 最小個

体でも樹高 2111であり，それ以下の実生や幼個体は確認

されなかった。各個体の生育立地は尾根型斜面に 22個体，

谷型斜面に 1個体，直線斜面に 13個体で，尾根状（尾根

型斜面）～山腹斜面（直線斜面）の立地に多く生育して

いた。生育箇所の上下 2111範囲も含めた傾斜の状態は，

尾根型斜面の生育個体が平均 57.0° (N=22), 直線斜面 ・

谷型斜面で平均 52.1° (N=14)と斜面全体の 47.5゚ より

勾配があり，いずれも岩が霞出する極めて急傾斜に生育

していた（写真 1)。なお計 4個体が倒伏しており，倒伏

幹から上方に枝を伸ばす独特の形で生育していた。胸高

での分枝幹数は 1~8本で平均 2.7本と， 3本以上の枝分

かれとなる個体が約半数を占めていた（図 2)。各個体の

最大幹の胸高直径は l.3~16.7cmの範囲で，平均 7.6cm
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表 1 両生育地の植生

Table I The vegetation in both C. tachibana habitats 

調杏地
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写真 2 井田におけるタチバナの実生

Photo.2 The seedling of C. tachibana in Ida. 

(N=36)であった。ヒストグラムでは直径 6~10cmのも

のが多く，全体としては一つ山型を示した（図 3)。

井田は， 戸田中心市街の北に位置する井田集落の小さ

な谷底底地の最奥部の樹林内に生育していた。全体に平

坦地であるが，林床は礫による凹凸の多い立地である。

ここではタチバナの成木（樹高 I.Sm以上） 20個体，幼

木 (1.5m末満） 13個体が確認された。成木の樹高は 2.1

~9mの範囲で平均 6.5m (N=20), 幼木は 0.25~1.3mの

範囲で平均 0.8m (N=13)であった。成木の胸高での分

枝幹数は，枝分れが生じている個体は稀で（図 2),平均

I.I本 (N=20) と紙谷に対し有意に少なかった (Mann-

Whitney U-test ; P<O.O I)。成木の最大幹の胸高直径は 1.4

~ 13.5cmの範囲で平均 7.8cm(N=20)と，紙谷との差は

認められなかった（同； P>0.05)。紙谷と異なり，直径

10~12cmと 2cm以下にヒ ー゚クを持つ二つ山型で，胸高

直径の小さな若い成木も多くなっていた（図 3)。

両生育地の植生は（表 1), 紙谷は周囲の常緑広葉樹林

（ツブラジイ，ヤブニッケイ等）内の陽光のギャ ップ地

で，樹冠は樹高約 6m でクヌギとタチバナが優占してい

た。また，種構成としてハゼノキ，ヌルデ，センダン，

カラスザンショウ等の伐採跡地生の陽樹が多く生育して

いた。低木層はやや繁茂し，崖地に生育するマルバウッ

ギが優占していた。草本層はススキが優占し，イタビカ

ズラ ，タチシノブ等の崖地を好む種も多くなっていた。

井田は高木層，亜高木層，中木層，低木層，草本層の多

層な階層構造であった。高木層はケヤキ，クスノキの大

樹に覆われ，亜裔木層はナギ及び植林されたスギで構成

されていた。 中木層として 7m程のタチバナが優占し，

草木層にはホソバカナワラビ，フウトウカズラが優占す

る中， 25~50cm程度のタチバナの実生も生育していた

（写真 2)。

長倉氏によると ，紙谷の生育地では 2015年頃より急に

シカの食害（樹皮の摂食）が顕著になったとされ（以前

はほとんど認められなかった），本調査でも幹全周の樹皮

が醤られて枯死した成木が 1個体確認された。このため

現在は，森林組合により全ての個体に食害防止のネット

が巻かれている。 これに対し，井田の生育地ではシカの

食害は認められなかった。

栽培タチバナの分布状況

栽培タチバナの分布状況は図 4に示すとおりであり，

戸田中心部で 58 ヵ所（図の範囲外も含む），井田で 16

ヵ所確認することができた。まとまった圃場は稀 (10本

以上が格子状となる栽培地は 2ヶ所のみ）で，ほとんど

が庭先か他の柑橘畑の片隅での単独～数本の栽培であっ

た。また，学校校庭や観光施設等にシンボル的に植えら

れているものも認められた。ただし，戸田地区（旧戸田

村）全域の踏査には至っておらず，山中に散在する農地

等に未確認の栽培タチバナが分布していると思われる。

タチバナが栽培されることによる景観の特色としては，

先述の通り野生個体群由来の栽培株が畑地の脇や庭先の

随所に点在して見られ（写真 3),当地区の景観的なアク

セントなっていることである。ただし，他の柑橘類との

3
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（右）における栽培タチバナの分布状況

Fig.4 The distribution of grown C. tachibana in Heta district. 

差が慣れないと分かり難いこともヒアリングにより指摘

され，実際にそうであった。

IV 考察

1 タチバナ野生個体群保全における課題

紙谷 • 井田の両生育地で計 69 個体のタチバナが確認さ

れた。しかし，両生育地での立地や植生（表 1)は大き

く異なっており，それに即して樹木の形態にも差が認め

られた（因 2)。すなわち，山地の薪炭林跡地で陽光な急

傾斜地となる紙谷では，伐採時の萌芽で枝分かれする個

体が多くなっていた。多くが岩礫地の薄い表土の上に生

育しており（写真 1), 表土ごと倒伏する個体も認められ

た。クヌギと混生しており，炭焼きに伴う定期的な伐採

が行われなくなった ことでハゼノキやカラスザンショウ

等の陽樹の生育も目立つようになっていた。一方，低地

の神社奥の平坦地である井田は，神域の巨樹に覆われた

日陰地であり ，適湿な環境下で実生個体も幾つか確認さ

れた。個体群への実生による若い成木の参入が，胸高直

径のヒストグラム（図 3) において井田では二つ山とな

った要因と考えられる。このように生育環境が大きく異

なるのは，自生個体群の紙谷に対し井田は古い時期の移

入個体群とされているためで 4), 紙谷が本来的な自生地

の生育環境を示していると 言える。

その自生個体群とされる紙谷 4) の個体群維持の要因

について，梶浦ら (1988) 7)は30~40年サイクルでクヌ

ギ薪炭林として皆伐されてきたが，タチバナ材も良質の

炭になるため萌芽再生が因られ，また天城溶岩の岩礫地

で競合する常緑樹が生育できない環境であったため等と

指摘する。現在の紙谷の野生個体群の持続における課題

は，炭焼きが行われない現代において長期的な遷移の進

行による影評，そして実生が無く世代更新が行われてい

ないこと，の 2点である。前者の遷移に関しては，武内

ら (l989)8)は照葉樹林化によってタチバナが激減した

写真 3 果樹園（左 ：中央の矢印の 2株）や庭先（右）

に見られる栽培タチバナ

Photo.3 The appearance of cultivated C. tachibana 

in a field and a garden. 

自生地（宮崎県石波海岸）の調査を基に，本種は「陽樹」

的性格を持つと指摘する。これに対し本調査では日陰

環境下の井田においても成木には多数の結実が観察され，

また実生も多く得られており，タチバナの耐陰性は比較

的強いと判断された。この本結果を鑑みると耐陰性を有

する本種には遷移進行の影響は少ないと推察されるもの

の，かつての薪炭林跡という 二次林での生育の経緯も踏

まえ，紙谷では必要に応じて遷移抑制を固る植生管理を

行うべきである。

一方，実生による世代更新はより喫緊の課題と言える。

多数の果実を毎年落としているにも関わらず実生が全く

見いだせないことは，発芽あるいは初期成長時の条件が

不適である可能性が強い。適湿な立地の井田では世代更

新が行われていること（固 3, 写真 2) を鑑みると，表

層土壊の発達の悪い岩礫地における弱乾燥の立地条件が

負に作用していると考えられる。なお，近年増加するシ

カの食害も関与している可能性もあるが，現時点では実

生に対する食害の実態が不明である。このように紙谷で

は世代更新が現在行われておらず，発芽 ・定着に適した

立地条件の把握とその環境整備が求められる。同時に，

幹へ巻ネット等を施す個体レベルのシカ対策から，生育
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地全体でのシカ対策への転換も求められる。

2 タチバナの地域資源化の課題

本地区におけるタチバナの地域資源化の直接的な契機

は，観光客数の低迷及びそれに続く地区人口の減少に伴

う地区の魅力向上の模索であった。その際，当地が国内

自生北限地という他地域では真似のできないユニークさ

が着目されたとともに，主要農産物であった柑橘栽培の

技術を応用できることも理由の一つに挙げられた。そし

て，科学的な調査研究 4,6) (謂わば外部の目線）を下地に

しつつも，それを地域資源として地域活性化に結び付け

る地域内部の目線からの動きであったことがその後の連

綿とした活動の継続に結び付いてきたと考えられる。沼

津市との合併に伴う活動推進主体の曖昧化が一時生じた

ものの，現在は森林組合及び JAが中心になり，栽培夕

チバナの買取りやPR活動（「戸田たちばな」として，絶

滅危惧種であること，当地が北限自生地であることをア

ピールしている）が展開されていた。実際には農家から

の実の買取り制限を設けている等，加工した特産品等の

売り上げ額は必ずしも十分ではない（長倉氏への聞き取

り）ものの，これまでの栽培化及び特産品化の地道な取

り組みにより，一定の金額が地区内の栽培農家や加工・

販売者に回る仕組みが形作られていた（固 1)。これは，

農山村の地域持続に求められる「小さな経済」（例えば小

田切 (2014)9)) の確立に当てはまると考えられ，その

取り組み自体は高く評価できる。そこにおいて我が国の

生物多様性の一つの表れである絶滅危惧野生柑橘の自生

地であることを，関係者（図 1) がユニークな地域資源

として意識している点が特筆された。

一方，今村 (1995) IO)は，地域資源は非移転性，地域

内の資源相互の有機連鎖阻非市場的性格という 3つの

特質を有していることを指摘した上で，それらが統合さ

れる農村景観を一つのそして重要な地域資源の捉え方と

の認識を示している。この枠組みにおいて本事例では，

北限自生地が非移転性に，「小さな経済」はその規模の小

ささより非市場的性格に一応は対応していた。これに対

し，有機連鎖性については関係者らが必ずしも十分に自

覚している訳ではないように思われた。これは，モノと

しての「栽培タチバナ」自体は，道の駅等で関連特産品

が販売されており，またかつての苗木配布によって地区

内の約 70ヵ所で栽培タチバナを見ることができ（図 4)'

結実期 (11~3月）にはそれなりに「タチバナを活かし

た地域づくり」を肌で感じることができる（写真 3) も

のの，農村景観の特色を表すコトとしての物語性がそこ

には欠落しているためである。

すなわち，現在の「栽培化→実の集荷→加工・販売」
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の仕組みも，根底には農家の収入の補填の考えがあって

スタートしたものであり（長倉氏への聞き取り），必ずし

もタチバナの地域資源化における景観との結びつきが意

識されていた訳ではない。このためタチバナを原料とし

た特産品の開発・販売に，これまでの活動が傾注してい

た。結果としては地区内に多数の栽培株が現在分布して

いるものの，かつての炭焼き業と自生地（紙谷）の関係

や果樹栽培技術の応用といった地域の歴史性を伴った地

域資源化の活動によってもたらされた景観，言い換えれ

ば地区内で思いを持った人々による地域づくり活動の有

機連鎖性によって生じる景観について，栽培者や来訪者

等に対する明示的な PRは行われていなかった。

これまでのタチバナの特産品の開発・販売を中心とす

る活動に加えて，そのタチバナ栽培を軸にした地区内の

多様な関り・連鎖を可視化する活動も今後は重要と考え

られた。例えば，実の出荷は行わなくとも庭先等での栽

培によって，農家以外の地区の住民も個性ある農村景観

づくりへ参画しているという認識を持たせることである。

現在，栽培農家の高齢化による担い手不足が問題視され

ている中，これまで栽培を継続してきた農家以外に緩や

かに集荷主体としての枠を広げることも，広く住民との

関りを増す方法の一つである。さらに，野生個体群→山

採りによる農家庭先への移植→その穂木を用いた苗木生

産→各農家への配布，と現在の栽培タチバナは地域性系

統を保っていることも明らかにされ，この事実も当地区

における重要な“コト”の一つである。そして，観光客

との主な接点となる宿泊施設や観光施設・店舗等を始め，

様々な場面で地域全体で取り組んでいることやその意義

を丁寧に PRすることが，長い目で見て廃れの来ない地

域資源化に結び付くと言える。

v 結び

本事例は，地域の生物多様性の一つの表れ（絶滅危惧

種の分布北限自生地）を活かした「小さな経済」を契機

としながら良質の農村景観が誘導される，そんな可能性

を秘めた活動である。すなわち北限自生地のタチバナを

シンボルに，栽培タチバナを活用した多様な地域づくり

の有機連鎖性が感じられる農村景観を地域の誇りにして

いく， といったものである。もちろん非転移性としての

紙谷の自生地の存在がその前提となっているため，世代

更新を可能とするタチバナ自生地の保全が最も優先度の

高い課題と言える。そこには国内での在来野生柑橘種の

遺伝資源の現地保存 8)の意義も認めることができる。

一方で， 自生地の保全から地域の良質な景観形成まで

を連続したものとして捉え，「小さな経済」を求心力にし



ながらも地域の多様なアクターがその「地域づくり」に

関わる構造を築くことも重要である。そこでは単に「お

金になるから」だけではなく，特色ある景観の形成を地

域資源として捉え，実の出荷による経済性に直接的には

関わらない「遊び」の要素も加えた栽培タチバナの利活

用の工夫をすることで，関わる住民の裾野を広げる視点

が求められる。すなわち，地域の生物資源利用の正統性

を引継ぎ，「遊びから生業の複合」の中で無理なく楽しみ

ながら地域づくりを展開 11)する視点である。そのような

視野を持ったキーパーソン，すなわち多様な地域づくり

の有機連鎖性を仕掛けて展開する人材の発掘・育成も不

可欠と言える。
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注

注I) 伊豆日日新聞 2001年 7月 I13 (朝刊 1面）の記事「戸田

村のタチバナ自生地～北限，最大級の集団に脚光」に，

果樹試験場の調査で「戸田村のタチバナ自生地は北限の

自生地であるばかりでなく，絶滅の危機が増大している

タチバナの最大級の集団の一つであり，遺伝的に特徴の

ある集団としても貴重。」と報告されたとある。

注2) 静岡新聞 2003年 3月 14日（朝刊 23面）の記事「「タチ

バナ」で村おこし～戸田村の特産品に」より。

注3) 静岡新聞 2013年 1月 8日（朝刊 17面）の記事「タチバ

ナの価値見直し～料理や食品に試行錯誤」より。
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