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盟国圃園田特集・種の保存とランドスケープ-21世紀における自然と人との共生のあり方を考えるー園田園盟輔

地域の構成要素としての植物相保護
Conservation of Local Flora as a Landscape Structure 

大場達之*

Tatsuyuki OHBA 

1.保護すべき対象としての植物の階層

植物の保護については，絶滅の危機にある植物種(レッ

ドデータ)巨樹・老木のような個体の保護から始まって，

種類・群落・群落集団といった植物存在の各階層ごとの保

護・保全の施策が必要とされる。巨樹名木のような個体レ

ベルのものは，いずれ枯死するから保護の対象とはすべき

でないという論もあったが，地域のランドマークを成すよ

うな註樹は，その地域にとって重要な存在であり，無視す

ることはできない。また植物群落の調査は，調査区ごとに

植物の種類を網羅記録するから，その集積は自動的にフロ

ラ(種類相)の調査となるのでフロラの調査は必要ではな

いと主張しする人もいた。取り調べた限り，綿密な群落調

査でも，地域の植物の種類(この場合維管束植物)の捕捉

率は 50%を下回る。どのような地域でも，個体，種類，

群落の各レベルでのデータの集積が，環境保全を考える上

で必須であると考える O

2. 関係性の保全

植物は自然の環境の中にあって，他の同穫の個体，隣接

して生活する他の植物の種類，見虫をはじめとする動物，

地形地質・土壌，水理，気象といった，周囲をとりまく他

の環境要国との関係の中でいきてきた存在であり，今後も

そのような関係性の中で生きてゆくべき存在である。これ

までの自然保護のプロセスでは，生存の危機に瀕している

ような特定の種類が，保護の対象としてピックアップされ，

ほかの場所に移植して増殖をはかるようなことが， しばし

ば行われているが，そのような本来の生育環境から切り離

された個体は，あるべき関係性から臨離されて，存在価値

の多くを失ったもので，そのような移植保護は重篤な患者

を集中治療室に収容するような，最後の手段と考えるべき

であり，日常的な保護の手段としては，慎むべきであろう。

また本来の生育地で保護するにしても，特定の種類だけを

増殖させて，生活共同体である群落の他の構成種を衰退に

追い込んだりしている例も少なくなL、。植物の種類は，真

にやむを得ない場合を除き，その本来の生育地で，共存す

る生物との関係を維持しつつ保全を図るべきである O 種類

の保護は，それれが依存する群落のなかでの調和を保ち，

さらには隣接する他の群落とも調和した状態で行うべきで

あろう。群落の構成穏を，それぞれ別に闘場などで増殖し，

それを再度複合して群落を再生するような還元主義的な手

法は慎むべきである O 本特集のテーマに却していうならば，

本来のランドスケープの中で保護方策を図るべきと考える。

現在，開発にともなう環境影響調査などで， レッドデータ

に該当する種類が見いだされると，別の場所に移植保存す

ればよろしいという論理がまかり通っており，近隣の環境

がよく保たれていた場所に，複数の場所から運ばれた植物

が，燦捨山，あるいは老人ホームよろしく植え込まれてい

る例も少くなL、。粗雑な移植行為が，開発の免罪符として

一般化しつつある現状にレッドカードを提示したL、。ある

植物が，特定の場所に分布生育し，隣接の似通ったところ

には見られないというのは，植物の分布調査を行った者な

らば司常茶飯に経験するところであり，それが様々な環境

要因相互の関係と，その歴史的経過の必然である。分布を

みだし，植物群落の本来の組成を撹乱するような移横行為

を安易に行うのは慎むべきである。

3.個性ある地域ーランドスケープー

生物保護の目的は，すでに，自然保護関係の法規などに

も述べられている O 野生生物については: “野生動植物が，

生態系の重要な構成要素であるだけでなく，自然環境の重

要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできない

ものである" (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律)とされている。また，“それぞれの地域に

特有の自然があり，それが地域の文化と結びついて池域に

固有の風土を形成していることでもあります" (第三次生

物多様性国家戦略)。という言及もあり，地域に固有な風

土を守りたいという意志が表明されている。

ランドスケープは日本では視覚的な風景の意味で用いら

れることが多いが， ドイツなどでは，景観 (Landschaft)

は，地闘に存在する，すべての存在の比較によって認識さ

れるところの，地理学上の基本単位としての地域 1)を指し

ている。これはドイツの環境基本法などにも見られるとこ
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ろで，視覚的な風景の意味では Landschaftbildとして毘

出している O 本稿では landscape，Landschaftを地域の

基本単位の意で汗H、たL、。その意味でのランドスケープは

日本語では景域と訳されているが，余り用いられることが

ない。しかし景観という言葉を用いると， 日本では視覚的

な景観と受け取られるので，以下には地域という言葉で代

用する。

環境とは主体が定まって初めて認識できる概念である。

まず主体たる人間と，それが生活する空間，すなわち地域

について考えてみたL、。主体たる人類とは，個人から家庭

を経て世界の人類一般にいたるまで様々なレベルがある O

地域の階層構造については，サイモンズ 2)をはじめ様々な

模式があるが，個人から地球，宇宙に至る地域の階層の区

分については，おおむね一致している O それらをコンパイ

ルした私なりの表現を示せば表 lのようになる。

このうち個人，家庭，近隣の地域においての生物保護あ

るいは管理は私的なものであるが，外来有害生物の飼育・

栽培などは公の制約下に置かれるべきであろうし，自然公

国内での生物の飼育・栽培などには，たとえ私有地であっ

ても一定のルールが必要であろう O

4. 臼常生活圏(コミュニティ・エリア)の環境

国・地方・都道府県などのエリアでは， トップダウンの

システムで最も濃密な環境管理が行われており， Tli区町村

にもそれが及んでいる。しかしわれわれの日常生活闘であ

るコミュニティのエリアは，国から発せられる国土管理の

諸施策から，漏れている面が多いと感ずる。

中部ヨーロッパの諸国などでは，教会・ラートハウス

(コミュニティ・エリアの自治体庁舎) ・広場(マーケッ

トなどが開かれ，集会場ともなる)の 3者を中心に集落が

集まり，その周辺に牧野と耕地が広がり，その外縁をヨー

ロッパフ、、ナなどの林が取り巻くという構造が，はっきりし

ており，地閣を見ても，上空からも，そのような構造体が

敷石を敷き詰めたように広がっている。コミュニティ・エ

リアは地域の基本単位として視覚的にも明らかであり，景

観管理の基礎をなす単位である。日本にはそのようなコミュ

ニティを基礎とする地域構造は顕在しないというのが一般

であったと思う。以前日本を旅したドイツ人が， 日本には

Landschaft は存在しないと語ったという話もある。日本

のコミュニティは“景観の外観"としては見えにくいが，

臼本にもコミュニティは昔から存在し， しかもそれは人聞

の生活の基本的な単位をなすものであった。明治大学の建

築学の神代雄一郎教授は『日本のコミュニティ j3Jという

労作の中で，それを立証している O 神代は建築学の立場か

ら， 日本の農山漁村の村落を調査したが，それによれば日

本の村落は，およそ 400mX400mの居住区に 200戸 1，000

人ほどが居住し， 1，800m X 1，800mの生業国(耕作地など)

に固まれていて，一人あたり1.000坪，人口密度は 1haあ

たり 3人，居住区では 1haあたり 60人という，一定の構

造を持っていることを記している。このような構造は江戸

のような都市でも同じであり，人口 1，000人を大きく上回

ると，新田を開発するなどして分村し， 1，000人内外の人

口を保ってきたという O これらの人口や生活関のサイズは

2足歩行による移動能力，あるいは互いをよく認識し濃密

なコミュニケーションを交わすことのできる人数の限界と

いった，人間の能力に依拠したものである O またこれは昔

表-1 植物的自然と地域の階j醤(大場達之 1979 改変)4) 

接触頻度の
接触の対象

地域(人間)の
地域の人口

地域の 植物的自然の

レベル 階層 面積レベル 而積レベル

1I寺 ペット植物・鉢植え 偲人空間 l人 l~ lO rrf 1drrf 

日 庭 家庭 数人 10 rrf 1rrf 

週 生け項・小公閣・路傍雑草 近隣 十数人~数十人 100 rrf 10 rrf 

月 鎮守の森・都市公園 コミュニティ 数百人~千数百人 lknI 100 rrf 

小学校区 数千人~1 万数千人 1 krrf~ lO knI 100rrr 

季節 県立公園 市・区・町・村 数千人 10 knI 10~1 ， 000 rrf 

年 県立公閣・国定公園 都道府県 数万人 1O~100 knI 1 knI 

数年 国立公園 地方・思 数十万人~数百万人 1 ，000~ 1O，000 knI 10 knI 

数十年 f也悶の自然公函 世界 数千万人~数億人 10 ，000~1 ，000 ， 000 knI 100 knI 

生涯 世界的な自然保護区 世界 数十億人 148，890，000 knI 100~1 ，000 knI 

間接 未開発地の自然 宇宙 数十億人 148，890，000 knI 1 ，000~ 10，000 knI 

無接触
L 
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からの自然村に相当するという。このようなコミュニティ

がその居住するエリアの自然環境を維持管理してきたので

ある，環境の自治あるいは緑の自治といってもよいであろ

う。コミュニティ・エリアこそ環境保全の基礎単位であり，

日本全体の環境を考えるときの環境細胞にあたるものでは

なL、カミ。

今日でも用水路の草刈りを村落総出で行うような，環境

管理の共同作業が多くの地域で行われているように，これ

からの身近な環境圏，あるいは日常生活障の自然は，居住

民のために，居住民の参加で行われるべきではないか。コ

ミュニティ・エリアの環境管理に対し，現在の市町村が行

いうる能力は明らかに不足している O 特に自治体の合併が

大規模に行われた現在においてその感が強L、。菌のあるい

は都道府県の環境政策は昔に比べれば厚く行われていると

いう O しかしながら市民が日常濃密に接する居住闘の自然

環境を考えてみると，昔よりもよくなったと感ずる人は少

ないのではないか。植物の保護については，種類について

も，群落についても，地域の措層ごとに特有の問題があり，

国~県レベルで 、かに精細な措置を講じても，抜け落ち

る問題が大きく残る。ましてやコミュニティレベルの問題

については上位行政体の視野から欠落しているといっても

よL、。

5. レッドデータとグリーンデータ

最近の生物多様性戦絡で，対策が強化されているように，

植物の種類の保護については，一方にレッドデータ(絶滅

のおそれのある野生動植物リスト)の調査が，国から県レ

ベルまで整備される一方，外来有害生物のリストアップも

進んでいる。しかしレッドデータのカテゴリーと有害生物

のカテゴリーの間には，赤信号でもなく有害でもない，大

多数の植物の穫類が存在する o (そのうちには将来絶滅の

危機に見舞われるであろう植物も含まれているはずである。)

これらグリーンデータの植物についても，その状態を明ら

かにし，定期的に健康診断を行う必要があると考える。し

かし多くの地域では，そもそもその地域に現存する植物の

リストすら持っていないのが実情である O 人間については

全国の市町村で戸籍の登録から始まって，全人口の最新の

記録を保持しているのにもかかわらず，“人類の豊かな生

活に欠かすことのできない自然環境"の正確な最新のデー

タを保持していないのでは，自然環境を豊かに保てる道理

がない。そもそも地域の自然環境を構成している植物種類

の大半は， レッドデータでも有害生物でもない，その他大

勢の植物なのである。地域の植物管理には，全植物の目録

作成と，それぞれの種類についての，保護上の重要度の評

価が必要である O
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6.重要度の評価

保護上の重要度を考えるための尺度として，最近は絶滅

の可能性が重視されることが多L、。しかし植物の全量を管

理するという立場からすれば，尺度として不十分でもあろう。

地域にとって重要さの度合いを測る基準として，地域本来

性が有用と考える O その地域において，ある植物の種類あ

るいは群落が，どのくらい昔から存在してきたかという時

間スケールを尺度として採ると，大昔からその地域に存在・

定着してきた，地域本来の種類あるいは群落がその地域に

とって最も貴重であると考え，その対極に，ごく最近に，

かけ離れた地域から，やってきた異質な植物を置く。この

ような地域本来性を測る尺度として，私は定着度指数を提

案したことがある 5)。種類レベルでの評価は次のような 5

項目を，それぞれ 5段階に評価し，その 5項目の評価を合

計して種類の定着度指数とするものである。その項目は以

下の通りである O

移住の時期

渡来の手段

生活空間の自然~人為度の程度

分類群の異質度

生物地理区の異質度

ある地域の積物目録が得られれば，各種類ごとの定着度

を算出し，それを平均すれば，その地域の自然・人為度を

数値として示すことができる。これを地域定着度指数と呼

んでいる O すでに 200を超える様々なレベルの地域でこの

ような定着度や地域定着度を算出している。

定着度指数を基礎に，地域の積物管理の指針として植物

保護のための評価も試みている O 私は千葉県植物誌 2003

年版を編纂するに当たり，絶滅~健在~有害の程度を 9段

階に分かち，すべての自生植物についてその評価を記述し

た。これは地域の植物を管理する擦の重要な目安になると

考える。このような評価は植物保護あるいは除去などに投

入すべき有限な諸資源の配分に有効であろう O 現在健在で

あると判断される種類についても，定期的にその状態を診

断し，異状の現れた穏類については直ちに保護・管理ラン

クを変更して手遅れのないように配慮するべきである。

現在は上記9段階の保護ランクに野生絶誠のランクを加

えるべきだと考えている。これは千葉県の印旗沼で，高度

成長期以降の水質悪化のために絶滅した水草が，最近環境

復元のための様々な取り組みの中で，人工環境下で埋土種

子から復活しながら， ~p旗沼の水質の改善が見られないた

めに本来の生育地に戻すことができず，栽培条件下のみで

生きている状況を見聞したことによる。植物種類の 10段

階の保護ランクは次の通りである。

1)消息不明・絶滅(X) 6)一般保護(D)

2 )野生絶滅(W)

3 )最重要保護(A)

7)保護留意(E)

8 )一般(F)
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4)重要保護(B)

5 )要保護(C)

9 )一般有害(G)

10)重要有害(H)

7.住区住民による調査

地域の植物の保全には，まず現時点おける地域の植物の

現状をよく知り，それの過去から現在への変遷の歴史を知

り，その基礎の上に将来のあるべき姿を求めるというのが

本筋であろう O 国・都道府県・市産町村のような地域のレ

ベルでは，それぞれの行政体がそれを行うべきなのは自明

である。しかし明治以来の度重なる統合で，大きな市町村

に組み込まれ，自治行政単位としての役割を，ほとんど奪

われているコミュニティ・エリアのレベルではどのように

対処すべきであろうか。コミュニティ・エリアは明治以前

の自然村に相当する O 昔の村では，村域の自然は古老から

の伝承と， 日常の生業を通じての地域の自然の認識の蓄積

があり，その基礎の上にエリアの自然環境の管理が行われ

てきた。それは換言するならば，居住区のための，居住者

による，居住区域の自然認識を通じた身近な自然環境保全

である。このようなシステムを幾分なりといえども現代に

回復させることはできないであろうか。

著者は，長年，地域の博物館に勤務し植物を担当してい

たので，市単位での自然環境調査が企画される機会に，住

民が実感できるような身近な地域を単位とした植物調査を，

住民の参加を得て行ってきた。地元参加者と指導者の数が

不足のために，小学校区を単位とした調査としたが，住民

が日常生活圏として実感できる大きさとして小学校区は適

当な大きさであることを知った。千葉県の市原市 (43小

学校区)7)，佐倉市 (21小学校区)8)での経験からすると，

地域の地理を熟知した住民と，博物館の専門家の共同作業

でによって，住民は住区の自然に対する認識を深め，どの

ような植物が希少なのか，どのような場所に貴重な植物が

集まっているかを認識し，博物館は，膨大な地域の横物の

分布情報を標本資料などとして得ることができ，その後に

企画された千葉県植物誌の編纂に大きな基礎を得ることが

できた。これらの調査で，地元参加者が，正確な植物の知

識を得るとともに，自主的に地域を知るための活動を継続

することによって，昔の古老が果たしたような地域の自然

の物知りとなり，地域ごとに自然保護のキーパソンとして

育ったことが大きな収穫であったと考える。自分の住む地

域の自然の識査を，専門家の協力を得て行うことは，知的

で生産的なレジャーとして優れている。自然を求めて里山

に繰り出す都市住民の消費的レジャーの対照として，この

ような知的レジャーを高く評価したL、。

8.選別保全から全体保護ヘ

地域に留有の嵐土，地域に特有の自然，人類の豊かな生

活に欠かすことのできない自然環境などを保全するには，
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現行の法規などでは不十分であるO これら法規の多くは，

絶滅に瀕したものを絶誠から妨ぎ，貴重なもの，典型的な

ものをピックアップして保護するとうい方向に偏っている。

天然記念物や自然公閣の保護地域に代表されるような，世

界的な，あるいは日本にとって重要な自然を保護するとい

う選別保護は重要な仕事で，それに異議を申し立てる所存

はなL、。それとともに，我々の日常見慣れている生活豊富の，

豊かな生活に欠かすことのできない自然環境，それぞれの

地域に掴有の風土を，どのように保ってゆくかを間いたL、。

換言すれば，日本の風土の全量の保全を問題にすべきであ

るということである。

それを国や都道府県のような行政に全面的に依存はでき

ない。医療において，国レベルの難病センターや大規模病

院が地域の診療所が役割を分担して国民の健康を負担して

いるように，重篤な患者だけに，行き届いた医療を施すだ

けではなく，国民の健康管理のシステムと併せて， 日本全

体の国土保全を考えるべきだと主張したい。

個々の環境細胞を健康に保つことの全体が地球の環境保

全となることを強調したL、
本稿で述べたことは， 日本造園学会の第 3次生物多様性

調家戦略に対する提言と重複があるが，著者がこれまでに

繰り返し述べてきたことであるのでご容赦いただきた

。
〕9
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