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特集・里山と市民一新たな関係は構築されたかー

現代の皇山をめぐる背景の変化
Changing Contexts of Contemporary Satoyama Landscapes 

奥 敬一*

Hirokazu OKU 

1. はじめに

里山を保全することの重要性は，一部に懐疑論も存在す

るとは言え， もはや改めて説明する必要がないくらい一般

的に認識されるようになった。それは 1980年代からのい

くつもの地域における市民・住民の地道な努力や活動，多

様な視点からの研究の積み重ね，そしてそれを後押しして

きた国際~ローカルなレベルの意思決定・行政機構の成果

であると言えるだろう。

しかしその一方で，筆者が「里山」という対象に関わる

ようになった 1990年代後半項(前回の里山特集もちょう

どその時期に位置する〕の状況から見れば，想像もつかな

かったような様々な新たな変化が「里山」の腐辺を取り巻

くようになっている O そしてそれらの変化は，里山に関わ

る人々と社会にとって強い励みになることもあると局時に，

里山への関わり方についての閤惑を，一層深める原困とも

なっている。

本稿では，そうしたここ十数年の里山をとりまく前提条

件の変化について， r自然の側の変化」と「社会の側の変

化」にわけで整理しつつ，変化した条件の上に成り立つ，

新たな方向性の萌芽についても紹介したい

2. 島然の側の変化

(1)ナラ枯れの拡大

この十数年で，里山林における前提条件を大きく変えつ

つあるのが，ナラ枯れの拡大である。ナラ枯れはカシノナ

ガキクイムシ(以下カシナガ)が媒介する病臆曹によって

引き起こされる樹木の伝染病であり，里山林の主要な構成

樹種であるナラ類 (Quercus属)を中心に集団的な枯死被

害をもたらす。 1990年代の拡大初期には，感受性がもっ

とも高いミズナラが被害の中心であり，どちらかといえば

奥山域での陪題であったが，被害が徐々に拡大を続けてい

く中で，人里に近い場所にあるコナラやクヌギ，属は異な

るがシイなどにも集閤枯損が起きるようになり，里山~都

市近郊域の問題へと変質してきている。

カシナガは樹幹に穿入してその辺材部を繁殖の場とする

ため，辺材部がより大きい大径木は繁殖に好適な場となる。
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従って被害木も比較的大穫の個体が多く，高齢級の林分ほ

どナラ枯れの被害を受けるリスクは高L、。このことから，

かつてほとんど白に付くことのなかったカシナガによるナ

ラ枯れ被害が拡大した要国として，里山林利用の停止から

数十年が過ぎ，広葉樹林の齢級が全国的に上昇したことが

指摘されているり。

そのため，これまで‘里山林整備のひとつの主流として行

われてきた，低水を除去し大径の高木を残す，いわゆる

「環境高林施業jや密度調整伐は，むしろカシナガが飛期

しやすい条件を形成し，残した高木にカシナガの穿入を誘

引し繁殖と被害の拡大を助長してしまう結果につながりや

すL、。

国一 lは2009年時点でのカシナガによる枯損木発生府

県を示したものである(近年の被害でない県は除いている)。

主には日本海側から拡大を続けており，ここ数年で中部，

東海，東北南部でも被害が見られるようになった。今のと

ころ関東地方が例外的にナラ枯れの被害を受けていないが，

今後関東周辺で早くから里山保全活動が展開してきた地域

へも侵入するのは時間の問題であろう。

集団枯損によって景観的な質が低下するのはもちろんの

こと，林内利用を想定している公開的な空間や人家の近く

では，枯れた大枝の落下，倒木の発生などによる人や財産

への被害リスクも増えることになる O

ナラ枯れが地域に

侵入した初期段階で

の防除法は開発され

つつあるが，一旦枯

損が集団的になって

しまうと，それを封

じ込めることは極め

て関難である。長期

的な方策としては，

一定の範掴を比較的 J 

短伐期の低林施業に
国一 1 2009年時点、でのカシノナガキク

戻すことが考えられィムシによる枯損木発生府蟻(衣浦，私

るが，広域で実現化信にもとづく)



するには多大な困難が伴う。いずれにせよ，近隣でナラ枯

れが発生した地域では，里山整備や計画策定において，ナ

ラ枯れをかえって誘発させることのないよう，慎重な配慮

が求められるようになったのである。

( 2)大径木の更新

多くの里山広葉樹林の持続は，萌芽更新という仕組みに

よってきたわけだが，大径化した株では萌芽更新が困難に

なることが以前から知られている。特に，コナラでその傾

向は顕著であり，株直径が 40cm程度(樹齢で約 40-50

年)を超えると，急激に萌芽の発生が減少する 2)。また，

他の樹種でも大きな株ほど腐朽の可能性が高まるので，大

径木は萌芽更新には不利である。

おそらく，コナラに限らずこの十数年で適切に更新する

だけの萌芽能力を失ってしまった里山林の樹木はおびただ

しいと思われる。それは，これまでの日本の植生史の中で

初めてのことかもしれなL、。また，先述のナラ枯れによる

枯損も含め，現在の大径木が失われたあとでは，地域にも

よるが，実生更新も不確実な場合が多い。このことは，仮

に里山での低林管理を再開しようとすると，単純に上木を

伐採するだけではなく，その後の苗木の植栽，およびその

ための地域産種苗の育成など，これまで不要だった多くの

作業が求められるようになることを示している。

里山林の大径木化は将来の植生の選択肢を狭めるととも

に，管理費用自体の高コスト化，作業に伴う危険の増加に

もつながっている。

(3 )獣害

里山をめぐる問題のひとつとして各地で顕在化してきた

ものに，獣害がある。

とくに樹林地の更新との関係で言えば，シカの個体数増

加は各地で深刻な問題を引き起こすようになった。シカの

密度が高い地域では，萌芽更新にせよ植栽による更新にせ

よ，更新初期には防鹿柵などの対策をしなければならない

状況にある。林床植生の保全にとっても同様である。この

ことも里山管理にかかる労力とコストを引き上げる要因と

なっている。

また，農地や人家のすぐそばまで薮と化した里山では，

イノシシなどが農地に接近しやすくなり，農業被害の温床

となるケースも増えている。地域によっては人家近傍まで

出没するようになった獣が，ダニやヒルなどの分布を拡大

させることで，里山に人が入りにくくなるだけでなく，隣

接する農地の管理放棄にもつながってL、く場合がある。

(4)繰り返されるマツ枯れ

マツ枯れ(マツノザイセンチュウ病)は近年に始まった

ことではなく，すでに長期間にわたって日本の里山景観に

大きな影響を与え続けている。名勝地などで徹底的な保護

策がとられた場所や，東北などの一部地域以外では，ほと

んどの地域でマツ枯れの被害が繰り返され，場合によって
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は，高木層を形成する樹種が欠けたまま，ソヨゴやヒサカ

キが優占してしまう状況も現れている。

マツ林の再生，復元を目指す里山整備や管理も各地で行

われており，一定の成果をあげているところもあるが，枯

れを最低限で抑え，継続的に維持管理していくためには，

薬剤の使用も含め相当綿密で集約的な管理が必要とされる。

比較的マツ枯れにかかりにくいとされる若齢の状態のマツ

林で維持し続けるような，管理方針の割り切りが求められ

てくるかもしれない。

3.社会の側の変化

(1)里山域での人口減少

大都市から遠隔な地域や山村域，農村域での人口減少と

高齢化率の上昇は，この十数年も着実に進んできた。「限

界集落」という表現が一般化し，社会組織としての維持が

困難になりつつある農山村集落は全国的に広がっている。

燃料革命に伴って，里山の成り立ちに深く関わってきた

資源利用がほとんど停止したことに引き続き，農山村域で

の人聞の活動そのものが縮小・撤退の傾向にあることで，

獣害や竹林の無秩序な拡大といった問題もより助長される

状況にある。

また，高齢化の進行は別の形でも里山管理の現場に影響

を与えている。里山の管理再開や再生の第一歩は，その対

象となる場所がどのような利用履歴や社会との関係性を持っ

てきたのかを具体的に知ることから始まるが，その手がか

りとなる話者を見つけることが難しくなりつつある。筆者

の経験から言っても，第 2次大戦中以前の時代にまでさか

のぼって様々な重要なことを教えていただいた古老たちか

らは，次第に話を聞くことが困難になり，また物故者も増

えてきた。十分記録化されていない利用の履歴や技術，組

織，経済，あるいは身体知といったものが知られずに失わ

れる前に，次の世代や担L、手に継承することも急務となっ

ている。

(2 )市民活動と行政の関係

1980年代から 1990年代にかけて，里山保全に関する主

要な役割の多くは，市民活動と個々の研究者のレベルで担

われ，市民の力で里山を保全/管理しようとする機運は非

常に高かった。それは，行政などの公的機関が従来的な

「原生」自然保護と開発の対立の図式の中で， I里山」を施

策の対象としてなかなかとらえることができなかったこと

の裏返しでもある。しかし， 1990年代後半頃から先駆的

な自治体などが里山を施策の対象とし始めるようになり，

やがて一連の「生物多様性国家戦略」や， この秋の

CBDjCOP10開催を契機として，国家レベルでの政策と

しても重要な位置づけを得るようになった。そして，市民

活動の勢いを後追いしてきた行政が，積極的に里山に関す

る施策・事業を打ち出すようになる中で，両者の関係にも
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微妙な変化が現れ始めているように思われる。

この間の経緯は，関東を中心に様々な里山活動団体を環

境社会学的に観察し，また自らも里山保全活動の運営に携

わる松村の論考3)に詳しいが，その中でこうした変化のひ

とつを，社会制度化され，前提条件となった市民参加の中

で「閉塞感」が覆っている，と表現している。

初期の里山での市民活動の多くは，入って楽しい，きれ

いな里山を自分たちの地域に作る喜びと達成感という比較

的私的な動機付けからスタートしている。しかし，それが

いつしか， I生物多様性」の保全，あるいは「低炭素社会」

の実現といった公共的使命を背負わされる状況に移り変わっ

てきている。そうした使命に，活発化した行政の動きや，

近年の CSRに関わる企業活動が重なることで，里山保全

/管理活動への支援は以前とは比べものにならないくらい

豊富になっている，そしてそれとは対照的に，かつて里山

のムーブメントを牽引してきた市民活動そのものに，疲労，

疲弊がみられるようになったという感想も各所から聞かれ

るようになった。長期間にわたる活動の中で，活動を興す

時期にリーダーシップをとった層から，世代交代がなかな

か進まないという例は多く，また，行政や企業が提唱する

「協働」ゃ「パートナーシップ」の中で，組織の元々の目

標や能力以上の要求に応えようとしている例もあるようだ。

「協働」は，市民と行政がお互いの足らない部分を補完し

合いながら里山を保全/管理していくという意味で非常に

重要なキーワードであるが，その一方で，結局里山を管理

する責任の所在がどこにあるのかを不明瞭にする危うさも

ある。その結果，市民は行政(あるいは企業)が何を求め，

どういうことになら支援を差し伸べてくれるのかを左顧右

阿し，行政は市民をお客さんのように扱うことに気を配る，

あるいはどうやったら安価な管理労力として機能するかd思

案する，といったように，何となくお互いの顔色をうかが

う関係性になっていはしないだろうか。筆者の限られた経

験からくる印象ではあるが，こんな主ころにも「閉塞感」

の一因があるように思われる。

また，市民活動が対峠する里山の自然自体が，先述した

ように大きく変化しつつある中で，市民が独自に持つ技術，

知識，労力だけではとても手に負えない状態になるケース

もこれから増えてくるだろう。里山は市場から漏れ，行政

セクターでも対応できなかったがために，共・私セクター

によって担われてきたわけであるが，ここでも「市民の失

敗」は起こり得るし，現にナラ枯れの拡大に対してはほと

んど無力な状況が続いている。不確定な要素の増加によっ

て，里山と渡り合う現場にますます混迷が広がる現在のよ

うな状況の時こそ，専門性を媒介できる行政機関と，地域

の里山にじっくりと関わることのできる市民・住民とによ

る，本当の意味での責任ある「協働」が求められている。

(3 )動態保全の理解と浸透
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里山は，人間による一定程度の定期的な利用，つまり人

間社会の側の「駆動力」によって，様々な林齢や構造を持

つ空間モザイクがシフトしてL、く状態が本来の姿である。

また， もう少し長い時間スパンでみたときにも，時代の

移り変わり，消費地との関係に伴って，ランドスケープと

しての里山の土地利用配置は，多かれ少なかれ変化し続け

てきたことが，造園学会を始めとする近年の多くの研究で

示されてきた。

近年， I文化的景観」というコンテクストからも，里山

に関しては動態保全の考え方が重要であることが強調され

てきているが，横張・渡辺りの表現を借りれば，まさに

「姿カタチ」の凍結的保存ではなく，環境と人との聞の動

的な関係性を維持することこそ里山保全の本質である，と

言えるだろう。そしてまた，そうした理解は少なくとも造

園学会の周辺では，ある程度浸透しつつあるように感じら

れる。

12年前のランドスケープ研究における特集のタイトル

は「里山と人・新たな関係の構築を目指してJであった。

当時想定されていた里山と人の関係性は，ある意味まだ

「入り口論」の部分，つまり里山には様々な人が関心を持

ち，入り込める要素がある，ということを紹介する段階だっ

たように思われる。おそらく現在，そしてこれからの里山

保全/管理のための重要課題は， I入り口論」の段階を越

えて，動的な関係性を維持するための「駆動力」を地域社

会にいかに内包できるのか，という段階にシフトしていく

だろう。

4.新たな里山保全/管理の萌芽

ここまで見てきたように，里山をめぐる自然と社会の双

方に不確定性，不安定性が露見し，また一方では里山の本

質に対する理解が深まってきた状況の中で，里山保全/管

理の実践や研究の現場においても，いくつか新しい試みが

始まろうとしている。そこに共通するのは，里山が抱える

ひとつの問題，あるいはひとつの機能にだけ焦点を当てて

解決策や保全方法を探るのではなく，複合的な解決策を探

ろうとしていることである。そして，里山からの資源を継

続的に利用するという観点を取り入れながら，里山を成立

させてきた「駆動力」自体を再生する試みとなっているこ

とである。
しらおう

例えば，滋賀県近江八幡市白王地区では，耕作地が隣接

する里山の山裾で，薮化した樹林地に対して皆伐に近い伐

採を行い，そこに和牛を放牧することで獣害に対する緩衝

帯を作るというプロジェクトが行われている。このプロジェ

クトの目的は次の 9つに整理されている。①イノシシの獣

害を防ぐ，②耕作放棄田と放棄里山林の伐採による農地・

里山の自然の再生，③繁殖和牛の放牧による「舌草刈」と

畜産振興，④伐採材の自然エネルギーとしての有効活用，

LRJ 74 (2)， 2010 



⑤重要文化的景観にも指定された土地の農村環境創出，⑥

子どもや地域住民への環境教育の取組み，自然の中での遊

びの回復，⑦都市住民と農家との交流による地域の活性化，

⑧新しい取組みのモデルとして全国への波及効果創出，⑨

生物多様性の増進，である。活動の主体は，おうみ木質バ

イオマス研究会，白王自治会，同農事改良組合の 3者であ

り，これらの目的に基づいて協力した活動を行うことによ

り，それぞれに得られるものがある。 9つもの目的が設定

されていることは，一見欲張りすぎのようにも見えるが，

里山からの本来のサービスの受け取り方からすれば，これ

は意外と無理のある話ではなL、。むしろ日常生活の中に，

少しずつでも里山の物質的，精神的「財」が使われる場面

を作り出すことにより，多様な人々が多様な価値を共有で

きる場として里山を利活用できることを，この事例は物語っ

ている。本来多様な価値を持ちながら，ひとつの機能や価

値に特化できない陵昧さのために関心が持たれにくい里山

という領域では，このように重層的な価値の共存を，肯定

的・積極的に捉えていくことが重要であろう。

京都府北部の丹後半島では，伝統的な笹葺き民家を再生

活用することを目標に，コンソーシアム組織「笹葺きパー

トナーズ」が活動を行っている。「立命館大学経営学部プ

ロジェクト団体丹後村おこし開発チーム」が活動の核とな

り，地域の NPOや森林組合，研究者らが支援することで，

2007年末に 1棟の総葺替えを完了し活用方策を検討して

いるほか，現在は他の民家へも活動を広げている。この活

動が注目されるのは， r笹葺き」という資源の使い方が里

山の更新に直結しているためである。林床一面に生える笹

類は，森林の更新に大きな影響を与える要因のひとつであ

り，継続的に山野から笹を採集してきた慣習は，この地域

の里山の成り立ちに深く関わってきた。従って，笹葺き民

家のある景観を継承するということは，笹を刈り取って利

用することを通して，その地域で独自の歴史をたどってき

た里山の景観，すなわち多様に使われてきた空間の組み合

わせを維持していくことでもある。また，笹葺きを核とし

た農山村の技術と文化の体系には，活動に参加する大学生

等に対する教育や人間形成の面でも現代的な価値があり，

彼らが代替わりしつつも継続的に地域に関わるのは，そう

した価値が実感できるためである。このような価値観は里

山の新しい駆動力のひとつとなり得るかもしれなL、。

より直接的に里山の資源を経済的に利用する試みとして，

近年，薪などの形で木質バイオマス利用に着目するケース

がいくつか見られるようになった。

石川県珠洲市を中心に活動している rNPO法人能登半

島おらっちゃの里山里海」は， 2008年より「薪の利用促

進による里山管理インセンティブの創出と灰・煤の再利用

のためのネットワーク構築事業」に取り組んでいる。この

事業では，里山の整備を通して発生する木質バイオマスを，
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薪ストーブの燃料として使用することを主要な駆動力とし

ている。そして実際に薪ストーブを地域に導入し，里山林

から薪を生産・販売する試みを始めている。それは地域で

のCO2排出削減につながるとともに，資源利用による経

済的な価値として NPOの活動費に還元される。さらに，

整備された里山林ではキノコ類の発生と，その有用資源と

しての利用，そして観察会やツアー等の形での空間利用ま

で展開することを企図している。

また各地に，広葉樹林の定期的な伐採により，地域産の

薪を安定供給する取り組みを始めた事業者や森林組合が現

れている。兵庫県の阪神北県民局では，北摂地域の里山林

の資源を再活用するために， r薪らL、ふセミナーJや「薪

らL、ふ推進員活動支援」などを通して，里山の木質バイオ

マス資源を利用したスローライフの提案を行っている。筆

者が所属する森林総合研究所関西支所でも，ナラ枯れに対

応して小面積皆伐を主とした里山林の現代的な管理手法を，

薪ストーブによる木質ノ〈イオマスのエネルギ一利用とセッ

トにした社会実験的手法により研究し始めている。

かつての里山利用を現代的利用に置換する際に，何を主

要素とするのかは，地域の条件次第で様々な選択肢がある。

その中で薪の利用は，小規模分散型で特殊な施設整備を必

要とせず，手聞はかかるもののライフスタイルに豊かさを

付け加えもするという点で，市民や地域住民自らの手によ

る里山保全/管理にとって，今後ひとつの有効な選択肢に

なっていくかもしれない。

里山は，ゆっくりだが大きな変化の中で，これまで経験

したことのなかった段階に入りつつある。しかし，様々な

価値を重層的に生み出す場であることには変わりがないだ

ろう。里山の保全/管理の新たな方向性には，そうした価

値の重なり合いを，多彩な関係者の連携という形に変換し

ていく作業が必要となってくるに違いなL、。里山の自然と

文化が持つ多様な価値を鋭敏に感じ取ることのできる造園

関係者が，要となる役割を果たすことを期待したL、。
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