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1. はじめに

今日の日本では，九州の阿蘇などの一部地域を除き広大な

草地を見ることは珍しい。日本の平地部は主に農地や宅地・

市街地が広がり，山地部を中心に見られる植生の大部分は森

林となっている。近年の統計によると，日本の草地面積は国

土の 1%程度に過ぎないが， 40-50年ほど前までは広いスス

キ草原が見られる地域も少なくなかった。また，時代をさら

にさかのぼると，伝承などから，より広大な草原があったと

思われる地域が少なくない。そうしたかつての草原は，今で

はスギやヒノキなどの人工林となったり，また放置されるこ

とにより植生の遷移が進み森林となったりして大きく変化し

ているところが多い。

それでは，かつての日本の草地面積は実際にどの程度あ

り，どのように推移して今日に至っているのだろうか。ここ

では，これまでに筆者がいくつかの方法で考えてきたことの

概要を記す。

2. 統計からみた明治以降の草地面積の推移

明治以降の草地面積の推移については， ~農商務統計表.l.

『農林省統計表J，~農林水産省統計表』など，国の統計が参考

になる。それらの統計では，草地(あるいは草地が含まれる

地目)として， I原野J，I無立木地J，I森林以外の草生地」な

どと表記され，時代により，その表現が異なること，またそ

の他いくつかの間題もあるが，それらの統計により，日本の

草地面積が明治以降大きく減少してきたことを確認すること

ができる(小椋2006)。図 lは，そうした明治以降の日本の統

計をもとにして作成した明治 10年代以降における日本の草

地面積(一部推定値を含む)の推移の概要を示すグラフであ

る。

なお，図 1では，分けて扱われるべき御料林が国有林にも
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重複して含められていると考えられる明治 28年(1895)の統

計値など，明らかに間違っていると考えられるものは省いて

いる。一方，明治28年(1895)に御料林の林野の面積も加わっ

て，日本全土の林野の数字が出揃うことになるが，明治 10年

代半ばの統計値については，そこで不明な御料林野面積など

は，明治28年(1895)の御料林野の数字や明治 24年(1891)

の公・私有林野の数字をもとに推定したものである。

ただ，図 1のグラフでは，明治前期については統計中の

「山野」の数字を基にしているが， ~第三次農商務統計表』に

明治 18年(1885)の統計の注記として「北海道三牒及沖縄ハ

官林調査未済ナルヲ以テ悉皆山野ノ部へ算入セリ」とあるこ

とから，図 Iの明治 20年代初頭までの草地の数字は過大で

あると考えられる。「山野」は，草地的植生を意味する「原野」

と同義語として使われることも少なくなかったが，統計では

「山野」という地目は明治 20年 (1887) ~第五次農商務統計

表』まで別の意味としても使われている。

一方， 明治 24年(1891) の民有林野面積の数字について

は， ~第八次農商務統計表J (1893)に「民有山林及原野ノ調

査ハ本省未タ之ヲ行ハス因テ第十一統計年鑑ニ就キ民有山林

原野ノ反別地価ヲ採録シ以テ参考卜為ス但シ此調査ハ有税地

ノミノモノナリト知ルへシ」とあることから，農商務省が独

自に調査したものではなく， ~日本帝国統計年鑑』にある有税

地の数字に拠るものであり，実際よりも小さな数字であると

考えられる。

それに関しては，その是正が図られていることが表の注記

からもわかる『第三十二次農商務統計表J(1917)まで続いて

いたものと考えられる。ただ，明治44年 (1911)の数字につ

いては，グラフの形から是正されたものである可能性もある

が，明治 24年(1891)から大正3年(1914)の期間について

は，草地面積はおおむね実際はその時代の統計値よりも大き

かったものと思われる。



小椋.日本の草地史 217 

(x 1000ha) 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

O 

1880 1900 1920 1940 1960 1980 

図1. 統計値による明治以降の草地面積の推移(小椋 2006より).

(1913年までの値にはとくに大きな問題があるところが多い.) 

3. 初期地形図に見る明治前期における

草地的景観の広がり

明治前期における実際の草地の広がりを知る上で，関東一

円を測図した迅測図，また大阪や京都など近畿地方の主要部

分を測図した仮製地形図などが大いに参考になる。それらの

地形図には，概念が不明な記号もいくつかあるが，同時代の

文献や写真などをもとに，そうした記号の概念を明らかにす

ることができる(小椋 1996)。

(1) 迅測図に見る明治前期における関東地方の植生景観

1) その植生記号概念について

迅速図は，参謀本部測量課が明治 13年(1880)3月から同

19年(1886)8月にかけて測図した関東一円にわたる 2万分

のl地形図で，それを補完する目的でその測図と同時に作成

された全体で 6千数百ページにも及ぶ『偵察録』とともに，

当時の関東地方の植生景観を考える上で極めて重要な資料で

ある。

当初「第一軍管地方 2万分 l迅速測図」と称されたその地

形図は，今日では一般に迅速測図，あるいは迅速図と呼ばれ

ているものである(本稿では迅速図とする)。それは，フラン

スやドイツなどの測量方法を手本として作成された詳しい近

代的な地形国であり，関西の仮製地形図などに先立ち，広範

な地域を近代的測量方法によって測図した日本で最初の地形

図であった。迅速図には，森林の主要な樹種までも詳しく記

した原図が今日まで残されており，それによってかつての植

生景観はより明らかなものとなる。

ただ，迅速図には， ["撲叢」のように記号の概念がわかりに

くいものがあるため，その地形図を見るだけでは，明治前期

の植生景観がとらえられない部分もある。しかし，迅速図と

「偵察録」などの記述との比較， 迅速図作成のもととなった

「兵要測量軌典』など，当時の地形図関係の文献の検討などか

ら，そうした迅速図の植生記号の概念やその植生記載の精度

などを明らかにすることができる。

ただし， ["牧場或草地」と「荒蕪地」については，明らかに

それらが同様な植生である場合があるなど，迅速図におい

て，その植生記号が十分統一された概念で使用されていない

面を見ることができる。そのため， ["荒蕪地」のように，比較

的多様な植生が含められている記号の部分については，その

植生の実態を迅速図のみから直ちに判断しにくい場合があ

る。迅速図において，植生記号概念が必ずしも十分統一され

たものとなっていなかった大きな背景には，それが日本で最

初の広範な地域を近代的測量方法によって測図した地形図で

あったということがあると思われる。

2) 迅速図と『偵察録』にみる明治 10年代の関東地方にお

ける草地的景観の広がり

迅速図は，一見するだけで，明治 10年代の植生景観を考え

る上での重要な資料であることがわかるものである。さら

に，上述の迅速図の植生記号概念を踏まえることにより，房

総丘陵などの林野地帯では， ["牧場或草地」ゃ「荒蕪地」など

の草地的な植生が丘陵山地の1/4から1/2以上にも及ぶとこ

ろが少なくなかったことなどがわかる。

迅速図には，農地以外の植生として， ["牧場或草地j，["荒蕪

地j，["撲叢j，["篠叢j，["濯木地」といった概して視界を遮る

ことのないような低い植生が， しばしば広く記されているの

を見ることができる。たとえば，筑波山付近でも，そこには

山毛棒(ブナ)と記された森林もあるが， ["荒蕪地」を広く見

ることができる。あるいは，房総丘陵には「牧場或草地j，ま

た丹沢山地には「荒蕪地」を広く見ることができる。一方，

利根川など大きな河川沿いや沼の周囲などには，水地性の草

地が広く見られるところがある。

『偵察録』には，そうした植生地について，たとえば「能満

原ハ極メテ虞ク満野皆草地ニシテ唯稀ニ小松林ノアルノミ故

ニ遠ク之ヲ望メハ平坦砂漠トシテ涯ナク宛モ草海ヲ見ルカ如

シj(房総半島の「牧場或草地」に関する記述)， ["三波川村ノ
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ニ連ナル山脈ハ樹木少ナク雑草多シ故ニ展望数里ニ達ス」

(丹沢山地の「荒蕪地」に関する記述).1草地撲叢地ナルモノ

ハ殆ント不毛地ト云可キモノニシテ山頂ヨリ山頂ヲ越テ尚数

百ノ渓谷ヲ展望ス可シ…J(房総半島の「撲叢」に関する記

述)というように，展望のよい草地あるいは草地的なところ

の様子が具体的に記されている。

また，そうした植生景観が広く見られた背景について.r偵
察録』では，迅速図で「荒蕪地」とされている山について「高

津堂山…(中略)…近村ノ株場タリ J(埼玉県).また.1牧場或

草地」や「撲叢」とされている山について「物見山…(中略)

…近村ノ株場ニシテ…J(埼玉県).あるいは.1草地撲叢山ハ

早春年々焼悉シ肥灰トナシ…J(房総丘陵)など記述も見られ

る。このように，草や濯木の刈り取りや山焼き，あるいは放

牧といった直接または間接の人為的圧力によって，草地や濯

木地などの低い植生景観がつくられていた場合が多かったこ

とが考えられる。

(2) 仮製地形図に見る明治前期における京阪神地方の植

生景観

1) その植生記号概念について

明治 17年(1884)3月，参謀本部測量局は大阪や京都や神

戸など，近畿地方の主要部分の測図を開始し，明治 23年

(1890)にそれを完了している(測量・地図百年史編集委員会

編 1970)。その 2万分の lの地形図は，正規の三角測量や水

準測量の成果に基づかないものであることから. 1京阪地方

仮製 2万分 l地形図」と名付けられ，一般に仮製地形図ある

いは仮製地図と呼ばれている。

この地形図は，図幅の総数が 94にも及ぶものであり，近畿

地方を広範囲に測図した本格的な地形図としては最古のもの

である。また，その記号数は 293にも及び，特に植生につい

ては，森林を松林，杉林，檎林，楢林・柄林，雑樹林に分け，

またその樹林の大小や正列か否かも区別されているなど，こ

れまで日本で作られてきた地形図の中では最も細かく分類さ

れている。

しかし，仮製地形図には比叡山付近などのように，記号表

には見られない記号が見られる部分もある。また，そこにし

ばしば見られる「尋常荒地jとは一体どのような状態のとこ

ろだったのかなど，不明な点がいくつもある。

そうした仮製地形図の植生に関する記号の不明な点につい

て，当時の文献や写真などをもとに考えることができる。文

献としては.r京都府地誌J(京都府)や『村誌J(奈良県)な

どと題されて，その一部が今日まで残る『皇園地誌」稿本の

副本，また写真としては，仮製地形図が作られたのとほぼ同

じ頃の大事業であった琵琶湖疏水工事関係写真などがある。

その結果，仮製地形図の植生記号についての不明部分，ま

た，その植生図的側面の信頼性などが，かなり明らかになる

(小椋 1992)。そのうち，草地あるいは草地的植生に関するも

のは，次の 3点である。

(i) 仮製地形図で「尋常荒地」の記号の部分は，人的管

理の度合いの低い多様な雑草地であり，そこには媛小な樹木

を混生することや裸地の見られることも珍しくなかったもの

と考えられる。ススキ草原は，その一つの代表的な植生で

あったものと思われる。

(品) 仮製地形図で「草地」の記号の部分は，人的管理の

度合いの高い，概して均質かっ植生高のかなり低い草地と考

えられる。シパ草原は，その一つの典型的な植生であったも

のと思われる。

(温) 比叡山付近などに見られる仮製地形図の記号表には

ない植生記号は，媛小な雑木を中心とした榛葬地であり，そ

の高さはおおよそ 5尺(約1.5m)程度までのものであったも

のと考えられる。

なお，仮製地形図における「尋常荒地」は，迅速図におけ

る「荒蕪地」に，また「草地」は同じく「牧場或草地」に相

当するものである。また「榛葬地」は同じく「撲叢」に近い

植生であると考えられる。

2) 仮製地形図にみる明治前期の京阪神地方における草地

的景観の広がり

以上のような考察結果を踏まえることにより，仮製地形図

から，広く明治中期における近畿地方主要部の植生景観を詳

しくとらえることができる。そして，当時の京阪神地方では，

先の迅速図ほど草地あるいは草地的植生の広がりは見られな

いが，それでも神戸の北側の六甲の山なみや，大阪の東方に

ある生駒山などには，裸地とともにススキ草原と思われる

「尋常荒地」がかなり広大に存在したことがわかる。あるい

は，比叡山や鞍馬付近など，京都の北側の山地では，やはり

ハゲ山とともに柴草地 (1榛葬地J)が広く見られるところが

少なくなかった。

(3) 明治 18年式地形図に見る箱根・伊豆地方における明

治前期の植生景観

関東地方の西方に位置し，熱海や伊東の温泉から山間の秘

湯まで数多くの温泉もあり，訪れる人が多い箱根・伊豆地方

のかつての植生景観について，明治 19年(1886)から同 20年

(1887)にかけて作成された地形図や，その測図と同時に記さ

れた『偵察録」などから考えることができる(小椋 1996)。

「偵察録』からは，箱根・伊豆地方の明治中期の植生タイプ

に.1森林地J.1荒地J.1草地J.1榛葬地J.1篠地」といった

ものがあったことがわかるが，それぞれの植生の割合など，

わからないところも少なくない。しかし，そうした植生タイ

プの概念を明らかにした上で明治 19年(1886)と20年(1887)

に測図された 2万分の lの地形図を見れば，それぞれの植生

タイプの広がりなどがよくわかる。

その地形図で使われている図式は，一般に明治 18年式図

式と呼ばれているものであるが，その図式の正式な名称や制

定の経緯は明らかではない。また，当初の記号表も残ってい

ないため，後に作成された『図式集』などから，その図式を

見ることになるが，それは先述の仮製地形図の図式とかなり

よく似たものである。また.r偵察録』の記述や当時の写真な

どをもとにした検討の結果，その記号概念は，仮製地形図と

おおむねよく一致していることがわかる。

ただ，仮製地形図では検討できなかった「篠地」の概念に

ついては. 1篠地ハ箱根近傍ニ最多ク最繁茂シ其高サ二米ヨ

リ多クハ四米ヲ過ク蓋シ徳川氏ノ時伐採ヲ巌禁セシガ近年ニ

至リ稀レニ伐採スルモノアルヲ見ル」との記述から，その高
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さが 4mを超えるところがあったことがわかる。一方，明治

期の測量の教本「地形測図方式』に， I篠地ハ篠ノ集合漫性ス

ルノ土地ヲ云フ 竹漫生シ高サ人ノ躯幹ニ過クル土地ノ如キ

モ亦篠地ニ由テ示ス可シ」とあることから，ふつうはもっと

低いタケ・ササ類が茂ることが多かったものと考えられる。

そうした植生記号の概念を踏まえて明治 20年頃の地形図

を見ると，伊豆半島のやや南部の天城山などの官林や富士山

麓の官林などの一部を除けば，その地域には，その当時「荒

地J，I榛葬地J，I篠原」などの低植生地が多く，中でも「荒

地」の占める割合が大きかったことがわかる。

4. 微粒炭分析から探る日本の草地の歴史

過去の植生や，それに対する人為などによる火の影響を知

る上で，泥炭や土壌に含まれる微粒炭は重要な手がかりにな

ると考えられる。ただ，土壌などに含まれる微粒炭の表面形

態を観察すると，実験的に燃焼させて生成した微粒炭標本で

は見られないタイプのものがある一方，標本では時々見られ

る気孔などの特徴的な組織がほとんど見られないことが多

い。また，草本類や木本植物を対象として，温度条件の違い

により微粒炭の形態がどのように変化するかを調べてみる

と，同じ植物種でも，燃焼温度の違いにより生成される微粒

炭の形態タイプの割合は変化し，また燃焼温度の違いによる

微粒炭の形態タイプの割合変化のパターンは，植物種により

異なるなど微粒炭分析にはまだ課題も多い。しかし，いくつ

かの応用的研究例から，出現する微粒炭を総合的に検討する

ことにより，微粒炭の母材植物，またその集合としての植生

を，何らかのレベルで明らかにすることができる場合が少な

くない(小椋 2007)。

一方，まだ具体例は多くはないが，筆者は，九州の阿蘇や

岡山県北部の中国山地や北海道の釧路湿原周辺など，日本各

地の土壌や泥炭に含まれる微粒炭を調べてきた(小椋ら 2002

など)。その結果，場所によって一様ではないが， 1万年数千

年ほど前から長期にわたり植生に火が入ったと考えられると

ころが多い。これまで調べた試料は黒色士が中心で，微粒炭

の形状からも，草地的植生に火が入ったところが多いと考え

られる。黒色士に関する他者の研究でもおおむね類似した結

果が見られる(山野井 1996など)。一方，非黒色土地帯でも

かつては草地的植生であった所もあると考えられる(小椋

2010)。微粒炭分析により，そのようなところが分かるように

なれば，火入れを伴ったかつての草地の実際の広がりなどが

いっそう明らかになるはずである。
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