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短報

インターネット検索による山菜と野生食用きのこの採集頻震の推定とその地域性

河原崎里子*.1・杉村 乾1? 

Ll I菜やきのこは~jÉ もが採集できる森の必である。これらの利JiJ と佐官環境条fj:との関係は必ずしも十分には明らかにされて

いない。本研究では，これらを似人が探集したり，または. ['f[体(和l人以外の企業や自治体など)が広報・販売等:で利mした

りすることの地域泊二と生育環境との関係性を犯燃した。インターネット検24;エンジンを利用し，全[1'1133市町村を対象に所定

キーワードを与え，ヒット{'[こ数とその内特から各地の係集頻度を表す指標を算出したO この指標を市町村の人1:1.森林市長t，
気j滋，積雪日数などで説明する玄関帰モデルで解析した結来，年平均気j鼠が低い，または，被安EJ数が多い:tt!l.nxでlli菜，きの

こともに採集頻度が向いことが示された。また，似人は天然林ffIi紛が大きなところで‘採集するのに対し，間体ではその傾向は

見られず..f:準々な森林を利用していた。倒人は景観が美しい場所で採集し，採:[.ffをレジャーと捉える傾向があるのに対し，団

体は官(11~たな採集のため対象の毛.f(の~t::tお鹿嶋て、採集すると考えられた。
キーワート、:インターネ y ト検察，供給サービス，文化的サービス，天然林

Satoko H. Kawarasaki，'ペ 1Ken Sugimura1•2 (2012) Estimation of Frequency aud Locality of Collection of Wud 

Mushroom aud Wud Vegetables by In主ernetSearch. J Jpn For Soc 94: 95-99 We estimat巴dth巴freq日encyof field harv，巴stsof

wild mushrooms and wild vegetables， and clarified the locality of harvesl仕equenciesbased on 1nternet search results.τbe harvests were 

divided into privat，巴 andorgan凶 tion-based.The Internet search was done for 133 cities， tOWIlS， and villages across the country with pre-
detennined keywords. We constructed multiple regression models， to explain the relationships between the harvest frequencies and local 

h泌tssuch as popula柱。n，forest area， temperature. snow cover days (SCD)， and so onηle harvesl fr.巴quencyofboせ1mushrooms and 

w出 vegetableswere positively correlated with SCD and were negatively correlated with temperature.η註ssuggests that cool climates 

and仕equentharvεsts of mushrooms and vegetables aIでc10selyrelated. Another仕endidentified was that private collectors preferred 

natural for，巴stsand that仕lecolleclor百beJo日以ngto organizations utilized VaIious forest tYl光s.It was hypoth巴sized仕latPlivate collectors 

enjoyed harves柱ngfor leisure while collectors beJonging to organI7-'1tions were likely to work i日制'easwhere reJial】leharvesting was 

expected. 

Key words: internet search， provisioning services， cultural 記 rvices.natural forest 

E はじめに

山菜・きのこは森からの恵みの代表的なものの一つであ

る。日本の国土は，およそ 7割が森林であり，私たちは森

林から様々な恩恵、(生態系サービス)を享受している。今日，

多様なきのこが栽培され，季節を問わず購入できるにも関

わらず，秋には山できのこ狩りを行う O 同じように，世界

各国からの裁かな食材に閉まれる生活を送っていても. 11).1 

季おりおりの山菜を採りに人々は山野に向かう。アンケー

ト調査によると山菜や野生きのこを嫌いと答える人はほ

とんどなく，いずれも好まれる食材である(杉浦・岸本

1989)。これらを「好きJと答えた人の割合は. 111菜・き

のこの主要な生産地である山形県と，都市部の東京都，横

浜市などでほぼ同じである。山菜・きのこの採集は，多く

の人が容易にできる行為であるとともに，好んで行うこと

であり，そして，最も認識しやすい形の生態系サービスで

もある。そしてきのこや山菜の採集は食料を得るという供

給サービスを享受するだけでなく，都会を離れ野山を歩き

回ることを楽しむというレジャーの側面も今日では強く，

文化的サービスをも享受する行為である。野生植物の利用

っさ絡先務者 (Correspondingauthor) 忠則1: kawaI'a@ffpri.af合c.go.jp

についてはこれまで，文化人類学的な視点から，主に特定

地域についての研究が行われてきているが，全国を網;¥¥tIiし

た研究はほとんどなかった。一方， ii没後の急激な産業構造

の変化により，林業は非木材生産物の生産にも力を入れる

ようになり，野生植物の栽培植物化が進み(小JII2010)， 

農作物と野生植物の山菜・きのこがあり，これらは別個の

ものとして扱う必要がある。野外での山菜採りやきのこ狩

りは，不特定の人が不特定の場所で、行っているために，野

外調査やj羽き取り調査でその実体を捉えることは容易で、は

ない。

文化人類学あるいは山村経済に関する研究から，吉くか

ら，食用としての野生植物の利用が盛んであったことが明

らかになっている(赤羽 2001など)。縄文時代の各地の遺

跡、から，堅果類だけでなく，コゴミやノビルなど様々な山

菜やきのこを当時の人々が食用としていた証拠が出土して

いる(岡村 2000)。縄文時代の終崩に栽培植物の利用が始

まるが，それ以降も，万葉集の歌などから山野草の利用頻

度は少なからずあったことが伺える(長浮 2001)。そして，

農地と里山を組合わせた農業システムが長く続くが，里山

で得られるIII菜は重要で、，農作物の収量が少ない年に食用

:森林総合研究所 千305-8687 つくば市松の笠 1(Forestryand Forest Products Res即 ch1n鉛tute，1 Maぉuno鉛 to，T:叫 mba305-8687， Jap初)

ーCenterfor 1nternational Forestry Research， Jalan CIFOR， Situ Gede. Bogor Barat 16115， 1ndonesia 
(2011年5月25校受付;2012年3月1日受理)
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として大きく依存できるようなパックアップ体制となって

いた(有悶 2004)。このように，全国各地で野生植物を利

用していたIやでも，東北地方，長野県や北i涯を中心とした

中部地方などの落葉広葉樹林で覆われた多雪地帝でflI菜採

りやきのこ狩りが盛んに行われてきた(市JfI1985 :太田

1985 ;赤羽 2001;池谷 2003)。高度経済成長期までは，山

菜やきのこの収穫がこれらの村落の経済を大きく支えてき

た。中でもゼンマイは重要な採集物であった。江戸時代か

ら山村の人々の自給用の貯蔵食であり，藩への献上品や平

地の農産物との物々交換の資源であった。その後も重要な

換金商品で一世帯の年間収入の三割に及んだ、(池谷 1988; 

Ikeda 2004)。ゼンマイ採りのi盛期である春先の 1カ丹に

確実な収益を上げることができるため， flI奥のゼンマイ小

屋に治まり込みでゼンマイを採集するという生活様式が確

立していた(丹野 1978)。戦後，高度成長期の到来によっ

て産業構造が変化した。 III村の過練が進み，野生植物の利

用者が減ると同時に， flf村が農村化し， flI菜の利用価値

は減少した。その後， flJ村での新たな産業として観光産業

を導入することが，野生植物の利用につながった(井上

2002)。刀、上のように，生活様式のH寺代的変遷とともに野

生植物の利用の仕方は大きく変化してきたが，今日でも多

雪地帝での利用が特にさかんなのであろうかつ

しかし，野生縞物の利用実態の現状を示す数的資料は多

くない。 flf菜・きのこは誰しもが利用できる資源であるが，

市場を介さず流通することが多いという事情にもよる。市

場を介した数種の山菜については野生のものと栽培したも

のとを区分した生産高のデータがある(農林水産省 2009)

(回一1(a)，詳出!日は， III.)。開様に，高橋・松浦 (2011)は，

札幌市中央卸売市場での間き取り調査から，市場がカバー

する地域での出菜，きのこの資源量を解明しているが，市

場流通量は自家出資や市場外流通と比較するとわずかであ

ることを示すとi可特に，山菜も種によっては，栽培された

ものが多く市場に現れていることを示した。市場に至る前

の段階については，近年の，南会津地方での開き取り調査

や踏査による研究で，山菜やきのこの収穫を生業の一部と

する人々の収穫量(松iili2011)や流域レベルでの山菜生

育適地と採取場所などを明らかにしている(松捕 2011)。

一方，前節で紹介した一連の研究は，特色のある地域に注

目していて，広域な傾向を捉えたものは少ない。その中で，

斉藤 (2006a)は「日本の食生活全集j (日本の食生活全集

編集委員会， 1984~ 1993) という全国の食事の内容を開き

取り調査し，地域ごとの利用食材を一定の形式でまとめた

ものを基礎資料として，各地のは!莱・きのこの科用種数を

抜き出して解析し，東は茨城県北部から西は若狭湾に至る

線を引き，それよりも北側，特に B本海側で，山菜・きの

この利用がさかんで、あることを示した。全国レベルの研究

であるが，地域による頻度の相違は明らかではない。そこ

で，本研究では，全国の市町村の森林面積や気象などの立

地情報と，粗であるがきわめて容易に得られるインター

ネットに発信された山菜やきのこの採集に関する情報を利

用して，きのこやflf菜の資源の利用の頻度と地域の環境条

件との関係を全国的なレベルで解析を試みた。前述のよう

に，野生植物の利用様式は自給的性格の強いものから，換

金商品へ，そして栽培植物へと，農業技術の進歩や産業構

造の推移とともに変化してきた。これまで，冷祖帝落葉広

葉樹林帯，いわゆるブナ帯で野生植物の利用は盛んで，と

りわけ，東北地方から中園地方の日本海側に達するまでの

多雪地帯が卓越しており(赤羽 2001;市JfIら 1984)，対照

的に照葉樹林帯では山菜への依存が低い(赤羽 2001) と

されてきた。また，野生植物の栽培植物化が進んだ。今日

の野生植物の利用の地域性にこれらの背景が反映されてい

るかどうか検証する。

11.方 法

1.データセット

インターネット上に公開されている情報をもとに，山菜

採りやきのこ狩りの頻度を代表させる指標を作り，全国に

わたって指標を算出した。使用したインターネットの検索

エンジンは Googleで，府県名，市町村-名，資源名(iきのこj，

または， i山菜j)の三つのキーワードで検索した。検索を

行うとヒット数の概数 (n1*)が表示される。これを記録

し，リストアップされたサイトのうち，上位 100件の項目

に日を通し，その中に， iその土地(キーワードとした府

県，市町村)できのこ (flI菜)を採ってきた」という記述

がある項目を数え (α 件)，さらに，その情報発信源が偶

人であるか，偶人以外の団体(観光業者や企業，自治体，

NPO 法人など)であるかで分類した。そして，個人，あ

るいは，間体による，きのこやflI菜の掠集の頻度の多寡を

以下の式(指標)で表すとし，指標値を市町村ごとに算出

した。先頭から 100件の中に荷じホームページが援数回含

まれた場合は， 1件とカウントした。検索は 2010年4月

から 1年の開に行った。

採集頻度を表す指標=η ×α/100

指標を算出する調査対象地点の市町村を次のように選

んだ。 2000年4月に地方分権一括法が施行され，その後，

およそ 10年開は市町村の合併が相次いだために， 2000年

J;I、昨 2011年3月31日までに合併のなかった市町村を対・象

とした。合併前後で，市町村名が変更となるために，市町

村名をキーワードとした検索数の集計が間離なためであ

る。また，林野率(林野庁 2007)が低いと III菜やきのこ

の採集は閤難と考え，林野率が 40%を超える市町村を選

んだ。上記条件に合致する市町村ーからランダムに 157市町

村を抽出した。なお，本論文で扱う市町村は 2011年3月

31日時点のものである O

対象地点の人口や環境条件についての情報を以下のよう

に収集した。人口については平成 17年の毘勢調査の結果

を用いた。森林面積に関する憤報を 2000年世界農林業セ

ンサス第 1巻(林業編)(農林水産省統計i青報部 2002)か

ら得た。森林面積は人工林面積と天然林面積の和を森林総
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た。東京都や京都府など対象となる市町村ーを含まない都府

県もあったが，地方の商積とその地方の観illlj対象市町村の

数は正の相関を示し (r=0.934，n=7，p<0.01， 地方の区分

と観測地点数は国 1の説明を参照)，広域の解析にあたり

調査対象地点の所在に大きな偏りはないと考えられる。

インターネット検索から各地点のきのこと山菜の採集の

頻度を推定する情報が収集できた(表-1)。情報は 5年以

内に発信されたものが多かったが，それ以前のものもあり，

また，年月日が特定できないものもあった。条件を満たす

d情報を多く得られたのは，東北地方各県や長野県を中心と

した中部地方の市1"]"村であった。一方，九州，四国，萌日

本からは情報発信数自体が少なく，条件を構たすものが無

い地点 (a出 0) もあった(表-1，図-1(b， c))。個人と団

体では，団体からの発信数の方が多かった。特に，東北地

方のきのこ，山菜，中部地方の山菜については，団体から

の発信が個人の発信を大きく上回った(図-1(b， c))。

重回帰分析の結果，きのこと山菜の採集の頻度を表す指

標は摺人，団体のいずれも，人口は説明変数として有意で

はなかった(表-2)。きのこ採集の頻度は個人の場合もそ

れ以外の場合も， 60年生以上の老齢天然林面積と正の相

関があった。また，倒人の場合は気温と負の相関があり，

それ以外の場合は積雪日数と正の相関があった。冷i京な気

候に成立する老齢林がきのこの生育i岳地であり，採集頻度

も高いところであることを示し，ブナ帯の深雪地帯できの

こ利用が盛んで、あるという記述と合致する(藤藤 2006b:

mJII 2010)。きのこ採集に関して都市住民へのアンケート

からは，現代においても，東北地方は山菜やきのこの利用

程度は大きいのに対し，関西では，季節の風味をたしなむ

程度の利用であり，マツタケ晴好が強く，その採集量が減

るにつれてきのこ狩りに行かなくなった(藤藤 2005)，と

いう報告があり，近畿地方できのこを採集している'情報が

得られなかった本研究の結果と一致した(図-1(b，c))。

山菜採集の頻度を表す指標は他人と団体で，有意な説明

変数が異なった(表一2)。個人では天然林間積，老齢天然

林面積ともに頻度を表す指標と正の棺関が，森林面積と者

田積とした。また，老齢林として 60年生以上天然林面積

をデータセットに加えた。気象条件については，気象庁の

アメダス気象統計晴報から 2009年の年平均気温と 2008年

10月から 2010年6月までの 2囲の冬を含む 21カ月間の

積雪日数を 2で除し， 1冬あたりの積雪日数として引用し

た(気象庁， 2008-2010)。対象地点にアメダス気象観測所

がない場合には近隣の観測所のデータを用い，近接する観

測所がほぼ等距離の場合には 2カ所ないしは 3カ所のデー

タの算術平均値を用いた。

以上のように 157観測地点の指標値を得たが，潜在的に

ブナ科の植物が優占する植生帯を対象とするために，北海

道22地点と沖縄県2地点はデータセットから省き(山中

1997)，個別に指標を吟味することとし，ぞれ以外の 133

観測地点に小笠原諸島が含まれていないことを確認してか

ら，このデータセットを用いて次の解析を行った。解析に

用いたデータセットの一部を示す(表-1)。

2.解析

偶人や団体による山菜やきのこの採集の頻度を表す指標

(y)を，八つの変数で説明する輩出帰モデルを構築したc

八つの説明変数は，人口 (Xj)，年平均気温 CC)(X2) ，積

日数 (X3)，森林総面積 (X4)，天然、林苗穣 (Xs)，老齢 (60

年生以上)天然林面稜 (X6)，天然林率(天然林田積を総森

林面積で除す)(X7) ， 60年生以上天然林率 (Xs)である。説

明変数間に多重共線性がないことを予め確認した。 主主回帰

モデルは以下の式の通りである。

II.l.を参照。

y = ajXj + a'ß2 十 asX3 十 a~4+ asXs + asX6十a7X7+αsXs+b 

ここでyは採集の頻度を表す指標， αj，a2， a3'ーは回帰係数，

bは定数である。

全国の 1，756市町村(東京都特別区を 23とし，北方領

土の 6村を含む)のうち，北海道・沖縄を除き. 2000年

以降合併しなかったのは 965市町村，林野率が40%以上

である市町村は540.その中の 133市町村が観測対象となっ

III. 結果・考察
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関一1.地方別の111菜の生産向およびILI菜ときのこの際.uf

頻度を表す指標の地方自日平均値

(心地)j別のLil菜のil:.Ev.N:io11'1:林水後11(2∞宮)狩llJ林政物受給動
態調1i:，平成21'1主体主主必礎資料による。わらび，ぜんまい，ふき，
うどなど 11額以 i二の111菜を1r，ilゐしたもの。 (b)111菜のほ立~~tiI立を衣

すお燃の地)j7JIj平均11fio(c)きのこの採集iMU支を炎すJR僚のi也)j別
平均11tlo 池Îjの i友分は次の巡り。東北地方 Otf~t f;二子. '[~~ JJえ 秋

i土1， I1J7弘私íI:~， 31)， 1対米地}f(淡j成，栃木， ifl'，t.ら，埼玉，子会~.

京五(，神奈川， 12)， '1'1沼地)j(新潟， 1;'; 111， :(i JlI，十MJI:， 111梨， k
1守， 11波';1.，1'i'Mi'liJ，愛知1，50). 立後j甑Ii(工三-9"(，滋賀，京都，大阪，
fr"h!l，奈良，手11拶011，5)， '1'凶地方 CX~l良， 1，抗ItI対111，11;，(;¥， ILJ 

1=1， 6)， 11Lj[lil地方(役(!i，ふ香川，愛綬，おま11，4)，九州地方(悩|刈，
~~;:が，長崎，熊本，大分• 'tif約，鹿児ぬ， 7)0 -tti弧IJojの主主11ftはj:t<立与
おH交を表す:trr僚の推定のための:li!l}Jごとの絞il!lJJ世点数をjf'す二

i拾林泰ともに頻度を表す指標と負の相関があった。ーブrJ，

閉体の山菜採集の頻度を表す指標は務雪日数と正の相関が

あった。 I主体の情報発信者の多くは確実にUI菜を採る必要

があることから，森林のタイプに関わらず山菜が生育する

ところで採集すると考えられる。山菜は種ごとに生育する

環境が異なる。たとえばワラビは植林地に多く見られ，ゼ

ンマイは天然林の林床や草地・低木林に見られる(岩槻

1992 ;松浦 2011)。このことから様々な森林タイプが混在

する方が多様な種を効率よく収穫できると考えられる。ま

た，団体の情報発信者は，積雪日数の多い地域で採集を行

う傾向があった。多雪な地域に山菜が多く生育するur能性

とともに， 111菜採りがさかんであった歴史を負って，今日

でも，多雪地域ではU.J菜採集が家計を支えるものとして成

していることを示すのかもしれない。

表 2. 111i1人や同体によるきのこと 111菜の採集の頻度を表す指標

を環境などで説明する重l同帰モデル

説明変数 係数
きのこ採集きのこ採集 11.1菜採集 111菜採集

al …0.0011 

森林mif/l a2 0，0131 

0.0140 
0.0318す

j、然林j倒秘 的

>60 {ド'L天然体i縦ft 向

'f"Vj:!，弘tjilt

干l1'ft1:1主主
米然林ヰ三

>60 {1'.~lé天然林立て

(切J¥')

よ!奇数i斉Ji

a， -18.85' 
a(; 1.06 

a7 -121 

a， -412 
459* 

0.1581 

0.0021 

0.0020 

-0.0094 
0.0390ネ

一7.16
2.21ネ

91 
-547 

64 

0.2163 

-0.0020 0.0034 
-0.0299村本 0.0103 
0.0406* 0.0234 
0.0673**ネ 0.0268 

-7.10 8.94 

0.46 2.44す

353 253 
971料 186 
449ホ -25.21 

0.5269 0.0976 
7.22E-03料

個人によるきのこや山菜の採集は，採集目的とする積の

生育適地かどうかにかかわらず，老齢天然林の面積が広い

地域でさかんであるという傾向があった。採集だけでなく，

景色を楽しむことや森を歩くことも目的としていると考え

られる。内閣府の調査(f森林と生活に関する世論調査(2007

年)J)においても，森林を訪れる目的を優れた景観や風景

を楽しむこととする人が多いことと一致する。人々が，供

給サービスだけではなく，文化的なサービスを享受するこ

とを目的としていることが示i凌された。また， きのことはi

菜のいずれの採集においても悩人で、森を訪れる人は，森林

の総面騒が小さいところに向かっている。これは， LLi奥で

はなく，アクセスのよい部会から近い小さな森を選んでい

る可能性を示唆している。山菜採集と老齢林率との開に負

のキ11関があったことについても，老齢林率が高い地域では

林業がさかんで、ないために，林道密度が低くアクセスが悪

いことが要因であるのかもしれない。

インターネット検索から得られた情報は，今日の出菜・

きのこ採集者の行動の様式や採集種などについて具体的に

示した内容のものが多かった。個人によるきのこや山菜の

採集の情報はブログや写真日記で発信されているものが大

半を占めた。情報発信者は 必ずしも採集地の近傍に在住

しているわけではなく，首都聞などから日帰りや liEI程度

の小旅行をしながら採集を行っていた。きのこ採集の場合

には，名人(地元在住の精通者)に手ほどきを受けながら

採集するという倒や，民宿でijtされる食材として採集して

いる様子を個人が投稿する事例などもあった。一方，団体

では，民指やホテル，飲食宿なと:'1J'地元で、採った山菜やき

のこを食事に提供するというものが多かった。このほかに

は，農家などが地元の季節の山菜・きのこを通信販売する

といった内容のものもあった。長野県の自治体には定住促

進を行っているところがあり，閥辺環境の紹介としては!菜・

きのこの採集ができることを紹介しているものがあった。

問地区の不動産業者が宅地を紹介する際にも，同様にLLI菜・

きのこの採集ができることを紹介している。また，自治体

や企業， NPO団体が地元で山菜採りやきのこ狩りのイベ

ントを行った報告や，山菜やきのこ採集を取材ーしたテレビ

番組の結介などがあった。いずれも，広い意味で、広報，
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伝と集客を目的としていて，放送局の番組紹介以外は，情

報発信者は採集地やその近傍に存在した。山菜の採集積に

ついて，偶人，間体ともに，ゼンマイ，ワラビ，ウド，フ

キノトウ，タラノメ，コシアブラなどを挙げており，他に

ヤマブドウ，ギョウジャニンニク，アザミなどがあった。

西日本(奈良県，徳島県，高知県，宮崎県)では個人のホー

ムページにイタドリが散見されたが，それ以外の地域でイ

タドリは見られず，イタドリを食用とする地域は限定的で

あると考えられる。きのこではムラサキシメジ，ナメコ，

ホンシメジ，マツタケ，アミタケ，シシタケ(コウタケ)，

マイタケなどがホームページ上で見受けられた。

平成 21年の特用林 産 物 受 給 動 態 調 査 ( 農 林水産省

2009) では，十数種の山菜を野生のものと栽培のものを区

分した各県の生産高を示している(図 1(a))。野生のも

のよりも栽培したものの方が圧倒的に生産量が大きく (7

地方合計の野生山菜が約 2，900トン，栽培した山菜はその

4.3倍)，また地方ごとの生産高パターンが異なる。野生の

山菜は東北地方が最も多く(1，500トン)，ついで中部地方，

その他の地方となった。栽培した山菜は中部地方が最も多

く (6，300トン)，中でも愛知県がそのほとんどを占め，つ

いで，関東地方，東北地方と続いた。大消費地周辺での栽

培が盛んであることが考えられる。野生の山菜の生産高の

地方分布パターンはインターネット情報による，特に個人

の採集頻度を表す指標の地方分布とパターンが類似した。

このことは，インターネットの情報による採集頼度を表す

指標の妥当性を示すであろう。

北海道と沖縄県の検索結果は，沖縄県の 2地点ではきの

こや山菜の採集に関する情報発信がなかった。北海道は冷

涼で天然林が広く，北海道以外の地域から鑑みると採集頻

度が高いことが期待される条件を持つが，採集の頻度は高

くなかった。採集物は，ネマガリダ、ケが多かった。北海道

と沖縄はそれ以外の地域と植生の条件が異なることや文化

的，授史的背景が大きく異なることを反映している可能性

がある。

本研究は，インターネットに発信された'捷報から，各地

の山菜やきのこ採集の頻度を推定し，各地点の立地条件な

どとの相関を明らかにした。インターネット上の情報は不

定形である。そのため，採集場所が不明な情報もあり，情

報を活かしきれない効率の悪さがあった。また，生業とし

て採集を行う住民よりも都会からの訪問者によって発信さ

れた情報をずっと多く捉えていることが懸念される。しか

し，全国から一律に得たデータセットからも，これまでの，

ブナ帝の特に多害地帯で，野生植物の利用が盛んで、あり，

一方，西日本での利用は少ないという知見 (m川 1985; 

太田 1985;赤羽 2001;池谷 2003など)と整合する結果が

得られた。さらに，本研究からは，きのこと山菜を比較し

た場合，きのこの採集は特に東日本に限られるのに対し，

w菜採りは，頻度は低いけれども西日本でも行われている

ことが明らかになった。また， 1間人と団体では，採集場所

が異なり，特に個人の場合，採集とともに山野を歩くこと

を罰的としていることが示唆された。これまで定量的に表

すことが盟難であった山菜やきのこ採集の全間的な傾向を

表すことができたと考えられる。

本研究にあたり，松浦俊也さんにilt1iiなコメントを頂き，小桧山久

美子さんと杉村久美子さんにデータ検索と入力の作業をして頂いた。

ここに深く誠意を表する。本研究は環境省環境総合推進安「箆山イニ

シアティブに資する森林生態系サービスの総合評価手法に隠する研

究J(平成 20~22 年度)の一環として行われた。
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