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知は地球を救う

4．森と人

― 森と人の共生から多様な生命が集う生態系の保存をめざして ―
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約

植物が初めて上陸し次第に森を形成した数億年前の出来事から、人が現れ森にどのような影響を与え
てきたかまでの歴史的な変遷をまとめた。ヒトは 700 万年前に誕生し、我々ホモ・サピエンスは 20 万年
前に生まれた。従って、森の長い歴史の中で人が森に影響を与えた期間はごく短い。その間の人の森へ
のインパクトを

①人の登場による先史時代の森・生態系への影響

②農業の発展・文明の興亡・新大

陸の“発見”後の植民活動・産業革命・バイオエタノール生産の森への影響など数千年間の経過として総
括した。現在、我々は森の消失・生態系の破壊という地球に対する甚大な影響を惹き起こしている。森林
の消失に歯止めをかけ、生命・生態系全体をできるだけ健全なものとして、まだ生まれていない将来世
代に如何に残していくかを、人間中心主義と生命平等主義に折り合いをつけながら探る道を考察した。
キーワード： オゾン層、環境倫理、植物の進化、森林消失、森と文明
一般的な意味と FAO の定義を適宜当てはめる。

はじめに

森の現状と森の営み：

現在の世界の森林面積は FAO

このシリーズの目的は、地球誕生から今日まで 40 数億

によると 40 億 ha 弱で、地球の陸地面積の約 30％を占め

年の中で私たちがどのように誕生し今日に至っているの

ている（2）。世界の森林の地域的な分布は 47％が熱帯

かをゆっくり考えること、そして 21 世紀中頃には 90 億

林、9％が亜熱帯林、33％が北方林で温帯林は 11％であ

近くに達するとされる人間が、どのように生物の一員と

る（3）。森林の面積は地球全体の 10％足らずである。し

して地球上で暮らしていけるのかを探ることである。前

かし、森林は多様な植物で成り立ち多くの生物に棲家と

報では農業の視点から

① 2 万年前頃から一部の人が狩

餌を提供している。熱帯雨林の面積当たりの樹種は北方

猟採集生活に加えて、食料源のひとつとして野生のイネ

の針葉樹林の約 10 倍と極めて多様である。また熱帯雨林

科植物等を利用し始めたこと

②そのご数千年かけてそ

は陸地面積の 6％以下に過ぎないが、そこには全生物種

③更に数千年経って灌漑等で集

の半分以上が生息していると言われる。まさに熱帯雨林

の栽培化を始めたこと

約的な農業を実現し、5 千年前に文明・都市を誕生させ

は生物多様性の宝庫である。

④ 18 世紀以降科学・技術が進歩し、21世紀初頭

植物は光合成で CO2 を吸収すると同時に酸素を放出

には 70 億近い人々が暮らす世界を実現したことを振り

し、地球の CO2 と酸素の循環に大きな役割を果たしてい

返った（1）
。農業は森を伐り拓くことで成り立った。本

る。勿論、植物も呼吸を行い、酸素を吸収し CO2 を放出

小論では現在我々が直面している深刻な森の消失につい

する。また、植物が朽ちる時には酸素が吸収され、CO2

て歴史的な経緯を踏まえて考える。

が放出される。森が正味どのくらい CO2 を吸収している

森の定義： この論考ではFAO（国際連合食糧農業機関）

のかは、盛んに成長している森と成長が止まっている森

の森のデータを度々取り上げる。FAO は 2001 年に森を

で大きな差がある。地球の大気には約2兆8000億tのCO2

「0.5ha 以上の広がりを持つ土地に 5m 以上の木が土地の

があり、陸上植物は毎年 4400 億 t の CO2 を吸収している

10％以上を占めている地域」と定義した。しかし、歴史

とされている。CO2 は熱帯雨林（33.5％）、温帯林（8.1％）
、

的な記述の中で何が森と見なされてきたのかは必ずしも

北方林（6.6％）、熱帯のサバンナと草原（25.7％）1、温帯

はっきりしない。本論では森は木が茂っている所という

の草原と潅木帯（7.0％）、砂漠（5.3％）、ツンドラ（1.3％）
、

たこと

――――――――――――――――――――――
1
熱帯サバンナと草原の吸収量は多い。しかし、サバンナでは乾期に多くの植物は枯れてしまう。炭素の蓄積量は熱帯雨林の方
が圧倒的に大きい。このことは炭素の循環を考える時に、流れと蓄積の両方を考える必要があることを示している。それは経
済でも注目されるフローとストックという概念と同じである。炭素循環の詳細は地球の温暖化を含めて論考する予定である。
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農耕地（12.2％）で吸収されている（それぞれの地域で

40％を占めることで（6）、その割合は世界平均の 3.0％を

吸収されている割合を括弧内に示した）
（4）
。森林全体

はるかに越え“ダントツ”の世界一である。ところが日

の CO2 吸収は陸域のそれの半分近くを占めていること、

本ではいったん手を入れた生産的な広大な人工林が適正

更に熱帯雨林の割合が大きいことが分かる。このような

に管理されなくなって、放置された一部の森が荒廃して

CO（炭素）の循環を少し具体的に考えてみよう。
陸上の
2

いるという大きな問題が起こっている。
一方、世界では毎年 800 万 ha 前後の森が消えている

植物が 1 年間に吸収する炭素は、大気中の炭素の 16％で、
それは大気中の炭素が平均すると 6 年余りに一度植物に

（2）。その面積は日本全土の 20％強、北海道ほどで、消失

取り込まれることを意味する。つまり炭素は地球規模で

している森は主に熱帯雨林である。このような現実を踏

短時間に極めてダイナミックに循環している。例えば、

まえて森と人について考察する。

次のようなことが起きても不思議ではない。

本論考の概略と目次：

今日食べたご飯の炭素が暫くあなたの体に留まり、そ

し、森を形成した数億年

①水の中で誕生した生物が上陸
②人が誕生し、狩猟・採集で

のうちに呼気として大気に出ていく。ある CO2 は風に

暮らしていた数百万年

乗ってブラジルまで流れてヤシの葉に取り込まれる。そ

り拓き耕地を増やし、文明を築いた数千年

の炭素を含んだ葉は落ちて腐り、その炭素は再び CO2 と

的に利用すると同時に植林をするなど、世界を人間中心

して大気に戻る。次にその炭素はブラジルの草に取り込

主義に基づいて大きく成長させた千年余りの 4 つの時期

まれ、それをウシが食べる。その炭素を含んだ牛肉が輸

について歴史的な経過を詳述する。最後に人間中心主義

入され、それをあなたが食べる。何年か前にあなたの一

では地球の多様な生態系を健全に維持できないという危

部であった炭素が、地球を一回りして再びあなたの一部

惧と、人間が我が物顔に振舞うことは生物の一員として

となる。

公正ではないということを突きつけている環境倫理を含

森林は炭素と酸素だけでなく、地球の水の循環にも大

③農業を始め、森を意欲的に伐
④森を積極

めて、我々の森への所為を考える。

きく関わっている。植物は気孔から CO2 を取り入れると

目次に当たる項目と頁を記すと、1．植物上陸までの

共に、蒸散で水分を失う。現生の植物は 1 分子の CO2 を

地球史の概略（80 頁） 2．生物の種（82 頁） 3．植物の

取り込むと同時に、数百～千分子の水を蒸散するものが

上陸から森の形成まで（84 頁） 4. 地上界の変遷（89 頁）

多い。現在地上の植物から蒸散される水の総量は降水量

5．花咲く多様な被子植物（90 頁） 6. 人類の登場（91頁）

の約 30％と言われている（5）
。このことは森の消失が地

7．文明と森の侵略的利用（94 頁） 8．ヨーロッパの森の

球の水環境・気候に大きな影響を与えることを示してい

変遷（97 頁） 9．新大陸の森の変遷（103 頁） 10．18~20

る。

世紀の森の消失（116 頁） 11. 日本の森の変遷（119頁）

森は炭素・水循環を通して地球環境に大きな影響を与

12．現在の森林と人の暮らしぶり（132 頁） 13. 環境倫

えるだけでなく、我々人間に木材・果実などの物質的な

理―我々は森とどう関わるか―（139 頁） 14．結語（143

資源を供給している。更に、そこを逍遥する喜びやそれ

頁）である。

を眺めた時の情緒的な感慨を与えてくれる。森に棲む生
物だけでなく人間の生存もまた森に支えられている。
人の森への影響：

1．植物上陸までの地球史の概略

現在の世界の森にどの程度人の手が

入っているのかをみると、森の96％は天然林、生産に利

1.1

地球の誕生・地磁気の発生

用される人工林は3.0％、様々な目的のために人工的に保

約 45 億年前、微惑星に含まれていた岩石や金属が衝

護されている森林は0.8％である。天然林の36.4％は全く

突・合体を繰り返し地球が形成され始めた。原始地球誕

人の手が入っていない一次林、7.1％は人が森の自然更

生直後に火星ほどの巨大な星が地球に衝突し、月ができ

新に補助的な役割を担っている準天然林、52.7％は積極

たという説が有力である。地球は月を伴うことで潮の満

的に人が関与し自然の植栽が更新される二次林で、天然

ち干が起きるとともに、自転軸の変動が少なく抑えられ

林であっても人の関わりが大きく違うものが含まれてい

るなど特異な星となった。地球は徐々に大きくなり、マ

ることが分かる（2）
。

グマ・オーシャンに囲まれた火の玉となったが、熱は宇

日本は森林面積が 2490 万 ha で陸地面積の 68％を占

宙空間に放出され次第に冷えていった。誕生後数億年経

め、フィンランドの73.9％などと並ぶ世界有数の森林国

つと海ができ、そこで 40 億年前頃に最初の生命が誕生し

である（2, 133 頁表1参照）
。この割合は米国（33.1％）、中

たと考えられている。その原始生命から多様な種が進化

国（21.2％）
、英国（11.8％）
（2）よりはるかに多い。日本

を遂げた。新たに生まれた種の殆どは絶滅したが幾つか

の森林の特徴は生産的な樹種を選んで植えた人工林が

の種が生き残り、その生き残った種からまた新たな種が

－ 80 －

帝京大学文学部教育学科紀要

誕生することが繰り返された。生物界は大きく変遷しな

第 36 号（2011 年 3 月）

1.2

紫外線とオゾン層の形成

がらも恒存している。生物の生息場所は35億年の間、水

高エネルギー粒子が地上に到達しなくなっても、生物

中あるいは地下 2 に限定され、生物は決して地上に姿を

にとって有害な量の紫外線が地上に降り注いでいた。紫

見せなかった。それは生物が太陽から降り注ぐ高エネル

外線は体を構成している重要物質である核酸やタンパク

ギー粒子と紫外線に曝されると生きていけないためであ

質の一部を変化させるため、生物は紫外線に当たりすぎ

る。太古の生物はそれらを避けるために水中深く暮らし

ると正常に生きていくことができない 4。

ていたはずである。地下の生物圏については分からない

水は波長 300nm 以下の有害な紫外線を吸収する。紫外

ことが多いため、以下の記述では水の中に生きていた太

線が地球表面に有害なレベルで到達している間は、生物

古の生物を対象とする。

は安全な水の中に留まらざるを得なかった。現在は成層

地球誕生後の 10 数億年間、地磁気は存在しなかった。

圏にオゾン 5 が存在し、有害紫外線の多くが吸収される

しかし地球は少しずつ冷え、地殻・マントル・核ができ

ために生物は陸上で生存できる。オゾン層はどのように

て地磁気が発生したと推定されている。溶融状態の鉄を

形成されたのであろうか。

含む外核が回転し地磁気が生まれると考えられるが、そ

原始地球の大気は二酸化炭素と窒素にあふれ、酸素は

の仕組みは完全には解明されていない。地磁気は次第に

殆ど存在していなかった。30 億年ほど前に水を分解し

強くなり、太陽から放射される高エネルギー粒子をはじ

酸素を発生する光合成生物が誕生し、吐き出された酸素

くようになった。地磁気の存在は、溶岩中の磁性を持つ

の小さな泡は海に溶け始めた。光合成生物の死骸などの

成分が固まる時に、方位磁石のように磁気の影響を受け

有機物が全て酸素と反応し分解されれば、光合成で発生

一定の方向を取ることから調べられる。その結果、30 数

した酸素と同量の酸素が消費され、酸素は増えない。し

億年前に地磁気が強くなったことが分かっている（7）。

かし、それらの有機物の一部は分解されず堆積物となっ

地磁気が強くなると高エネルギー粒子は地上に殆ど到

た。その結果、海中に酸素が溶け込んだが、海中には鉄

達しなくなり、生物が海の浅い所まで安全に生息できる

など酸素と反応する物質が多く含まれおり、それらが酸

環境が整っていった。浅海で太陽光を利用して水を分解

素と反応した 6。このような状況が長期間続き、海中の酸

3

し、酸素を発生する 光合成生物が30億年前頃に誕生し

素濃度は殆ど上昇せず酸素は大気中に飛び出すことはな

た（8）
。

かった。ところが、次第に水中に酸素と反応するものが

地磁気と高エネルギー粒子の関係はオーロラの発生か

少なくなり、海中の酸素の濃度が上昇し、引き続いて大

ら理解できる。現在の地球では、ほとんどの地域は磁気

気中の酸素濃度も徐々に上昇した。光合成生物が誕生し

波で覆われているために高エネルギー粒子はそれにはじ

てから 20 数億年経った 6 億年前頃に、大気中の酸素濃度

かれて、地上に到達しない。しかし地磁気が出入りする

は現在の濃度の約 1/10 の 2％ほどに上昇したと推定され

両極地方には、磁気波の空隙が生じるために、極地に限

ている（9）。

り高エネルギー粒子は大気圏にまで入り込む。その高エ

大気中の酸素濃度は上昇し続け、およそ 5.5 億年前に

ネルギー粒子が酸素などの大気成分を励起させ、オーロ

現在より少し低い 10 数％になった（10）。オゾンは大気

ラを発生させている。

中 7 で酸素 8 に紫外線が当たり生成される。オゾンは次第

また、宇宙飛行士は船外活動をする時に防御服を着、

に増加し、5.5 億年前になると現在と同程度のオゾン層

活動時間を制限する。それは地磁気の及ばない宇宙には

ができたと考えられている。つまり、このころ初めて生

高エネルギー粒子が到達しており、その被爆を最小限に

物が陸上に進出する環境が整い始めた。

抑えるためである。
――――――――――――――――――――――
2
現在、地中深い所には多様な生物圏が広がっていることが分かり始めているが、過去のそのような地下生物圏の存在について
はほとんど知られていない。しかし、過去にも地下生物圏が存在していたと想像できる。最初に誕生した生命は海底の熱水噴
出口に誕生したとする説が有力である。地下生物圏には太陽と無関係な火山活動などからエネルギーを得ている生態系と、太
陽エネルギーを利用する光合成からの循環に支えられる生態系の二つがある。
3
水の代わりに水素や硫化水素を電子供与体とし酸素を発生しない酸素非発生型光合成生物が 35 億年前には誕生していた。
4
人がビタミン D を皮膚で合成する際には紫外線が必要である。適当な量の紫外線は人に欠かせず、紫外線には両面性があると
いえる。
5
現在、フロンなどの化学物質により成層圏のオゾン層が破壊され、地上に降り注ぐ紫外線が増え、皮膚ガンなどの増加が危惧
されている。このことについてはいずれ稿を改めて考察する。
6
当時できた酸化鉄が現在の鉄鉱石の鉱床となっている。
7
水が紫外線を吸収するので水中ではオゾンは作られない。
8
酸素は波長 240nm 以下の紫外線は吸収するが、生物にとって有害な紫外線（波長 240~300nm）は吸収しない。
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万種、植物 31 万種、菌類 10 万種、細菌など 6.6 万種ほどで

40 億年前に誕生した生命は、そのご全球凍結 9 などの

ある。

過酷な条件で何度も多くの生物種が絶滅するなど、困難

しかし現在の世界に、実際どのくらいの種類の生物

な時代を乗り越え水の中で生活していた。5 億4200 万年

が生きているかはよく分かっていない。我々が分類・記

前になると酸素濃度の上昇もあり、現生の生物とは全く

載している生物は存在している生物のごく一部である。

異なる姿のバージェス動物群（2.4参照）などの生物が爆

記載されていない種の数は数億種に上るかもしれない。

発的に多様化するカンブリア紀（83 頁図 1 参照）を迎え

我々が生物多様性恒存の切実な問題を考える時には、既

た。カンブリア爆発と呼ばれるのは、その時期に化石と

知の種以外にも存在に気づかない幾つもの生物種を絶滅

して残る種が激増したためである。

させているに違いないことを念頭に置く必要がある。

生物界だけでなく、当時の大陸の様子も現在とはまる
で違っていた。それは大陸が長い時間をかけ離れ離れに

2.2

なったり、集合し超大陸を作ったり、大きな変化を繰り

植物の分類

陸上植物はコケ・シダ・種子植物（裸子植物と被子植物）

返す大陸移動の結果である。カンブリア紀には現在のア

に大きく分けられる。コケとシダは種子を作らず胞子で

フリカ大陸・南アメリカ大陸・インド亜大陸・南極大陸・

次世代を残す。またコケとシダの違いは維管束の有無で、

オーストラリア大陸・アラビア半島・マダガスカル島を

コケは維管束を持たずシダにはそれがある。種子植物は

含んだゴンドワナ大陸と呼ばれる巨大大陸があった。

維管束を持ち種子で次世代を残す。それは種子となる胚

当時も陸上に降った雨が大地を穿ち、その土砂が川か

珠がむき出しの裸子植物と、生殖器官が特殊化した花を

ら海に流れ、海の生物の死骸を巻き込み海底に溜まり堆

持ち胚珠が心皮にくるまれて子房の中におさまっている

積岩を造っていた。ヒマラヤの高山に貝殻の化石がある

被子植物に二分される。

のは、海底にできた生物の死骸を含む堆積岩が大きな地

現生の陸上植物は約 30 万種が知られている。しかしこ

殻変動により隆起し地上に現れ、更に現在のインド半島

れから見ていくように、現在の植物相と過去のそれは全

10

が大陸移動でアジア大陸にぶつかった結果 ヒマラヤが

く異なっていた。現在陸上植物の 90％を占める被子植物

押し上げられたためである。これも活発な地殻変動で大

は 1.45 億年前以降に誕生し、そのご爆発的に多様性を増

陸移動が起こっている証拠のひとつである。

した。過去に王座を占めていたスギなどの裸子植物は現

陸地はこのような変化を遂げながら、火山・裸の台地・
岩山・海岸・川・湖を形成していったであろうが、そこに

在では約 1000 種、シダ類が約 1.2 万種、コケ類が 1.6万種
である。この他、水生の藻類が 1.2 万種である。

は生物の姿はなかった。そのような荒涼とした不毛の大

既知の生物種の中では昆虫の 100 万種、花を咲かせる

地への植物の進出については3.以下に詳述するが、その

被子植物 12 の 27 万種が群を抜いて多い。それは花の受粉

前に生物の種の多様性と植物の分類および多様な生物へ

が昆虫によって行われ、両者が互いに関係しながら多様

の進化を研究する手法について簡略に述べる。

性を増した結果で、このような関係は共生進化と呼ばれ
る。

2．生物の種
2.1

2.3

現生の生物種

生物進化の研究手法

多様な生物種の進化は、化石の他に現生の生物種の遺

我々の暮らす気候風土の違う地球には多くの生物が生

伝子を比較し、それらが分岐した時期を探る「分子時計」

息しているが、現在どのくらいの生物種が知られている

という手法でも調べられる。例えば、人のタンパク質の

のであろうか。

ひとつのヘモグロビンは 141 個のアミノ酸が順番に並ん

種の定義は必ずしも統一されていないが、現在記載さ

でできている。その順番に並ぶアミノ酸をウマのそれと

れている種の数は百数十万（11-上230p）から～二百万弱

比べると 18 個が、また、人とコイを比べると 68 個が違っ

11

である（12）
。それは脊索動物 6.5万種、無脊椎動物 136

ている。種の間でアミノ酸の配列の違いが多ければ多い

――――――――――――――――――――――
9
地球全体が氷に覆われた想像を絶する時代。その時代については稿を改め紹介する。人類が経験した氷河時代は、熱帯は氷で
覆われず全球凍結とは大きく異なる。
10
インド半島はおよそ 5000 万年前からアジア大陸に衝突し始めた。
11
脊椎動物と原索動物をあわせたもの。
12
裸子植物には例外的に虫媒で受粉するもの（ソテツは風媒と虫媒の両方）
、
“花”をもっていた絶滅したキカデオイデアがある
（13-182p）。しかし、一般的に花は被子植物に咲くとされている。
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2.4

ほど、それらの種が分岐した時期は古くなる。種が誕生

化石から分かること分からないこと

した時期は化石から推定できるものもある。このような

化石の研究にも思いがけないことが起こる。化石はひ

誕生時期が分かる種同士のアミノ酸の相違の大きさを縦

とつの個体が揃った形で見つかるとは限らない。生物の

軸に、祖先の分岐の時期を横軸に取ると、ひとつのタン

死骸が川に流さればらばらになり、それぞれが離れた所

パク質について統計的な直線関係が得られる。この直線

で化石になることもある。断片化された化石から過去の

関係からあるタンパク質に含まれるひとつのアミノ酸の

生物の姿を再現することは不可能である。それは、我々

変化する平均時間が求められる。これが「分子時計」で、

が現生の生物に基づいて想像力を駆使するのが関の山だ

それはアミノ酸の変化をもたらす突然変異が中立的にあ

からである。我々の目には奇妙奇天烈な姿の生物が、過

る確率で起こる結果である。
このような時計をつくると、

去に誕生し繁栄し絶滅した。そのような思いもよらない

古い化石がなく誕生の時期が分からない種でも、現生種

生物の姿は想像できない。例えばシダの葉と発達した幹

のアミノ酸の違いを比較すると誕生の時期が推定できる

の化石が別々に見つかり、別々の種とされたことがあっ

（14）
。勿論この方法には誤差があることは否めないが、

た。しかしそのご両者がつながった化石が見つかり、そ

進化を辿る有力な手法のひとつである。分子時計を用い

れは我々のイメージを超えた現生の木とは全く異なるひ

て、植物の種がいつ頃どのように枝分かれし進化したか

とつの木であることが分かったという事例もある。それ

を研究する分野が急速に進歩している。まだ統一的に理

はエオスペルマトプテリスと呼ばれる植物であるが、詳

解する段階には達していないが、化石の研究成果を補完

しくは後述する（86 頁）。このような例は幾つもある。5

するものとして注目を浴びている。ここでは、限界はあ

億年前に栄え絶滅した奇妙なバージェス動物群のひとつ

るが主に化石の証拠から過去の植物界を振り返る。

のアノマロカリスも有名な例である。初めにエビに似た
化石が見つかりそのような胴体をもった生物とされた
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植物の出現については本文参照。コケの最古の化石は 3.2 億年前のものであるが、それ以前に既に誕生していた
可能性もある（
「…」と「？」で示した）
。酸素濃度と CO2 濃度は文献 10、気温は文献 18,19 によったが、それらは誤
差や不確定な部分を含んでおり、ひとつの傾向を表したものである。

臼田：知は地球を救う

４．森と人

動物は他の生き物を食べなければ生きていけない。そ

が、
その後それが触手であることを示す化石が見つかり、
当初想像されたものとはまったく違う姿として再現され

の食糧源は直接的あるいは間接的に植物であり、動物は

た。それは現生の生物とはまるで違う姿をしていた。恐

植物なしでは生きていけないために、先ず上陸したのは

竜も想像を超える姿をしていた絶滅グループのひとつで

水中の植物（藻の仲間）だと考えられている 13。上陸した

ある。過去にはこのように、現生の生物とはまったく異

植物の最も古い化石は顕微鏡でやっと見ることができる

なった姿をした生物が生きていた。

小さな微化石で、それは胞子と考えられる（16-179p~）
。

また、化石には次のような問題が起こることもある。

胞子は植物が乾燥に耐え次世代を残すための生殖細胞の

最古の維管束植物が4.28億年前に存在していたとされた

ひとつである。生物は子孫を残すことが最優先事で、植

が、それは後の時代の植物の根が前の時代の地層に紛れ

物が上陸を果たすには何にもまして乾燥に耐え生存し、

込んだものと、最近では認められるに至っている（15）。

次世代を残す能力を獲得する必要があったと考えられ

このように化石研究には注意すべきことがあるが、ここ

る。

では主に化石の研究から明らかにされた陸上植物界の変

最も古い胞子の化石はカンブリア紀中期のものが報告

遷を辿る。紙幅の関係で興味深い化石の写真などは一枚

されている（21）。その植物は体の一部を空気中に出した

も載せることができない。興味のある方は文献（16）を

ものとされたが、その解釈には反対もありそれが最古の

見ていただきたいが、この大著を目にすることができな

上陸した植物であるかどうかは議論の的になっている。

い方はインターネットのサイト（17）をご覧いただきた

多くの人が認めている最古の陸上植物の胞子・胞子囊の

い。

微化石は、カンブリア紀に続くオルドビス紀の 4.75億年

以下、植物が陸上へいかに進出し、展開していったか

前頃のオマーン（当時はゴンドワナ大陸の北西の端に位

について述べるが、先ず植物界の大きな変遷と地球環境

置していた）やサウジアラビアの地層から見つかった多

（酸素濃度・CO2 濃度・気温）の変化の大要を地質時代に

胞子囊植物である（22,23）。
胞子は陸上では水中と違い乾燥に耐える必要があり、

従って図 1 に示した。地質時代は大きく区分すると無脊
椎動物が繁栄した古生代（カンブリア紀～ペルム紀）、恐

上陸した植物の胞子は、乾燥耐性をもっていたために化

竜に代表される中生代（三畳紀～白亜紀）
、そして哺乳類

石として残ったと考えられる。しかし、他の部分は化石

と鳥類が栄える新生代（第三紀～第四紀）に分けられる。

になりにくく当時の植物の全体像は分からない。
オルドビス紀晩期には、このような胞子囊をもつ植物

大きく変わる環境の中で多様な生命が変遷してきた。

が多様化してゴンドワナ大陸に広がり、その後ゴンドワ
ナ大陸以外にも広がっていったと思われる（24,25）
。こ

3．植物の上陸から森の形成まで
3.1

のように植物は 5 億年前頃に陸上に進出し、そこから新

上陸した最古の植物・多胞子囊植物

たに誕生する種・絶滅種があり、現生の 30 万種の多様な

生物は誕生後 35億年以上、水の中だけでしか生きてい

陸上植物が生まれた。

けなかった。それは有害紫外線を避けるためであった。
そのご徐々にオゾン層がつくられ、多様な植物が浅い水

3.2

前維管束植物・コケ植物

辺に進出したと考えられる。更に、濃度を増したオゾン

クックソニア：

層により有害紫外線が安全なレベルまで吸収されると、

めて見ることのできる微化石と、肉眼で見ることができ

植物は水から顔を出し陸上に進出し始めたに違いない。

るものがある。全体像が分かる最古の陸上植物はクック

それはより多くの光を求めたためと思われる。水中で生

ソニアで、それはシルル紀の 4.25 億年前頃から 2~3 千万

きていたものの中に、突然変異により乾燥に耐えて生き

年間繁栄し、デボン紀の初めには絶滅した。クックソニ

永らえるものが生まれていたはずである。このような水

アの化石は 1937 年に W. ラングがウェールズで発見した

中の植物が何かの弾みで水際から陸地に飛ばされたり、

（26）14。それはヨーロッパ以外にもアジア・北米・南米

水が引いたり水が乾いたりして水中から陸地になった場

の世界各地で発見されている。クックソニアは茎だけの

所で生き残ったに違いない。

数 cm の個体で葉や根は発達せず、茎が何度か二叉に分

化石は胞子の化石のように顕微鏡で初

――――――――――――――――――――――
13
水辺の藻類や菌類を食べていたと考えられる節足動物が砂の上に残した足跡の生跡化石がカンブリア紀の終わりの地層から
見つかっている（20）。このことは動物が最初に上陸した可能性もあることを示している。しかし、それらの動物は時々陸上に
も現れたのか、陸だけで生活していたかは分からない。この論考では最初に陸上に限定された生活をした生物は植物とする。
14
彼は共に古植物を研究した I. クックソンに敬意を表してそれにクックソニアという名前を付けた。
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かれ、その先端に胞子を納める胞子囊をもつ多胞子囊植

きさの孔を持つ気孔があった（30）。リニア・ギンボニイ

物である。しかし、どのように土に根ざしていたかは分

は維管束をもつ 20cm 弱（17）の原始維管束植物（後述86

からない。これは水や養分の通路である維管束が発達し

頁）である。また、その頃のライニーチャートからは、カ

ていないために、前維管束植物と分類されている。

ビやダニ・トビムシのような小さな昆虫の化石も発見さ

原始陸上植物の祖先：

初めて上陸した原始陸上植物の

れた（17）。即ち植物の上陸後、数千万年経過した 4 億年

祖先は何であったのであろうか。現生の陸上植物とシャ

前頃に、植物に始まる食物連鎖に支えられた多様な生態

ジクモには以下の共通点があるために、シャジクモが原

系が地上にでき始めた。

始陸上植物の祖先と考えられている。共にクロロフィル

維管束が発達すると、根から吸い上げた水が初めて地

a とクロロフィルb を持つこと 15、細胞壁の主成分がセル

上の高い所にある器官に届けられる。その結果、植物は

ロースであること、光合成によりα-1, 4グルカンを主成

光を求めてより高く伸びることができるようになった。

分とするデンプンをつくり、葉緑体内に蓄えることであ

現在、最も高い木は米国のカリフォルニアに生えている

16

る 。その他、遺伝子を比較する分子系統の研究もその

セコイアで、115.6m あると言われている。維管束の導管

ことを支持している（16-193p,27,28）
。

は水の毛細管現象を利用し、水を輸送する通道組織であ

陸上に進出する前の祖先はどこに棲んでいたのであろ

る。維管束を発達させた植物が維管束植物である。クッ

うか。例えば、古い胞子の微化石が見つかったオマーン

クソニアは発達した維管束がない前維管束植物である

は当時も海岸に面しており、海に棲んでいた植物が上陸

が、原始的な通道組織が存在していた（31）。

した可能性がある（17、22）
。しかし、シャジクモの化石

コケ：

の多くは、
淡水環境と思われる所から出土している（29）。

るが（32）18、前維管束植物とは違う 19。コケは柔らかい

そこで淡水の湿地や湖に繁殖していた藻類が上陸したと

ために化石になりにくく、いつごろ誕生したかは定かで

考える研究者が多いが（13-42p）
、事実は分からない。汽

ない。最古のコケと思われる化石は 3.2 億年前の石炭紀

水域に棲んでいた植物が上陸した可能性もある。これら

のもので、植物上陸後 1 億年以上経った頃のものである

いずれかの水域に生息していたシャジクモの仲間が最初

（図 1、16-164p,33）。しかし、コケは維管束をもっていな

コケは維管束を持たず通常は数 cm の体長であ

に上陸したと思われている。

いことから、原始陸上植物はコケに似た植物で、そのよ

乾燥対策：

植物が上陸するためには、生殖細胞以外に

うな“原始的なコケ”からコケとクックソニアの仲間の

体全体からも水分の損失を抑える必要があった。蝋を主

前維管束植物が進化したと推測されている。だが、現在

17

成分とするクチクラ層 が表皮に生まれ水分の蒸散を妨

のところ証拠は見つかっていない。
最近、現生のヒメツリガネゴケの分化 20 を抑える遺伝

げるようになった。
植物は空気中の CO2 を取り込み光合成に利用し生きて

子を壊すと、クックソニアなど前維管束植物に似た分岐

いる。水生植物はクチクラ層がなく体表全てから CO2 を

のある茎の形態を持つようになることが明らかにされ

十分に吸収している。しかし、クチクラ層で表皮から水

た。このことから最初に上陸した植物はコケのような姿

の損失が抑えられると、陸生植物はそのままでは CO2 を

ではなく、クックソニアのような多胞子囊植物で、その

殆ど吸収できず困難に直面する。気孔という開閉できる

後そのような植物に分化を抑える退化が起こり、分化の

穴をもつ細胞装置が表皮の一部に進化し、そこからCO2

程度の低いコケ植物が進化したという仮説が提唱された

を吸収する植物が誕生した。気孔が認められる最古の化

（34）。これらのことを含めてコケの位置づけを明らかに

石はデボン紀初期の 4.1 億年前のライニーチャート（シ

することが望まれる。現段階では最初に陸に上がった植

ルル紀～デボン紀初期の地層）から見つかったリニア・

物の姿は分からない。姿が分かる最古の陸生植物はクッ

ギンボニイである。1.3mm の直径の茎に約 50μm の大

クソニアである。

――――――――――――――――――――――
15
クロロフィルは光合成の第一段階である光の吸収に重要な機能を果たす。それには構造の違うクロロフィルa 、クロロフィル
b、クロロフィルc （藻類に含まれる）
、クロロフィルc （藻類に含まれる）
、クロロフィルd（シアノバクテリアに含まれる）が
1
2
ある。クロロフィルは植物種により異なっており、系統関係の解明の手がかりとなる。
16
ユーグレナ藻とクロララクニオン藻はクロロフィル a, b を含むが、光合成産物のデンプンは β-1,3 グルカンを主成分とするパ
ラミロンで、陸上植物とは異なっている。
17
ツバキの葉のつやつやした表面を思い浮かべて欲しい。
18
最長のコケは 2mに達すると言われている。
19
茎の分岐の様式が異なる。
20
多細胞生物が発生の過程で異なった形質を持つ部分に分かれていくこと。
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紀前期に出現したシダ植物で維管束をもっている。そ

シルル紀の地上の世界は高さ数 cm の植物に加えてカ

れは根や葉を持たず、60cm ほどに成長した植物である

ビ・小昆虫が見られるだけで、
今日の世界とはまるで違っ

（16-259p~）。現生のマツバランは園芸店でも見ることが

ていた。シルル紀の終わりからデボン紀にかけて、太さ

できる。それは維管束のある茎と仮根 22 持つがやはり根

1m・高さ 8m に及ぶ幹のような構造を持った化石が 1869

も葉もないシダ植物で、極めて“原始的”な植物と考え

年に J. ドーソンにより発見された。彼はそれをイチイ

られている。現生のマツバランがプシロフィトンとどの

（Taxaceae 科）に似ているのではないかとプロトタクシ

ような系統関係をもっているかは定かでない。

テスと命名した。それは中近東・ヨーロッパ・北米など

このように原始維管束植物を含めシダ植物はシルル紀

から出土し、幹と思われる化石に年輪様の縞模様が見ら

の終わりに誕生し、その後デボン紀・石炭紀に多くの種

れる。それは巨大キノコ・巨大藻類・巨大地衣類などで

へ多様性を増した。シダ植物は石炭紀～白亜紀前期まで

はないかと諸説が出されているが、結論は出ていない謎

は植物相の 1/3 以上を占める多数派であったが、これら

の生物である（16-180p~）
。

初期のシダ類の多くは白亜紀に絶滅した。残った数少な

この化石の成分元素の炭素分析 21 から、この生物は光

いシダから、現生のシダにつながるシダ植物の新たな放

合成を行う独立栄養植物ではなくカビのような従属栄

散が白亜紀以降に起こった。しかしシダ植物は主役の座

養生物であることが示唆された（35）
。最近この化石は、

からは退き、現在、植物種の 3％ほどを占める少数派と

コケのマット状のものが風などの力でちょうど絨毯を

なった。

巻き込むような形となり、縞模様を持つ幹のような化石

シダ植物に代わって繁栄を誇った植物は、デボン紀に

が残ったのではないかという新たな解釈が提出された

誕生し石炭紀・ペルム紀に栄え三畳紀に滅びたシダ種子
植物と、石炭紀に誕生し三畳紀に繁栄した裸子植物であ

（36）
。しかし、謎は残ったままである。

る。最後に白亜紀に繁栄し始め現在の多数派となった被
3.4

原始維管束植物・シダ植物

原始維管束植物：

子植物が登場した（37-31p）。

植物上陸後の数千万年間は、背の低

最古の木から森の形成へ：

最初に誕生したシダ植物は

い小さな植物が水辺から少しずつ広がっていったと考え

高さ 10~20cm であったが、デボン紀中期（3.86 億年前）

られる。シルル紀晩期の4.2億年前になると維管束を持っ

になると 8m に達する最古の木が誕生した。その化石は

た原始維管束植物が誕生した。最古の原始維管束植物は

二次成長をする大きな幹で、1870 年代にニューヨーク

古生ヒカゲノカズラの仲間のバラグワナチアである（16-

北部のギルボアで出土した。それはエオスペルマトプテ

223p）
。それは何度も分岐した茎のある長さ 10~20cm の

リスと命名された。また、幹と離れた所から小さな葉が

植物で針のような葉を持ち、オーストラリアだけから見

集まったような葉を持つ樹冠の化石が見つかり、別の植

つかっている
（17）
。
バラグワナチアは最古のシダ植物で、

物としてワティエザと名付けられた。しかし、最近、両

最古のコケの化石よりおよそ 1 億年古い。しかしコケは

者がつながった化石が見つかり、胞子で繁殖し幹を発達

化石になりにくく、コケとシダの関係は不明である。

させていた思いもよらない姿が明らかにされた（38）
。こ

その他、数cm~1mほどになった古生ヒカゲノカズラ
の仲間である原始維管束植物、ドレパノフィクスもデ

の最古の木は絶滅してしまい、植物の系統関係でどの位
置にあるのかはよく分からない。

ボン紀初期～後期まで生存したが、そのご絶滅した（16-

シダ植物のエオスペルマトプテリスの誕生から少し遅

268p）
。これらの植物が広義のシダ植物である現生のヒカ

れて、やはり木となった前裸子植物（後述 87 頁）のアル

ゲノカズラとどのような系統関係にあるかは分からない。

カエオプテリスも現れた。そのご石炭紀に高木の木生シ

シダ：

ダ植物 23 の仲間が栄えた。特に有名な木はリンボク（レ

プシロフィトンという古生マツバランはデボン

――――――――――――――――――――――
21
当時の植物は、光合成で CO2 を先ずルビスコという酵素で固定する C3 植物というグループだけであった。ルビスコは安定同
位体の 13C（原子核に陽子 6 個と中性子 7 個があり、全炭素の約 1％）を含む CO2 より炭素 12C（原子核に陽子 6 個と中性子6個が
あり、全炭素の約 99％）を含む CO2 とより選択的に反応する。その結果、C3 植物に含まれる 13C の割合は空気中のそれよりも
低い値となる。乾燥など成育条件の違いによりその値は多少変動するが、同一種は特定の範囲の値を示す。一方、従属栄養生
物は色々な種の生物を食べるために 13C の含有率の幅は広くなる。謎の生物の 13C の含有率には大きな幅があり光合成に依存
した特定の植物種とは考えられない。植物には C3 植物以外に炭素を選別しないルビスコとは違う酵素で、先ず CO2 を固定す
る C4 植物もある。しかしそれが誕生したのは、今から 1000 万年前頃で当時は生存していなかった。
22
付着と養分吸収を行うが、維管束を欠く。
23
現生の木生シダとしては 20m を超えることもあるヘゴがある。ヘゴはジュラ紀から白亜紀に初めて祖先が現れる比較的新し
いグループである（13-118p）
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ピドデンドロン）で、それは直径1m以上の幹を持ち 30m

物から進化したと推測されている（13-113p）。一方、デ

を越えることもあった。リンボクには幹の表面に成育の

ボン紀中期に既に風媒される種子を持った植物が出現し

初期に幹を支えていたと思われる細長い葉があった。そ

ていたという報告もあり（39）、種子植物の祖先について

れが落ちた跡が鱗模様を作ることから、レピド（鱗）デ

は必ずしも見解が一致していない。
4.75 億年前に初めて小さな植物が陸上に現れた後、お

ンドロン（木）と命名された。
現在の樹木は幹の内側に強靭な木部を作るが、リンボ

よそ 1 億年の時が流れたデボン紀後期に、ようやく巨大

クは木部の発達が不十分である。しかしリンボクは強靭

な森林が形成され始めた。生物の多様性は長い時間をか

な木部の代りに、
幹の外側に周皮と呼ばれる二次組織と、

けて増していった。

太い根のようなスティグマリアという構造体を支持組織
として発達させた。その結果、リンボクは高く成長でき

3.6

シダ種子植物

た（16-290-293p）
。

胞子と種子：

植物が次世代を残す仕組みには胞子と

リ ン ボ ク の 他 に、 同 じ ヒ カ ゲ ノ カ ズ ラ の 仲 間 の

種子の二つがある。胞子による増殖の仕方は様々であ

20~30m にもなったフウインボク、トクサの仲間で 10m

る。トクサの仲間のスギナを例にとると、春になり現れ

にも成長したロボクなどが見られるようになり、鬱蒼と

るツクシがスギナの胞子茎で、その先端には胞子が一杯

した森林が湿潤な地域に形成された。それらが地中で変

つまっている。ツクシの先からは埃の様な胞子が飛び散

性し石炭となり、それに因んでこの時代は石炭紀と呼ば

る。胞子はうまい所に落ち着き水分を得ると発芽し、約

れる。石炭紀の森林を形成したこれらの木生シダは、そ

2mm の大きさの小さな葉のような形をした前葉体とな

のご絶滅した。

る。前葉体にはメスとオスがあり、精子が水の中を泳ぎ
うまい具合に卵と受精すると受精卵が育ち、大きくなる

3.5

前裸子植物

とスギナになる。晩秋にスギナは枯れるがその地下茎か

デボン紀中期に誕生し 3.5 億年前の石炭紀前期までに

ら春にツクシが地上に芽を出す。これがスギナの世代交

絶滅した前裸子植物と分類されるグループがある（13-

代である。ツクシの胞子はとても小さく、飛ばされた胞

92p）
。前裸子植物の代表的なものは 10~20m の高木にも

子のうち運のよいものだけが次世代を残せる。

なったアルカエオプテリスである。この植物も別々の化

一方種子では、卵細胞とおしべの精細胞が受精してで

石として初めは二種の植物と考えられたが、最終的にひ

きた受精卵から発育した幼植物体の胚が種皮につつま

とつと認められるようになった例である。先ず胞子嚢を

れ胚珠のなかにおさまっている。種子は受精時に精子が

もつ葉の化石が見つかりアルカエオプテリスと名づけら

水の中を泳ぐ必要がなく水の要求度が低い。またでき上

れシダ植物とされた。一方、同じ地層から見つかった発

がった種子は休眠することもできる。更に、貯蔵物質を

達した木部を持つ幹の化石は裸子植物とされ、カリキシ

多量に含むものもあり 25、種子は胞子より確実に次世代

ロンという別の名前がつけられた。ところがそのご、両

を残せる。このように両者には大きな違いがあり、種子

者がつながった化石が発見された。つまりこの植物は裸

植物はその利点を生かし種々の環境に広がり多様化し

子植物に似た幹を持つが、繁殖はシダ植物と同じ胞子で

た。種子を作る最古の植物は葉に直接種子をつける絶滅

行う植物であった。そこでこの仲間は前裸子植物と分類

してしまったシダ種子植物とされている。

された（16-479p~）
。

シダ種子植物：

多くの人が認める最古のシダ種子植物

前裸子植物のアルカエオプテリスは木生シダより二次

は、デボン紀晩期に現れたモレスネチア（ベルギーのモ

成長が発達した強靭な木部をもっていた。しかし、前裸

レスネで発掘された）で、それは河川敷のような他の植

子植物の中には二次成長の度合いが低く、太い木になら

物が生息しにくい所に生え、木部があまり発達しない草

ない草本的なものも多く存在していた（13-92,112p）。

本的な植物であった。エルキンシアも同じ頃の種子を

異形胞子：

持ったシダ種子植物である（13-113p,16-512,513p）。これ

アルカエオプテリスの胞子には大型と小型

のものがある。そのような胞子は異形胞子 と呼ばれる。

らは前裸子植物のアネウロフィトンから進化したと推定

異形胞子をもたない前裸子植物もある。しかし異形胞子

されているが、不明なことが多い（13-112p）。

24

が種子の前身と考えられるために、種子植物は前裸子植

シダ種子植物のリギノプテリスの仲間には太い木に

――――――――――――――――――――――
24
最初に異形胞子を持ったのは 3.9 億年前のチャレウリアと言われているが（13-102p）
、それ以前のシルル紀に誕生していた可
能性もある（16-504p~）。
25
現生の大きなヤシ種子は 20kg に及ぶものもある。
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なったものもあるが（16-540p~）
、中でも特に有名なも

物は裸子植物のひとつだが、石炭紀後半からとくにペル

のはメドゥロサとグロッソプテリスである。それらは石

ム紀にかけて、特徴のある葉と生殖器官を持つ現在の裸

炭紀からペルム紀に生息し、高さが通常3~8mとなった。

子植物を含めた新たな裸子植物群が出現した（13-146p）
。

グロッソプテリスは特徴的な葉（グロッソは舌という意

裸子植物には三畳紀から白亜紀にかけて繁栄しやはり

味で、葉は舌の様な形で時には 1m になった）をもって

絶滅したソテツに似たキカデオイデアもあった。中生代

いた。それはペルム紀のゴンドワナ大陸でほとんど単独

に繁栄した裸子植物の多くは、そのご絶滅し、被子植物

で森を形成するなど当時最も繁栄した植物と言われてい

にとって代わられた。現生の裸子植物は針葉樹（マツ・

る（13-150p）
。世界に大きく広がったグロッソプテリス

スギ等）
・ソテツ・イチョウ・グネツムに大別される1000

もペルム紀の終わりには殆どの地域から姿を消した。グ

種ほどに減っている。

ロッソプテリスが有名であるのは、南極からこの植物の

裸子植物の精子発見：

化石が発掘されているからである。南極もペルム紀には

を持つ遊動性の精子である。一方、後ちに誕生する被子

ゴンドワナ大陸の一部の温暖な地域に位置し、そこに木

植物は遊動性を欠く精細胞を花粉管で安全に卵細胞に運

が生えていた。このことも大陸移動が起きたことを実証

ぶ。裸子植物は進化上、シダ植物と被子植物の中間的な

する証拠のひとつである。

位置を占めると思われ、裸子植物にも精子をもつ種があ

シダ種子植物の多くはデボン紀からペルム紀までの

シダ植物の受精を担うのは鞭毛

るのではないかと世界の研究者が考えていた。現生の裸

古生代、特に多湿な石炭紀に繁栄した。最も繁栄した時

子植物のイチョウとソテツは 3 億年近く生き抜いてきた

には植物群落の半分を占めるほどであった（37-31p）。し

“生きた化石”である。そのイチョウとソテツに精子があ

かし、シダ種子植物は古生代の終わりのペルム紀に著し

ることを明治の日本人が発見した 27。

く減少した。中生代の三畳紀から白亜紀には、僅かにカ

更に、石炭紀からペルム紀に繁栄したグロッソプテリ

イトニアなどのシダ種子植物が見られたに過ぎない（16-

スの胚珠の珍しい化石が 2003 年に発見された。驚くべき

622p~）
。その他、三畳紀やジュラ紀の裸子植物に“中生

ことにそこには花粉管と精子が認められた。精子は鞭毛

代のシダ種子植物”と呼ばれるものもあるが、その全貌

の基部となる基底小体が化石の中でらせん状に並んでい

は明らかではなく、古生代のシダ種子植物との関係も定

たことから確かめられた（44）。

かでない。それらの中生代のシダ種子植物と呼ばれるも

最古の針葉樹：

26

のも白亜紀の終わりにはほぼ絶滅した （16-621p~）。

針葉樹は針のような葉を持ち、種子が

松かさのようなかさ状の構造に包まれているために球果
類とも呼ばれる。針のような葉、および針葉樹に特徴的

3.7

裸子植物

な気孔の形と分布を持っていた化石が見つかったことか

最初に種子をつけたモレスネチアやエルキシアは茎が

ら、最古の針葉樹は石炭紀後期の 3.1 億年前に現れたス

あまり太くならないシダ種子植物であった。デボン紀後

イリングトニアと言われている（45）。

期に誕生したシダ種子植物は茎と葉の分化が不完全で、

イチョウ・ソテツ：

種子は葉態枝という中間段階の器官の上につき、まと

前期の 2.7 億年前のトリコピティスまで遡ることができ

まった生殖器官をつくるには至らなかった。シダ種子植

るが、現在のような葉となったのは白亜紀以降である。

現生のイチョウの祖先はペルム紀

――――――――――――――――――――――
26
白亜紀末には隕石が落下し恐竜など多くの生物が絶滅した。その大絶滅を生き残ったシダ種子植物の化石がタスマニアで例
外的に見つかっている（5200~5100 万年前）
（40）
27
日本は開国後、西洋の学問を積極的に取り入れた。しかし、それは外国から専門家を招聘し教えを請うという面が強かった。
東京大学の小石川植物園にいた平瀬作五郎は池野成一郎の助けを受け、1896 年にイチョウの精子の発見を植物学雑誌第 116
号に「いてふノ精虫ニ就テ当春植物学会総会の節為セシ報道ハ未タ精虫花粉管ヲ出デザル状態ノ観察ニ止マレリ而シテ去月
上旬復いてふノ受胎期ニ際会シ幸ヒ精虫ノ花粉管ヲ出テ游走スル状態ヲ目撃スルコトヲ得タレハ更ニ花粉管ノ成育ト共ニ其
大要ヲ報道セントス」と報告した（41）。更にその翌月に、池野成一郎は「平瀬氏ハいてうノ花粉管内ニ精虫を発見シ且其運動
ヲモ精細ニ研究シタリ其説載セテ本誌前号ニアリ読者ノ記憶スル所ナルベシ而シテ余モ亦今ヲ去ルコト数月前余ガ嘗テ昨年
以来研究ニ従事スルそてつノ花粉管ニモ之ヲ発見シタリ然レドモ余ガ研究材料ハ総テ鹿児島ニテ採集シ直ニフレミング氏ノ
｛クローム、オスミューム｝醋酸ニテ固定シタルモノナレバ固ヨリ其運動ヲ実視スルニ由ナシ然レドモ余ガ下條ニ記スル所ヲ
読メバ読者ハ必ズ其必然運動シテ以テ卵細胞ノ受精ヲ行フベキモノタルヲ知ラン」とソテツの精子の存在を世界で初めて報
告した（42）。このイチョウの研究はドイツ語（1897 年）とフランス語（1898 年）の論文としても発表され世界の多くの人の知
る所となった。平瀬作五郎は必ずしも専門的な教育を受けた研究者ではなかった。彼は図画教師として各地を転々とした後、
植物の絵を描く仕事を小石川植物園で始めた。彼はそれをきっかけに植物学へ進んだ。彼らの研究は独創的で、二人はこの発
見により最初の学士院恩賜賞を受けた。初めは池野のみが推薦されたが、平瀬と一緒でなければ受けないということで両者の
受賞が決まった（43-240p）。

－ 88 －

帝京大学文学部教育学科紀要

イチョウは中生代には世界中に分布していたが、新生代

第 36 号（2011 年 3 月）

たことは確かである。
植物は光合成を営む独立栄養生物であるが、微生物や

になると北半球の植物となった。しかしイチョウは、北
米では 1000 万年前、ヨーロッパでは200万年前に絶滅し、

動物の分解した無機物を吸収しなければ生きていけな

日本を含むアジア東岸でかろうじて一種が生き残ってい

い。つまり植物の生存も、多くの生物のネットワークに

る。日本でも 100 万年前に絶滅したが、中国から再渡来

支えられている。
デボン紀に始まった森の形成は、石炭紀に繁栄した木

したと言われている（13-157p）
現生のソテツはシダ種子植物のメドゥロサから進化

生シダ植物やシダ種子植物によって鬱蒼とした森へ展開

し、その祖先はペルム紀前期の 2.8 億年前のタエニオプ

していった。

テリスまで遡れるとされている。その原始的なソテツは

石炭紀：

単葉で現生の羽状複葉とは違っていた。現生のソテツと

紀の森の化石が発掘された。それは地震による急激な地

同じような羽状複葉を持ったソテツもペルム紀の比較

殻変動で森が海に沈み、その一帯が保存された 1000ha

的初期に出現した（13-160p）
。ソテツはイチョウと違い、

以上に及ぶ広大なものであった。そこから浮かび上がる

300 種ほどが北米大陸の南部・南米大陸の北部・アフリ

当時の雨林の様子は現在のそれとはまるで違い、木生シ

カの中南部・オーストラリアの東部・東南アジア・沖縄・

ダ・シダ種子植物・コルダボクなどの裸子植物・巨大ト

九州など広い地域に現生している。ソテツの受粉は裸子
植物では珍しく、風媒と同時に虫媒でも行われる。また

クサなど何れも絶滅した多様な植物から成る森であった
（46）。
石炭紀はこのような巨大な森林が盛んな光合成を行

ソテツは根に共生するシアノバクテリアの窒素固定産物
を利用し、
やせた土地でも生育できる特徴をもっている。

最近、米国のイリノイから約 3 億年前の石炭

うと同時に、植物遺体が分解されず地中に保存され石炭
となった。その結果、大気中の酸素濃度は 30％前後にも

デボン紀まで：

4．地上界の変遷

なった（83 頁図 1 参照）。高い酸素濃度が飛翔能力を生み

オルドビス紀に植物は初めて上陸し、

ンボなど、初めて翅を持った昆虫が出現した。

出す要因のひとつとなり、石炭紀に翼長 70cm の巨大ト

シルル紀には数 cm の植物が現れた。植物が上陸を果た

ところが、酸素濃度が 30％と高くなると森林火災が頻

したのち、およそ 1 億年経つと、鬱蒼と茂る森が形成さ

繁に起こり、酸素濃度はそれ以上高くはならなかったと

れ始めた。このような世界の変遷を動物も含めて振り

考えられている。一方、大気中の CO2 濃度も減少した。

返っておく。

それは光合成が盛んに起こり、樹木が石炭となって分解

生物が登場する以前の不毛の陸地では、風・雨・川の

されなかった結果である。当時の CO2 濃度は現在の 2 倍

流れ、また、所によっては水が凍るときの力などで、岩

ほどで、地球史 45 億年の間で最も低い時代のひとつで

が砕かれ砂利や砂ができていたと考えられる。水辺に小

あった（図 1 参照）。即ち過去の空気中の CO2 が数億年か

さな植物が進出し始め、その後いくらか背の高い植物も

かって石炭などの化石燃料となり、地下に蓄積されたの

現れ、カビやダニ等の小さな昆虫が見られるようになっ

である。現在問題にされている化石燃料の過剰な消費は、

ていった。それらの生物の死骸や分解産物が土壌を形成

数億年かけて蓄積された炭素のかなりの部分を数百年の

し始めていった。

間に消費し尽くしてしまうという極めてアンバランスな

デボン紀の後期に水辺に森林が成立し、菌類や小さな
昆虫、それらを食べる無脊椎動物が現れた。次にそれら

行為である。このことは現下のCO2 放出を考える際に重
要な点である 28。

の小動物を追って両生類が脊椎動物として最初に上陸し

石炭紀はシダ植物・昆虫の他にデボン紀に登場した両

たと言われている。木が茂ると岩の隙間に根が旺盛に張

生類が繁栄していた。両生類は湿った環境に適していた

り出し、落ち葉は地上にたまっていった。微生物・昆虫・

が、そこに体表を鱗で覆い、殻を持った卵を生み乾燥に

両生類の排泄物や死骸も落葉に加わって豊穣な土壌が形

強い肉食の爬虫類が加わった。更に哺乳類の古い共通祖

成され、更に多くの生物を育むようになっていったと考

先も登場した、それが石炭紀である。

えられる。即ち、地下・地上・樹上と世界に益々多様な微

ペルム紀の大絶滅：

環境が生まれ、そこに種々の生物が互いに依存しながら

物に加えて裸子植物が繁栄し始めた。動物では両生類と

ネットワークを形成し暮らすようになった。地上にはそ

爬虫類が栄えていたが、この頃に植物のセルロースを分

れまでとは一変した相互に関連した豊かな生態系が現れ

解できる腸内細菌をもつ最初の草食爬虫類も誕生した。

――――――――――――――――――――――
28
化石燃料の大量消費と温暖化については稿を改めて考える。
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４．森と人

更に恐竜や現生の爬虫類や哺乳類の祖先となる動物も姿

が雄しべと雌しべをもっていた（50）。被子植物は赤道

を現し、ペルム紀は更に多様性に富んだ世界へと変化し

付近から分布を拡大し始め、白亜紀末期には極地方まで

た（13-85,142p）
。

到達し、種数に於いても裸子植物の半分ほどになり、裸
29

ところが、ペルム紀は当時の生物種の90％が絶滅 す
るとてつもない天変地異で終わりを告げた。その大絶滅

子植物やシダ植物に代わって主役の座に近づいた（13190p）。

は大きな地殻変動や火山活動による灰などで太陽光が

花を咲かせる植物は、受粉を助けてくれる昆虫の多様

遮られ、あるいは硫化水素が大量に発生したことで光合

性を増した。両者の多様性は互いに影響しあい、圧倒的

成生物が大量に死滅し、水中の酸素が不足した結果と

な勢いで増加し続け新たな生態系を形成した。このよう

考えられている。また、地上でも光合成が抑えられるな

な被子植物の放散が現生の生物の多様性を惹き起こし

ど、多くの生物が絶滅したと推定されている。多くの生

た。

物が絶滅した空間に、爬虫類と裸子植物が進出して繁栄

白亜紀には多くの昆虫がみられたが、恐竜やワニ等の

する三畳紀が始まった。大絶滅が起こってから新たな生

爬虫類が動物界の支配的な地位を占めていた。ところが

物圏が回復するのには数百万年かかったと言われている

そのような中生代も終わりを告げた。それは 6500万年前
の白亜紀に現在のユカタン半島に落ちた直径 10km ほど

（47）
。
三畳紀から白亜紀：

ペルム紀の大絶滅の後に中生代が

の隕石が原因であった（51）。その結果、哺乳類が大きく

始まった。古生代に栄えたシダ種子類や裸子植物のコル

広がる新生代の第三紀が始まった。白亜紀末の絶滅も恐

ダイテスはペルム紀にほぼ絶滅した。しかし、ペルム紀

竜を始め多くの生物が姿を消し、地上の様子は一変した。

を生き延びた少数の裸子植物や、そのご新たに誕生した

もしも隕石が落下しなければ、恐竜が滅び哺乳類・人類

多様な裸子植物が中生代の三畳紀・ジュラ紀・白亜紀前

が栄えることはなかったことは確かである。
白亜紀の哺乳類はネズミのような体の小さなものが主

期に黄金時代を迎えた。ソテツに似た葉を持ったキカデ
オイデアは特に繁栄したが、
白亜紀の終わりに絶滅した。

で、恐竜が闊歩する中ひっそり暮らし、そのご恐竜が滅

現生の裸子植物の代表的なものは針葉樹の球果類であ

びた新生代に大きく広がり始めたと従来考えられてい

る。最古の針葉樹と言われているスイリングトニアは石

た。ところが最近、白亜紀の地層から中型の哺乳類の化

炭紀後期の 3.1 億年前に現れた（45）
。それは石炭紀に栄

石が発掘され始めた。例えば 1.6 億年前の中国内モンゴ

えた前裸子植物から進化したと考えられている。それら

ル自治区寧城県の地層からはビーバーに似た数 10cm の

の針葉樹のなかでペルム紀の大絶滅を生き延びたもの

動物が（52）、あるいは中国遼寧省の白亜紀前期の地層か

の中から、ジュラ紀までにナンヨウスギ科・マツ科・ヒ

らは恐竜の子供を食べていたことを示す胃の内容物を

ノキ科・スギ科など現生の球果類の祖先が出現した（13-

伴った中型哺乳類が見つかった（53）。このように既に白

146p）
。

亜紀には、小型の哺乳類に混じって少数の中型の哺乳類

三畳紀は爬虫類の時代でもあった。この頃にジュラ紀

が誕生していたことが明らかにされ始めている。しかし

と白亜紀に栄える大型恐竜の祖先の小型の恐竜が登場

その世界を謳歌していたのは、恐竜であったと思われる。

し、ジュラ紀は恐竜の時代となった。ジュラ紀に進化し

その恐竜が絶滅した第三紀に哺乳類と鳥類の世界が発展

始めた鳥類は、続く白亜紀に発展し始めた。白亜紀には

していった。
一方植物の世界では、白亜紀から第三紀になると森が

哺乳類も大きく進化し始めたが、支配的な地位を占めて

少なくなりイネ科の草が増えていったと考えられてい

いたのは恐竜であった。

る。それは第三紀に入ると寒冷化（図 1 参照）と乾燥が進
んだことが一因であったとされている。森が生い茂るた

5．花咲く多様な被子植物

めには、豊富な降雨が必要である。一方、草は乾期に種

ジュラ紀に誕生した と言われている花を咲かせる被

子や地下茎を残し、命をつなぐことができる。乾期に地

子植物が白亜紀に種類を増やした。姿が分かる最古級の

上部の多くが枯れても、再び雨期になると種子や残った

被子植物化石は、中国遼寧省の1.25億年前の地層から見

地下茎などから草が茂る。砂漠のような乾燥地でも、一

つかったアルカエフルクツスである。花びらはなかった

年の限られた雨期に芽生えて花を咲かせ、短い一生を終

30

――――――――――――――――――――――
29
現在起きている生物の絶滅と過去の生物の五大絶滅についても稿を改めてまとめる予定。
30
被子植物の最古の祖先の誕生時期はよく分からない（48）
。外見が被子植物に似ているサンミゲリアは三畳紀に生きていたが
（16-881p, 49）、それは論争の的になっている。
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ある。
生態系の構成要員には大きな変遷があった。しかし、

る植物の写真を見たことのある人も多いであろう。この
ように草は乾燥に対して樹木よりも強い耐性をもってい

多くの生物のネットワークに支えられた生態系そのもの

る。

は一筋縄ではないにせよ恒存されてきた。大絶滅が起こ

イネ科の草がいつごろ誕生したかは明らかでない。最
古のイネ科の化石は 7~6 千万年前の花粉であるが、はっ

り世界から多くの生物が消えた時期もあったが、生物は
再び新たな生態系を構築した。

きりしない。目でわかるイネ科の最古の化石は約 5500

このように、4.7 億年前に植物が上陸してからおよそ1

万年前のものである。一般的にイネ科の草は第三紀に広

億年を経て森がつくられ始め、森を含んだ生態系が人と

がったと考えられている。しかし、最近インドの白亜紀

は関わりなく 4 億年近く続いた。森に棲んでいた類人猿

末期（6500 万年前頃）の地層から発見された恐竜のフン

からヒトが誕生し、この世界に初めて加わったのはおよ

の化石に、イネ科に特有なケイ酸質を含む植物化石が含

そ 700 万年前である（56 参照）。森にしてみれば、その歴

まれていることが分かった（54）
。このことは、イネ科の

史の 98％は人なしで過ごしてきた。

草が白亜紀に確かに誕生していたことを示しており注目
されている。発掘場所のインド半島は6500万年前にはま

6．人類の登場

だユーラシア大陸に衝突する前で、インド洋に浮かぶ大
きな島であった。ゆっくり移動する 31 陸地の上に恐竜と

ヒトは、ごく最近のおよそ 700 万年前に誕生した。そ

草が生きていたと想像すると、大陸移動の壮大さに圧倒

のご多くのヒトの種が誕生・絶滅し、二つの種 32 が主に

させられる。白亜紀に誕生していたイネ科の草は第三紀

残った。しかし、生き残っていた一つの種であるネアン

に入ってから大きく広がった。森が少なくなり、どの程

デルタール人も今から 2 万数千年前に絶滅した。最後に

度草原が広がったかは地域によって異なる。現在の代表

残ったのは我々、ホモ・サピエンスだけである。そのホモ・

的草原である北米のグレートプレーンズは比較的早く

サピエンスの一部のグループが 1 万年前頃から所々で森

2400 万年前以降に、またアフリカのケニアのサバンナは

を積極的に拓き農耕を始め、都市・文明を築き、森への

1500 万年以降に草原に変わっていったと言われている

影響を顕在化させた。ホモ・サピエンス以前を含めヒト

（55）
。我々が食糧にしているイネ科の草がいつごろ誕生

と森について通観する。

しどのように広がったかの詳細は今後に残された問題で
ある。

ヒトは、長い間ヒトなしで循環していた世界に加わっ
た新参者である。しかし、ヒトだけが新参者ではない。

植物が上陸を開始し、そのご今では目にすることがで

チンパンジーはヒトとの共通祖先から分かれ、ヒトと同

きない絶滅した植物が鬱蒼とした森を形成し、主役が

じ頃に誕生した。また百獣の王、ライオンの祖先である

次々に交替しながら今日の被子植物を主体とする森や草

古ライオンは 400~300 万年前に現れた。現生のライオン

原ができてきた。

が誕生したのは 180 万年前頃と推定されている。ライオ

3 億年以上前の石炭紀に誕生し、三畳紀・ジュラ紀・白

ンは次第に数を増し、数 10 万年前にアフリカを出て世

亜紀前期に黄金時代を過ごした裸子植物は現在では少数

界各地へ広がった。しかし、その後ヨーロッパや北米・

派となった。裸子植物の代表格である針葉樹は現在では

南米に生息していたライオンは姿を消した。現在は主に

およそ 800 種で植物種の0.3％に過ぎない。

サブ・サハラアフリカとインド北西部のグジャラート州

このような生態系の変遷は、大陸移動・地殻変動・隕

ギル保護区の限られた地域に生息しているだけである

石の落下・気候変動などの驚天動地の変化の中で新たな

（58）。また、熊の祖先が現れたのも 260 万年前頃で、北極

種の誕生と既存の種の絶滅が繰り返されてきたことによ

熊とヒグマが共通の祖先から分かれたのはおよそ 15 万

る。例えば、南極もペルム紀には温暖な地域に位置し、

年前と推定されている（59）。そして現在、北極熊は絶滅

高さ 10m 弱（時には 30m を越えたと想像されている）の

の危機に瀕し、同じころ誕生したホモ・サピエンスはこ

グロッソプテリスという絶滅したシダ種子植物が繁栄し

の世の春を謳歌している。

ていた。過去の世界の姿は想像をはるかに超えるもので

ヒトが 700 万年前に誕生した証拠のひとつは、約 700

――――――――――――――――――――――
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現在我々は 1 年に数 cm の速度で移動している大陸上に暮らしている。
32
ホモ・フロレシエンシスという種も 1.6 万年前まで生存していた。この種はインドネシアのフローレス島に限定されていた（56
参照）。また、最近ロシアのシベリア地方南部で見つかった 3 万年以上前の人骨の遺伝情報を分析した所、そのヒトはホモ・サ
ピエンスではなく、ホモ・サピエンスの祖先と約 100 万年前に分かれた別のヒトの種とされた（57）
。我々とネアンデルタール
人以外のヒトが最近まで生息していたかどうかの詳細は今後の研究を待つ必要がある。
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万年前のアフリカのチャドの地層から猿人サヘラントロ

がった（64）。このような過去の植生は、当時の地層に含

プス・チャデンシスの頭蓋骨が出土したことである（56

まれる花粉を調べることで推定できる。それは花粉が腐

参照、60）
。そこは現在サハラ砂漠の南端で、ヒトが容易

りにくく、またその形態から種を同定できるためで、こ

に暮らしていける所ではない。しかしこの化石が出土し

のような手法を花粉分析という。

た地層には、魚類・ワニ・水陸両生哺乳類などの水生動

サハラ砂漠が緑豊かであったことは、花粉分析以外に

物の化石も多く含まれていた。その他、湿原や草原を流

そこで暮らしていた人の足跡からも分かっている。例え

れる川沿いに帯状に続く林やサバンナに生息するような

ば、1 万年前頃に氷河期が終わると共に赤道西風の動き

霊長類・げっ歯類・ゾウ・ウマ・ウシの化石も発見された

が活発になり熱帯雨林が拡大し、サハラ地方に人々が進

（61）
。このことから当時人類が誕生した地域は、現在の

出した（65-21p）。サハラ砂漠にあるタッシリ・ナジェー

砂漠のような環境ではなく水と緑に囲まれた地域であっ

ル（現在のアルジェリア南東部）では、6000~3000 年前

たと考えられている。人類の 400 万年以上前の古い化石

にウシの牧畜をしている様子を描いた岩絵と、その後の

は数例が知られているに過ぎない（56参照）
。440 万年前

2000 年前以降のラクダに荷物を運ばせている岩絵が見

に生きていたと考えられる人骨がエチオピアのアファー

つかっている。それらはサハラ砂漠が緑の草原から砂漠

ル盆地から 1992 年に見つかった。この地域は時代が異な

に変わったことを裏付けている。また完新世の初期（紀

るヒトの化石が多く出土する場所で、人類を揺籃した地

元前 7700~6200 年）にサハラ砂漠のゴベロ地域（現在の

帯のひとつであったと信じられている。この地域も現在

ニジェールの中央部）は緑に包まれた環境で狩猟・採集

は砂漠である。この化石の発見は大変注目されたが、多

民が暮らしていた。そのご乾燥が進んだ期間そこは放

くの期待にも拘わらずその後長い間、詳細な報告がなさ

棄されたが、乾燥化が和らいだ完新世の中期（紀元前

れてこなかった。苦労の末、2009 年に 36 個体のものと

5200~2500 年）に遊牧民が暮らしていたことが分かって

考えられる 110 の人骨の化石標本と、15 万点以上の動植

きた（66）。

物化石からなる克明な成果が公表された（62）
。この動

これと反対に、現在森が広がっている地域がかつては

植物の化石から分かったことは、やはり 440 万年前のア

不毛の大地であったことも珍しくない。ホモ・サピエン

ファール盆地は現在の砂漠のような環境ではなく、豊富

スが誕生してからの 20 万年間は激しく気候が変動した。

な植物が生育していた所であったことである（63）。

中でもネアンデルタール人が滅びた 2 万年前頃の最終氷

ヒトが誕生し大きく発展する要素となった二足歩行を

期最盛期（67）には高緯度地方は氷床に覆われ、そこの

はじめたきっかけのひとつはヒトが乾燥サバンナに進出

森は消えた。ヨーロッパ北部は氷床で覆われ、ヨーロッ

したことであったというイースト・サイド・ストーリー

パのそれ以外のほとんどの地域もステップ・ツンドラ・

が有力な説であった。それは1000万年前頃から起こった

砂漠・半砂漠・草原となり、森は消失した。かろうじて森

地殻変動で形成されたアフリカの大地溝帯が関係したと

が残ったのはイベリア半島低地・南イタリア・バルカン

いうものである。大地溝帯の東側に生まれた乾燥サバン

半島だけであった（68）。またカナダなどの北米大陸も厚

ナへ、チンパンジーとの共通祖先から分かれた一団が森

い氷床に覆われ現在のような森は存在していなかった。

から進出し、それらのグループが最古のヒトであったと

現在ヨーロッパに残る唯一の原初的な原生林はポーラン

されてきた。この説の根拠は初期人類の化石が現在の乾

ドとベラルーシにまたがる 10 数万 ha のビャウォヴィエ

燥サバンナから多く出土したからである（56 参照）。し

ジャの森であるが、最終氷期最盛期にはそこも氷床に覆

かし現在初期人類が暮らしていた環境は、湿地、疎林を

われ木は生えていなかった（68）。

含むようなモザイク状のサバンナであることを示す化石

日本列島でも当時の北海道はステップ・ツンドラで現

が出てきた結果、初期人類は森と草原にまたがるように

在の環境とはまるで違っていた。また現在南アルプスの

暮らしていたのではないかと考えられるようになってき

仙丈岳の山頂直下に夏は花畑になるカールがあるが、そ

ている。

れは最終氷期の 2 万年前の氷河により削られたものであ

このように現在の砂漠が過去は緑豊かであったことは

る。このように氷河期には高緯度地方・標高の高い地域

珍しくない。例えば、現在のサハラ砂漠も24~19 万年前、

から森が消えた。これらの地域の現在の森は最終氷河期

12.5~7 万年前、1 万～数千年前は木が茂っていたことが

が終わった 1 万年以降に再生したものである。ヨーロッ

分かっている（64）
。その間は世界全体で氷河期と間氷

パで今から 8000 年ほど前に氷河がほとんどの地域から

期が激しく交錯する気候の大変動期であった。間氷期の

消え、落葉樹の森がスペインから南部スカンジナビアま

温暖湿潤な期間、サハラ砂漠は緑豊かであった。そこは

で回復した（69-7p）。米大陸でも今から 6000 年ほど前に

氷河期にも氷河はできなかったが、乾燥により砂漠が広

現在の森が形成された（69-9p）。勿論それらの森のかな
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きるようになった。更に、ヒトは森に火を放ち獲物を追

りの部分は、そのご人の影響を大きく受け減少した。
このように長い地球史の間、世は常ならず、自然の姿

い立てたり、焼け跡に動物が好む木や実が多くなる木を

は大きく変貌してきた。森はあるときは草原・砂漠・氷

植えたりして、狩猟の効率を高めたであろう。このよう

床となり、再び森が回復する場合もあった。このように

なことがいつ頃から始まり、どのようなものであったか

生態系は人の影響とは関係なく生々流転を繰り返してき

は分かっていない。
しかし、例えばオーストラリアの先住民族は農業や牧

た。人が生態系に影響を与え始めたのはいつ頃からであ
ろう。

畜を営まないが、火を巧みに扱った。自分たちや他の動

石器と火の利用： 700万年前に誕生したヒトは猿人で、

物種に役立つ植生の繁殖を助け、積極的な意味で自然

彼らは森と草原の恵みを利用して生きていた。しかし、

を“管理”したと考えられている（74-391p）。またアマゾ

猿人は石器を作ることはできず 、また火も利用したと

ン川支流のシングー川流域に棲むブラジルの先住民カ

は思えない。彼らは自然の中でその一員として暮らして

ヤポー族は現在数千人であるが、農耕と狩猟採集で生計

いたに違いない。およそ 250 万年前に猿人以外の新たな

を立てている。彼らは森を焼き払い、その後にアペテと

ヒトである原人・ホモが誕生した（56参照）
。彼らは初め

呼ばれる植物資源に富んだ島のような地域をつくりそ

て石器を作ったヒトで、それは脳が大きくなった結果と

れを広げている。彼らはアペテに野生動物を引きつける
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考えられている。脳が大きくなった要因のひとつは、肉

ような植物を選んで植え付け、狩猟の手助けとしている

食が増えたことで植物の消化に必要とされていた長い腸

（74-324p）。これらのことから想像すると、狩猟採集で生

が短くなり、腸で消化に費やされていたエネルギーを節

計をたてていた我々の祖先も、森に火を放ち環境を自分

約することが可能になり、それを脳の肥大に向けること

達の生計維持に都合がよいように改変していたと考え

ができたためと考えられている。当時、石器を持ち始め

られる。

たヒトが森や自然にどのような影響を与えたかは知る由

ヒトがこのような行動をするようになったのはいつ頃

はない。しかし、彼らが作ることができた打製石器で木

からかは分からない。しかし 79 万年前の炉の跡や、ネア

を容易に伐ることはできなかったであろう。木を伐るこ

ンデルタール人が火を使用していたと思われる 5 万年前

とができる磨製石器の石斧をヒトが作れるようになるの

の炉の跡がスペインのバルセロナ近郊で見つかっている

は 3 万年前以降のことである（56参照）
。つまり、それま

ことから（75）、ホモ・サピエンス以前のヒトが森に火を

ではヒトは森に大きな影響をあたえるような道具をもっ

放っていたと考えられる。
いずれにしてもヒトは狩猟・採集を行っていた時期に

ていなかった。また人口も少なく森に大きな変化を与え

も、森にある程度積極的に手を入れながら森と共に生き

ることはなかった。
ヒトは石器を使わずに森に火を放ったかもしれない。

ていたに違いない。勿論、森がないような氷原ではトナ

ヒトはいつ頃から火を使うようになったのであろうか。

カイなどの狩猟に主軸を置いたり海洋資源に頼ったり、

142 万年前のケニアでヒトが火を使った可能性を示す跡

森に多くを依存しない生活もあった。1 万年前頃までは

が見つかった
（71）
。
しかし、
これはヒトが火をコントロー

多くの人は狩猟・採集に頼った生活をしており、その頃

ルしたのではなく、自然発火の火であったのではないか

の世界の人口は 1000 万人を超えることはなかった（56参

という反対意見もあり、確かなことは分からない。確か

照）。その頃の人の暮らしを支える営為の森への影響は

な証拠は 79 万年前のイスラエルの地層から見つかった。

わずかで、問題となるようなものではなかったと考えら

それはヒトがおそらく炉のようなもので火をコントロー

れる。また高緯度地方に森が戻ってきたのは 1 万年前以

ルし使った跡である（72）
。火を利用できるようになると

降の温暖な時期になってからであった。

ヒトの食生活も大きく変わった。火の使用を明らかにす

農耕の開始：

ることはヒトの進化を考える上でも重要であるが（73）、

森を伐り拓き、火を放ったであろう。木を燃やし耕地を

分からないことの方が多い。

得、木の灰を肥料として利用したと考えられる。それは

次第に人は積極的に農耕地を作るために

ヒトは誕生以来アフリカに留まっていた。アフリカか

現在の焼畑農業の原初的な形態であったろう。また、そ

ら出て各地の森を利用するようになったのは 180 万年前

の頃には磨製石器の石斧も広い地域で作られるようにな

以降のことである（56参照）
。

り、効率よく木を伐採できるようになっていたと思われ

ヒトは長い間、採集により生計をたて次第に狩猟もで

る。西洋の新石器時代は農耕の開始と、磨製石器によっ

――――――――――――――――――――――
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最近 340 万年前の猿人が石器を使った可能性を示す骨の遺物が発見された（70）
。しかし猿人が石器を使っていたことを実証
するためには、更なる証拠が必要である。

－ 93 －

臼田：知は地球を救う

４．森と人

更に、ニヤ湖の堆積物の調査からはレバノンスギの花

て特徴付けられる。即ち、人が農耕を広げた結果、森へ
の影響は狩猟・採集経済と違ったものになっていった。

粉が徐々に減り、5 千年前頃に著しく減少したことも分

また一部の地域で 1 万年ほど前から始まったヒツジ・ヤ

かった（76-34p）。レバノンスギは大樹で宮殿の建設や

ギ・ウシ等の家畜化も森に影響を与えた（1参照）。更に、

船の建材に利用されていた。エジプトのクフ王（在位紀

数千年前からはウシなどに犂を牽かせ耕作するように

元前 2589~2566 年頃）のピラミッドの近くにレバノンス

なったことも、耕地の増加と森の減少をもたらした（69-

ギで造られた船が埋葬されていた。また最盛期の紀元前

43p）
。しかし、焼畑は森の一部をローテーションさせな

2900 年頃に数万人が暮らしていたメソポタミアのウル

がら利用するもので、当時の人口も勘案すれば、このよ

クも、レバノンスギの利用によって都市として繁栄を築

うな初期農耕・牧畜が地球レベルの自然の循環に大きな

いていたと考えられる。レバノンスギが多く生える地域

影響を与えたとは考えられない。

は、現在のレバノン・シリア・トルコの地中海沿岸地方

5 千年前以降に都市が誕生し、人の森への影響が次第

であり、メソポタミアの都市からは直線距離で千数百キ

に大きくなった。灌漑の発明に依り、雨水だけに頼る天

ロ離れていた（76-15p）。長距離だが川を利用すれば伐採

水農耕から集約的な農業に移行し、狭い地域に多くの人

したレバノンスギをウルクまで運べたはずである。また

間が住むようになった。その結果、数万人規模の都市が

船にくくりつければ季節風を利用して 3~4 日でエジプト

限られた地域に現れた（1 参照）
。一方、例えば 5 千年前

まで運べた。この様子を描いたレリーフがルーブル博物

の日本で最大の集落は三内丸山のような中規模の集落

館にある（77-6p）。このようにレバノンスギの自生地は

であって、せいぜい数百人が暮らしていたに過ぎなかっ

都市文明が繁栄した所からは遠く離れていたが、既に作

た。そこでは森の一部を伐り拓き、栗を栽培していたこ

られていた金属製の斧を使用し都市の人々がそれを利用

とが分かっているが（1参照）
、縄文時代の日本には全国

していたと考えられる。

で 10~30 万人ほどが暮らしていただけで森林資源が枯渇

多くの人が指摘しているように、人が森を侵略的に利

する問題は起こらなかった。以下に見るように、5 千年

用し始めたのはギルガメシュの時代に遡ると考えられ

前に始まった森への侵略は一部の地域の問題であった。

る。ギルガメシュ叙事詩は紀元前 2600 年頃のウルク王・

日本で森林資源の枯渇が都市周辺で問題となるのは、飛

ギルガメシュについて書かれたものである。そこではギ

鳥時代に入り都や寺院が造られるようになった時からで

ルガメシュが長い旅の末に森へ辿り着き、森の神・フン

ある（119 頁）
。

バハを殺したことが語られている。このことはかつて崇
めていた森の神を人が殺してしまったと思うほど、森を
貪ったことを象徴的に表しているものとされている。そ

7．文明と森の侵略的利用

の後メソポタミアに栄えた都市は、土壌の塩類化などに

人が森へ大きな影響を与えたことが初めてはっきり見

より衰退したことは既に紹介した（1）。
次第に都市建設のために森林資源の枯渇が深刻になっ

て取れるのは、メソポタミア文明とインダス文明が栄え

ていったと考えられる。メソポタミアに一大勢力を築い

た地域である。

たバビロニア帝国の初代王ハンムラビは、紀元前 1790年
7.1

メソポタミア文明

にハンムラビ法典で「王の所有する木の枝ひとつでも傷

メソポタミア文明を揺籃したシリアのガーブ・バレイ

つけたものは、決して生かしてはおかぬ」という激しい

のニヤ湖の底に堆積した15,000年前から現在までの土を

処置をとった。このことは当時すでに、森林資源が枯渇

ボーリングし、そこに含まれる花粉分析が行われた。花

し始めていたことと、人々と王の木材利用に大きな軋轢

粉は時代と共に大きく変わっていた。氷河期が終わり温

が生じていたことを如実に物語っている（78-35p）
。

暖期になるとナラの森が広がったが、その後8700 年前頃
からマツ 34 やオリーブの花粉が増えた（76-34p）
。このこ

7.2

ヨーロッパでも徐々に農耕が取り入れられた。9 千年

とはその頃から人が森に手を加えオリーブを積極的に植
えたことを示している。

新石器時代のヨーロッパ

前頃からメソポタミアで始まった農耕が数千年かけて波

――――――――――――――――――――――
34
人が森から木材や柴を持ち出すと森の中で循環していた栄養素が取り去られ、土地はやせる。やせた土地には限られた植物し
か生育できない。その代表格はマツで、そのような林は二次林と呼ばれる。このようにマツ林が広がっていったことは、例え
ば 14 世紀の初期に書かれた石山寺縁起絵巻や江戸時代初期に書かれた舟木本の洛中洛外図にマツやマツ林が描かれているこ
とからも分かる。これらは、都の人が周りの森を利用した結果生まれたやせ地に生えたマツの二次林であったろう。
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状的にヨーロッパ全土に広がった（1 参照）
。しかし都市

に拡大していった。ローマ人はヨーロッパ各地に展開

を造るような文明は発達しなかった。ポーランドのクレ

し、
『全ての道はローマに通じる』と言われるほど広大な

ズミオンキ鉱山の近くに、幾つもの集落が6000年前以降

帝国を築き、栄華を極めた。その中心のローマは最盛期

から 2000 年以上に亘って継続していたことが知られて

の 2 世紀に人口は約 150 万人で、数階建ての共同住宅に

いる。そこで 6 世帯の 30 人が暮らすには、住居や付属施

多くの人が住む、人口密度が 8 万人 /km2 を超える超過密

設に 4.5ha、コムギ畑が13.2ha、更に40頭のウシ、40 頭の

都市であった。皇帝ハドリアヌス（在位 117-138 年）は遠

ヒツジかヤギを飼うためには森を伐り開いた放牧地や自

くイングランドとスコットランドの境界近くまで進出し

然の草地が 40ha 弱、燃料や建築資材を集める森が 60ha

てハドリアヌスの長城を築いた。また各地に煉瓦造りの

弱、その他にローテーションして使うための予備の森な

水道橋も造られた。ローマ帝国の木材使用の 90％は燃料

どが約 500ha 必要であったと推定された。それはひとり

に当てられたと見積もられている（69-77p）。ローマ帝国

当たり約 20ha となった（69-45p）
。もしこの割合を現在

は進出を成し遂げるための船の建造用木材、冶金を含む

に当てはめると、70 億人に 1400 億 ha が必要ということ

様々な燃料用の木の伐採、兵士を養うための小麦畑の確

になる。地球の陸地面積は砂漠や極地を含めて 150 億 ha

保など森に大きな影響を与えた。ローマ帝国はそれ以前

弱である。即ち当時の生活もかなりの面積の自然資源

の国家とは広がりの上で大きく異なり、広範囲に森を開

に支えられていたことが分かる。ちなみに狩猟・採集生

発した。現在に至るヨーロッパの多くの森の人工的改変

活でひとり当たりに必要な面積は地域により大きく異

はローマ時代に始まったと考えられる。

なる。例えばタスマニアのアボリジニでは2500ha、カリ

ローマ人は進出したガリア地方で、先住民として暮ら

フォルニアでドングリ・魚・獣に依存していた人は 25ha

していたケルト人であるガリア人を取り込み懐柔し、そ

と見積もられている（79-8p）
。このように広い面積を必

の地方の支配に当たらせた（80,81）。ローマ人とガリア

要とする人々の暮らしが長い間持続可能であったのは人

人の文明観は異なっていた。例えばケルトのドルイドと

口の絶対数が少なかったからである。

呼ばれる神官は、ヤドリギの寄生したオーク（樫）の木
のもとで儀式を行った。ヤドリギは寄生主の樫の木が葉

7.3

インダス文明・ミケーネ文明

を落としても常緑の葉をつけているために、神聖な力が

インダス地方のハラッパーやモヘンジョ・ダロも焼

宿るとされ崇められていた（82）。自然・森との一体感を

成煉瓦で都市が造られ、最盛時に数万人が暮らし繁栄を

基盤とするアニミズム的宗教観をもつケルトの狩猟・採

極めた古代都市である。そこでは煉瓦を焼くために森の

集民と、
“都会的な”ギリシア・ローマの人々の自然・森

過伐が行われたと思われている。1m3 の焼成煉瓦を作

に対する感覚は大きく異なっていた。しかし、ギリシア

るためには 150m の木が必要であると言われている（69-

のテオプラストスは紀元前 4 世紀末に現在の生態学に

75p）
。このことも一因となり、
それらの都市も紀元前2千

あたる‘oikeios’という言葉を使ったり、
『De historia

年紀の中頃までに衰退した（1参照）
。

plantarum』という森を科学する本を著したりした（69-

3

このように古代都市の成立は、森の資源の非循環的利

65p,83）。また、ギリシア・ローマの哲学者たちは人間が

用に依存しており、人の森への蚕食はその頃から始まっ

つくった慣習法に対置するものとして、生存を中心とす

たと考えられている。紀元前 1450 年から紀元前 1150 年

る一定の生物学的原理に従う自然法を想定した。自然

頃までギリシアで栄えたミケーネ文明も、最盛期に森を

法は動物に対して一定の配慮をするものであった（84-

大規模に伐採したことが花粉分析から明らかとなってい

33p）。

る（77-9p）
。そこでは森が伐採され、傾斜地で耕作が行

ローマ帝国は、初めは迫害していたキリスト教を 313

われた。傾斜地の耕地からは土壌が流出し、土地が疲弊

年コンスタンティヌス 1 世とリキニウス帝によるミラノ

して持続的な農業が立ち行かなくなった。ミケーネ文明

勅令によって公認した。キリスト教はその後の西洋文化

は海の民の侵略によって滅びたとされているが、その一

に大きな影響を持つようになったが、ケルトなど異教徒

因は資源が枯渇し文明が弱体化していた時に侵略にあっ

の先住民の文化も西洋文化に連綿と残ったと考えられ

たためと考えられる。現在、そこには禿山が広がってい

る。キリストの誕生日は分からないが、12 月 25 日を祝

る。

うようになった。これはアニミズム的な風習で冬至を
祝ったことと関係していると言われている。冬至が終わ

7.4

ローマ帝国

ると再び日が長くなり世界に再度力がみなぎることを

紀元前 8 世紀中ごろから都市国家として発展し始めた

祝った伝統を踏襲したのであろう。また、樹木を崇拝す

ローマは紀元前 1 世紀にはシーザーが版図を広げ、次第

ることは偶像崇拝にあたり非キリスト教的であるが、ク
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リスマスツリーとしてモミの木を飾るのも、あるいはメ

が暮らせる都市が造られた。マヤはこのような都市が熱

イポールを立て春になった喜びを祝う風習が残ったの

帯雨林に点在する文明で、しばしば熱帯雨林に広がる
“陸

も、ケルト的なものと考えられる。クリスマスツリーを

上の島”と形容される（86-475p）。
このようなマヤ文明も紀元 1000 年頃には 50 万人ほど

飾ることは逆に異教徒の信仰の対象である森を伐り倒
すことを象徴しているという見方もあるが（84-186p）、

に人口が急減した。ティカルはその滅亡した都市のひと

飾るという行為あるいはクリスマスを冬至の直後に設

つであるが、そのピラミッドは鬱蒼とした熱帯雨林の中

定したことから考えると、これはケルト的な文化を取り

に埋もれてしまい、その存在は 19 世紀半ばで明らかにさ

入れなければキリスト教を普及できなかったためと推

れなかった。かつて栄えた都市も人に遺棄されてしまう

察される。

と森となってしまう。そのような目で現在の中央アメリ

この論考の最後に、我々の森との関わりを環境倫理の

カの熱帯雨林をみると、その 40％ほどは一度人手が入り

面から考える。そのひとつの視点は人間中心主義の西洋

伐採されたものが、再び森に戻った二次林であると言わ

の文明観を見直すことである。ギリシア・ローマの自然

れるほどである（69-32p）。

観はキリスト教に支えられた人間中心主義とは違い、自

即ち、マヤ文明は森を伐り拓いて栽培面積を増やし繁

然法に代表されるように自然にも存在の権利があるこ

栄したが、やがて滅亡し再び森に覆われてしまった。そ

とを認めていたと考えられる。しかし、その価値観はケ

の滅亡の原因は幾つかの可能性が指摘されているが、分

ルトに代表される価値観とも大きく違っていた。中世以

からないことも多い。

降の西洋の文明・価値観はキリスト教の人間中心主義的

耕地を伐り拓き過ぎたことによる土壌流出が大きな要

な価値観に支えられていたが、ギリシア・ローマ的な文

因となり、生産性が落ちて文明が斜陽化したとする説が

化やケルト的な伝統も西洋の文明・価値観の深部に残っ

有力である（69-52p,87,88-144p）。特に人口が増えると傾

た。例えば 1641 年に描かれたヤン・ファン・ホイエンの『2

斜地の限界耕作地が増え、土壌流出が大きな問題となる

本の樫のある風景』は雷（神成り）が落ちた樫の老木を

ことは古今東西の社会で何度も繰り返されている。気候

主題としたものだ。それはケルト的な心情を表している

の乾燥化（89~91）や戦争が文明の崩壊に影響した可能性

と思われる。

も指摘されている。このような主張は熱帯雨林の低地で
栄えたマヤ文明の滅亡に焦点をあて、その原因を探る立

7.5

森に埋もれた文明

場である。一方マヤ文明はユカタン半島の北部へ移り、

ローマ帝国の絶頂期の 2 世紀には多くの辺境の地にも

商業に重点を転じ変質しながらも継続し、現在その子孫

都市が栄えた。しかし、ローマの衰退と共に都市は消え

が 700 万人生きていることに重きを置く研究者もいる。

森が戻った地域もある。3 世紀の半ばにゲルマン民族の

この見解では文明の崩壊よりも、衰退した文明が地域を

大移動に伴い放棄されたアイフェル地方には、かつて栄

代え回復したことが強調されている（92）。

えた都市を偲ばせる水道橋が森のなかに残っている（85-

アンコール文明： クメール王朝は 9~15 世紀まで現在の

43p）
。

カンボジアを中心に東南アジアで栄えた。その中心地の

マヤ文明：

栄えた文明が滅び森に埋もれた例は他に

アンコールは 12 世紀末に絶頂期を迎えた。シュムリアッ

幾つもある。マヤでは紀元前 1000 年に約 16 万人、紀元

プ川の扇状地にあるアンコール・トムには東西に広大な

前 300 年に約 24 万人と徐々に人口が増え、紀元 800 年頃

貯水池（南北 2km ×東西 8km）がひとつずつ造られ、乾

の絶頂期は 300 万人前後の人が極めて稠密（117~151 人 /

季に水を利用できる水利網が完備された文明が栄えた

km ）に暮らし繁栄していた（69-49p）
。マヤ文明はメキ

（93-184p）。ところが 14 世紀半ば以降、タイ・アユタヤ朝

シコ東南部・ガテマラ・ベリーズの北緯 15~22 度に広が

との 80 年に亘る戦争に疲弊し、浚渫作業なども不十分と

る熱帯雨林で興亡した。そこは年間 900~1500mm の降雨

なり、水利施設が十分機能しなくなったことで広大な田

量があるが、雨の大半は5~12月の雨期に降る。降った雨

地が荒廃し、王都は 1431 年頃に放棄されたと考えられて

は小孔の多い石灰岩に浸み込み、水を吸い上げることは

いる。しかし、文明の崩壊の原因としては気候変動によ

容易でない。一年中水をたたえている沼・窪地・湖もあ

る旱魃の影響の可能性も指摘されている（94）。

2

るが、その水は塩分濃度が高く飲料水・灌漑用水に適さ

その後 16~17 世紀にかけてアンコール地方を訪れたポ

ない。しかし水中の塩分の大半は、水底の堆積物に含ま

ルトガル人やスペイン人の宣教師たちは、当時、水利網

れるため、その上に石灰岩を細かく砕いたものをまく土

が部分的ながら機能していたことを報告している。しか

木工事を行って、塩を封じ込める層を造り水源を確保し

し、イエズス会神父 C. ブイユヴォーが 1858 年にアンコー

た。マヤでは予めそのような土木工事を行い、多くの人

ル遺跡を再発見した時、ほとんどのアンコール遺跡は森
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林に埋もれていた。即ち、14世紀に斜陽化したアンコー

を現在の森林問題・文明のあり方に重ねることで警鐘を

ル文明の衰退は止まらず、いつしか忘れられ森の中に埋

鳴らすものである（98）
。しかしイースター島の人口の推

もれていったと考えられる。かつて何百人もの修行僧が

移ははっきりしておらず、ポリネシア人たちが使ってい

暮らしたタ・プローム寺院は再発見時の姿のまま保存さ

た黒曜石の石器を分析すると、18世紀中頃まで人口は減

れている。しかしその寺院は、触手のように伸びた沖縄

少していなかったと推定する報告もなされている（102-

で「ガジュマル」と呼ばれる榕樹の根で締めつけられ、

39p）
。イースター島を訪れた18世紀の探険家の滞在は短

精巧な彫刻がなされた壁面は緑の地衣類で覆われ、往時

く、彼らが目にした姿が全体を反映したものかどうかは

の姿をとどめていない（95~97）
。

分からないが、その時に既にモアイ像を祭ることはなく、
人数はともかく質的にはかつての社会と大きく違った社

7.6

イースター島

会になっていたことは確かである。イースター島で森が
2

イースター島は面積 164km（伊豆大島の倍ほど）の島
で、ポリネシアの東端にある。そこは、現在チリ領であ

消失した後に、人々がどのような規模でどのような暮ら
しをしていたかを実証的に調べなければならない。

るが、かつてはポリネシア人が高さ数m、重さ数10t のモ

以上概観したように、人は農業を始め文明を興すため

アイ石像を台座（アフ）の上に約1000体祭って暮らして

に森の資源を最大限に利用してきた。栄華を極めた文明

いた。今、目にするモアイ像は草原の中に点在している。

の幾つかは滅びた。しかし、文明の衰退・滅亡に力点を

しかしそこもかつては森に覆われていたことが、花粉分

置き、そのことと現在の文明の危機を重ね合わせて考え

析から分かっている。その島でかつて繁栄した文明の変

る立場と（98）、衰退した文明は形を変え、他の地域で回

遷が森の消長と関係していると注目されている。

復したとする見方が（103）あることも注意する必要があ

この島に人が初めて到着したのは紀元 900 年以前（98

る。ステレオタイプな考え方は常に避けなければならな

上 -142p）とも、1200年頃（99）とも言われているが、結

い。文明の衰退の原因は森の消滅だけでなく、気候変動・

論は出ていない。人の到着と共に森林が伐り拓かれて

土壌流出・水利施設の崩壊・戦乱など様々であったろう

いったことが花粉分析から明らかにされている。森の減

が、持続可能な社会が立ちいかなくなったことは確かで、

少は 1250 年頃の有用なヤシの伐採から始まり、1400 年

往時の生活が大きく変わらざるを得なかったことは間違

頃に最盛期を向かえ 1650 年頃にはほとんどの木が伐採

いない。
メソポタミア・インダス・ミケーネ文明の故地は森が

された（98- 上 171p, 100, 101, 102-37p）
。
モアイ像は 1000年頃から建造され、最後にアフとモア

消え、現在では土がむき出しになっている。マヤ・クメー

イ像が建てられたのは 1620 年頃と言われている（98- 上

ル文明の故地は鬱蒼とした森が蘇っている。それらの文

154,174p）
。このことは人の来島が 1000 年以前であるこ

明の推移に人の森への負担と森の消失がどのように影響

と、また、モアイ像を造り・運び・祭ることができた社会

したのかを、森の消失が文明崩壊につながるという予断

が数百年継続したことを語っている。しかしイースター

を持たずに、明らかにすることが肝要である。

島へのポリネシア人の到着が1200年頃であれば、到着後

我々が森への加圧を増加させれば、我々の暮らしは大

50 年ほどで森の減少が始まったことになる。イースター

きな影響を受けることは確かである。そのような功利的

島で人が森へ大きな影響を与えるのにどの位の時間がか

な観点以外に、森そのものが存在する権利を認める立場

かったのかを知るためには人の到着時期を明らかにする

も含め、我々が森にどのように接するべきかが問われ始

必要がある。

めている。そのことは生態系を如何に恒存させるかとい

イースター島に初めてヨーロッパ人が到着したのは

うことであり、この小論の最後に考察する。伐採と植林

1722年であった。その時の短期間の滞在で彼らが目にし

を繰り返した歴史を振り返ることは現在我々の抱える

たのは、モアイ像と思いのほか少ない人々であった。そ

問題に対処する上で重要な視点を与えてくれるはずで

の時の調査から、彼らはそこにかつて1万人以上が暮ら

ある。

していたが、当時は人口が激減し2~3千人が暮らしてい

8．ヨーロッパの森の変遷

るに過ぎないと推測した。このように人口が減少したの
はヤシなどの有用な森林資源が枯渇したことと、森を伐
り拓いて作られた耕地から次第に土壌が流出し、肥沃度

人は狩猟・採集時代から火を使い森の一部を“管理”し

が低下して食料生産が減少したことが原因であると一般

始めた。凡そ 1 万年前になると一部の地域では磨製石器

的に考えられている。この見解は、文明の衰退に森林破

と火を用いて森を拓き、原始的な焼畑農耕を始めたと思

壊とそれに続いた土壌流出が大きく作用したとし、それ

われる。更に約 5 千年前以降に勃興した都市周辺で、森
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の資源の枯渇が問題になる場合もあった。また、森林資

ドゥームズデー・ブックがある。例えばそこに記されて

源の消耗はインダス文明の落日の一因になったとも考え

いる地名を調べると、そこが開発された定住地（語尾が

られている（1 参照）
。そのご多くの強大な帝国が栄華を

-ing, -ington, -tun 等）か、森（語尾が -leah, -feld, -wood等）

極め、ローマ時代の絶頂期までに西洋の森の多くは伐採

かを判断できる（69-100p）。
イギリス・フランスでは森の伐採・消失が進んだが、

された。残っている森の多くも人の手の入った二次林に

ライン川東のドイツ領域は、森林面積が国土面積の70％

変化していった。
狩猟・採集に依存する獲得経済の文化と、農耕に多く

（現在ドイツ全体で32％）とかなり森が残っていた（105-

を頼る生産経済に支えられた文化では森への人々の思い

108p, 2）
。このように、中世初期が終わる1000年頃までに

も違っていたであろう。狩猟・採集時代の人類の森に対

進んだ森の消失のスピードは地域により異なっていた。
多くの森が残っていた現在のドイツを中心とした地域

する感謝・恐れ・畏敬の念は我々にも残っている。しかし、
1 万年前から農耕を始めると、森へのそのような思いは

の森もそのご急速に減少していった。900 年頃と 1900 年

徐々に少なくなり心の奥へと押し込められていったと思

頃のベルリンを含む東西 1200km、南北 1000km ほどの中

われる。更に、18世紀以降に科学・産業革命が始まると、

央ヨーロッパの地図を比べると、森の消失がはっきり分

人間が自然を支配する度合いはかつてないほど増し、そ

かる。900 年頃の地図は森を表す黒色で大部分が覆われ

のような森への思いは一段と希薄になっていった。近代

ていた。一方 1900 年の地図は、所々に森が点在している

西洋の森林伐採は人間の自然に対する思いに益々大きな

だけでその違いの大きさに驚かされる。また残った森も

変化を生み出していった。

マツが目立っていた。それは残った森も人の手が入った
二次林で、人が 1000 年の間に森への負担を急増させたこ

8.1

中世の温暖期までの森と人

とをはっきりと示している（106）。
ローマ帝国滅亡後ヨーロッパ社会は停滞していたが、

森への圧力は人口の多寡と生活の質に大きく影響さ
れる。繁栄したローマ帝国も395年に東西に分裂し、476

社会は徐々に回復基調に入り次第に暖かくなった気候に

年に西ローマ帝国が事実上滅亡した。その影響を受け西

後押しされ膨脹していった。10~13 世紀の中世は温暖期

洋の人口増加は 5 世紀末から 700 年頃まで停滞した。そ

で大開墾が行われ、耕地の増加に支えられてヨーロッパ

の結果、森への負担は一時的に和らいだ（69-91p）。

の人口は 13 世紀初めに 7550 万人に達した。人口は200年

しかし、人々が森林資源に頼って暮らしていたこと

余りの間に倍増したことになる（69-92p）。その開墾に大

に変わりはなかった。例えば、イギリスでは 7 世紀に不

きな役割を果たしたのは 1098 年に創設されたシトー会

法な伐採は有罪とされ、御料林での伐採が許される場

の修道僧であった。シトー会のモットーは都市の堕落か

合にも代わりに若木の成育を守る措置がとられた（104-

ら身を遠ざけ、勧んで未開の森に分け入り神に仕えるこ

298p）
。このように全体として人口増加が停滞していて

とであった。それは神の似姿として創られた人が、神に

も、地域によっては森の過伐が問題となった。それはハ

代わって自然を管理しようとする人間中心主義が強く

ンムラビ王の時代あるいはそれ以前から継続した問題で

なった時期 36 でもあった。勿論彼らは一方的に森を開墾

あった。

したのではなく、一部の森を所有林として残した。森林

ヨーロッパの人口は紀元 600 年の 1800 万人から紀元

と農耕地そして牧羊地が併存していた。事実、シトー会

1000 年の 3860 万人と、多くの民族移動も伴いながら増加

は 18 世紀頃に 2400ha の森を所有していた（107-39p）
。し

した。その人口増加は森の減少に拍車をかけた
（69-92p）。

かし全体的に見ると温暖期は、森を伐り拓く大開墾が行

1965 年にシャルル・イグネは 11 世紀の国土面積に占め

われ人口が増加した。

る森の割合を見積もった。それによるとイングランドで

フランスの開墾の絶頂期は 12 世紀末であった（107-

は 15~20％（2005 年現在、イギリスは12％）
、フランスで

38p）。開墾は肥沃な土地から行われた。開墾が進むと肥

は 20~30％（2005 年現在 28％）と、森林は既に現在と同

沃な土地は少なくなり、寒冷地や痩せ地の開墾をせざる

レベルに著しく減少していた（105-108p, 2）
。当時の森を

を得なくなった。14 世紀に入ると開墾の速度は緩慢に

調べる資料のひとつは、1066 年にイングランドを征服

なった。また一方で木材不足も深刻になり、開墾を見送っ

したウィリアム征服王 35 が 1086 年に作った土地台帳の

た、森林保護の動きがフランスで初めて登場したりした。

――――――――――――――――――――――
35
ノルマン朝を開きイギリス王室の開祖となった王。
36
最後に考察するが、西洋的な人間中心主義を推し進めたことが我々の抱える環境問題に大きく関係していると考えられてい
る。当時の大開墾は人間中心主義の典型的な例である。
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例えば 1346 年にフィリップ6世が新たな森林の使用権を

行していたペストが貿易の中心地であるイタリアの港へ

認めない王室森林法典の最初の基礎となる規定を定めた

上陸し、1352 年までの数年間で当時のヨーロッパの 1/3
の人がペストで死亡したと言われるほど短期間に甚大な

（107-40~43p）
。
比較的森が残っていたドイツでも、森林を持続的に利

被害がもたらされた（111）。

用するために 1165 年のロッシェルの森、1177 年のステ

コメとコムギ農耕の違いを前報で紹介した（1）。コメ

フテスの森、ハインリヒ・クレンツの森、1291年のメリー

の栽培では多量の森が必要で、稲作地帯の後背地には森

ルの森などに対して開墾の禁止令が発布された（108-

が残されたが、ヨーロッパで耕作されたコムギ栽培は森

22p）
。このように人々は、ハムラビ王の時代から森を伐

を残さず一方的な開墾が行われた。更にそこでは、牧畜

り過ぎては資源の枯渇に見舞われ、利用を制限すること

も盛んに行われ森の減少は加速された。
ヨーロッパでは中世の温暖期に森の開墾が進んでネズ

を繰り返して来た。
5 千年前にメソポタミアは肥沃な土地

ミを食べるキツネが棲家を失い、その数を減らした。つ

で農産物を大量に生産し都市文明を築いた。しかしそこ

まり森の開墾が、ネズミを増加させたと考えられる。ペ

にはムギなどの農産物の他は、ナツメヤシなど限られた

ストはネズミにより媒介されるために、ペストの爆発的

ものしかなかった。メソポタミア文明はレバノンスギを

な伝染の一因は森の消失によるネズミの増加であるとも

始め金属・岩・宝石等を交易で得ることによって成立し

言われている。一方日本ではイネ耕作で森が残り、残さ

た（109-97p）
。交易の証拠は、紀元前 4000 年頃に石器の

れた鎮守の森にはキツネを祭る風習もあり人々は森・キ

材料として珍重されていた特定の地域の黒曜石が各地か

ツネと共存していた。日本ではキツネがネズミを食べ続

ら出土していること、紀元前 4 千年紀にはアフガニスタ

けた結果、ネズミが増え過ぎずペストが蔓延することは

ン特産の宝石ラピス・ラズリもメソポタミア・エジプト

なかったと、人と森との共生の効用が強調されることも

で見つかっていること等である。更に、紀元前 3 千年紀

ある（112）。

交易とペスト：

までにメソポタミアとインダス両地方の印章が、中間に
位置するイランのジロフトから見つかり、ジロフトが両

8.3

小氷期からの回復期の森と人

13 世紀初めに 7550 万人に達したヨーロッパの人口は

地域の交易の中継地であったことが示されている
（110）。
このように人々は数千年前から交易あるいは他地域の

小氷期とペストの影響で 1400 年には 6000 万人程度にま

征服のために、広い地域へ遠征していた。紀元前4世紀の

で減少した。14 世紀後半から 15 世紀にかけて、耕作は

アレキサンダー大王もインドの征服を試みたが、長年に

放棄され森林が再び広がりはじめた。ところが小氷期の

亘る外征に疲弊した部下をまとめきれずに帰還した。こ

寒冷化は次第に和らぎ、1450 年頃から農業に軽度な回

のように人々の交流が文明や森へ大きく影響していた。

復が見られるようになり、社会に再び成長の基調が戻っ

時代は下って 13世紀の後半、マルコポーロに象徴され

た（113-141p）。人々は活力を取り戻し耕地や放牧地を得

るようにヴェネツィアは東方との貿易で勢力を拡大し海

るために森を伐り拓き、開墾と人口の増加の時代が再来

軍力に支えられた都市国家を築いた。交易は物産だけで

した。ヨーロッパの人口は 1600 年に 1 億人強、1800 年に

はなく、時には病気を違う世界に広めることもある。ア

2 億人弱と著しく増大した。

ジアで発生したペストが商人によりヨーロッパに持ち込

森林は伐採され耕地となっただけでなく、住宅建材・

まれ、瞬く間にヨーロッパ全土に蔓延し、ヨーロッパの

燃料・飼料等を提供し人々の暮らしを支えた。農民はあ

社会・森に大きな影響を与えた。

る時は自己規制をしながら、またある時は領主層との利
害対立の中で森林資源を利用していた。15 世紀の初め

8.2

小氷期の森と人

に書かれた『ベリー公のいとも美しき時禱書』
（114）に

14 世紀までの中世温暖期に、ヨーロッパ社会は大開墾

は、当時の農民や貴族の暮らしぶりを美しい色使いで描

によって風船がふくらむように膨張した。しかしそのよ

かいた多くの絵が載っている。カレンダーを飾る絵もあ

うな高度成長は、14 世紀の半ばに始まった小氷期で終

り、11 月の絵は農民が森にブタを放しドングリを食べ

わりを告げた。

させる風景画である。現在でもドングリを食べさせてい

小氷期が始まると、寒冷地や痩せ地の限界耕地まで拡

るイベリコ豚の生ハムは珍重されている。当時の農民は

大していた農業の生産高は乾燥・寒冷化した気候の影響

森の恵みを餌としてブタを養育していた。一方 12 月の絵

を受けて激減し、飢饉がヨーロッパを襲った。食糧難か

には、領主層が猟犬と共に野生のイノシシ狩りを行って

ら肥大した人口は支えられず、また栄養不足で人々の免

いる森の様子が城を背景に描かれている。領主階級は狩

疫力は次第に弱くなっていった。1347 年にアジアで流

を楽しむために野生動物を一時保護する目的で、農民の
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送の簡易化による伐採の加速が原因であった。

森林利用を制限した。
このように農民と領主層の利害対立は続いていた。農

大航海時代の造船と森：

小氷期に衰退したヨーロッパ

民は困窮を極めると立ち上がらざるを得なかった。例え

社会も 15 世紀半ばになると回復の兆しが現れた。ヴェネ

ば 1525 年に起きたドイツ農民戦争では、上シュヴァーベ

ツィアは盛んな交易を行い栄えていた。そこでは 15~16

ンの農民たちは「十二箇条」の宣言を行い領主層に対し

世紀に造船のために森林伐採が加速した。森の保全も試

て蜂起した。その宣言のひとつは、農民の森の利用権回

みられたがうまくいかなかった（69-183p）。ヴェネツィ

復を求めるものであった（115-27p）
。その農民戦争は一

アは 15~16 世紀に数多くの戦争によって次第に疲弊し、

時大きな広がりを見せたが、10万人の農民が殺され 1 年

16 世紀末には斜陽化してしまった。

も経たずに農民は敗北し再び抑圧下に置かれた。勝利し

次の大航海時代に先鞭をつけたのは、新たに登場した

た諸侯は各地で勢力を強めて割拠した。その結果ドイツ

スペインとポルトガルであった。ポルトガルのエンリケ

は、領邦的分裂が強まっていた。

航海王子はアフリカの西海岸を踏破させるなど大航海時

このように 16 世紀にかけてヨーロッパは人口が増加

代の幕を開いた。その後コロンブスは、1492 年に大西洋

し、森の伐採・森への依存度が利害対立を生みながら加

を横断しカリブ海のイスパニョーラ島に入植地を築い

速していった。森林資源は人々の日常生活用の燃料や、

た。彼が乗船したサンタ・マリア号は全長 18m で 40名ほ

製鉄・製塩・ガラス製造・窯業の燃料にも利用されてい

どを乗せることができた。彼はそのご積載能力の高い帆
船のギャラック船に乗り、1498 年の 3 度目の航海で南米

37

た（104-291p） 。
現在の開発途上国や過去のアメリカの暮らしぶりを

大陸に、そして 1503 年の 4 度目の航海で中米に達した。

考えると（脚注 37 参照）
、人々は長い間木材を家庭用の

このように海運により始まったヨーロッパと新世界の

燃料・建材といった生活の基本を支えるものとして主に

交流は世界を大きく変化させた。その変化のひとつは、

利用してきたことが分かる。しかし人々は、次第に製鉄

新大陸からジャガイモ・トマトなどが旧大陸に持ち込ま

業・製塩業・ガラス・窯業などの産業用燃料や、造船の材

れ食の多様性が急増したことである。そのことについて

料などの資材としての木材利用を増やしていった。木材

は既に紹介した（1）。またヨーロッパ人の南北アメリカ

の利用は燃料用と産業の資材あるいは建材に二分される

への植民はその社会と自然に大きな影響を与えた。それ

が、その割合は時代と地域によって大きく異なる。製鉄・

については 103 頁以下に詳述する。
スペイン・ポルトガルに次いでイギリス・フランス、

造船は既に数千年前から行われていたが、15 世紀以降
それらが大きく伸展して木材の消費量は急増し多くの森

更にオランダ等が海外進出を企てた。スペインの無敵艦

が消滅した。

隊は 1588 年のアルマダの海戦でイギリス海軍に敗れ、イ

一方、18 世紀以降産業革命が進むと、製鉄の燃料は木
炭からコークスへ、船も木造から鉄製へと代わった。そ

ギリスに海洋国の支配的な地位を譲った。
15世紀の初めにイギリスのヘンリー 5世は全長66.4m、

の結果、製鉄・造船に利用されていた木材消費は減少し、

2750t の旗艦グレース・デュー号を建造した。それはコロ

その点では森への負担は減った。ところが、産業革命に

ンブスの乗ったサンタ・マリア号の数倍の大きさであっ

より 19 世紀以降急速に普及した鉄道は森の伐採に拍車

た。16 世紀の中頃にヘンリー 7 世は合計で 12,455t、17

をかけた。それは鉄道敷設の用地を確保するための森林

世紀後半にチャールズ 2 世は 103,558t、そして 18 世紀後

伐採、枕木供給のための伐木および、鉄道による木材輸

半にはジョージ 2 世が 3,321,104t の艦船を建造した（117-
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比較のために現在の我々の森林資源利用を以下にまとめた。2000 年の世界の木材の生産量は 32.3 億 m3 で、その 60％は開発途
上地域で生産された。その内の 81％が薪炭の燃料で産業用材は 19％だった。一方、先進地域は世界の 40％を生産した。そこで
は薪炭は 12％とその使用量は少なく、主なものは産業用材の 90％弱であった（116-10p）
。このように木材の使用用途は地域で
大きく異なっており、開発途上国では燃料用に使用されるものが極めて多い。一方アメリカ合衆国でも、かつては木材が主に
燃料に用いられていた。そこでの伐採量と燃料に用いられた割合（括弧内）を年代に沿ってみると、
1800 年、
1000 万 m3 強（70％
3
3
弱）、1900 年、約 3 億 4 千万 m（40％）、1975 年に約 3 億 5 千 5 百万 m（5％以下）となる（69-296p）
。200 年の間に大きく変わっ
たことが分かる。現在先進国では化石燃料を多く使っているので木質燃料への依存度は少ない。しかし CO2 排出による温暖化
の問題解決のために、木質燃料が見直されている。それは化石燃料が過去の植物の光合成により吸収された CO2 に由来するか
らだ。つまり化石燃料として CO2 が蓄えられ大気の CO2 濃度は下がり、そのような環境に適応した生態系が築かれてきた。し
かし数億年の単位で蓄積されてきた炭素が、化石燃料を利用することによって短期間に放出され、大気中の CO2 濃度が急上昇
することが現下の温暖化問題の一因である。そこで木質エネルギーの利用が見直されている。それは、例えば去年取り込まれ
た CO2 によって成長した量に相当する木を今年燃やすようなことを続けると、CO2 の吸収と放出は相殺されて、大気のCO2 濃
度に影響を与えないからである。つまり持続的に森の恵みをエネルギーに利用することは温暖化防止のひとつの手立てとな
る。
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17 世紀の終わりには製鉄のための木材利用に加え、前
述したように造船用の木材供給も急増していた。その頃

大していった。
造船には樫が大量に伐採された。ケルトのドルイドが

のイングランドとウェールズの森は陸地の 7.7％あるい

崇めた樫の木は広葉樹で、針葉樹と違い様々な形の枝や

はそれ以下を占めるに過ぎないほど森の多くが消失した

幹がある。
樫の曲線部やその材質を生かすことで船の様々

とされている（69-150p）。

な建材が造られ、樫の伐採が進んだ（117-151p）
。一隻の艦

鉄の生産は伸び続け、1700 年にヨーロッパの年間の

船を造るには樹齢100年以上の樫の巨木が2000本以上必

鉄鋼生産高は 145,000t あるいはそれ以上に達した。200

要であったと言われている（118-233p）
。1791年にトマス・

年間で 3.5 倍以上となった。しかしイギリス以外でも製

プレストン博士は下院委員会で、イギリスから樫の木が

鉄所は偏在しており、その周辺の森は伐採が著しく進み、

消滅しようとも「国土改良のたしかな証拠なのだから嘆

大きな影響を与えたと思われる（69-170~171p）。ちなみ

くにあたらない、英国海軍があるかぎり、適切でしかるべ

に 2008 年のイギリスの年間の鉄鋼生産高は 1350 万 t で

き苗木場として野蛮国があるのだから」と述べたと言わ

あった。

れている（104-297p）
。このように大英帝国の成長はイギ

14 世紀以降の森の減少を検討するために、イギリス北

リスの樫を伐採することで成し遂げられたといっても過

部のナース・ギルウッド湿原の 14~19 世紀の地層がボー

言ではない。1747年に出版された『現代のドルイド』の

リングされ、その花粉分析から当時の植生変化が調べら

口絵には、疾走する多くの帆船をバックに中央に大きく

れた。14 世紀半ばの花粉のおよそ半分は樹木の花粉で

聳え立つ樫の木が描かれている。樫の木が英国海軍を支

あったが、15 世紀初めにその割合は 20％弱に減少して

えたことを象徴的に表現している（117-138p）
。

いた。このことは 15 世紀初めに森が大幅に消失したこ

製鉄と森：

イギリスでは鉄鉱石から銑鉄を製造する高

とを示している。樹木花粉の割合は減り続け、最も少な

炉が 15 世紀末に初めて作られ、製鉄の生産効率が高ま

くなったのは 17 世紀半ばで 10％ほどであった。17 世紀

り、燃料としての木炭の使用量は増加した。フランスに

初めにジェームズ 1 世はガラス製造用燃料に木を利用す

も 15 世紀末から製鉄所がつくられ、16 世紀に入ると新

ることを禁じ、代わりに石炭を使用することを奨励した

たに 400 の製鉄所ができ、合計で 460 以上に達したとも

（118-236p）。当時の森の消滅が激しかったことが想像さ

言われている
（107-57p）
。このように多数の製鉄所がヨー

れる。しかしその後 19 世紀に入ると、樹木花粉の割合は

ロッパ全土にできた。1500 年のヨーロッパ全体の鉄の

上昇に転じ、19 世紀初頭には 20％、19 世紀末には 50％

生産高は年間 4 万 tであった（69-171p）
。

を超えるまでに増加し（118-233p）、森の回復が示唆され

イギリスの製鉄所はロンドン南方にあるサセックスの

ている。その一因は技術革命であった。

ウィールドの森に集中していた。1574 年にそこを中心

ガラス製造用の燃料は木炭の代わりに石炭の使用が奨

に 51 基の高炉がつくられた。森の中に製鉄所がつくられ

励されたが、製鉄の場合は木炭に代わる石炭利用は普及

たのは燃料の木炭を簡便に得られるためであった（119-

しなかった。それは石炭に含まれる不純物の硫黄のため

36p）
。その結果、ウィールドの森では伐採が進み森は広

にでき上がった銑鉄が脆く使い物にならなかったからで

範囲に消滅した。既に 1581 年にはロンドンの周辺 20 マ

ある（119-38p）。エイブラハム・ダービーは 1709 年にコー

イル以内、テームズ河から14マイル以内に製鉄所を建設

クスを燃料とする製鉄法を確立した。コークスは石炭を

することを禁止する法律が公布された（119-36p）
。

1300 度以上で蒸し焼きにし、硫黄・コールタール・ピッ

製鉄のための木材使用量について、ハムスレイは 17 世

チなどの揮発成分を除いて炭素の純度を高めたもので

紀初めの段階では1tの鉄鋼生産に50~60m の木材が必要

ある。しかし、コークスは燃えにくいためにこの製法は

であったと推定した。彼は当時のイギリスの年間の鉄鋼

なかなか普及しなかった。ところが 1743 年にワットの蒸

生産量約 27,000t を考えると、製鉄に年間 137~160 万 m3

気機関の前身であるニューコメン機関 38 を利用して動く

の燃料用の木材が利用され 7500~9000ha の森が伐採され

ふいごにより高炉に大量の空気を供給できるようになっ

たと算定した。製鉄に使われた木材の絶対量はさほど大

た。その結果、燃焼温度を上げることが可能となり、コー

きくなく、森への負荷も当時の森林面積150万ha 以上か

クスを容易に燃やすことができるようになったために、

ら見ると全体的にはそれほど大きくなかった（69-170p）。

1750 年代の終わりにはイギリス全土で 17 基のコークス

しかし、製鉄所の近くの森に多大な負担をかけ、それが

高炉が稼動するようになった（119-38p, 120）。このよう

法的な規制につながったのである。

に製鉄用燃料の木炭がコークスに代わり森林の伐採量は

3
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トーマス・ニューコメンが 1712 年に鉱山の排水用の蒸気機関ポンプとして発明した。
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には製造業・農業・採石業は発展しておらず、そこから

減少した。
即ち産業革命は一面で森林の増加をもたらす要因と

製品や産物を運ぶ必要がないため、鉄道を敷設する必要

なった。また製鉄業が進み艦船が木造から鉄製へと代わ

はないというものであった。しかし鉄道の賛成派は、多

り始めたことも森林回復をもたらした。

くの人が湖水地方の自然に容易にアクセスできるように

ターナーが 1838年に描いた『解体されるために最後の

なると主張した。それに対しワーズワースはその地方の

停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号』は、木造の戦

美しい景観は自然の寺院であり、受け継いだそれらを損

艦が鉄製のタグボートに曳かれ解体地に向かう様子を描

なうことは耐え難いと主張した。またその良さを分かる

いたもので木造の戦艦の終わりを象徴的に表している。

ためにはそれなりの準備をする必要があり、都会の低階

そのご木造の船に鉄板で覆いをつけた戦艦が造られ

層の人々が藪から棒にそこを訪れてもその景観の素晴

た。それは戦争で用いられる砲弾の威力が増したため、

らしさを理解できない上に、その土地に隠遁して暮らす

木造艦船が甚大な被害を受けるようになったことを回避

人々も含め地元の人との間で摩擦が生じることを主張し

するためであった。1862 年にアメリカの南北戦争で木

た。また、彼は都会の貧しい人は先ず週末に近郊の野原

造の船に鉄板を装甲した船が急遽戦闘に加わった。北軍

を散策し、自然への審美眼を養うべきであるとも主張し

はモニター号、南軍はヴァージニア号であったが、その

た。そのような論争の結果、最終的に計画は大幅に縮小

船は操舵性が悪く苦労した戦闘員の様子が写真と共に記

され鉄道はウィンダミア湖から約 1km の地点で止まる

録に残されている（121）
。1864年にフランスはクリミア

ことになった（104-402p, 122-305p）。

戦争に参戦するに当たり本格的な装甲艦を建造した。そ

鉄道の敷設は別の点でも森林伐採に拍車をかけた。そ

れも樫の船材の上に鉄板を装甲するもので操舵性は悪

れは従来伐採した木は川を利用して筏などで運ばれてい

かったが、1865 年の黒海での実戦に三艦が投入された。
それらは急速には広がらなかったが、次第に艦船は鉄製

たが、鉄道によって木材輸送が容易になったためである
（69-250p）。

に代わり造船による森への負担は軽減されていった。

植林・林学：

鉄道と森： 18 世紀後半ジェームズ・ワットは蒸気機関

速度的に進んだ。しかし人々は森林の減少を、ただ手を

を発明した。それを利用した鉄道が19世紀初めにイギリ

こまねいて見ているだけではなかった。伐採の禁止や自

スで開通した。1850 年の世界の鉄道総延長距離は 1.1 万

制、あるいは森の再生を促すような手立てを数千年に

km であったが、1900 年に 77.6 万 km、1960 年に 126.4 万

亘って講じてきた。またハンムラビの時代から不法な伐

km と増加の一途を辿った。鉄道に必須の枕木は 7 年に一

採は有罪とされていたが、記録に残っていることは少な

度更新する必要があり、森に多くの負担を強いた。1850

い。しかし時代が進んだヨーロッパでは、植林や森林保

年 に 4.1 万 ha、1900 年 に 341.4 万 ha、1960 年 に 67.4 万 ha

護についての記述が次第に残るようになってきた。

森の伐採は人が農耕を開始した時から加

の森林がそのために伐採されたと見積もられている（69-

イギリスでは 1066 年から始まったノルマン朝の初期

244p）
。1850年にイギリスでは2400kmの鉄道が開業して

から造林が広範囲に行われていたと言われている（104-

おり、上記の値から単純に求めると年間9000haの森林が

298p）。またドイツでは 1165 年にロシェルの森の開墾禁

伐採されたことになる。それは17世紀に製鉄の燃料とさ

止令が出されていた（108-22p）。14 世紀初頭、イギリス

れた木炭と同程度の負荷を森に与えたことになる。その

で建立された大修道院では修道士は植林を日課として

ご製鉄にはコークスが使われたが、鉄道の敷設距離は著

いたことも分かっている（104-300p）。1346 年にはフラ

しく増加し、鉄道敷設が森林に与えた影響は大きなもの

ンスのフィリップ 6 世が王室森林法典の最初の基礎とな

となった。

る勅令を出し森林利用を制限した（107-43p）。当時の王

鉄道敷設は枕木を使用することで森林に負荷をかけた

室所有の森林面積は 20 万 ha ほどであったと言われてい

だけでなく、森を伐採しそこに鉄道を引くことで自然破

る（107-44p）。ちなみに 2005 年現在のフランスの森林面

壊の問題をも惹き起こした。18 世紀後期から始まった

積は陸地の 28.3％で 1555 万 ha, イギリスは 11.8％で285万

ロマン主義は人々に自然に対する新たな見方を生み出し

ha、ドイツは 31.7％の 1108 万 ha である（2）。

た。ロマン主義者は森に対して審美的な喜びを見出して

小氷期の間は森林の大規模な伐採は中断された。しか

いたが、そのひとりのワーズワースはイギリスの湖水地

し、暖かさの戻った 15 世紀半ばから森林への攻撃が再

方をこよなく愛していた。1854 年にケンダルからウィ

開し、森林の荒廃も危惧された。例えば 15 世紀末以降イ

ンダミア湖間に鉄道敷設の計画が持ち上がった。それに

ギリスのチューダー朝では、若木の保護および製鉄用の

対して彼は何度もモーニング・ポスト紙に手紙や詩を投

木材使用の禁止などの森林法が議会に上程された（104-

稿し反対の論陣を張った。彼の主張の第一点は湖水地方

299p）。15 世紀の終わりにはドングリなどの実を播くこ
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とも始まっていたようである（117-163p）
。苗木を売るこ

広がっていると評価されたためであると思われている

とを職業とする苗木商も15世紀末に誕生していた（104-

（104-296p）。このように人々の森に対する思いは一様で
はなく、種々の価値観・審美観が対立するのは昔も今も

338p）
。
16 世紀になるとイギリスでは発作的で気まぐれな植
林の記録が残るようになった。1567年以来のイギリスの

変わらない。
森林の伐採・植林が進む中、森林の科学が 16 世紀以降

スペンサー家による継続的なオークの植林（104-304p）、

徐々に生まれた。ドイツは森の利用制限に取り組む姿勢

1580 年のウィンザー・パークの5haのオークの植林（104-

が強く、イギリスやフランスよりも森林が多く残ってい

300p）
、1608 年のジェームズ 1 世による 2 万 ha の森の 15

た。そのようなドイツの文化風土は 1561 年にノエ・モイ

年間再生計画（117-166p）
、1664 年のチャールズ 2 世に

ラーの森林に関する初めての技術的な著作『狩猟および

よるグリニッジの6千本以上のニレの植林、更に 1680 年

森林法』を生んだ（107-77p）。それは1757年のフォン・モー

初頭のハンプトン・コートにつくられた三条のリンデン

サーの創始的な名著『Principles of forest-economy』に

並木通りとウィンザー城からの三マイルも続くロング・

引き継がれ（69-261p）、更に 18 世紀以降のゲオルグ・ハ

ウォーク（104-315p）などがある。これらのことは実利

ルティッヒ、ハインリッヒ・コッタ、ビルヘルム・プファ

的な植林の他に、当時の上流階級の人々が花卉園芸を愛

イル、ヨハン・フンデスハーゲンらドイツ林学の発展に

するようになっていたことと（104-345p）
、自然愛好者

つながった（85）。ドイツ林学は毎年の木の成長量に相当

が植物自体に関心を持ち始めたことも示している（104-

する分を伐採し、その後に植林を行い持続する林業を営

409p）
。

むという法正林思想 39 を生み出した。一方、ドイツでは

このように植林が盛んに行われる時代が訪れた。1668

森を愛でる伝統もあり、20 世紀に入るとワンダーフォー

年にイギリスのディーン御料林の植林法が成立し、1678

ゲル運動が始まり、多くの人が森を逍遥しハイキングを

年には土地私有者が「何百万本もの製材用の木々を植え

楽しむようになった。その慣習は今でも生かされ、ドイ

るまでになった」と誇らしげに語るようになった（104-

ツでは私有林に他人がハイキングやピクニックのために

299p）
。1690 年代にはイングランドとウェールズ全土

立ち入ることが認められている（123-180p）。

の 8％が栽培林であったと推定されている（104-292p）。

森林伐採の問題が大きかったフランスでも、1721 年

1698 年にイギリスのニューフォレストでも植林が行わ

にレオミュールが科学アカデミーで様々な樹種の生活

れ（104-300p）
、スコットランドでは1740~1830年の間に

史・年平均成長量・林木の平均寿命について研究する必

アソル公爵が三代かけてパースシャーに 1400 万本のカ

要があると発言し、森に対する科学的な認識の重要性が

ラマツを植林したために景観が全く変わったことが知ら

芽生え始めた。その後、デュアメル・モンソー、ヴァレン

れている。また、1760~1835 年にかけてイギリスの私有

ヌ・フニーユらの著作につながっていった（107-69p）
。

林では少なく見積もっても 5 千万本もの木が植林されそ

このようにヨーロッパでは 15 世紀以降社会が大きく

れらが海軍の拡大を支え（104-316p）
、1750~1860 年の間

成長し、森林伐採が加速するとともに植林が始まったが、

にスコットランドだけで 50 万 ha の植林が行なわれたと

大航海時代以降のヨーロッパの成長は新大陸の森を含む

言われている（119-42p）
。

資源にも支えられ成し遂げられた。ヨーロッパ人による

このように、19 世紀中頃までにイギリスでは木材生
産のための植林が可能な地域は概ね植林されたと言われ

新大陸の“発見”によって新大陸は空前絶後の変容を遂
げた。

るほど、植林が積極的に行われた（117-185p）
。この時期

9．新大陸の森の変遷

の植林は成育の早い針葉樹に切り替え、確実な利潤追求
に走るものも出てきた（104-301p）
。即ちこの時期の植林
は主に功利的な立場からなされたが、一部には自然を愛

9.1

南北アメリカ誌の概略

でる観点から植栽が大切にされることも始まっていた。

南北アメリカ大陸はおよそ北緯 70 度～南緯 55 度にお

しかし一方では、1680年代にイギリス人のジョン・ハ

よび、海岸沿いの低地からアンデスの 3000m を越える高

ウトンが川沿いに12マイル進んでも船窓から1本の木も

地・雲霧林・熱帯雨林・サバンナ・草原・湿地・寒帯林など、

目に入らなければ素晴らしいと書いたという例もある。

変化に富んだ多様な地域から成り立っている。そこに最

それは木々が穀物の栽培に不向きなやせた土地に生える

初に人が現れたのは 2.5∼2 万年前と考えられている（56

と考えられ、木々がないことは実利的にすぐれた土地が

参照）。そのご多様な環境の南北アメリカに、モンゴロイ

――――――――――――――――――――――
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ドイツの法正林思想は明治以降の日本の林業経営にも大きな影響を与えた（124 頁参照）
。
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新大陸で人々はこのように旧大陸の人々とは大きく異

ド系の先住民が独特の文明を築いていった。
現在の発展途上国が存在する中南米地域に幾つもの

なる暮らしを 2 万年以上に亘って続けた。そこで暮らし

都市文明が興亡した。例えば紀元前 3000~1800 年頃にペ

ていた人々はヨーロッパ人が後に形容した“救いがたい

ルーのノルテ・チコ地方では陶器はもっていなかったが

凶暴な野蛮人”でも“高貴な野蛮人”でもなかった。今で

40

大きな基壇 を造った都市文明が興っていたことが明ら

はそこに暮らしていた人々は、多様な環境に適応した
“普

かにされ始めている（124,125）
。その文明の初期の時代

通の人々”であったと考えられるようになっている。

は、シュメールには既に都市国家が発達していたが、エ

ヨーロッパ人が新大陸を“発見”する直前の南北アメ

ジプトではまだピラミッドは作られていなかった時期に

リカの人口については様々な見積もりがなされている。

当たる。ノルテ・チコ文明がどのようなものであったか

デネヴァンの 1992 年の推定によると、コロンブス以前

は今後の研究を待たなければならない。しかしその遺跡

の総人口は 5400 万人とされた（127-xxviiip）42。当時、メ

の発見は、古代文明が南米にも存在していたことを示し

キシコ、中央アメリカ（マヤ文明が栄えた所を含む）
、ア

ており今までの世界観を大きく変えるものである。また

ンデス（インカ帝国が栄えた所を含む）にそれぞれ 1700

メキシコのオルメカ文明は紀元前二千年紀に誕生した

万人、560 万人、1200 万人が住んでいた（127-xxviiip）
。

（126）
。その後メソアメリカでも幾つもの文明が誕生し

一方北米には、380 万人が分散的に住んでいたに過ぎな

41

た。そこでは紀元前から文字 ・暦・ゼロの発明がある独

かった（127-xxviiip）。北米の唯一の大きな都市は、ミシ

自の文明が生まれていた（86-380p）
。

シピー川流域のセントルイス近くで見つかった多数の

更に時代が下ると、紀元前 2 世紀から 6 世紀に亘って

マウンドをもつ紀元 11~14 世紀に栄えたカホキアだけで

栄えたメキシコのテオティワカン文明や中米のマヤ文

あった。そこには最盛期に 1 万人ほど（あるいは 2.5 万人

明・南米のインカ帝国などがあった。テオティワカン文

が住んでいたとも言われる）が暮らしていた（69-54p）
。

明の最盛期には、現在のメキシコシティの北東 50km ほ

最近の研究では、ヨーロッパ人が植民する以前に南北

どの所に、大きなピラミッドを持ち 10~20 万人が暮らす

アメリカでは相当な数の先住民が多様な暮らしを営んで

当時の世界最大規模の大都市が築かれた。またスペイン

いたが、そこに突然ヨーロッパ人が現れ、新大陸の社会

に滅ぼされたメキシコの三都市同盟のアステカ帝国で

と自然が大きく変容せざるを得なかったことが明らかに

は、スペイン人の宣教師と修辞法を駆使して渡り合える

されている。

ような人を育て（86-207p）
、更に人類史上初と言われる

ヨーロッパ人が新大陸を“発見”した当時のヨーロッ

大規模な義務教育も行われていた（86-220p）
。このよう

パの推定人口は 3600~8700 万人と大きな幅がある。その

に中南米では都市を発達させた文明が幾つも興った。

中間的な値は南北アメリカの推定人口の 5400 万人とほ

一方現在の北米は、経済的に栄える先進地域であるだ

ぼ同じである。現在南北アメリカには、9.5 億人が、ヨー

けでなく琥珀色に穀物が実る世界の穀倉地帯でもある（1

ロッパには 10 億人が暮らしている。人数的に見ると 15

参照）
。しかし中南米とは対照的に、北米には大都市を持

世紀末から現在まで両地域は同じような成長を遂げたよ

つような文明は長いあいだ興らなかった。

うに見える。しかし新大陸では、ヨーロッパの植民によ

南北アメリカで人々は旧大陸と文化の交流をせずに独

る殺戮や彼らが持ち込んだ伝染病で先住民はその数を大

自の暮らしをしていた。
そこで人々は殆ど鉄器を使わず、

きく減らし、伝統的な暮らし方が変質させられ、まった

また車輪も子供のおもちゃには使ったが実用的には利用

く違った社会となった。

していなかった。またリャマを家畜としてその背に荷物

先住民の人口減少は驚くほど大きかった。例えば1650

を乗せたが、大型獣の多くは絶滅してしまい牛・馬・豚

年に南北アメリカの先住民の数は 15 世紀末の 10％ほど

などを家畜とする機会はなく、犂や荷車を牽かせる家畜

の 560 万人になったと言われている（69-194p）。北米の東

をもつことはなかった。

部では 1500 年に先住民が 100 万人暮らしていたが、1650

――――――――――――――――――――――
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土や煉瓦を積み上げてできた構造物。その上に建築物が建つ場合と、それ自身が建物的な意味を持つメソポタミアのジックラ
トなどがある。いずれにしても巨大建造物でそれをつくるために多くの労働力を必要としたこと、あるいはその構造物が宗教
的な行為と結びつく場合もあり文明が栄えていたことを示すものである。
41
マヤ文明も文字はもっていた。しかし、インカ文明に文字はなく北米の先住民も口承により伝統を伝えた。文字の有無は地域
と時代により異なっていた。インカでは紐の縒り方と結び目が文字として使われていたことが指摘されており、
それがノルテ・
チコまで遡る可能性も出ている。しかし、解読は進んでおらず確かなことはよく分かっていない。
42
1492 年の人口はヨーロッパ人の植民後に減少した人口からの推定、あるいは考古学的な資料による環境収容力からの推計な
どいずれも間接的に見積もられたもので、その推定値は 840 万人 ~1 億 1 千万人と大きな幅がある（127-3p）
。
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年には先住民 38 万人、ヨーロッパ人 5.8 万人、そしてア

対する憂慮を多くの人が共有することはなかった。それ

フリカ人 1600 人と、先住民はその数を大きく減らした

に反して現在の世界的な森林の減少は、多くの人が重大
な問題として受け止めている。

（128）
。
植民者の上陸後、先住民の多くは彼らと直接接触する
以前に、
彼らが持ち込んだ伝染病によって犠牲となった。

9.2 先コロンブス期 43 からヨーロッパ人の侵略までの
森と人

それは植民者と接触し天然痘などに感染した先住民が、
植民者と接触していない先住民に病気を広く伝染させた

2.5 ∼2 万年前の氷河期に、シベリアから凍ったベーリ

結果であった。ニューイングランドでは伝染病により先

ング海を歩いて渡ったグループが初めて北米大陸に到達

住民の居なくなった集落に、植民者が誰にも妨害されず

したと考えられている。その頃、北米大陸には大きな氷

入植地を作った。その数は 50 以上と言われている。植民

床があり人々はごく限られた地域で暮らさざるをえな

者はそのような“幸運”を都合よく“神の加護”と解釈し

かった。そのご暖かさが戻った 1.3 万年以降に、人々は南

た（86-108p）
。そのご北米の東部では、1800 年に先住民

米にまで急速に広がっていった（56 参照）。人々の広が

17.8 万人、ヨーロッパ人476万人、アフリカ人100万人と、

りは当時の人が使用したクローヴィス石器などが北米各

社会の構成員は更に大きく変化した（128）
。ちなみに現

地やアルゼンチンのセロ・トゥレス・テタス、チリのフェ

在の米国の人口は 3.1 億人で、先住民はイヌイットを含

ルス洞窟などから見つかっていることから分かる（130）
。

めて 1％弱の 300 万人、黒人は 13％弱の 4000 万人ほどで

クローヴィス石器を使用していた人々は狩猟・採集・漁

ある（129）
。

労の獲得経済で生活していた。

植民前後の新大陸の変遷についての我々の歴史観は、

その後 1 万年前以降に、トウモロコシ・カボチャ・ヒ

ヨーロッパ人により喧伝された見方に偏っていると言え

マワリ・サツマイモ・ジャガイモ・ピーナッツなどの栽

る。ヨーロッパ人の南北アメリカへの植民は世界史上で

培化が中南米を中心に始まった（1 参照）。アメリカ大陸

最も酷い人口減少の悲劇をもたらしたことを正しく理解

の先住民も他の大陸の人々同様、野生植物の栽培化を

する必要がある。

およそ 1 万年前以降に一部の地域で始めていたことにな

植民者は 1000 万人を超える黒人奴隷を南北アメリカ

る。そこでも徐々に森を伐り拓き農耕地が拡大され、そ

に連れてきて森を伐採させ、サトウキビ等のプランテー

のご行われるようになった灌漑も作用し、次第に農耕生

ションをつくり、更にそこで過酷な労働に従事させて砂

産の集約度が増して都市が興っていったのであろう。勿

糖等の製品を本国に送った。繰り返しになるが、このよ

論、農業は一本調子で進んだわけではなく紆余曲折を経

うに南北アメリカの社会と自然はヨーロッパ人の植民に

たと考えられる。

より大きく変容したことを強調しておきたい。

ペルーのノルテ・チコ地方のカラルでは、紀元前2627

ヨーロッパ人は新大陸に植民する以前から既に活発な

年（補正年代 44）～紀元前 1977 年（補正年代）に灌漑農耕

植民を行っていた。15 世紀末以前に東大西洋のマカロ

が行われていたことを示す遺跡が見つかっている（124）
。

ネシアのマデイラ・アゾレス・カナリア諸島で植民地・

ただしそこで栽培されていた植物は主に綿で、食糧は海

プランテーションが作られ森が伐採されていた。コロン

岸地域から運ばれてきたカタクチイワシなどの海産物で

ブスはそのような森の伐採が気候に変化をもたらすこと

あったと考えられている。つまりカラルの古代文明は、

に気付いていたと言われている。しかし植民者は、自ら

農業の生産性が高まり都市文明が興るという一般的な経

が新たに進出した新大陸の森はヨーロッパの人々の生

過と違っていたようである。その結論は今後の研究に委

活を快適にするために伐採されるべきものと考えた（69-

ねられている（86-330p）。

253p）
（101 頁参照）
。15 世紀末にはヨーロッパでも造船

メキシコの高地では既に今から 4000 年前に広い範囲

などのために森林が減少し始めていたが、森林の減少に

に渡って耕地が作られたために土壌流出が始まっていた

――――――――――――――――――――――
43
南北アメリカ大陸を含む新世界は、コロンブスが 1492 年に西インド諸島のサン・サルバドル島を発見したことにより大きな
変化を遂げた。そこで 1492 年より前を先コロンブス期としている。11 世紀頃にヨーロッパのヴァイキングがグリーンランド
やニューファンドランドに植民していたが、コロンブス以降の時代の変容と較べるとその影響は少なかった。そのためにそ
の時期を特別の時代として区分することはない。また、コロンブスの発見以降、実際に北米に到達した最初のヨーロッパ人は
1497 年のイタリアのジェノバのジョン・キャボットであった。しかし、コロンブスの発見が大きな契機であるので先コロンブ
ス期という時代区分を南北両アメリカに適応している。またアメリカという呼称は、1497~1513 年にかけてポルトガル王国の
ために新大陸を航海していたアメリゴ・ヴェスブッチがコロンブスの発見した大陸がアジアではなく新しい大陸であること
を示したことにちなんでつけられた。
44
補正年代については文献 1 の 131 頁参照。
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ことが分かっている（131）
。森を拓き集約度を増した農

（136）。インカの人々は金・銀は利用していたが、鉄器は

業生産に支えられ、幾つかの都市文明が始まった。その

もっていなかった。アメリカ大陸では紀元前 4000～紀元

代表的なものはメキシコのオルメカ（紀元前1250 ～紀元

前 1000 年頃に北米の五大湖地方で非実用的な銅製品が

前後）
・テオティワカン文明（紀元前2世紀～ 7世紀頃）
・

作られていたことも分かっている（135-51p）。しかし先

アステカ帝国（15世紀前半～ 16世紀初め）
、中米のマヤ

コロンブス期に、新大陸では鉄器はほとんど使用されて

文明（紀元前 3 世紀～ 16世紀）
、南米のチャビン文明（紀

いなかったと考えられている 46。アメリカ大陸の先住民

元前 900 年～紀元前200年）
・インカ帝国（13世紀～ 16 世

は鉄製の斧を使わずに、磨製石器の斧で森を伐採して集

紀前半）などであった。

約的な農耕地と古代都市を構築したのであろう 47。

これらの文明の形態は環境に大きく左右された。アン

その他、ヨーロッパなどで長い間使われていた車輪 48

デスのインカ帝国は統一国家であったが、中央アメリカ

をアメリカ先住民は子供のおもちゃ以外に使っていた形

の熱帯雨林では分散的な文化圏をもったマヤ文明が興亡

跡がない。アメリカ大陸で人々はヨーロッパやアジアと

した。またアマゾンの熱帯雨林でも都市文明とは全く異

は大きく異なる暮らしぶりをしていた。

なった文明が数千年以上続いていたことが明らかにされ
始めている。
アンデス・インカ帝国：

ヨーロッパの人々は金などの宝を求めて、大海原に航
路を見つけながらアジアに進出した。その結果、アメリ

アンデスはペルーを中心とす

カを再発見した。特に南米に進出してからはエル・ドラ

る太平洋沿岸地帯からペルー・ボリビアへつながるアン

ドの黄金伝説が彼らの欲望を強く刺激した。インカ帝国

デス中央高地を含む地域を指す。そこは高度差が 3000m

には金銀の財宝があり、それらがスペイン人をひきつけ、

以上、降雨量にも大きな差があり、地域によって環境が

帝国を築いていたインカはスペインに征服された。

大きく異なっている。そこでも人々は森を伐り拓き様々

征服前に中央アンデスには 1200 万人弱の先住民が暮

な工夫をして農業を行った。高地では灌漑設備をとも

らしていたと見積もられているが（127-xxviiip）、植民地

なった段々畑による集約的な農業を行い（132-4p）、湿地

化後の 1570 年前後に旧インカ帝国地域の先住民の人口

では盛り土をして肥沃な土地をつくり（133）人口を増や

は 180 万人と激減した（135-195p）。またインカの一地方

していった（132）
。考古学的な証拠としては、アンデス

であるペルーのコルカ渓谷に住む先住民の数は、1540

の人々が紀元 530 年以降に灌漑水路と盛り土をした畑で

年代の 7 万人前後から、スペインの征服後の 1721 年に

農業を営んでいたことが示されている（134）
。

は 8600 人と激減した。そのごこの地域の人口は回復し、

アンデスのクスコ地方のインカ族は集約的な農業に支
えられ、13 世紀初めの小王国から 15 世紀半ばには中央

1940 年に 27,534 人、1993 年に 37,600 人となったが、まだ
往時の半分程度である（132-188p）。

アンデス一帯を統一し、当時の世界最大国家であるイン

スペイン人の征服による人口の著しい減少は、彼ら

カ帝国を築いた。インカ帝国は 4 万 km に及ぶインカ道

による虐殺の他に持ち込まれた伝染病が原因となった。

と呼ばれる交通網を整備し、現在のエクアドル・ペルー・

ヨーロッパ人は牛・豚・馬などの家畜と共に暮らしてお

ボリビア・チリ北部に渡る南北 3000km の広大な帝国と

り、彼らはそれらの動物などが仲立ちをする天然痘・麻

なった。しかし数百万人を擁したインカ帝国は、百人ほ

疹・百日咳・水疱瘡・鼠蹊腺ペスト・チフス・ジフテリア・

どの少数のスペイン人に打ち負かされた。1533 年首都

アメーバ赤痢・インフルエンザなどの伝染病が身近にあ

クスコはフランシスコ・ピサロの侵攻により陥落し植民

る生活を送っていた。一方インカの人々は、リャマやア

地となった。

ルパカを飼っていただけでこれらの伝染病に対する抵抗

少数のスペイン人が勝利した要因は彼らがインカには

力をつけるチャンスがなかった。天然痘は約 12 日の潜伏

なかった馬に乗り銃をもっていたことと、インカ内部の

期間がある。その期間に感染者が気づかないまま多くの

抗争 45 があげられる（135-201p）
。更にスペイン人だけが

人に病気を伝染してしまう。また北米の先住民は病気も

鉄製の武器をもっていたことも征服の成功要因であった

怪我と同じように人に伝染するものではなく、病人のそ

――――――――――――――――――――――
45
スペイン人の到来前に二人の王子は皇位継承を巡って対立し、アタワルバ派が勝利を収めた。そこで敗れたワスカル派がスペ
イン側に加勢した。
46
オハイオで 2000 年前のものと思われる鉄を溶かした炉が発見された（137）
。しかし、南北アメリカで鉄が広く行き渡っていた
とは考えられていない。
47
アメリカ先住民が石の斧で木を伐っている写真を見ることができる（132-117p）
。
48
車輪はメソポタミアで紀元前 4 千年紀頃に発明されたと言われている。我々が簡単に目にすることができる昔の車輪の絵とし
ては、紀元前 2600~2400 年頃のメソポタミアのウルのスタンダードと呼ばれる大英博物館が所蔵するモザイク画がある。そこ
には車輪をもった戦車が描かれている（1-134p 参照）
。
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ばで病が癒えるのをひたすら待つ風習があったと言われ

大級の都市であった。スペイン人のコルテスはその整備

ている（86-201p）
。このようなことが原因となり、インカ

された巨大都市を見て言葉を失ったと言われている。そ

ばかりでなく南北アメリカ全土に渡って多くの先住民が

のアステカ帝国（1325~1521 年）もインカ帝国と同様に、

49

ヨーロッパ人の持ち込んだ伝染病に罹って死亡した 。

コルテスの率いる少数のスペイン人により短時日の間

伝染病はインカ征服の要因のひとつともなった（136）。

に征服された。それは、スペイン人の現れた日が偶然に

ヨーロッパ人の持ち込んだ伝染病はヨーロッパ人では

も、先住民の伝説で白い身体で髭をはやしたケツァルコ

なく先住民が感染を広げた。ヨーロッパ人が足を踏み入

アトル神が戻ってくると言われた日であったために、帝

れる以前に感染した先住民を通して伝染が広がり、先住

国の人々がスペイン人一行に反抗することを諦めたこと

民の社会が大きく影響を受けていた地域が幾つもあった

や（135-122p）、三都市同盟に反目するトラスカラ連合王

（86-170p）
。そのような地域では、植民者がその地を目に

国の協力をスペインが得たこと、更に天然痘の流行が作

する前に人口が減少していた。それが先コロンブス期の

用したと考えられている（86-231p）。このようにテオティ

人口が過小評価された一因となった。

ワカン以来千年続いてきた帝国は終焉を迎えた。

また、ヨーロッパ人によりアメリカ大陸に持ち込まれ

マヤ文明：

インカやアステカは統一国家を形成してい

た牛・豚・馬などが家畜として急速に広がった。家畜の

た。しかし中南米には、熱帯雨林に覆われたまったく異

放牧地は森の伐採によって賄われた。家畜は地面を踏み

なった地域も存在し、そこでは統一国家とは異なる様式

固めるため、土壌流出・洪水も誘引された。その結果、耕

のマヤ文明が興った。そこでは、例えばティカルとカラ

地の一部は土砂で埋まり、環境が変わる大きな要因と

クルムは 100km 離れた所にそれぞれの都市を造り、数百

なった（138-232p）
。家畜の急増が生態系に大きな影響を

年にわたり争いを繰り広げた（86-472p）。熱帯雨林を拓

与えることはいつの時代にも見られる。現在ブラジルで

き栄えたマヤ文明のティカルが滅亡し、そこは再び熱帯

急増している牛の放牧は、アマゾンの熱帯雨林の減少を

雨林に埋もれてしまったこと、またユカタン半島南部の

始め環境に大きな影響を与えている。それらについては

マヤ文明は滅びたが北部でマヤ文明は継続したことなど

後述する（136 頁）
。

96 頁で簡単に触れた。即ち、マヤ文明はジャングルの中

メキシコ・アステカ帝国： メキシコ高地でも灌漑・段々

にピラミッドをもつ分散的な都市をつくり、それらの離

畑・積極的な排水など、様々な工夫により集約的な農業

れた都市を河川などで結んで交易を行う広域文化圏を形

が営まれ（138）幾つもの帝国が興亡した。そこでは森を

成していたのであって、統一国家を形成しなかった（135-

伐り拓くだけではなく、浅い湖や湿地帯に盛り土をして

116,127p）。マヤの絶頂期の都市の人口密度は、150 人前

人工的な島を作り、そこを農耕地とした。それはチナン

後 /km2 と極めて稠密な都市文明が栄えていた（69-49p,

パと呼ばれる独特なもので、水底に堆積した肥沃な土を

138-236p）。

浚渫しその土を耕地に広げた。その結果、生産性の高い

マヤ文明が興ったひとつの低地のベリーズ地方では、

農業が可能となった（138-220p）
。またマメ科の木のメス

文明がピークを迎えるはるか以前の、今からおよそ3000

キートが植えられ“森林農業”50 も営まれた（138-84p）。

年前頃から農耕が行われ（139）、古典期（紀元 200 年から

その他、変わったものとしては高地の冷涼で乾燥した地

800~900 年）以前に既に盛り土をした耕地で集約的な農

域で食料や酒として利用されたリュウゼツランがある

業が営まれていた（140,141）。即ち、ここでも灌漑・段々
畑・盛り土・積極的な排水など様々に工夫された農業に

（138-97p）
。
このような独特の農業などに支えられ、植民直前に中

支えられて文明が興ったといえる。その地域では特に、

央メキシコには約 500 の都市国家が存在していた。なか

森を伐り拓いてから 2 年ほど焼畑を行い、トウモロコシ・

でもメキシコ谷には人口 1.2~5 万の都市国家が 40~50 も

マメ・カボチャなどの混作をし、その後 8 年ほど休閑す

栄えていた（138-44p）
。それらの都市国家から年貢を集

るミルパと呼ばれる生産性の高い農法も取られていた

め支配していたアステカ帝国（アステカ・テスココ・ト

（138-240p）。しかしそのように栄えた南部のマヤ文明の

ラコパンの三都市同盟）の首都テノチティトラン（現在

多くは滅びてしまった。そのようなマヤ文明の故地に植

のメキシコシティ）は、数10万人を擁する当時の世界最

民者が現れた 51。

――――――――――――――――――――――
49
伝染性の肺炎・脳炎・ポリオ・梅毒は先コロンブス期にアメリカ先住民の間に認められていた（127-5p）
。
50
森に実など食用となる樹種を積極的に植える営み。時には樹間に家畜を放ち草やドングリを食べさせ飼育する場合もある。
51
2006 年にメル・ギブソンが製作した『アポカリプト』はマヤの人々が植民者に出会った時に時代を設定し作られた映画である。
それは必ずしもマヤの史実を反映しておらずアステカとの混同がみられるという批判や、密林の撮影現場はメキシコのカテ
マコで必ずしも南部のマヤの密林ではないということがあるが、マヤの密林に分け入ったことのない者にとってはマヤの密
林とそこに栄えた都市を想像させてくれる興味深い映画である。
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アステカを滅ぼしたコルテスは、かつて森を伐り拓き

模に養殖したカメ・それに膨大な量の干物にした魚など

栄えたマヤの都市文明の痕跡が眠るジャングルの中を苦

多くの食料をもっていたこと（142-36p）、また「ある地

労しながら進んだ。彼らは難渋しながら前進する際にウ

点から 300km ほどは目に入る土地の全てに人が住んで

マの食糧としてラモンの木の実を利用した。しかし、彼

いた」と先住民の数が多かったことなどが記録に残され

らはそれがかつてマヤの人々が食糧にするために積極的

ている（86-491p）。

に植えたものであるとは知る由もなかった（138-237p）。

彼らはその時に出会った先住民の戦闘的な一団が女性

栄えた文明を跡形もなく覆い隠す森にも人々が手を加

だけと思い、ギリシア神話の女人族アマゾネスと同じ名

え営んだ“森林農業”の跡が人知れず残っていた。マヤ

をつけた。その後その地域と川をアマゾンと呼ぶように

の人々は多くの有用な樹木を利用した。カカオもそのひ

なったといわれている。カルバハルの記録はアマゾネス

とつである（138-107p）
。中央アメリカ全体を見るとそこ

の記載に信じがたい部分が多かったことなどから注視さ

で栽培されている植物の1/3は木であり、
“森林農業”が

れなかった（86-492p）。しかしその後の研究から、カル

如何に盛んであったかを示している（138-76p）
。

バハルの記録には誇張があるにせよ、アマゾンでも多く

一方マヤの人々は、多くの都市が滅んだ後も熱帯雨林
の中で分散的に暮らしていたために、長い間完全には征
服されなかった 52。それはインカ帝国やアステカ帝国が

の先住民が森に手を加えながら暮らしていたとする彼の
報告は確かなことが分かってきた 53。
アマゾンはブラジル・ペルー・コロンビアなどに広が
るアマゾン川流域の熱帯雨林・氾濫原・サバンナなどか

短期間に征服されたのとは対照的である。
このように中南米のメソアメリカやアンデスでは、都

ら成る約 7 億 ha の広大な地域である。熱帯雨林は約 5.5

市を構築した幾つもの統一帝国やマヤのような広域文明

億 ha で全体の 79％を占め、その 60％はブラジルにある。

圏が成立していた。しかしこれらの文明は、気候変動・

11~4 月頃が雨期で、その時期は乾期に比べ川の水位が10

環境破壊あるいは征服により最後には滅びてしまった。

数 m 高くなり広大な氾濫原が出現する。氾濫原は新たな

マヤ文明の他にアマゾンでも独特の文明が存在した。

土壌が運ばれるために肥沃であるが、排水が悪く、作物

かつてアマゾンは人の手がほとんど入っていない無垢な

を育てるとしばしば病害虫の大きな被害を受ける。また

熱帯雨林と思われていたが、最近そこでも独特の文明が

氾濫は広範囲におよび、年毎の変化も大きい。そのため

あったことが明らかにされ始めている。

に氾濫原の利用はリスクが高く、人の暮らしには不向き

アマゾン文明：

アマゾンで人々がどのように暮らして

と従来考えられてきた（132-302p）。一方氾濫原以外の土

いたかはよく分かっていなかった。アマゾンの奥地から

地は、地味が痩せており 54 農耕に不向きであると思われ

アマゾン川を下り河口まで到達した最初の植民者はオレ

ていた。これらのことからアマゾンでは人々が暮らして

リャーナで、彼はインカ帝国を征服したフランシスコ・

いたとしても、ごく少数の人が狩猟・採集・漁労で暮ら

ピサロの弟のゴンサロ・ピサロがエル・ドラドを探しに

していたに過ぎないと以前は考えられていた（132, 143-

密林に分け入った探検隊の一員であった。アンデスから

31p）。

アマゾンの奥地に入り、食糧不足に見舞われた時に彼ら

しかし 1950 年代から、その地域に関心を持つ研究者が

は本隊と別れ、ドミニコ会に所属する宣教師カルバハル

現れて調査が少しずつ進展した。1960 年代から始まっ

らとともに川を下り始めた。しかし流れが速かったため

た空中撮影は、従前と違い広大な土地を見渡すように認

に本隊に戻ることができず、半年後の1542年の6 月にア

識すること、言うなれば“景観”を捉えることを可能に

マゾン川の河口までたどり着いた（142-19p~）
。彼らの苦

した。その結果、アマゾンに人工的な構造物が存在する

労した冒険はカルバハルの書き残したもので知ることが

こと（132, 144）、またよく観察するとアマゾンのそれぞ

できる。彼らは先住民と時には平和裏に、時には敵対的

れの地域は微環境を異にする多様なものであることも分

に関係しながら川を下った。熱帯雨林で暮らす先住民が

かってきた（132-9p）。そのご更に発掘調査・空中撮影な

トウモロコシ・マニオク・ヤムイモ・豆類・落花生・大規

どが進んで新たな発見がなされ、アマゾンの熱帯雨林で

――――――――――――――――――――――
52
マヤ族に対する征服は 1527 年に始まったが、内陸部のジャングルに暮していたマヤ族のタヤサル砦が落ちたのは 1697 年で
あった（135-128p）。
53
1972 年にヴェルナー・ヘルツォークが製作した『アギーレ・神の怒り』は、初期の植民者のスペイン人がアマゾンを下ること
を題材にした映画である。それは 1560 年に実際にエル・ドラドを求めてペルーからアマゾン川を下りアマゾンの密林に入っ
たロペス・デ・アギーレを主人公にしたものである。それは史実に基づいたものでなく監督のイメージに従って作られた。し
かし、撮影はアマゾンで行われており、これも植民地時代のアマゾンの密林の様子を想像させてくれる（142-46p）
。
54
熱帯雨林は落ち葉などが直ぐに腐食し養分を供給するが、土壌は養分を蓄積できず自転車操業的で痩せている。
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も数千年に亘って都市文明とはまったく異なる文明が展

いた。

開し、多くの人が暮らしていたことが分かり始めている

モホス文明：

モホス文明はアマゾン川上流のボリビア

のモホス平原で紀元前 1550 年頃から発達したアマゾン

（143, 145~148）
。
前述した人工物は人が築いた堤防・水路・土を盛り上

文明のひとつである（143-103p）。その文明の姿もまだ分

げた農耕地などであったと考えられている。つまり、水

からないことが多いが、次第に明らかにされつつある。

利施設で雨期の氾濫を克服し農耕を営んでいたと推察さ

そこでは堤防等の水利設備の他に幾つもの人造湖が見つ

れる。また氾濫原でない地域では、森を伐り拓き焼畑を

かった。人々はそこで魚の養殖をしていたと考えられて

繰り返す、あるいは休耕期間を長く維持するなど多様な

いる。もっとも大きなロガグアード湖は長さ 21km、最

農業がなされた（132-75,99p）
。また農耕への依存度も異

大幅 10km もある巨大構造物であった。モホス文明の特

なり、人口密度は地域により0.1 ～数百人/km と大きな

徴のひとつは巨大構造物をつくるための高度な土木技術

幅があったと思われている（132-53p）
。例えば豊かな氾

と、人々を組織するような力を持った社会が存在してい

濫原ヴァルゼアは密林の台地のテラ・フィルメの 70 倍の

たと考えられることである（143-151p）。

2

人口密度を支えたことが分かっている（142-408p）。人口

更に時代が遡った紀元前 8 千年紀にアメリカ大陸の最

密度の高い地域の生活はカヤポー族のように生活の糧が

古級の土器がブラジルアマゾンのサンタレンの近くから

多様であったり、男性が色々な地域に遠征をするなどし

（150）、また 1 万年前頃の石器がブラジル北部のアマゾン

て食料を調達した場合があったと考えられる。その他人

から 3 万点以上も見つかっている（151）。これらのこと

が自然を改変したものとしては、熱帯雨林の一部に有用

は既に 1 万年前頃から人々がアマゾンで暮らしていたこ

な樹種を増やし、森の植物相を改変する一種の“森林農

とを示している。その人たちがどのような人でどのよう

業”を営んでいたことが明らかにされている（143-106p）。

な暮らしをしていたのかの詳細は分かっていない。

これはマヤなどと同じである（前頁参照）
。現在アマゾン

このように先住民が先コロンブス期の広大なアマゾン

で確認されている 138 種の栽培植物のうち半分以上は樹

で、雨期に多くの地域が水没してしまう環境の中でも逆

木で、森を歩けばいつでも木から果物をもぐことができ

に氾濫源が肥沃であることを利用したり様々な工夫をし

ると言われるのは、それを人が植えたからであると言わ

たりしながら、長い時間をかけ熱帯雨林に手を加えて半

れている（86-524p）
。

人工化することで、都市文明とは違う分散的な独自の生

更にテラ・プレタと呼ばれる人為的な土壌改良が行わ

活スタイルで生き永らえてきたことが分かり始めている

れていたことも分かっている。テラ・プレタは有機物・

（143-61p）。このことは強調されるべきことである。即ち、

窒素・カルシウム・リンを多く含んだ肥沃な生産性の

先コロンブス期のアマゾンの熱帯雨林も決して無垢の自

高い黒い土で、それは既に 7000 年前頃に存在していた

然ではなく、広大な自然は人々の暮らしを支えるために

（149）
。テラ・プレタは地域によっては500haあるいは長

人により改変されていたのである（132-305p）。人々は一

さ 6km に及ぶほど広大で、しばしば古代の陶器の破片

定期間住んだ後に暮らしが困難になると、その土地を放

が堆積している（132-104, 106p, 142-412p）
。またその周

棄し新たな地域に移住した（132-296p）。人が放棄した土

囲には茶色のテラ・プレタと比べると色が薄く陶器の破

地には時間が経つと二次林などが回復したと思われる。

片を含んでいないテラ・ムルタと呼ばれる土地が広範囲

熱帯雨林もよく観察すると、例えばグアテマラ、メキシ

に広がっている場合もある（132-106p, 142-412p）。それ

コでは二次林を代表するマツが目立つことが分かる。そ

らの土地がどのように形成されたかは謎であるが、人々

の他の地域でも人の手が加わった証拠があり、アメリカ

が植物や動物の死骸を捨てて、それらに炭を積極的にす

大陸の熱帯雨林の 40％は人手が入った二次林であると

きこんだと考えられている。炭は栄養分を吸着しその流

言われている 55（69-32p）。アマゾン文明が成立した地域

出を防ぐ重要な働きをもつと考えられる。アマゾン全域

は湿潤な環境で遺物が残りにくく、また調査が始まった

にこれらの土壌が0.1~10％広がっていると推定されてい

ばかりでその全貌を知ることはできない。しかし、アマ

る。実情は分からないが、広大なアマゾンを考えれば、

ゾンは人跡まばらな熱帯雨林であるという我々の先入観

テラ・プレタで高い収穫を実現した地域はかなりの広さ

の訂正が迫られていることは確かである。

に及ぶことは間違いない（86-531p）
。このように先住民
はアマゾンの森をも改変し自分たちの暮らしを維持して

勿論、過去のアマゾンには豊かな自然が残っていた。
それは先住民が持続可能性を考慮していたからではな

――――――――――――――――――――――
55
アマゾンの熱帯雨林の 12％以上は人間によって変化させられているという見積もりもある。
（142-402p）
。実際にどの程度かは
論争の的である（142-410p）。
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く、その人口が環境の許容量に対して少なく、二次林な

“管理”するようになった。これもバイソンなどの狩猟

どが回復したからと考えられる。それは移り住む所を殆

を容易に行うためになされた工夫であった（69-25,26p,86-

ど持てないほどに人口が増加し環境の許容量を超えてい

437p）。北米の先住民達は自然を無垢のまま残したので

る現状とは全く異なる。

はなく、他の地域の人々と同様、次第に自然を改変しな

現在、アマゾンではヤノマミ族、シビホ・コニバ族、ア

がら人口を増やしていったことが明らかにされている。

ラオナ族を始めとした 200 以上の先住民グループが旧来

勿論先住民は、環境の許容量に対し少ない人口で、バイ

56

の生活様式で暮らしている 。それらの大半は数百人あ

ソン 58 も含め自然の恵みの一部を享受して暮らしていた

るいはそれ以下の集団である。絶滅が危惧されているグ

に過ぎない。

ループも多いが、それらの先住民の総数は50万人を越え

ミシシッピーの東、ミズーリーからミネソタに至る地

ていると思われる。しかし、その人数は先コロンブス期

域の森は毎年火が入れられ生態系が大きく変わってい

の推定人口 560 万人（127-xxviiip）の一割以下である。こ

た。ヨーロッパ人が北米大陸に移民し勢力を拡大する以

こでも植民者の影響が如何に大きかったかが分かる。

前に、北米大陸の森に人手が入っていたことは確かであ

北米の人と森： 北米では中南米より多少遅れた 7000 年

ると考えられている（69-29p）。先住民は森の木を果物や

前頃にヒマワリ・カボチャなどが栽培化された。その後

ドングリ・クルミ・クリ・ヘーゼルナッツなど実がなる

57

メキシコに近いアリゾナ で今から4200年前頃に、最古

木に植え替え果樹園を造った。特にクリは人気があり、

のトウモロコシ畑ができた（152）
。それはその後北米先

植民地時代のカナダ南東部からジョージアにかけて生

住民の三大作物のトウモロコシ・マメ・カボチャのひと

えていた樹木の 4 本に 1 本はクリであった。しかしその

つとなった。

後クリは、特有の病気によりほぼ全滅してしまった（86-

北米で人々が暮らしていた地域は主にコロラドからメ

460p）。

キシコ湾に注ぐリオ・グランデ川の南側であった。紀元

このような暮らしをしていた北米の典型的な村の人口

前 200 年～紀元 500 年頃にリオ・グランデ川北東部の北

は 50~1500 人ほどで、西海岸に多く残っているトーテム・

米東北部・中央部にホープウエルという広域交易網をも

ポールに代表されるようなアニミズムの世界観のもとで

つ伝統が見られるようになった。それはフロリダの貝殻

自然の恵みを利用し、持続可能な社会を成立させていた。

玉・ロッキー山脈の黒曜石・五大湖地方の銅・テネシー

先住民の部族は 100 以上存在したが、通常は数百人から

の雲母が北東部へ運ばれていったことなどから分かっ

数千人の規模で、2.2 万人のチェロキー族、オジバ族の3.5

ているが（86-78p）
、これらの伝統は分散的で大きな都市

万人など数万を擁した部族は例外的であった（155）59。

は形成しなかった。紀元800~1000年頃にトウモロコシが

多人数の部族も一箇所にまとまって住んでいたわけでは

中央アメリカからもたらされ、多様な作物を利用できる

なく分散的に暮らしていた。唯一の都市を築いた例外は

ようになった。北米東部でトウモロコシが農業の中心と

カホキアであった。

なったのは紀元 800~1100年頃であった（153）
。

カホキアは長さ 316m、幅 241m、高さ 30.5m の基壇を

北米でも他の地域と同じように灌漑・段々畑（主に南

つくり、柵で囲んだ人口密集地をつくった。そこでは多

西部）
・乾地農法など様々な工夫をこらす農業が営まれ

くの人を養うために森を開墾しトウモロコシ畑がつくら

た（154）
。人々は森に火を放ち耕地を作った。更に森の

れた。また都市建設に森の木が資材とされた。その結果、

下生えを除きバイソンが森を通れるようにした。先住民

周囲の森が少なくなり、雨が降ると洪水や土石流が頻発

は草原で暮らしていたバイソンを追い立て、彼等の生息

するようになってカホキアは衰退していった。斜陽化し

地域を広げて狩猟の効率を図った。また中西部の平原も

たカホキアは 13 世紀初めに大地震に見舞われ大きな打

頻繁に火が放たれ、新芽の成長を促した広大な牧草地を

撃を受け、14 世紀中頃にはそこに人はほとんど住まな

――――――――――――――――――――――
56
先住民の暮らしは必ずしも先コロンブス期のものと同じとは限らない。彼らは植民者の迫害と病気から逃れるために17世紀
頃に南から現在の地に移った可能性も指摘されている（86-500p）
。
57
アリゾナは現在米国であるが、文化的には中央アメリカ的要素も強い地域である。
58
数千万頭いたバイソンが 19 世紀末には 1000 頭未満に激減したと言われている。それは西部開拓時代に旧来の狩猟法にかわっ
てヨーロッパ人が持ち込んだ馬と銃による狩猟が行われたためと（138-232p）
、植民者が先住民を居留地に押し込めようと彼
らの食料源であるバイソンを計画的に絶滅させようとしたためであった。幸い現在ではバイソンの生息地が保護され、その数
は数 10 万頭に回復している。
59
部族の人口推定には不確定な要素がある。それは植民者が記録に残す前に先住民が伝染病に罹り人口を大きく減らした場合
があるからである（105 頁）。16 世紀前半のカドー族の総人口は 20 万人であったが、17 世紀後半の人口は 8500 人とされている
（86-180p）。
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くなってしまった。その後リオ・グランデ川の北東部に、

に渡るなど次第に植民者が増えた。北米の植民地の人

先住民の都市は二度と生まれなかった（86-451~465p）。

口は 1700 年には 25 万人であったが、1740 年に 90 万人強

このように森への過大な負荷は社会の衰退の原因のひと

に、1770 年に 214 万人に達した（156-35p）。北米東海岸

つとなり得ることが分かる。

の植民地の地域的拡大をみると 17 世紀は海岸からおよ

1492 年以前の北米先住民は森にどの位の負荷をかけ

そ 200km 辺りまでの地域であったが、19 世紀初めに海

たのであろうか。例えばオンタリオのヒューロン地方で

岸から 1000km ほどの地域まで拡大した（69-205p）。その

はひとりの暮らしに0.13haの耕地が必要であったが、休

ような展開は必ずしも平和裏には行われなかった。また

耕などを考えるとひとりが約 0.9ha の土地を使っていた

ヨーロッパ人が病原菌を持ち込み多くの先住民が病気で

と見積もられた。もし 1492 年以前の北米の推定人口を

亡くなったことは中南米の場合と同じであった。その結

380 万人とすると必要な耕地は 340 万 ha となる。それは

果北米では、1492 年に暮らしていた 380 万人の先住民は、

今日の東部の農耕地 1 億 1100 万 ha のおよそ 3％である。

1800 年にはおよそ 1/4 の 100 万人ほどに減少したと言わ

別の見積もりによるとひとりが暮らすために必要な木の

れている。また、南北アメリカを合わせると 1492 年の

生えていない土地は12~16haで、前述の見積もりの 10 倍

5390 万人が 1650 年には 89％減少し、560 万人になったと

以上となる。その見積もりは多すぎるとしても、380 万

見積もられている 61（69-194p）。一方でコロンブスが持ち

人の先住民は森を農地・果樹園・狩のできる森に変容さ

込んだ 8 頭のブタを始め、ヨーロッパから持ち込まれた

せ、自然を無垢の状態で残したわけではなかったのであ

牛・馬・羊などの家畜が北米の大草原から南米のパンパ

る（69-59p）
。ちなみに当時の米国地域の森林は、およそ

スにかけ激増した。1700 年にはパンパスの牛が 4800 万

国土面積の 50％を少し超えるほどと見積もられている

頭にまで増えたとも言われている 62（69-196p）。

（69-382p）
。

北米について以上のことをまとめると、先住民は北米

北米へのヨーロッパ人の進出は1497年のジョン・キャ

の環境に適合し部族を作って暮らしていたが、ヨーロッ

ボット以降のスペイン人に始まり、フランス人・オラン

パから植民が侵入すると先住民の人口は著しく減少し、

ダ人・イギリス人が続いた。イギリス人の中には 16 世紀

植民と家畜が森を伐り拓きながら拡大した。しかし、全

末に一獲千金を夢見て北米へ進出を企てる野心家が現

体としては先住民の人口減が大きく森に影響した結果、

れ、ヴァージニア会社によりヴァージニアへの本格的な

18 世紀の北米の森は 15 世紀末よりも増えていたと思わ

入植が計画された。先ず 144 人の入植者が 1606 年 12 月

れている（69-195p）。

にイギリスを発った。1607 年 5 月 14 日に 104 人が現在の

19 世紀のヘンリー・ソロー 63 は 1854 年にマサチュー

ヴァージニア州のチェサピーク湾に辿り着き、ジェーム

セッツ州コンコードの森にあるウォールデン湖のほとり

ズタウンの建設にとりかかった。病気や寒さのために

で、
「いちばん近くの家でさえ 1 マイルも離れているとい

1608 年 1 月には 38 人に減った。イギリスの狙いは定住の

う人里離れた所で、生活に必要なものはすべてぼくの肉

60

農業社会を作り植民することで 、先住民との間で毛皮

体労働だけで手に入れていた」という 2 年 2 ヶ月に亘る

などの交易を目的としたフランスとは大きく異なってい

暮らしを『ウォールデン

た（135-73p）
。その結果、特にイギリスは先住民との間

の自然を賛美したひとりである。一般的に北米の自然は、

に“文明の衝突”を生み出した（156-18p）
。ジェームズタ

彼が賞賛したような清純な状態で北米大陸に長い間残さ

ウン周辺には、大酋長のボウハタンがまとめる 6 部族の

れていたが、コロンブスの新大陸の再発見以降、そのよ

先住民 1.5 万人が数百人単位の村を造り、トウモロコシ

うな無垢の自然が急速に失われていったと考えられてき

栽培と狩猟・採集・漁労を交えた暮らしを二次林となっ

た。しかしそれは事実ではなく、植民者が目にしたのは、

た森に囲まれて営んでいた（157）
。その酋長の娘のポカ

先住民が激減したために回復した自然であったことが明

ホンタスが入植者の命を救った伝説が残っている。入植

らかにされている。

森の生活』
（158）に著し、北米

先コロンブス期のアメリカ大陸では先住民が生態系

者は先住民の助けを受け入植を成功させたが、彼らの社

の管理者あるいはキーストーン 64 種の役割を果たしてい

会を衰退させた。
1620 年にメイフラワー号で 102 人の乗客がアメリカ

た。彼らは毎年下生えを焼き払い森林の開墾・植林をし、

――――――――――――――――――――――
60
イギリス人は新大陸の植生・森についての知識、当地における農業の経験がなく辛酸をなめたが、先住民の助けを受け、ある
いは強奪をして定住社会を築いた。
61
推定値には不確定な要素が多いことは幾つかの例で示した。
62
過大評価とも言われているが、家畜が著しく増えたことは確かである。
63
環境倫理的な考え方をした先駆的なひとり。
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用水路を築き、盛り土の畑を造り、バイソンを狩り、サ

小アンティール諸島に 17％が、またイギリス領北アメリ

ケを捕り、トウモロコシなどを育てながら、長いあいだ

カには 4.5％の約 45 万人が輸入された（135-343p）
。一方

周囲の環境を管理してきた。しかし、入植者から伝染病

ヨーロッパ人の北米への植民者は、1770 年には 214万人

をうつされ、虐殺されその数を減らした。生態系はキー

であった。このように新大陸の植民地時代は、先住民に

ストーン種である人が激減したためにその様相を変え

白人・黒人奴隷が加わることによって南北アメリカの森

た（86-544p）
。つまり、ロマン主義者と原始主義者によっ

が伐り拓かれ、自然・文化・社会は大きく変容させられた。

て強調された北米大陸に長い間無垢の自然が残っていた

この変容に砂糖生産が大きな影響を与えた。
新大陸で砂糖が大量に生産されるようになり、17~18

という観察は錯覚であった（69-25~29p,138-229p）。勿論、
北米東部に植民したイギリス人などが目にした緑あふれ

世紀になると一般の人も砂糖の甘さを楽しめるように

る新大陸の姿は、現在の米国南西部に侵入したスペイン

なった。つまり、多くの人が砂糖を多量に摂取するよう

人が目にした平原と砂漠の光景とは全く異なったもので

になったのは高々この 200 年足らずのことである 67。

あったことも事実である。

砂糖の歴史：

砂糖は読んで字の如く砂のような結晶と

なった糖で、現在主にサトウキビとテンサイから作られ
9.3

植民地時代の森と人

ている。テンサイから砂糖が作られるようになったのは、

大航海時代はヨーロッパの木材を大量に消費して建造

18 世紀中期以降で砂糖は長い間サトウキビから作られ

した船により幕を開けたが、そのご新世界の自然・社会

てきた。また現在でもテンサイからつくられる砂糖は、

そのものを大きく変容させた。

全体の約 35％である。その他の天然甘味料としてカナダ

スペイン人は多くの地域で暴虐の限りを尽くし先住

特産のメープル・シロップがあるがその生産高は少ない。

民の多くを死滅させた。一方、カリブ地域とブラジルに

サトウキビは砂糖生産に極めて重要な位置を占めてい

サトウキビが持ち込まれ、そこでプランテーションによ

る。

る大規模な砂糖生産が始まった。サトウキビは栽培と収

サトウキビの茎を細かく砕いて汁を搾り、不純物を除

穫に集約的な労働を必要とする。更に、砂糖生産はサト

いた上澄み液を煮詰めると砂糖ができる。野生のサトウ

ウキビの搾り汁を煮詰めてつくるために燃料として多量

キビが何処で栽培化されたかは明らかにされていない

の樹木を伐採する必要があり、それらのために多くの黒

が、ニューギニアからインドネシアの島嶼部で始まった

人奴隷がアフリカから連れてこられた。それは三角貿易

可能性が高い（159-18p）。砂糖を作る前に人類は、サト

と呼ばれるものを生み出した。西アフリカから西インド

ウキビの搾り汁をそのままあるいはそれを発酵させたも

諸島などに運ばれた奴隷がそこで砂糖生産等に従事し、

のを飲料としていたようである。紀元前 325 年にアレキ

その産物の砂糖や綿がヨーロッパにもたらされた。ヨー

サンダー大王がインドに侵略した時にそれを飲み、
“蜂

65

ロッパからはそれらから製品化されたラム酒 ・繊維製

蜜のようなもの”と言ったとされている。蜂蜜は人類が

品や武器が西アフリカに輸出された。このようにヨー

現在まで長い間愛好している甘味料である。人類が蜂

ロッパ・西アフリカ・西インド諸島等の三つの地域が貿

蜜を利用し始めたのは 1 万年以上前からと言われている
（159-71p）。その証拠のひとつは、スペインの洞窟に描か

易により結ばれていた。
アフリカから新大陸に連れてこられ、カリブ海諸島・

れている蜂蜜を集めていると思われる絵である（160）
。

ブラジル・メキシコ・アメリカ合衆国でサトウキビや綿

サトウキビの搾り汁から初めて砂糖を作ったのがいつ

花のプランテーション等で働かされた黒人奴隷の数は

かははっきりしないが、紀元後まもなくインド北東部の

はっきり分からないが、フィリップ・カーテンは 1000 万

ベンガル地方で始まったと言われている。砂糖はそのご

66

人 と見積もった。約半分は南アメリカに輸入され、ブ

長い時間をかけて、東西世界に広まっていった（159-1p）
。

ラジルは全体の 36％と南アメリカで最も多かった。その

東方ルートでは、唐代（7~10 世紀）の中国で砂糖生産が

他、カリブ海地域が多く、大アンティール諸島に 25％、

開始され、南宋時代（12 世紀前半 ~13 世紀後半）になっ

――――――――――――――――――――――
64
少ない生物量で生態系に大きな影響を与える種。例えばヒトの質量の合計と樹木の質量の合計を比較すればヒトのそれはは
るかに少ない。後述するがイエローストーン国立公園のオオカミもキーストーン種のひとつである（138 頁）
。その地域におけ
るオオカミの絶滅と回復は、草食獣だけでなく植相にまで多大な影響を与える。
65
サトウキビの搾り汁、搾り汁から砂糖をとった後に残る廃糖蜜、あるいはサトウキビから精製された砂糖を醗酵させてできた
醸造酒を蒸留してつくる。
66
推定値には 1000 万 ~2800 万人の幅がある。
67
糖尿病が現代病と言われるのは人類が多量に糖分を取り糖尿病が広がったのがこの 200 年足らずであるためで、我々の食生活
が急速に変わったことなどは前報で考察した（1 参照）
。
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て本格的なサトウキビ栽培と商品生産が行われた。その

輸入した。砂糖と紅茶は輸入品で珍しく、その二つが重

後 17 世紀初めに沖縄まで達した。一方西方ルートでは、

なった砂糖入りの紅茶はイギリスの上流階級のステータ

ササン朝時代の 7 世紀初めにイラクでサトウキビ栽培が

ス・シンボルとなった（162-78p）。そのご植民地での砂

始まり、その後 9 世紀にエジプト、12 世紀頃までにアン

糖生産が急上昇し、17 世紀後半から 18 世紀にかけて砂

ダルシア（イベリア半島南部）でも本格的な砂糖生産が

糖入り紅茶は急速に一般にも広まった。1850 年代のイ

始まった（159-1p）
。このようにヨーロッパへはムスリム

ンドでは 1ha 当たりの売り上げ高は紅茶 445 ルピー、コ

が製糖技術を伝えた。

メ 30 ルピー、綿花 52 ルピー、アヘン 90 ルピー、サトウ

ヨーロッパでイスラム教徒とキリスト教徒は長い間抗
争を繰り返していた。スペインは 1492 年 1 月 2 日にグラ

キビ 475 ルピーと紅茶と砂糖が儲かる栽培であった（69340p）。

ナダを攻め落とし、レコンキスタを完遂してイスラム勢

また砂糖入り紅茶はお湯さえあれば飲むことができる

力を駆逐した。スペインはイスラム勢力に対峙する必要

ために労働者のエネルギー補充を簡便にし、産業革命を

がなくなって余裕も生まれ、ポルトガルへの対抗心とも

支えるのに一役買ったとも言われている（162-171p）
。イ

相まってコロンブスを支援し新たな航路の発見を目指し

ギリスでは 19 世紀には刑務所の囚人にまで紅茶が振舞

た。彼らの新天地への進出は領土拡大と宗教的征服が渾

われた。それらの紅茶は全て植民地などから輸入された

然一体となっていた。

ものであった（162- 80p）。

ポルトガルは既に 15 世紀に東大西洋のマカロネシア

新大陸のサトウキビ栽培：

コロンブスがイスパニョー

のマデイラ・アゾレス・カナリア諸島に進出していた。

ラ島に持ち込んだサトウキビは先ず試験的な栽培が行

大航海時代に大きな役割を演じたポルトガルのエンリケ

われた。温暖な気候・豊富な太陽・肥沃な土壌の好条件

航海王子は、穀物の生産が落ち始めていたマデイラ島で

が重なったその地で、サトウキビは順調に育った。その

サトウキビの栽培を命じた。その結果、マデイラ諸島な

結果、砂糖生産が増加し 1516 年に輸出を行うまでになっ

どで 1455 年から砂糖のプランテーションが増え始め 16

た。スペイン人がイスパニョーラ島などの大アンティー

世紀前半に最盛期を迎えた。コロンブスは 2 回目の航海

ル諸島で始めた黒人奴隷によるプランテーション経営

の時に、カナリア諸島で手に入れたサトウキビの苗木を

は、ブラジル北岸・カリブ海地域・合衆国南部へと広がっ

イスパニョーラ島（現在のドミニカ共和国）のサント・

ていった。

ドミンゴに持ち込んだ。1493 年あるいは 1494 年に新大

スペイン・ポルトガル両国は新大陸“発見”以前から、
本国でアフリカの黒人を奴隷として使役していた。また

陸で初めてサトウキビが栽培された（161）
。
その後カリブ海諸島等でより安価に砂糖が生産される

ポルトガルはマカロネシアでのプランテーション経営に

ようになり、マデイラ諸島の砂糖生産は1550年頃からブ

黒人奴隷の労働力を導入していた。つまり、アフリカ人

68

ドウ栽培へと次第に置き換わっていった （69-198p）。こ

の奴隷制は新大陸“発見”以前から行われていた。新大

のようにポルトガルにより始められた東大西洋の砂糖生

陸でプランテーションを始めたスペインは、国内で生活

産は、新たに“発見”された新大陸に移っていった。ヨー

していたカトリックに改宗した黒人奴隷を新大陸に連れ

ロッパ諸国は競うようにサトウキビ・プランテーション

ていった。しかしその絶対数は不足し、アフリカから新

を経営した。
特にイギリスはカリブ諸島で砂糖を生産し、

大陸に直接奴隷を移送する大西洋奴隷貿易が始まった。
ポルトガルも 1516 年にマデイラ諸島からブラジルに

砂糖貿易で大きな利益を上げた。
また紅茶は 1660年代にイギリスのチャールズ2 世 に

サトウキビを持ち込み、1533 年からサトウキビ農園と

嫁いだポルトガルの王女キャサリンによって持ち込まれ

製糖工場が併設されたエンジェニョを作って砂糖生産を

たと言われている。イギリスは紅茶を中国やインドから

主要産業としていった 70。

69

――――――――――――――――――――――
68
そこでの砂糖プランテーションは衰退しながらも 17 世紀まで存続した。
69
チャールズ 2 世は 17 世紀中頃の清教徒革命でフランスに亡命していたが、1660 年にイギリスに戻り王政復古を行った王であ
る。
70
コロンブスの“インド”到達はポルトガルに衝撃を与え、ポルトガルとスペインの間で新たな土地の領有権について折衝が重
ねられた。1494 年教皇の仲裁で大西洋を通る子午線（西経 46 度 37 分）を境に、西をスペイン領、東をポルトガル領と定めたト
ルデシリャス条約が結ばれた。その後、ポルトガルは 1500 年にブラジルを発見した。そこには赤い染料の取れる樹木のパウ・
ド・ブラジルがあった。その地はトルデシリャス条約に基づいてポルトガル領となり、その木にちなんでブラジルと名づけら
れた（135-243p）。貴重なパウ・ド・ブラジルの交易は先住民と植民者の間で対等な関係で行われ、ポルトガルは初めのうちは
領土的野心を顕にしなかった。しかしサトウキビのプランテーションが始まると、その関係は一挙に壊れ、先住民は奴隷の地
位に落とされた（135-247p）。先住民は過酷な労働と伝染病で次々に倒れていった。割安な先住民奴隷も奥地から供給されたが、
それでも労働力は不足したために黒人奴隷が 16 世紀半ばから導入された（135-248p）
。
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砂糖はサトウキビの搾り汁から不純物を除いた液を煮

なっている。何故そのような違いが生まれたのかは多く

詰めて作るために大量の燃料が必要である。1tの砂糖を

の人の注目を浴びている。例えばアル・ゴアも『不都合

3

得るためにおおよそ100m の木材が燃料として用いられ

な真実』
（163）の中で、ハイチとドミニカ共和国の国境

たと言われている（69-199p）
。ひとりの奴隷は鬱蒼と茂

付近の写真（ハイチ側は森が消滅し、ドミニカ共和国側

2

る熱帯雨林を一日に 6.6m 伐採し、サトウキビ畑に供し

では森が残っている）を紹介し、両国の違いの原因は為

た（69-198p）
。このように砂糖生産は広い森を伐採する

政者の決断と関係しており、我々が環境問題を考える時

ことと重労働によって実現した。それを担ったのが黒人

に重要な問題を提起していると強調した。

奴隷である（69-197p）
。
1550 年までにブラジルを中心に、カリブ海諸島を含

9.4

ハイチとドミニカ共和国の森と暮らしの相異

む新大陸におよそ 3000 の製糖工場が作られたと言われ

ジャレド・ダイアモンドも文明の崩壊という観点から

ている。16 世紀の砂糖生産の中心地はポルトガル植民

この二つの国の比較を行っている。以下に主に彼の著作

地のブラジルであったが、17 世紀に入るとオランダが

（98）に従い両国の違いを見ておこう。

介入して、イギリス領のバルバドスやフランス領のマル

1492 年にコロンブスはイスパニョーラ島を“発見”し

チニク島で生産が急増した。その結果、砂糖は“世界商

た。イスパニョーラ島には 5000 年ほど前から人が暮ら

品”となりヨーロッパでの砂糖需要の急増をもたらした

し始めていた。彼が“発見”する以前に 100 万人ほどの
先住民がそこに住んでいたと見積もられている（127-

（162-29p）
。
バルバドスはスペイン・ポルトガルに先ず支配された

xxviiip）72。そこはアラワク族が石製の農具でマニオク・

43,000ha の小さな島国で、その後イギリスの植民地とな

サツマイモ・トウモロコシを栽培し、神殿をもつ六つの

り砂糖生産が増大した。1647 年までに熱帯雨林の五分

首長国を作っていた。スペイン人は、初めは先住民と友

の一と海岸沿いの二次林の雑木林が伐採され、多くの砂

好的な関係を結んだ。しかし次第に島の金鉱に注目し、

糖プランテーションがつくられた（69-201p）
。バルバド

金獲得のために先住民を奴隷として採掘に当たらせた

スは一時、世界で最大の砂糖生産地のひとつとなった。

（135-227p）。先住民は彼らが持ち込んだ疾病に冒され、

17 世紀中頃からバルバドス、続いて清教徒革命を行った

あるいは支配者に殺された結果、1519 年に 1.1 万人にま

クロムウエルが占領させたジャマイカで砂糖生産が大幅

で減ってしまった。残った人々の多くもその年に蔓延し

に増加し、イギリスのカリブ海地域からの砂糖輸入は、

た天然痘で死亡し、先住民の人口は 3 千人となった。生

1660 年代にイギリスの輸入全体の一割を占めるほどに

き残った少数の先住民は植民したスペイン人と同化し、

なった。カリブ海からの砂糖の輸出金額を見ると、1700

メスティーソと呼ばれる混血児となっていった。スペイ

年に 80 万ポンドであったのが 1770 年頃には 4 倍ほどに

ン人はイスパニョーラ島でサトウキビ栽培を始めていた

なった（162-87p）
。このようにカリブ海諸島では少量の

が、先住民が減り始めたためにアフリカから奴隷を送り

綿花以外は主にサトウキビが栽培された。そこでは宗主

込んでサトウキビ農園を経営した。しかし彼らの関心は、

国の都合に合わせて換金作物だけを栽培し、食料となる

より魅力のあるメキシコやボリビア等に次第に移って

穀物は輸入するモノカルチャーという植民地特有の農業

いった。その結果、スペインはイスパニョーラ島に資力

形態が作られていった。

を投じなくなった。その地域への奴隷の導入は植民後暫

バルバドスではこのように森が伐り拓かれサトウキ

く活発に行われたが、そのご社会全体は休止期に入った。

71

島の西部は 17 世紀の半ばになると、フランスによる占

はこの地域では最も豊かな国のひとつとなり、以下に述

領が徐々に進んだ。大航海時代の先陣を切ったスペイン

べる最貧国のハイチとは大きく異なっている。ハイチは

は、1588 年にアルマダの海戦に破れるなど衰退の一途

1492 年にコロンブスにより“発見”されたイスパニョー

を辿った。フランスは勢力を拡大し、遂に 1697 年にライ

ラ島の西側の 1/3 を占める国であるが、同じ島の東側の

スワイク条約で島の西側 1/3 を獲得して、フランス領サ

ドミニカ共和国とも森林破壊・暮らしぶりが大きく異

ン・ドマングとした。その地域もそれ以前は休止期で社

ビ・プランテーションが経営された。現在のバルバドス

――――――――――――――――――――――
71
バルバドスは 1966 年に独立した。現在のバルバドスの森林面積（2005 年）は 2000ha で国土面積の 4％（2）
、サトウキビ畑の面
積（2005 年の FAO の推定）は 7000ha（3）と森の 3.5 倍である。2007 年のバルバドスの農業生産高の 1 位はサトウキビの850万
ドルで、2 位の牛乳の 180 万ドルを大きく引き離す最も重要な産物である（3）
。バルバドスは長いあいだ砂糖関連の産業に頼っ
ていた。しかし、1990 年代から観光産業などの比重を増し、21 世紀初頭の GDP に占める農業の割合は 6％と減少した。また
国民ひとり当たりの GDP は 2009 年に 18,500 ドルと推計され、この地域では最も豊かな国のひとつとなった（129）
。
72
推定値には 15 万 ~800 万人と大きな幅がある（138-25p）
。
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会は停滞していたが、フランスは多くの黒人奴隷を送り

ティーソ）、白人は 16％、黒人は 11％で、言葉も相変わら

込み林業とサトウキビ・コーヒー栽培を活発化させ巨万

ずスペイン語が使われている。人口は約 9600 万人、国土

の富を産みだした。

面積は 48,320km2 である。また国民ひとり当たりの GDP

一方東側のスペインの植民地人口は休止期後も減少し
続けた。そこでは奴隷もほとんどいなくなり、ウシの飼
育と牛革の売買に頼った細々とした経済が僅かに維持さ

は 8300 ドル、貧困ライン以下の人口は 42.2％（2004 年）
と比較的豊かで（129）、森林は陸地面積の 28.4％である
（2005 年現在）
（2）。

れていただけであった。1795 年にスペインは価値のな

一方黒人奴隷を多数使役し農業に依存してきたハイ

くなった島の東部をフランスに譲渡した。イスパニョー

チは、全く異なった展開を遂げた。2009 年の国民ひとり

ラ島は一時フランスのもとで統一された。西側のフラン

当たりの GDP は 1300 ドルと世界の最貧国のひとつで、

ス領サン・ドマングでは1789年のフランス革命を契機に

国民の 80％が貧困ライン以下の生活をしている（129）
。

反乱が始まったが、反乱は途中で鎮圧された。しかし最

GDP の 28％は農業部門、20％が工業部門、52％がサー

終的に、1804 年黒人による独立国家となり、ハイチが誕

ビス部門と農業への依存度が高い。また現在、国民の

生した。

95％は黒人で、白人とムラートの合計は 5％、言語はフ

一方島の東部のサン・ドミンゴは、ハイチの侵略を受

ランス語とクレオールが共に公用語として用いられて

けたが、1809 年に再びスペインの支配下に入り 1814 年

いる。またハイチはドミニカ共和国の 57％の国土面積の

正式にスペイン領となった。ところがスペインのその地

27,560km2 に、人口はほぼ同じ 9 千万人が暮らしており、

への関心は相変わらず低く、的外れな統治が行われた。

人口密度はドミニカ共和国の約 1.6 倍である（129）。森林

東部の人々は 1821年に独立を宣言した。独立後の混乱に

は陸地の 3.8％（2005 年現在）
（2）で森は著しく少ない。

乗じて 1822 年にハイチは再び東部を併合した。しかし、

このように森の割合がドミニカ共和国と大きく違うの

島の東部は 1844 年にドミニカ共和国として独立した。両

は、気候・風土の違いと植民地時代からの政治・経済成

国間ではその後も紛争が続いたが、19~20 世紀になると

長の違いによる。

両国は対照的な推移を遂げた。

イスパニョーラ島の雨は北東貿易風の影響で島の北部

ハイチは多くの黒人奴隷に支えられた集約的なサトウ

と東部の沿岸に多く降る。従ってドミニカ側は降雨量が

キビ・コーヒー栽培など、農業と林業でフランスに富を

多く植物の成長が早い。またイスパニョーラ島で最も高

もたらした。独立後は外国人の土地所有・投資による生

い 3000m 級の山々はドミニカ側に位置し、それらの高山

産手段の支配を禁じる憲法を採択し外国人を排斥した。

から発した河川は主にドミニカ側に流れる。またドミニ

ハイチの住民は白人とムラート（白人と黒人の混血）は

カ共和国は肥沃な平野も多く、耕地に適した土地に恵ま

少数で、ほとんどはアフリカ系黒人であった。彼らはク

れている。一方、ハイチ側は東側からの雨がドミニカ共

レオールと呼ばれるフランス語から発達した独自の言語

和国側の高山でさえぎられ降雨量が少なく森を育む条件

を話していた。これらが要因となりハイチは他国と交流

が欠けている。また、土地は山地が占める割合が多く土

を行わず経済が停滞した。

壌も薄く痩せている。このような違いがあるにもかかわ

一方ドミニカ共和国は、
サトウキビ産業が廃れ先住民・

らず、ハイチ側は環境資源である森林と土壌を犠牲にし、

黒人奴隷は共に少なくなった。ハイチとは好対照であっ

ドミニカ側より先に豊かな農業経済を成長させた。しか

た。1785 年にはハイチとなる西部フランス領には 70 万

し、ハイチはフランスへの巨額の賠償金の支払いに苦し

人の黒人奴隷がいたが、東部のスペイン領はたったの 3

められたりアメリカの占領下に入ったり、軍事独裁政権

万人であった。東側の少ない先住民の多くはスペイン人

など不安定な政治状況が続き、前述したような自然資源

と同化しスペイン語を話していた。更にそこでは、独立

の枯渇も加わって社会は低迷している。更に、2010 年 1

後もスペイン語を話す住民が移民を歓迎した。その結果

月の大地震が事態を一層困難にしている。

ドミニカ共和国にはヨーロッパ諸国、後にはアメリカか

独立後の政情は両国とも不安定で分裂や反乱が続いた

らも資本が投入され、輸出向けの市場経済が成長した。

が、ドミニカ共和国の政策はハイチとは異なっていた。

このような歴史的な成長の違いが、今日の二つの国の社

ドミニカ共和国も、政情は不安定でアメリカ合衆国の保

会形態を決める重要な要因のひとつとなった。

護国になったり強権的な独裁政治が行われたりした。ホ

現在の両国の違いを一瞥すると以下の通りである。

アキン・パラゲールはそのような強権政治を行ったひと

ドミニカ共和国の 2009 年の GDP の 10.5％は農業部門、

りで、1960 年代から 1990 年代まで断続的に大統領に就

21.3％は工業部門、68.2％は観光を含むサービス部門と

いた。しかし彼は、アメリカの援助の下で工業化に基づ

見積もられている。また現在の国民の 73％は混血（メス

く“ドミニカの奇蹟”と呼ばれる経済成長を実現した。
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臼田：知は地球を救う

森林を残すという手荒な措置を取った。国内の商業伐採
を禁じ、製材所を閉鎖した。ところが不法な伐採は続い
た。そこで彼は軍に秘密伐採キャンプを夜襲させ、多く
の犠牲者を出す一種異常な強権的な取締りを行った。彼
が大統領を去ると、伐採と製材所の一部は再開され、木
炭生産も許可された。ところが大統領に返り咲くと、再
び同様の政策をとった。彼の強権的な政治下では汚職が
蔓延し、直属の暗殺部隊により数千人の反対勢力が暗殺
されるなどその政権の全体の評価は難しいが、
彼の森林・

一方ハイチでは、現在でも燃料用の木材の消費が残さ
れたわずかな森に大きな負担を掛けている。ハイチの森
を回復するには農民に情報を与えること、また農業以外
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活に十分な水を供給することが重要と考え、そのために

後も、その森林政策の一部は継続されている（164）。

4

４．森と人

また彼は水力発電でエネルギーを満たすこと、産業と生

林業政策は森の存続にはプラスに働いた。彼が失脚した

5

㻝㻜
㻝㻜
㻜

㻝㻣㻜㻜

㻝㻤㻜㻜

㻝㻥㻜㻜

㻞㻜㻜㻜

㻜

ᖺ

図 2 世界の森林面積・耕地面積・人口・森林減少/（人・
年）の経時的変化。
1980 年までの森林、耕地面積と一人・一年当たりの森林
減少（166）、1860 年以降の耕地面積（167）、1990~2005
年までの森林面積と一人・一年当たりの森林減少（2）
。

の就業の機会を確保し、貧農が急傾斜の耕地を利用する
ことで起こる国土の劣化を避けるようにするなど、国を

1700 年 の 世 界 全 体 の 森 林 面 積 は 62 億 ha で あ っ た。

豊かにする社会的な取り組みが不可欠であると考えられ

1980年までに森は12億ha減少し、1700年の約80％となっ

ている（165）
。

た。一 方 耕 地 は、1700 年 の 2.7 億 ha が 1980 年 に は 12 億
ha 強増加し、5.7 倍となった。1700 年に 6 億人であった
人口は 1980 年には 44 億人と 7.4 倍となった。その間の耕

10．18~20世紀の森の消失

地・人口の増加は、それ以前と比べると格段に大きなも

18 世紀に産業革命が起こり、そのご運輸・通信も発達

のであった。人々は積極的に森を拓き耕地を増やして人

し人口が急増し続けている。マルサスが『人口論』を著

口増加を支えた。一方草原と牧草地の面積は、その間に

し人口増加に懸念を示したのは1798年である。産業革命

ほとんど変わらなかった（166）。耕地面積は 1970 年代ま

をいち早く始めたイギリスは、1880 年の絶頂期に世界

で右肩上がりに上昇したが、その後の伸びは緩慢となっ

の工業生産の 22.9％を占めた。そのご次第にドイツ・米

た（図 2）。穀物の栽培面積は全耕地面積のほぼ半分を

国が力を増し、更にロシア、日本が続いた（69-229p）。そ

占めるが、その面積は 1970 年に 6 億 7500 万 ha、2008 年

のように世界が大きく変わった 18~20 世紀の森について

は 7 億 1300 万 ha で特に最近の伸びが緩やかである（3）
。

総合的に考察する。

1970 年以降の人口増加は、主に単位面積当たりの作物の

森林は主に家庭用・工業用の燃料の薪・炭、建築・造船

収穫量の増加で支えられたことは前報でまとめた（1）
。

等の建造物、紙の材料を供給するためと農耕地を増やす

2005 年の世界の森林面積は、FAO によると 39 億 5000

ために伐採されてきた。その他、木の実などを食料や飲

万 ha である（2）。図 2 の 1980 年までの森林面積 73 の変化

料とするために、森の木を利用価値の高い木に植え替え

と FAO の 1990~2005 年までのそれには連続性が見られ

る場合もあった。このように人は森林資源に大きく依存

ない 74。それは森林面積をどのように推定するかは容易

し暮らしを支えてきた。自明のことであるが、森林資源

ではなく、森の定義（79 頁参照）もはっきりせず、出典

の利用量は人口と人々の生活の質に大きく左右される。

が異なることによる。しかしこれらのデータは、森林が

人口の増大は地球への負荷の一大要因である。18~20

消失し続けていることをはっきり示している。1700 年

世紀の人口の推移、森・耕地面積の変化と人口一人当た

にはひとり当たり 10ha ほどの森があったが 2005 年は

りの年間森林消失面積の推定値の変遷を、リチャーズな

0.62ha となった。この大きな減少は森林面積の減少と人

どのデータ（2, 166, 167-91p）によりまとめた（図 2）。

口の増加が原因である。

――――――――――――――――――――――
73
七種類の森林と潅木地帯を合計したものを森とした。
74
過去の森の面積の推計は人工衛星によるリーモートセンシングも行えず、森の定義もはっきりしないため、研究者により異な
る。FAO の森の定義は 79 頁参照。

－ 116 －

帝京大学文学部教育学科紀要

第 36 号（2011 年 3 月）

3
1910 年にはひとり当たり 4.5m（69-231p）の木材を消費

この間のひとり当たりの森の消失面積を、ある期間の
森林の消失面積とその間の人口から大雑把に試算した。

していた。その年の燃料用木材は伐採量の約 30％で、薪・

人口は期間の初めと終わりの中間値を用いた。その結

炭はエネルギーの約 10％を供給した（69-236,296p）
。20

果ひとり一年当たりの森林の消失面積は、1700~1850 年

世紀初頭の米国民はひとり当たり現在の 3 倍以上の木材

は 18.5a/（人・年）で、そのご上昇し1920~1950年に最高

を消費していた。このことも我々が如何に木材に依存し

値の 42.5a/（人・年）となり、2000~2005年は11.8a/（人・

暮らしてきたかを示している。現在先進地域では伐採し

年）と明らかに減少した（図 2）
。即ち、ひとりの暮らし

た木材の 12％が燃料に用いられるだけで、多くは産業を

が森林にかける負担は 20 世紀初頭の方が現在よりも大

支える素材や建材を供給している。一方、開発途上地域

きかったことが分かる。それは薪・炭をエネルギー源と

ではまだ 81％が燃料として用いられている。このような

していたことが大きかったと考えられる。1950 年代か

大きな地域差は世界の森林問題を考える際に大変重要で

らひとり当たりの森への負荷が減ったのは急速に増えた

ある（116-10p、133 頁表 1 参照）。

化石燃料の使用に負う所が大きい。勿論化石燃料の利用

18~20 世紀にかけて人口増加と耕地面積の増大および

は炭素の循環のバランスを崩し、新たな問題を惹き起こ

木材利用の増加が森林の消失に拍車をかけた。リチャー

している。

ズのデータに基づいて各地域の森と耕地面積の増減を図

現在の森林消失は圧倒的に増えた人口が大きく作用

3 に示した（166）。

していることは明らかである。現在の木材の年間使用量

ヨーロッパではその時期の森林の減少は僅かであっ

3
は世界平均でひとり当たり 0.43m（2）
、米国 1.38m3、中

た。それは既に述べたようにその頃までにヨーロッパ

3
国 0.2m（168）
、日本 0.66m3 である（6）
。米国でもかつて

では森林が大きく減少していたためと、草原を耕地へ転

は木材の多くが燃料に用いられていた（100 頁脚注 37 参

換することで耕地を増加させたためと考えられる。草

照）
。1850 年頃は利用された木材の半分が燃料用で（69-

原は 1700 年の 1.9 億 ha が 1980 年の 1.4 億 ha へと減少した

296p）
、
当時の米国のエネルギーの90％は木質エネルギー

（166）。北米では植民地時代以降、森林の急速な減少が

であった。木炭がエネルギー供給の50％を切り石炭が半

1950 年まで続いた。しかしそれ以降、森林消失は止まっ

分以上を占めるのは1880年代後半以降のことである（69-

た。米国は現在、世界一の木材産出国で世界の 18％を占

236p）
。
1890年代に米国は既に世界で最も豊かな国になり、

めているが、2000~2005 年に米国の森は年間 16 万 ha 増
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世界の地域別の森と耕地の経年変化（166 の表を図にした）。
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えた。これは循環的に管理された林業が営まれているこ

大きく変容した。それだけでなく独立後も世界の経済成

となどによる。一方、木材の第二の産出国のブラジルは

長を支えるために森林の減少が続き、その勢いは益々加

世界の産出量の 10％を占めているが、そこでは林業の他

速している（図 3）。一方、ヨーロッパや北米では 20世紀

に耕地拡大のための森林伐採も行われ、年間310 万 ha の

には耕地面積・森林面積ともにほぼ横ばいで大きな地域

森林が消失している。例えばダイズの栽培面積は 1961 年

差があることが明らかである（図 3）。

に 24 万 ha であったが、2008 年は 2100 万 ha と 100 倍近く

以上のことをまとめると、世界には主に三つの地域が

になっている。ブラジルは一年あたりの森林消失面積が

あることが分かる。ヨーロッパは 17 世紀までに森林の多

世界最大の国である（ブラジルの熱帯雨林の消失は切迫

くが既に消失し、森林の消失を食い止める動きも起こっ

した問題であり、
（134頁以降に考察する）
。

ていた（102 頁参照）。つまり、18 世紀以降のヨーロッパ

ブラジルを含むラテンアメリカの 18~20 世紀の変化を

の成長は、世界の他地域の資源を利用し成し遂げられた。

見ると、そこでは1850年頃から森林の消失が加速し、今

そのひとつは北米であった。北米では 20 世紀前半まで

なおその消失に歯止めがかかっていないことが明らかと

森林を消失させ、ヨーロッパに資源を供給すると共に自

なる。同じような傾向がアジア・熱帯アフリカでも見ら

国の成長を成し遂げた。20 世紀後半に北米は成熟社会

れる。ソ連は既に18世紀から森林の顕著な減少が認めら

となり森林の減少を抑えながら林業を営んでいる。ロシ

れ 20 世紀半ばまで続いたが、そのご森林消失は緩やかに

アもソ連時代を含め 18 世紀から森林の消失が続いたが、

75

1950 年代以降その消失速度は緩慢となり北米と似た傾

なっている 。
1923 年 の 世 界 の森林についてゾンとスパー ク は 地

向にある（図 3、脚注 75）。最後の地域はラテンアメリカ・

域差を含めて調べた（69-370p）
。それによると、森林の

アジア・熱帯アフリカで、今なお森林の消失が継続して

45％は北米（17％）
・ヨーロッパ（4％）
・ソビエト連邦

いる。それらの地域の森林減少が現在の大きな問題であ

（21％）等の先進地域にあり、残りの 55％の森が開発途

る。中国は例外的に、近年世界最大の森林増加を成し遂

上地域のアジア（14％）
・中南米（24％）
・アフリカ（11％）

げている。そこでは 2000~2005 年の間に年間 406 万 ha の

等に分布していた。一方、その年の世界の伐採量全体に

森が増大した（133 頁表 1 参照）
（それらを含め現在の問

占める地域別の割合は、北米、ヨーロッパ、ソビエト連

題については後述する）。

邦がそれぞれ 48％、17％、13％と大きく、開発途上地域

18~20 世紀の間に地域差はあるが、世界の森林はその

全体の 9％をはるかに凌いでいた。特に、北米の伐採量

人口増加を支えるために減少した。森の減少が産業や鉄

が圧倒的に多かった。そこでは森林の成長量を遥かに超

道の敷設の影響を受けたのは既にヨーロッパを中心に見

える量の木材が伐採された。一方、ヨーロッパでは成長

た通りであるが、米国でも同様であった。1900 年頃は米

量と伐採量はほぼ同じであった。またソビエトでは成長

国で伐採された木材の 20~25％が鉄道敷設のために使用

量の約 60％が伐採されたに過ぎないと見積もられた。即

された（69-299p）。また、製鉄のための木材使用はヨー

ち、20 世紀初頭の森林伐採は主に北米を中心に進んだ

ロッパに比べ後の時代まで続いた。イギリスでは製鉄用

のである。

のコークス炉が広まり木炭炉は 1810 年に終焉を迎えた

更に彼らは当時の木材の伐採量を 15 億 9200 万 m とし

が、米国ではコークス炉の普及が進まなかった。それは

た。当時の世界人口を19億人とするとひとり当たりの伐

北米に木材が豊富にあったことと、木炭炉で作られる鉄

採量は 0.84m3 で、それは現在の 0.43m3 の約 2 倍である。

が高品質であったためである。1865 年米国にあった 560

このこともひとり当たりの木材使用量が減少しているこ

の溶鉱炉の内 78％は木炭炉であった。1890 年には製鉄

とを具体的に示している。

のために年間 3.8 万 ha の森が伐採されたが、それは伐採

3

20 世紀の前半には、アジア・アフリカ・ラテンアメリ

された森の 3％ほどと少なかった。しかしイギリスの場

カでは、ヨーロッパ・北米・ソ連とは全く異なった森の

合と同じように、溶鉱炉の近くの森が伐採され、その森

消失パターンを示している。木材の伐採量では北米が群

に大きな負荷をかけた。米国で木炭炉は 1945 年まで使用

を抜いていたが、アジア・アフリカ・ラテンアメリカで

された（69-299~301p）。

は耕地を増大するために 18 世紀以降多くの森が失われ

また、19 世紀の終わりには冷蔵設備を備えた船によ

続けたと考えられる（図 3）
。それらの地域では植民地時

りオーストラリア・ニュージーランドから畜産物がヨー

代に宗主国へ物資を供給するために森林が減少し社会が

ロッパに輸出されるようになり、その地域で牧畜業が盛

――――――――――――――――――――――
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最近のロシアの森林面積の変化は1990~2000年は平均3万2千ha/年の増加、
2000~2005年は平均9万6千ha/年の減少であった。
それらは森林総面積およそ 800 万 ha に対して極僅かで、ロシアでは森林面積はほぼ横ばいである（2）
。
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んになった。それも森に大きな負荷を与えた（69-243p）。

のヒノキは伐り尽くされ、木津川上流、伊賀山地の木材

このように世界の森は大きな地域差を伴いながらも全体

まで利用されるようになった（170-196p）。
更に、藤原京（694 年遷都）の造営や奈良の東大寺（8

として減少していった。

世紀前半創建）などの七大寺の建立に、田上山の木々も
利用された。田上山は琵琶湖の東南部にある標高 600m

11．日本の森の変遷
11.1

の太神山を主峰とする山地である。そこには千数百年

現在の日本の森林問題の一局面

前、スギ・ヒノキ・カシの一大美林があった。田上山で伐

現在日本の森林（2490万ha）は、陸地の70％弱で世界

採された木は、瀬田川～宇治川～八幡（経由地）～木津

有数の森林国である。しかし、日本の木材自給率は 1958

川を通って奈良の都に運ばれ利用されたと考えられてい

年までは 90％以上であったが、そのご減少し現在では

る。田上山の木はその他、地元の三井寺（7 世紀末創建）

20％前後となっている。近年では長い間植林されてきた

や石山寺（747 年創建）の造営にも用いられ、その美林は

人工林が、持続的あるいはまったく利用されず森林の荒

マツの二次林に変わってしまった。

廃が危惧されている。日本の人工林面積は森林の 40％強

田上山では肥料や燃料に使うための柴刈りが続けら

で世界でも飛びぬけて高い。人工林は継続的に人手を加

れた。加えて二次林のマツの根は脂分が多いために、そ

えなければ健全に維持できない。このことがひとつの大

れまでが掘り起こされ利用された。その結果、江戸時代

きな問題である。

末期に田上山は完全な禿山になってしまった（171）
。明

また、森林面積の約30％を占める国有林の林野事業も

治初期の田上山の写真を見ると、荒れ果てた禿山の姿が

膨大な赤字を累積し困難を極め、自立的な森林利用が損

はっきり分かる（172）。植林を試みても雨が降る度に苗

76

なわれている。20世紀末の国家財政の赤字は国鉄 と林

木は流されてしまった。その地域の人は気の付かない

野事業がその最たるもので、林野事業は 1998 年に 3.8 兆

人のことを“あの人は田上山やで”といったそうで、そ

円の赤字を抱えていた。そのうちおよそ 2.8 兆円を一般

れは田上山には“木がつかんから”であったそうである

会計に移して国民の負担とし、残りの約 1.1 兆円は国有

（173）。禿山は雨が降れば洪水を起こし、土砂が田畑に入

林野事業会計にとどめ 50 年間で独自に返済することに

り込むため農業にも深刻な影響を与えた。如何に山を治

なった。しかし、2007 年度でその赤字額は 1.3 兆円に増

めるかが緊急な課題であったが、その解決は簡単ではな

加し、林野事業は混迷を極めている。

かった。多くの人の長年の工夫や、地道な砂防工事の努

一方、日本の森は毎年旺盛に成長している。2002 年の
3
日本の森林に蓄積されている材積は 40.4 億 m（169）で、
3

2007 年のそれは 44.3億m に増加した（6）
。現在の日本人

力が実って、現在田上山に緑が戻っている。
田上山の植林が成功した歴史は、江戸時代の終わりに
滋賀県の愛知郡斧磨村の西川作平という篤農家が、苦労

ひとり当たりの木材の使用量は年間 0.66m である（6）。

の末に雨が降っても苗木が流されずに成長できるヒメ

日本の人口を 1.27 億人とすると、上記の 5 年間に成長し

シャブシという木を見つけたことに始まった。その苗木

た木はひとりあたり年間 0.61m3 となる。勿論、容易に近

を育てマツと混植すると良いことも分かった。また、傾

づけない森林、蓄積量の推定の不確かさなど考えなけれ

斜した禿山の土そのものが流れないようにする土木工事

ばいけない要素もある。しかしこれらの数字は少なくと

の改良法も開発された。その結果、明治・大正・昭和と植

も、日本でも持続的に森を利用しながら木材の自給率を

林が徐々に進み、1970 年代に見違えるように緑が戻っ

大いに上げることが十分可能であることを示している。

た（173）。

3

このような問題点を念頭に置きながら日本の森林の変遷

このように日本でも千数百年前から森林伐採が問題と
なっていた。798 年に出された官符は、豪族が山野を占

を振り返る。

領することを厳しく戒めた。それは林野の領有権者の公
11.2

田上山に見る森林伐採の問題

権的利用と、住民の私権的利用の併存を図る「公私共利」

日本でも縄文時代から水田農耕が広がる弥生・古墳時

の思想の表れと言われている（174-1p）。また 821 年の大

代を経過し、次第に大きな都が造営され森林伐採が問題

政官符には水源林の伐採を制限した法令もあった（174-

となっていった。538 年に仏教が公式に伝来し、6 世紀

157p）。このような伐採の制限や「公私共利」の考えが生

の後半に法興寺などが建立され飛鳥時代が栄えた。7 世

まれたのは、放っておくと森の資源を効率よく長い間利

紀の半ばまでに都の造営や諸寺の建立のために飛鳥周辺

用できず、規制や申し合わせを行う必要があったからで

――――――――――――――――――――――
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で木をたたき、もしリスや鳥が飛び立てば動物の棲家が

ある。
森の利用を巡って、公私の軋轢が問題になるのは古今

あると考え、その木を伐るのは止める慣わしがある。
「三

東西を問わない。島崎藤村の『夜明け前』は「木曽路はす

つ緒伐り」は 3 人が 3 方向から斧で幹に孔を開けるよう

べて山の中である。
」という書き出しで始まり、江戸から

に伐り進む。最後にひとりの伐り手が山の大神にことわ

明治に大きく時代が変わる節目のなかで木曾の山に生き

りをいれ、
『一本ね（伐）るぞ』の祈りの言葉と共に最後

た民衆の苦悩を描いた長編小説である。主人公は藤村の

に木を支えるために残された三箇所のひとつを伐り、反

父で、森を巡る民衆と尾張藩あるいは明治政府との確執

対の方向に木を倒す。その伐採斧入れ式はトラックの通

が大きなテーマである。藤村は多くの記録にあたったと

る林道のすぐ近くで行われた。そこを訪れると近くに鳥

考えられるが、それはあくまで小説であり必ずしも全て

総立て（とぶさたて）を見ることができる。これは伐り

が史実に基づいているとは限らない（175, 176）
。しかし、

倒した大木の切り株に木の先端の梢をさして、その中間

日本で最も林業が盛んであった地域のひとつで、どのよ

の木を頂いたと自然への感謝の思いと、そこから樹が再

うなことが起こったかを知る格好の素材であることは確

生することを願った長年の風習である。鳥総立ては万葉

かである。江戸・明治そして現在へ至る日本の森と林業

集の巻三にも「とぶさたて足柄山に舟木伐り

の変化を木曾の森をひとつの軸として考察する。

行きつ

木に伐り

あたら舟木を」と歌われている（177）。現在、木

曾で苔むした切り株の中央から梢がしっかり根を下ろし
11.3

江戸時代までの林業

木曾の森：

て若木が成長している鳥総立てを見ると、人の思いが通

木曾ヒノキは秋田スギ・青森ヒバと並び称

じているような気がする。

される日本三大美林のひとつで、そのヒノキは日本建築

木曾のヒノキを初めとした用材とその山林が、どのよ

の最高材として重用される。それは木曾ヒノキに以下の

うに注目を浴びていったのかを川崎敏の記述に従って以

特徴があるからである。表面は白く、内は薄赤味のある

下にまとめる（170-199p 以下）。

淡黄色で美しい。木目が真直ぐで肌目は精緻、年輪と年

木曾は和銅年間（708~715 年）に美濃の国司が木曽路

輪に挟まれた部分の堅さがほとんど同じで堅すぎず柔

を開いたという古い記録を根拠に、貞観年間（859~877

らかすぎず加工しやすい。木の狂いが少なく腐りにくく

年）に美濃国恵那郡絵上郷となった。はっきりした記録

保存性が高い上に芳香を放ち光沢もある。木曾ヒノキが

はないが、11 世紀初め頃から京都の寺院の建築に木曾

このような性質を持つのは、ヒノキが標高500~1500m の

材が利用された可能性がある。伊勢神宮の御杣山となる

阿寺山地の比較的痩せた土地 で育ち、急速に肥大せず

のは後のことであるが、1285 年に木曾材が伊勢に運ば

ゆっくり成長するためである。また 9~10℃の平均気温、

れた記録もある。そのご室町時代に京都で再び建築ブー

土地は急傾斜でなく土壌が保全されること、台風の直撃

ムが起こり、東福寺の堂塔（1442 年）
・南禅寺（1448~1452

77
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を受けないこと 、夏に多い雨量と冬の寒冷などの諸条
件も綺麗な木目とほどよい年輪を作ることに作用してい

年）
・銀閣寺（1482~83 年）の用材に木曾材が使われた。
その他、鎌倉の円覚寺（1423 年）の改築にも、応仁の乱
（1467~1477 年）で焼け野原となった京都の復興にも木

る（170-221p）
。
このような良材を供給する木曾は、伊勢神宮の 20 年に

曾材が用いられた。1590 年に秀吉は小田原城の落城後

1 度の式年遷宮の用材も供給している。伊勢神宮の式年

に木曾の重要性を認識した。彼は木曾を 400 年間支配し

遷宮は 1300 年の歴史を持つ。その用材は 14 世紀まで伊

ていた木曾家を放逐し、その地を蔵人地とした。秀吉は

勢神宮の背後の山から供給されていた。しかし、次第に

天下統一とともに大阪城修築（1583 年）
・仙洞御所（1585

資源が少なくなり三河・美濃などの森から供給されるよ

年）
・聚楽第（1586 年）
・方広寺大仏殿（1586 年）
・淀城（1587

うになった。1798年からは尾張藩の木曾谷が遷宮に 1 万

年）
・皇居清涼殿建設（1589 年）の用材として、また1592

本以上のヒノキを供給する御杣山（みそまやま）となり、

年の朝鮮への出兵の船材として多くの木曾材を用いた。

それが現在まで続いている。2013 年の遷宮のための裏

その結果、木曾の山で濫伐が始まった。1586 年の木曾川

木曾からの用材供給は、1997 年 10 月 30 日の伐採斧入れ

の大洪水はその濫伐が原因であったと考えられている。

式をもって既に始まっている。その時に古式にのっとっ

家康は大阪夏の陣に勝利した帰りに名古屋へ立ち寄

た「三つ緒伐り」で伐倒された木は高さ 22m・胸高直径

り、木曾山を尾張藩徳川義直に与える約束を結んだ。そ

70cm で樹齢 350 年であった。伐り始める時に先ず斧の背

の時、家老の成瀬隼人正が「木曾の山と川ともに拝領、

――――――――――――――――――――――
77
そこは英斑岩の準平原で黒雲母花崗岩や新期閃雲花崗岩が風化した上に洪積層の地層が散在しているためである。
78
後述するように（130 頁）時には大きな台風で木が倒され甚大な被害を受けることもある。
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まことに有り難く」と御礼を述べたことにより、木曾の

く、94％は明山であった。ところが、1708 年に明山のヒ

山と木曾川が共に尾張藩領となったと言われている。山

ノキ・サワラ・槙・アスナロの優良木が停止木（ちょうじ

で伐った木は運び出さなければ役に立たず、その輸送路

ぼく）に指定され伐木が禁止された。更に 1728 年にネズ

として川は長い間重要な役割を果たす。その両方を手に

コ、1849 年にケヤキが停止木に加えられた。木曾では“ヒ

入れた尾張藩は大きな富を手にすることになった。

ノキ一本首ひとつ”と言われる厳しい措置が取られ、多

秀吉の時代から木曾の山では濫伐が始まっていたが、

くのものが罰せられたことが伝承されている。このよう

尾張藩は 1610 年から名古屋城の造成や城下町の建設に

に木曾の明山の住民による利用に対する規制は厳しいも

木曾材を使用した。その結果、森は尽山と呼ばれる荒廃

のになっていった。住民はその規制緩和を求めて度々請

した山となってしまい、森林資源に配慮する必要が生ま

願を行った。

れた。1664 年木曾山の実態調査の巡視が行われた。山を

木曾の山村の暮らしは『夜明け前』に描かれているよ

荒廃から守るために1665年に留山制度が始まった。一方

うに、参勤交代を含めた中山道の宿場町としての商いか、

で、技術的に困難な奥地林の木を利用しなければならな

森林資源の収入で農業の不足を補完しなければならな

くなった。それは伐木・造林技術だけでなく独特の運材

かった。例えば、木曾の山村のひとつの王滝村には1784

法を開発することで初めて可能となった。伐った木を嶮

年に 304 戸があった。その内 263 戸は百姓で、その他、大

峻な山から運び出し、更に滝や“釜”や“咽”と呼ばれる

工・木挽が 12 戸、杣・日用が 7 戸、商人が 4 戸、鍛冶屋が3

渓流の難所を通って輸送するための方法が編み出され

戸、やもめが 15 戸と、人々は山間部で狭い畑と山に頼っ

た。山の斜面に木の滑り台のような道や所々に方向を変

て生活していたことが分かる。そのために村民は背伐り

える装置をつくり、絶壁の難所では木に孔を開けつるを

と呼ばれる盗木をしばしば行わざるを得なかった。
一方、

通して吊り下げ、木を川筋まで運び出した。運び出され

藩の取り締まりも必ず極刑にするというものではなく、

た木は滝を迂回する搬送路や川の簗を利用したり、ある

時には材木の払い下げを行うなど柔軟な対応も見られた

いは筏に組まれたりして、手間を惜しまない多くの工夫

（175-50p）。しかし木曾の山を巡っては、尾張藩と住民の

により河口の貯木場まで運送された（177, 178）
。そのよ

間に緊張関係が継続したと考えられる。

うな作業を行ったのは日用と呼ばれる運材を専業とする

17 世紀末には木曽川の下流で大洪水が起こるなど、山

民衆であったが、組織だった林業は尾張藩が取り仕切る

林の荒廃に歯止めがかからず、18 世紀に入ると松・桂・

もので、農山村の人々の暮らしを支える小規模な森林利

ケヤキが伐採するには藩の許可が必要な留木に指定され

用とは異質なものであった。森林資源が枯渇してくると

た。また、1748 年には総数 34,312 本に及ぶ植林が各村に

一般の利用は制限されていった。

命ぜられた（ここまで主に川崎敏の 170 によった）。

森の利用を巡って領主と民衆の間で闘争が起こること

立松（179）は江戸時代の木曾の森について以下のよ

は洋の東西を問わない。1525年のドイツ農民戦争や、領

うに述べている。木曾では伐採跡地に植林が行われたが

主の狩猟と農民のブタへの給餌が西欧で対立したことな

その植林は余り成功せず、実生からの天然更新が有効で

どは前述（99 頁～）したが、森のような自然の所有権を

あった。しかしヒノキやヒバに対する需要は多く、木曾

どのように決めるかは大問題である。

のヒノキは枯渇していった。1791年になされた立木調査

古くは共有されていた森が次第に支配階級によって

によると、木曾ヒノキの総数は 4,329,929 本で大木が減っ

独占されていった。留山とは優良な樹木が多く生えてい

ていた。そこで森の回復を目指し山の植生が一巡する50

る地域の立ち入りを禁止し、それらの樹木の伐採を禁止

年に一度伐採する計画が尾張藩によってつくられた。ま

したものである。木曾では留山が指定される以前の慶長

た樹木を皆抜しその後に植林するのではなく、択抜で一

年間（1596~1615）に、家康は鷹狩りに使用する鷹の繁殖

部の木だけを伐採し、そこで実生からの自然更新を図る

のために巣山をつくり民衆の立ち入りを禁止した。巣山

こともなされた。更に 1823 年には 66 年に一度伐採する

は木曾の 59 箇所、合計で1060haであった。しかし、木曾

ような計画変更が行われ年間の伐採量が 45,700 本に減ら

の山林の殆どは住民が自由に立ち入り樹木の伐採が許

された。しかし、短期間で森は回復しなかった。このよ

されていた明山であった。1684年から巣山・留山の周囲

うに森林資源が減少している折、1838 年に江戸城西の

250m にわたる鞘山と呼ばれる新たな立ち入り禁止区域

丸が焼失し、その再建のために木曾ヒノキが求められた。

も作られた。江戸時代の木曾の山林は総面積約 37 万 ha

尾張藩主の徳川斉温は割り当て金の代わりにヒノキ 8 万

で留山 は 5％ほど、巣山は0.3％、民有林は0.7％と少な

本を収めようとしたが、彼の計画は無謀であった。それ

79
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－ 121 －

臼田：知は地球を救う

４．森と人

は彼が江戸住まいで木曾の実情が分からなかったからで

数万 m3 と再び減産期が続いた。明治後期の 20 世紀にな

ある。結局 24,283 本が献納されたが、その木材の価値は

ると再び増加し始めて 1930 年頃に 25 万 m3 となった。戦

当時の価格から計算すると幕府から求められた金額の 2

時中は減少して 1945 年には 10 万 m3 となった。そのご増

倍以上に達し、尾張藩の財政は悪化した。当時の木曾は

減しながら 1960 年代半ばに第二のピークとなり 30 万 m3

ヒノキの過伐が進み良質の大材が不足しており、幕府か

を供給した 80。2000 年以降は急激に減少して凡そ 2 万 m3

ら使わされた川路聖謨も 300 本の良材を見つけることに

前後と伐採量は極めて少ない（180）。

大変苦労した。1849 年にはケヤキも停止木に加えられ

秋田・青森の森：

るなど、枯渇する森林資源を保護する対策もとられた。

並ぶ美林である。江戸時代になると秋田藩・弘前藩・南

このように木曾の森では過伐による荒廃と、留山などの

部藩は山奉行などを置いて、森林資源の藩による利用と

保護策と計画的な伐採が試みられながら江戸時代の終わ

保護の林業を始めた。弘前を治めていた津軽氏はヒバの

りを迎えた。それでも19世紀の前半に定められた伐採量

厳重な保護を行ったが、住民にも広葉樹を伐採すること

の制限が明治維新まで続き、明治を迎えた時に木曾には

を認めるなど住民の用益権は部分的に確保されていた。

美林が残っていた（179- 89~103p）
。

秋田では 18 世紀の終わりに藩主となった佐竹義和が、山

秋田スギと青森ヒバも木曾ヒノキと

尾張藩は森の利用を独占した。しかし、住民を極度に

林の荒廃を長期的な視野に立って解決すべく“文化の改

疲弊させては藩の運営が立ち行かない。そこで住民に僅

革”を行った。林取立役の賀籐景林は 1834 年に 66歳で没

かな雑租を貢納させ、
彼らが薪炭を集めることや檜木笠・

するまで、息子の景琴の助けを受けて 250 万本のスギを

櫛・木の塗り物の材料を得ることを許したり（175-215p）、

植林し秋田スギの美林を作った。そのような功績により

御免木白木（ヒノキ）を下付したりした（170-209p）。つ

義和は“佐竹藩中興の名君”、景林は“秋田スギの父”と

まり、江戸時代は地方分権の政治が行われ、木曾の住民

呼ばれている（181）。江戸時代には 17 世紀初頭の宮崎安

は最低限の用益権をもっていた。勿論、尾張藩と山に依

貞の『農業全書』81 で勧められた「適地適木」の考え方に

存した人々の間には多くの軋轢が続いていたことも忘れ

基づいて、各地で様々な木が植えられた。米沢藩の上杉

てはならない。

鷹山も 18 世紀後半に桑や漆などを植え殖産産業を築く

背伐りをして罰せられる村民の姿に心を痛め成長した

こと等で、天明の飢饉の被害を軽微に抑えた（1 参照）
。

『夜明け前』の主人公半蔵は、明治維新により新たな世界

18 世紀の中頃に酒田の大きな造り酒屋の佐藤藤左衛門・

が生まれそのような軋轢がなくなると期待したひとりで

藤蔵父子が私財をなげうって庄内砂丘にクロマツの砂防

あった。しかし明治政府は、地方の実情を把握せず富国

林を作るなど、江戸時代には民間の多くの篤志家が防災

強兵の中央集権的な政治を繰り広げた。その結果、村民

を目指した植林も行った。

は明治になると江戸時代に許された明山などにおける用

このように江戸時代は林業の隆盛による山の荒廃と、

益権さえ失った。更に、宿駅としての経済も崩壊し、税

人の手による植林・森林保護が交錯していた。藩は森の

も金納を迫られ山村の暮らしは逼迫した。多くの嘆願書

資源を占有的に利用する一方、明山など民衆の入会権を

が出されたが、木曾の森は官林から御料林となり人々の

認めていた。即ち、森には旧来の「公私共利」の原則が保

用益権の回復は進まなかった。山に頼らざるを得ない木

持され、住民も山に入る日数や道具を制限するなど自主

曾の人々の暮らしが明治になっても混迷する中、半蔵は

規制をし、山に依存する生活が永続するように努めた。

失意の内に孤立し数奇な運命を辿っていった。

そのような「公私共利」の原則が曲がりなりにも継続し

木曾ヒノキの年間伐採量の現在までの推移を辿ると、

ていた封建時代は終わりを告げた。明山は国有林となり

秀吉以前ははっきりしないが、16 世紀後半は千 m を下

民衆の用益権を排除して近代国家がその資源を独占し、

回る僅かなものであったとされている。16 世紀末から

富国強兵に突き進む明治時代が始まった。その結果、日

伐採量は急増して 10 万 m3 を超え、17 世紀前半にはピー

本の森・林政は大きく変わっていった。

3

3

クに達して 30 万 m 強となった。そのご漸減して 18 世紀
半ばには 5 万 m3 前後となった。その時期は森林資源が枯

11.4

明治～第二次世界大戦までの森と林政

渇して様々な規制が行われた。それ以降、減少期が続い

官林の制定：

たが、18 世紀晩期には徐々に増え江戸末期の 1850 年頃

へ移行する官林規則・地券渡方規則が定められた。これ

に 10 万 m3 ほどとなった。しかし明治に入ると急減して

は 1873 年に実施された地租改正の前提となるもので、土

1871 年（明治 4 年）に藩の直轄林を官林

――――――――――――――――――――――
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後述するが伐採量の増加は 1959 年の伊勢湾台風と 1961 年の第二室戸台風が生み出した甚大な風倒木の処理のためである。
81
農業全書ではイネなどの作物以外に果樹や諸木の利用についても積極的に述べられた。
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地の所有権を明らかにして税の徴収を目指したものであ

を得なかったことで多くの問題が発生した。1890 年代

る。しかし 1872 年に官林の払い下げが実施されるなど、

の終わりになっても所有の確定について多くの誤謬訂正

官林規則は暫定的で罰則規定もない不充分なものであっ

が求め続けられた。そこで政府は 1899 年に下戻し法案を

た。一方既に 1871 年には、木曾谷33ヶ村から旧尾張藩の

公布して、所有権の回復の申請は 1900 年 6 月までと期限

特別保護制度の廃止で失った入会権の復活を求める嘆

を決めた。2 万件以上の申請が殺到したために、問題解

願書が出されるなど、民衆の用益権は制限されていった

決に長い時間を要した。あるものは裁判に持ち込まれ最
後の和解が成立したのは 1954 年であった。このように明

（175-66,195,270p）
。
証拠書類がなくても入会の実績が認められればその森

治政府の官民有区分は多くの問題を内包しながら進めら

を民有地とする指示も出された。しかし判断基準はすぐ

れた。下戻し請求の最終結果は不下戻し 160 万 ha, 下戻し

変わり、
“天然性”のものを採取していただけでは民有地

45.6 万 ha であった（183-423p）。

とはせず、
“植物培養”を行っていた実績が必要とされる

御料林： 1881 年に 630ha であった御料地（175-289p）は、

ようになった。また実際は地方官・派出官の裁量で官民

1885 年に御料局が誕生したことで飛躍的に広がった。そ

の区別が決まり、問題が発生した（175-255p）
。官民有区

れは皇室の財政的基盤を強固にするためであった。

分終了時の官民別林野面積は不詳であるが、官有林 600

1889 年に木曾の官林を始め各地の官有林 150 万 ha 弱

万 ha 前後、民有林1300万ha程度と推定されている（182-

が、更に 1890 年に北海道の 200 万 ha 弱もいったん御料林

366p）
。

となった。しかし 1894 年に、北海道の御料林の 135万 ha

現在の国有林（約 770 万 ha）は明治時代の官有林の多

が政府に移管された（182-109p）。また農民たちが払い下

くを引き継いだもので、それは森林面積の約 30％を占

げを求めていた山梨県の入会御料林は、1910 年夏の未

め、人口密度の低い北海道・東北・中部山岳地方に主に

曾有の大水害を契機に県有林として下賜された。その面

存在する。

積は 16.4 万 ha であった（183-423p）。御料林からの収益は

一方、民有林は里山を中心に零細な所有者により細分

明治の中頃は僅かであったが、明治の終わりには膨大な

され、農用林として肥料源の木灰や堆肥や薪を供給する

収益を上げ（184-443p）皇室費用の大半を賄うようになっ

ものが多かった。その他、奈良の吉野や京都の北山など

た。戦後の 1947 年に御料林は国有林となった（林政統一）

先進的な林業を営んでいた地域もあった。

が、その時の面積は 130 万 ha であった。
木曾の御料林でも山梨と同じように種々の申し入れ

明治の官林はどのように指定されたのであろうか。例
えば、木曾では本山盛徳が 1872 年から調査を始めて、

が続いたが、そこは良材のヒノキを産出するために異な

1873 年 1 月末までに地元民に地引帳・地引地図の提出を

る展開となった。1898 年にも官民の境界の改定を申し

求めるなど短兵急なものであった。彼は単に 5 種類の御

入れる土地の返還要求が出された。返還要求は次第に恩

停止木が生えているところを全て官林とする調査を終

賜金下付哀願へと変質した。その哀願運動を担ったのは

え、1874 年 7 月には木曾谷を去ってしまった（175-174p）。

藤村の兄の島崎広助で、最終的に 1905 年に 24 万円余り

その結果、木曾の森の90％が官有林となった。それは木

の恩賜金が下付された（175-307~328p, 185-558p）。その

曾の山の 90％以上が明山であったことを考えると無茶

運動の評価は難しいが、藤村の願った“夜明け”が訪れ

なものであったことが分かる。旧来、民衆は殆ど無料に

ることはなかった（175, 185）。1870~1905 年頃は木曾の

近い雑租で自家消費に必要な材料を手に入れていた。し

ヒノキの伐採量は数万 m3 と極めて低調な時期であった

かし明治政府は、国に必要な良材を確保するために民

（180）。

衆の濫伐を規制した。また自家消費に必要な材料にも

明治の林政：

払い下げ料金の支払いを求めた。住民は生活に困窮し、

た。明治時代の林業は吉野や北山などの林業先進地域が

1881~82 年に「木曾谷山地官民有の区別の再調査」の請

リードする形で始まった。北山の林業は室町初期にまで

願書を提出し、その後も明山の下戻し請願を続けた。し

遡ると言われる。そこでは独特の枝打ちにより高級な磨

かし願いはかなえられず、最終的に木曾の山林の多くは

丸太を産出し現在に至っている（186）。また吉野は 1501

皇室の御料林となった（175-281~285p）
。

年にスギの造林が始まった先進林業地帯である（187-

1881 年に地券発行はほぼ終了して地租改正事務局も

明治政府は次第に国有林を整備していっ

169p）。17世紀初めに企業的な木材取引が開始され、
江戸

解散した。林政は明治の初期は混乱していたが、次第に

時代に樽丸が主力商品となった。樽丸は付加価値が高く、

政府の林政は整備されていった。しかし、林野の官民区

その適材を得るために、密植した木を高い頻度で弱度の

分は測量技術・山野の広大性・林野所有の複雑性に拘ら

間伐を行い、長い間成長させた後に伐採する集約的な

ず近代国家の成立を急ぐために、拙速主義を採用せざる

吉野式林業の施業体系が江戸後期にかけて確立された。
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1898 年に伐木から造運材まで吉野林業の全体像が『吉野

４．森と人

（182-361p）。

林業全書』にまとめられた。それは 100 葉余りの挿画も

明治政府は民有林に対しても規制を行った。民有林行

あり、初版が 1 万部予約されるほど全国の造林技術に大

政は 1871 年に濫伐・濫墾・山火頻発への対処のための林

きな影響を与えた（187-401p）
。吉野は優良材を今日まで

野規制に始まり、1882 年の「私林タリトモ深切愛育の

供給し続けている（188）
。そのような先進地域に続いて

意ヲ可加事」と論示した民林対象の伐木停止林の制度と

天竜などの新興林業地が台頭し、大小様々な林業経営者

なった。これは 1897 年の森林法で指定された保安林 58.4

が簇出した。林業経営は地付きの素封家に加えて三井物

万 ha の内、民有林が 80％弱の 46 万 ha を占めたことに反

産、古河鉱業、大倉組、住友家などの資本家が参加した

映された（189-371~373p）。

（182-351p）
。1889年に東京都王子に王子製紙、90 年に静

このように保安林が制定される一方で、多大の需要に

岡県富士に富士製紙の木材パルプ工場ができ、紙パルプ

合わせた木材の供給が主に皆伐で賄われた。木材の伐採

産業も確立した（189-382p）
。明治後期に国有林の経営活

は民間の力が大きかった。1900 年代初めまで国有林は

動も本格化し、林業は明治の殖産興業の波に乗り一大産

立木で処分され、それを民間が伐採した（184-447p）
。明

業分野となった（182-350p）
。

治の林業は民有林を含めて用材生産で収益を上げる面だ

一方で、山林・林業の試験研究施設も整備された。

けが追求された。

1878 年に樹木試験場が作られ、1910 年に林業試験場へ

1905 年の日露戦争の勝利とその後の国力の増強・経済

発展した。また民間でも1882年に林業の改良・進歩を目

成長を支えるために、更に林業を産業として成長させる

的とした大日本山林会が設立された。このように林業に

必要があった。その結果 1907 年（明治 40 年）に、産業法

関する研究や学術知識の交換・論究が行われ近代的な林

の性格を強化した森林法の改正が行われた。天然の生産

業への転換が図られた。

に待つのではなく、人工を加えてよく山林を利用する方

林業の近代化が進む中で、1893 年に林業のあるべき

法を講じようとした。そのために民間の森林組合が協同

姿についての論争が川瀬善太郎と金子賢太郎の間で繰り

して森林資源の確保・保全を行う施業法も盛り込まれて、

広げられた（174-31p）
。金子は山野の多様な恵みを公私

民有林に対する規制も強化された。ところが、政府の期

ともに平等に利用する「公私共利」の慣行を基本にすえ

待ほど森林組合は直ちに活発にはならなかった。しかし、

主張を展開した。しかし川瀬は、針葉樹など成長の早い

生産増を目指した林業は木材需要の激増に応えた（189-

大材を植林し収益を上げることが先決で、入会権等の用

389p）。その結果森林の荒廃が進み、水害が頻発した。植

益権は排除して所有権を明確にし、生産性を上げる開発

林も行われたが昭和の初期まで皆伐が多く、その跡地は

を目指す「森林経営の論理」を唱え反対した。川瀬の主

不成績造林地となった。

張は既に 1891 年に制定された「施行案編成心得」の中で

このような明治後半の森林過伐は、ドイツ林学を未消

示されており、それはドイツ林学の法正林思想に基づい

化のまま採用したためと考えられる。ドイツの影響力が

たものであった。法正林は森林の成長量を一定にするよ

増したのは岩倉遣欧使節に加わった大久保利通 82 の政治

う森林を造成し、毎年の成長量に見合う量を収穫すれば

力によると言われている（182-359p）。ドイツの林業・林

永遠に森林の状態を変えずに収穫を確保できるとする考

学は領主直営林の経営を軸として生まれた。また、ドイ

え方である。論争はあったが、当時はこの「森林経営の

ツの民間林業は 19 世紀以降に形成された。一方、日本で

論理」に沿った政策が実施された。林業は 1895 年の日清

は林業が既に 17 世紀から民間の経済活動として形づく

戦争勝利など、増大する国力を支える重要な要素のひと

られてきた伝統があり（182-348p）、それぞれの背景は大

つであった。

きく異なっていた。更に、ドイツの森は比較的平坦地に

生産を主眼とした国有林の施業を実施すべく森林法

あり日本の急峻な森とは大きく異なっていた。林業の研

の整備が準備された。しかし、国会で議論が紛糾したた

究は始まっていたが、必ずしも日本の森・林業の特徴は

めに 1897 年（明治 30 年）に公布された森林法は当初の

理解されず、安直にドイツ林学を単に木材を効率よく生

施業に関する条項が除外され、主に取締法規的なものと

産するために取り入れた嫌いがあった。即ち、そのよう

なった。それは 1882年頃から導入された水源涵養・土砂

な限られた技術主義が森林の過伐を招いた一因となった

防止のために森林伐採を停止する保安林関係と、盗伐な

（190-17~38p）。ドイツ流を採用した国有林経営とは違っ

どの罰則規定を盛り込んだ森林警察の二つが柱となった

て、民有林経営は殆どドイツの影響を受けなかった（182-

――――――――――――――――――――――
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大久保利通は 1878 年に暗殺されたが 1875 年の彼の建議書で林政の体系が整った。彼の死後も彼の登用した人物らがドイツ流
の林政を推進した。
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367p）
。しかし、何れの場合も林業は明治の近代国家形成

が 4.8 万 ha、民有林が 16.6 万 ha であった（193）。1918 年

のための殖産産業の一翼を担い、大量の木材を産出せざ

の内地の国有林の伐採量は、用材と薪炭の合計で 528 万

るを得なかった。

m3 と内地の総伐採量の 11％であった（194-36p）。1935年

伐採が進んだ一方で植林も行われていた。1897 年（明

に国有林から供給された用材と薪炭は 980 万 m3、私有林

治 30 年）以前の民有林の造林面積は不詳であるが、後代

のそれは 4788 万 m3 で国有林の占める割合は 17％であっ

の齢級調査などから年間 3~4 万 ha と推定されている。そ

た。また薪炭の占める割合は伐採量全体の68.3％であり、

れが明治 30 年代に 7~8 万 ha、大正初期に一時 10 万 ha に

エネルギー源として木質エネルギーが多量に使われて

なった。一方、内地国有林の年間の造林は明治10 年代に

いたことが分かる（195- 付表 14p）。当時の人口は 6900 万

数 百 ha,

明 治 30 年 代 か ら は

人で（193）、ひとり当たりの年間木材使用量は約 0.84m3

特別経営事業により急増し、大正初期には4万ha に達し

と現在のおよそ 1.3 倍である。また 1960 年の国内の用材

たが、1921 年（大正10年）の同事業終了とともに減少し

の供給量 84 は 4852 万 m3 で国有林はその 23％を産出した

1~1.2 万 ha 程度の横ばいで推移した（191-376p）
。造林に

（196- 付 表 40p）。1982 年 の 国 内 の 用 材 供 給 量 は 3190 万

は 1899 年に制定された森林資金特別会計法が大きく作

m3 で国有林はその 36.3％（197）を担い、比較的高い割合

用した。それは 1908 年までの 10 年間に処分する森林を

を示した。1999 年の国産用材供給量は 1874 万 m3 で、そ

決め、その収入で造林を行うとした（184- 449p）
。地価の

の 17.5％は国有林から産出された（198-195p）。

明 治 20 年 代 に 2~3 千 ha,

高騰により収入は予定を上回り、計画の2倍の30万 ha を

国有林の産出の割合の完全な経年的変化は不詳だが、

主に針葉樹で植林した。その時期に造林されたものが戦

概ね 20~40％の間を推移したと考えられる。

後の国有林の経営を支えることとなった（184-457p）。

大正・昭和前期の林政：

森林鉄道：

明治時代は国有林の整備に林

材木は山で伐り出した木を町や都市に運び

政の主力が注がれた。大正・昭和戦前期は国有林の経営

出し利用する。先ず山で伐採された木は山落としと呼ば

は、ほぼ既設の軌道を走り民有林の振興策が逐次整えら

れる難しい作業を経て川筋まで運ばれ、そこから筏など

れた（191-384p）。特に昭和になると造林補助金・林道建

で輸送された（177, 178, 179-109p~）
。長い間行われてい

設の積極的な私有林援助政策が採られた。

た川による木材の流送が、鉄道の発達によって大量輸

この時期に内地の民有林は、天然林の伐採から人工林

送へと大きく変わったことは世界共通のことであった。

の植伐を主とする体制へと移行した。国有林・御料林は

1901 年に日本で始めての阿寺森林軌道が木曾に造られ

なお天然林の伐採を主とする時期が続き、北海道は全体

た。また 1911 年に木曽川の上流に水力発電所ができたた

的にほとんど天然林伐採で推移した。民有林の造林面積

めに、木曾の中乗りさん 83 と唄われた筏輸送はなくなっ

は大正初期に一時年間 10 万 ha となった。しかし、その

たが（170-225p）
、全国的に見ると1935年頃でも流送が木

後 7~8 万 ha に戻り、1935 年（昭和 10 年）頃までは横ばい

材輸送の半分ほどを占めていたと推定されている（191-

であった。そのご増加し 1940 年に 13 万 ha に達したのが、

379p）
。

ピークであったと思われる。一方、御料林では大正以降

木曾の森林鉄道は最盛期に総延長400kmに及んだ。そ

年間 3~5 千 ha、北海道国有林では大正中期にようやく千

のひとつの 1923 年に竣工した王滝線は、ピーク時に年間

ha、そのご漸増し 2~3 千 ha が造林された。内地国有林の

3

10 万 m の材木を運搬した活発な路線であった。しかし

造林は大正初期には年間 4 万 ha に達したが、次第に減少

森林鉄道も、そのご盛んになった便利なトラック輸送に

し 1~1.2 万 ha 程度で推移した。その後は多い年で 2 万 ha、

押されて次々に廃止された。王滝線も1975 年に“最後の

少ない年で 5 千 ha 程度であった。このように人工造林を

林鉄”と報道されながら廃線となった（192-474p）。幾つ

行った結果、1935 年に人工林面積は内地 390 万 ha となっ

か観光目的で復活した森林鉄道があるが、日本の森林鉄

た。その割合は対林野比率 20％弱で、そのうち 80％は民

道は 60 年活躍した後、殆ど姿を消してしまった。

有林であった（191-375~6p）。人工林が主に民有林に造成

国有林と民有林：

明治以降今日に至るまで国有林の森

されたのは、以下に述べるように、国有林では大正の終

林供給に占める割合はどのくらいであったのであろう

わりから昭和の始めにかけて「皆伐人工造林」から「択
伐天然更新」へと施業法が変更されたことも影響した

か。
例えば 1915 年の伐採面積は国有林が 21 万 ha、公有林

（191-381p）。

――――――――――――――――――――――
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木曽川の上流は急流で滝や両岸が接近した難所があり様々な工夫をして材を運んだ。大きな筏を組み中乗りさんが居たのは
木曽の本谷筋ではなく犬山付近であった（177）。
84
薪炭 1467 万 m3 は別。
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明治時代の近代国家の確立、更に大正期の第一次世界
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700 万 m3 で 85 、その 40％の 280 万 m3 が米材であった（200-

大戦景気等で木材の需要は一貫して増加した。そのため

407p）。国内林業保護のため1926年に一部関税が復活し、

に一方では植林が行われたものの過伐が進み、大正後期

更に 1929 年に大改正が行われ、米スギ・米ツガ・米ヒノ

には公有林の約 100万haは無立木地となり造林が急務と

キに高率の関税がかけられた。それは恐慌の影響を受け

なった。

たものでもあった。米材の輸入は 1928 年がピークで 361

ドイツでも針葉樹の植林と伐採による森林の疲弊が問

万 m3 であった。そのご更に円安が追い討ちをかけ 1935

題となり、新たな試みがされた。それは択伐をした森が

年頃にはピーク時の 1/3 程度に、1940 年には統制経済に

天然に更新し、様々な樹齢の木が混在するように造成す

よりピーク時の 10％ほどに急減した（191-377p）。

る方法であった。その恒続林思想は1922年ドイツの林学

戦時下の林業：

者メーラーの新著によって喧伝された。洋行帰りの早尾

れたが、それ以降も民有林の施業は計画性に乏しく、過

丑麿らによって、それが日本に紹介された。その施業法

伐・早伐の傾向にあった。そのために民有林の施業の適

は造林費を節約できるために林学関係者の流行思想とな

正化や、未立木地および造林未済の伐採跡地を造林する

り、それに基づく「択伐天然更新」施業が始まった。その

ための林道整備あるいは造林補助、更に国内林業の保護

施業法は 1929 年（昭和 4 年）に正式な予算を取り、戦前

等のための法的整備がある程度行われていた。しかし、

期の国有林を風靡した。択伐後は一本の補植も除伐も行

林業には多くの問題があったために 1929 年に林業の「自

わない極端な施業が秋田営林署で行われた。それは「皆

給自足」を目指した造林助成法が作られた。それは画期

伐一斉造林」を反省し、自然力の一層の活用・森林環境

的なもので第一期 20 年、第二期 20 年の 1968 年（昭和 43

の保全を目指したものであった。しかし、適地を選ぶこ

年）度までの計画であった。ところが、その後の緊縮財

ともなく画一的に行われ、成果を検証することもなく戦

政等で当初の計画予算は削減された（200-413p）。一方で、

時に突入したため、結果的に人工造林の低下と天然更新

戦争拡大による林産物の増産も必要となり、それらを実

も不十分な状態を惹き起こし、そのまま戦後を迎えた

現するために 1939 年（昭和 14 年）に森林法の改正が行わ

（191）
。その施業法採用の評価は短期間で終わったこと

れた（201-459p）。そこでは民有林に関しても、約 50ha以

も含め難しいが、うまくいったとは考えにくい。それは

上の森林所有者に対して施業案編成義務（地方長官認可

日本とドイツの森の違いが理解されず、日本における有

必要）と代執行規定などが盛り込まれた（202-578p）
。そ

効な択伐法が見出されないままであったこと、戦争のた

の結果、1935 年に 5770 万 m3 であった伐採量は 1939 年に

めの大量の木材需要に押されたことが原因であったと考

はその 131％に増加した（195- 付表 14p）。1941 年には木

えられる（199-9~10p）
。我々が考えるべきことは、明治

材統制法が施行され、一元的業態整備による全面買い上

の後半にドイツの法正林を取り入れた時にも同様な事が

げ・軍供出・地方配給が「今日の百石は明日の千石に勝る」

起こった点である。不充分な植林予算にもかかわらず増

という主張に象徴される非常伐採計画の下で実施された

大する木材需要に応えるために、流行の考え方を日本の

（191-397p、201-470p）。その結果、伐採量は更に増加し、

森の個性を十分に理解することなく取り入れたことが森

1943 年には 1935 年の 187％、1944 年は 167％に増加した。

の荒廃へつながった。個性ある多様な森を知り「適地適

1945 年に重要林産物生産令が総動員法に基づいて制定

1907 年（明治 40 年）に森林法が改正さ

木」
で今後はそのような轍を踏まないことが重要である。

されたが、最終的に 1945 年の伐採量は 1935 年の 89％で

木材の輸入： 日本は明治時代から枕木・茶箱・マッチ・

（195- 付表 14p）、その夏に日本は敗戦した。昭和 10 年代

家具材などを輸出し、シタン・コクタン・タガヤサンな

は戦争を遂行するために森林は過伐され、山林労働者の

どの唐木類や特殊な長大材を輸入していた（191-377p）。

不足も手伝って 150 万 ha もの土地が造林されずに放置さ

明治以来、輸入木材に従価約 1 割の関税を課していた。

れた（203-11p）。正に「国破れて山河荒れ」となった。戦

しかし、第一次世界大戦後の好況による木材需要の増加

後はそのようなところから社会体制を一変させる復興が

に対処するために、1920 年に外材の針葉樹の殆どを無

なされた。しかし、森には相変わらず多くの問題が残っ

関税とした。その結果米材の輸入が急増し、明治以来半

た。

世紀以上に亘って木材の輸出国であったわが国は、1921
年（大正 10 年）から一変して木材の輸入国となった。既

11.5

第二次世界大戦後の森と林業

に 1924~25 年頃に木材の輸入が国内の有名林業地を中

日本の林業は明治時代の「小面積皆伐人工造林」に始

心に影響を与え始めた。1924 年の内地の用材供給量は

まり、昭和初期に暫く「択伐自然更新」が採用されたが

――――――――――――――――――――――
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3
薪炭材は含んでいない。別の資料によると内地の用材供給量は 880 万 m3、薪炭は 3370 万 m（194-36p）
。
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戦争の拡大により森林が荒廃した。戦後は機械化による

および経営の合理化に努めて、これを経営しなければな

「大面積皆伐人工造林」へと施業方法が大きく変わった

らない」とした国有林野経営規定が制定された。そこで
は収穫量は成長量を基礎とし決定することが定められた

が、新たな問題を生み出し今日に至っている。
戦後から今日までの森林・林業は大きく 5 つの時期に
分けられる。第一は① 1945~1951 年で終戦後 2~3 年に亘

（205-525p）。しかし、実際は増大する需要に応えるため
に過伐が進んだ。

る低迷と混乱から立ち直って成長へ起動した復興期であ

木材需要は戦後一時減少したが、復興が進み 1951年に

る。それに継ぐ時期は② 1952~1961 年の木材価格が独歩

戦時中を上回った。それはほとんど国産材で賄われた。

高となり林業が未曾有の活況を呈した成長期、次の時期

1945 年度に 4.7 万 ha に落ち込んだ造林面積も 1951 年度に

は③ 1962~1973 年の外材輸入が増大して木材供給の主流

は 32.9 万 ha と実質において戦前期を大きくしのぐまで

となり、国内の林業生産の伸びが抑えられた外材進出期

に回復した。施業法は天然更新から原則として「皆伐人

である。1964 年に産業・経済路線に重心を移した林業基

工造林」の大正末期までの施業法に戻った（204-438p）
。

本法が制定された。④ 1974~2000 年はそれまで増加し続

治山と治水は大きく関係し、山と河を治めることは重

けた木材需要が横ばいとなり、林業は関連産業とともに

要な政治課題である。しかし、戦後の混乱期は「背に腹

構造的停滞に陥り苦渋した停滞期である（204-437p~）。

は変えられず」で過伐が続き、森を荒廃させた。保水力

1998 年には林野会計の赤字 3.8 兆円のうち、2.8 兆円を一

の低下した森が一因で、多くの水害が起こり深刻な問題

般会計に移し国民の負担とせざるを得なくなった。その

が惹起した。1947 年のカスリーン台風は利根川を氾濫

結果、2001 年に林業基本法が 37 年ぶりに改定され、木

させ死者・行方不明者 1930 人を出した。1948 年のアイ

材生産の量的拡大と森林の持つ公益的機能の発展が目標

オン台風は 512 名の死者を、1949 年のキティ台風は死

とされた。しかし、それらの実現は容易でなく、⑤現在

者 135 名を出した。そのような中で、1950 年に「復興は

は森林・林業の再生を目指す模索期といえる。

国土の緑化から」というスローガンのもと、第一回の全

復興期（1945~1951年）
：

戦後の復興のためにまたして

国植樹祭が行われるとともに、緑の羽根が生まれた。更

も森の過伐が続いた。年間の伐採面積で見ると1935 年の

に 1951 年に第三次森林法が制定された。そこには森林の

40 万 ha が 1944 年には戦争のために 84 万 ha にまで増え

保続・培養と生産力の増強、および国土保全のための保

た。それは前述した伐採量と同じことを示している。外

安林と森林生産力培養の計画制度などが含まれていた。

地の森を失った 1946 年には 72 万 ha、47,48 年はそれぞ

これらにより 1956 年度末には放置されていた旧伐採跡

れ 89 万、78 万 ha と森林の過伐が続いた。そのような中

地 115 万 ha の土地の造林がほぼ完了した（206-486p）
。保

で 1947 年の 4 月から12月にかけて、農商務省山林局の旧

安林に相当するものは明治の森林法にも見られた。また

内地国有林と宮内省帝室林野局管理の御料林、更に内務

江戸時代あるいはそれ以前の領主にとっても治山・治水

省北海道庁の北海道国有林を農林省所管（林野庁）の国

は重要な関心事であった。木曾の例でも見たが、我々は

有林として統一する林政統一と、国有林野特別会計法が

過伐と森林保護の間を揺れ動きながら、あるいは過伐に

施行され新たな林政の模索が始まった。

よる水害にさいなまれながら暮らしてきた。整備が始ま

86

戦前の国有林野事業の財務状態は内地国有林・北海道

る前の保安林の面積は約 220 万 ha であったが、整備が進

国有林・御料林ともに比較的好調に推移していた。しか

むにつれ保安林は増加し 1977 年度末に 700 万 ha ほどと

し前二者は一般会計方式で営まれており、その黒字を自

なった（206-490p）。保安林はその後も増加し、現在では

らの拡大再生産に向けられる保証は無く、更に財政上の

水源涵養保安林・土砂流出防備保安林・魚つき保安林な

要求で無理な伐採が強いられた。その結果、健全な経営

ど 17 種の保安林が指定され、その総面積は森林面積の約

がおびやかされる懸念から、山林局では特別会計制度の

47％、国土面積の約 31％に当たる 1176 万 ha に及んでい

適用を希望し準備を行っていた。そのような経緯の中で

る。

占領政策を担当した GHQ も、国有林野事業にアメリカ

成長期（1952-1961 年）
：

連邦政府内での取り扱いと同様の特別会計の創設を指

によりなされていたが、朝鮮戦争等による木材価格の上

示した。その結果、国有林野特別会計法が実現した（205-

昇で収支は好転し、1952 年に長期借入金を完済して民

524p）
。1948 年に「国有林野は、国土の保全その他公益を

間保安林の買い入れ、民有林振興の財源を提供できるほ

保持し、国民の福祉増進を図ることを旨とし、森林資源

ど潤沢になった（205-527p）。

を培養し、森林生産力を向上するとともに、生産の保続
――――――――――――――――――――――
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戦前の森林伐採面積に占める植民地の割合については不詳。
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一方で過伐による水害も続いていた。1954 年洞爺丸

臼田：知は地球を救う

４．森と人

台風は洞爺丸を沈没させ 1139 名の犠牲者と水害の犠牲

ソ連材が戦後初輸入された。アメリカからの自由化の圧

者を含め総計で 1761名の死者・行方不明者を出した。

力が強まる中で木材輸入の自動承認制・関税の引き下げ・

この台風は北海道国有林で多くの風倒木を生み出し

無税化が進んだ。しかし、開放経済体制・木材需要の増大・

た。それは 3 年半分の伐採量に当たりその処理は急務

国産材供給力不足・木材価格上昇などが原因となり、国

であったが、それは 3 年で成し遂げられ、それを契機に

内林業の保護を巡る議論は起こらなかった（206-494p）
。

1960 年代末まで増産傾向が強まっていった（205-534p）。

1960 年に池田内閣は物価騰貴抑制のために「木材価格安

1956 年度の経済白書は「もはや戦後ではない」
「今後

定緊急対策」を実施した。1961 年に国有林の増伐、民有

の成長は近代化によって支えられる」と報告し、重化学

林の減税による増伐指導、輸入の増加を図った。しかし、

工業の輸出を中心にした国の成長を目指した。1956 年

そのご岩戸景気が収束傾向となり木材市況は軟化し、国

に木材の生産力増強計画を担当したひとりである小沢今

産材の供給は計画を下回った。一方、外材は大量に輸入

朝芳は、国有林の林業が国民の木材需要に応えられるよ

され続け、外材輸入はその後 10 年間急増傾向を辿った

うに「林力増強目標」を設定し伐採量を確保できるよう

（206-497p、図 4 参照）。それは外国に原生森林資源が豊富

にすべきで、古典森林経理学は学問ではなく“無用”で

にあることと、船舶による安価な木材輸送が整備された

あると断じた（207, 208-57p~）
。これに対して嶺一三は森

結果であった。物価上昇のなかでも木材価格が独歩高で

林経理学を擁護する立場から反論を展開した（209）。そ

あったが外材価格が上限となって、木材価格の上昇に終

の主張は古い森林経理学の欠陥は捨てるべきであるが、

止符が打たれた（204-442p）。

長い間に養われた先学諸賢の成果を吸収し新たな展開の

木材需要量は 1973 年に 1 億 1758 万 m3 に増加した。そ

基礎とすべきであること、また法正林（124頁参照）は収

の年には 7537 万 m3 の外材を輸入し（204-442p）、木材供

益最大化や保続を実現するための“手段”と解すべきと

給の構造は大きく変化した（図 4 参照）。1955 年頃まで

いうものであった。この論争に決着はつかなかったが、

は農山村は林業の労働力の安定的な供給源であった。一

実際の施業は小沢の影響を大きく受け「短伐期施業」の

方、農山村民にとって林業は重要な就労の場で村民と林

もと増伐が進み、
「一斉単純林」が増加した（208-64p）。

業の間には相互依存関係があった。しかし、1955 年以

この論争を今から振り返ると、明治時代の法正林を巡る

降農村から都市部への大幅な人口流出が起こり、林業労

論争、あるいは昭和初期の短兵急な恒続林思想に根ざし

働力の確保が難しくなると同時に高齢化が進んだ。林業

た「択伐天然更新」施業の実施と同じように、経済的な

労働者は 1960 年の 44 万人から 1965 年の 26 万人に激減し

木材の需要要請に手っ取り早く応えることが優先され、

た。それは林業雇用の不安定・低賃金・労働の重筋性の

将来の世代にどのような森を確実に引き継ぐことができ

ためであった（206-503p）。林業労働者が半減した時期

るかという重要な課題については真剣な検証がなされな

は、造林面積も 26.9 万 ha へと漸減した（204-442p）
。それ

かったと考えられる。このことは現在我々が直面してい

でも 1965 年の国内生産高は 7680 万 m3 で（193）国内の林

る森林問題について考える際に忘れてはならないことで

業の振興が図られた。1951 年の第三次森林法による伐

ある。

採規制制度に対しては、増産要請の時代思潮の抵抗が大

このような中で木材需要は 1952 年の 3150 万 m から
3

3

きかった。また旧伐採跡地の造林がほぼ完了したことも

1961（昭和 36）年の 6070 万 m に急増したが、そのほと

手伝って 1957 年、1962 年の二度にわたる改正がなされ、

んどは国産材で賄われた 87。一方 1961 年度の造林面積は

1964 年に産業・経済路線に重心を移した新たな林業基本

41.5 万 ha で人工林化が促進された。しかし、天然林は増

法が制定された。そこでは林道網の整備と森林組合を中

大する需要に応えるために当面の蓄積減少を忍んで増伐

心とする資本整備の強化など公共事業としての拡充策

された。

と、森林所有者の自主性を尊重しつつも全国的な森林計

昭和 30 年代になると林道が整備され伐採された木は

画に沿うように特別控除・造林補助金などの制度も、盛

自動車で輸送されるようになり、長い間利用された川の

り込まれた（204）。1965 年からはスーパー林道を開発す

流送は姿を消した（204-439p）
。

ることによる奥地林の開発も目指された（206-489p）
。そ

外材進出期（1962~1973年）
：

戦後の木材輸入は 1948 年

のスーパー林道に対する反対運動が高揚したのは 1975

6 月にラワン材の輸入再開で始まった。フィリピン産の

年以降であった。そのような運動は 1962 年に米国で出版

ラワン材の輸入が著しく伸び 1953 年に戦前の水準を上

された『沈黙の春』
（210）に触発された環境問題への取

回った。米材も 1952 年頃から輸入された。1954 年には

り組みのひとつである。

――――――――――――――――――――――
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この頃になると薪炭材の需要は衰退し全体の 20％以下となった（193）
。
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日本の木材自給率は 1958 年までは 90％以上であった

木が密生し、台風などの被害を受けやすくなった。その

が、
1970 年に木材の自給率は初めて50％を割った（図 4）。

結果、風倒木が発生して表土の流出を惹き起こし、森が

現在では自給率は20％前後であるが、自給率低下の原因

荒廃している。我々にはいったん手を入れて作った人工

は高騰した国内材に代えて安価な外材を輸入したためで

林に継続的に手を入れ、それを保全する義務がある。外

ある。また外材は均一な規格の商品を大量に供給できる

材進出期末期の昭和 40 年代は産業公害が多発し社会問

点も大きく作用した。そのような経過の中で山村の暮ら

題となるとともに、生産性向上一筋の高度成長にもか

しを援助し林業を支えるより、山村の労働力を工場の労

げりが生じ、自然保護思潮が台頭した時期である（204-

働力者として吸収する政策がとられ、日本の林業は停滞

444p）。
森林の公益的機能も政策課題に取り上げられるよう

期に突入した。また、工業製品の輸出を円滑にするため

になり、1971~1973 年度には林野庁が「みどりの効用」

にも木材は積極的に輸入された。

は年額 12.8 兆円に上ると試算した。それに基づいて森林
を利用する林地開発許可制度が設けられた（211）。その

㻝㻞㻜
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1972 年にはローマクラブの『成長の限界』が出版された。
しかし一方では、既に始まっていたスーパー林道の整備
や 1987 年に制定された“リゾート法”による開発も行わ
れていた。それらの開発による森林の荒廃を防ぐための
運動も展開され、開発と環境保全の対立が次第に鮮明に
なっていった。
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を梃子とした“お上の”森林保全の試みにも大きな進展
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はみられないまま、1970 年代後半から林野事業は赤字

図 4 日本の総木材供給量・国内供給量・自給率の経年変
化（193 と 213によった）
。

を累積し始めた。1998 年にはその額が 3.8 兆円に達して
しまった。そこで、1998 年に赤字の内、約 2.8 兆円を一般
会計に移し、身軽となった残りのおよそ 1.1 兆円を独自

但し、2003年までの自給率は全ての木材需要について、

の国有林野事業で返済する目標がたてられた。しかし、

2004~2008年は用材（薪炭・シイタケ原木を除く）の自給

その後も林野事業には解決策がなく混迷が続いている。

率。

模索期（2001 年 ~）
：

このような経緯を経て、2001年に

（薪炭の木材総量に対する割合［］内：1960 年［20.9％］
、1965

日本の森と林業再生のために「森林・林業基本法」がつ

年［8.2％］、2003 年［1.2％］、2008 年［1.3％］。薪炭の自給率［］内：

くられた（212）。しかし、国内の用材の供給量は相変わ

1960 年［98.9％］、2003 年［17.2％］。近年の輸入薪炭の値は調

らず低迷している。2008 年度は 1873 万 m3 を供給したに

べられなかったがその量はわずかであり、自給率に与える影

過ぎなかったが、自給率は 24％と少し上向いている（213-

響は少ない。またシイタケの原木も国産・輸入の別は不明で

付表 11p、図 4）。ところがこれは木材の総需要が減って

あるが 2008 年の使用量は木材総需要の 0.7％でこれも自給率

いるためで、国内の生産が伸びたわけではない。林野会

に与える影響は少ない。）

計の赤字は 2007 年度に 1.3 兆円と膨らみ事態は悪化して
いる。

停滞期（1974~2000 年）
：

そこで 2009 年に 10 年後の自給率の目標を 50％以上と

国有林野事業は 1974 年以降、

木材市況低迷・収穫量の抑制などで連年の赤字基調とな

した「森林・林業再生プラン」が作られた。そこには林業

り十分な森林の管理ができなくなった。1975 年に国内

の発展、木材の供給・利用の確保の他に、森林の多面的

3

の木材供給量は 3700 万 m に低下して、造林事業も困難

機能の持続的発展と山村の活性化も盛り込まれた（214）
。

となった（図 4）
。1978 年度の造林面積は 19.1 万 ha と減

しかし、グローバル化する世界経済・多様な価値観の中

少した。その頃の人工林面積は982万haと森林の 40％ほ

で目標を達成することは容易ではない。我々一人ひとり

どを占めていた（204-444p）
。このような森林管理の不充

が日本の森とどのように関わっていくかが問われてい

分さは森の健全性の喪失に繋がった。戦後植林された樹

る。

木が伐期を迎えても放置され、森林の更新が膠着してし

その解決には水と同様に森の恩恵も無料ではないと

まった。また、適当な間伐が行われず、狭い所にひ弱な

いう国民的・世界的なコンセンサスを作ることが欠かせ
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ない。そのような中で県・地方自治体単位で森林を整備

村で、その 97％は山林原野でその 87％が国有林である。

し水源を涵養するための森林環境税が導入されている。

その村は農業だけでは暮らしていけず、林業と霊峰御岳

2003 年の高知県を初めとし 2009 年度には愛知県も加わ

山への信仰登山の人々へのサービス業などで長い間生計

りその数は現在では 30 となっている 。納税額は世帯主

を立ててきた。そこは戦後の大きな変化の波にもまれて

あたり年間、数百円～千円程度で予算規模は数億円から

多額の財政赤字を抱え、夕張と同じ様に財政再建団体と

神奈川県や兵庫県の数10億円となっている。愛媛県では

なる瀬戸際まで追い込まれた。村は再建に向けた取り組

様々な事業を公募し県民参加の森林との共生が図られて

みを行っているが、自立には多くの問題が残されている。

いる（215）
。東京都の水源は群馬県の尾瀬の裏にある矢

長い間“お上”の意向に左右され続けたため“立ち上が

木沢・奈良俣・藤原ダムなどの利根川・荒川水系が 78％

る民”へと変わることの難しさに直面している（192）
。

88

を占めている。そこで一時東京都でも森林整備のための

戦後の復興事業のひとつとして、愛知県の尾張丘陵部

水源税が検討されたが、その実施が見送られている。そ

から知多半島一帯への農業・生活用水供給を目的とし

れは大変残念で恥ずかしいことである。都民が蛇口をひ

1955 年に愛知用水公団が設立された 89。1961 年に王滝川

ねると水を自由に使えるのは群馬県の森が健全に維持さ

に牧尾ダムが作られ愛知用水が完成した。地元はダムの

れていればこそで、そのことを意識するためにも都民が

建設に反対であったが、最終的に水没する土地だけでは

水源税を納め、群馬県などの森林保全に役立てることは

なく“針一本”まで補償させて、破格の 2 億 1 千万円を手

利用者の義務である。

にし、ダム建設を受け入れた（192-521p）。当時の王滝村

林業の施業法の変遷：

明治以降、林業の施業法は「皆

伐一斉植林」
、
「択伐天然更新」
、
「大面積皆伐一斉植林」

の村民は 3800 人で 800 人が村を去った（192-491p）
。
1956 年の王滝村の年間伐採量は 10.6 万 m3 で木曾全体

と目まぐるしく変わってきた。またそれらを巡って何度

の 30％強であった。1959 年の伊勢湾台風そして 1961 年

も論争も繰り返された。しかし、今から振り返ると常に

の第二室戸台風が多くの木をなぎ倒した。その風倒木を

短期的な要請に応えることが優先され、数十年～数百年

処理するために伐採量は急増して、1964 年に王滝村の

かけて森を維持する伝統もあったにもかかわらず、それ

伐採量は20万m3 を記録した（217）。台風の被害は甚大で、

らは生かされないことが多かったことが分かる。

木曾の森は“死屍累々”とした荒涼たる森と化したと言

近年、人工林を維持する場合にも少ない樹種の樹齢が

われている。そこで森の再生を図るために 1966 年に三浦

揃った単層林の他に、針葉樹と広葉樹が混在し、様々な

実験林が設けられた。そこでは様々な区画で異なった伐

樹齢の木が共存する複層林を造成する施業法が見直され

採法・造林法が検討された。また伐採跡地に生えるササ

ている。それはヨーロッパで先行したものであるが、過

がヒノキの更新を阻害するのでその対策も検討された。

去の経験を踏まえ日本の風土・気候・樹種を考慮した日

その中間報告の結論のひとつは、天然更新か人工造林か

本型複層林の造成が一部で始まっている。そのような複

は一概には決めがたく地区ごとの実情を把握すべきとい

層林による施業で高い付加価値の木を択伐しながら採算

うものであった。このことは木曾という限られた地域の

をあげる民間林業が那須でも成功している（216）。国有

中でも土地土地により最適な施業法は異なり、画一的な

林においても活性のある林業と健全な森の維持を実現す

対策でなく実情に合わせたきめ細かな方法をとらざるを

ることが望まれる。

得ないことを示している。当たり前のことであるが生態

木曾の王滝村に見る戦後の林業衰退：

木曾の森は江戸

系は異なる微環境の影響を大きく受けることを再認識す

の初期に伐採が進み荒廃が進んだ。その結果、木曾の森

る必要がある。このような実験林の取り組みはまさに微

は尾張藩の“ヒノキ一本首ひとつ”に象徴される強力な

環境の重要性を意識して始まったものであり、地道な研

管理の下に置かれた。明治時代になってもそこは官林・

究を継続することが肝要である（218）。崩れやすい地質

御料林とされ、
地元民にとっての“夜明け”は訪れなかっ

の所では、針葉樹が流された後に自然に広葉樹が進出し

た。戦後になって社会は大きく変わったが木曾の森の多

たモザイク状の林層を見ることができる。このことも山

くは相変わらず国有林とされた。

の微環境が多様なことを示している実例である。

木曾の王滝村は広さ 3.1 万 ha と長野県の中で最も広い

牧尾ダムが完成する前年である 1960 年の村予算は

――――――――――――――――――――――
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2003 年に高知、2004 年に岡山、2005 年に鳥取・島根・山口・愛媛・熊本・鹿児島、2006 年に岩手・福島・静岡・滋賀・兵庫・奈良・
大分・宮崎、2007 年に山形・神奈川・富山・石川・和歌山・広島・長崎、2008 年に秋田・茨城・栃木・長野・福岡・佐賀、2009年
に愛知県で導入されている。
89
愛知用水はそのご工業用水も供給するようになり、トヨタや新日鉄の名古屋製鉄所の稼動を支え、中京圏の工業を後押しして
いる。
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3500 万円で、その 75％は村税で賄われていた。村税の

スキー場経営の破綻の原因は、住民が時代の変化を先

40 ％ 近 く は 木 材 取 引 税、30 ％ は 1945 年 に 完 成 し た 三

取りできず 1994 年に 6 億円をかけて建設した入浴施設

浦ダム等の関電施設を始めとする固定資産税であった

「ざぶん」の失敗なども上げられる（192-525p）。しかし、

（192-503p）
。風倒木の処理が終わった後も積極的な伐採

その選択は 1987 年に制定された通称リゾート法を支持

が続き、その頃に王滝営林署は“日本一”の売り上げを

する学者の言説に惑わされ、バブルに酔う全国的な風潮

誇ったと言われている（192-467p）
。1970 年の伐採量は

に後押しされたものでもあった。

16.7 万 m で、当時の村の人口2266人の半数は527 名の営

そのような例は他にも多く見られる。夕張もその頃に

3

林署職員とその家族が占める林業の全盛時代であった

第三セクターを次々につくったことが今日の混迷の一因

（192-473p）
。1975年には王滝森林鉄道は廃止されトラッ

となっている。またリゾート法の第一号となった宮崎の

ク輸送で木材を搬出するようになったが、その年の伐採

シーガイアも 2000 億円をかけて建設されたが、毎年200

量は 10.7 万 m へ減少し、林業の全盛期は終わりを告げ

億円ほどの赤字を計上し、2001 年に 3261 億円の負債を

た。その後アクセスの容易な森林資源は少なくなり、伐

抱え会社更生法の適用を申請した。そのご外資系の会社

採量は減少の一途を辿り 1995 年は 3.4 万 m3 となった。そ

に買収され業績の回復を図っているが、2007 年に中核

れは木曾全体の 23％であった（217）
。2003年に伐採量は

施設のオーシャンドームは閉鎖され新たな再建が模索さ

3

1.1 万 m とピーク時の5％となった（219）
。林業は衰退し、

れている。リゾート法自体はまだ残っているが、基本構

かつて日本一を誇った王滝営林署は統合された後、2004

想の抜本的見直しをすることが決まり多くの事業が廃止

年に閉署された。その時の職員数は 41 人であった（192-

されている。反対を押し切ってなされたリゾート法によ

484p）
。これはこの間に斜陽化した全国の国有林野事業

る開発政策は失敗に終わった。

3

一方、由布院ではリゾート法による大規模開発を独自

の姿を示す典型である。
その結果、村はかつての賑わいを失い、2010年の村の
人口は 940 人、歳入総額は 13.8 億円で、その 59％を地方

の条例で規制し、町民の豊かな発想に根ざした独自の道
を歩むことに成功している。

交付税に頼っている。村税は 18％に過ぎない（220）。か

これらの事例やこの論考でまとめた日本の林政の変遷

ろうじて財政再建団体になることは回避したが自立の道

をみると、森という本来長い時間の中で考えるべきもの

は容易ではない。

に対して、短期的な利益追求や辻褄合わせに応えるため

王滝村は苦しい立場にある山間地のひとつである。そ

に場当たり的に対処すると長期的には誤った選択をして

のような状態を招いたのは林業の低迷以外にも大きな

しまうことがよく分かる。選択決定に当たっては反対の

要因がある。王滝村は愛知用水の建設のため、当時とし

論争を展開した人々もいた。しかし、
“お上”の政策を支

ては破格の 2.1 億円の補償金を手にした。村は 1961 年に

持する学者の意見が喧伝され、その方向の政策が実施さ

そこから 750 万円を支出してスキー場を建設し、村の活

れた。我々が少しでも良い選択をするためには、迂遠で

性化を目指した。1966 年に山間地と都市部の格差是正

あっても広く一般の人々が近視眼的でない選択決定に関

を目的とした山村振興法が制定された。王滝村は国の

わることが重要である。そのことを実現することは容易

補助などで 5 億円の事業を計画し、そのうちの 2 億円を

ではない。例えば森林問題を考える時に、1954 年頃に起

国有地のスキー場開発に支出した（192-523p）
。1993 年

こったクリスマスツリー・門松自粛運動や 1984 年以降

度にはおんたけスキー場は 66 万人の最大来場者を迎え、

取り上げられている割り箸の自粛をどのように考えるか

1994 年度には 16 億円を投資し施設の拡充を図った。し

も単純ではなく、賛否両論に悩まされる。それは短絡的

かし、新たなスキー場がオープンしたり高速道路が整備

に少しでも木を切らないことが森の保全に役立つと考え

されたりした結果、
中京圏の客の流れが変わってしまい、

るのか、あるいはクリスマスツリー・門松・割り箸は間

おんたけスキー場は“遠いスキー場”と人気を失った。

伐材が主であり、むしろ内外の森の健全な育成に経済的

1998 年度には 1 億円の赤字決算となった。村はスキー場

基盤を提供すると考えるかの両論である。このような議

に累計で 130 億円を投資したが最終的に20億円の借金を

論は衝動的に考えるのではなく、じっくり、ボチボチ、

抱えた。2005 年に村長はその責任をとって辞任せざる

しかし、しっかりと森への影響について総合的に考える

をえなかった（192-525p~）
。スキー場の入場者数は 2007

ことが必要である。完全無欠な選択をすることは困難で、

年度も 6.3 万人と低迷を続けている。2009 年度に村の貯

柔軟に見直し忌憚無く論ずることが重要である。割り箸

金に当たる基金を取り崩し、スキー場の赤字を繰り上げ

については森に手を入れることができず森が荒廃するよ

償還し財政再建団体の指定を回避したが（221）
、王滝村

りも、間伐を行う手段を提供し森の健全な存続に役立つ

が活性化するかどうかは分からない。

範囲で利用し続けた方がよいと筆者は考えるが、オープ
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費的なカタールはつつましく暮らしているタンザニアの

ンな議論からコンセンサスを作る必要がある。
国有林事業は多額の赤字を抱える一方で、森の多面的

500 倍となる。日本はカタールの 1/5 以下であるが中国

な機能の持続的発揮という“題目的な政策”も生煮えで、

の倍で、世界のエネルギー消費にはこのような大きな格

森と林業が曲がり角に直面していることが目下の問題で

差がある。
第二は幸せや暮らしぶりの数量化についてである。そ

ある。その解決には我々一人ひとりの姿勢が問われてい
る。そのために、都会に住む一人ひとりも先ず森に触れ、

の数量化は難しい問題であるが、国連などで格差の是正

森の恩恵に対して森林環境税などの形で自腹を切って感

を目指すためには客観的に認識する数量化が欠かせな

謝することを提言したい。その資金で森の間伐や適切な

い。例えば寿命・教育水準・国民総生産をもとに数値化

管理・伐採が行われ、日本の木材製品を利用する機会が

する人間開発指数（HDI）がある（表 1）。その指数ではノ

増え、多くの人が森のことを考えるようになることが望

ルウェーが一位で 0.971、日本は 0.960 で 10 位、エネルギー

まれる。森についての国民的議論の後に長期的・グロー

消費の多いカタールは 0.910 で 33 位、タンザニアは0.530

バルな視点に基づいた共有できるビジョンを作り上げ、

で 151 位、最下位はニジェールで 0.340 である。ニジェー

日本の森の健全な存続に協力し、更に、世界の熱帯雨林

ルで 2007 年に生まれた人の平均寿命は 50.8 歳、日本のそ

の消失を抑えることが我々に求められている。

れは 82.7 歳である（223）。暮らしぶりをどのように公正
に客観化するかは難しく、そこで色々な要素を組み入れ
る試みが行われている。そのひとつはエネルギー消費な

12．現在の森林と人の暮らしぶり
12.1

ど地球への負荷と生活の充足感などから算出するHappy

諸国の暮らしぶり、森・林業の比較

planet index（HPI）で（224）
（表 1）、2009 年の一位はコ

2005 年現在の世界の森林面積は 40 億 ha 弱で、それは

スタリカであるが、コスタリカの HDI は 0.854 で 54 位と

陸地面積のおよそ 30％、地球の全面積の約 9％である。

なる。一方、HDI で 1 位のノルウェーの HPI は 40.4 で 88

3

森林の木材蓄積量は 4342 億 m で平均して森林 1ha 当た
3

り約 110m と計算される。1990~2000 年の間に年間平均

位である。このように暮らしぶり・幸福度を客観化する
ことは難しい。

887 万 ha、2000~2005 年は年間平均 732 万 ha の森が消失

HPI 1 位のコスタリカはエコツアーなどを企画し、森

した。2005 年の世界の木材伐採量は 28 億 m3 で、ひとり

を守りながらそれを観光資源として利用している国で

当たりの木材の平均年間使用量は 0.43m3 である（2）。森

ある。森の殆ど無い最貧国のひとつのハイチも HPI は

林の半分を人が循環的に使うことができると大雑把に仮

143 ヶ国中 42 位と日本の 75 位より高くなる。カタールは

定すると、人に割り当てられている現存の木材蓄積量は

エネルギーをふんだんに使っている国で森は殆ど無い。

2000 億 m 強となる。それを年間の伐採量 28 億 m で割る

2009 年の統計はないが

とおよそ70ということになる。それは人が70年間で育っ

位と豊かな暮らしが地球に負荷をかけながら営まれてい

た木の 1/70 を毎年頂き、森が 70 年で再生すれば持続的

ることがわかる。

な森の利用と森の恒存が可能であると計算される。しか

森： 日本やスウェーデンは森が陸地の 65％を超える森

し様々な樹種が芽を出し多様な成熟した森が形成される

林国である。広大な森林を有するロシア・米国・カナダ・

ために必要な時間を考えると、この 70 年という数字は、

ブラジルの森は陸地の 30％強 ~50％弱である。ブラジル

我々が地球レベルで持続的に森を維持しながらその恵み

以外のこれらの国の森林減少は僅かかあるいは米国のよ

を利用できるかどうかのぎりぎりの状態に既に直面して

うに逆に森が増加している（表 1）。

3

3

2005 年の HPI は 178 ヶ国中 166

森林の減少が著しいのはブラジルとインドネシアで、

いることを示している。更に森は林産資源の供給だけで
なく、例えば牛肉を得るための放牧地を作るために、あ

それぞれ年間 310 万 ha、187 万 ha が減少している。ブラ

るいはバイオエタノール生産用のサトウキビを育てるた

ジルについては後述するが、インドネシアは世界で二番

めにアマゾンの森林が伐採されている。これらを考える

目に広い面積の森が失われており（2）、パームヤシのプ

と、今や我々は地球上で持続的に暮らすために何をすべ

ランテーションの造成がその大きな要因である。その栽

きかを熟考しなければならない。

培面積は 1961 年の 7 万 ha が、1980 年の 20 万 ha、2000 年

暮らしぶり：

の 201 万 ha、2008 年の 500 万 ha と激増している。現在、

現在の世界の暮らしぶりについて二点を

取り上げる 。第一はひとり当たりのエネルギー使用量

インドネシアは世界全体のパームヤシ栽培面積の 1/3 以

を反映する年間 CO2 排出量（222）である（表 1）
。最も浪

上を占め世界最大である（3, 225, 226）。パームヤシの油

90

――――――――――――――――――――――
90
詳しくは次報で論ずる予定。
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幾つかの国の暮らしぶりと森・林業の比較

CO2 排出量
HDI
HPI
陸地
人口
森林
森林
（t）/人・年 （2007 年）（2009 年）（百万 ha） （百万人） （百万 ha） （％）
（2006 年）a
（2005 年） （2005 年）

一人当たり
森林減少
薪炭 b/
産業用
の森林面積（2000-2005 年）国内木材供給 丸太生産
（ha） （千 ha/ 年）＊
（％）
（m3/ 人）
（2005 年）

カタール

56.2

0.910

25.5c

1.1

0.9

ns

0

0.00

0

nd

nd

アラブ首長国連邦

32.8

0.903

28.2

8.4

4.1

0.3

3.7

0.07

ns

0

nd

19

0.956

30.7

915.9

303

303.1

33.1

1.00

-159

9.5％

1.08

カナダ

16.7

0.966

39.4

922.1

32.3

310.1

33.6

9.60

0

1.8％

4.59

ロシア

10.9

0.817

34.5

1,688.9

143.2

808.8

47.9

5.65

96

28.1％

米国

日本

0.57
d

0.14

10.1

0.960

43.3

36.5

127

24.9

68.2

0.20

2

4.4％

ドイツ

9.7

0.947

48.1

35

82.4

11.1

31.7

0.13

0

10.3％

0.57

スウェーデン

5.6

0.963

48.0

41.2

9.1

27.5

66.9

3.02

-11

10.5％

6.85

中国

4.6

0.772

57.1

932.7

1320

197.3

21.2

0.15

-4058

34.4％

0.07

ブラジル

1.9

0.813

61

845.9

186

477.7

57.2

2.57

3103

42.1％

0.6

コスタリカ

1.8

0.854

76.1

5.1

4.3

2.4

46.8

0.56

-3

24.2％

0.27
e

0.16

インドネシア

1.5

0.734

58.9

181.2

219.2

88.5

48.8

0.40

1871

66.2％

ハイチ

0.2

0.532

50.8

2.8

9.4

0.1

3.8

0.01

1

89.2％

0.02

タンザニア

0.1

0.530

17.8

88.4

39

35.3

39.9

0.91

412

89.9％

0.05

一人当たりの CO2 排出量（222）、HDI（223）、HPI（224）
、その他（2,3）の出典は（）に示した。
＊マイナスの値は森林の増加；ns= 極めて少ない。 nd= データがない
a
2008 年の世界平均は 4.4
b
自国内産の薪炭
c
2005 年の値。
d
薪炭は国内産とは限らない
e
文献 2 ではなく 3 より算出した。

はマーガリン・アイスクリーム・洗剤など多くのものに

心をそいだりする問題も起こっている（228）。特にポプ

利用されており、我々の消費と森の消失が深く関わって

ラやユウカリの早生樹による単一植林には賛否両論があ

いる。

る。
「適地適木」と多様な生態系を維持する配慮を行わず、

一方、中国は森林の割合は国土の21％と少ない。その

短兵急に画一的な方策をとると長期的には思いがけない

一因は毛沢東の大躍進政策に伴う燃料供給と木材流通の

弊害が現れた事例を既にいくつか取り上げた。このよう

自由化による過伐であった（227-33p）
。その結果、森林

な森の歴史は、短期的な効率を主眼として森に接すると

破壊が深刻化し、1998年の長江・松花江大洪水をきっか

大きな反動がくることを我々に教えてくれている。

けに大規模な造林計画が実施されるようになった（227-

中国の造林政策は林産物の輸入を増大させ他国の森

23p）
。目標は 2010 年までに“Green wall”自然林の保全

に大きな負担を掛けている。1990 年の中国の林産物の

計画（人の利用禁止と植林）で3100万ha、退耕還林（主

輸入高は 54 億ドルであったが、2000 年には 147 億ドル、

に 25 度以上の傾斜地にある耕地）で 3200 万 ha の造林を

2009 年には 294 億ドルに増加し、日本の 125 億ドルの2倍

目指している。両者の合計は日本の陸地面積の 1.7 倍の

以上で世界最大の輸入国となっている（3）。前報で農業

壮大なものである（228）
。その結果、2000~2005 年に年

について考えたときにも自由貿易について述べたが
（1）
、

間 406 万 ha の森が増えている（表 1）
。市場競争力がない

それぞれの地域の多様性を考えれば林業の自由貿易は公

条件不利地域に植林を行うことは社会主義の成果と考え

正さを欠き、持続可能な森林・林業の維持の阻害要因と

られている（227-35p）
。山間部で耕地の多くが退耕の対

なることを考えるべきである。中国のダイズの輸入は退

象となる傾斜地にあるような地域では、耕地の70％以上

耕と貿易の自由化により急増し、それがブラジルの森の

が林地に転換されている（227-159p）
。しかし、全体の造

消失に大きな影響を与えている（136, 7 頁参照）。

林政策は巨大なだけに、ともすれば中央政府の強力な指

ひとり当たりの森林面積はカナダが 9.6ha で日本の 50

導のもと画一的になり、地域住民の慣行を無視したり関

倍である。中国は森林の割合は少なく人口も多いが、国
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土が広大であるのでひとり当たりの森林面積は日本の

ても世界規模の環境税などの仕組みを創出する工夫が求

75％と思ったほど少なくない。

められる。スウェーデンと日本は共に人間開発指数は高

林業：

表には示していないが、木材の年間使用量は世
3

3

く、森林にも恵まれている国である。しかし、スウェー

3

デンのひとり当たりのCO2 排出量は日本のそれの55％と

（165）
、日本 0.66m である（3）
。各国の木材の使用はその

明らかに低い（表 1）。スウェーデンはかつて福祉国家を

界平均でひとり当たり0.43m（2）
、米国1.38m 、中国 0.2m
3

量に違いがあるばかりでなく、
用途が大きく違っている。

目指していたが、2005 年に環境省に代わり「持続可能な

先進国もかつては多量の木質燃料を使用していたがその

開発省」を創設し、一歩進んだ持続可能な「緑の福祉国家」

割合は激減し、現在の主な用途は産業用材である。しか

を目指し、森・森林資源を含め新たな政策を積極的に導

し、開発途上国では木質エネルギーへの依存は相変わら

入している（229）。このような新たな動きが広がること

ず高く、自国で伐採した木の80％以上を燃料に利用して

が望まれる。

いるタンザニアなどがある（表 1）
。現在では先進国でも
化石燃料の代わりに木材、
“バイオマス”の利用が再び重
要な課題として取り上げられている。

2005 年現在のブラジルの森林面積は 4 億 7770 万 ha で

自国で生産するひとり当たりの産業用丸太の量を見る
3

12.2 ブラジルの森の消失

3

国土の 57％を占めている。しかし、今なお続いているブ

と、スウェーデンは6.9m 、カナダは4.6m と極めて高い

ラジルの貴重な熱帯雨林の森林消失が大きな問題となっ

値を示している（表 1）
。これは自国の需要を超え輸出の

ている。以上述べてきたことを踏まえて、毎年の消失面

原資となっている。一方、森の面積の変化を見ると、カ

積が最も大きいブラジルの森について多少過去に遡り考

ナダでは減少は見られずスウェーデンは少しではあるが

察する。

森が増加している。このことはこれらの国では森を維持

人類はアメリカ大陸に進出した後、かなり早い時期か

しながら活発な林業が営まれていることを示している。

らアマゾンの熱帯雨林で森を改変しながら“森林農業”

次に日本とドイツを比べると、日本はドイツとほぼ同

を営み、長いあいだ暮らしてきた。植民が始まるとサト

じ国土面積に 5 割ほど多くの人が住み、森林面積はドイ

ウキビ・プランテーションが作られ、黒人奴隷の労働力

ツの 2 倍強である。しかし、木材の伐採量はひとり当た

に頼り大規模な砂糖生産が行われた。1700 年頃にポル

りでドイツの 25％、国全体では40％弱で、日本の林業は

トガル人が支配した森林地域は 650 万 ha で、そこに30万

ドイツと比べると停滞していることが分かる（表 1）。ド

人ほどがまばらに棲んでいた。サトウキビ畑と砂糖精製

イツでは平坦な地域にある森で効率のよい施業が行われ

の燃料のためにそれまでに伐採された森はそれぞれ 10

ている。一方、日本では急峻な森が多く、林道整備の遅

万 ha、12 万 ha であった（69-350p）。
宗主国ポルトガルに送られる造船用の木材も伐採さ

れやハーベスターなどの林業機械の汎用性が低いなどの
ハンディが林業不振の原因となっていると考えられる。

れ、18 世紀終わりから 19 世紀の初めに次第に森林資源

しかし、日本の木材の自給率 20％は余りにも低すぎる。

は枯渇していった。その結果、ブラジルは造船用の木材

日本では持続的に森の資源を利用できる余地がありなが

として安価な米国材を、また鉄道の枕木としてオースト

ら、それを利用しながら健全な森を維持せず、安易に外

ラリアのユーカリの木を輸入せざるを得なくなった（69-

国の森の過度の伐採による資源を利用していることが問

352p）。更に以下に述べるような開発がなされた。

題である。森を健全に存続させながらその恵みを頂くも

コーヒー：

のとして日本の林業を再生する必要がある。

したが、奴隷制は 1888 年まで続いた。サトウキビ栽培は

森に対する新たな視点：

林業に従事する人の生活が成

一時停滞したが再び勢いを増し、19 世紀半ばまでに 75

り立つように製品に対する対価だけでなく、森が果たし

万 ha の森をサトウキビ畑に、また 9 万 ha の森を燃料のた

ている機能保全に対する管理料のようなものを還元する

めに伐採した。しかし、砂糖生産は次第に安価な製品を

手立てを考える必要がある。一般市民は森の果たしてい

供給する競争相手に負け、ブラジルはコーヒー生産に移

る水源の保全・洪水の防止・CO2 の吸収・酸素の放出・穏

行していった。

ブラジルは 1821 年にポルトガルから独立

やかな気候変化への寄与や水循環の役割に対し、何らか

コーヒーは 1727 年に東アフリカからブラジルへ持ち

の形で報いる必要がある。先ず既に一部の自治体が実施

込まれたが、最初は注目を集めなかった。しかし、19世

している森林環境税を全国的に地方レベルで導入し、
“お

紀になると次第に生産量が増加した。コーヒー園の増加

上”ではなく地元や隣り合う地域の立場で森を身近なも

には鉄道の普及も大きく寄与した。1900 年に 6 千 km で

のとして存続さる必要がある。ゆくゆくは温暖化の問題

あった鉄道は 1929 年に 1.2 万 km に延びた。コーヒー園の

解決や格差是正のために、熱帯雨林など他国の森に対し

造成の他に、鉄道の敷設と枕木の供給のためにも森林が
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伐採された。それらを合わせると 1900年までに40 万 ha、

世紀後半から経済特区に指定され再び経済的に繁栄し、

1920 年 ま で に 80 万 ha、1931 年 ま で に 1400 万 ha の 森 が

現在では 200 万人を擁するブラジルの大都市のひとつと

伐採されたと見積もられている（69-355p）
。コーヒーの

なっている。

生産は益々盛んになり絶頂期の1925年には輸出額の 3/4

アマゾンのゴム生産は点在する野生ゴムの木から樹液

を占めるほどに成長した。1964 年まで輸出の第一位で

を採取していた。その結果、森の伐採は僅かでコーヒー

“green gold”と呼ばれる目玉商品であった（69-352~3p）。

やサトウキビのプランテーションと比べると森への負荷

ゴム：

この他、アマゾンで利用された森林資源にゴム

は大きくなかった。

がある。ゴムは 18 世紀にはわずかしか使用されなかっ

バイオエタノール：

た。しかし、1830 年代ゴムに硫黄を混ぜると弾力性を保

のブラジルの栽培面積はそれぞれ 438 万 ha、137 万 ha、

ちながら粘着性を除去できるようになり、実用的利用の

2008 年では 221 万 ha、814 万 ha と（3）、コーヒーの栽培

可能性が広がった。更に、1839年にチャールズ・グッド

面積は減り、サトウキビは増えた。それはサトウキビか

イヤーが実験中にゴムと硫黄の乳樹脂を混ぜたものを

らバイオエタノールを作るようになったからである。サ

過って熱いストーブの上にたらしてしまったところ、思

トウキビからは砂糖の他にラム酒が作られていた。1920

いがけず現在我々が知っているようなゴムができた。そ

年代終わりから 1930 年代初めにかけてサトウキビから

のことが実用化への拍車をかけ、防水性・弾力性があり

燃料用のアルコール生産が始まった。1933 年の生産量

安定した長持ちするゴムとなった。最後の弾みは 1888 年

は 10 万 ℓ で あ っ た が、1937 年 に は 5150 万 ℓ に（230）
、

にジョン・ダンロップが空気入りのゴム製タイヤの特許

1980 年代初めに 50 億ℓ、2007 年に 250 億 ℓ と激増して

を取得し、自転車のタイヤとして大流行したことであっ

いる（231）。ブラジルは化石燃料に替わるエネルギー源

た。
そのご自動車のタイヤとしても使われるようになり、

を積極的に開発し、2006 年のブラジルのエネルギー源

ゴムは一大商品となった（142-256~7p）
。

の 46％は再生可能な水力・木質・バイオエタノールで世

1961 年のコーヒーとサトウキビ

ブラジル奥地のマナウスは 17 世紀後半にポルトガル

界平均の 5％を大きく上回っている。ブラジルはサトウ

の植民地として開発された。1870 年代は人口 3000 人ほ

キビ由来のバイオエタノールで全エネルギーの 15％を

どの小さな町であったが、ゴムが注目されるようになる

賄っている。そのためのサトウキビ畑は 2007 年に 340 万

とマナウスは野生のゴム木から採取した乳液の集積地

ha で、全サトウキビ畑 708 万 ha の 48％に上っていた（3,

となり、1890 年までに人口 1 万人の都市として成長し、

231）。ちなみに 2009 年のバイオエタノール生産の一位は

1900 年にはゴムの企業家を含む5万人の大都市として驕

米国の 406 億ℓで、米国とブラジルで世界全体の 89％を

奢な繁栄を極めた（142-259p）
。

占めている。ブラジルでは 2030 年のバイオエタノールの

ブラジルのコーヒーは 1727 年に持ち出し規制の目を

生産を 6500~8000 億ℓと見込み、そのために 5500 万 ha

かいくぐってフランス領のギニアからもたらされたも

のサトウキビ畑を増やそうと計画している。それは森を

ので、現在ではブラジルは世界一のコーヒー産地となっ

伐採するのではなく粗放的な牛の放牧地を利用しようと

た。ところがゴムでは逆のことが起こった。1876 年にイ

している（232）。しかし、ブラジルにおける牛の牧畜の

ギリスはブラジルから密かにゴムの種を持ち出し、ロン

伸びも著しく、牧草地とサトウキビ畑に折り合いをつけ

ドンのキュー王立植物園に持ち込んだ。その後ゴムは、

ながら森への負荷を減らすためには、生産性の高い牧草

イギリスの東南アジアの植民地に持ち込まれた。栽培法

地の育成、あるいはサトウキビの砂糖を利用するのでは

が適切でなく失敗したこともあったが、接木などで品種

なくサトウキビのセルロースからエタノールを生産する

改良した木を上手に管理し安価にゴムを生産できるよう

などの革新的な進歩がなされる必要がある。

になり、東南アジアでのゴム生産が成長し始めた。1908

アマゾン開発道路： 1953 年にブラジル政府は開発庁を

年にマラヤ半島に 1000 万本のゴムの木が 13 万 ha の土地

作りアマゾンの開発を目指した。その頃アマゾンにはベ

に植えられた。しかし、アマゾンのゴム生産は1912 年ま

レンとマナウスの二大都市があったが、それ以外は開発

で増大し、その年のアマゾンの生産量は3.8万tであった。

が進んでいなかった。そこで 1958 年から 1960 年にかけ

その年にマラヤとスマトラは 0.85 万 t を生産したに過ぎ

て新首都ブラジリアから北部のアマゾン河口のべレン

なかった。そのご安価なゴムを供給するアジアの生産量

まで南北に走る 1900km の BR10 号線と BR153 号線が建

は増え、アマゾンのそれは減少した。1923年にアジアの

設された。それと平行して走る PA-150 も建設され、470

生産量は 37 万 t に達したが、アマゾンのそれは 1.8 万 t に

万 ha の広大な地域に税を優遇するなどの積極的な入植

減少した。アマゾンのゴム・ブームは崩壊し、繁栄を極

政策が取られた。その結果、その地域の人口は 1969年の

めたマナウスも衰退した（142-278~287p）
。マナウスは 20

10 万人が 10 年後には 200 万人へ増加し、飼育する牛もゼ
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ロから 500 万頭へ増えた。 そのために 1972 年に 3 万 ha、

したことになる。そのような時代背景の中、コロンブス

1977 年に 17 万 ha、1985年に82万haの森が伐り開かれ主

のアメリカ再発見 500 年後の 1992 年にリオ・デジャネイ

に放牧地にされた（69-442p,142-426~7p）
。続いて BR-230

ロで“地球環境サミット”が開かれた。地球環境に真剣

号線がポルト・ヴェーリョまで、更にBR364号線がアマ

に立ち向かう気運は起こったが、残念ながら現実には増

ゾン奥地のロンドニアを目指して作られた。
その地域は、

え続ける人口と多くのエネルギーを消費する生活は変

7 万人ほどの人が移動しながらゴム乳液を採集し所々に

わっていない。2000~2005 年のブラジルの平均森林消失

暮らす広大な 8500万haの未開地であった（69-445p）。し

面積は 310 万 ha/ 年と世界最大である（2）。2009 年のそ

かし、それらの道路が処女地への最大規模の入植道路

れは 2000~2005 年の 40％以下になっているがその絶対値

となり、1980 年までに 50 万人が入植した。次の 10 年間

はまだ甚大である（234）。森の消失に大きな影響を与え

に格子状の道路が更に延長されると、多くの人が道路

ているのは牛の放牧とダイズ栽培である。

に沿って移動していった。その地域では 1983 年に 140 万

牛の放牧： アマゾン流域の飼育牛の数は 20 世紀最後の

ha、1988 年に 580 万 ha の森が消失し（69-455p）
、その道

10 年間にそれまでの 2 倍の 5700 万頭となった。その牛は

路は“森林破壊”をもたらしたものとして悪名を轟かせ

3400 万 ha の牧草地を占めていた。それは穀物の栽培面

た
（142-426~7p）
。しかし、
入植は期待通りには進まなかっ

積の 6 倍の面積であった。20 世紀末までにアマゾン流域

た。それは熱帯雨林を伐り拓いた土地は予想に反してや

で消失した森林の 75％は牧場となった（142-452p）
。ブラ

せていたり気候が厳しかったり、病虫害や寄生植物が妨

ジル全体を見ると、牛の飼育頭数は 1961 年の 5600 万頭

げとなったりしたからである（142-448p）
。その地域をど

から 2005 年の 2 億 700 万頭と 4 倍弱の増加であった（3）
。

のように維持していくかには多くの問題が残されてい

このまま放牧地を増やし続けることは避けなければなら

る。それは入植に伴う問題とその地域に住む多くの先住

ない。現状を見ると、地域によって面積当たりの放牧牛

民の保護区をどのようにするかという問題を含んでいる

の数は 0.5~5 頭 /ha と大きく違っている。そこで粗放的な

（142）
。そのような中で解決策が模索されている。ロンド

経営を行っている地域の牧草を栄養豊富で成長の早いも

ニアにある隣接する二つの地域では別の方法で開発が進

のに改良して集約度を増し、放牧地を増やさずに牛の飼

められた。ひとつは直線の幹線道路から直角に格子状の

育数を増やすことが考えられている（235）。しかし、そ

道路を杓子定規に造り農民に土地の半分の開墾を認め、

のような方策にも限界があることは考えておく必要があ

残りの半分は森として残させた。もうひとつの地域では

る。

道路は地形に合わせ曲がって造られ、更に全体の 33％が

ダイズ栽培 91：

幾つかのまとまった保護区として残された。それは従来

みると 1961 年の 24 万 ha が、1974 年に 514 万 ha、1985 年

からゴムを採取してきた人々の権利を保護するためで

に 1015 万 ha、2001 年 に 1397 万 ha、2008 年 に 2127 万 ha

あった。違った計画で開発されたその二つの地域の衛星

と急増している。この驚くべき増加は飼料用ダイズの急

写真を見ることができる。一方は魚の骨の様に画一的に

増と、中国が 1996 年にダイズの市場開放を行ったことが

道路が作られ、開発された土地の間に細切れの森林が面

大きく影響している。1990 年のダイズの最大輸入国は

積としては 51％残った。他方は広がりをもつ保護区と地

日本で468万tを輸入していた。その年の中国の輸入量は

形に合わせた森が66％の面積を占め、その間に農地と牧

199万tであった。1996年の中国のそれは380万tとなり、

草地が点在している全く異なった景観を示している。そ

1997 年には世界最大の輸入国となった。2007 年の日本

こでは森林の面積の違い以上に健全な森としての多様性

は 416 万 t

が残っている（233）
。我々の選択の違いで地球の姿が大

入量の急増は凄まじい。ちなみに、2007 年のブラジルの

きく変わる実例である。

ダイズの輸出量は 2373 万 t、米国のそれは 2984 万 t であっ

このようにブラジルでは森の消失が大きな問題となっ

92

ブラジルにおけるダイズの栽培面積を

、中国は 3315 万 t を輸入した（3）。中国の輸

た（3）。

ている。世界銀行は 1988 年までにブラジルの森の 12％

中国は退耕還林により森を増やしたが、一方でブラジ

に当たる 6000 万 ha が消失したと報告した。その 80％は

ルの森を伐り拓いて作られたダイズの輸入を急増させて

1970 年代に起こったと言われている。ブラジル政府はそ

いる。中国の退耕還林において林の間にダイズを耕作す

の数字は過大で実際は7％であるとしている（142-448p）。

る間作は認められていなかったが、2007 年に規則が変

7％としても 1970 年代の 10 年間で 2800 万 ha の森が消失

わりそれが可能になった。中国での間作の定着が重要で

――――――――――――――――――――――
91
ダイズは穀物ではない。
92
日本は 2007 年に米国から 333 万 t、ブラジルから 37 万 t のダイズを輸入した（3）
。中国については不詳。
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あることが指摘されている（227-250p）
。それは中国とブ

動を観察するうちに、群れの中に奔放な行動が許される

ラジルの森を守ることにつながる。

メスのオオカミがいることに気がついた。そこで雌牛の

また飼料としてのダイズ需要の増加も考える必要があ

死体のそばに罠を仕掛けた。それをロボが見破ることは

る。人が食べると 10kcal 得られるダイズを牛に飼料とし

分かっていた。そこから少し離れた所に牛の首を何気な

て与えその牛を人が食べると、もとのダイズに由来する

く置いた。それは食べられないためにオオカミの注意が

エネルギーは1kcal以下しか得られないと言われている。

散漫になるかもしれないとシートンは考え、その首の近

熱帯雨林の消失は我々がどのような食生活をするかに大

くに入念な罠を仕掛けた。翌日見にいくとロボが、群れ

きく影響される。ブラジルで生産される飼料用のダイズ

をエサの牛の体に近づかないようにコントロールしてい

の多くは、前述したような画一的に格子状に開発された

たことが分かった。ところが牛の頭と罠が消えていた。

道路の周囲の畑で作られている。

シートンはその後を追った。重さ 20kg の首が 1.5kmほど

このように我々は穀物以外にも、食料用の砂糖・コー

引きずられ、牛の角が岩に引っかかって動かなくなって

ヒーなど得るため、更に新たに飼料用ダイズ・放牧・バ

いた。そこに罠にかかりながら首をひっぱってきたメス

イオエタノールを得るために森を伐り拓き多くの土地を

のオオカミのブランカが居た。ブランカは叫び声をあげ

使ってきている。そこで森の消失に歯止めをかけるため

た。遠くからそれに応じるようにロボの重々しい咆哮が

の政策（236）や、土地の生産性を上げたり収穫した植物

答えた。ブランカはシートン達と戦うためにそれ以上叫

の未利用の部分を利用したりする技術革新も試みられて

び声を上げなかった。シートンたちは投げ縄をブランカ

いる（232,235）
。しかしそのような実務的な対策と同時

の首にかけ、馬を蹴って逆の方向に引っ張った。ブラン

に、人が地球の恵みをどの程度頂いてよいのかという倫

カは息絶えた。シートンはブランカの死体を持ち帰った。

理的な問題を考える必要がある。そのためには生態系に

その夜、ロボはブランカが捕まった所にやってきて、ブ

ついての理解を深めなければならない。

ランカを失った悲しみで思いも及ばない悲しい叫び声を
上げた。シートンはブランカがロボの最愛の伴侶であっ

12.3

イエローストーン国立公園の生態系

たことを確信した。ロボは自分たちを捕まえようとする

オオカミは牧場のヒツジや牛を襲うために、我々はオ

人間の仕掛けをことごとく見破ってきたが、ブランカが

オカミの狩猟を盛んに行った。例えば、1893年にアメリ

好奇心から首に近づくのを止められず最愛の伴侶を失っ

カのニューメキシコ州の牧場主は有能なオオカミの群れ

た。ロボが何をどのように考えたかは分からない。しか

に手を余し、その捕獲を動物に造詣の深いシートンに多

し、シートンの心を打ったのはロボの深い悲しみとブラ

額の謝礼で依頼した。シートンはそこで人間に屈服しな

ンカへの愛慕の情であったろう。

い誇り高いオオカミと出会い
『狼王ロボ』
を著した
（237）。

ロボはブランカを救出しようとシートンらの牧場へ乗

それはシートンがそのオオカミ（大神）に畏敬の念を抱

り込んだ。その日は罠にかかったが足を引き抜き去って

くようになりながらも、殺さなければならなかったつら

いった。しかし、その足跡は用心深いロボのものとは思

い心情を描いたものである。オオカミについて考えるこ

えないほど取り乱したものであった。ロボは再びそこに

とは森・生態系を理解する上で、重要な示唆を与えてく

現れた。ロボは離れた所に仕掛けられていた鉄の罠に 4

れる。
多少長くなるが以下に荒筋を述べさせていただく。

本の足全てを挟まれ、二日二晩過ごしたあとシートンの

シートンは手ごわいオオカミを捕まえようと、エサの

手に落ちた。ロボは生きたまま連れ帰られた。シートン

周りに人の臭いを消すなど入念に工夫した罠を仕掛け

は水と肉をそばへ置いたが、ロボは見向きもせず、静か

た。しかし、その一団は有能なリーダーのロボに率いら

にブランカのもとへ旅立った。

れておりトリックはことごとく見破られた。ある時は幾

このようにオオカミは次々に人間の罠に捕まり、ある

つも仕掛けたわなのエサが一ヶ所に積み重ねられ、シー

いは銃弾に倒れた。その数は激減し地域によっては絶滅

トンの骨折りをあざけるかのように汚物がかけられてい

したと考えられた。米国のイエローストーン国立公園

た。またある時にロボは餌におびき寄せられたが、それ

は 1872 年に世界で初めて国立公園となった自然保護の

が罠であることを見破った。しかし通ってきた道の両側

メッカである。そこはワイオミング・モンタナ・アイダ

に、戻る時に方向転換をすると捕まってしまう罠が仕掛

ホ三州にまたがる東京都の 4 倍以上の 89 万 ha の面積を

けられていた。ロボは右へも左へも動かず方向転換も行

持つ緑と水に恵まれた場所である。間欠泉や大型の野生

わず、後ろ向きに注意深く自分の足跡を正確に辿って引

動物などの豊かな自然に触れようと毎年 300 万人前後の

き返し難を逃れた。そのようなロボを捕まえることは不

人が訪れている。そこでは 1920 年代後半まで時々オオカ

可能に思えた。しかし、シートンはその群れの足跡や行

ミが観察された。しかしその頃から、群れを作って次世
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代を残すようなオオカミの集団がいなくなったのではな

るために、エルクは水辺に近づきそこの木々を食べるこ

いかと危惧されていた。1978 年にイエローストーン国

とを恐怖心から避けるようになった。その結果水辺で

立公園とその周辺のワイオミングとアイダホ州からはオ

は、実生から若木が再生し新たな林が復活した。また水

オカミが姿を消したとされた。しかし、モンタナ州には

辺に木々が増えたために、ビーバーの生息数も回復した

数頭から数 10 頭のオオカミが 1979 年から 1994 年まで生

（241）。このように極めて少ない個体数で生態系全体に
大きな影響を与えるオオカミはキーストーン種の代表例

息していた（240）
。
一方、オオカミのいなくなった国立公園では生態系が

である。

変化し始めた。肉食の捕食者としてコヨーテは残ってい

海のラッコも同じような役割を担っていることが知ら

たが、コヨーテはオオカミが餌とする大型の草食獣エル

れている。ある海域からラッコがいなくなるとラッコに

クを狩ることはないために、そこでエルクの数が増え植

食べられていたウニが異常に増え、海の熱帯雨林と言わ

生に大きな影響を及ぼした。ヤナギ科のアメリカヤマナ

れるジャイアント・ケルプが食べ尽され、そこに棲んで

ラシはエルクの食害により、実生から若木が育つ自然更

いた魚などが姿を消し多様な生態系が失われてしまうの

新が妨げられその数が少なくなった。自然更新が妨げら

である（242）。

れるようになったのは、年輪調査により1920年代以降の

このように生態系に大きな影響力を持つオオカミで

ことであったと分かった（238）
。その時期はオオカミの

あるが、そのオオカミの数が増えると再び人との相克が

生息数が激減した時期であった。このことは1923 年には

始まる。公園内で確認されているオオカミが 124 頭であ

公園内で 8 頭のオオカミが殺されたが、1924年から 1935

るというのは既に公園内に棲める上限に近づいている

年までは一頭のオオカミも捕獲されなかったことと符合

ともいわれている（241）。最近ではオオカミはその生息

している。また、コヨーテと一部競合するアカギツネの

地域を公園外に広げ、牧場のヒツジや牛が襲われる数が

数も減少し生態系に大きな変化が起こった。

増えてきた。モンタナ州で 1996 年にオオカミに殺された

そこでイエローストーン国立公園にオオカミを再導入

と思われるヒツジと牛はそれぞれ 10 頭前後であったが、

することが 1970 年代から検討され始めた。1985 年にそ

2004 年には 95 頭のヒツジと 29 頭の牛が殺された（240）
。

の計画は公表され、牧場主・生態学者・一般からの意見

2008 年に三州合わせて 1300 頭のヒツジがオオカミの被

聴取を行いながら計画の是非が議論された。1994 年 5 月

害にあった（241）、一方オオカミは、数が増えたために

に公園へのオオカミの再導入の法的な基盤が整備され、

2008 年に絶滅危惧種のリストからはずされ、公園外での

1995 年 3 月にカナダのアルバーター州で捕獲されたオ

オオカミの狩猟が許可された（243）。2009 年に狩猟許可

オカミ 14 頭が公園内に放たれた。1996 年には更に 17 頭

数はモンタナ州で年間 75 頭、アイダホ州で 220 頭と定め

が加えられた。周辺の家畜が襲われることが危惧された

られた。ワイオミング州は捕獲数に制限を設けなかった

が、最初の 2 年間で10~12頭のヒツジが殺されただけで、

ために訴訟が起こり暫定的にオオカミは絶滅危惧リスト

被害は予想より少なかった。1995年の春に9頭、1996 年

に戻された。しかし、その後もオオカミに対する保護派

に 14 頭のオオカミの子供が生まれ（239）
、オオカミの生

と管理強化を主張する両派の争いが続いている（241）
。

息数は次第に回復し、2005 年にはイエローストーン国

オオカミの再導入以降、オオカミに発信機をつけた首

立公園とその周辺のワイオミング州とモンタナ州にそれ

輪をはめ、オオカミの活動範囲や生活ぶりなどの生態調

ぞれ 250 頭余り、アイダホ州に 500 頭のオオカミの生存

査が継続されている。その内の一頭、527Fの標識を持っ

が確認されるようになった（240）
。東京都の 4 倍以上の

たメスオオカミがモンタナで2009年10月3日にハンター

面積を持つ広大な国立公園内で確認されているオオカミ

によって射殺された（244）
。オオカミの保護と生態系の

の数は 124 頭 であるが、公園内の生態系には大きな影

恒存と人の暮らしにどう折り合いをつけるかは難しい課

響が現れた。それはオオカミのひとつの群れが 2~3 日に

題である。しかし最低限、国立公園は野生動物にゆずり、

一頭のエルクを狩るために、エルクの数が半減したこと

我々は時々そこを訪れる形で共存を図ることができると

と、多くのエルクが警戒心をもつようになった結果であ

考えられる。放牧地に近い公園の周りに柵をするとか、

る（241）
。以前はエルクの食害により自然更新が妨げら

逆に公園に近い放牧地の周りに柵をするとか、公園の隣

れ新たな若木が育たなくなっていたアメリカヤマナラシ

接地域の一部は“準禁猟区”にするなどして、地球を多く

を始め、ヤナギやオオハマボウの数が増え始めた（238）。

の生物種で分かち合うための方策を見出す必要がある。

93

特に水辺はエルクがオオカミに襲われやすい場所であ

ポーランドとベラルーシの国境に残るヨーロッパ唯一

――――――――――――――――――――――
93
前述の値は公園周辺を含んだ数である。
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の原生林、ビャウォヴィエジャの森はかつて王侯の狩猟

教に代表されるように、人間を神の似姿として創られ神

や林業が盛に行われた所であるが、現在ではおよそ 10 万

から世界の管理者として使命を託された選ばれた者とみ

ha が国立公園として保存されている。ここでも、野生の

なすものである。もうひとつは生物平等主義である。そ

バイソンが 20 世紀初めに絶滅した。しかし、1950 年代

れは人も地球の一員で他の生物と横並びの存在と捉える

に 13 頭のバイソンが動物園から再導入され現在バイソ

もので、アニミズムや滝や山にも神聖を認める考え方、

ンがその森に棲んでいる。1930年代に、この公園の周り

あるいは最近のディープエコロジー（後述 142 頁）に代

に柵が作られ家畜の森林内への侵入と野生動物の牧草地

表される。

などへの侵出が防がれた（245）
。このような例は、野性

第二はものの捉え方あるいは世界観で、それにも二つ

動物と人が棲み分ける方法を見つけることができること

の見方がある。そのひとつは正反対に向いた顔を持つ

を示しているものである。

ヤーヌスに象徴されるように、世界は画然と対立する二
つの価値観のもとで展開し、人はその中で切り裂かれや

13．環境倫理―我々は森とどう関わるか―

すいと見るものである。もうひとつは太極図（図 5）に表

ここまで 4.75 億年前に初めて植物が上陸を果たし、そ

事態は陰から陽へいつの間にか変わり、再び陽から陰へ

のご緑あふれる世界がどのように築かれてきたかを振り

と次第に変化し、しかも陽の中に陰が、陰の中に陽が含

返った。その歴史は隕石の落下や様々な天変地異の中、

まれているとするものである。そこでは、物事はきわめ

絶滅する種・生き残る種・新たに誕生する種によって大

て可変的で一種曖昧模糊であると認識することになる。

象されるごとく、世界には陽と陰の二つが存在するが、

きな変遷を遂げてきた。偶然のでき事のなか生き残った
種や新たに誕生した種は幸運に恵まれていたとともに、
変化する環境に適応し生き残る必然性ももっていた。
個々の個体は次々死滅したが、命は次の世代に引き継が
れ種として生き永らえてきた。ヒトはそのような世界に
ごく最近加わった。特に我々ホモ・サピエンスは、20 万
年前に地球の一員となった新参者である。そのご人は 1
万年前に農耕を始め、自然への影響力を格段に増して

図5

いった。人は農地・牧草地を増やすために森林を伐採し、

太極図（道教のシンボル）。

森林資源を燃料・家屋・製鉄・造船・枕木など様々に利用

生物の多様性を研究し、生物多様性の保全は本来全て

してきた。その他、人は自然に生えていた木々を自分達

の生き物が生得的にもっている権利として認められるべ

に都合のよいものに置き換えた。人の森や自然に対する

きであるという立場を十分理解しているウイルソンは、

行為の本質を深く考える人も中にはいたが、大局的に見

最近『創造』という小説を書いた（246）。それは、進化を

ると我々の祖先は暮らしを維持するために森の資源を如

認めず世界は神が創造したとする仮想の神父に向かって

何に長い間持続的に利用できるかという観点で、伐採法

手紙を書くことで展開した。彼の主張は人の生き様は、

を検討したり植林をしたりしながら森を利用し続けてき

人を神にこの世の管理を任せられた地球の管理者として

た。しかし、現在では地球上で生物の一員として、人口

考えても、神の期待に応えていないというものである。

を増加させながら資源多消費型の生活を続けられるかど

彼の論点は、進化・創造について何を信じるかという

うかが危うくなったことを、多くの人が目を背けること

立場の違いを超えて、生物多様性の保存に対して現状よ

ができない問題であると実感し始めている。

りもよい取り組みを共に行えるはずであるというもので

我々は、地球に生存する無数の生物種のひとつとして
どのように振舞うべきか、あるいは現代の世代は将来の

ある。
このようなことを踏まえて、森の将来を見据える選択

世代の取り分を好き勝手に使い尽くしてもよいのか、と

について環境倫理を念頭におき考察する。

いう環境倫理の問題が我々に突きつけられている。最後

自然の権利：

に多様な生物の棲家となっている森をどのように利用す

民的秩序を形成したのちに具体化された“慣習法”に対

べきかを含めて、環境倫理について以下の二点を意識し

して、市民的秩序以前の原始的な自然状態を組織化した

ながら考えることにする。

生物学的原理に従った“自然法”という概念を対置して

第一は人間観あるいは生物観で、それには二つの立場
がある。そのひとつは人間中心主義で、それはキリスト

ギリシアやローマの哲学者は、人間が市

いた（84-33p）。またローマ時代には、ローマ市民に対す
る“市民法”とローマ市民以外に適用される“万民法”
、
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更に動物も自然権を保有するとする“動物法”を含む“自

らが逍遥した森は必ずしも明るい森ではなく、無法者が

然法”が存在していた。しかし一方では、円形闘技場で

隠棲する怪しげだが再生力をもった土地で、人々は森を

市民の娯楽のために野生動物が人の手にかかって殺され

そのように捉えてきた（249）。またシェクスピア（1564-

ており、実際に動物の自然権がどのように確保されてい

1616）の『真夏の夜の夢』も現実を大きく覆す出来事が夜

たかははっきりしない。またローマの繁栄は多くの奴隷

の森で起きたことを描いている。19 世紀初めに書かれ

によっても支えられていたことも事実である。

たドイツのグリム童話『ヘンゼルとグレーテル』も非日

17 世紀になると近代的医学が誕生し、動物の生体解剖

常的な異境の魔法の森をさまよい魔女と出会う話であ

が行われるようになったが、それを巡って論争が行われ

る。これらの作品には、我々の森に対する恐怖・畏敬の

た。動物の権利を認めない人々はデカルト（1596-1659）

思いや生命力の源泉への信頼感あるいは不安など、我々

の主張「動物は無感覚で、非理性的な機械である」、
「動

の力の及ばない様々なものが描かれている。これらのこ

物は時計のように動くが、痛みを感じることはできな

とは人間中心主義が大きく広がった近代西洋にも、ケル

い」
、
「動物は精神がないので、危害を加えられてもその

トのドルイド的な要素あるいは人力・人知を超えた世界

ことを感じることができない」に目を向けた。デカルト

を実感する思いが残り続けていることを示している。

は「我思う、ゆえに我あり」と人間には精神があり、その

生物のネットワーク・生態系：

ような人間が主体的に世界の秩序を構築すべきであると

が互いに依存、あるいは敵対関係を持つことによって

する人間中心主義を標榜した。その人間中心主義は、神

成立するという考え方は、ギリシア時代まで遡ること

が人間にこの世を託したというキリスト教の考え方と

ができる。アリストテレスと同時代のテオプラストス

あいまって西洋の考え方の大きな基調と成った。勿論、

（BC371~BC287）は植物が最適な地域で繁殖することを

一方では動物の権利を認める動きも見られた。それは、

初めて観察・記録した（69-65p,83）。それは今の生態学用

1596 年のイギリスのチェスター地方の熊攻めを禁じた

語のニッチ（生態的地位）94 にあたるが、そのような考え

法令、1641 年のマサチューセッツ・ベイの家畜動物への

方が大きく展開したのは近代に入ってからである。

地球の生物界は生物

残虐行為を取り締まる法律、1822年のイギリスの「家畜

17 世紀後半に顕微鏡で初めて微生物を観察したオラ

の処遇に関する第三法」の制定（84-50p）
、1824年のイギ

ンダ人のレーウェンフック は「自分の口の中にオラン

リスにおける世界初の動物愛護協会の設立などである。

ダの人口より多くの微生物が存在している」と、口の中

如何に動物の権利を守るかについては激しい論争が今

にもひとつの生態系が存在していることを看破した（84-

日でも繰り返されている。特に動物実験や畜産製品をつ

43p）。彼はまた食物連鎖という生態系の基本概念を打ち

くるための機械のように扱われ、身動きも取れない状態

立てた。イギリスの詩人アレクサンダー・ポープは1733

に置かれている家畜を巡っては重い問題が横たわってい

年に「全ての生き物はひとつの巨大な全体のなかの部分

る（247）
。動物実験に対しては、急進的な活動家が研究

にすぎない」と著した（84-42p）。その後ヘッケル（1834-

室を襲撃するなどまだまだ大きな軋轢がある（248）。

1919）は、1866 年にギリシア語の oikos（世帯）と logos（科

人間・動物・植物の間にどのように線を引くかは難し

学）の二つを合わせた Ökologie（ecology）という語を作

い問題である。動物のあるものは人と同じように苦痛を

るとともに、生物と環境の相互関係に注目した。更に、

感じるが、植物は苦痛を感じないと苦痛の度合いで線引

ヘッケルは環境を考える際には、生物的要素と非生物的

きをする場合もある。しかしここでは、植物も含めそれ

要素（日照・気候・風土）に分ける必要があることを主

ら三者は共に共通の祖先から進化した命を持ち、地球と

張した。ダーウィンの『種の起源』が 1859 年に出版され、

いう生態系を分かち合うもの同士であることを受け入れ

生態と進化を関連付けて考える人々がゆっくりであるが

る立場から論ずる。

確実に増えていった。そして現在では、我々は生態系が

森に対する西洋の人の考えを見ても、メイポールに代

多様な生物が関わりを持つことで形成されること、進化

表されるアニミズム的な考え方が現在まで連綿と続いて

はそのような生態系の中で続いてきたという事実を共有

いる。
またアーサー王・ロビンフッドは森に守られたヒー

できるようになっている 95。

ローとして、長い間人々に愛され語り継がれてきた。彼
――――――――――――――――――――――
94
1 つの生物種が利用するある環境要因をもった範囲をニッチという。同じ場所でも昼と夜で異なる生物種が棲み分けるような
場合もある。生物は異なったニッチに分かれて棲んでいる。
95
一部の人は神が人を創造したことを今でも信じている。また生物はインテリジェント・デザインに基づいて作られているとい
うあらたな言説と、それを公教育の場で教えるべきであるという運動が起きている（250 参照）
。進化と創造については更に考
察を深める予定である。
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環境倫理が我々に投げかける論点は以

ンショーは、ダム建設を認める立場を取った。ピンショー

下の三点に集約できる。①自然の生存権。人間だけでな

は決して非環境派ではなく、自然保護派であった。彼は

く生物の種・生態系・景観などにも生存権があり、我々

国有林を科学的な管理で「保全」
（conservation）して従

はそれを認めなければならない。②世代間倫理。現代の

来の無秩序な森林破壊を食い止めながら、一部の富裕な

世代は未来の世代の生存可能性に対して責任がある。③

人だけでなく全ての市民が森の恩恵を受けるべきであ

地球全体主義。快適な生活・経済的利益などよりも有限

ると考えた。彼は最大多数の最大幸福を目指す伝統的な

な地球環境全体を守ることを優先する（251）
。この環境

功利主義・人間中心主義的な立場で、当時としては進歩

倫理の考え方は 20 世紀後半に大きな広がりを持つよう

派であった（252-67~70p）。シェラ・クラブは当時の過激

になった。それは人間中心主義的な考え方の対極に位置

派として数年に及ぶ反対運動を展開した。しかし、1913

するものである。

年にダム建設は正式に認められ 1923 年に完成した。シェ

環境倫理の曙：

我々がどのように森を利用してきたかは、正に何故環

ラ・クラブの「保存」の戦いは、後述するように 1965年

境倫理の問題が現在重要となっているのかを物語ってい

からは別の対象に対して繰り広げられ、現在もその活動

る。それぞれの時代には、行き過ぎた森の開発に歯止め

を続けている。ところが、現在の急進派からは穏健派と

をかけたり、
自然を審美的に捉えたりする動きもあった。

非難されることもある。

しかし、我々は概ね自然を人間の手段的価値として捉え

ピンショーに代表される功利主義的な「最大多数の最

て利用し、その多くを破壊してきた。現在では、急増す

大幸福」を追求することは、現在の急増した人口と限ら

る人口と多消費型の暮らしのために自然破壊の規模は

れた地球の資源のもとでは不可能となったと考えられ

格別に大きくなり、地球の持続的な存続を脅かすように

る。最早、最大限できることは「八分目の人の最大幸福」

なった。一方でそのことを多くの人が実感し、何らかの

か「最大多数の八分目の幸福」のいずれかである（253-

行動を起こす必要があると考え始めている。

310p）96。このようにこの 100 年間の人口増加と暮らしぶ

18 世紀のルソー（1712-1778）に始まるロマン主義は、

りの変化は我々の考え方を根底から変更することを迫っ

主に審美的な観点から自然を賞賛した。ワーズワースが

ている。

湖水地方の森の保護のために 1850 年代に鉄道の敷設に

環境倫理の発展：

反対したのもそのような立場からであった。同じ頃米国

護運動が起こる中で、次第に環境倫理が体系的に考えら

では、ヘンリー・ソローが『ウォールデン

れるようになった。現在では環境倫理の父としてアル

森の生活』

自然の保存・保全あるいは動物の愛

（158）を著した（111 頁参照）
。彼は資源が無尽蔵ではな

ド・レオポルド（1887-1948）が挙げられている。彼は新

いと気がついた最初のアメリカ人であった。しかしソ

米の森林管理官として 30 代の初めにはオオカミを殺す

ローが大きく取り上げられるようになったのは、環境倫

チャンスがあればみすみす見逃すことはないとし、オオ

理が注目され始めた20世紀半ば過ぎであった。

カミに銃弾を浴びせていた。その時はオオカミを消し

アメリカでは現在でも、ヨーロッパに比べるとイエ

てしまえばシカが増え喜ばしいことであると考えてい

ローストーン国立公園など多くの原生自然が残ってい

た。彼は長い間米国の森林官を務めた後、ウィスコンシ

る。それは、アメリカでは1864年にヨセミテが州立公園

ン大学で狩猟鳥獣管理の講義を担当し生態系全体を意

に、1872 年にイエローストーンが初の国立公園に、そし

識するようになり、その全体を守るにはどのようなこ

て 1890 年にヨセミテが国立公園に指定されたことも一

とが重要であるかということを深く考えるようになっ

因であった。しかしこの公園指定は、自然を一般の人の

た。彼の心からは若い時に殺したオオカミの瞳から消

娯楽として与えるという人間中心主義的な発想によって

えた緑の炎が離れず、自然を深く観察した結果、以前と

なされた
（84-75p）
。一方ジョン・ミューアは1892年にシェ

は全く正反対の立場を取るようになった。それは『山の

ラ・クラブを創設し、人間の手を加えずに自然を残して

身になって考える』のなかで、オオカミを消滅させるの

いく運動を始めた。1906 年にサンフランシスコ市は増

がよいことだと考えたことは間違っていると分かった

加する住民に水を供給するために、ヘッチヘッチ渓谷

と著された（254-206p）。彼は、またイエローストーンは

にダムを作ることを計画した。シェラ・クラブは自然を

オオカミを失いエルクが植生を破壊しているという警

残す「保存」
（preservation）という立場から反対運動を

告も発した（254-299p）。このような彼の考えは「土地倫

行った。一方初代の合衆国森林局長官のギフォード・ピ

理」と呼ばれる生態系全体を尊重するものである。彼は

――――――――――――――――――――――
96
翻訳ではそれぞれ「十分な数の人びとの最大の財」、
「最大多数の人びとの十分な財」となっているが、分かりやすいように言
い換えた。
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「個人とは、相互に依存しあう諸部分から成る共同体の

われることを訴えた全く新たなものであった。一審は原

一員であるということである。」、
「人間にとって経済的

告の適格性を認めたが、二審は原告の適格性を認めず訴

利益があろうとなかろうと、鳥も生き物として存続する

えは門前払いにされた。上告を受けた最高裁は 1972年に

権利がある。」、
「土地倫理とは、生態系に対する良心の

4対3の僅差でシェラ・クラブの上告を棄却した。しかし、

表れであり、これまた、土地の健康に対して個人個人に

ダラス判事はストーン教授の論文を引用し「自然の生態

責任があるという確信をも示している。健康とは、土地

的な均衡を保護することに対する最近の大衆の関心は、

が自己再生をする能力を備えていることである。」、
「適

環境客体に自己の保存のための裁判を提起する資格を与

切な土地利用のあり方を単なる経済的な問題ととらえ

える方向に進むべきである」とした（256）。シェラ・ク

る考え方を捨てることである。ひとつひとつの問題点

ラブは裁判には負けたが、1978 年にアメリカ議会が問

を検討する際に、経済的に好都合かという観点ばかり

題となった渓谷をセコイア国立公園に組み入れた結果、

から見ず、倫理的、美的観点から見ても妥当であるかを

最終的に開発は行われずシェラ・クラブの主張が実現し

調べてみることだ。物事は、生物共同体の全体性、安定

た（84-261p）。その裁判に影響されて日本でも同様の訴

性、美観を保つものであれば妥当だし、そうでない場合

訟が起こった。1995 年に奄美で二つのゴルフ場建設に

は間違っているのだ。」と主張した。即ち、彼の考えは

反対する提訴がなされた。それはそこに生息する動植物

土地（生態系）を人間の手段的価値として一方的に利用

を守るための「自然の権利」訴訟で、原告には固有の絶

し処分することは不当であり、土地（生態系）の側にも

滅危惧種などであるアマミノクロウサギ 97、オオトラツ

生得的な固有の権利があり、それらは人間の所有物では

グミ 98、ルリカケス 99、アマミヤマシギ 100 が名を連ねた。

ないというもので、功利主義的な考え方とは一線を画し

2001 年の第一審判決は門前払いの却下であった。そこで

ていた（254-315~351p）。彼のこのような考えは 1923 年

は原告らがアマミノクロウサギをはじめとする奄美の自

の論文に見られるが（84-139p）、多くの人に読まれてい

然を代弁しようとしてきたことの意義を認めたが、自然

るものは彼の死後 1949 年に出版された『A sand county

そのものは希少価値を有する貴重な存在として、わが国

almanac』
（254）である。その本が初めて注目を浴びた

の法制度で権利の客体となることはあつても、権利の主

のは 1960~70 年代で、イエローストーンにオオカミが再

体となることはないとして「原告適格」を欠いていると

導入されたのは 1995 年であった。

された。第二審の判決は 2002 年に控訴棄却とされた。原

1960~70 年代に人々が環境へ目を向けるようになった

告団はこれらの判決に対し、自然の権利という概念を一

のは、
レイチェル・カーソンの1962年の『沈黙の春』
（210）

般に周知させる機会を提供したと積極的な評価をし、控

に衝撃を受けたことが大きかった。彼女は農薬が食物連

訴は行わなかった（257）。最終的に計画されていた二つ

鎖を通して虫や魚によって濃縮され、毒性を増した虫や

のゴルフ場のうちひとつが建設されただけであった。

魚を鳥がたべることで死滅し、春になっても鳥が鳴かな

このような原告適格性の問題は自然に関してだけでな

い世界を描き人々に警告を発した。更に 1967 年にリン・

く、原告にはなりえないまだ生まれていない将来世代の

ホワイトは、このような環境破壊はアニミズムを否定し

権利をだれがどのように守るかという重要な問題も含ん

キリスト教に依拠した人間中心主義が原因であるとし

でいる。

て、その見直しを主張した（255）
。

1970 年代以降、環境問題は大きな注目を集め新たな考

1960 年代にウォルト・ディズニー社はカリフォルニア

え方が出てきた。そのひとつはディープエコロジーで、

州のセコイア国立公園に隣接するミネラル・キング渓谷

1973 年にノルウェーの哲学者アルネ・ネスが提唱した概

に大規模なスキーリゾート開発を計画した。1969 年に

念である。彼はそれまでの環境保護・保存・保全の活動

その計画は森林局によって認められた。シェラ・クラブ

をシャローエコロジーとし、それらは人間の利益を目指

は開発の中止を求めて裁判を起こした。その裁判は「木

したものであると断じた。ジョージ・セッションズとビ

は法廷に立てるか」という論争を巻き起こす画期的なも

ル・ドゥヴァールは「ディープエコロジーは環境問題に

のであった。つまり、その裁判はリゾート開発により不

対して、限定的・断片的・皮相的なアプローチを乗り越

利益を受ける人々がその権利や利益の回復を求めたので

えて、生命中心主義的な平等に対して総合的で……哲学

はなく、国有林や野生生物の生息地が破壊され公益が失

的な世界観……さらに基本的な洞察力を統合しようとし

――――――――――――――――――――――
97
日本にしかいない固有種で原始的なウサギで貴重な種。僅か数千頭が生き残っているに過ぎず天然記念物・絶滅危惧種。
98
数百羽が生存するのみ、天然記念物・絶滅危惧種。
99
日本固有種、約 1000 羽が生存、天然記念物。
100
日本固有種・天然記念物・絶滅危惧種。
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ている……このような思想とは、生物圏に居住している
も

14．結語

の

すべての事物が生存し、繁栄するだけでなく、各個体自
体の自己実現を獲得する権利をもっているということ

この小論では先ず植物がどのように上陸し、その後ど

である」とまとめた（84-244p）
。更に 1980 年代になると

のような変遷を遂げ森がつくられたか、更に我々と森の

非合法な行動を含めた活動をする急進派も現れた。例え

関係の歴史的経緯の一部について“……であった”とい

ば“アース・ファースト”は1980年代半ばに森林の伐採

う記述を行った。主な点は ①最近地球に現れた人が森

に反対し、伐採される木に登り彼らもろとも木を伐り倒

を伐り拓いて人口を増やし、快適な暮らしを目指しなが

すように挑んだり、木に釘を打ち込みチェーンソーが使

ら森を利用したこと ②過伐が起こると利用の規制や植

えないようにして木の伐採を実力で妨害したりした（84-

林を行い、林業を持続可能なものにしようと腐心したが、

377p）
。

そこには成功と失敗があったこと ③現在では、例えば

このように現在の我々の自然環境に対する考え方や行

ブラジルの熱帯雨林は飼料用を含めたダイズ畑・牛の放

動には大きな幅がある。自然環境には全く配慮せず欲望

牧地・バイオエタノール用のサトウキビ畑などのために

を満足させ続けようとする人、人間中心主義的であるが

消失し、その規模がかつてないほど大きなものになって

持続する社会を目指し自然の保全に意を尽くす人、生命

いることなどであった。

の平等性を心に抱き自然の保存を大切にする人、完全な

それらの事実は、我々がこのまま同じように暮らしな

生命の平等を標榜する人、更にその実現に非合法的活動

がら生態系を維持していくことはできないことを示して

をとる人と桁外れの違いがある。

いる。増加する人口を地球が支えきれないという問題を

環境倫理を考える時には論理的に矛盾のない概念を学

抱え、環境倫理が多くの人の関心を集めるようになって

者として構築することよりも、我々の現実の行動や選択

いる。それは我々に“……であった”という記述から、未

の指針となる規範あるいは可能な政策をたてるための判

来に向けて“……すべきである”という段階に踏み込む

断基準を築くことが重要である。

ことを求めている。そのためにはできるだけ多くの人が

そのためには人間の立ち位置をどのように考えるかが
ひとつの分かれ道となる。人間の進化 700 万年を辿った

“……すべきである”という指針をつくる基になる概念
を共有する必要がある。

時に、人を他の生物と区別する特徴は見つかりにくいこ

この論考では、①人は多様な生物の一員にすぎず、責

とを紹介した。例えば道具を使う生物はヒト以外にもい

任について考えられる特徴を持っているが特権的な存在

るし、農業をするアリもいる（1, 56）
。しかし、例えばレ

ではない、②生態系は多様な生物のネットワークにより

オポルドは「われわれ人間は、リョコウバトというひと

成り立っている、ということを強調した。

つの種を失い、その損失を悼んでいる。これがもし、人

40 億年の生命の歴史は絶滅する種を含みながらも全

間の方が死滅したのだとしても、ハトは人間を悼みはし

体として継続してきた。植物が初めて寂寞とした不毛の

ないだろう」
（254-177p）と人間をほかの動物と区別する

地上に現れてから、1 億年以上の長い時間をかけて豊穣

客観的な証拠として捉えた。あるいは、ハンス・ヨナス

な土壌が形成され、木が森を生み多様な地上の生態系が

は 1979 年に現代の世代が将来世代のために負っている

でき上がった。生態系は決して定まったものではなく移

「責任」という概念から倫理に切り込んだ（258）
。このこ

ろうものである。人はごく最近そこに加わった。このよ

とは人が責任を考えて行動できる“独特の”性質をもっ

うな 40 億年近い生命の歴史を見ると、移ろってゆく多

ていることを示していると考えられる。

様な生き物により生態系が恒存してきたことが分かる。
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

しかし、これらの考え方は人間の特徴を明らかにして

我々は我々を生み出した多様な生態系を維持することを

いるが、それらは必ずしも人の特権を容認するものでは

“すべきこと”の共有できる出発点に据えることができ

ないと考えることもできる。我々は特権を持った選ばれ

ると思う。それができれば、試行錯誤をしながらも具体

た者ではなく、特徴をもった一員である。

的な方策を見つけられる筈である。

我々は共通の祖先から進化した他の生物からなる森や

ここで紹介したように過去の幾つもの文明は生態系を

自然の恩恵に浴している。ところが、我々は今や地球全

貪り、それを脆弱なものとした時に文明自体の存在基盤

体に甚大な影響を及ぼし、森を消失させ生態系を破壊し

も大きな影響を受けた。勿論文明の崩壊には多くの要素

ている。これらに歯止めをかけなければならない。その

が関係する。しかし文明を取り巻く生態系の弱体化は、

ために我々は人間中心的あるいは功利的に世界を取り仕

看過できない要因であることは確かである。森を伐採し

切るのではなく、共通の祖先から進化した一員として自

長い時間かけて形成された土壌を失うと、文明が立ち行

然の恒存のための行動規範を創らなければならない。

かなくなることはミケーネ文明・マヤ文明等の例からも
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明らかである。プラトンやアリストテレスの時代から土

態系をできるだけ多く残すべきである。②それに隣接す

壌流出には警鐘が鳴らされてきた（259）
。しかし我々は

る地域は例えば“限定的な禁猟区”とし、次第に“管理”

経験を活かせず、例えば最近、中国は盛んに傾斜地を耕

の度合いを増しながらも準原生的生態系として堅持す

作した結果災害がもたらされ、急遽耕作を止め森の再生

る。③一部の森・自然は生物多様性に配慮しながら人が

を行っている。もはや新天地は残されておらず、急増し

その資源を循環的に利用させて貰う地域とする。人の利

た人口が影響を及ぼす範囲も余りにも広くなり、状況は

用を制限した鎮守の森を守り、自然に対し崇敬の念を抱

かつて無いほど困難なものになっている。我々は長期的

く精神的風土を再び現代に復権させる機運を醸成する。

な視野のもと過去に学び対処する必要がある。

あるいは農耕地の後背地に里山など、人手の入った二次

人間だけがひとり勝ちをするような生態系は続き得な
い。ここで述べてきたことを踏まえ、以下に具体的な指

林を森として積極的に残す。④都会でも公園など緑を多
く残した都市計画を立てる必要がある。
特に日本の森を考えると、人工林の割合が 40％を越え

針について考えることでこの論考のまとめとする。
多様な現実と向き合う時、ひとつの論理的に完璧な行

て世界一であるという大きな特徴がある（6）。それをど

動規範に基づいてクリアーカットに行動することは不可

のように維持していくかは重要な問題である。いったん

能であろう。例えば米国で薬局が処方する薬の40％以上

手を入れた森は地域住民により手を入れ続け維持する必

は生物由来である（11- 下 123p）
。まだ薬効が調べられて

要がある。直接参加できない地域以外の人も物心両面で

いない生物種に関しては、将来その生物から強力な薬を

それを支えるべきである。

開発しうる可能性のためにも、保存しておくことが重要

上述の多様な地域をどのように区分けするかは簡単で

と考える立場もある。それは我々の利益につながるイン

はないであろう。しかし、それぞれの地域の目的に応じ

センティブに訴えながら自然を残す人間中心主義的な立

た別個のルールによって階層的な地域を作り、結果的に

場のひとつである。しかし、我々の利益につながらない

森や多様な生物が本来の変遷に近い形で続く将来を目指

ものにも生きる権利があり、そのようなものを如何に保

す必要がある。
以上のように具体的な指針を考える際に特に重要な

存するかも生命平等主義的に考えなければならない。
我々は他の生物を食べなければ生きていけない。これ

ことは、世界には大きな格差があることを銘記すること

は他の動物も同じで、
それは生きることと不可分である。

である（表 1 参照）。国々の違いを見ると、我々に求めら

しかし、他の動物は生きるために必要以上のものは殆ど

れていることが明らかとなる。例えばカタールやアラブ

消費しない。我々は生存を支えるため以上のものを消費

首長国連邦は開発途上国の数百倍の CO2 を排出してい

する。他の生物に対して完全に非暴力的に生きることは

るが、森は殆どなく CO2 の循環を考えると他国の森にそ

できないが、我々のなすべきことは暴力性をできるだけ

の生存が支えられていることが分かる。また森林に恵ま

少なくすることである。

れている国には大きく三つのタイプがある。ひとつはス

人以外の生物は行動規範に従って生きているわけでは

ウェーデン・カナダ・米国のように自国の森を維持ある

なく、殆ど自然の摂理に従って生きている。勿論、社会

いは増加させながら積極的な林業を営み、余剰の林産物

を構成する動物は利他的な行動もとることは知られてい

を輸出している国である。特にスウェーデンは CO2 排出

る。また人間以外の霊長類が萌芽的な倫理的行動をとる

量を世界平均の 127％と比較的低く抑えながら、HDI は

とも言われている。だが、チンパンジーが未だ生まれて

7 位と極めて高く、HPI も世界 53 位とまずまずである。

いない将来世代に配慮して行動規範を作っているとは思

スウェーデンの“緑に重きを置く施策”
（229）は参考に

えない。ところが、我々は責任を意識し、正義と公正を

すべきである。次は日本や中国等である。日本では森林

目指して行動できる特徴をもっている。即ち、我々は意

は十分にあり木は旺盛に成長しているが、その木を十分

識的に持ち分に従ったニッチに留まり、自然の恵みを自

に活用せず、他国の森を消耗させながら輸入した林産物

制的に利用させて頂きながら多くの生物の一員として暮

に依存している。また、中国は近年農耕地を減らし、森

らしていくために、以下の方策を採る決断を下せるはず

を増やしている。しかしその結果、中国は他国からの林

である。

産物・農産物の輸入を急増させて、他国の森に大きな負

全ての地域に同一のルールは適応できないが、健全な

荷を与えている。最後のグループはブラジルやインドネ

森を維持し多くの生物が生息できる地域は確保されなけ

シアのように広大な森をもっているが、その森が先進国

ればならない。①生物を完全に平等と捉え、多くの生物

の成長を支えるために減少し続けている国である。

が人の影響をあまり受けずに本来の姿で生き続けられる

このような現状を見ると、第二、第三のグループの問

地域を国立公園等に指定し、限られた地域でも原生的生

題を第一に解決する必要があることが分かる。そのため
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には先ず先進国の豊かな人々が自然への負荷を減らして

や長期的なことは考えずに日々の消費に明け暮れる忙

慎ましい暮らしに向かい、世界に公正さを広げる決意を

し過ぎる我々に、世界や自然を知り公正を広げることの

する必要がある。そのための具体的方策のひとつは既に

重要性を考える機会を与えてくれるはずである。我々に

検討されている CO2 排出権を取り入れることである。そ

とっては知ることと考えることが重要である。

れは、CO2 排出に対する権利を分配し、多く排出してい

“環境倫理の父”と呼ばれるレオポルドも初めはオオ

る国にペナルティーをかけ金を徴収し、それを排出量の

カミを消滅させることがよいことだと思っていた。しか

少ない国あるいは森を多く持ち CO2 を多く取り込んでい

し、オオカミを含む生態系がどのようなものかを知り、

る国に分配するというものである。このような仕組みを

多様な生態系は多様な生物が関わり合うことによって始

CO2 に限らず酸素・水の循環・気候を含め地球環境の維

めて維持されていることを看破した。オオカミがいなく

持という観点から広く生態系の保存にも広げる方途をと

なると“かわいいバンビ”が増えるかもしれないが、結

る必要がある。

果的にはその生態系は貧弱なものになってしまう。

また日本のように森が十分に活用されず他国に頼って

我々は森と人の関係を深く知ることにより、それを本

いるような場合には、林産物以外にも森に対価を払う仕

来あるべき姿に保てるようになるはずである。上に述べ

組みをつくることが必要である。森が維持されることに

たグローバルな政策を実現することと併せて、それぞれ

よる恩恵、たとえば水の安定的供給や国土保全に対価を

の人ができる範囲で行動を起こす必要がある。

払い、それを補助金として利用することで、国際的な自

ある地域に限って強制力をもって仲間の生物が生き

由競争による価格競争を迂回しながら林業の復活を図る

残る場を残す行動は、自分達の分をわきまえることでも

べきである。農業の時にも論じたが（1）
、気候・風土に大

我々の責任でもあり、それは他の生物との公正にもつな

きく左右される農業や林業には、無制限な自由競争をあ

がる重要なものである。

てはめることはできない。農業・林業はそれぞれの地域

そのような行動を選択する指針として、人間中心主義

の実情に応じて、できるだけ自給自足的あるいは持続的

的なインセンティブに訴えることで環境を保全する立場

に行われるように大所高所から考えた方針を採り、一部

と、生物平等主義を貫徹しながら環境を保存する立場は

の地域が短期的な効率から植民地的な形で搾取されるこ

画然と二分されるであろう。しかし、我々には森や自然

とを避ける必要がある。

をよく知ることで、現実に多様な地域・場面に応じて二

このような観点からも、都民は他県にまたがる水源の
森を整備するための水源税を払うべきことを繰り返し強

つの立場をダブルスタンダードとして使い分け、森・自
然を守る術があるはずである。

調したい。それはともすれば現場と離れがちになる消費

その方法は太極図のように二つの対立する概念を含み

者に森・自然について考える契機を与えてくれるはずで

ながら、ひとつの統一的な世界を維持するものになるで

ある。その他、消費者に様々な形で参加を促す仕組みが

あろう。多くの人が現在の繁栄と格差が地球にどのよう

ある。我々はそのような制度に積極的に参加すべきであ

な負荷をかけているのかを知り、この正念場で叡智を絞

る。例えば森林認証制度が 1993 年から始まった。それは

る必要がある。喉もとを過ぎれば熱さを忘れるが、我々

森の循環等に配慮した適正な林業で産出した木材に認証

は追い込まれれば本領を発揮できるはずである。あくま

マークをつけるものである。それは消費者がマークの付

でこの地球の一員として慎ましい気持ちを持ち続けなが

いた木材を選択的に購入し適正な林業を支えることを目

ら、多様な森・自然・農耕地・都市を含めた地球の生態系

指している。また、コーヒーに関しても1990年代に同様

全体が寿命のかぎり健全に存続する未来をつくる具体的

の制度がつくられた。それは1980年代末のコーヒー価格

な手立てを考えることが何よりも必要である。

下落に端を発したものである。グローバル展開をしてい
る大規模なコーヒーショップが不当に価格を安くするこ

謝

とがないように、公正な価格がつけられているものが認

辞

証された。消費者が認証マークのある店でコーヒーを飲

高木信一さん、石渡則子さんと林慶子さんには荒削り

み公正な取引を促し、環境に対してもよい影響をもたら

な草稿を読んでいただき広い視野から大変貴重なご助言

すことが望まれている。

を賜りましたことに心から感謝いたします。本シリーズ

人間は輸送手段を高度に発達させた。その結果、我々

では地球誕生から今日までの 40 数億年の中で、私たちが

は見知らぬ土地からどのように供給されるかを知らない

どのように誕生し今日に至っているのかをゆっくり考え

ままに、多くの産物を食物・衣料・住居等に用いている。

ておりますが、専門外の者が勉強不足にも拘らず広汎な

環境を配慮した税や制度は、得てして目に見えないこと

分野を浅薄に概観するのはいかがなものかというご批判
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もいただいております。しかし一方で、農学部の 3 年生

12. Chapman AC. 2009. Numbers of Living Species
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in Australia and the World. Australian Biological
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