
志津まちづくり協議会「里地里山プロジェクト」 

第１回 志津里地里山講座 講演録 
 令和３年８月７日㈯ 志津まちづくりセンター 

講演 

「みんなが参加できる里山づくり～志津のよき風土を確かめよう～」 

講師 東京大学名誉教授 辻 誠一郎さん 

 

はじめに 
 

東京からこちらへ帰って来て３年余り、

浦島太郎みたいな感じになっていて、里山

づくりについてご参考になる話ができるか

心配です。夏場を除いては毎日山に出かけ

て山仕事をしており、むかし親しんだ里山

を思い出しながら、どのような里山づくり

が望ましいのかを私なりに考えているとこ

ろです。 

 これまで全国各地で見てきた里山の実態、

里山づくりの実践を通して、里山とは何か

を考えてみたいと思います。里山という生

態系の歴史、いつごろからどんな里山を

人々は作って来たのだろうか、そんなことを話してみたいと思います。里山の歴史

は大変おもしろくて、時代によってその内容は変化してきており、その変化にとき

には政治が深くかかわっているのです。 

 里山とはどのようなものなのか。どうして里山は変化してきたのか。そのような

里山の歴史について語られることはあまりなかったと思いますので、第 1回の今日

は歴史の方から話をさせていただきたいと思います。 

 

その前に、里山イメージを二つの文学作品から引き出してみたいと思います。 

「小諸なる古城のほとり 雲白く遊子（ゆうし）悲しむ 緑なすはこべは萌えず 

若草も籍（し）くによしなし しろがねの衾（ふすま）の岡辺 日に溶けて淡雪流

る  あたたかき光はあれど 野に満つる香（かおり）も知らず 浅くのみ春は霞

みて 麦の色わずかに青し・・・・」と続きます。 

皆さんご存知の島崎藤村の「千曲川旅情の歌」の始まりの部分です。藤村は小諸

周辺のきれいな里山景観を抒情的に見事な詩にしています。これを読んでいると、

きれいな景観が脳裏によみがえってきます。こういうきれいな里山を作りたいなと

思ってしまうのです。 

「武蔵野に散歩する人は道に迷うことを苦にしてはならない。どの道でも足の向

この講演録は、講師 辻 誠一郎さんの講演をもとに、資料の出典や解説等を辻さんに

一部補筆をしていただき、今後の里地里山プロジェクトの展開に資するため、了解を得

て公表するものです。活用していただければ幸いです。    志津まちづくり協議会 



く方へゆけば必ずそこに見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。（中略）林と野

とがかくもよく入り乱れて、生活と自然とがこのように密接しているところがどこ

にあるか。」と、国木田独歩は、明治 30年ころの武蔵野の景観を見事な叙景文にし

ています。正確には明治 31年に「今の武蔵野」と題して掲載されたものです。 

独歩は「こんなところがどこにあるか」と誇らしく言っていますが、私は、「滋賀県

草津市にもある」と確信しています。 

 

里山とは何か 
 

 「里山」って何でしょう

ね。「里山、どのようなもの

ですか？」と聞かれて、戸

惑うことなく答えられる人

はあまりいないと思います。

緑豊かな季節になると、「里

山って何ですか」と学生た

ちに問いかけるのですが、

みんな捉え方や理解の仕方

が違うのです。違って当た

りまえなのです。分野が違

うと「里山」の意味も違っ

ていて、研究者によっても

捉え方が違うのですから。

「里山」「里地里山」「里

地・里山」「里海山」「里海・里山」など、いろんな言葉が多分野で使われていて、

それぞれに意味の違う定義がされているのが実情です。だから、みなさん個々それ

ぞれ「里山」の捉え方や理解の仕方が違ってもなんらおかしくないのです。 

 

典型的な里山景観

としての春の花見を

見てみましょう（図

1）。これはソメイヨ

シノという「桜」の

1種ですが、「桜」は

里山の中でも聖域を

彩る重要な要素です。

聖域と言えばお墓で

す。お墓にはシダレ

ザクラの仲間が多い

のですが、「桜」が植

えられているのには意味があります。それは「予祝」といって、秋にお米がたくさ

ん穫れるように予め祝うためのものなのです。この地域ではそれほど普通ではなか

ったかもしれませんが、例えば石川県、岐阜県の方へ行きますと、真宗中興の祖と

いわれる蓮如さんの命日の前後、4月 20日ごろ、「蓮如さんの山行き」と言って、



お酒や重箱を持ってお墓に集まり、先祖さんと一緒に食事をして予祝をするのです。

「桜」の一斉開花がたわわに実った稲穂に見立てられたわけです。 

 「桜」だけではなくて、ウツギの仲間など稲穂に見立てられた植物はそれ以外に

もありますが、里山景観を彩るものとして象徴的な存在なのです。 

 

 「里山」「里地里山」「里地・里山」「里山・里海」に共通することは、集住する

人々の生活を支えている機能的な空間であるということです。人間の活動域あるい

は生活空間といってもいいかもしれません。日本人は山あるいは森に生かされてい

るという気持ちを強く持っており、また、「里山」問題を最初に取り上げた四手井さ

んが森林学者であったことで、「里山」が最初に定着したのだと思いますが、その後、

田や畑、川、居住域だけでなく、田や畑、川、海も生活を支えている機能的な空間

であると考えられるようになって、いろいろな言葉や概念が生まれてきたといえる

でしょう。生活を支える機能的な空間とは何かというと、主として生産域ですね。

四手井さんの「里山」は農用林を意味していたと思います。農業、林業、漁業とい

った生業を保証してくれる空間ということになります。「里山」だけで川も海も含ん

でいたのですが、取り上げる対象によって、「里山」から「里地」を切り離したり、

「里川」や「里海」といったように独立させたりしてきましたが、最近では、山か

ら海まで連続一体のものと捉える傾向があります。 

 私はあえて中身がよくわかるように「集落生態系」という言葉・概念を作って、

いろんな学会・分野で普及に努めてきたのですが、かなり理解が進んできて、私の

提案した「集落生態系」という言葉を使う方が多くなってきています。ちょっと固

い言い方ですけれども、集住する人々の生活を支えるシステムということで、それ

が一体どのようなものなのかを具体的に描き出し、その歴史的過程を明らかにしよ

うとしてきたわけです。 

 

 先ほど紹介いただきましたように、先月、7月 27日に「北海道・北東北の縄文

遺跡群」がめでたく世界文化遺産に登録されました。私はこの登録推進に深くかか

わってきたのですが、「自然との共生」を示す重要な遺跡群として評価をいただいた

ことが登録につながったと理解しております。新聞でも「SDGsな縄文生活」と題

してその重要性が取り上げられています。このような評価がなければ世界文化遺産

登録にはならなかったと思います。 

 私は２５年間くらいかけて、東北地方の縄文時代の里山システムの誕生、維持管

理といったことを研究してきました。例えば青森県の三内丸山遺跡では、５９００

年前から４０００年前まで約２０００年間も集落が存続し、里山システムが維持さ

れたことが分かってきました。今から２０００年前と言いますと弥生時代ですね。

いかに長く存続したかが分かります。こんなに長い間、里山システムが維持してい

たというとんでもないことを縄文人はやっていたんですね。 

 そのシステムを維持するやり方も少しずつ分かって参りました。木を１５ｃｍ以

上にしない。大木になってしまう前に木を伐ってどんどん利用する。需要と供給、

生産と消費のバランスがとれていた。それを千年オーダーで維持するというのはす

ごいことです。 

 



さて、現代の「里山」に話を戻したいと思います。 

これが西日本

の照葉樹林帯で

見られる典型的

な里山を分かり

やすく絵にした

ものです（図 2 

服部ほか

1995）。近畿地

方の里山を詳細

に調べた服部保

さんが描かれた

ものです。服部

さんは、人里近

くの丘陵や低山

地に広がる里山

と表現しており、

山だけを描いて

います。 

 アカマツ林、夏緑林、スギ林、照葉樹林、竹林が描かれています。アカマツ林は

典型的な二次林です。夏緑林とは落葉広葉樹林のことで、どんぐりを実らせるクヌ

ギやコナラから成っていて、人がもっともよく利用する二次林です。雑木林とも言

われます。スギ林は人工林です。照葉樹林は神社の裏山や鎮守の森と呼ばれるもの

で、二次林も自然林もあります。竹林は人工林です。このほかに人工林としてはヒ

ノキ林も見られます。 

 この絵に描かれた里山は、実は皆さんの身近にある里山そのものです。少なくと

も近年までは皆さんが親しんでこられた里山だと思います。 

 ところが、この里山の実態は歴史的にどんどん変わってきているのです。どのよ

うに変わったかはあとでお話しいたします。 

 

 この地域の里山の実態を示したのが「草津市の植生図」です。自然度の度数の違

いを色の濃淡で分けてあります。この地図は昭和５０年代に作られたものですが、

その前もその後もどんどん変わってしまいます。数十年オーダーで変わっているの

です。なぜこんなに変わったのか、それは政治、森林政策も深く関わっていますが、

もっとも大きく関わったのが戦争なのです。 

戦争に必要な物資が里山からどんどん奪われていったのです。そのあとは農耕地

になったりして生態系が一変してしまったのです。そんなことが何度も起こってい

ます。明治以降では日清・日露戦争の時も、アジア太平洋戦争の時も、その前と後

では植生が大きく変わっているのです。時代をもっとさかのぼってみると、この近

江の国でも大きな戦争が何度も繰り返し起こっています。その度に土地改変や植生

改変、森林焼失などが繰り返されていたのです。特に織田信長は許しがたいのです。

なぜかというと、建物群だけでなく生態系まで焼き討ちにし、それだけでなく、次

にお話しする人間主体環境系の主体である人間を大量に殺してしまう。こんな人を

偉い人だと称えてはいけないと思います。 



とにかく戦争を起こしてはいけない。戦争によって人間社会を含む生態系が大き

く変わってしまうか、失われてしまうのです。歴史にはそういう人為による生態系

の変化が凝縮されているのです。 

 

生態系、里山の捉え方 

 
 里山という生態系をどの

ように捉えればいいのか。

私はこのように考えていま

す。少し概念的になります

が、この図を見ていただき

たいと思います。これは人

間主体環境系という生態系

の捉え方を示したものです。

生態系の基盤をなすものは

地生態系で、地球そのもの

であり、地質・地形などか

らなっています。それを基

盤にして生物生態系があり

ます。いわゆる生物社会で

す。植物がないと里山は成立しませんが、それだけではなく、たくさんの動物・昆

虫類も含まれます。そしてその中に人生態系があります。私はこれを人為生態系と

も呼んでいます。 

 生態系というのは人間だけでもなく、生物社会だけでもなく、基盤として地質・

地形や大気・海洋などからなるいわゆる地生態系があることを意外に忘れがちなの

です。 

 里山を考えるときに、森林さえ育めばいいと思うのは大きな間違いであって、地

球史があるからこそ生命史があって、人類史はその地球史・生命史の中の最新の一

つに過ぎないわけです。私たちの前に展開している里山というのは、地球の生態系

の一部にすぎないということです。地生態系、生物生態系、人生態系という広がり

の中のどこにあたるかによって里山の様相は大きく変わってきます。時間軸の中で

も変わってきます。民俗学者の柳田国男という方が的確にそういうことを言ってお

られます。景観（生態系）は変わる。変わらなければならない、変わるものなのだ

と。人間の生き方、生活様式が変われば里山の景観（生態系）も変わっていくとい

うのです。これを理解した上で、里山がどうあるべきかということを私たちは考え

ていかなければいけないのだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



過去 2万年間の里山の形成と変遷 
 

この生態系変遷

モデルは、２０年

ほど前に私が書い

た図です（辻

2002）。日本列島

の中央部、だいた

い近畿地方から関

東地方にあたりま

すが、およそ 2万

年前の後期旧石器

時代から現在まで

の生態系の移り変

わりを示していま

す。3回ほど大き

な変化点があり、

生態系が段階的に

変化してきたこと

が読み取れます。 

最初は後期旧石器時代から縄文時代への大規模な変化です。後期旧石器時代では

針葉樹が卓越するか広葉樹と混交する植生でしたが、縄文時代では広葉樹林が一気

に拡大し、同時に二次的・人為的生態系が出現します。この二次的・人為的生態系

が里山です。里山がどんどん拡大して、自然度の高い自然の生態系が作り変えられ

ていったわけです。縄文時代にすでに人間が生態系を改変して里山を作り上げてい

たのです。こういうことが２０年も前にわかっていたのですが、当時、こんなふう

に考える研究者はほとんどいませんでした。いまでは当たり前のようになっていま

すが。 

次の変化点は縄文時代から弥生時代にかけてです。弥生時代に本格的な水田稲作

農耕とそれに随伴する畑作農耕が日本に入って来て、平野部を中心に田畑という人

為生態系が作られていきます。縄文時代では森林や湿地であったところです。さき

ほどお話ししたように田畑も里山の一部と捉えることができるので、弥生時代には

広大な面積にわたって自然の生態系が里山となったことが分かります。さらに古墳

時代、古代へと、里山の森林資源は窯業・製鉄業に大量消費され、森林資源の枯渇

を導いていきます。 

三番目の変化点は中世から近世にかけてです。近世、すなわち江戸時代に入ると、

森林資源の枯渇を防ぐべく、全国的に植林が盛んにおこなわれるようになるのです。

日本人はすごいです。失ったものを植林でカバーしていったのです。その典型的な

ものがアカマツ林です。アカマツ林は中世から少しずつ増え始めますが、江戸時代

になって一気に拡大します。同時に平野部では米の生産石高を高めるための新田開

発が行われ、ますます里山は拡大していったのです。 

アカマツ林と並んで典型的な植林はスギ林です。スギ林は日本海側と太平洋側の

降水量の多い地域で盛んに植林され、藩によって厳しく管理されるほどに重要な資

源になっていきました。 



時代は新しくなりますが、昭和３０年代以降に政府の指揮の下に拡大造林が全国

で行われるようになります。この地方ではスギ林やヒノキ林になりますが、東北で

はカラマツ林も重要な要素となっています。問題なのは、有用な落葉広葉樹林を伐

採してまでもスギ林などの針葉樹林にしていったことです。結果的にはきわめて単

調な里山景観を作り出していったこと、そして、急速に外材に依存するようになり、

スギ林などの針葉樹林が放ったらかしにされてしまったことです。これが拡大造林

の一番悪いところです。農地改革についても同じことが言えます。政府の農林業改

革はことごとく失敗していると言ってもいいと思います。 

さきほどお話ししたように、地・生物・人の地域性を無視した画一的な改革は失

敗を導きます。だからこそ地域性を見極め、地域性の価値を高めるという方向性が

確認されなければならないのです。地域システム、地域の基盤を失ってはいけませ

ん。歴史的にはそのような失敗を何度も経験してきたはずなのです。 

 

縄文時代の里山、三内丸山集落生態系 
 

 まず、最初の縄文時代での里山形成について詳しく見て見ることにしましょう。 

 



この絵は、青森県の三内丸山遺跡で明らかになった「縄文里山」と私たちが呼ん

でいる縄文時代の里山を描いたものです（辻 2011）。およそ 25年間を集落生態系

の復原に費やした著名な大規模集落遺跡です。この絵にはいろいろな独自の工夫が

施されています。赤色系のところは人為度の高いところ、黄色系は人為度の低いと

ころ、緑色系は自然度の高いところです。中央の赤いところは居住域、その周囲の

紫赤色の Cゾーンはクリ林です。クリ農園と言ってもよい人為度の高い里山です。

黄色のノウサギがいる Eゾーンはナラ類などからなる雑木林です。ノウサギは里山

の象徴的な動物です。三内丸山遺跡では大量のノウサギの骨が送り場から見つかっ

ており、里山の動物を資源としていたことが分かっています。送り場とは、食料と

なり、また道具に使われた生物を葬送する場所のことで、貝塚はその典型です。そ

の周囲の Fゾーンが自然度の高いブナ林で、クマなどを狩猟するいわゆる深山と呼

ばれる領域です。あまり人が立ち入らないところです。 

 集落から海へ通じる川がありますが、ここではサケ・マス類の漁をしていたこと

が遺物から分かっています。まさに里川といえるでしょう。さらに内湾の魚貝類の

遺物がたくさん出土していますので、内湾である青森湾に出かけて漁をしていたこ

とを示しています。青森湾は里海だったのです。 

 このように三内丸山集落生態系は構造的にも整然と配列した里山と、里川、里海

が連続一体のものとなっていたことが分かったのです。一応ここでは、里川、里海

も含めて「縄文里山」と呼ぶことにしたのです。縄文時代の里山システムが明らか

になったのはこの遺跡が最初です。 

 この図は、私

が手書きで書い

た三内丸山生態

系の復原図をも

とにジオラマ化

したものです

（青森県教育委

員会）。よりリア

ルになったこと

で集落中央部の

生態系の構造が

よく示されてい

ます。大規模集

落であり、中央

には大きな道路

が、そしてそれ

を取り巻くよう

にクリ林が育成

されています。5900年前から 4000年前まで実に 1900年間もこのような生態

系が維持されていたのです。 

 

 かつての里山では、集住する人々が里山から深山にかけてのシカやイノシシ、あ

るいはクマなどの動物を狩猟することは日常であったし、食料だけでなく燃料材や

土木・建築材など植物資源も自分たちで調達できるシステムを持っていたわけです。



ところが、周辺との交易が盛んとなり、広域流通が充実することで、生活に必要な

ものは何でも容易に手に入れることができるようになってしまった。 

 海を越えての遠方との交易は、縄文時代では珍しかったと思いますが、今では当

たり前のようになっています。このような集落生態系を復原した絵を描いてみると、

現代社会における里山の有り様との違いが一目で分かるのです。 

 里山に依存することがなくなってしまっている現代社会において、里山の有り様

を真剣に考えなくてはならなくなっているのです。 

  

弥生時代以降の里山の変遷 
 

 さきほど総括的

に申し上げました

が、縄文時代から

弥生時代への移行

において日本の生

態系は大きく変化

します。大陸側か

ら完成された技術

を持った水田稲作

農耕が日本に渡来

します。これは、

大陸側にとっては

日本を領地化しよ

うとするものだと

私は考えています。

考古学者や歴史学

者、あるいはそれ

以外の農学者もそ

うは考えていませ

ん。水田稲作農耕

が日本にもたらさ

れたから日本は豊

かになった、これ

で日本文明が開花

したと考えているのです。私は単純にそのように考えてはいけないと思っています。

なぜなのかというと、弥生時代の遺跡の人骨の DNAが最近盛んに調べられていま

すが、大陸系の人の骨が圧倒的に多いからです。渡来人が稲作を携えて渡来し、稲

作農耕に適した土地を占有していったのではないかと考えるのです。もちろん、稲

作農耕が豊かさをもたらし、コメの魅力に引き付けられていったということも一方

ではあったかもしれません。それによって、土地の奪い合い、コメの奪い合い、戦

争が頻発することになったのかもしれません。 

 私は水田稲作農耕を批判しているのではなくて、弥生時代以降、日本人はコメと

いう食料に傾倒し、コメをありがたく思ってきたことは確かでしょう。しかし事の

始まりは領地化であり、それをめぐっての戦争であったと私は考えるのです。それ



によって日本の生態系は平野部から急速に変化を遂げていったのです。水田稲作農

耕と畑作農耕、それを下支えする森林資源利用は、平野から低山地・盆地へ、また

南方から北方へと伝播していきました。 

 東北地方ではこのような変化ははっきり現れてきません。とくに東北北部では弥

生時代にはならず、縄文時代が続いているという意味で、続縄文という時代が設定

されているくらいです。 

 

中世から近世：アカマツ林の拡大 
 

 この絵は、

中世後半の京

都の景観を狩

野派絵師が描

いた「洛中洛

外図屏風」の

一部です。 

国立歴史民俗

博物館の所蔵

品です。「よし

た」とあるの

は吉田神社で

す。参道にア

カマツがずー

っと植えられ

ています。京

都周辺の山は

岩山のように

描かれていて、

森林がほとん

どなくなっています。一方、洛中にはアカマツ林が作られていたのです。北野神社

の境内のアカマツ林は、ずいぶん大切にされていたようで、囲いで保護されていた

ほどです。 

 アカマツの増加は森林破壊の象徴みたいに扱われてきました。人間が自然の森林

を破壊すると、森林が無くなった裸地はまず草原となり、アカマツが次第に増加し

て、やがてアカマツ林になるというのです。生態学の研究者はそのように考えてき

たのですが、それに疑問を抱いていた私は１９８０年代に全国を歩き回って検証し

ようとしたのです。その結果、アカマツ林が形成される時期やその原因がさまざま

であって、生態学でのそれまでの考え方は間違っていることが分かったのです。よ

く調べてみると、中世後半から近世において、製鉄や炭焼き、陶磁器生産のために

各地でアカマツを植えていることが分かってきたのです。 



この写真は、国木田独歩

が好んだ武蔵野の典型的な

里山を写したものです。埼

玉県入間市三富のアカマツ

林で、現在もこのようなき

れいなアカマツ林が残され

ており、実際に利用されて

います。生活資源として活

用されているだけでなく、

観光資源としても利用され

ています。 

このきれいな景観を私た

ちは取り戻さなければなら

ないと思っているところで

す。 

 

 

  

里山の歴史を考える時に、注意しておかなければならないことは、政治が深くかか

わってくることです。時間の都合であまり詳しくは話せませんが、たとえば古代に

どのようなことがあったのかを見ておきたいと思います。 

 日本の生態系

を大々的に壊し

てしまった事例

として、古代律

令国家の形成と

並行する農地拡

大政策と都市建

設のための乱開

発を上げること

ができます。「日

本」という国号

を掲げた古代律

令国家は、何と

してでも中国に

追いつき追い越

せという無理難

題を農民に押し

付け、土地の永

代所有など法制

度を次から次へと変えていったわけです。乱開発の結果、平野から山地にいたるま

で、日本の生態系は貧相なものとなって、環境問題を拠り所にした神仏習合や、権

力の地方への分散なども並行して進行し、いわゆる広義の里山景観は大きく変わっ

てしまったのです。 



志津の景観は「蔵風得水」 

 
 ようやく草津の話で申し訳ありません。 

 私たちの住んでいる志津というところは非常に特異なところです。これは地形分

布図です。『草津市史』にも掲載されています。みなさんご存知だと思いますが、桐

生へ行く途中に、

草津川に沿って

古い岩石が露出

しているところ

があります。そ

の北から西側が

志津になるわけ

ですが、とくに

聳え立った高い

山があるわけで

はなく、草津川

の両側には丘陵

とそれを刻んで

できた平坦な低

地が展開してい

ます。この地形

は新しい地層か

らできていて、

古琵琶湖層群と

いいます。琵琶

湖がもっと大き

くて現在より南

の方にあった時

代に形成された地層です。つまり、この地層が形成されたときは琵琶湖そのもので

あったわけです。いま私たちはその上で生活しているのです。 

 琵琶湖そのものといっても琵琶湖の底であったわけではなく、琵琶湖に流入して

くる大きな河川が運んできた土砂に埋め立てられていったところといったほうがい

いかもしれません。砂や礫が多いところもあれば砂や粘土が混ざり合った泥が多い

ところもあります。その後、琵琶湖が北の方へ移動することで、堆積面は干上がっ

ていき、平坦な段丘面となっていったのです。段丘面には長年にわたる浸食によっ

て谷状の地形が形成され、段丘面の傾斜している方向に幾筋もの流れができたので

す。段丘面は平坦部が残されてはいますが、浸食が著しくて丘陵地になっていると

ころもあります。そのため、瀬田丘陵とか草津丘陵と呼ばれるようになりました。

人によって呼び方が違うのですが、これは統一しなければいけないと思います。 

堅い岩石からなる山地の隙間を流れるのが草津川です。ごつごつとした丸点で描

いてありますが、これは河川が運んできた土砂によってできた自然堤防です。花崗

岩の砂から成っているので、桐生より奥にある湖南アルプスと呼ばれる花崗岩地帯

からもたらされたものであることがわかります。花崗岩は風化しやすく、また花崗

岩地帯からの距離が短いため、砂は粗粒で、かつ急速に運搬されたため、自然堤防



となっているのです。段丘面、丘陵地に刻まれた谷状の地形の代表が伯母川です。 

 

＜志津小学校や小槻神社を擁する小高い段丘＞ 

 

私にとっての志津の里山は、草津川や伯母川、それに寄り添う田園、家々の群れ、

すなわち集落、志津小学校や小槻神社を擁する小高い段丘、西方寺や無量寿寺を擁

する同じ高さの段丘、西側に繋がる広大な段丘、東側に続く丘陵、これらが連続一

体となっている安定性のある景観です。 

このような地形景観は、風水思想では「蔵風得水」型景観と呼ばれています。山

の辺の景観で、背後に山を負い、左右は丘陵に限られ、前方にのみ開いているとい

う景観です。地中に流通する正気が水によって限られ風によって散らぬ場所に、家

を建て、死者を埋葬すれば、その気を受けて子孫の幸せが約束されるというのです。 

 このように見てみると、青地城はとてもいいところにあったのですね。その奥に

ある小槻神社、無量寿寺、西方寺といったいわゆる聖域は集落や低地を見下ろすと

ころに造られており、際立って聳え立っているわけではなく、懐に抱かれるように

立地しています。 

 残念なことは、「蔵風得水」型景観の南部の大半が工場や大学、病院によって占め

られることになり、開発によって一気に里山が無くなっていったことです。景観と

してもっとも

重要なところ

に大規模な工

場や施設が立

ち並んでいる

ありさまには

心痛むものが

あります。 

 

 ところで、

辛うじて取り

残されている

里山について、

現状を見てお

くことにしま

しょう。これ

は志津の段丘

から丘陵部の

自然度を示し



てあります（草津市 1980）。自然度の高さは森林がどれくらいあるかによって決ま

ってしまうほど、実は単純なのです。谷底には田園しかなく、田園以外は宅地とし

て開発されてしまっています。このようにして見ると、志津の段丘・丘陵部は比較

的自然度が高いということになります。もうこれ以上開発してしまってはだめです

ね。これが青地城址ですが、城池がかつては二つあったのに、今は一つだけになっ

てしまっています。残っているこの城池は絶対守らないといけませんね。 

 これについては後でも話をしたいと思いますが、青地城址など史跡や文化財を生

かしたまちづくりを里山づくりと並行して、あるいは同時に進めていく必要がある

かと思います。草津市はあまり重点的にやっていないということは、南部の開発の

状況を見てもよくわかります。恥ずかしいですね。 

志津というひとまりの連続一体の「蔵風得水」生態系は、名神高速道路によって

ごっそりと奪われ、それだけでなく、これを境に地理的分断が引き起こされていま

す。同じようなことが新幹線によっても引き起こされており、生態系が地理的分断

を引き起こされており、文化の分断も眼に見えて進行していくでしょう。 

 

 これは草津市の植生図です（草津市 1980）。昭和 54年にこんな立派な植生図が

描かれていたのです。志津の段丘・丘陵部はアカマツ・モチツツジ群落から成って

いて、主としてはアカマツ林と言ってもいいところでしょう。昭和 54 年ですから、

私もかすかに覚えているのですが、そのころはまだマツタケがいっぱい採れていま

した。私の小さいときはマツタケだけですき焼きなんかやっていたと思います。い

まから思うととても贅沢なことをやっていたんだなと思います。 

 いま、とてもそんなことはできませんよね。そもそもアカマツ林が無くなってし

まっています。里山の面倒を見なくなって、アカマツ林は松枯れによってほぼ消失

してしまったのです。健全なアカマツ林が亡くなったのだから、マツタケが生えて

くるはずがないのです。 



今どうなっているかというと、アカマツ林はほぼ無くなっていますが、アカマツ

林になる前の植生に戻ろうとしているところです。このあたりは本来、照葉樹林あ

るいは暖温帯常緑広葉樹林であったと考えられるところで、カシ類やクスノキ科の

数種が森林を作っていたところです。いま、カナメモチや、とても多くなっている

樹木にサカキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、アラカシというのがあります。照葉樹林の

二次林ですね。これを放置しておくと、やがて照葉樹林になってしまって、自然度

の高い植生になるのですが、それはもはや里山といえるものではありません。薪炭

材など資源を効率よく利用できる資源林ではなくなり、人間の生活からどんどん遠

ざかって行ってしまうのです。 

 

志津の里山と似たようなものがないか全国を調べてみると、実は景観としてもと

ても似たような所がありました（中村俊彦 2004）。それは、遠方ではありますが、

房総半島の中ほどにある段丘地帯なのです。段丘は地形的には台地といっています。

 
台地の上にはスダジイやヤブニッケイ、シロダモ、クスノキなどの常緑広葉樹が

あり、照葉樹林が見られます。台地の上は土地的には乾燥しているので畑が広い面

積を占めています。台地の斜面や谷地形には竹やぶや寺社もあって社叢林ができて

います。台地の周辺にはやしきがあって、それぞれに屋敷林が創り出されています。

台地に刻まれた谷底や低地は田園になっています。屋敷林にはケヤキやエノキとい

った比較的背が高くなる落葉広葉樹が茂っていて、これが防風などの役割を果たし

ています。 

 千葉県ではこのような里山景観を保全し、維持していこうと自治体と住民が一体

となって運動を展開しています。千葉県立中央博物館と市民がさまざまな取り組み



をしており、谷戸の生物多様性の保全や環境教育への活用など多面的な活用がなさ

れています。これは里山づくりの一つのお手本になると思います。 

 里山とは水田や畑と同じであって、資源を使わなければ里山を維持することはで

きません。伐って使うというのが基本ですが、伐った場所には新たに苗を植えてや

って生産も行わなければなりません。目的に応じて落葉広葉樹林にするなど、活用

の仕方は多様であり、いろんな使い方があるので、柔軟に活用を考えて行けばいい

のだと思います。なによりも、立ち入ることもできない、散歩することもできない、

そういった放置状態の空間を作らないことと、まめに利用していくことが持続可能

な里山生態系にすることにつながるのです。 

 里山生態系を維持していくうえで重要なことは、基本的には連続一体のものであ

るという認識です。土地所有者が違えば立ち入り禁止になるというのではなく、相

互の理解を深めつつ、串刺しに通じるような道をめぐって、きれいな里山景観を散

歩できるような意識改革が必要になってきます。こうした里山像を実現していくた

めには、県や市の理解も必要ですが、何と言っても住民の相補的・相加的な方向性

をもった意識改革が不可欠であることは言うまでもありません。 

 

里山をめぐる諸問題 
 

 この図は、長い

年月をかけて創り

出し、維持管理し

てきた里山の状況

と、利用しなくな

ってからの里山の

衰退・変貌の様子

を示したものです

（中村俊彦 2004）。

里山が里山でなく

なっていく、それ

は何が原因してい

るのか、なぜこん

なに樹木が枯れて

しまい、茫々な景

観となり、荒れ地

になってしまって

いるのか、それに

はいくつもの原因

があるのです。 

 そもそも山に入らなくなった。山の掃除をしなくなった。燃料材も必要でなくな

った。今、化石燃料の時代で薪は必要なくなった。炭も必要でなくなった。ところ

が一方では、化石燃料を今後は使ってはいけないという。脱炭素社会の実現に向け

てさまざまな取り組みが提案されている時代になっています。そこで考え直さなけ

ればならないのは、里山生態系という環境にやさしい資源の生産と消費という面で

は抜群に優れたシステムを復活させ、なおさらに脱炭素社会を成り立たせる効率の



よいシステムを作り上げることが求められています。 

 房総の台地地形における里山システムにおけるさまざまな問題点は、生態系がよ

く似た志津の里山システムにも共通するところがたくさんあります。こうしたもの

を参考にしながらも、志津の里づくりをブランドにすべく活動していくことは決し

て無駄なことではないと思います。 

 

里山の観察・資料蓄積 
 

里山づくりの基本は、里山に足を運んで、里山とはどのようなところなのか、ど

のような生き物たちがいるのかを観察し、経年観測を続けながら、生き物たちの記

録としての資料を蓄積していくことだと思います。どこでもいいのですが、たとえ

ばこのセンターの一角にでも資料を蓄積し、博物館のように公開活用できるように 

 

することも前向きに考えていくべきだろうと思います。これまでの博物館活動とい

うのは、資料を収集し展示することでしたが、里山そのものをフィールド・ミュー

ジアムにして、現地での人々の生き方や生き物たちの生活の様子を観察し、現地で

の情報を蓄積することも積極的に考えていかなければなりません。これは体験学習

というものではなく、フィールドワークなのです。ここで得られた試料は０次情報

と呼ばれています（中村俊彦 2004）。 

フィールドワークを通して、資料の総合化の道筋が見えてくるはずです。月に１

回でも複数回でもいいと思います。田畑、川、山、居住域を含む里山は一年を通し

て変化していき、季節ごとに特異な内容を見せてくれます。人々の生き方、仕事の

仕方も変わっていきます。できるだけ里山にふれる機会を多くして、放置され荒れ

果てた里山でも、また、そうではなく整備が行き届いた里山でも、現状を捉えてい



くことによって、これから先の方向性も見えてくるものと思います。 

 私の家も、畑作りは継続しているものの、水田の方は労働力がないので休耕田に

しています。このような休耕田は年々増加しつつあり、全国的にもその利活用につ

いてさまざまな取り組みが検討されています。休耕田を利活用する方法はいくらで

もあり、かつて私のところでもやっていましたけれども、土地はないけれども野菜

を育てたいという人は近くにいっぱいおられると思います。皆さんで、休んでいる

田んぼをうまく生かしていくということを積極的に考えてもいいのではないでしょ

うか。その仕組みをみなさんと考えていければと思います。 

 私たちは生活のために土地を開発し、土地利用をしてきました。人間が創り出し

た土地は、つねに人手をかけて維持しなければ、荒れ地と化してしまい、手の付け

られないような醜い塵溜のような空間に変貌してしまいます。人間の無責任さが問

われることになります。 

 

史跡や文化財など歴史・文化景観の整備と活用 
 

 最後に一つ、提案をさせていただきたいと思います。里山景観のなかでも象徴的

な景観が志津には何か所もあると思います。先ほど「蔵風得水」について話をしま

したが、その中には古い歴史を持ち、かつ文化的にも拠点となってきた歴史的・文

化的景観があります。先ほど挙げたものでは、青地城址、小槻神社、無量寿寺、西

方寺がありますが、この志津にはまだまだ歴史的・文化的景観と呼べるものがある

はずです。史跡あるいは遺跡とされているところも複数個所あります。たとえばで

すが、こうした歴史的・文化的景観を「志津八景」に組み込んで、「蔵風得水」型景

観の中核的景観として整備と活用を推進していくことも将来性のあることと思われ

ます。もとより歴史的意義をもつものですから、後世に誇りをもって伝えていくこ

とは義務のようなことだと思います。歴史的・文化的景観は現代に生かしてこそ存

在意義を増していくものであり、私たちの歴史観、文化レベルが問われているよう

に思います。 

 さらに言えば、こういった活動は地域の文化レベルの向上を促進し、歴史や文化

といった環境要素の認識レベルを高めることにもなります。これからの時代は、地

域性という宝物を探し出し、地域知の体系を生かしたまちづくりに向かっていくで

しょう。志津という地域の良さや特徴を探し出し、それを歴史的・文化的景観とし

て継承していくことに誇りを持てるようにしたいものです。 

歴史的・文化的景観、たとえば「志津八景」「志津十景」「志津二十景」などとい

った名所設定とその活用が、新たなツーリズムを生み出す可能性に期待してもいい

のではないかと思います。一方では、こうしたことが環境教育に貢献することも期

待できるでしょう。 

 7月 27日に世界文化遺産に登録された青森県の三内丸山遺跡や岩手県の御所野

遺跡では、「自然との共生」の検証として「縄文里山」づくりが試みられており、私

が中心になって事業を推進してきました。いずれの遺跡でも、市民参加型、小・中

学校の参加、住民ボランティア活動が大きな支えになっています。 

 

 

 

 



終わりに代えて 

 最後に私が里山で実践している事例を見てください。道路脇にこういう竹の杭を

さしてあります。これ、何だと思いますか。 

 

「♪ウサギ追いし

かの山、小鮒つり

し・・・」 

 これ、前に住ん

でいる子どもが気

づいてくれたんで

す。「何でこんなに

高さがちがうの？」

と。こういうふう

にして、山に関心

を持って、ここを

遊び場にしてくれ

たらいいなと、そ

んなふうに思って

いろいろな試みを

しております。 

  

 

これで最後です。今朝咲いた朝顔を見ていただきます。 

 

 これは江戸時代

の後期に見つけ出

された変化朝顔と

呼ばれる突然変異

体の一つで「糸柳

采咲牡丹」です。

突然変異遺伝子を

複数持っているも

ので、地道な観察

によって見つけ出

されたものです。

「パフォーマンス

の極致」といわれ

たほど世界の園芸

をリードした証人

です。とんでもな

い生き物が里山から見つけ出される可能性は多分にあります。里山は未知なるもの

の宝庫かも知れません。（終） 

 

 



講演概要（辻誠一郎さん資料） 


