
分科会「森と水と人々の営み」 太田猛彦プレゼンテーション

・森は自然環境を構成する要素の１つであり、地域／地球の環境を保全

している。

・森は４億年近くをかけて、人類を含む生物多様性豊かな現在の地球環

境／地域環境を創りだした。

・森は生物多様性の宝庫であるばかりでなく、木材やきれいな水を供給

してくれるなど、いわゆる「多面的機能」を持っている。

・森と水が出会うところ（例えば渓流）では、生物多様性はより豊かになる。
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・森の現状／問題点は、世界、特に途上国の場合と日本の場合に分けて

知る必要がある。

・世界の森は途上国を中心に今も減少／劣化し続けている。

→それは生物多様性の保全や地球の炭素循環に悪影響を及ぼしている

ほか、気候システムや水資源の利用にも影響を及ぼしている。

・多くの国で森林伐採規制が行われているが、違法伐採が後を絶たない。

・森の問題とは別に、途上国を中心に、水不足や水汚染の問題が深刻に

なっている。
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・一方、途上国と異なり日本では、森の蓄積（森の木の量）は過去半世紀の
間に2.5倍に増加している。森は（量的には）豊かになっているのである。

●日本の森の歴史を正確に知ってほしい。その上で現代の森の問題を理
解して欲しい。
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日本における植生の変遷
かつて里山は荒廃していた！かつて里山は荒廃していた！

A history of Japanese forests
In the past, community forestsIn the past, community forests

((SATOYAMASATOYAMA) became run) became run--down !down !



Forests became run-down in the past (Aichi Prefecture).

昔、山は荒れていた（愛知県）

5（愛知県所蔵）



昔、山は荒れていた
緑の万博（愛・地球博）会場も

6（愛知県所蔵）



Forests became run-down in the past. Many of them were 
devastated, though not totally destroyed (Okayama Prefecture).

はげ山でなくても、瘠悪林地（せきあくりんち）（岡山県北部の状況）

7（岡山県所蔵）



Riverbeds were filled with sand 
(Okayama Prefecture).

There are no rivers in Japan at present that are filled with sand as they used to 
be in the past. 今、このように土砂がいっぱいの川は、全国に一つもない

この頃、河床は土砂でいっぱい（岡山県）

8
（岡山県所蔵）



多摩川源流域の水源林の荒廃状況

Community forests became run-down in the past. There 
were no forests in the headwater areas in Tokyo.

（東京都所蔵） 9



（青森県所蔵）

現十和田市での1950年ごろの水源林造成風景

Aforestation in the headwater areas in 1950．（Aomori Prefecture）
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No dense forests are found in 
Hiroshige’s paintings.

歌川広重の作品に豊かな森は出てこない
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白神山地に続く里山にも森はない

Neither were there any healthy community forests in 
mountains spreading beyond the Shirakami Highlands.

幕末の絵師平田魯仙の「暗門山水観」 １

Landscape around the Anmon Waterfalls (Anmon 
Sansuikan) by Hirata Rosen in Edo era.
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幕末の絵師平田魯仙の「暗門山水観」 2
Landscape around the Anmon Waterfalls (Anmon
Sansuikan) by Hirata Rosen in Edo era.



100年前の

土地利用

Land use in Japan 

circa 1900

農業的土地利用 16.75％

森林 65.48％

都市集落・道路・鉄道

4.13％

その他 13.64％
（荒地10.68％、砂礫地0.56％）

氷見山幸夫（1992）：日本の近

代化と土地利用変化 より

Agriculture

Forest

Urban area
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History of forest exploitation and other forms of land use in JaHistory of forest exploitation and other forms of land use in Japanpan

Area
Cities

Forest areas

Ravaged mountainsides

Arable land

Meadows, burnt fields, etc.

Natural forests

Fuel-wood  
forests

Timber forests

Artificial forests

A.D.

Compiled based on Yorimitsu (1984)
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・日本の森林は数百年ぶりの緑を回復している。

・しかし、「森林は荒廃している」と言われている。

・里山の森が農用林・生活林・燃料林として使われなくなった。

→森と人々との伝統的な「良い関係」が崩れた。

→自然と人が協働で創りあげた里山の生物多様性が危機に瀕している。

・奥山の森が人間活動の影響（伐採・開発・登山・観光・大気汚染）や獣の食
害で劣化している。

→奥山の貴重な生物多様性が危機に瀕している（生息環境の破壊・外来種
の侵入・温暖化など）。
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・人工林が（安い外国産材の輸入による）林業の衰退で（間伐・枝打ちな
どができず）手入れ不足となり、荒廃している。

→土壌侵食や濁水による国土の荒廃、生物多様性の減少等が起こって
いる。そして、林業の衰退は結果的に日本が（人工林が成長しているにも
かかわらず）輸入材に頼る国になっている。

→特に人工林の荒廃は水資源にも悪影響を及ぼしている。

・一方で森林の全体的な成長（蓄積の増加）は山崩れの防止や洪水の緩
和に役立っているという事実もある。

・したがって、現代の森林は「質的に劣化している」と言うべきである。
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（課題と解決策）

・途上国では森の減少をストップさせ、さらに植林により森林を増加させ
る必要がある。

・特に熱帯林は生物多様性が豊かであり、その生物多様性を保全する
必要がある。

・同時に、持続可能な木材生産を行う必要もある。その理由は、木材の
利用はカーボン・ニュートラルであり、低炭素社会構築のために必要だ
からである。

・特に熱帯雨林は太陽と水に恵まれ、森林の成長が著しく、木材の生産
に有利である。
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・しかし、熱帯林は森林土壌が貧弱であるという、持続可能な木材生
産を難しくする特別な性質を持っている。

・途上国に限らないが、生物多様性の保全などに配慮する「適切な森
林管理」の下での木材生産をうながす有効な方法として、FSCなどの

森林認証制度を活用することが考えられ、実際に熱帯林の管理にお
いても活用が始まっている。

・すでに述べたように、途上国では水不足が深刻な問題になっている。
水資源の利用では生活のための人々の利用を優先せざるを得ないが、
自然（生態系や気候）が使う水にも配慮する必要がある。
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・日本でも、その森の豊かな生物多様性を保全し、同時に持続可能な木材
生産を行う必要があるほか、森林の国土保全機能、水質保全機能など、い
わゆる森林の多面的機能を総合的かつ持続的に発揮させる必要がある。

・その際、日本の国土の特徴を十分考慮することが必要である。

・プレートの沈み込み帯に形成された列島
・・・急峻な地形 もろい地質 火山活動 地震活動 平地が少ない

・アジアモンスーン（温帯）
・・・亜熱帯～亜寒帯 夏季は多雨・冬季は少雨 日本海側は多雪

台風などの気象災害 稲作農耕の伝統 高い人口密度

・先進工業国
・・・都市化 集約的土地利用 高度な経済システム 高い人件費

→日本型の森林管理 24



・林業セクターは持続可能な木材生産、効率的な木材利用のシス
テムを構築すべきである。

・森林保全・自然保護セクター（環境省、国有林など）は生物多様性
保全の取り組みを充実させるべきである。

・木材を生産する森林でも生物多様性を高めるべきである。

・急峻な地形、豪雨や地震、火山の多い日本では、森林の国土保
全機能・水保全機能も重要である。

・木材を生産する森林でもこれらに配慮すべきである。

●「適切な森林管理」を前提とすれば、積極的に木を伐って使うこ
との重要性を理解して欲しい。

それは、いまや豊かになった日本の森林資源を地球温暖化防止
のために生かすこと、同時に途上国の森林を違法伐採などから守
ることを意味している。
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・一方で土砂災害や洪水氾濫を防ぐため、あるいは水利用のため、森
林内や渓流・河川などの自然域に多数の人工構造物が建設され、ある
いは植生が改変されている。それらは時として生物多様性の保全に悪
影響を及ぼしている。特に水辺の自然の再生が重要である。これらは
河川・砂防・治山セクターへの要望である。

・森林の水保全機能は私たちにとって重要な機能である。水源の森の
管理にとって人工林の適切な管理、水質の管理、下流の都市からの支
援、市民の応援が不可欠である。

・要するに森林の適切な管理は総合的、一体的に行うべきである。
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熱帯林の森林土壌の特徴

熱帯林 温帯林 亜寒帯林
薄い土壌 泥炭化

The soil thickness is very thin in the tropical forests.

Tropical forest                           Temperate forest      Boreal forest 
peat soil

27



適切な森林管理と森林認証制度

・「適切な森林管理」とは、生物多様性の保全や水土保全などの環境に配
慮し、労働者や地域の人々の権利を保障しつつも、経済的に潤う持続可
能な木材生産行われることで、それを第三者が認証するシステムが森林
管理認証である。

・さらに、認証された森林から生産された木材が他と混ざらないように製品
化され、消費者に届けられるように第三者がチェックするシステムをCoC
認証といい、森林認証制度は両者から成り立つ。

・私たちは森林認証制度を利用することにより、具体的にはFSC等のロゴ

マークが付された製品を購入することにより、適切な森林管理を応援する
ことができる。

28

（環境保全管理する現場の取り組み）

・適切な森林管理はすでに行われている・・・



ＦＳＣ森林認証制度

■森林管理の認証；FM認証 世界的な基準で森林管理を審査・認証

28.1
％

適切な森林経営がおこなわれているか
を、ＦＳＣが定める「10の原則と56の
規準」をもって審査。
環境を保全し、社会的な利益にかない
経済的にも継続可能であるか？

適切な森林経営がおこなわれているか
を、ＦＳＣが定める「10の原則と56の
規準」をもって審査。
環境を保全し、社会的な利益にかない
経済的にも継続可能であるか？

■加工・流通の認証；CoC認証 製品のトレーサビリティを保証

認証された森林から切出された木材が
加工・流通する過程で、他の木材と混
ざらないよう管理されているかを審査。

認証された森林から切出された木材が
加工・流通する過程で、他の木材と混
ざらないよう管理されているかを審査。
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ＦＳＣ認証製品ができるまで

28.1
％

■森林管理■■森林管理■ ■製紙会社■■製紙会社■ ■紙製品製造会社■■紙製品製造会社■ ■印刷会社■■印刷会社■

ＦＭ認証 ＣｏＣ認証 ＣｏＣ認証 ＣｏＣ認証

ＦＳＣ認証製品の事例

「絵本小冊子」

ＦＳＣのマークが付いた印刷物は、
森林管理の現場から印刷会社まで
認証のチェーンで繋がっている。

ＦＳＣ認証製品の事例

「絵本小冊子」

ＦＳＣのマークが付いた印刷物は、
森林管理の現場から印刷会社まで
認証のチェーンで繋がっている。
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FSC森林認証の森

Forest Stewardship Council

FSC Forests
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（環境保全管理する現場の取り組み）

・生物多様性を保全するなど「適切な森林管理」を森林認証制度を活用
して実践する取り組みは、日本では2000年頃から始まっている。

例えば、FSC森林認証制度における日本の認証取得状況は

森林管理認証 33箇所 約370,000 ha

CoC認証 約1000 事業者（世界第5位） ＜2010年7月現在＞

・水源の森を守る運動は各地で古くから行われている。国の水源林造成
事業や水資源の恩恵を受ける都市の水源地支援は長い歴史がある。

・最近は県レベルでの森林環境税の導入のほか、市民レベルのボラン
ティア形式の森林施業支援が盛んである。
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（熱帯林を守るために日本林業ができること）

・持続可能な木材生産や無駄のない森林バイオマスの利用によ
り豊かになった森林資源を生かすこと。

・私たちは国内産・外国産を問わず、FSCなどの認証製品をもっと

使うこと。

→私の身の回りに認証製品が目立つようになれば、自ずと世界
の森林が守られる。
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（私たちにできること）

・私たち個人もまず、世界と日本の森林の現状と森林の適切な
管理の内容を正しく理解しよう。

・また森林認証製品やウッドマイレッジの小さい製品を積極的
に購入するなど、賢い消費行動を通じて森林の保全に参加し
よう。

・そして、何よりもまず自然に親しもう。ボランティアなどとして森
林の管理に参加すればもっと素晴らしい。
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（COP10に向けて）

・政府や国際機関は世界の森林の保全／森林条約の締結に努
力して欲しい。

・木材生産を行う森でも生物多様性の保全に努力するべきであ
る。FSCはそれを重視した適切な森林管理を求めている。
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