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森 林 の 効 用

寺田正博

「緑 (森林)の効用」は、二つに大311さ れる。一つは森林が人間の精神と肉体の画面に

直接働きかけることによって、豊かな入問性の育成と向上に寄与し、人間生活の福祉と健

康を増進するものである。これは、他の何物によっても代替することができない緑、森林

に固有の本質的な働きである。もう一つは、森林がその周辺の環境に対して防護的、保全

的に働き、間接的に人間生活の健康や安全に寄与するものであり、これは森林以外の他の

代替物、技術、政策手段によって、置き換えができるものである。前者には、風致、情緒

快適性、保健・体養、心理的・教育的な働きが属し、後者には大気汚染や気象の緩和、防

音、防火、災害防止、水源洒養などの物理的・科学的な働きが属すると考えられている。

大阪自然環境保全協会・前会長、高橋理喜男氏は、前者のことを森林の固有効果、後者

を対症効果と呼び、固有効果こそ森林の主要効果であり、それに対して、対症効果は副次

効果にすぎないというている。 (林業経営研究所編『都市林』農林出版.1972)
都市環境が質的に低下した今日、それに応じて都市におけるiFfや森林の必要性がたかま

るかのごとく考えがちであり、実際にそうなっている。しかし、これは錯覚である。環境

悪化とは無関係に、森林には本来住民との接触によってその生活に快適性を与えるという

独自の存在理由があるのである。森林が環境悪化に対する対症療法として期待され、用い

られるのは けつしてありうべき姿ではない。

対症療法に期待するのは本末転倒である。森林が持つ本来の固有効果が満喫できる環境

それをとりもどすことが最重要課題なのである。

ところが、対症効果のほうは自然科学的にその効果を数字で表現しやすいが、固有効果

は心理的・感覚的な効果であり、数字で表すことがむずかしい。このため実際に重要な固

有効果がなおざりにされている傾向がある。数字で説明できないものは、説得力がないと

する風潮があるからだろう。

しかし、数字に表現できないところにこそ、森林のほんとうの存在価値があるのではな

いでしょうか。その意味では、森林の存在は、芸術と似ているといえるかもしれない。音

楽、絵画、彫刻、工芸、文学などの芸術作品が人間生活にどれほど恩恵を与えてていか、

誰もがその存在価値を認めており、わざわざその価値を数字で表現するまでもないだろう

森林は幾つもの効用を合わせ持ち、複数の効用を重複して得られることも重要な特徴で

ある。効用を一つ一つ個別にとり上げても、社会の期待ほどの効果が疑わしいもの、また

他のものに置き換え可能、あるいは代替物の方がより効果的である効果も多い。しかし重

要なことは、森林はいくつもの効用を兼ね備え、一人三役どころか一人十役二十役の働き

をすることである。         '
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そのうち金額に置き換えることが可能なず部の物理的な機能を中心に評価額が募出され

ています。それによると合計で、年間約70兆円と評価されています。

二酸化炭素吸収、化石燃料代替、表面侵食防止、表層崩壊防止、洪水緩和、水資源貯留

水質浄化、保健・ レクリエーシヨン等。 (日 本学術会議答申「地球環境 `人間生活にか

かわる農業及び森林の多面的機能の評価について」平成 13年 )

しかし、森林 (緑)の効果は「見ているだけでも気持ちがいい、心が和む」。これこそ

森林の効用の本質であり、森林 (緑)の固有効果 ―主要効果 ‐と呼ばれている_

参考引用文献  「森の文化史」只木良也  「2004そ こが知りたい」林野庁 他

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、

かつ消え、かつ結びて、久しくとどまるたるためしなし。世の中にある人と栖と、またか

くのごとし」。鴨長明は、流れや うたかたをみて無常を感じつつ、日に見えない時間、時の

ことを考えていたのであろうか。時は旧の暦の時代、生きとし生けるもの全て、宇宙の根

源、太陽の機り有る中で生かされ、その暦に従らて生活諸事万般していたのであろうに。

所で暦とは [倭謝1栞」によればt日 を数えるものであり、時の流れを測る方法とあるが、

その「時」とは目に見えない抽象的な概念で、物理学者の飯の種でもあり、哲学的な興味

ある問題でもある。古来人類はこれを客観的な流れに置き換えたのである。未来もやがて

現在に、現在は瞬く間に過去となるのである。永遠の過去から、永劫の未来まで悠久に流

れ去り、時間の矢は決して止まらないのが時である。そこで古代の人は夜空の星や月、太

陽をながめてその単位を、遥かかなたの太陽と月におき、地球の自転一日を基にして、秒

の単位を定め、太陰、すなわち月の運動からひと月を決めたのである。暦の発生は人類の

生活の必要から生まれたもので、その生活の区切りといえば、一日ひと月一年である。こ

の旧暦すなわち太陰太陽暦は、四千年前に、中国で経験則と統計学から編み出され、農歴、

,生活歴として使われていた。我国では持続天皇四年 (690年)の 11月 から使われるように

なつた。季節の節目に配された秋分・立冬などの風雅な名称の二十四節気は、四季折々を

肌で感じる日本人の季節感の表れとして、現在でも暦の中で使われている。

ところが黒船ならぬ黒時計到来 (新暦)で大騒ぎ。明治維新明けて、明治御一新の精神

が旧習を改め、知識を世界に求め、我国文化を二烈も早く欧米諸国の域まで高めるために

も、暦法の改革は急務であつた。当然、暦道の権威、陰陽頭の土御門家も絡んで。当時、

福沢諭吉らは太陽暦の利便性と、世界の流れに乗り遅れると、盛んに民衆にその説明責任

を果たしたが.しかし当時の民衆は生活に密着した掴暦のほうがはるかに便利で、太陽暦

は矛盾に満ち、毛唐人の恥辱を受けると悲憤懐慨していたのである。明治 8年出版の小川

為治の「開化問答」の中にt「これ迄の暦なれば四季の気候を始めとして、天気の様子、潮

rの満ち引きに至るまで、恒に定まりおりて大抵かはらぬ事なれば、職業を営む便利は勿論、

す衣服其の外の用意に至りても自然に都合良く、奎ひたる事でござるを、改暦以来は盆も工

月もごたまぜして、櫻が六七月頃に咲き、雷や雹が十月頃になりはためき、雪や霰が四五

月項に降る次第なれば、かの土用綿入れに寒帷子という諺に背かずして、万事に甚不都合

のみ多きことでござる。全体暦は百姓が之を用ひて其仕事の目的を定むる事ができません。
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月例会  「仏隆寺から室生寺へ」に参カロして 小山 直方

9月 21日 、近鉄榛原駅前に 9130に集合し車で路線バスの高井停留所に行き、最初

の目的地、仏隆寺へと出発した、広い舗装道路で歩き易い、時々車に出会う。総勢12人。

民家が切れると山の斜面にはスズメウリ、ツルニンジン、ハグロソウ、ヒカゲノカズ

ラ、アカバナ、ツルリンドウ、ゲンノショウコ、シシウド等が次々と見られ休む暇も無

く′
ltしい、 更にツリフネソウ、フシグロセンノウ、ヤクシソウ、キクイモ、アキチョ

ウジ、クサノオウ、イボクサと見つかり種類の多いのに驚かされた。この辺りで「小さ

な野良猫」に付き纏われて閉口した。

一時間ほどで仏隆寺の門前に着いた。仏隆寺を見上げるとヒガンバナが沢山咲いてお

リヒガンバナで有名なお寺である事が良くわかつたが、少し盛りは過ぎていた。例年よ

り季節が早い様に感じられた。又、長い石段の途中には、樹齢 900年の県天然記念物の

サクラの巨木が見られた。

197段の石段を上がり参拝し、自岩神社を通つて水車の上からコースに戻り次の目的

地唐戸峠へと向かつた。ここからは樹木の生い茂づた山中に入り今までと様子が少々変

わつた。谷側の本にマタタビの実がぶら下り、道の端にはコアジサイがあり、暗い感じ

である。

唐戸峠には「役の行者」を祀る社があり、ここの東屋で昼食を摂つた。この周辺には

ミヤコザサが茂つており、その中に赤い物が見えたので、何かと思いミヤコザサを押し

開けてみたら、そこに背丈 50c m程の茎も何もかも総てが真赤で何本もの真赤なバナナ

の様な房がぶら下がつた「ツチアケビ」が生えていた。この様な所で「ツチアケビ」に

出会おうとは思つてもいなかつたので驚いた、珍しいので全員で眺め、写真を撮つたり

した。又ここにはオトコエシの白い花も咲いていた。

ここからは下り坂で道も広くなり天王橋、室生寺へと降りていつた。足元には、ヤマ

ジノホ トトギス、ヨシノアザミ、アキノウナギツカミ等が咲いていた。途中、カ トラ池

で横道に入リアケボノソウの群落やミカエリソウ、シュウブンソウ、マツカゼソウ等の

花が咲いているのを眺めた、又、タケニグサはカサコソと鳴る実を着けていた。

本道に戻り、暫く進むとサクラ並木があり天王橋に着いた。岩角を由がると新しい植

林地に金網が張つてあり、その金網の道端側に直径 20c m程の丸い大きな縞模様も美し

いキイロスズメバチの巣があり、蜂がプンプン飛んで出入りしていた。刺されては大変

なので全員そつと走り抜けた。又、小型の蛇にも 2～3度出くわしたが蛇の方で逃げて

いった。

腰折れ地蔵から右の急な階段を降りたが、ここにはイヌコウジュ、アキチョウジ、イ

ヌショウマ、オミナエシ、ツリガネニンジン、等が咲いていた。西光寺の前には天然記

念物のシダレサクラの巨木

が生えていた。更に降ると深い水路にツリフネソウの赤い花の群生があった。

坂を降り切つた所が、室生寺の門前で 14:20頃 に着いた。ここで解散し、14:50の
パスで近鉄室生口大野駅へ出た。
天気予報ではここのところ何時も雨だと言われており心配していたが、今日は雨も降

らず天候に恵まれ良い一日であつた。今日の観察会はハプニングも多かつたが、花の種

類 等 多 か つ た の は 担 当 者 の 事 前 調 査 の 結 果 だ と 思 わ れ た 。
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10月度 例会報告 「秋の明日香路を・・・・」

・ 同 時  10月 21日 (本)曇りのち晴れ

・場 所   明日香村遊歩

参加者は8名 でいつもより少ない員数でしたが、フイフイガヤガヤと、楽しい 1日 でした。

参加者全員に感想を一ロメモの形式で書いてもらいましたので、以下に報告します。

☆台風‐過さわやかな秋晴れの下、めどかな飛鳥を歩かせていただき、満喫しました。

珍しい本 (リ ンボク)やナンバンギセルも教えていただき、蝶や赤とんぼにも出会え本

当に楽しい 1日 でした。ありがとうございました。

★天気予報通り昼前からとてもいい天気になり、飛鳥の里の普通では通らない所にも連れ

て行つていただきました。のどかな気分で散策し、本や草花、実などの名を教えていた

だき楽しい時でした。昔の飛鳥と違い、整備された飛鳥になっていました。

☆台風一過の青空の下、気持ちよく飛鳥を歩きました。チカラシバ、ススキなどの草花そ

して、かかしが歓迎してくれました。何時来ても飛鳥は気持ちの体まる良い所です。次

の機会は徹底的にドングリを勉強しようと思いました。

★美しい田園風景を見ながらの観察会でした。ルリシジミ、ベニシジミ、タテハチョウ、

キセキレイも飛んできました。ナツメ、グミ、マキの実も味見しました。初めて見たの

はウコンの花とナンバンギセルどちらも美しい花でした。昨日の台風がうその様なよい

天気に恵まれ、とても気持ちの良い 1日 を過ごしました。

☆台風一過、秋天戻る。祝戸ゾーンを漫歩。秋の風情を堪能。ルコウソウ、フレモコウ、

ナンバンギセル秋の草花に歓声.苅田のヒコ生え、藁塚、多武峰の山容、遠く葛城、二

上山を望み充実した 1日 を過ごす。橘寺近くの稀有の大本 (リ ンポク)が印象に残る。

大風の 過ぎて飛鳥の 秋深む

★台風一過、午前中は曇り空だつたが、午後は素晴らしい青空が顔を見せてくれた。緑の

山々や田園風景の中をのんびりゆつくり語らいながらの楽しい観察会だつた。今年見ら

れなくて日惜しく思つていたナンバンギセルに出会え、幸せ一杯の 1日 だつた。幹事さ

んお世話様でした。

☆台風 23号の通過後の秋色の明日香路。黄金色の稲穂も残る稲測のカカシ展もそろそろ

終わり、寂しさが残る。しかし、明るい明日香路には小学生の修学旅行生が楽しそうで

あつた。

★絶好の日和に恵まれた癒しの 1日 !!明 日香に来ると、特に秋はルコウソウ、キリンソ

ウ、フレモコウ等の群生があつて面白い。期待 していたのになかったのが「タンキリマ

メ」。雪 (冬)野草 (春)新緑 (夏)野花 (秋)と何れの季節も何かが私たちを待つてい

る明日香路へ皆さんも気軽にお出かけください。稲渕の案山子も首を長くしていました。
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そろそろシベリアから越冬に渡つてくるツグミは、繁殖期に

はとてもいい声で囀ります (春の渡去前には時 練々習を始めて

いるのに出会えます。)が 日本に着いてからは、ほとんどクフシ ル「

とかキュルルとか日をつぐんでの地鳴きが普通でづ

「ツグミ」と名付けられました。柿の実や本の実t

芝地や河原など明るい地上で葉っぱをひつくり返 t

捜します。早足で数歩歩いてはピタッと身体を反≧

るまさんが・・・ 。ころんだ !Jと 余裕で遊んでい,

かつて、渡つて来たところをかすみ網で大量に捕燿

の歴史があつたようには見えない、人と割り合いに

久美子

00o
● 唐招提寺東側の「仲よし公園」南端に小さな椋の本が実を付けています。

毎朝散歩のついでに立ち寄つて、黒く熟した実を戴いている。但し、手の届く範囲で届

かない上部は、小鳥用と定めている。公園なので、昼間は子供も来るのだが、実を取つ

た形跡皆無。世代が変わつたのか、変えられたのか。

(樋 日善雄)

● コシアカツパメ 約200羽雨の中、電線に止まってるのを見る。10/27竜 田公園

● コガモ (10羽エクリプス)マガモ (6羽)10/27大 和りII<王 寺> (勝 田)

【奈 良 忍 辱 山 森 林 整 備 作 業 】

〈場 所)  奈良市忍辱山固有林 (集合場所より東海自然歩道を奈良方面へ約 10分)

淀川、本津川、自砂川の源流域

〈集合場所) 忍辱山円成寺駐車場 (バス停 円成寺日と忍辱山円成寺の中間)

(日 時)  11月  9日 (火) 10時 30分 第 15回

11月 23日 (祝)  9時 50分 第 16回

12月  5日 (日 ) 11時 30分  第 17回

12月 20日 (月) 11時 30分 第 18回

(9時 20分にはスタッフは駐車場に居ります)

【天 候】  午前 6時 奈良県北西部に書報が発表されている場合は中止いたします。

7Jヽ 日
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