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倉沢の環境が教えてくれること
辰井 美保
わずか3haという面積の中に実に様々な環境が混在す
る倉沢の緑地は、その環境の違いにより植物の生活環
境も多様です。大学院での研究として調査を進めるに
連れ、現状植生は現在の日当たりや隣接土地利用に関
わっているだけでなく、過去から現在にわたる長いス
パンでの管理方法や頻度、また過去にその土地がどの
ように利用されていたかという履歴にも大きく左右さ
れていることが分かってきました。
現在私が在籍している
研究室の先生と学生に
もぜひこの環境を見て
も ら い た い と 思 い、こ
の 夏、遠 方 か ら 倉 沢 へ
と足を運んでもらう機
会 を 得 ま し た。東 京 都
に倉沢のような環境が
あることに皆大変な驚
きと感動を覚え、また、学内や自分の居住地域でも活
かせる緑地管理の知恵や手法を学ぼうという思いも
持ってもらえたようです。倉沢を訪ねた研究室の学生
から以下のような感想が寄せられました。
◆「今回、私たちは里山から、そして里山を守る人
たちから沢山のことを教えてもらいました。自然との
共生への試みの素晴らしさを実感できた一日だったと
思います。里山の管理から出る資源を活用した堆肥作
成、そだ垣作成などといった、今日ここで学んだ数々
の知恵を、我々の学内でも実践できたら良いと考えて
おります。今後私たちが目指すべき『環境の時代』へ
の一歩を再確認できたとても充実した一日でした。あ
りがとうございました。」（Y.Y）
◆「自然を守っていくことの大変な現実、住民活動
のありかたを目の当たりにし、私の住んでいる武蔵野
とあわせて、今後の私の姿勢の参考になりました。国
木田独歩の言った武蔵野の雑木林は、もうほとんど姿
を消し、細分化された土地にめいっぱい建てられる住
宅に追いやられて、緑がどんどん減っていってしまっ
ている現状。そんなとき、同じ東京でこんなにも住民
の方々が前向きに取り組んでいらっしゃるのを見て、
嬉しく思い、私たちも励まされる思いでした。どうか

自然環境を守るための今後の具体的な植物の生育調査
や保護の過程や取り組みの様子を、生活に潤いと安ら
ぎのある地域つくりへの情報発信の場として、他の地
域へも発信していってください。」（M.S）
私は、この貴重な環境をフィールドとして研究が行
えることを大変幸せに思っております。今後もこの豊
かな緑地が市民の手によって保全され多様な植生が保
たれると共に、緑地が地域のコミュニティー形成の場
として役立っていくことを期待しています。倉沢の緑
地とそこに関わる皆さんとの交流から、今後も多くを
学んでいければ幸いです。
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里山管理講習会に参加して
森林総合研究所

島田 和則

私は、森林植生の調査・研究をしており、現在八王
子で里山の調査をしていますが、このたび馬場先生の
里山管理講習会に参加させて頂き、初めて倉沢里山に
来ました。ここ倉沢里山は、林と農地とがセットで、
しかもバランス良く維持されているところがすばらし
いと思いました。
今まで里山の調査をしながら感じたことは、まだ所
有者が農業を営んでいるような「生きている」山と、
そうでない山との間で、ずいぶん植生の状態が違って
いたことでした。農業や生活のために利用されてきた
伝統的な里山が利用されなくなると、ササが茂ったり
常緑樹が入ったりして変化していくことはよく知られ
ている通りです。そこで山を管理しようという話にな
るのですが、農業や生活と切り離された林は、ただそ
の林の維持のために下刈り等の管理を行っていても、
伝統的な里山とは本質的に違うと思っています。
さて、馬場先生の
お話は非常に盛り
沢山でしたが、大
きくわけて全体の
計画や目標につい
ての話と具体的な
管理の仕方の話の
２つに整理できる
と思います。
まず、馬場先生は
「この山をどのようにしたいかといった目標、全体像
が見えてこない」とおっしゃっていましたが、私はた
いへん重要なご指摘だと思います。先にもふれました
が、伝統的な里山は生活必需品である燃料等の採取な
どによって「結果的にできあがった」ものですが、生
活がすっかり変わってしまった現代の里山は「伝統的
な里山のイメージを模して作っていく」ものであると
考えています。人手をかけて作っていくわけですか
ら、「どのような山にしていくか」といった目標は必
要だと思います。
ただし「作る」といっても自然に逆らったものをつ
くるのは、管理等の労が多くなるし、環境保全の面か
らも問題があると思います。
そこで、まず対象とする場所がどういう場所なのか
を理解しておく必要があると思います。馬場先生はご
自身が実際に調査をされた例を紹介しながら、対象と
する区域の中の概観を把握し、土地の利用区分を考え
た場所ごとの立地評価を行うように言われていまし
た。それをもとにして、場所ごとにどのように使いど
のように維持していくかを考えながら、ゾーニングを
するといいと思います。また、ゾーニングの際は、地
形やアクセスなどから「活動の場としての使いやす
さ」、林床の状態などから「利用による悪影響の出や
すさ」なども考えに入れる必要があると思います。
これらをふまえた上で、個々の場所で具体的な管理
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の方法を考えてい
くとよいのではな
いかと思います。
私 見 で す が、し
ばしば「きれいに
しすぎているので
は？」と感じる山
を見ることがあり
ます。たしかに、
しっかりと刈り払うと「きれいになった」、「仕事を
した」という手応えが大きいと思います。しかし、強
度の管理はうまくやらないとササのような再生力の強
い種ばかりを利することもあります。私が実際に見た
例では、大きな木だけを残して低木まできれいに刈り
払ってしまったところでは、ササの繁茂がかえってひ
どくなっていたところがありました。逆に、何十年も
放置されている山でも、落葉の下層木が残っている
と、ササの勢力が抑えられて意外に植物の種数が多い
という場合もありました。
エネルギー革命以前の農家のように、頻繁に山に入
り手を入れていた時代は、常に林床がきれいな状態に
あり、その中でうまくバランスがとれていたでしょ
う。しかし、山が生活から離れてしまった今、昔の農
家のように山に精通したプロが、日常的に手を入れて
いた状況を再現することは、物理的に不可能だと思い
ます。今の時勢にあった管理方法を考える必要がある
と思います。
馬 場先生 の管理方 法の特 長は「草を 持って 草を 制
す」ことにあります。先生はヒメコウゾのような「雑
木(ざつぼく)」と呼ばれているような低木なども残し
ておけば、これらがササをおさえると言ってました。
最小限の草取りで植物同士の競争や共存のバランスを
整えて、種の多様性を維持しながら、景観的にも美し
くできる、といったところがこの方法のミソではない
でしょうか。
また、馬場先生は管理にあたっては、現在だけでな
く過去・未来を通して考えるという話もされていまし
た。例えば萌芽更新区は、草地として楽しめる間は草
原性の花を楽しんで、その後木が育ってきたらその場
所は林にするといった、時間的な植生の変化も考慮し
た管理を薦めておられました
私自身、学生の頃身近な森林に興味をもち、森林の
調査をずっとしてきました。その中で森林が抱える問
題点もぽつぽつと見えてきたのですが、では「どうし
たらいいか」といったところでなかなか方向性を見い
だせずにいました。馬場先生の植生管理は私にとって
非常に勉強になるものでした。ありがとうございまし
た。

タイアザミ
ヤマトリカブト
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全国雑木林会議の報告
事務局

田村 裕介

今回で１２回目を迎える全国雑木林会議が、多摩丘
陵にまたがる各市を舞台に１０月１日からの３日間開
催されました。同じような全国大会はそれぞれ別の主
体がいくつか並行して開催されているようですが、こ
の会議は市民の手作り
の色合いが強く、その
分企画や事前準備・当
日の運営面で色々不安
も あ り ま し た が、終
わってみればなかなか
充実した大会であった
との評価も多かったよ
うに思います。
３日間の会期の中で、６コースのエクスカーション
（フィールド見学）と、雑木林と法制度というような
重いテーマから遊びや食まで、１０のテーマによる分
科会が設定されました。エクスカーションの八王子・
日野コースでは倉沢もコースになり、会長以下事務局
と幹事が昼食やフィールドの案内に対応しました。最
も遠方からの参加者は鳥取市で緑地保全活動を主宰し
ているご夫婦でした。
本会からも数名の幹事・会員が、いくつかの分科会
に参加しました。また、雑木林と法制度の分科会で
は、里山保全問題に造詣が深く本会の会員でもある山
本英司弁護士が話題提供者を務めました。
また、パルテノン多摩では活動団体紹介のパネル展
が 開 か れ、本 会 も 活 動
内容等を紹介しまし
た。
最終日には全体会が行
わ れ、神 奈 川 県 自 然 環
境保全センターの中川
重 年 氏 の「里 山」の 基
本的な意義や歴史的背
景等に関する基調講演の後、各分科会からの報告があ
り、その後「雑木林と法制度とビジネス」という切り
口でのパネルディスカッションが行われました。パネ
ルのコーディネーターも勤めた大会実行委員長の進士
五十八氏(東京農大学長)が指摘されていましたが、雑
木林を法やビジネスとの絡みで語るのは好きではない
という気持ちはよくわかります。が、特に都市部の雑
木林を語る時、避けて通れないテーマであることも事
実です。私の印象では、テーマが大きい割に議論の掘
り下げが尐し物足りなかった気が、正直なところしま
した。全体会の中でも私達の会の活動が何人かの方か
ら紹介され、私達の活動に対する評価や認知度が尐し
は高まってきたかな、という印象を受けました。
準備段階から後処理まで、仕事の傍ら大変な負担を
されてこの大会を成功させた実行委員の皆様、本当に
お疲れ様でした。これが単なる定例のお祭りではな
く、さらに社会的に強い影響力や提案力を持ち、雑木
林の保全や活用の具体的な実現にまでつながって行く
ことを期待したいと思います。
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倉沢でタヌキを確認
以前から、林の中にタヌキの糞があったので、どこ
かに棲んでいるとは思っていましたが、夜、道を横断
する時に交通事故にあったらしく第１緑地下の道路で
なくなっていました。目立つ外傷はなかったことと滅
多にない出来事なので、剥製にして残したらどうかと
いう話が出ました。野生動物を剥製にするには東京都
の許可が必要で立川までタヌキを運び、次に八王子の
大熊剥製屋さんにタヌキを届け、依頼してきました。
このような環境が倉沢にはまだあることに感謝し自
然環境を大切にしたいものです。会所有の剥製はいず
れ環境教育にも役立てていけるものと思います。

９月のイベント当番
関口 昭洋
本会に入会して２年になります。初めてのイベント当
番を仰せつかり困惑していましたが、事務局田村さん
のご指導のもと、国分さんと二人で進行役を担当、皆
様のご協力でなんとか終えることが出来ました。
９月11日(土)のイベントは、８月が夏休みで２ケ月ぶ
りの作業となり６２名参加、台風で倒された多摩市側
赤 道 の 倒 木 整 理、第
１･第２緑地の落下枝
整理と下草手刈り作
業、アリスの丘周縁部
の機械刈り作業、梅の
木周辺整理、りんご園
下の草地手刈り作業、
栗林の栗イガ整理など
盛り沢山でした。会員
の皆さんは、草刈り払い機の操作等も手なれたもの、
さらに４台のチェーンソーもフル回転でした。おかげ
で手早く作業も進み、大変きれいになりました。お昼
は築地さんの担当で、皆さんの差し入れてくれた、ア
リスの丘産無農薬野菜が沢山入った｢夏野菜カレー｣を
大変おいしく頂きました。薪でのご飯炊きは今まで祖
谷さんが一手に引き受けて下さっていましたが、１人
だけでは大変ということで、人材発掘し今回は川崎さ
んがおいしく炊いてくれました。皆様、大変おつかれ
様でした。今回、私は栗林の作業風景がとても印象的
でした。秋の恵み、栗の収穫の喜びもあったからか、
皆さんの姿がとても楽しそうに見えました。これも地
元地権者が次世代に残してくれた遺産のお陰と感謝
し、里山保全の大切さを感じました。現在、共同畑で
有志の方が、キウイ、ブルーベリー、野菜などを作っ
ていますが、この里山の活用の１つとして、みんなで
共同作業を行い、何か収穫できるものを作っていけた
ら楽しいのではと思っています。
１０月の作業当番は峰岸会長と五十子さんで、栗のイ
ガの始末を主に、５０名でやりました。イガは土を掘っ
て埋めたので体力のいる仕事でしたが、緑地はきれいに
なり、いずれは肥料として使用できます。
お昼は湯郷さん当番のすいとんがとてもおいしく、鍋
が空になるほどでした。皆様お疲れ様でした。 事務局
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倉沢のいきものたち (新連載)
千葉大学研究生 茂木哲一(もてぎのりかず)
－野生生物のつながりと生物生息地としての里山の価値

今回から「倉沢のいきものたち」を担当させていた
だくことになった千葉大学の茂木と申します。大学院
では都市における鳥の生息環境について研究していま
した。僕は今年の8月に、とある縁から、初めて倉沢
緑地を訪れたのですが、植物を含めた野生生物の豊富
さに感動しました。「倉沢のいきものたち」では、僕
が感動した倉沢に生息する豊富な野生生物のうちの、
ほんの一部を紹介していきます。これをきっかけに、
里山や自然環境に対して新たな視点を持っていただけ
たら幸いです。
今回は野生生物どうしのつながり
と、野生生物の生息場所としての
里山の価値について書きたいと思
います。虫取り網をもった子供を
見かける時期は過ぎてしまいまし
たが、今も昔も子供に人気のある
昆虫といえばカブトムシでしょ
う。クヌギの樹液にカブトムシが
集まることはよく知られていま
す。言い換えると、カブトムシが
生息するためにはクヌギが生育できる環境が必要とい
うことになります。また、地球上がカブトムシでいっ
ぱいにならないのは、もちろんカブトムシ自身の寿命
もありますが、カブトムシを食べる動物がいるからで
す。その代表にフクロウの仲間であるアオバズクがい
ます。アオバズクが生息するためには、
カブトムシが生息する環境が必要であ
り、すなわちクヌギが生育できる複合的
な環境が必要になってくるのです。
このような野生生物同士のつながりを生
態系といいます。そして、ヒトも含めた
すべての野生生物はほぼ例外なくこのつ
ながりに属しています。里山では、植物
を底辺とした生態系が複雑に絡み合って
いるため、たくさんの野生生物をみることができるの
です。しかし近年では、里山に生息する野生生物が危
機的状況に瀕しています。環境省が実施した調査によ
ると、絶滅が心配されている植物の生育場所のうちの
約55%が里山地域に集中して分布しています。
里山における植物の多様性を保つ唯一の方法は、里
山を定期的に管理することです。そして、植物の多様
性を保つことは、植物を利用する多くの野生動物の生
息地を護ることに他なりません。植物や昆虫、鳥など
が生息する場所が失われつつあ
る理由を尐しでも考えること
が、里山を愛し、自然を愛する
ことに繋がっていくのではない
でしょうか。
(写真中：タマムシ、下：ジャコウア
ゲハの雌)
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イベント時の売りたいコーナー
アリスの丘で栽培した安全な野菜やハーブ、花、種
や苗、無添加手作りの加工品など、毎回のイベント
時、販売したい物があれば用意して下さい。
自分で工夫して値段、商品の説明をわかりやすいよ
うにし、会では関与しませんので現金、商品菅理は自
己責任で、売れ残りは片付るように、また本来のボラ
ンティア作業に差し障りがないようにお願いします。
売る人、買う人、共に潤いのある生活をめざして楽し
いものにしたいと思います。

渋柿もぎをしました
急に気温が下がり干柿作りの季節になりました。駐
車場の横では柿が色づき始
め、急きょメールで呼びか
けたところ１０人が集合し
て下さり、子供に返り皆で
柿もぎ。大きな柿は３個１
００円のカンパを会に入れ
て頂きました。ご協力あり
がとうございました。

１１・１２月のイベント情報
参加される方は事務局までご連絡お願いします。
１１月２０日(第３土） （雨天の時は翌日に順延）
ミニ収穫祭 腕によりをかけた得意料理、大皿１皿
を持参。お名前、レシピ等を皿に添付、飲み物は会
で用意。焼きそば、いも煮を皆で料理します。
草笛、オカリナ、思い出の歌で楽しく集いましょう。
集 合 １０時 第２緑地 ２時半全員で片付け
持ち物 バンダナ、飲料水、お椀、箸
１２／１１(第２土)

（雨天の時は翌日に順延）

雑木林の草刈り、落葉掃き、アリスの梅の剪定など
お昼は「三平汁」の予定です。
集 合 １０時 第２緑地
持ち物 バンダナ、手袋、飲料水、お椀、箸

☆☆☆☆☆ 事 務 局 か ら

☆☆☆☆☆

☆アリスの丘ファーム参加のかたへ
今年度の作業も３月まであと４回となります。ボ
ランティア作業に、年間３回以上出席された方
が、規定により引き続きアりスの丘を耕せます。
☆畑の南側の溝は豪雨時の畑への浸水防止のために
掘ってあります。時々は、土で埋っていないか確
かめて土をさらっておいて下さい。
☆畑に関して御要望があれば、100％お応えできる
かどうかわかりませんが、お申し出下さい。
☆アリスの丘駐車場横の井戸水が夜間流れっ放しの
ことが何度かありました。水だ
けでなく電気も無駄使いするこ
とになりますので、気をつけて
使用するようお願いします。

