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えりも岬の歴史から見る SDGs、

経験から自然環境を認識せずに、利用する側や消費

そして現代への応用を考える

者が便益を得ているのを目の当たりにしたからであ

宮坂 絵利佳

る。そこで人と自然と市場が相互に影響を及ぼす関
係であることを多くの人に認識してもらえる事例は

1.はじめに

ないか探し、えりも岬の歴史にたどり着き、最終的

2015 年 9 月国連本部での「持続可能な開発に関す

に多くの方に伝わりやすいように、絵本という形で

るサミット」において、
「我々の世界を変革する：持

まとめた。
「利益獲得に重きを置いた市場では、人々

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択さ

が快適に生き続けるために必要な自然を軽視しがち

れた。そのアジェンダの中核に「持続可能な開発・

になる」という状況から脱却するにはどうすればい

発展のための目標 SDGs（Sustainable Development

いか、絵本を通して様々な方に意見を求めた。その

Goals）
」がある。誰一人取り残さない」という原則

結果、様々な立場の方と繋がりを持ち、また色々な

が採用され、地球規模の目標となっている。貧困や

会合に出席する事で、現在生じている動きを学ぶ機

不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正な

会に恵まれた。

ど、
私たちが直面する諸課題の解決を目指しており、

そのさなか SDGs が採択された。SDGs の議論が

2030 年までに世界で取り組むべき 17 の目標を掲げ

NGO や市民団体、行政、企業、投資家、一次産業、研

ている。SDGs は、近年日本国内でも様々な場所で目

究分野でされていると前述したが、その幾つかの場

にするようになった。NGO や市民団体、行政、企業、

に立ち会う機会を頂いた事は幸運である。今まで広

投資家、一次産業、研究分野など様々な場所で掲げ

く浅くではあるが SDGs の議論を様々な場で伺った

られたり、議論されたり、またアクションが起こさ

ことから、改めてえりも岬の歴史に立ち戻り、えり

れている。しかし、それぞれの目標は相互に関わり

も岬の歴史から見る SDGs、そして現代への応用を考

あっており、また現代の社会構造も単純な形ではな

えてみたいと思う。

い為、容易に達成できるような目標ではない。

2.目的
えりも岬の緑化事業の歴史を参考にしながら、
SDGs の目標 14『海の豊かさを守ろう』
、15『陸の豊
かさを守ろう』達成のために、現代へ応用できるこ
とをまとめてみる。
3.北海道えりも岬の歴史について
北海道にあるえりも岬は、日高山脈の最南端で、
太平洋に向かって南へ突き出した岬である。昆布や
魚などの海産物が豊富で、古くはアイヌ人が昆布を
獲るなどして、豊かな自然と共に生活していた。

図 1.SDGs の 17 の目標

1871 年、本州から人々が移住し始めた。獲った昆

(国際連合広報センターHP より)

布や鮭などを市場に卸したりしたが、さらに、漁業

一方、人類が地球上に誕生したのは何万年も前と

技術の進歩により、鰹、鱒、鮪なども獲るようにな

言われている。様々な諸問題に直面しても、幸運に

っていった。また、獲れた鰹で鰹節を作るなど加工

も解決でき、その結果地球上に今なお人類は存在し

品も生産するようになり、住民の収入は増えていっ

ている。過去の歴史には SDGs の一部の目標を達成

た。このようにえりも町の人々は、豊かな自然の恵

したと捉える事のできる事例がありそこから現代が

みを受けて生活していたのである。寒さの為、人々

学べることもあるのではないか。

は木を切って暖を取っていたが、木がなくなってし

筆者の問題意識として、
「現代のグローバル社会に

まうことを恐れ植樹する事もあった。

おいて利益獲得に重きを置いた市場では、人々が快

しかし戦争が始まり、軍は木材が必要となった為、

適に生き続けるために必要な自然は軽視されがちに

森林はどんどん伐採されていった。戦争が激しくな

なりうるのではないか」と考えた。それは企業勤務

り植樹は中止されたが、伐採は続けられた。1945 年
１

終戦を迎えても、戦争で荒れた国内に木材が必要で

その作業は難航した。草を植えるだけでも大変な作

あった為、戦時中より更に多くの伐採が行われた。

業であったが、強い風で種子が飛ばされる為、手作

家畜の過放牧、さらに大量のバッタの飛来などで荒

りのヨシズで覆ったりした。しかし効果は上がらず

廃が進み、森林だった土地は砂漠になっていった。

試行錯誤が続く中、雑海藻（ゴタ）を草の種を蒔い

えりも岬はとても風が強いため、砂を海にまで広が

た土の上に覆う工法が大きな成果をもたらした。

らせ、海水は濁っていった。回遊魚も寄り付かず、

1957 年に地元住民の提案で、種子を播いたあと

戦争中に荒れた沿岸域の影響もあり、漁獲量は減っ

に飛砂と乾燥防止を目的として雑海藻を播く「えり

ていった。地元民の生計の手段である昆布などの水

も式緑化工法」が開発されたのである。この工法の

揚高は年々減少の一途をたどり、漁民は貧しくなっ

結果、草生緑化の費用はそれまでの 4 分の 1 になっ

ていった。さらに、強風で砂やちりが家の中まで入

た。雑海藻は漁協から一括して買い上げたため、魚

ってしまい、砂の飛散による地元民の保健衛生まで

介類水揚げ高の減少に悩まされていた漁師にとって

も悪化した。寝る時、食べる時も砂に悩まされ、病

貴重な現金収入源となった。

人が出るほど住みにくい場所になってしまった。

図 4.草を根付かせるため雑海藻をしきつめる
図 2. えりも砂漠を行く“キャラバン”

(北海道森林管理局 HP より)

(北海道森林管理局 HP より)

表 1.緑化事業の推移 1953-1967 年
（えりも町史より）
年度

草生緑化-ha

木本緑化-ha

施業経費-円

1953

1.29

0

4,808,000

1954

3.43

1.52

4,890,000

1955
1956
1957

5.25
3.23
7.02

4.72
5.26
3.30

4,300,000
3,130,000
4,504,000

1958
1959

11.92
13.63

12.14
9.95

6,739,000
4,950,000

1960
1961

13.28
15.84

12.38
8.37

5,639,000
5,554,000

1962

23.45

0.03

7,175,000

1963
1964

26.59
22.54

0.45
0

7,518,000
4,979,000

まった。人々の住む場所に最も近く影響のある個所

1965
1966

18.20
10.00

0
0

3,355,000
2,500,000

から「草生緑化」と「木本緑化」が実施された。作

1967

10.00

0

2,500,000

図 3.えりも岬国有林緑化事業
(北海道森林管理局 HP より)
そこで 1953 年、裸地化した荒廃地約 192 ha に草
や木を植える「えりも岬国有林緑化事業計画」が始

業員は主に地元住民（漁民）であった。

1965 年草生緑化の約 80％を終えた頃には、飛砂

しかし、
えりも岬は日本でも屈指の強風地帯の為、
２

と海への土砂の流出が減少し、魚介類の水揚げ高も

伸び、住民の生活環境も改善されていった。そして
1970 年、192ha の草による緑化が完成した。

また近年では、
地球温暖化に対する関心が高まり、
その防止と地域資源の有効活用を目的として、積極

草生緑化実施個所に翌年度、砂防樹種の木本緑化

的に間伐材の利用が進んでいる。一例として、渓床

をおこない 1961 年までに、約 59ha 規模による緑化

を安定させ不安定土砂を下流へ流出すること等を防

をおこなってきた。植栽としてクロマツ、カシワ、

止する目的で作られる治山ダム工事において、間伐

ヤマハン、ヒメヤシャブシ、ニセアカシヤ、イタチ

材が利用されている。無機質になりがちな治山ダム

ハギ、アキグミなどであり、カシワは実播もしてい

が、周囲の景観とよく馴染んだダムに改善された。

る。だが、植林作業も困難を極めた。冬に地面が凍

また、施工面においても、間伐材を利用した型枠に

り膨らんで苗木が全部持ち上がってしまう問題が生

することで型枠解体の手間が省かれ、工期短縮を図

じた為、土中の水を抜く排水溝を掘る作業も行われ

ることができている。

た。さらに、風が強く寒い環境では木は上手く育た

1965 年頃から飛砂と土砂の流出が減少して漁獲

ず、植栽の実行過程を検討して、1967 年以降は新し

量も増し、
住民の生活環境も改善されてきていたが、

く植えることを中止している。ただし 1967 年以降

その後さらに改善し、昆布は 1965 年 227t に対し、

は既往植栽地のうちで、生育が良好な箇所ならびに

2007 年は 2,476t となっている。さらに、昆布の品

防風垣を補充することによって、よく育つ見込みが

質も著しく向上するなど、緑化事業は地元産業に大

あるような箇所に補植はおこなわれた。

きく貢献し成果をもたらしている。

草生による緑化は、期待している目的をほぼ達成

さらに 2006 年からは、えりも中学校・高校におい

しようとしていたが問題は残っていた。草生が在来

て、えりも国有林の緑化事業について学習する機会

種でない外来牧草地であること、また牧畜がその土

が設けられている。生徒たちは植樹や枝落としなど

地で盛んになりつつあるなどの点から、その時の草

の森林体験を通して、生活環境の保全の大切さ、困

生のみでは再び荒廃地に移行するおそれが十分に考

難なことにも挑戦することの大切さを学んでいる。

えられた。将来の管理面および地元住民への影響を

56 年の年月と、事業費 17.9 億円をかけ 2009 年

考慮し、防風樹林の造成的見地にたつ植栽と、草生

96％の緑化が成功した。えりも岬の歴史から、人々

緑地の高度利用といった点を事業計画に取り入れな

の行動で自然の恵みを失うことも、回復させること

ければならないと考えられた。

もできることが理解できる。

一時中止になっていた木本緑化だが、1971 年に生

4.えりも岬の歴史から見る SDGs

育が最も良かったクロマツ（針葉樹）の植樹が再開

えりも岬の歴史を現在の SDGs の目標に当てはめ

され、
強い風から木を守る為、
様々な柵が試された。

てみると、まず砂漠化によって、目標 1『貧困をな

防風柵の設置方法や種類を試行錯誤しながら、植樹

くそう』
、3『すべての人に健康と福祉を』
、11『住み

作業は進んでいった。

続けられるまちづくりを』
、14『海の豊かさを守ろ

木本緑化の初期は強風に耐えるため ha 当たり通

う』
、15『陸の豊かさを守ろう』(図 1 参照)が危ぶま

常の約 5 倍にあたる 1 万 5 千本という高密度で植栽

れてしまった。しかし、これらの目標を達成しよう

を行っていたが、ほとんどがクロマツの一斉林であ

と、砂漠になってしまった土地に草や木を植える計

るため、万が一病害虫が発生した場合には大きな被

画が始まる。目標 17『パートナーシップで目標達成

害を受ける可能性があった。そこで 1990 年からは、

しよう』を実践しながら、林野庁北海道森林管理局

枝落としや本数調整伐を行い、クロマツ自身の肥大

や地元住民が協力し試行錯誤した末、土地荒廃を回

成長と在来の広葉樹の侵入を促すことで、病害虫に

復させることができた歴史と捉えることができる。

強い健全な森林の造成に変わっていった。

特にこの歴史で着目したいのは、SDGｓの目標

2003 年には台風 10 号の異常豪雨により、大規模

14『海の豊かさを守ろう』
、目標 15『陸の豊かさを

な山腹崩壊が発生した。大量の土石が流出し下流部

守ろう』が同時に達成された事である。事業が始ま

に甚大な被害をもたらした。このことから、被害を

ってから約 12 年経過して改善の兆しが見られ、17

未然に防ぎ森林保全をはかる為、
不安定土砂の固定・

年で草生緑化をほぼ終了させたが、木本緑化には 50

崩壊地の復旧・土留工や緑化等も行われた。

年以上の歳月を要している(表 2 参照)。自然環境の
３

復元には何十年もの歳月と事業費がかかり、緑化事

5.現代への応用を考える

業が成し遂げられたが、同時に海の環境も大きく改

人間が自然環境に影響を与え、その反応として返

善されたのである。

ってくる自然環境の変化を、人間がコントロールす

また、目標 17『パートナーシップで目標達成しよ

る事はまだ難しい。また人間が自然環境の全てを完

う』が大変重要であるとも気づかされる。事業開始

全に理解している訳ではない。さらに自然環境、植

から 4 年後、
試行錯誤の末、
地元住民の提案により、

物や動物などは地域により大きく異なっている為、

「えりも式緑化工法」が開発された。経費が当初の

ある地域の事例をそのまま他の地域で実行していく

4 分の 1 に削減されながら、草を植えることができ

ことは難しい。しかし、SDGｓの目標 14、15 は地球

るようになったのである。

規模を対象として掲げられている。目標 14、15 を達

「試行錯誤」という部分をさらに詳しく見ていく

成するためのプロセスとして「実行、その自然環境

と、SDGs の目標 14『海の豊かさを守ろう』
、目標

の反応を、観察分析し改善して再び実行」という過

15『陸の豊かさを守ろう』の達成には、立場を超え

程では、様々な地域での経験や情報の共有、またそ

人々が協力し作業を実行、その自然環境の反応を観

れを分析していく等、今後 IT やインターネットの

察分析し改善し再び実行、その自然環境の反応を再

技術が大いに活躍することが期待される。

度観察分析し実行していくという長い年月の地道な

自然環境を改善していくには資金も大変に重要な

取り組みが必要であった。
また緑化事業費は 17.9 億

課題ではあると分かったが、お金は人々の間でやり

円かかったように、自然環境を改善していくには資

取りされるものであることを忘れてはならない。
NGO

金も大変に重要な課題である。

や市民団体、行政、企業、投資家、一次産業、研究

表 2.えりも岬の歴史

分野が SDGs に関心を寄せている現代、地道な取り

年

出来事

組みを長く続けられる仕組みづくりを行い、パート

1871

本州からの人々も住みはじめた

ナーシップを強力に実践しながら、
「作業を実行、そ

1945

第二次世界大戦終戦

の自然環境の反応を、
観察分析し改善して再び実行」

1953

裸地化した荒廃地約 192ha へ草や木を植える事業始

を繰り返すことで、目標達成に近づいていけるので

まる

はないだろうか。

1954

草生緑化の実施個所に砂防樹種の植栽を始める
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枝落としや本数調整伐を行い、クロマツ自身の肥大

緑化事業 50 周年記念事業実行委員会

成長と在来の広葉樹の侵入を促すことで、病害虫に

・林野庁浦河営林署(1986):緑は海を生き返らせた-

強い健全な森林の造成に変わる

-えりも岬緑化事業の経過と効果--北海道営林局の

台風 10 号の異常豪雨により、大規模な山腹崩壊が

森林施業 100 選より.北方林業 38(2),p45-48,1986-

発生。そのため、不安定土砂の固定・崩壊地の復旧・

02

土留工や緑化等を行う

・北海道森林管理局 HP

えりも中学校・高校がえりも国有林の緑化事業につ

(https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/hidakan

いて学習する機会が設けられる

anbu/conservation.html)

約 192ha の約 94％にあたる 181ha の木本緑化を終

・国際連合広報センターHP

了

（https://www.unic.or.jp/）

1990 から

2003

2006 から

2007

４

シデ様雨水収集法の集水能力と水質の検討

によって特徴があり，使用する樹木，縛り付けるモノに

〇河野 忠(立正大学)・小林凌輔(立正大学卒業生)

よって呼び方が異なっている。本研究では藥師寺
（2015）に倣い，呼び方は「シデ様雨水集水法」で統一

1.はじめに

する。

シデとは，わら縄などを樹木の幹に巻き付け，その先

水資源の乏しい離島で生活水を得るため，シデ様雨

端を脇に据えた甕にたらし，幹を流れ伝う雨水を甕に

水集水法は利用されてきた。しかし，森林水文学分野

導いて貯水する集水法である。シデの語源は，藁や布，

による樹幹流の研究は多数あるものの，生活水利用や

紙などの『垂れるもの』を意味する。また利島村郷土資

集水法に関しての研究はみられない。そこで本研究で

料館の資料に「注連縄に垂らす紙垂(シデ)に相通じる

はシデ様雨水集水法の集水能力や水質を明らかにす

ものであり，天からの授かりものである一滴の水をも大

ることで，その有効性を検討する。

切にする心が生活の知恵として今も息づいているので

3.研究方法

ある」とあり，大島町，利島村の紙垂の由来はこの意味

3.1 対象樹木

で踏襲していると考えられる。また，シデは伊豆諸島等

埼玉県熊谷市立正大学熊谷キャンパス内の樹木で，

で，大正～昭和 30 年代まで使われていた。当時使わ

比較的枝ぶりの良い，シラカシ（常緑広葉樹，ブナ科コ

れていた甕が残っている家庭では，現在でも降雨時に

ナラ属），ケヤキ（落葉広葉樹，ニレ科ケヤキ属），スギ

外に出して集水を行っている。また利島村史（1992）に

（常緑針葉樹，スギ科スギ属），モウソウチク（常緑広葉

よると，シデは「アズマネザサをヤブツバキなどに縛り

樹，イネ科マダケ属）の 4 種類を用いた。樹冠面積は dji

付け，その幹を伝って落ちる降水をアズマネザサに導

社製のドローン Spark を用いて樹冠を撮影し，面積を求

き，その元の甕などに受水する」とある。利島村郷土資

めた。次に樹冠面積の異なる樹木を比較するために，

料館の資料には「阿豆佐和気命神社境内祭祀遺跡で

単位面積当たりの採取高を下記の式を用いて求めた。

は中世の大甕が 45 個体と極めて多数検出されている」

樹幹流採取高（mm）＝

とあり，大島町より早くから使われていた。現在，利島村

樹幹流採取量（L）÷樹冠面積（m²）

では山の中腹に大きな貯水槽を設けて島内に水を供
給しているので，シデは使われていない。しかし，現在
でも年始に阿豆佐和気命本宮（一番神），大山小山神
社（二番神），下上神社（三番神）で四手の交換が行事
として続いている。

写真 2 スギに取り付けた採取装置
3.2 調査期間
調査期間は 2019 年 3 月 1 日～2019 年 10 月 14 日
の約 7 か月であり，調査回数は合計 37 回，サンプル総
写真 1 伊豆大島で利用されていたシデ

数は 162 本となった。スギに縛り付けた篠竹の交換を 5

2.研究の目的

月 24 日と 8 月 10 日に行った。また全樹木に縛り付け

降水を受水する装置は樹木にアズマネザサなどを縛

た麻縄とケヤキの篠竹の縛り付けを 8 月 10 日に行った。

り付けたものであり，様々な離島にある。その装置は島

7 月 29 日に大島，9 月 3 日に利島へそれぞれ渡り，シ
５

デ様雨水集水法の取材を行った。利島ではヤブツバキ

す。用いたデータ数はシラカシが 24，ケヤキが 16，スギ

で集水した樹幹流の採取を行った。

が 22，モウソウチクが 19 である。決定係数はシラカシ

3.3 集水方法

で 0.66，ケヤキで 0.87，スギで 0.74，モウソウチクで

集水方法は，対象樹木すべての幹に太さ 1.2 ㎝麻縄

0.54 となり，それぞれ正の相関がみられた。また，ケヤ

を 5 回巻き付け，その先端をポリタンク（ケヤキは 20L，

キが最も安定して降水を得ることができることが判明し

他の樹木は 10L）に導く方式をとった。異なる集水法に

た。単位面積当たりの採取高や採取量で見てもケヤキ

よる集水能力の差を明らかにするために，今回は麻縄

は多く，次いでスギが安定して降水を得ることができた。

を巻き付けたスギとケヤキの反対側に篠竹を麻縄で縛

単位面積当たりの採取高も採取量も少ないシラカシで

り付けた。降雨は直径 15 ㎝の漏斗の先に蒸発防止装

あるが，安定して降水を得ることができた。モウソウチク

置を取り付けた採取装置を立正大学熊谷キャンパス内

は単位面積当たりの採取高はケヤキとほぼ同じで最も

の気象観測露場に設置し採取した。採取した樹幹流の

多かった。採取量で見るとケヤキに大きく劣るが，それ

総量はメスシリンダーを用いて測定し，採取高に換算し

は樹冠面積がケヤキよりも小さいためである。採取が可

たた。また，降水量は同露場の観測データを使用した。

能となる降水量は，シラカシで 6.7 ㎜，ケヤキで 2.5 ㎜，

・3.4 水質分析方法

スギで 15.1 ㎜，モウソウチクで 12.6 ㎜となった。

pH は HORIBA の pH メータ B－712，電気伝導度は

・4.1.2 異なる集水法の集水能力

東亜 DKK の CM－31P をそれぞれ用いて測定した。採
取したサンプルは 50ｍL，100ｍL，250ｍL のポリビンで
持ち帰り，Na⁺，NH₄⁺，K⁺，Mg²⁺，Ca²⁺，HCO₃⁻，F⁻，Cl⁻，
NO₂⁻，NO₃⁻，PO₄³⁻，SO₄²⁻の分析を日本ダイオネクス株
式会社製のイオンクロマトグラフ ICS－1600 を用いて行
った。HCO₃⁻は pH4.8 アルカリ度滴定法で分析した。
4.結果
4.1 集水能力
樹幹流の採取量は，樹冠面積の大きいケヤキが特

図 2 3 月-10 月の異なる集水法による

に多かったが，樹冠面積が 2 番目に大きいシラカシは

単位面積当たりの採取高と降水量

最も採取量が少なかった。樹幹流採取量の多いケヤキ

図 2 に，降水量とケヤキ（麻縄），ケヤキ（篠竹），スギ

と樹冠面積の小さいモウソウチクで採取高は多かった。

（麻縄），スギ（篠竹）の単位面積当たりの採取高との関

また，樹幹流採取量の少ないシラカシが最も単位面積

係を示す。用いたデータ数はケヤキ（麻縄）が 17 個，ケ

当たりの採取高が少なかった。

ヤキ（篠竹）が 4 個，スギ（麻縄）が 23 個，スギ（篠竹）が

・4.1.1 樹種毎の集水能力

28 個である。決定係数はケヤキ（麻縄）で 0.73，ケヤキ
（篠竹）で 0.42，スギ（麻縄）で 0.57，スギ（篠竹）で 0.59
となり，それぞれ正の相関がみられた。
ケヤキとスギそれぞれ篠竹の束を巻き付ける方法と
麻縄を巻き付ける方法で採取したが，採取量に大きな
差はなく，少しだけ麻縄の方の採取量が多い結果とな
った。同じ樹木に巻き付けているので，採取法の違い
にはあまり差のない結果となった。しかし，スギは篠竹
を巻き付ける方が安定して降水を得る傾向があり，ケヤ
キは麻縄を巻き付ける方が安定して降水を得られる傾

図 1 4 月⁻10 月の各樹木の

向のあることが判明した。採取が可能となる降水量は，

単位面積当たりの採取高と降水量

ケヤキ（麻縄）で 7.1 ㎜，ケヤキ（篠竹）で 10.2 ㎜，スギ

図 1 に降水量とシラカシ，ケヤキ（合計），スギ（合計），

（麻縄）で 16.5 ㎜，スギ（篠竹）で 19.1 ㎜となった。

モウソウチクの単位面積当たりの採取高との関係を示
６

4.2 水質

た直後の pH は各集水法による変化は小さくなった。

4.2.1 pH

4.2.2 EC

降水の pH は 5.30～6.96 となった。麻縄を巻き付け

降水の EC は 0.377～4.27ｍS/m となった。麻縄を巻

て集水した樹幹流の pH は 4.23～9.07 となった。シラ

き付けて集水した樹幹流の EC は 0.457～44.8ｍS/m と

カシ，モウソウチクの pH は 5.52～7.68 と降水より少し

なった。モウソウチクの EC は 0.654～7.86ｍS/m と降水

高くなったが，降水と同じような変化を示した。しかし，

より高くなったが，樹幹流の中では比較的降水に近い

スギの pH は 4.28～5.91 となり，降水と比べ酸性に傾

値となった。一方，スギの EC は 2.55～44.8ｍS/m と降

いていた。また，ケヤキの pH は 4.91～9.07 と変化が

水よりかなり高くなった。篠竹を巻き付けて集水した樹

大きかった。篠竹を巻き付けて集水した樹幹流の pH

幹流の EC は 1.415～61.6ｍS/m となり，麻縄で集水す

は 5.11～8.34 となり，麻縄で集水するより中性に近か

るより高くなった。6 月以降篠竹を通して集水した樹幹

った。

流は懸濁物質が多くなった。

・樹種毎の pH(図 3)

・樹種毎の EC(図 5)
樹幹流の EC は，降水の EC が高くなるときや降水が
しばらくないときの各樹木の樹幹流の EC は高くなっ
た。ケヤキの EC は低い日が多いが，急に高くなるとき
がある。また，ケヤキに篠竹の束を縛り付けた 8 月 10
日以降，以前より EC が高くなっている。シラカシやモ
ウソウチクの EC は全期間を通して低くなった。シラカ
シの EC は最初に採取したときのみ高くなっている。ス
ギの EC は全期間で高くなった。

図 3 3 月-10 月における pH の違い
降水の pH が下がると樹幹流の pH も下がり，降水の
pH が上がると樹幹流の pH も上がるという同様の変化
をした。スギの樹幹流の pH は他の樹木と比べて低く，
ケヤキの樹幹流の pH は急な上下動をするときがあっ
た。麻縄を変えた直後の 6 月 7 日や 8 月 16 日の樹幹
流の pH は各樹木による変化は小さくなった。
・異なる集水法の pH(図 4)

図 5 3 月-10 月の各樹木の EC
・異なる集水法の EC(図 6)

図 6 3 月-10 月の異なる集水法の EC
図 4 3 月-10 月における異なる集水法の pH

ケヤキ，スギの樹幹流の EC はともに麻縄の方より篠

スギの篠竹の方の pH は麻縄と比べ上昇した。ケヤ

竹の方が増加した。スギの樹幹流の EC は麻縄と篠竹

キは篠竹を新しく巻き付けた 8 月以降の結果を見ると，

で差が大きいが，ケヤキの樹幹流の EC は麻縄と篠竹

篠竹の方の pH は麻縄の方と比べ低下した。これらのこ

で差が小さくなった。5 月 24 日にスギの篠竹を交換し

とからシデ様雨水集法には樹幹流の pH を中性付近で

た後は EC が大きく上昇したが，8 月 10 日にスギに縛り

安定させる効果があると考えられる。篠竹と麻縄を変え

付けた篠竹を交換した後はあまり変化しなかった。
７

4.2.3 ヘキサダイアグラム

が判明した。

図 樹幹流のヘキサダイアグラム
樹幹流は K⁺，Cl⁻が高く，特にスギで高い値を示した。
一方，各樹木の樹幹流は Na⁺がほとんど出なかった。ス
ギの樹幹流は NO₃⁻，Ca²⁺も高い値を示した。シラカシの
樹幹流は 4 月 27 日のみ高い値を示した。一方，ケヤ
キ，モウソウチクの樹幹流は溶存成分が少ない。麻縄
を巻き付けた 4 月 27 日と 8 月 16 日で集水した樹幹流
利島で採取したヤブツバキの樹幹流

は他の日で集水したものとは違う傾向を示した。
麻縄で集水するよりも篠竹で集水する方が樹幹流は
K⁺が上昇した。篠竹を交換した直後の 6 月 11 日と 8 月
16 日の樹幹流は篠竹で集水した方が NO₃⁻が減少した
が，日が経つにつれて NO₃⁻の減少は少なくなった。

写真 3 樹種毎および採水日の異なる樹幹流の水色
5．まとめ
利島で利用されていたシデ様雨水集法で得ていた樹
幹流は懸濁物質がみられたが，ヘキサダイアグラムや

利島のヤブツバキで集水した樹幹流と立正大学内

他の樹木の樹幹流の水色をみる限り生活用水として利

で集水した篠竹を交換した直後の 6 月 11 日と 8 月 16

用できたであろう。ただし今回の研究では利島で十分

日のスギの篠竹で集水した樹幹流の水質はほぼ同じ

な樹幹流を確保できたかは確認できなかった。

であった。学内で集水した樹幹流では K⁺が多かったが，

シデ様雨水集法を用いていたのは，甕だけで集水

利島のヤブツバキで集水した樹幹流では Na⁺と K⁺がほ

するより樹木を用いた方が多く水を得ることができたか

とんど同じ値を示した。Na⁺が多いのは，利島が離島で

らである。また篠竹を用いていたのは pH を中性で安定

あるため，風送塩の影響が大きいと考えられる。

させることや，K⁺を溶脱させ NO₃⁻を吸着させるためであ

4.2.4 樹幹流の水色

ると考えられる。集水能力に関しては，篠竹を巻き付け

木肌のなめらかさと樹幹流の色の濃さには関係が見

て集水するより麻縄を巻き付けて集水する方が集水能

られた。木肌の粗いスギの樹幹流の色は茶色で濃く，

力は高いという結果になった。したがって今回の研究

比較的木肌のなめらかなケヤキ，シラカシの樹幹流の

結果では，シデ様雨水集法は集水能力よりも水質を重

色はスギに比べ薄く，木肌のなめらかなモウソウチクの

視していたということが推察された。

樹幹流の色は透明に近かった。降水量が多くなるほど，

シデ様雨水集法に適している樹木は単位面積当たり

ほとんどの樹幹流で透明に近くなった。しかし，7 月 1

の採取高と水質でみる限り，モウソウチクが最も適して

日のケヤキの樹幹流の色だけは，それより降水量の多

いる。しかし，モウソウチクは樹冠面積が小さく十分な

い 8 月 16 日のケヤキの樹幹流の色より薄くなった。ま

樹幹流を採取することはできない。次いで適しているの

た，降水量が 14～91 ㎜では樹幹流の色に大きな変化

はケヤキで，その樹幹流はモウソウチクと似た水質であ

は見られなかった。利島で採取したヤブツバキの樹幹

った。また，単位面積当たりの採取高と採取量でみても

流の色は少し茶色がかっているが，ほぼ透明であった。

十分な樹幹流を確保できることが判明した。

シデを使用するには枝ぶりの良い樹木を用いるが，利
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１．はじめに

点数をつけてもらった。

日本人の幸福度は世界的に見て決して高くはない。

類似の主観的幸福度も測定し参考のため比較した。

実際，
「世界幸福度ランキング」2019 年版では，2018

（参考・山幸福度）
「地元の山を見た時に幸せを感じ

年の 54 位から四つ順位を下げ 58 位であった

る」という文に対し，上記の川幸福度と同様に 5 点

（Helliwell, Layard & Sachs, 2019）
。同ランキングで

制で点数をつけてもらった。

は，
各国の国民に
「どれくらい幸せと感じているか」

（参考・一般幸福度）
「現在，あなたはどの程度幸せ

を評価してもらった調査に加えて，GDP，平均余命，

ですか？『とても幸せ』を 10 点，
『とても不幸』を

寛大さ，社会的支援，自由度，腐敗度といった要素

0 点とすると，何点くらいになると思いますか？」

から幸福度を測っている。

という質問を示し，11 点制で答えてもらった。

一方で，自然と主観的幸福度の関係性は多くの研

得られた集計結果に基づき，記述統計値を求めた

究で取り扱われており，緑地，水辺が主観的幸福度

うえで，重回帰分析等によって水関連幸福度と諸要

さらには身体的，精神的健康と正の相関を有するこ

因（表１）との間の関係を探った。

とが見出されている（高橋ほか，2021 など）
。
本研究では，先述のように幸福度に課題を抱える
日本において，自然との関わり，とりわけ水環境と
の関わりが主観的幸福度とどのような関係にあるか

表１ 諸要因のリスト
要因のグループ
個人属性

変数
健康度，年齢，女性ダミー，収入（対

探ることによって，自然を幸福度の向上に活かす示

数値）
，配偶者ありダミー，家族数，

唆を得ることを試みる。今回は幸福度の一側面であ

付き合い指標（付き合いが多いかど

る水に関わる主観的幸福度（水関連幸福度）を測定

うか）
，学歴指標

し，
さまざまな要因との相関を検討することとした。
自然との関わり

（川，琵琶湖，山それぞれとの関わ
りについてたずね回答をダミー変

２．目的

数とした。
「あり」＝１，
「なし」＝

第一の目的として，水関連幸福度を測定し，その

0）仕事，レジャー，通り道で見え

妥当性について検討することを目指す。第二の目的

る，家・職場から見える，生き物に

として，水関連幸福度がどのような要因と相関する

触れる，関わりなし

か検討し，その決定要因について推測する。
３．方法

自然との物理的距

（居住郵便番号区域内）河川比率

離

（河川 100m バッファー区域が区域

2016 年 2～3 月に滋賀県野洲川流域から無作為に

面積に占める割合）
，森林比率（区

抽出した 81 の郵便番号区域全戸に 34,691 件の質問

域内森林面積が区域面積に占める

票を配布し，3,220 件の回答を得た（回答率 9.3％）
。

割合）
，琵琶湖への距離（区域から

質問票の内容は，生活全般の幸福度ならびに自然に

琵琶湖岸への直近直線距離）

関わる幸福度，そして地域社会との関わり，自然と

社会的インフラ

（居住郵便番号区域内）郵便局数，

の関わり，回答者の属性情報をたずねるものであっ

医療施設数，福祉施設数，集会施設

た。

数，産廃施設数，一般廃棄物施設数，

水関連幸福度として，以下の２種類の幸福度を測
９

商業活動指標，道路密度

４．結果と考察
（１）水関連幸福度

（２）水関連幸福度と諸要因の関係

図 1 に示すように，川幸福度の平均値は 3.37，琵

本報告では，水関連幸福度との関連を探る諸要因

琶湖幸福度の平均値は 3.76 と中間値 3（＝（1+5）

のなかでも，特に水との関わりについて注目する。

÷2）より高めである（後述の重回帰分析に合わせ，

そこで，表 1 で示した「自然との関わり」の集計値

データの完備した 1772 件について述べる）
。散らば

を見ていきたい。

りは見られるが，8～9 割の回答者が 3 点から 5 点

図２に示すように，
最も多く見られる関わりは
「通

を選んでいる。全体としては肯定的評価であること

り道で見える」であり，約 4～7 割の回答者がこの

がわかる。

種の関わりを持っている。
「レジャー」
「家・職場か

2 種類の水関連幸福度と山幸福度，一般幸福度と

ら見える」がそれに引き続き，約１～4 割を占める。

の間の相関を見ると（表２）
，川幸福度，琵琶湖幸福

ただし，琵琶湖が家・職場から見えるとする回答者

度，山幸福度の間の相関は 0.59 から 0.84 と高く，

は 6％と少ない。
「生き物に触れる」は，川で 9％，

自然（川，琵琶湖，山）関連幸福度と一般幸福度の

琵琶湖で 4％，山で 6％と少ない。さらに「仕事」で

間の相関は 0.19 から 0.20 と低い。クロンバッハの

の関わりはさらに少なく，川で 2％，琵琶湖で 1％，

αの値は，2 種類の水関連幸福度と山幸福度の間で

山で 2％であった。逆に「関わりなし」とした回答

は 0.87 と高い。一方で 2 種類の水関連幸福度，山幸

者は，川で 9％，琵琶湖で 30％，山で 17％であっ

福度，それと一般幸福度の間のα値は，0.68 であっ

た。

た。

以上より，関与の程度の少ない「通り道で見る」

以上より，自然に関わる幸福度指標間での相関が

「家・職場から見える」といった関わりや「レジャ

高いことから収束的妥当性が確認できる一方で，概

ー」は相当数あり，これらが主な関わり方であるこ

念的には同一である，回答者の傾向（例：自然への

とがわかる。一方で，
「関わりなし」と回答した，日

愛着度合い）を測定している可能性もある。また，

常的にあまり自然との接触が無い層も一定数存在す

一般幸福度とは別に自然に関わる幸福度を測定する

ることがわかった。

意義も認められた。

次に，水関連幸福度を目的変数とする重回帰分析
を実施した（表３）
。推定の効率性を向上するため，
Seemingly Unrelated Regression (SUR)法を採用
した。
川幸福度，琵琶湖幸福度ともに，健康度，年齢，
女性ダミー，付き合い指標，学歴指標と正の相関が
あった（係数が正の値で統計的に有意であった）
。川
幸福度のみが配偶者ダミーと正の相関があった。こ
れらの結果は従来の幸福度研究の成果と整合的であ
る。

図１ 水関連幸福度(n=1772)
（カッコ内の数値は平均値）

表２ 幸福度相互の相関
川

琵琶湖

山

川

1.00

琵琶湖

0.59

1.00

山

0.84

0.66

1.00

一般

0.20

0.19

0.20

一般

1.00

図２ 自然との関わり

１０

表３ 水関連幸福度を目的変数とする重回帰分析（SUR 推定による）
（n=1772）
川幸福度
説明変数

係数

標準誤差

琵琶湖幸福度

（参考）山幸福度

（参考）一般幸福度

係数

係数

係数

標準誤差

標準誤差

標準誤差

健康度

0.053

0.012 ***

0.057

0.011 ***

0.056

0.012 ***

0.459

年齢

0.120

0.024 ***

0.143

0.023 ***

0.114

0.023 ***

-0.018

女性ダミー

0.111

0.066 *

0.173

0.063 ***

0.062

0.064

0.220

0.097 **

-0.020

0.041

0.222

0.062 ***

収入対数
配偶者ありダミー
家族数

-0.061
0.123
-0.002

0.043

0.017 ***
0.035

-0.055

0.041

0.074 *

0.014

0.070

0.047

0.071

0.479

0.107 ***

0.018

0.008

0.017

-0.012

0.018

0.013

0.027

付き合い指標

0.065

0.013 ***

0.048

0.012 ***

0.071

0.012 ***

0.093

0.018 ***

学歴指標

0.126

0.026 ***

0.047

0.025 *

0.115

0.025 ***

0.102

0.038 ***

仕事

0.026

0.117

0.203

0.099

0.090

0.105

0.112

0.043 ***

レジャー

-0.152

0.043 **

0.171

0.056 ***

-0.003

0.041

0.095

0.055 *

-0.034

家・職場から見える

0.059

0.044

0.172

0.082 **

0.114

0.033 ***

生き物に触れる

0.155

0.053 ***

0.220

0.093 **

0.084

0.059

関わりなし

-0.236

0.064 ***

-0.187

0.062 ***

-0.291

0.046 ***

河川比率

-0.283

0.139 **

-0.137

0.132

-0.245

森林比率

0.299

0.180 *

0.304

琵琶湖への距離

0.006

0.004 *

定数項

1.472

0.325 ***

決定係数

0.142

通り道で見える

0.034

0.133 *

-0.055

0.203

0.171 *

0.213

0.173

-0.262

0.263

-0.011

0.004 ***

0.000

0.004

-0.010

0.006 *

2.231

0.309 ***

1.626

0.310 ***

0.845

0.487 *

0.137

0.160

0.376

※ ***は 1%，**は 5%，*は 10%の統計的有意性をそれぞれ示す。
※ 「仕事」～「関わりなし」は，それぞれ該当する対象（川，琵琶湖，山）についての関わりを記述する変数である。一般幸福度については，
川，琵琶湖，山すべての関わりについての変数を含めたところすべて有意でなかった。
※ 職業ダミー変数，社会的インフラ変数についての結果は，スペースを節約するため省略している。

水との関わりでいうと，水関連幸福度 2 種類はと

収入の対数値，配偶者ありダミーが有意であるとこ

もに，レジャー，生き物に触れる，とは正の相関，

ろが，水関連幸福度 2 種や山幸福度と異なる点であ

関わりなし，とは負の相関があった。通り道で見え

る。琵琶湖への距離については負の相関があった。

る，家・職場から見える，については琵琶湖幸福度

なお，仕事，レジャーなどでの川，琵琶湖，山との

についてのみ正の相関があった。それぞれ，生態系

関わりは，一般幸福度とは相関が見られなかった。

サービスと水関連幸福度のつながりの強弱を示し

（３）川幸福度が河川比率の高い区域で低い理由

ているものと考えられる。

上述の通り，意外であるが，川幸福度と河川比率

河川比率は川幸福度と負の相関，森林比率は双方

の間で負の相関が見つかった。一つの解釈として，

ともに正の相関，琵琶湖への距離は川幸福度と正の

川による災害により川幸福度が低下することが考

相関，琵琶湖幸福度と負の相関があった。河川比率

えられる。そこで，水害についての次の二つの質問

が川幸福度と負の相関があるのは，生態系サービス

への回答を説明変数とし，先ほどの説明変数群に加

を近隣住民が享受すると考えれば意外であるが，負

えて分析した。もし川による災害が川幸福度低下の

の生態系サービス，たとえば災害の危険性などがあ

原因であるならば，これら変数の説明変数への追加

るためかもしれない。この点については，後述の分

により，川幸福度と河川密度との間の負の相関が見

析で確認する。

られなくなるか，減少するはずである。

参考指標の山幸福度と一般幸福度の結果も確認

（水害経験）地元の川による水害・洪水の被害にあ

する。山幸福度について有意な係数は，ほぼ水関連

ったことがありますか？

幸福度と同様のパターンを示している。ただし，女

（水害の話）地元の川による水害・洪水の話を聞い

性ダミーは有意ではない。一般幸福度については，

たことがありますか？
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表４ 水害関連説明変数の追加による変化

表５ 琵琶湖幸福度を目的変数とする重回帰分析：
琵琶湖の恩恵に関連する変数について

説明変数

係数（追加後）

係数（追加前）

河川比率

-0.238*

-0.283**

水害経験

0.102

-

癒し・娯楽（レクリエーション）

0.500***

水害の話

0.140**

-

シンボル，その他

0.277***

-

地域の食文化の源

0.167***

決定係数

0.148

変数

0.142

※ ***は 1%，**は 5%，*は 10%の統計的有意性をそれぞれ示す。

係数

芸術・文化

0.143*

水源

0.013

※ ***は 1%，**は 5%，*は 10%の統計的有意性をそれぞれ示す。

これら 2 つの質問への回答が「ある」であった場合
１，
「ない」であった場合 0 のダミー変数とした。

係数の大小，つまり琵琶湖幸福度との相関の大きさ

結果の抜粋が表４である。河川比率の係数が小さ

でみると，癒し・娯楽（レクリエーション）が最大

くなったものの統計的に有意であり，水害経験，水

であり，地域の象徴・シンボル，地域の食文化の源，

害の話の係数の値は正で，水害の話は統計的に有意

芸術・文化，が続き，水源が最下位となる。先述の

である。つまり，水害への意識あるいは水害の危険

表３の結果とも合わせると，野洲川流域住民全体と

性の認識は川幸福度と正の相関を有する。したがっ

しては，レジャーや癒し・娯楽の場としての琵琶湖

て，河川比率が川幸福度と負の相関を有する理由と

が特に重要であることがわかる。

して災害危険性の認識が影響しているという推測
はこの分析では支持されない。

５．終わりに

水害への意識がかえって川幸福度と正の相関を

水関連幸福度を計測し，関連する諸要因を明らか

有するという結果は意外であった。現状，我々は以

にした。水関連幸福度は一定の妥当性があり，また

下のように解釈をしている。水害への意識は，自然

水との関わり（行動面，物理的距離）と関係するこ

への畏怖・畏敬の念を生む。畏怖・畏敬の念（awe）

とがわかった。

は，生理学，心理学，社会的効果があることが明ら

一方で次の研究上の課題がある。幸福度の測定方

かになっている（Piff et al., 2015）
。たとえば，畏怖・

法としては，満足度，充実感，プラスの感情，マイ

畏敬の念は，自身の他とのつながりをより感じさせ，

ナスの感情の各側面で測定するのが一般的である。

親切・寛容な行動へと導く。こうした効果により，

そうした方法と今回の一括した測定方法との優劣

水害への意識がかえって高い幸福度へとつながる

を検討する必要がある。また，今回の測定は一回限

のではないだろうか。実際，本研究のデータにおい

りのものであり，分析から確実に言えることは相関

ても，水害経験，水害の話は自然への畏怖・畏敬の

関係であり因果関係ではない。因果関係を探るため

念と正の相関を有し，畏怖・畏敬の念は川幸福度（そ

の時系列分析等の実施が望まれる。

して，琵琶湖幸福度，山幸福度）と正の相関を有し
ている。
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侵略的外来水生植物に関する政策と市民活動の変遷

したのは 2013 年，県が設置する関係者の協議の場

-琵琶湖のオオバナミズキンバイ問題を事例として-

である琵琶湖外来水生植物対策協議会が発足した

平山奈央子（滋賀県立大学 環境科学部）

のは 2014 年であった．
本報告では琵琶湖におけるオオバナミズキンバ

はじめに

イ問題を対象として，滋賀県および地方自治体の課

琵琶湖は近畿約 1,450 万人の水道水源や農業用水，
工業用水など水資源としての価値だけではなく，豊

題認識と多様な主体による市民活動や連携に至る
プロセスを把握した結果について紹介する．

かな生態系を育む場，固有の文化や景観など多様な
価値を持っている．同湖における環境問題として，

1. 調査方法

特に水質汚濁が進んでいた 1960 年代および 70 年代

まず，滋賀県議会および琵琶湖に接する滋賀県内

と比較すると水質は近年改善傾向にあるが，漁獲量

10 市の市議会におけるオオバナミズキンバイに関

の減少や生態系の変化などの課題は継続している．

する言及について把握する．具体的には，オオバナ

これらの様に段階的に変化する課題の一方で，それ

ミズキンバイが琵琶湖で初確認された 2009 年以降

ら課題の蓄積や人為的な介入により新たな問題が

の 11 の議会会議録を対象として，オオバナミズキ

突発的に出現することがある．例えば，1960 年代前

ンバイに関する言及回数を定量的に把握した．次に，

半の外来種水草の繁茂，60 年代後半のカビ臭の発生，

同問題が最初に確認され，特に生育面積が広大であ

1970 年代の赤潮の発生，1980 年代後半のブラック

った赤野井湾における行政および市民による対策

バスの大繁殖，1983 年以降のアオコの発生などが挙

や駆除活動を関係者へのヒアリングによって把握

げられる（滋賀県，2020）
．新たな環境問題が出現し

した．ヒアリング概要は表 1 に示す通り，2019 年 7

た際，政策や市民活動がどのように展開されるべき

月から 2020 年 2 月に実施した．

なのか，過去の事例を参考にすることができる．そ
こで本研究では近年琵琶湖の新たな問題として認

2. 結果

識されている侵略的外来水生植物の問題のうち，特

2.1 議会における言及内容の変遷

に NPO や漁業者，行政らによる連携が確認されてい

議会会議録におけるオオバナミズキンバイに関す

る，オオバナミズキンバイ問題に着目する．

る言及回数を確認した結果を図 1 に示す．図中，各

オオバナミズキンバイは，アメリカ東南部および

年において県議会については右側に，10 市議会につ

南米を原産地とするアカバナ科の多年草で外来生

いては累計回数を左側に示す．

物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防

図より，最も早く言及されたのは 2012 年の守山

止に関する法律）において特定外来生物に指定され

市議会であった．全体的な傾向として 2013 年から

ている．国内では 2005 年に和歌山県で初めて確認

2017 年までの言及回数は増加傾向であったが 2018

され，2007 年に兵庫県のため池で， 2009 年に琵琶

年以降滋賀県議会と守山市議会を中心に激減した．

湖で確認された．同植物が繁茂することによる被害

琵琶湖でオオバナミズキンバイが初めて確認された

として，水流の低下とそれに伴う水質の悪化，底泥

のは 2009 年であるが，政策課題として認識された

の堆積，溶存酸素量の低下，在来種の排除，漁船等
の航行障害などが挙げられる．この様な侵略的外来

表 1 ヒアリング調査概要

種管理に対して，外来種被害防止行動計画では，侵
入させないこと，侵入を発見後早期に除去すること，
除去が困難な場合は広げないことなどが提唱され
ているほか，多様な主体が連携して取り組むことの
重要性が言及されている（環境省他，2015）
．
琵琶湖においてオオバナミズキンバイは 2009 年

調査年日
2019 年
7 月 30 日
7 月 30 日
8 月 20 日
8 月 20 日
12 月 1 日
2020 年
2 月 17 日
2 月 17 日

12 月に赤野井湾で初めて確認され，その後，同水域
内で急速に繁茂が広がった．また，県が駆除を開始
１３

ヒアリング対象者
認定 NPO 法人 びわこ豊穣の郷 A 氏，B 氏
玉津小津漁業協同組合 C 氏
守山市環境生活部 D 氏，E 氏
夢・びわ湖 F 氏
NPO 法人国際ボランティア学生協会 IVUSA
G 氏，H 氏，I 氏
近江ウェットランド研究会 J 氏
滋賀県立琵琶湖博物館 K 氏

2.3 市民活動や連携に関するヒアリング結果

(回)
30

2007 年以降，滋賀県は外来水生植物であるミズヒ

25

マワリとナガエツルノゲイトウの生育調査および

20

駆除を実施していた．その結果を踏まえ，専門家ら

15

は滋賀県知事等 4 機関に対し，外来生物に関する要

10

望書を 2008 年に提出した．その後，2009 年にオオ

5

バナミズキンバイの個体群が初めて赤野井湾で確

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
県
大津
草津
守山
野洲
近江八幡
東近江
彦根
米原
長浜
高島

認され，生育面積は拡大した．近江ウェットランド

図 1 議会におけるｵｵﾊﾞﾅﾐｽﾞｷﾝﾊﾞｲの言及回数

して危機感を持っていたが，赤野井湾を漁場とする

研究会の専門家らは 2011 年 12 月頃から同問題に対
漁師らや活動拠点の一つとする豊穣の郷関係者らは

のは 2 年以上経過してからであることが分かる．

オオバナミズキンバイの存在を認識していなかった．

2013 年の滋賀県議会では，2014 年から本格的な機

漁師らが異変に気付き危機感を持ったのは 2012

会駆除を開始するにあたり，現状の確認や費用に関

年 7 月頃であった．同時期に豊穣の郷も危機感を持

する内容について言及された．琵琶湖内で特に生育

ち，守山市内の 8 団体と共同で 2012 年 8 月から赤

が拡大していた赤野井湾に接する守山市および草津

野井湾再生プロジェクトを開始した．同年 10 月に

市の議会における言及回数が多いことが分かった．

は近江ウェットランド研究会の案内の元，プロジェ
クトメンバー25 人が現地視察を行い，問題の重要性

2.2 関係主体の概要

を確認した．翌 11 月には試験的に駆除活動を実施

赤野井湾のオオバナミズキンバイ問題に取り組

し 41 人参加，500 ㎡を駆除した．さらに，2013 年 1

む関係主体を紹介する．まず，守山市内の複数の団

月には勉強会を開催するなど，赤野井湾におけるオ

体によって構成される『赤野井湾再生プロジェクト』

オバナミズキンバイ問題に積極的に取り組み始め

は 2012 年 8 月に発足され，繁殖状況の確認や駆除

た．同年 3 月には豊穣の郷が近江ウェットランド研

活動に取り組み始めた．同プロジェクトの事務局は

究会の専門家を招いてフォーラムを開催し，この時，

2005 年から赤野井湾の保全活動に取り組む市民活

動画配信をサポートした IVUSA の学生がこの問題の

動団体『夢・びわ湖』が担っている．次に『認定 NPO

重大性を強く認識した．この学生は所属する IVUSA

法人びわこ豊穣の郷（以下，豊穣の郷）
』は 1996 年

のメンバーと問題を共有し，駆除活動や現地調査を

に設立され，守山市内の水環境保全活動に取り組ん

行い，これらの活動が学生らの学びや活動のきっか

でいる．さらに赤野井湾を漁場とする玉津小津漁業

けとなった．

協同組合は 1949 年に設立され，
組合員 32 名の組織，

一方，漁師らは 2012 年 4 月にオオバナミズキン

NPO 法人国際ボランティア学生協会（以下，
，IVUSA）

バイの小群落を発見していたが，稚魚の産卵場所に

は 1993 年に設立され，国内約 3500 人の学生らが災

なるだろうと問題として認識していなかった．その

害支援や途上国支援の活動を行っている．

後，5 月と 6 月は生育状況に変化はなかったが，7 月

関係行政として，守山市環境政策課が赤野井湾の

に成育範囲が拡大した．この時，仕掛けていた漁具

環境保全事業を行っているほか，琵琶湖の河川管理

（カゴ）を取り出せない，コイやフナが死んで悪臭

者である滋賀県は 2014 年に『琵琶湖外来水生生物

がするなどの状況が問題として認識させた．翌年 3

対策協議会』を設置した．同協議会ではオオバナミ

月，赤野井湾と接続している内湖を埋め尽くすよ

ズキンバイを含む外来水生物の現状共有や生態解
明，防除方法について検討している．

表 2 赤野井湾におけるｵｵﾊﾞﾅﾐｽﾞｷﾝﾊﾞｲの拡大状況

以上の政策や活動に対し，近江ウェットランド研
究会と琵琶湖博物館の外来水生植物の専門家はオ
オバナミズキンバイの調査や生態について情報提
供および助言している．
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2009 年 12 月
2010 年 11 月
2011 年 12 月

142 ㎡
478 ㎡
1638 ㎡

2012 年 3 月

4200 ㎡

個体群 初確認
生育面積拡大
内陸部やヨシの植栽地で新た
な生育地を確認
生育面積拡大・生育群落増加

うにオオバナミズキンバイが繁茂し，フナ・コイ・

上の参加者による大規模な活動を毎年実施している．

ウナギが全く獲れなかった．また，同内湖に停留し

以上の動向を踏まえ，2009 年に成育が確認された

ていた 20 隻以上の漁船を出せず，この間漁ができ

が地域では問題として認識されていなかった 2011

なかった．これによる被害として，漁師の記憶によ

年までの「未明期」
，漁業者や NPO らが問題を認識し

ると漁獲量は前年の約 1/10，約 13 ㎏であった．

勉強や駆除を開始した 2012 年の「始動期」
，駆除活

市民や漁師らが問題を認識したのち，2013 年 6 月

動が活発化し滋賀県が本格的な機械駆除を開始し

に本格的な駆除活動が開始された．ただし，同活動

た 2013-2015 年の「活発期」
，生育が小康状態になっ

は複数団体による『赤野井湾プロジェクト』の一環

た 2016 年以降の「収束期」と 4 つの期に区分するこ

ではなく，豊穣の郷の活動として企画，実施された．

とができると考える．

同団体は 2013 年度に 8 回の駆除活動を実施し，そ
のうち 3 回は民間助成金によって活動費を賄った．

3．考察

また，IVUSA の学生らは 9 月の駆除活動に参加した

漁業者や NPO など地域が問題を認識した時期は専

ことを通して活動に対する士気が上がり，12 月の同

門家のそれよりも約 2 年半遅く，その間，オオバナ

団体役員選挙において大規模駆除計画が宣言され

ミズキンバイの生育面積は約 30 倍となった．合わ

た．2013 年，
『赤野井湾プロジェクト』では勉強会

せて，滋賀県や守山市など行政も政策課題として認

を 3 回実施するほか，巡回や監視を行い，オオバナ

識するのが遅かった．上河原（上河原，2016）によ

ミズキンバイ問題への対応を求め守山市へ提案書

って外来生物対策における早期初動の重要性と琵

を提出した．一方，この頃滋賀県では次年度の駆除

琶湖の事例でそれができなかったことを指摘して

事業にかかる予算の確保，守山市では先の要望を受

いるが，本調査のヒアリングによっても同様の事象

け市民らの駆除活動の支援に向けて取り組んだ．

を確認することができた．また，オオバナミズキン

滋賀県が本格的な機械駆除およびオオバナミズ

バイ問題に対応するため，地域の水環境保全に取り

キンバイの生態解明のための事業を開始したのは

組む NPO と実質的に被害を受けた漁業者が連携し，

２014 年であった．同時に豊穣の郷が駆除活動を行

漁船を使った大規模駆除大会を開催するための連

う他，赤野井湾プロジェクトでは巡回・監視を実施

携体制が構築された．これは課題を共有する主体が

するが，2013 年ほど積極的な活動ではなかった．一

それぞれのスキルとノウハウを生かした役割分担

方，IVUSA では勉強会を踏まえてプレ駆除大会を実

に繋がったものと考える．さらに，学生団体が NPO

施し 9 月に大規模駆除大会を主催した．同大会は学

の活動に参加したことをきっかけに同問題につい

生だけではなく豊穣の郷や周辺自治会，漁協関係者，

て勉強し，自主的および主体的に活動を開始したこ

守山市役所などとの連携により実施された．この様

とも重要なポイントである考える．同団体は赤野井

に各団体が駆除活動を主催するが，当日の活動では

湾での活動経験を基に琵琶湖の他の水域において

異なる団体関係者が参加するというように，連携が

も活動範囲を広げている．

行われていた．駆除活動において漁協が船を出す，
乾燥場所を提供するなどの協力関係も見られた．

以上通り，オオバナミズキンバイ問題を通して多
様な団体が新たな問題に対して理解を深め，問題解

オオバナミズキンバイの成育状況は 2016 年以降

決のために連携が生起した事例であると考える．

小康状態となったが，関係者の連携や IVUSA による
駆除活動は継続した．特に IVUSA は 1000 人以

参考文献
環境省・農林水産省・国土交通省，外来種被害防

表 3 赤野井湾のｵｵﾊﾞﾅﾐｽﾞｷﾝﾊﾞｲ問題の時期区分
第Ⅰ期 2011 年度まで
第Ⅱ期 2012 年度
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漁業者や NPO が問題を認識
ネットワーク組織が発足
除活動開始
第Ⅲ期 2013-2015 年度 駆除活動が活発化
行政が駆除予算を確保
第Ⅳ期 2016 年度以降 大規模群落の生育ほとんどなし

止行動計画（2015）

未明期
始動期
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淀川改良工事におけるデレーケの功績について

倒的に多く、その後は学術教師、事務家が中心とな

三輪信哉（大阪学院大学）

った。1899（明治 32）には閣令で外国人雇い入れに
関する手続きが廃止された。お雇い外国人時代の最

1 はじめに

盛期は 1870 年（明治 3）より 1885 年（明治 18）に
至る工部省時代と重なっていた。

大阪市北区と都島区の境にある淀川河川公園長

明治初期に政府は、主として河川の舟運や河口の

柄河畔地区は、新淀川から旧淀川（大川）が分岐す

港建設のため、河川の土木工事に経験のあるオラン

る位置にある。1974（昭和 49）に新造された「淀川

ダの技術を採用することに決めた。
1872 年
（明治 4）

大堰」と「毛馬閘門」があり、かつて旧淀川に流れ

以降オランダ人技術者 10 人が来日した。治水に関

込む水量を調節し、船運の便を図っていた歴史遺産

して大きな功績を残した者として、ファン・ドール

である。

ン（Cornelis Johannes van Doorn、1837-1906、1872-

公園には、当時の大改修を記念する「淀川改修紀

1882、10 年、長工師）、エッセル（George Arnold

功碑」を中心に、当時の大改修を行う時の工事基準

Escher、1843-1939、1873-1878、5 年、一等工師）
、

面を示す「旧毛馬基標」や、大改修に尽力した「工

デレーケ（Johannis de Rijke、1842-1913、1873-

学博士沖野忠雄君之像」の銅像がある。開削時に掘

1903、30 年、四等工師）らが有名である。特にデレ

り出された「毛馬北向地蔵」や、1620 年（元和 6）

ーケは通算 30 年の滞在期間に及んだ。

以降の大阪城再築時に誤って運搬船から落とした

一般にお雇い外国人の月給は日本人のそれに比

城石「残念石」も大改修時に引き上げられて置かれ

べて破格のものがあった。長工師 500 円、一等工師

ている。与謝蕪村（1716～1784）の生地もこの場所

450 円、二等工師 400 円、三等工師 350 円、四等工

（摂津国東成郡毛馬村（現毛馬町）
）で、堤防の上に

師 300 円、工手 100 円であった。当時の日本の知事

は蕪村の「春風や堤長うして家遠し」を刻んだ蕪村

の月給 200 円、小学校校長の月給 15 円、平教員月給

生誕地を示す記念碑がある。

5 円だった。気候、風土、文化・習慣のまったくこと

こうした史跡を見るにつけ、逆に際立ってくるの

なる国々からの招聘であるための厚遇であった。

が、なぜ淀川改修の基礎を作ったオランダ人技術者
ヨハネス・デ・レーケ（以下ではデレーケ）を称揚

3 淀川の河川計画と工事の実施

する碑や銅像などが一切見られないか、疑問が湧い
た。デレーケに関してはすでに膨大な文献があるが、
再度デレーケと淀川の関わりを述べ、デレーケの功

淀川修築工事は 1874 年（明治 7）～1896 年（明治
29）の 22 年間にわたって行われた。

績を振り返りたい。

最初にデレーケが中心的な事業として関わった
のが大阪港の設計と水深確保、そのための淀川から

2 オランダ技術者の招聘

の大阪港への土砂堆積の防止であった。
明治期に入り、大阪港が上流からの土砂で浅くな

幕末から明治の初期にかけて、開国後、殖産興業、

り、大型船入港ができず、海外貿易の大型船が神戸

富国強兵をかかげ、近代化をはかるために多数の

港に移っていった。また淀川本流が堆砂で平均水深

「御雇い外国人」が招聘された。1868 年（明治元）

が明治初期には 60 ㎝程度で舟運にも支障をきたす

から 1889 年（明治 22）までに公的、私的に雇用さ

ようになっていた。当初は大阪港の浚渫が目的であ

れた外国人は 2690 名にのぼり、イギリスが最も多

ったが、淀川全体の踏査に基づき、堆積した河床の

く、米、仏、中独、と続き、オランダ人は 99 人とさ

砂を排除するとともに、上流の砂防をすることが先

れ、ほとんどの御雇い外国人は数年で帰国した。そ

決だとの判断から、低水工事と砂防を中心とする河

の数は 1877 年（明治 10）ごろ約 520 名ピークで、

川改修を計画、進めることとなった。

1880 年（明治 13）には半減し、その後次第に減少し
た。

１）粗朶沈床による水制工事

明治 10 年代の初めまでは技術者、学術教師が圧

1-1）旧淀川における試験実施（1887 年（明治 8）開
１６

始）

の主要な 30 を超える河川の工事計画に携わった。

実際に粗朶沈床による水制が効果があるかを立

洪水制御の考え方として①上流域の砂防（植林、砂

証するため、また政府に理解させるために淀川中之

防ダム等）、②洪水は上流から河口まで分流させな

島において、試験的に水制を設置し、成功を収めた。

いで流す、③洪水を流す河道は深く川幅を狭くして

のちに全国から見学が多数来阪するようになった。

曲がりを少なくする、④蛇行した低水をつくり舟運

1-2）淀川修築工事：粗朶沈床の設置（三川合流地点

の便を図る、⑤河口に導流堤をつくり土砂を海深い

から中之島まで 42.1 ㎞区間）

ところへ流す、これらを中心とし河川改修の基礎と

粗朶沈床工法は細い枝を束ねて組み合わせマッ

した。

ト状にしたものを沈めて、河岸から河川中央に向か

デレーケは淀川を手始めに、低水工事を中心とし

って張り出す形で沈められ、これにより、流水を中

て河川改修を行ったが、高水工事を不要としたわけ

央に集めて流路を一定の幅に収め、土砂の自然排除

ではなく、そのためには莫大な予算が必要で、1885

を高めて水深を増すために行われた。資材は安価で

年（明治 18）
、1889 年（明治 22）の淀川の大洪水を

高度な技術を必要とせず、また木材を多用しないこ

経て、1896 年（明治 29）の河川法の制定、国による

とから山林の保護にもつながっていた。

淀川改修計画の実施決定を待たねばならなかった。

２）表土流出の防止と砂防堤の建設

そして、本格的な淀川の河川改修を実施する段に

砂防工事として、①藁をはげ山の部分に埋め込

はデレーケが計画立案、それを、日本人土木技官沖

み、表土流出を防ぐとともに植樹した幼木の水分

野忠雄（1854（安政元）－1921）が修正補足し、沖

補給に役立たせた。②試験的に不動川上流（京都

野が工事責任者として事業がゆだねられた。沖野は

府木津川市山城町）で各種タイプの堰堤を設ける

大学南校入学後、パリ・エコールサントラ―ルに留

ことで、砂防工法を実際に日本人に理解させる。

学、土木工学を修め第四区土木監督所長として淀川

③実際に砂防堤を建設し、土砂流出を防ぐ。

の河川改修に尽力した。
国の予算で淀川の全面的な改修が行われ、①新淀

以上の根拠となったのは、淀川の流量の観測と洪

川の開削、②瀬田大堰の建設、③木津川、宇治川、

水時の最大流量の決定、それによる河川断面の決定

桂川の三川分流と巨椋池の切り離し、④長良大堰の

など、計算により河川流路を決定していったことで

建設、毛馬閘門の建設による旧淀川の流水制御、を

ある。

1896 年（明治 29）から 1910（明治 43）の 14 年間で

以上の工法を用いて、低水工事を行うことで、目

実施した。そこにはデレーケの淀川の河川改修の基

に見えて淀川の砂は自然に排除され、淀川での船の

礎があったと言える。

航行が可能になった。
デレーケが着任した明治期の日本の山林は、日本

４ デレーケの日本における立場

の歴史の中で、もっとも山林が荒廃した時代であり、
その惨状をデレーケはつぶさに見た。はげ山から流

政府は、日本の近代化のために、①まずは外国人

れ出てくる土石により、河川が痛ましい状態であっ

を多数招聘することで、鉄道、港湾、水道、河川整

たことは瞬時に理解しただろう。

備など、国土の近代化を一気にはかろうとした。②

デレーケ自身が、砂防技術と粗朶沈床工法のみを

教員も招聘し、1872 年（明治 5）工部省に工学寮、

知っていて、高水工事の工法を知らなかった訳でも

のちの工部大学校を創設、最初は英語、ドイツ語な

無視した訳でもなく、まずは治山治水を先に徹底さ

どで教育し高等教育の普及につとめた。③同時に多

せることで荒れる川を収めることを主眼に置いた。

数の優秀な若者を欧米の大学へ留学させ、大学教員

これらの技術の成功は、全国から、河道改修を求め

や技師、官僚などを生み出した。以上の段階を経て、

る声が高まった。

国策として極めて計画的に日本人の専門家の育成

以後、デレーケは 30 年に渡って日本に滞在し、信

をはかって行った。

濃川、利根川、木曽川・長良川・揖斐川、淀川、常

オランダ人技術者の中で、デレーケは四等工師で

願寺川、九頭竜川、千代川、筑後川に関わり、国内

来日した。大学を出ておらず、一面では青年期から

１７

実際に技術者として現場での経験を積んできたこ

ている。こうしたわずかに残る痕跡に、デレーケの

とで、来日後に、日本の自然環境に即した河川計画

偉業を刻み置くことが重要ではないかと考えてい

を立案、実施できたことが、日本におけるデレーケ

る。

に対する絶大な信頼に繋がったと言える。最後は内
務省勅任官（天皇から任命を受けた技術顧問）とな
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５ おわりに

農林水産省、
「内務省技術顧問 ヨハネス・デ・レ
ーケ」

150 年前に始まった粗朶沈床による水制は淀川の

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/museum

治水に長年、機能してきた。1875 年（明治 8）から

/m_izin/toyama_02/ （2021 年 8 月 15 日参照）

1881 年（明治 14）の間に 140 基の水制が建設され、
それらがワンドとして残されてきた。1971 年（昭和
46）に淀川工事実施基本計画が改訂され、流量改訂
に対応して工事が行われ（低水路の掘削、屈曲整正、

（補足）デレーケ年表

低水路幅の拡幅、低水護岸の建設、堤防や護岸の補
強、高水敷の嵩上げと環境整備など）ワンドのほと

・1842 年（天保 13）12 月 5 日（1 歳）

んどが失われた。

オランダ・コレインスプラートにて築堤職人の三男

現在は 1971 年に発見され、1794 年に天然記念物

として誕生。10 代に水理学者ヤコーブス・レブレッ

指定されたイタセンパラの保護によって保存が進

トに師事。優秀な技師として成長。

んだ城北ワンド群、庭窪ワンド群を残すのみとなっ

・1867 年（慶応３）
（25 歳）
１８

オランニエ閘門（アムステルダムと北海を繋ぐ）の

・1905 年（明治 38）
（63 歳）

工事にて主任技師を務める

上海・黄浦江（こうほうこう）改修工事の技師長

・1873 年（明治 6）
（31 歳）

として中国へ赴任。

内務省土木局に招かれ、4 等工師として来日。エッ

・1909 年（明治 42）
（67 歳）

セル（ドルフト王立アカデミー出身のエリート技師、

毛馬の閘門で淀川大改修竣工式執行。

１等工師）とともに来日。

・1910 年（明治 43）
（68 歳）

・1875 年（明治 8）
（33 歳）

技師長を辞任し、オランダへ帰国。ウィルヘルミ

来日最初の事業として、大阪港の水深維持のため、

ナ女王よりオランダ国獅子勲章、授与。

淀川改修工事着工（大阪天満橋から京都観月橋）
。上

・1913 年（大正 2）
（70 歳）1 月 20 日

流部の植林、砂防堰堤の建設、粗朶沈床により流路

オランダ・アムステルダムにて没

を固定化し、土砂の自然流出をはかる低水工事の実
施。
・1877 年（明治 10）
（35 歳）
木曽川三川分流工事着工。
・1878 年（明治 11）
（36 歳）
１等工師エッセルから福井県坂井港（現・三国港）
の改修工事を引き継ぐ。長さ 540ｍの巨大防波堤を
築堤。
・1879 年（明治 12）
（37 歳）
ともに来日した義妹のエルシェ、病没。
・1981 年（明治 14）
（39 歳）
ともに来日した妻ヨハンナ、病没。
・1885 年（明治 18）
（43 歳）6 月
淀川沿いの伊加賀村、三矢村にて淀川堤防決壊。大
阪府内 30 万人が被災。
・1886 年（明治 19）
（44 歳）
1878 年から調査を行っていた木曽川改修計画が完
成。
・1887 年（明治 20）
（45 歳）
木曽川三川分流工事着工。木曽川、長良川、揖斐川
の間に背割堤を設ける。三川の完全分断。
・1891 年（明治 24）
（49 歳）
富山県常願寺川にて豪雨のために 6500m の堤防が決
壊（土砂流出面積 1527ha）
。常願寺川改修工事着工。
内務省勅任官（天皇から任命を受けた技術顧問）に。
・1896 年（明治 29）
（54 歳）
帝国議会にて河川法、淀川改修法が可決。新淀川の
水路の土地収用交渉開始。
・1900 年（明治 33）
（58 歳）
木曽川三川分流工事完了
・1903 年（明治 36）
（61 歳）
オランダへ帰国。30 年の在日期間中に 20 以上の治
水事業に従事。
１９

