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【新刊紹介】：山田利春 

牛尾洋也/伊達浩憲/宮浦富保 編 

『森里川湖のくらしと環境』―琵琶湖水域圏から観る里山学の展望―  

 

 

本書の背景（はしがき） 

 本書は龍谷大学里山学研究センターが、文部科学省の支援を

えて行なった研究で、〈びわ湖水域から見る里山学の展望〉とい

う副題がついている。第 15章と補論 3からなり、第 3章から 9

章までは主として自然科学系の研究分野からの課題で、第 10

章から 15章までは人文・社会科学系の研究分野からの課題にア

プローチした論考である。牛尾 広也、伊達 浩憲、宮浦 富保の

3名によりにより編集された。 

 

序章:「琵琶湖水域圏」概念と位置づけ                (P-1) 

ここでは従来使われている「琵琶湖・淀川水系」や「琵琶湖流域」「琵琶湖集水域」と異

なり、「琵琶湖水域圏」という概念の位置づけを提唱している。そこで、はじめに先行する

概念の概括的把握を試みている。①琵琶湖の「河川」「水系」による把握。②琵琶湖の「流

域」および「水域」による把握。③琵琶湖の「生態系保全」および「水循環」による把握。

④琵琶湖の「持続可能」による把握。⑤「琵琶湖水域圏」概念の位置づけ。 

（牛尾 洋也） 

 

第 1章：持続可能性社会と里山モデル―琵琶湖水域圏の保全再生に向けて―(P-11) 

 里山的自然における人間と自然との関係に関する環境倫理学上の議論を発展させた論考

である。 

はじめに：第 70回国連総会で SDGｓが採択されたが、その背景に「地球の限界」に対

する強い警告があった事は、十分に理解されていない。 

 地球の９つの限界線（①人為的な気候変動、②生物多様性の損失率、③窒素およびリン

による汚染、④成層圏オゾン層の破壊、⑤海洋酸性化、⑥淡水の消費、⑦土地利用の変化

（森林や湿地の農地開発）、⑧大気汚染・エアロゾル負荷、⑨化学物質汚染、の内 4つ（赤

線）が限界線を越え危険域に入っているとのこと。 

 

 １．「里山への問いかけ：「里山」は人の手が加わった自然である。江戸時代末期から

戦前、戦後を通して里山の存在は変化してきたが、生物多様性の立場から、環境省は「里

地里山」という言葉を使ってその重要性を訴えるようになった。 

 ２．「里山学」と持続可能社会の追究：「里山」と言う言葉は、曖昧さが伴う 



2 

 

が、3つに区分することが出来る。「里山Ⅰ」は狭義で奥山との対比で使われる。「里山 

Ⅱ」は、広義の里山で田んぼ・畦・ため池などの農業的自然と林業的自然を含む。「里山

Ⅲ」は最広義の里山で、里海・里湖・里川などを含み、「人為攪乱による二次的自然」も

含む。「里山学」は環境問題に寄与す学問、・・可能性を探求する学問ととらえている。 

 ３.持続可能性社会と里山モデル：里山学の最終的な目標は、環境問題の解決に寄 

与し、持続可能な社会を実現することである。「里山モデル」はアメリカ型の自然保護思

想ではなく、人間と自然との関係、自然共生社会の実現に寄与するものである。 

 「持続可能社会」という概念は、世代間・世代内の公平が基礎になって、「公正な持続 

可能社会」の省略形である。8つのコンセプトを列記する。」  

 終わりに：―琵琶湖水域圏の保全再生に向けて―大都会近傍にある「古代湖」琵琶湖 

は、自然と人工とがせめぎ合う。「魚のゆりかご水田」が「里山的自然」再生の試みの 1

つである。                           （丸山 徳次） 

 

第２章：琵琶湖保全再生計画の試金石―生物多様性の保全をめぐって―  (P-29) 

 琵琶湖のエコトーンとしての沿岸域と、「大湖沼」と「沼地（内湖）」という特性の異な 

水域の存在が、琵琶湖の豊かな生物多様性を保持しているという観点から、琵琶湖保全再  

生を再検討する。 

はじめに：筆者（秋山）は、『琵琶湖水域圏の可能性』（晃洋葉書房 2018年）第２章で琵

琶湖保全法成立（2015年）の背景などを考察した。その末尾で、琵琶湖総合開発（以下、

琵総と表記）の終結（1997年）後、約 20年ほどの間に展開してきた関連事業と研究成果

を、計画の構成と展開に活かしていくことが求められると指摘し、関連事業として 

①水政策をめぐる動き、②生物多様性保全をめぐる動き、③地域政策をめぐる動き、の

3点をあげていた。このうち生物多様性保全をめぐる動きは、琵琶湖保再生計画の骨格と

関わる領域なので、本章ではこれに焦点を当てる。  

１「沿岸のレジリエンス（復元力、回復力）」概念と琵琶湖の経験 

  琵琶湖は南郷の洗堰建設後、人為的に水位を捜査する段階に入ったが、高度成長期以降、

自然生態系から人工生態系へその性格がシフトする過程に入り、沿岸の生態系に大きな影

響を与えた。 

 2 沿岸域研究の成果と論点 

 (1)沿岸生態系の特徴とその変化：琵琶湖の生物多様性の特徴は、日本の他の湖沼や河川

に比べて、きわめて多様な動植物が生育、生息していることである。もう一つの特徴は琵

琶湖の固有種が多いと言うことである。現時点での固有種は、貝類 29種、魚類 16種類で

これで固有種の 70％を締めている。   

 (2)湖岸堤をめぐる問題：湖岸堤は琵総のなかで治水を目的に建設された。滋賀県は琵総以

前から観光振興の目的で道路の新設・整備の構想があり、琵琶湖を一周する道路を沿岸域

に敷設することとした。洪水調節を目的に基準水位＋1.4ｍとしたとき、地盤が低い場所、



3 

 

約 50Kｍの堤防が必要となる。湖岸堤は洪水対策という点では、物理的レジリエンスを体

現したが、生態的レジリエンスの低下に繋がっている。 

 (3)洗堰の水位操作規則制定をめぐる問題：琵総は淀川水系における治水と利水を目的に実

施されるが、それを具体化するのは、洗堰の操作である。操作規則は 1992 年に作られた。

新規則制定後、コイ科魚類の漁獲量が大きく減少し始めた。1992年以降、著しい水位低下

が長期間続いた結果、固有カワニナ類が目に見えて減少した。1994年の大渇水で最低の－

1.23mを経験し、沿岸域で多くの貝類が死亡し、その後、回復していない。 

 水位低下が琵琶湖の生物に与える影響は、生態的レジリエンスの劣化その物である。 

3 沿岸のレジリエンスからみた保全・再生の方向 

(1) 琵琶湖保全の捉え方：琵琶湖をめぐる環境問題は、水質保全問題から生物多様性保

全にシフトし、琵琶湖に関する捉え方も、変化に応じて変わる必要がある。以下のよう

な今日的意義が出てきた。1つは大湖沼としての北湖と遠浅で内湖やヨシが生息する南湖

である。 

 この特性が異なる 2つの水域が広範囲に広がっていることが、豊かな生物多様性を支

えている。大湖沼としての琵琶湖を保全するために、湖岸は原則として手を加えないこ

と、と同時に、てきどに自然の洪水攪乱を生じさせることを提案したいる。 

(2) 法・制度の変化と政策の革新：琵琶湖保全再生法(2015年)、琵琶湖保全再生指針(2016

年)、琵琶湖保全再生計画(2017年)には、約 20年前に滋賀県が提起した『あり方』の骨

格が反映されている。（以下、省略） 

おわりに 

 滋賀県は 40年前に、有機汚濁が進む琵琶湖の環境問題を克服するために、富栄養化防

止条例を全国に先駆けて制定した。有機リン合成洗剤の販売や使用を禁止するという内

容は、石鹸業界との間で緊張関係をもたらしたが、県民の幅広い支持を受けて条例は成

立した。 

 今日、琵琶湖は生物保全という新たな課題に直面している。しかし、有機汚濁問題ほ

ど広く県民に知られていない。2015年に琵琶湖保全再生法が成立し、これに基づいて琵

琶湖保全再生計画が策定された。生物多様性保全に本格的に取り組んでいく試金石とな

る。                              （秋山 道雄） 

 

第 3章：淀川水系治水の行方―琵琶湖と巨椋池を含む水理―（P-43） 

  琵琶湖流域を含む淀川水系の治水あり方につき、琵琶湖や天ヶ瀬ダムによる水位調節だ

けでなく、遊水地を含む各河川ごとの水位調整の重要性を指摘する。 

はじめに：琵琶湖流域を含む淀川水系の治水が、現在では、誤った認識のもとに構想 

されている。その誤りの歴史的起源についても考察する。  

１．淀川水系の構造と流量 

 滋賀県内を琵琶湖から発した瀬田川は、京都府内で宇治川、大阪府内で淀川と名前を変
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える。この河川の全体が淀川水系で、その流域は、滋賀県を始め、2府 4県に及ぶ。流域

面積 8240㎢は、西日本最大となる。淀川水系流域面積の半分近くは、琵琶湖流域 3738㎢

である。ただ、大阪湾に注ぐ淀川の水の総量は、琵琶湖がその半分を占めるというのは、

おおむね正しいが、出水時もそうであると言うのは、全く間違った理解である。 

 淀川水系の流域面積の半分は、二大支流の木津川と桂川が占める。そして、山崎と八幡

の間で宇治川に合流し、木津川、桂川、宇治川の三川合流部から下流が淀川となる。（琵琶

湖からの水は瀬田川⇒宇治川）。これら三川の比率は、おおむね、３：２：１となる。その

和は、琵琶湖流域に少し届かない、89.7%になる。  

２．琵琶湖水位と瀬田川洗堰操作 

 琵琶湖の水で淀川に洪水を起こすことが出来るであろうか。現在の瀬田川洗堰は、最大 

疏通量 800㎥/secと設計されている。淀川本川は、10,500㎥/sec流下させることが出来 

る。1,500㎥/secの宇治川でも十分余裕がある。下流の治水に何の問題もない。淀川に注 

ぐのは、瀬田川を通した琵琶湖からの湖水だけでなく、木津川、桂川の合算、10,500㎥/sec

を越えなければ、淀川の洪水にはならない。琵琶湖からの寄与は最大でも

800/10500=7.6%でしかない。 

３．三川合流地点の水理 

  明治以降、淀川中下流域で甚大な洪水被害の生じたのは、三度あった。その内二度は淀

川の破堤が原因だった。一方、1953年の出水は宇治川の向島下流で左岸が 450m破堤した。

遊水池として確保しておくべきだった「巨椋池」は、1941年干拓工事が完工していた。宇

治川の水量は１000㎥/sec台にとどまる。木津川、桂川との複合要因が関係する。「背水」

（バックウｵウター）により、宇治川の水位が上昇したのではないだろうか？宇治川で背水

が発生したため、天ヶ瀬ダムは 2013年緊急放流を余儀なくされた。 

４．歴史的起源 

 琵琶湖流域を含む淀川水系の治水が誤った認識のもとに構想されてきたことを示す例 

を 2点指摘した。このような認識は歴史的にもそうであったであろうか。また、それは何 

に由来するのであろうか。 

 日本の河川近代改修を指導したのは、1872年に来日したオランダ人技術者たちであっ 

た。その後、フランス留学組（1880年）が後を引き継いだ。そして、遊水池の果たす役 

割を正しく認識していたようである。巨椋池の役割や木津川の背水や木津川、桂川、宇治 

川、三川の計画流量を木津川 13万：桂川 7万：宇治川 3万：（合計 23万立方尺） 

23万立方尺としたが「三川の最大流量が同時に合奏すること万之れなし」として、20 

 万立方尺を以て、計画の基礎となせり」とし、認識の誤りはここに起源がある。巨椋池は、

木津川、桂川のための遊水池であるが、琵琶湖と比べてその機能は小さいので、排除した。

そのために 1953年宇治川の堤防決壊を招いた。2013年も破堤寸前であった。 

 

おわりに 
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淀川水系の近代大規模改修の出発点をなした淀川改良工事において、沖野・原田・三池

が、三川合流部に臨み、巨椋池を排除する選択をしたのは、自然の摂理に背いた考え方で

あった。巨椋池が有ったのは水理上の合理性があったからで有り、一般に河川の狭窄部分

は、その対策に遊水機能をそなえておくべきである。琵琶湖は、瀬田川の狭窄部の手前に

存在するきわめて優れた自然の遊水池である。            （中川 晃
あき

成
なり

） 

 

第 4章：滋賀県湖東平野を愛知川の水利と流況および生物多様性―    （P-59） 

  愛知川の表層・伏流水に関し、ダムを含む農業水利施設と圃場整備による農業の合理化

が、瀬切れの多発と魚類等の生物多様性の減退、地域文化の衰退を招いていることを指摘

する。 

 １ 愛知川の流況の変遷 

  愛知川は鈴鹿山脈の御池岳に源を発し、永源寺の下流に大きな扇状地を形成して湖東平

野を西に流れ、琵琶湖東岸に達する延長 41kmの一級河川である。この愛知川の水は、地形・

地質条件に規定されて 4種類の水に類型化される。①愛知川本流を硫化する水、②急傾斜

の小扇状地の水、③中・低位段丘礫層の水、④湖岸平野の水。   

 ２ 愛知川の水の行方―永源寺ダムの取水と河川水― 

  愛知川の水は、農業用水として大量に利用されている。永源寺ダムから河川への放水量

は人為的に調節されているので、河川流量は必ずしも降雨量と比例しない。灌漑用水の需

要しだいとなる。農業用を主目的に作られた永源寺ダムは、建設計画が 4回変更された。

灌漑の総用水量は大幅に増加し、増加分はの地下水を含む補助水源に頼ることになった。

農繁期の 4～7.8月は河川に流す水量は永源寺ダムへの流入量の 2割ほどしかなく、河川水

が乏しくなり、春季から夏季にかけて愛知川の表流水はほとんど流れていない。 

３ 愛知川の河床高の変動 

 愛知川の河床にに関する資料は乏しい。河床低下について愛知川漁業協同組合は「洪水

時など、上流で生成された土砂は、ダム湖で定着してしまい下流域に搬送されない。この

ため砂礫のバランスが崩れ、川底が低下する。自然に土砂が搬送されれば、砂礫による自

然浄化で石は磨かれるが、泥だけ流れてくるため、水生動植物は育たない。河床がどれだ

け低下したのか、本当に低下したのかの実証的資料は見当たらない。 

４ 水路網と生物多様性 

 愛知川の堤内地を流れる水田地帯の水辺の生き物を支えてきたのは、用水路網に違いな

い。ゲンジボタルは、永源寺ダムの下流で愛知川左岸に流入する和南川やその周辺の水田

地帯に多く見られる。現在、旧水路網が残存しているところにゲンジボタルは生息してい

る。一方、琵琶湖水系に生息する淡水魚も、その多くが人口水系に支えられてきたと考え

られるが、近年それらの減少は、水路網の改変、あるいは非灌漑期に通水されないことが

考えられる。加えて、用水の水が愛知川に戻らない水路網になっているため、フナやナマ

ズなどの産卵場所が水田を利用できなくなったと言われている。 
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おわりに 

 多くの水生生物を支えていたはずの愛知川の水は、永源寺ダムをはじめとする農業水利

施設の完成以後、灌漑期はその大半を農業用水として取水され、愛知川本流は一部の区間

において瀬切れが多く発生し、魚類などの水生生物が生息できず、移動も出来ない状態が

顕在化している。永源寺ダムの上流にはヒメボタルが生息している。 

（遊磨 正秀・太田  真人） 

 

第５章：砂礫州と生物多様性 ―滋賀県愛知川の砂礫性生物―            （P-73） 

  愛知川の瀬切れと砂礫州において生息する昆虫と植物の生態的環境を観察し、河川流量  

 と砂礫州維持の関係性と、砂礫生物の保全の可能性を探る。 

                           （太田  真人・遊磨 正秀） 

 

第６章：瀬田丘陵にある旧里山を利用する新しい環境教育プログラムの開発  

―「龍谷の森」の木質バイオマスを活用する新規な炭焼き活動―      （P-83） 

 龍谷の森（龍谷大学の演習林）で実践する炭焼き活動を通じた環境教育の意義を示す。 

  はじめに：滋賀県大津市の瀬田丘陵にある龍谷大学理工学部に隣接する「龍谷の森」 

は、かっては典型的な薪炭林であり、全国各地に散在する里山の１つであった。この「龍 

谷の森」で、大学生や一般市民を対象として行なってきた従来の炭焼きとは目的と方法を 

異にする、環境教育プログラムとしての新しい炭焼きの現代的な意義について述べる。 

１ 里山バイオマスの利用と課題 

 里山の定義を厳密に当てはめると、今では里山を生 業
なりわい

の場所として活用しているとこ

ろは、全国的にほとんどないであろう。ところが、里山を見直す動きが出てきた。それは思

いの外、生物多様性に富んでいたからである。 

 戦前までの日本の主なエネルギー源であった木炭は、薪炭林と呼ばれる身近な里山がその

供給源であった。戦後は燃料革命でそれは失われ、ゴルフ場や新興住宅地が作り出された。

現在は持続可能な社会を目指して、生物多様性が注目されるようになり、今までほとんど価

値がないと見なされてきた里山環境が見直されてきた。薪や木質バイオマス発電など再生可

能エネルギーに移行していく必要があり、里山が見直される時期に来ている。 

２ 生業としての炭焼き法の歴史 

 環境教育を目的とした現代的な炭焼きが、従来の炭焼きとどう違うかを明らかにするた 

めに池田炭と佐倉炭の歴史と特徴を述べる。 

 （５）持続可能な社会を目指した新しい炭焼き活動：昔からの炭焼きは、1週間以上何名

かがつきっきりで見ていなければならず、体験教育としては困難である。ところが、故松

村賢治氏が考案した松村式改良ドラム缶炭窯を使えば、2時間以内で炭化が完了し、炭焼

き体験が 1日で体験できる。体験活動を大学生や市民にして貰った。そして、初めての体

験で有り、有意義であったとの感想を得ている。この新しい炭焼きは、忘れ去られた里山
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の再生可能な木質バイオマスを活用することが出来る森林環境教育プログラムである。 

                    （高桑 進） 

 

第７章：薪ストーブ燃焼ガス中一酸化炭素等の褐鉄鉱触媒による完全燃焼化 

 ―貴金属系触媒から褐鉄鉱触媒への代替化の可能性について―      （P-93） 

  薪ストーブの燃焼効率向上と有害物質の排出を抑制する新たな触媒の模索を行なう。 

                                     （占部 武生・水原 詞治） 

 

第８章：過去の文化的景観を復元する 

―明治初期の滋賀県における里山・里湖利用―          （P-101） 

  明治初期編纂の「滋賀県物産誌」を用い、GISを含む最新技術と多様な記録を組み合わ

せて文化的景観の立体的復元・理解を行なうことで、未来に対する景観・保全・活用の促

進を目指す。   

   自然の恵みを享受するために、あるいは災いを回避するために、人間は自然に手を加え

続けてきた。結果として、原生の自然景観から改変された景観―文化的景観―が形成され

てきた。例えば、食料を得る目的で人々は湿地に畦を作り水路を巡らし稲を植えると、そ

の場は水田に姿を変える。人と自然の動的な相互作用の結果として、水田、水路、ため池、

集落といった景観構成要素がひとまとまりの領域に配置される。これが文化的景観である。                               

（林 珠乃） 

 

第９章：滋賀県の稲作をめぐって  ―過去・現在・未来―          （P-113） 

  琵琶湖を擁する滋賀県の歴史や現状を多面的に紹介し、環境保全と両立した今後の稲作

のあり方について考察する。 

                               （猪谷 富雄） 

 

第 10章：森林の経営・管理と「地域性」                  （P-129） 

  「森林経営管理法」（2018年）の運用に関し、森林管理と森林経営を区別し、地域特性を

踏まえた森林の経営・管理のあり方を東近江市の森林ビジョンを紹介しながら検討する。

環境変化や気候変動、人口減少などが、国土利用における自然と人とのバランス関係に

変化をもたらしている。 

本章では、2018年に「森林経営管理法」が制定されたが、これからの森林の経営・管

理のあり方について、森林も地域資源である事を重視し、地域との関連性のなかでいか

に課題解決を計り得るかについて考察を試みる。 

   東近江市は市域の 56％が森林で人工林は 34％で天然林がが多く、民有林（2万 1169ha）

が 97%を占める。2019年 12月に「東近江市・100 年の森作りビジョン」を策定された。

そして、観光、教育、健康福祉、スポーツなどあらゆる可能性を森林・林業に付加した
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「森林・林業＋X（エックス）」ビジョンを打ち出している。 

 「地域的な森林管理」について、追加しておきたいことは、1つは森林管理における所

有の問題である。所有者不明問題や所有権放棄問題があり市町村合併により国のバック

アップが問われている。2つ目は、林業経営主体として森林組合の今後の組織や位置づ

け、役割について、ドイツの例などを参考に検討する必要がある。3つ目は市町村合併

により主体的な自治権を失いつつも、地域間をつなぎ、さらに地域と都市を繋ぐ新しい

枠組みを以下に構築するかである。こうした論点を検討しながら、地域に根ざした森林

の経営・管理のあり方を追求したい。            （牛尾 洋也） 

 

第 11章：公共団体と NPO 法人による賃貸借型の林地管理       （P-145） 

     ――私有地の所有と管理に伴う法的課題を踏まえて―― 

  愛知川の河辺林の１つ「河辺生きものの森」の所有構造と林地保全の仕組みを調査し、

林地の適正な利用と管理のあり方について民事法上の課題を検討する 

                                （西脇 秀一郎） 

 

第 12章：自然観賞型遊歩道の管理責任に関する一考察        （P-161） 

  ――二つの落枝事故訴訟の検討を通して―― 

  人の自然環境へのアクセスをめぐる事故訴訟と損害賠償責任のあり方を検討し、自然資   

 源の管理や自然享受における法的な関係を論じる。2003年 8月、青森県景勝地「奥入瀬渓

流沿い」の遊歩道の「休息地」で休息していた観光客にブナの木が落ちてきて、大けがをし

た奥入瀬遊歩道渓流沿いの遊歩道の落枝事故訴訟（判決：国・県の責任を認める）と同じ時

期に発生した尾瀬木道落枝事故訴訟判決（判決：国・県の責任を認めない）について、比較

検討し報告書。                          （鈴木 龍也） 

 

第 13章：滋賀県における流域治水条例の運用状況の検討       （P-175） 

  「滋賀県流域治水条例」（2014 年）における貯留、被害最小化、事前予防などの流域治 

水政策による水防を検討し、里山学の有する意義を明らかにする。 

                                  （石塚 武志） 

 

第 14章：潜在能力アプローチから見た生態系サービス享受プロセス （P-185） 

          ――災害復興と well-beingの回復―― 

  「潜在能力アプローチ」を用いて人間が生態系サービスを享受し福祉に転換するプロセスを

描写し、自然と生きものと人間との関係および子供の遊び回復・再生の重要性を指摘する。

東日本大震災による生態系サービス享受能力の減退、子供の水辺遊び回復・再生に向けた琵

琶湖博物館の取り組みを紹介する。               （伊達 浩憲） 

第 15章：新たな自然観と里山学                  （P-201） 
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        ――自然共生型社会のための次世代学術パラダイムにむけて―― 

   環境や社会の全球規模の存立危機にあたり、それを招来した心身二元論や近代的自然

観のパラダイム転換として新たな自然観が求められると述べ、里山学の可能性を見いだ

す。人間と自然の二項対立的を前提とする近代的自然観ではなく、人間と自然を隔てる

境界のない新たな自然観が樹立される必要がある。里山学が里山の探求をつうじてその

ような新たな自然観の可能性を切り開くことは十分に可能であり、ぜひとも必要なこと

であろう。                        （村澤 真保呂） 

 

補論１：多様なガン類のいる景観をとりもどす           （P-213） 

湿地の希少なガン類について、里山の生物多様性を保全するための有益な条約や国際

的研究者の連帯により、希少種のハクガンの渡りに成功した。本論では、琵琶湖水域圏

の中で湖北地方にガン類の渡来地が有り、多様なガン類のいる景観を保護し、取り戻す

ためには、琵琶湖の湖岸域保全など多様な保全活動が必要で有り、それらの諸活動は里

山学の一要素ともなりうると考える。 

ラムサール条約が湿地という生息環境に係わる条約とすれば、日本はまだ未加盟であ

るが 1979年に採択されたボン条約は渡りをする水鳥そのものに焦点を当てた条約と言

える。二つの条約が両輪となって、湿地と渡りをする水鳥の保護が進む。 

  （須川 恒） 

 

補論 2：環境保全型農業が水田の生物多様性に与える影響と課題   （P-225）         

――滋賀県と京都府の事例から――           

滋賀県と京都府の環境保全型農業の事例の比較検討から、ネオニコチノイド系の農薬の

使用をやめ、本物の生物多様性保全型農業に転換することを説く。 

かっての水田は生きもの豊かな水田で、生物多様性が存在していたが、今、危機を迎え

ている。水田は農作物の供給以外に多面的な機能を持つ。例えば、洪水防止、地下水涵養。

農業も持続可能な農業へと法整備も進み、農業生産の効率一辺倒から、多面的な機能を発

揮した、環境保全型農業へと大きく舵を切った。 

滋賀県の魚のゆりかご水田は、排水路に魚道を設置して、魚が水田に遡上できるように

すること。農薬や化学肥料を通常の 5割以下に減らすこと。除草剤の使用は魚類等に影響

を及ぼさないものを使用しする。これらが「魚のゆりかご水田米」の認証要件。 

京都府京丹後市の「ゲンゴロウ郷の米」は、地域活性化を行なう三重・森本里再生協議

会の協力を得て、化学合成農薬や化学肥料を慣行レベルの半分以下にしたが、生物多様性

の効果は低かった。滋賀県と京都府の生き物ブランド米の共通の課題は、苗箱処理にネオ

ニコチノイド系農薬を使っていることだった。この農薬は根から薬の成分が吸収され、植

物体内を移行することで、葉自体が殺虫効果を持ち、害虫退治が出来るため農家に多大な

省力効果をもたらす。高齢化が進んだ水田農家にとっては、必須の薬剤だ。 
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ネオニコチノイド系薬剤は、EUではミツバチに悪影響を与えるとして、2018年に禁止す

ると公表した。日本では赤トンボ類を減らす原因ではないかとみられており、農薬の不使

用による経済的不利益よりも、環境の保護を優先する生物多様性保全型農法に進むべきで

ある。「コウノトリを育む農法」や「あじの郷づくりプロジェット」に学ぶべきである。 

（谷垣 岳人） 

 

補論 3：人はどこで変わり育つのか？               （P-237） 

          ――神興巡行・自然学校・ヤクザル調査隊――            

著者の長年の人生経験および研究・教育生活を通して、「人の成長」に立ち会った３つの経

験を紹介し、自然と人との交流、人同士の真剣な交流こそが重要である事を述べる。 

はじめに、著者はヤクシマザル研究で屋久島へ家族で移住したとき、PTAの地域懇談会で、

高所からの川への飛び込み禁止の議論に教育的立場から反対の意見を述べる。 

神輿巡行では、町内の若い衆が心の準備をして、「御船渡し」で松尾大社の神輿を桂川に入

り左岸から右岸に渡す行事。確りした若者になろうと、小学生の頃から心の準備。 

自然学校は、何が子どもたちの知的好奇心や自主性・自

立性をはぐくむきっかけになるか、に注目しながら、子ど

もと大人が自然観察などの形で自然と係わる中で、人と自

然、人同士の関係のあり方を模索する場がつくられていく。 

ヤクザル調査隊は、異年齢、異文化集団の中で、「なぜ

学生がバケるのか？」実証的に説明する。ヤクザル調査隊

員の学生は、決められた区画の観察を６時に出発して 16

時まで一人で観察して、トランシーバーでサル情報を班長

と連絡を取る。自然の中で自分と向き合うことで、若者は

「おのれを変え、おのれを作る」、化ける。     

（好廣 眞一） 

    以上 
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