
第3回社叢インストラクター資格認定試験を実施
　第3回社叢インストラクター資格認定試験が2月26日(金)に賀茂御祖神社(下鴨神社)で実施さ

れ、第4回までの社叢インストラクター養成セミナー修了者3名が資格に挑んだ(問題は5面に掲

載)。試験終了後、直ちに試験委員が合否判定原案を作成、３月16日開催の理事会に諮問する。

合格者には年次総会で理事長より認定証が手渡されることになっている。

　当日の試験委員：菅沼孝之副理事長、糸谷正俊理事、渡辺弘之理事　
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建都1300年を迎えた奈良で開催　上田正昭理事長の記念講演も

５月29日(土)・30日(日)に春日大社で

　今年の年次総会・研究発表界・シンポジウムは５月30日(日)に春日大社(奈良市)感謝・共生の

館で開催される。概要は下記の通りで、総会、研究発表会のあと、奈良の建都1300年を記念して

上田正昭理事長が「建都1300年と春日大社」と題して講演、その後のシンポジウム「大和の歴史

的風土をかえりみる」では、菅沼孝之副理事長の基調講演「春日山の社叢」に引き続き、茂木栄

理事などが1300年の歴史を有する大和の風土について議論する。

　総会に先立つ29日(土)の見学会では春日大社宝物殿、萬葉植物園、春日山ナギ林を見学した後、

建都1300年を記念して大極殿が復元された平城宮跡を訪れる。

　歴史学と植物生態学の泰斗が語る奈良の歴史と自然を同時に聞くことのできる機会は、社叢学

会ならではのこと。聞き逃せない。

今年も内容盛り沢山！　奮ってご参加ください！

平成22年度年次総会研究発表・シンポジウムの概要決まる

５月29日(土) 11:00～17:00 見学会

５月30日(日) 10:00～10:30 春日大社正式参拝

10:45～11:30 年次総会

11:40～13:15 研究発表会

14:00～14:45 記念講演「建都1300年と春日大社」

14:45～17:00 シンポジウム「大和の歴史的風土をかえりみる」
基調講演「春日山の社叢」

パネルディスカッション

17:30～19:00 懇親会
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（於：ビル・葆光）

◆日　　時：4月24日(土)　14：00～16：30
◆場　　所：國學院大学・渋谷キャンパス120周年記念1号館２階1205教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都渋谷区東4-10-28）　　
◆テ ー マ ：沖縄の御嶽（ウタキ）の植物相と民俗　
◆話題提供：木　村　　甫（社叢学会会員)



ｺﾒﾝﾃｰﾀ：菅沼　孝之（社叢学会副理事長・元奈良女子大学教授）

第39回 関西定例研究会 報告

森林生態学者・四手井綱英が残したもの
                                            ～糺の森・社寺林の研究～

講   　師：渡辺　弘之（社叢学会理事・京都大学名誉教授）

始まりは雪害研究　四手井綱英先生は京都帝国大学林
学科を卒業後、現･秋田営林局の新庄営林署に勤務し、
戦後、林業試験場雪害研究室へ移られた。雪崩などで
森林の被害も大きかったようで雪害研究を始められた。
終戦直後の厳しい時代を釜淵という秋田県の山奥で過
ごされ、この時の雪害研究が認められて、54年に47歳
で京都大学農学部造林学講座の教授に就任された。63
年に講座が森林生態学に改称されるが、その頃が最も
研究が軌道にのり、功績の大きかった時代だ。75年に
退官したあと、日本モンキーセンター(犬山市)所長、
京都府立大学学長などを務められた。
　この間、日本学術会議会員を始め行政や研究団体の
役職を務められ、雪氷学会賞をはじめとして、86年に
勲二等瑞宝章、95年に花の万博記念賞、99年には南方
熊楠賞など多く受賞され、著書も多い。
　雪害研究では、円柱の切った断面の角度のちがいで
の着雪量などの研究をされた。
森林生態学研究の始め　京都大学で造林学から生態学
へということになるのだが、まず手掛けられたのが森
林生産力(一次生産力)研究だ。森林の場合、1haが単
位になり、そこに木が何本生えていて、材積は何立方
mか、さらにどれぐらい葉がついているかを計測する。
葉の計測については、ブナなどの落葉樹なら、作られ
た量と落ちた量は一致するので、秋に落葉を集めて測
ればよいのだが、スギやシイなどの常緑樹はむしって
みるしかない。そのためにまず、木の直径を測り、直
径ごとにサンプリングした木を伐って、それを下から
1ｍくらいずつ切っていって、そこにどれくらい枝と
葉がついているかを計る。こうして1haに葉がどれぐ
らいあるかがわかる。
　たとえば葉の場合、普通の森林では1haにつき3t、
つまり1㎡につき300ｇづつ毎年落ちてくる。日本では
どこの森林でも大体1年間3ｔぐらい作るが、計測の結
果、常緑樹の葉が1haに18ｔとなると、1年間に3ｔだ
から6年間分で、葉の寿命は6年だということがわかる。
1年間で材積、葉も含めて木が大きくなる量、1年間で
枝も含めて落ちてくる量がわかると、それだけの葉や
幹などの有機物を作るのに必要な養分を、根からどれ
だけ吸うかということがわかってくる。材積について
も直径と高さと材積(重さ)にある一定の関係が認めら
れた。
　また、様々な林を調べていくと、林ごとで本数の限
度があることがわかる。最多密度というが、その森林
のもつ材積が一定になる点があり、それ以上になれな
いのだから、減らさなければならない。自然林ではど
れかが大きくなれば、どれかが死ななければならない。
そこで古い大きな木が倒れて、その分の材積を減らし、
若いものに場所を与えるということになる。
　このようにして1年間の生産量と、どれだけ落ちて

分解されるか、また、その間に虫が食べる量がどれぐ
らいか、という生態系の仕組みを研究された。こうし
た方法は非常に原始的であるが、60～70年当時、国際
的にも認められ、日本のみならず熱帯林などの調査も
行ったが、これらを指導されたのは四手井先生だ。
｢里山｣とは何か　こうして森林生態学が最も発展した
時に、「里山」という概念が出てくる。昔から村の周
りには森林があり、そこでは基本的に炭と薪を採る。
また、様々な葉を刈り取って、刈り敷きといって肥料
の代わりに田に鋤きこむ。さらに、落葉を堆肥にして
利用していた。当然、マツタケを採りに行く山、山菜
を採りに行く山、と、日常的に使った森林があり、当
時は農用林、あるいは薪炭林などと呼んでいたものだ
が、四手井先生が、それを「里山」と呼んだというこ
とだ。「奥山」に対して、「前山」という言葉もあっ
たようだが、「里山」という言葉を使った。当時はい
わゆる燃料革命で、今までの薪がプロパンガスや石油
にとってかわられ、定期的に切っていた林に誰も入ら
なくなった。薪炭林に５年入らなかったら、全然違う
林になる。そういう大きな変化の時に、「里山」とい
う言葉を使い、里山の効用、働きを述べたわけだが、
使ってみると、非常にいい言葉なのであっという間に
辞書にまで載るようになった。東北や木曾の民謡に
「里山」と言う言葉があるのだから、四手井がつくっ
たのではない、と批判をする人がいたが、どういう概
念をもって「里山」といい、それをどうするかという
ことを言ったのは四手井先生であり、造語ではない、
命名者ではないといっても、その功績は大きい。
社叢学会顧問　なぜ社叢学会顧問なのかについては、
(財)土井林学振興会による社寺林研究を行ったことと、
下鴨神社・糺の森を、樹木、植物、野鳥、昆虫、きの
こなどのグループを編成して調査をし、本にまとめた
ことによる。今は経済的に厳しい時代で、こういう支
援がなかなか得られないのかもしれないが、こうした
総合調査ができたらよいと思う。
　このほかにも、関西自然保護機構を立ち上げ、自然
保護か、人の暮らしかということで対立する中で研究
者が実際のデータをとり、両者の主張の中に入って解
決しようと取り組まれた。花の万博記念賞の賞金の一
部で、この機構の中に「四手井賞」を設置し、若い人
たちを支援されている。さらに音羽山(京都市山科区)
のミドリセンチコガネ生態調査、京阪奈丘陵のオオタ
カ問題、市街地に取り囲まれた新宮の浮島をどうする
か、和泉葛城山系のブナ林の保護、法然院(京都市左
京区)の森の教室など、様々な活動に直接関与して指
導され、多くの四手井ファンを生み出した。
社寺林の研究　(財)土井林学振興会は、尾鷲(三重県)
の造林家が林業振興を目的に設立したもので、四手井
先生の口添えで全国の社寺林について調査することに



◆日　時：2010年３月27日(土)　13:30～15:30

◆場　所：伏見稲荷大社参集殿ホール（！今回から会場が変わります。ご注意ください）

◆テーマ：人の立ち入る社叢 ー暮らしのなかのモリー

◆講　師：井上　満郎（社叢学会理事・京都産業大学教授）

◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ：菅沼　孝之(社叢学副理事長)・渡辺　弘之（社叢学会理事）

次回予告【第40回関西定例研究会】

四手井顧問を偲ぶ理事長メッセージ

渡辺弘之理事が代読

2月14日(日)に京大会館で開催された「四手井先生を
偲ぶ会」で、渡辺理事が上田理事長の追悼メッセー
ジを代読いたしました。全文を以下に掲載いたしま
す。

四手井綱英先生を偲ぶ
　私どもが敬愛してやまなかった四手井綱英先生が、
昨年の11月26日、ついに黄泉路に旅立たれました。
痛恨のきわみです。
　先生は京都大学農学部をご卒業になってから、農
林水産省の技官などを経て、1954年に京都大学農学
部の教授に就任されました。京大退官後は、愛知県
犬山市の日本モンキーセンター所長をつとめられま
したが、私が四手井先生と親しくなりましたのは、
1980年に先生が、京都府立大学学長に就任されてか
らです。
　京都府や京都市の文化財保護審議会の会長をつと
めておりましたおりには、いろいろとご助言をいた
だき、とくに下鴨神社の糺の森整備委員会では、会
合のたびごとに多くのものを学ばせていただきまし
た。
　森林生態学の生みの親であり、｢里山｣の重要性を
指摘された四手井先生は、フォーレストとしてのモ
リ森とウッドとしてのハヤシ林の違いを力説されま
した。それは日本の古典の『出雲風土記』をはじめ
とする文献に、モリのムラとハヤシのムラを明確に
区別して記載しているのをみても、はっきりとわか
ります。
　先生は豪快な方であったと思いますが、自説はな
かなかゆずられませんでした。長年、糺の森整備委
員会の委員長をつとめていますが、課題が浮かぶご
とに先生のいましめを想起します。
　先生には、2002年の5月25日に設立されました内閣
府認証のＮＰＯ法人社叢学会の顧問としてもご指導
いただきましたが、改めて先生の素晴らしいご業績
をしのびます。謹んでご冥福を念じます。

　　　　　　　社叢学会理事長・京都大学名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　　上　田　正　昭

（京都市伏見区籔之内町68　℡075-641-7331）

なり、奥富清・現社叢学会副理事長などとともに調査
を始めた。1972年から12年に亘り、１年に３県程度、
全部で30都府県の調査をし報告書を出した。
　調査方法として、まずフォーマットを作り、法人格
や旧社格、森林管理者、神社の来歴などを記入しても
らった。その後、調査者が森林の概況を、自然林と植
栽林にわけて記載し、さらに保護や利用状況を調査し
植生調査する、ということで、統一的なデータを作成
した。この調査の過程で、綾部市の由良川辺にイチイ
ガシ林を見つけたり、滋賀県北部の琵琶湖岸地域で、
本来、海岸にしか見られないタブ林を発見したりと、
こうした調査が行われたからこその成果を上げた。
社叢の意義　先生は社叢の「生態学的な意義」として
「原植生の推定に役立つ」「環境保全地域の指定に役
立つ」という二つを重視された。どの時代が原植生な
のか、ということになるとなかなか難しい問題だが、
その土地の状況に合った自然の状態の樹相を保ってい
るということが、社叢を評価できる理由だろう。この
ように、頭で考察した社寺林の重要性を実際に調査を
して実証するという形で推進していただいたおかげで、
中途半端な形で社寺林が崩壊することなく、現在に至
っているのではないだろうか。
社叢管理の難しさ　社叢をどのように管理していくか
ということが大きな問題だ。たとえば、落枝などによ
る事故をおそれるあまり、切り過ぎによって森林を荒
らしている。枝が一本、木が一本伐られると、そこか
ら差し込む光によって、林相が変わってきたりする。
また、鳥が様々な種子を運んでくるが、一番問題なの
はシュロだろう。シュロがはびこってしまうと光が遮
られ、他の樹木が育たなくなる。
　さらに、外来の樹種を庭に植えることが流行し、も
とからあった樹種の間に入り込むというというような、
奇妙な姿になってくる。昨今、落葉樹ではシマトネリ
コやハナミズキが増えているが、こういうものの植栽
をあまり考えることなくやられ、結果として生態系を
乱すということにつながる。こういうものも、環境保
全や景観保全の観点から制限していかなければならな
い。
　四手井先生が書かれたものを読んで、あらためて先
生の社叢に対する思いを知らされている。社叢学会で
もこれを基本にして、さらに突き詰めていきながら広
げていくことを考えていかなければならないと思う。
これからもそういう意味で、四手井先生のご遺志を尊
重して、社叢の保全に努力をしていきたいと思う。
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第3回社叢インストラクター資格認定試験問題

問題１　４つの植生調査表(別添)から読み取ることのできることを下記の4点を踏まえて書きなさい。
　　　　　・4調査地の出現種数の違い　・調査地1と調査地４の2箇所の植生の違い　・この地域の極盛相森林に到達し、
　　　　　　大異変が起こらない限り、林相を良い方に向けて維持できると判断できる立地とその理由　・4調査地に、生
　　　　　　育していては具合が悪くなると考える樹種・草種の種名とその理由
問題２ 2007年に第３次生物多様性国家戦略が策定されたが、その中で生物多様性の危機として3点指摘されている。その
　　　　３つの危機をあげ、社叢との関連について述べなさい。

筆記試験Ⅰ【10:00～11:00】：下記のうち１題を選択し、1,500字程度で記述（課題は事前に提示）配点＝100

問題１　配点10点　次の文章を読み、()の中の最も適切と思われる語句を一つ選び、記号に○をつけなさい。
（1）日本の自然景観が大きく変化する最初の契機は、稲作の普及による水田景観の出現であるが、異説はあるものの現在
　　 のところそれはおよそ（Ａ：7,8万年前　Ｂ：５万年前　Ｃ：３万年前　Ｄ：１万年前）のことと考えられている。 
　　 このころ、水が得やすく、水田設営の可能な河川近くなどの低地にいっせいに水田が営まれるようになった。
（2）現在の社叢では竹の繁茂するのを時折見かけるが、これらの竹は多くが孟宗竹であり、（Ａ：中国大陸　Ｂ：西アジ    
　　 ア　Ｃ：南アジア　Ｄ：南洋方面）から日本列島にもたらされた外来のものである。
（3）今でも「神道」というと日本列島固有のものと考えられがちだが、実際には東アジア地域にまで広がりを持つ信仰の
　　 形態である。早く（Ａ：久米邦武　Ｂ：福沢諭吉　Ｃ：津田左右吉　Ｄ：折口信夫）が「神道」は「祭天の古俗」だ
　　 と述べ、アジアにつながる神道の源流について指摘したことは重要である。
（4）平安時代のなかごろに『延喜式』が編纂され、そこには（Ａ：1000社　Ｂ：2000社　Ｃ：3000社　Ｄ：4000社）あま
　　 りの神社が記載されている。ただその中には宮中に祀られていた神社も数多く見えていて、神社といえばそのすべて   
　　 に社叢があったわけではないことにも留意が必要であろう。「伊勢屋稲荷に犬の糞」とまでいわれた江戸名物の稲荷
　　 神社にも、その多くには社叢はなかった。

問題２　配点40点　次の用語について例をあげて100字以内で説明しなさい。
（Ａ）優占種の戦術 （Ｂ）着生植物の生き残り戦術 （Ｃ）蔓植物の攀じ登り戦術 （Ｄ）地表生草本の生き残り戦術

問題３　配点15点　豊かな植生をもつ社叢は多様な動物相をもっている。ムササビや野鳥が繁殖し、多様な昆
　　　　虫の生息する社叢をつくる必要がある。
(1)下記の社叢に見られる樹木を食草（食樹）とするチョウ類の番号を（　　）に書きなさい。
 　A　エノキ（　　　）　B　クスノキ・タブ・シロダモ（　　　）C　オガタマノキ・タイサンボク（　　　）　
　 D　カラタチ・サンショウ・ミカン（　　　）E　イチイガシ（　　　　）F　カタバミ（　　　　）
 （１）ミカドアゲハ　（２）アゲハチョウ　（３）アオスジアゲハ　（４）ヤマトシジミ　（５）オオムラサキ・ヒオド
　シチョウ・ゴマダラチョウ　（６）ルーミスシジミ
(2)社叢にみられる鳥類も、A一年中生息する留鳥、Ｂ夏に飛来する夏鳥、Ｃ冬に飛来する冬鳥に分けられる。それぞれ３
　 種を選択し、番号を記しなさい。
　　A　留鳥（　　）（　　）（　　）　B　夏鳥（　　）（　　）（　　）C　冬鳥（　　）（　　）（　　）
　（１）ハシボソガラス　（２）サンコウチョウ　（３）ツグミ　（４）ジョウビタキ　　（５）スズメ　（６）ヨタカ
　（７）ヤマガラ　（８）アオバズク（９）キレンジャク

問題4　配点10点　次の種のうち、先駆種に〇をつけなさい。
　（　）カナメモチ　（　）コナラ　（　）アカメガシワ　（　）シャシャンボ　（　）アラカシ　（　）ヌルデ　　　
　（　）モチノキ　（　）カラスザンショウ　（　）ナナメノキ　（　）タラノキ

問題5　配点10点　次の種のうち，風散布型の種子を持つものに〇をつけなさい。
　（　）スダジイ　（　）テイカカズラ　（　）イロハモミジ　（　）ヤブニッケイ　（　）ヤブツバキ（　）アカマツ
　（　）クロガネモチ　（　）アベマキ　（　）アキニレ　（　）エノキ

問題６　配点５点　次の文章で正しいものに〇をつけなさい。

　（１）スダジイは風媒花である(　)（２）クチナシの葉は対生である(  )　（３）タブノキは重力散布型である(　)　
　（４）ネズミモチとモチノキは同じ科である(  )（５）シャシャンボは高木にはならない(　）

問題７　配点10点　都市およびその周辺で貴重な社叢を守るために、どのような保全の制度が活用されている
　　　 か、下記の例示したものから根拠法（または条例）と制度名称を、５つ記しなさい。
　　　（　　　　　　　　　　　）法による（　　　　　　　　　　　　　）制度
　　　（　　　　　　　　　　　）法による（　　　　　　　　　　　　　）制度
　　　（　　　　　　　　　　　）法による（　　　　　　　　　　　　　）制度
　　　（　　　　　　　　　　　）法による（　　　　　　　　　　　　　）制度
　　　（　　　　　　　　　　　）法による（　　　　　　　　　　　　　）制度
（法律の例示）
　　①文化財保護法　②自然環境保全法　③自然公園法　④鳥獣保護法（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律）　
　　⑤森林法　⑥景観法　⑦古都保存法（古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法）　⑧都市計画法　⑨都市
　　の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律　⑩都市緑地法　⑪その他地域独自の条例をあげる場合は、具
　　体的な条例名称を記すこと
（制度の例示）
　　a)風致地区　b)特別緑地保全地区　c)保存樹保存樹林　d)市街化調整区域　e)自然環境保全地域　f)第1～3種特別地
　　域　g)鳥獣保護区　h)保安林　I)景観地区　j)歴史的風土特別保存地区および歴史的風土保存区域　k)史跡・名勝・
　　天然記念物　l)その他地域独自の制度をあげる場合は具体的な制度名称を記すこと

筆記試験Ⅱ【11:10～12:10】　配点=100

2010年2月26日　賀茂御祖神社にて実施



　長野五輪以来、密かにマイブームにしていたカ
ーリングがトリノ大会でえらいメジャーになって
しまい、深夜にひっそりとテレビで見る種目がな
くなってしまった。。。おかげで仕事がはかどる
だろうって？　それはまた別問題です！
　社叢インストラクター資格認定試験の問題をつ
くった3人の理事はいずれも理科系。I理事出題の
歴史問題で密かに力試し。。。「これは、ふんふ
ん、これはふんふん。えーっ！　これ何やぁ？　
こんなん知らんぞぉ！」。それはね、と事前にち
ゃ～んと調べておいたF事務局長がI理事になりか
わってご説明。「そうかぁ。。。いやぁ、勉強に
なるなぁ！」って、おいおい。　
　で、受験者のみなさん、理事ですらこうですか
ら当然ですよね。この問題は全員不正解！　さて、
それはどの問題でしょうか？　そして正解は？　
模範解答は次号に載せようかなぁ～。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（藤岡　郁）

年次総会は別記のとおりです。例年通り、盛
り沢山な内容です。開催地は歴史のふるさと、
建都1300年に華やぐ新緑の奈良です。多数の
ご参加をお待ちいたしております。参加申し
込み用紙は次号に同封いたしますが、事前の

金山神社(千葉県松戸市)社叢に管理実験区を
設置する計画を進めております。ヴォランテ
ィアとしてお手伝いいただける方は事務局ま
でお知らせ下さい。　万葉集や古事記、日本書紀、風土記などに出てく

る身近な植物を、それを詠んだ歌などを交え、古代
の人がそのような植物に何を感じ、どんな思いを込
めたのかを取り上げた連載コラムの未掲載分も含め
てまとめた1冊。時事通信社が配信したもので、山
形新聞、静岡新聞、京都新聞、神戸新聞、中国新聞
など各地方紙に連載された。
　睦月のクロマツ、ヤドリギとはじまり、師走の
ヤブコウジ、オケラで終わる366種が取り上げられ、
１頁に２種ずつが写真とともに紹介される。オー
ルカラーで写真を見ているだけでも楽しい。
　著者の井上俊氏は静岡県在住で、本学会発足当
初からの会員。　　　　　羽衣出版・2,000円＋税

　　　　　　　ご自慢の神社のご自慢の１枚をお待ちしています！　

　　　　　　　　　　特に締め切りは設定していません。

　　　　　　　　これだ！　という作品が撮れたら、ぜひお送りください！　

　　　　　　 作品は総会で展示し、優秀賞には理事長から賞状が手渡されます。                                   

送り先：〒464-0083 名古屋市千種区北千種2-1-10　

　　　　　　　　　　　名古屋市立大学大学院芸術工学研究科　岡村研究室 

問合せ：Tel.052-721-3209　Fax.052-721-3110　

鎮守の森フォトコンテスト作品募集！

 

井上　俊　著

いにしえの草木

あまったエコポイントを社叢学会にご寄付ください！

様々な商品などと交換した後に端数で残ったエコポイントは、「環境活動を行っている団体
への寄附」→「社叢学会へ寄附！」をお願いいたします！！

お申し込みも受け付けます。FAX･Mailなどで事
務局あて、お知らせください。

会誌『社叢研究』第8号を同封いたしました。
いずれも会員諸氏の力作ぞろいです。ご一読の
上、ご感想などお聞かせ頂ければ幸いです。
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