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国際森林年と鎮守の森
NPO法人社叢学会

国連は1992年の地球サミット・リオ会議におい
て、｢森林の保全と持続可能な経営｣の重要性を指
摘し、2006年12月の国連総会で、2011年を国際森
林年とすることを決定した。世界の市民が森林に
対する理解を深め、国連森林フォーラム事務局が
中心になって実施する行事にひとりでも多くの人
びとが参加することをよびかけている。
植樹・森林祭・写真展・森林におけるスポーツ
行事などが計画されているが、社叢学会でも、国
際森林年にふさわしいあらたなこころみを具体化
するようつとめたい。
京都の全市町村が参加する第26回国民文化祭は、
2011年の10月29日から11月6日まで展開される。
本年は国際森林年であり、社叢学会創設の地であ
り、本部事務局の所在する京都で国民文化祭が行
われる。第25回の国民文化祭は岡山県の担当で
あったが、11月3日のシンポジウム｢古代吉備の風
景｣の基調講演を依頼されて、岡山の国民文化祭
とのかかわりをもった。県内はもちろん、県外か
らの参加者もあって、1,200人を超える集いと
なった。今や国民文化祭が国民体育大会とならぶ、
都道府県を単位にした日本最大の文化の祭典にな

鎮守の森からものづくり

理事長・京都大学名誉教授
上 田 正 昭

りつつあることを改めて実感した。
日本における森林の保全の歩みを象徴するのは
鎮守の森であり、とりわけ南北朝にあっては、荘
園制の枠を超えた惣村・惣郷の村々の集いが鎮守
の森を核として展開した。自治の掟(おきて)を定
めたり、まつりと芸能が強く結合したりしたのも、
鎮守の森であった。惣村・惣郷の寄合の場であり、
談合の場でもあった。「だんごの森」の由来を調
べてみると談合の森であった例などもある。
国民文化祭は地域の文化に根ざして具体化しつ
つある。その地域文化の伝統と創造の場の有力な
場のひとつが鎮守の森であった。岡山県の国民文
化祭では、総合フェスティバル・シンポジウムの
ほか音楽・舞踊・伝統芸能・文芸・美術・生活文
化・歴史文化など、66の行催事がくりひろげられ
たが、その多くが地域の歴史と文化に根ざした内
容であった。
2012年の5月25日には社叢学会創立10周年を迎
える。その前年の今年は、本学会にとっても重要
な歳となるにちがいない。会員各位のますますの
ご理解とご支援をお願いする。

神社と森を楽しむアイデアコンテスト

受賞作品決定！！
大賞：折りたたみスツール

優秀賞：携帯用シュロマット

審査員賞：竹トンボおみくじ・木製ボール
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（於：國學院大學）

第43回 関東定例研究会 報告

都市の社叢林はシュロに覆われてしまうのか？
―自然教育園でのシュロ個体群の動態から考える―
講

演：亀井

都市内の社叢林では、時としてシュロが異常なほ
ど繁殖する。シュロは外来種というイメージや自然
植生に害を与えるのではという懸念、また基本的に
必要がない植物ということから、かなりの割合で取
り除かれている。にもかかわらず個体数は増えてい
る。シュロは歴史的には平安時代には既に日本に入
っていたことが記録されている。一概に外来種とも
言い切れない植物である。
発表は、東京都港区白金台にある自然教育園での
シュロの個体群の動態調査をもとにした実証的研究
である。自然教育園は終戦直後の1949年に開園され、
現在「大都市東京の中心部にあって､今なお豊かな
自然が残る、都市砂漠の中のオアシスともいえる緑
地です」(『自然教育園ガイドブック』より)といわ
れるほどに貴重な都市自然園となった。面積約20ha
ほぼ楕円形状、武蔵野の自然が残されている。園内
で優占する群落はエリアの地形によって異なり、土
塁上ではスダジイを優占種とした常緑広葉樹林が、
台地上と低地へ向かう斜面及び湿地の陸化した低地
ではコナラ、エノキ、ムクノキ、ミズキなどを主と
した落葉広葉樹がそれぞれ優勢である。これらの樹
林では林床にアオキが密生している部分が多く、一
部にはシュロが群生が見られる。自然教育園におけ
るシュロの分布の拡大や個体数の増加は、ミズキや
アオキとともに自然教育園の植生を特徴づける現象
のひとつである。
開園(1949年)当時、シュロは1本もなかった。そ
の後1965年頃には林内でのシュロ実生の大量分布が
注目されていたが、当時、開花・結実個体はまだ発
生していなかったようである。翌1966年以来シュロ
の生態に関する研究が続けられ、現在までにかなり
の蓄積がなされている。注目したいのは1980年に
193本の成熟個体(開花歴のある個体)が確認された
ことで、以降ほぼ一貫して増え続けている。ただし
増加速度は時期により異なる。1980年から1983年の
間に行われたシュロの伐採による成熟個体や後継樹

裕幸(東京都北区役所生活環境部環境課長)

の減少、そして1987年に新たに開花した個体が少な
かったため、1980年から1987年にかけての成熟個体
の増加本数は年4本程度と緩やかであった。その後
は1996年に成熟個体の大量枯死等による個体数減少
以外は、結実阻害要因がありながら毎年30本から40
本程度の速さで個体数は増加の一途辿った。
シュロの側からみた場合、全面的に被ってしまう
ほど多量にシュロが繁茂し続けるためには、ただ個
体数を増加させるだけでなく、種子の散布源となる
成熟個体の増加が必要になる。自然教育園における
シュロ個体群の種子の供給力を明らかにする為、シ
ュロ成熟個体群の開花・結実動態と、それを阻害し
ていた要因について検討した。現地調査は1987年か
ら2001年かけて行った。自然教育園では幹高が1mを
超えるころから開花個体が現れはじめ、高いほど成
熟個体の割合が増える。1987年から1996年の間は成
熟した雌株での果序の形成が著しく阻害されていた
(ハシブトガラスのシュロ幹頂部の破壊で生じたダ
メージ、アオバハゴロモ幼虫の寄生などの要因)。
ではなぜ自然教育園などの都市林ではシュロが異常
繁殖しているのか？ それは低木層アオキの病気枯
死による林内照度の上昇、烏のツツキ害や常緑樹の
被圧の減少などによる競争圧の緩和がその要因とし
て考えられる。1999年以降は年結実雌株数が増加に
転じた(温暖化との関係は不明)。
自然教育園のシュロ個体群の種子供給力の将来動
向を予測するには、花序の破壊の有無・程度、果序
への寄生の有無・多寡、訪花昆虫の有無・多寡など、
実際の種子生産量を規制している要因を明らかにし
ていくことが必要である。これらの点を踏まえると、
常緑樹を主体とする社叢林では、林内の撹乱を防ぎ
樹林を安定させる管理を採用すれば、林外からもた
らされる種子から発生する幼樹の出現は防げないが、
大型のシュロが被い尽くすような状態になることは
防ぐことができるものと考えられる。
（文責・大畑孝子）

共催イベントのお知らせ 上映会とシンポジウム 國學院大學で
催しのチラシを社叢学会 HP(http://www.shasou.org/meeting.html) に載せています。
☆上映会(事前申し込み不要・直接会場へ）
◆日時：2011年１月21日(金)16:30～19:45
◆会場：國學院大学・渋谷キャンパス2104教室（東京都渋谷区東4-10-28）
◆内容：「月と大綱引き」「森の祭り」などポーラ伝統文化振興財団や國學院大學制作
の映像を上映。中村茂子(民俗芸能学会理事)、茂木栄(社叢学会理事)の講演・解説も
☆シンポジウム ( 要申込・https://www7.kokugakuin.ac.jp/inquiry/?code=34915 へ )
◆日時：2011 年１月 22 日 ( 土 )10:00 ～ 18:30
◆会場：國學院大學渋谷キャンパス AMC 棟 1F 常磐松ホール
◆テーマ：生命 ( いのち ) と文化の多様性 ～森・里・海の絆を結ぶ～
※問合せ：國學院大學研究開発推進機構事務課 (tel03-5466-0401)
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（於：北畠神社社務所）

第29回 中部定例研究会 報告

伊勢国司之宮 北畠神社の社叢について
話題提供：宮﨑 洋史(北畠神社宮司)
石渕 誠人(津市教育委員会学芸員)
ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：岡村 穣(社叢学会理事、名古屋市立大学教授)
大和と伊勢を直線で結ぶ伊勢本街道 大阪から橿原
市・宇陀市を通って最短距離で伊勢神宮に行ける伊
勢本街道(国道369・368号線)。北畠神社のある三重
県津市美杉町上多家(たけ)から大阪へ車で約２時間、
東は伊勢へ50ｋｍ。あと６kmの工事で大阪と伊勢が
最短時間で結ばれるのに、2009年から道路工事が止
まっている
美杉町には分水嶺があり、西は名張川・木津川を
通って淀川へ、東は八手俣(はてまた)川・雲出川を
通って伊勢湾へ通じている。美杉町上多家の地は、
7つの峠に囲まれた天然の要害として、大和と伊勢
を結ぶ伊勢街道と当時の紀州街道の接合点であり、
吉野と伊勢大湊港へそれぞれ12里の中間点にある。
大納言北畠親房の3男・伊勢北畠氏の祖・北畠顕能
(？-1383)が居館を築いた興国4年(1343)から第8代
北畠具教が織田信長に殺害された天正4年(1576)ま
での230年間、伊勢に多かった南朝方の豪族と連携
をとりながら、村上源氏の流れをくむ名家として、
代々足利将軍の名前の１字をもらって伊勢国司とし
て威を張っていた。
永禄12年(1569)、織田信長が南伊勢に侵攻し第8
代北畠具教と戦って、信長の次男茶筅丸(北畠具
豊・織田信雄)を北畠氏の養子として和睦してから、
7年後の滅亡になる。66年後の寛永20年(1643)に、
北畠一族の末裔鈴木家次が小祠を設けて北畠八幡宮
と称したことが棟札に記録されている。
明和9年(1772)に北畠氏の家臣の末裔として国学
者・本居宣長(1730-1801)が参拝し和歌を残した記
録があり、松阪出身の「北海道」の命名者・松浦武
四郎(1818-1888)も縁者として参拝している。
社殿は昭和3年(1928)に建て替えられ、建武中興
十五社の一社として別格官幣社に昇格した。北畠姓
は寺院関係者に多く残っているが、神社関係には少
ない。宮﨑宮司も、戦前に父上が香川県高松市にあ
る讃岐一宮・田村神社からの転勤で当地に住むこと
になったそうである。
地元に愛されて残った北畠氏遺跡 多気は南北約３
kmで周囲を山に囲まれた地域で、インターのある久
居から30kmの位置にあり、昔から買物に出かけたり、

久居との交流が深い。守護大名ではなく公家・国司
として存在していた。国司の館としては伊勢国の西
に寄っているが、吉野と伊勢の中間点にあたり、
200以上の出城を設けて、西は長谷寺まで関を設け
ていたと言われている。家督争いも激しく、出城と
街道を点と線で支配していたようである。屋敷の面
積は約２万㎡で、庭園は1,800㎡で、中世城館とし
ては最古の石垣が残っている。
国名勝・史跡である北畠氏館跡庭園は、発掘調査
の結果、「米」の字形の池が後期大造成(1500年代)
の後に造られたことが認められている。文献に記載
のある享禄元年(1528)に管領細川高国(1484-1531)
が戦に負けて身を寄せていた娘婿で第7代北畠晴具
(1503-1563)の下で作庭した戦国時代の名園である。
戦国時代の庭は近年の発掘調査で見つかることが多
いが、埋もれずに残っていたものとして貴重である。
豪快な石組による護岸を持つ池と、その東側に築か
れた須弥山石を中心に仏教的宇宙観である「九山八
海」を表す立石枯山水が特徴で、池と枯山水が同居
することが特徴である。藤堂藩の上野城代藤堂元甫
らが編纂した地誌史料『三国地誌』(1763)の絵図の
通りに残っており、江戸時代初期から地元の人々に
守られて来た貴重な資産として、2010年７月に周辺
を併せて「多気北畠氏城館跡」として国史跡に指定
された。
(文責：岡村 穣)

次回予告【第30回中部定例研究会】
◆日
時 ：2011年2月27日(土) 13:30～16:00
◆集合場所：春 日 神 社 社 務 所 前 ( 岐阜県関市南春日町１ Tel 0575-22-0570）
◆テ ー マ ：大和から移住した関鍛冶の守護神・春日神社の社叢
◆話題提供：伊佐地金嗣(春日神社宮司) 他
◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ : 林 進(社叢学会副理事長・中部支部長)

お正月といえば初詣。松がとれれば受験シーズ
ンに突入！とはいえ、最近は秋からず～～っと受
験シーズンみたいだし、不況脱出祈願は季節を問
わずだしなぁ。。。神様もお休みなくいろんなお
願い！に耳を傾けなきゃならない。あんまりお願
いが多すぎて過労！なんてことはないのかなぁ。
いえね、ワタシにもお願いがあるんですよ、実
は。良縁！(と言ったら、強気やなぁと言った理
事がいた！！)ではなく(決して諦めたわけじゃな
年次総会は下記のとおりです。例年通り研究発
いんですよっ！）、怒涛の年度末から年次総会を
表者を募集しております。奮ってご応募下さい。 大過なく乗り越えられますように！という、まこ
今回は10周年記念大会。大イチョウの復活が進
とにケナゲなお願い。神様！ 他の人のお願いは
む鶴岡八幡宮が会場です。多数の皆さまのご参
どうでもいいから、ワタシのお願いだけは！ 聞
加をお待ちいたしております。
き届けていてくださいね！！
（藤岡 郁）

謹んで新春のお慶びを申し上げますとともに、
会員の皆さま方のご健勝をお祈り申し上げます。
5月には社叢学会も発足から10年を迎えます。
この10年間、適正な社叢管理の重要性を訴え続
けてまいりました。本年も引き続き、美しい社
叢の実現を目指して努力してまいります。何卒
よろしく学会活動にご協力賜りますようお願い
申し上げます。

次回予告【第43回関西定例研究会】
◆日
時：2011年1月29日(土) 13:30～15:30
◆場
所：ビル・葆光6階 大道の間（京都市中京区室町御池西南角 ℡075-211-4171）
◆テ ー マ：土壌とは、社叢の土壌を調べるために
◆講
師：久馬一剛(京都大学名誉教授）
◆コメンテータ：伊藤和男(大阪府立工業高等専門学校教授)

10周年記念年次総会の概要
◆日
◆場
◆内

時：2011年５月29日(日)
所：鶴岡八幡宮
容：年次総会・研究発表会・シンポジウム・懇親会(有料)

入場無料

◆シンポジウムテーマ：社叢学会10年の歩みと展望 ～社叢保全・育成のさまざま
基調講演：薗田稔・社叢学会副理事長（京都大学名誉教授・秩父神社宮司）
※

大会前日の28日(土)には、鶴岡八幡宮社叢などの見学を計画しています（有料）

古都・鎌倉でお会いしましょう！

2011年3月末日必着
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