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北海道の自然とその保護

くはじめに〉

わが国では、高度成長に伴って昭和40年

代の後半から公害・環境問題が注目され始

め、自然保護についての関心も高まってき

ました。昭和47年には環境庁が誕生し、ま

た全国各地で自然を守る住民の組織ができ

無謀な自然破壊に対して歯止めがかけられ

るようになりました。

ところが石油ショックを境にして、日本

の経済が落ち込んでくると、今度は「環境

なんて言ってられない」といった風潮が世

間一般に広がり、それが環境行政へも反映

されて、昨今では環境行政の緩和、見直し

がはじまっておりますO

環境庁は発足して1C年を経過したにもか

かわらず、環境アセλ メ Y ト条例が数度に

わたる国会提出の見送りとなって未だ法制l

化されておりません。各地でおこった自然

保護運動も、社会状勢の変化と運動自体の

行き詰りもあって以前のような勢いはなく

なってしまったようです。

しかし今や自然保護は、一国或いは一地

横浜市 俵 昌芳

域だけの問題ではなく、地球的な規模で真

剣に考えられねばならないことであり、そ

の理念や保護内容等の具体化が急がれる時

期にさしかかっていると思われます。

〈日本人の自然観と自然保護〉

人間の歴史は、居住しやすいところの森

林等を伐係し、農耕を営み、やがて村がで

き、それが Fっと発展したものが現在の都

市であるのですから、自然を人間の都合の

よいように変えてきたともとれますo それ

は時代によって違っているほか、人それぞ

れの生活のしかたなどによっても異なって

います。

日本て、は古来からずっと「自然と人関の

共存Jという自然観で自然を変えてきたの

に、明治時代に入って西洋からもたらされ

た「人聞は自然を支配すべきであるJとい

う自然観が急に中心的になってしまったた

めに、今になって色々な問題が起こってし

まったのではないかと一般に言われていま

す。
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しかし自然保護は何故必要かとなります

と、 「自然は美しいからJr自然はかけが

いがないからj或いは「人聞は自然の一員

であり、それなくしては生存することは出

来ないからj といった心情論が大勢を占め

ており、いま一歩進んだ保護の必要性が打

ち出されてこなかったと思われます。

また日本人の多くは、自然をそのままに

しておくこと、すなわち「保存jを自然保

護と考えているようにも受けとれます。例

えば日本では大都市馬辺は、散散開発しつ

くされ、東京などは都市砂漠の異名をもつ

ほどになってしまいました。そして都会の

人々は、ごくまれに自然公園などに出かけ

て「自然はすばらしL、jなどといって帰っ

てくるような状態です。要するに開発する

ところと、保存するところを比較的明確に

区分しているように感じられるのて、すo

以上から、私には次の疑問が生じてきま

した。それは、高度成長期より顕著になっ

た自然破壊は、明治時代より移入された西

洋思想の影響もさることながら、日本の自

然特性に大きく左右されていたのではない

かということですO つまり日本人は、古来

から「自然と人間の共存jを自然、観として

持っていたとしたら、何故都市と自然公園

といった隔絶がおこったのでし£うカ勺そ

して今残存する自然(生態学的にすぐれた

)は、どうして山岳地帯や東北ー北極道地

方に集中しているのでし Iうか。私は日本

人には、はっきりとした理論に裏打ちされ

た自然観がなかったのて、なL、かという点に

その根本的な原因があるような気がするの

です。つまり日本は西洋に比べ格段に自然
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が豊かであり、特に意識する必要がなかっ

たのではないでしょうか。だから工業化社

会が台頭しでも少しぐらい木を切っても、

海を埋めても、山を削っても、と開発しや

すいところからどんとeん改変地が広がって、

現在は山のてっぺんと北海道などの一部地

域がかろうじて開発を免れたのではないて、

しょう由、

「自然は美しいJr自然は好きだlとL、

った、自然に対する感性は、自然保護の基

点であり、最も重要なことだと思いますo

しかしこれからの自然保護は、それだけで

はなく、自然的・社会的なもっと多面的な

視点からの検討が不可欠ではないでしょう

か。そのためには、自然保護の必要性、位

置づけ等を明確化させて行くことが肝要で

あると思います。

国際自然、保護連合 (IUCN)では、自

然保護の必要性を「人間のよりよき生存の

ため、人間と自然との共存jを理念として

おり、人間の利益を中心に置いております。

自然保護が人間の利益の為という考え方

は、日本ではあまりなじみがないかもしれ

ませんが、よくその内容を検討してみると

原生林などの生態学的に貴重な自然、から、

身近な自然まで幅広い自然の保護が含まれ

ておりますO

私は、自然保護というのは、ケース・ハ

イ・ケースであって、一定の見解を出すべ

きものではないという意見をもっておりま

す。従って IUCNが喫唱している理念な

どを参考に、図、都道府県、市町村レベル

の自然保護を思考して行くことが大切であ

ると考えていますO
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いくら人工林や雑草地であっても、周辺

の人々にとっては生活に欠かせない存在で

あれば、それは保護すべき自然であるとい

うようにそれぞれの地域特性に見合った慎

重な検討が重要であるということです。最

近環境庁でも身近な自然について取り上げ

るようになってきていますが、特に市町村

レベノレの自然は、その地域の住民がどこの

自然をどう保護するかと L、う決定から保護

・管理主てで責任をもってできるような体制の

うち出されることが望まU、と私は考えて九、ます。

〈北海道の自然保護〉

北海道は、大変自然に恵まれたところで、

森林の面積は、本州、四国、九ナ1'1に比べ多

いほか、環境庁で5年ごとに実施している

緑の国勢調査からも自然度(1からぬまで

の10段階に分けられており、数字が大きく

なるほど自然が農かであることを示してい

ます0)が9と10の地域が全国では、全面

積の20%しかないのに比べ、北海道は何と

その 3倍の60%を占めております。

私はたまに山に登りますが、本州のとの

山へ登っても伐採跡地の痛々しい姿を目に

するほか、夜には遠方の町のあかりが見え

「日本は小さいなJと感じます。ところが

大雪山に登った時は、その樹海の雄大きに

すい込まれそうな気になったことを覚えて

おりますO

それでは、この豊かな自然、を有する北海

道にあって、自然保護はどうであったかと

いうと、俵浩三氏によれば明治35年に設立

された北海道旅行倶楽部による自然保護運

動が、全国的にも例をみなし、、先駆的なも

のであコたようです。現在も北海道自然保

護協会及び道内各地の自然環境保全を目的

とした住民団体等があり、活動が行なわれ

ているそうですO 北海道自然保護協会は、

昭和39年に発足し、協会誌の発行を通じて

広く一般の人々に自然への関心・認識を深

める役割を果たしていると思われます。

北海道の自然保護に隠しては、著書も多

く、前記した俵浩三氏による「北海道の自

然保護jが、幅広い知識のもとに歴史的に

とらえたカ作として印象に残っておりまボ己

主た北海道自然保護協会の井手貢夫氏によ

る「自然保護の意見と問題Jは、自然保護

の理論と北海道におけるその意義について

氏の思想が明確に貫ぬかれているほか、い

くつかの間題提起がなされていますo

また北海道は、全国に先がけて自然保護

条例や環境アセスメント条例が成立したと

ころとしても有名であるほか、わが国で最

初にナショナノレトラスト運動が起こった地

でもありますo

このように北海道は、生態学的にみて豊

かな自然が残っているところであり、さら

に道全体の自然保護に対する意識が高いこ

とが、特徴と言えます。

今私は、印万分の 1の北海道現存植生図

をながめています。これをみると、石狩山

地を中心に北は北見山地、南は日高山地、

西は知床半島・白糠丘陵の一帯にかけてほ

ぼ連続的に針葉樹林を中心とした自然植生

が広大な塊として限前にうつっております。

このことは、北海道の自然の豊かさを客観

的に立証するーっと言えますO

北海道の大自然は、わが国においても貴
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重な存在であり、{五Iとしても後世に残した

いと、また残すへきだと考えます。そのた

めには、国レベノレの保護対策を構ずる必要

性があると同時に、国民 l人 l人がその保

護の必要性を認識し、またその方法を打ち

出すことが急務であると思いますo

北海道の大自然といえども今や人間との

係わりをもたない厳正自然地域は、ほとん

どないと言われております。従って関係住

民の生活基擦を保障しつつ自然との共存を

地道につちかつて行くことが、人間の恒久

的な豊かさにつながるのではないでしょう

tJ'O 

〈北海道の身近な自然〉

ところで、広大な自然保護と同時に忘れ

ではならないのは、〈日本人の自然観と自

然保護〉で述べた身近な自然についてであ

る。

とかく北海道は、国レベルで保護してい

る、人間の日常生活から離れた自然が強調

されすぎるあまり、身近な自然がおろそか

にされている懸念がある。身近な自然とい

うものは、それぞれの人が住んでいる生活

環境の一部であり、北海道に住んでいない

また暮らした経験のない私が述べるべき問

題ではないかもしれない。

しかし、東京や横浜などでは、失われた

居住地周辺の自然環境をよみがえらせるた

めに、一部の住民、行政が真剣に取り組ん

ではいるものの、すでに住宅や工場が密集

し、オープン・スペースとして残されてい

る場所が少ないことから、その成果にはお

のずと限界がある。このことは、一度破壊
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された自然、の回復がし、かに困難であるかを

如実に物語っているo

その点、北海道は、東京に比べ都市部でも

まだまだ自然が残っており、今気を付けれ

ば、そうした良好な環境を維持していくこ

とが可能である O したがって、自然環境

の喪失を身をもって体験した私が、北海道

の身近な自然について述べることは、多少

なりとも意味があるのではないだろうか。

そこで、以下に私の考えている事を述べさ

せていた工くことにした。

近年、全国において、都市部を中心に緑

化や水辺環境の復権が盛んに騒がれており、

北海道でも私が書籍や新開などで調べただ

けでも、 「街に自然を呼び戻す運動Jとし

て、市街地の緑化と緑の保全、水辺の利用

が、市・町・観光協会・住民団体および商

工会議所等で実施されている。表はその主

なものをまとめたものである。しかしこれ

らの運動も、ともすれば、一時脚光を浴び

た環境問題が現在後退しているのと同様に

ブームが過ぎれば次第に消えてゆく恐れが

ある。そこで、未だ一般にはあまり認識さ

れていない身近な自然がいかに重要である

かを早急に明確化してゆくことが肝要であ

る。

通常身近な自然は、生活環境に潤いを持

たらすもの、既ちいこい、やすらぎの場と

して大切であるとされている。それでは、

具体的にその空間の大きさや形、或いはそ

の空間を構成する樹木・草花土・水など

はどうあるべきかとなると、問題はかなり

難しいし、一定の法則は成り立たなし、。何

故なら、対象とする地域の自然的・社会的

北方山草 4 (1983)



表 北海道における「街に自然を呼び戻す運動」の一例

市町村名 事例内容

広島町|水辺の美化・ヤマメの復活

実施主体

広島町やまベを守る会

小樽 市

ニジマス放流 |観光協会

小得運河とその周辺地区環境整|
備 i小 樽 市

丸瀬布町

登 別 市!植樹奉仕・みどりのパトローノレ j登別グリー γパトローノレ隊

江別市

帯広 市

石狩川の修景緑化等

道路広場の緑化特定樹木ー
樹林の保護

千歳市!ママチ川植栽・千歳川花壊

11 街路樹植樹

卦11 路市|花壇コンクール等

夕張市|沿道の緑化

札幌市|豊平川緑地整備

11 サケを呼び戻す住民運動

江別市

緑と花で美しくする実行委員会十帯広
市公園緑地課

千 歳 市

緑の愛せる会(町内会)

緑いっぱし、市民運動

旭 町 町 内 会

札 幌 市

さっぽろサケの会(住民団体)・豊平
川サケ連絡協会議会

旭川市 I~橋地区の高水利用(景観の保 i 商工会議所
全・美化)

な環境特性が複雑で、しかもそれぞれ異っ

ているほか、人々の環境に対する意識や心

理的作用などがほとんとeわかっていないか

らであるo とは言え、身近な自然を今後守

っていくには、心情論だけでは行き詰まる

ことは必至である。そこで私は、 「幼少期

の環境j という側面からこの問題を考えて

みた。

人間の競売に対する意識は、原体験に基

づくとされている。つまり幼少期に育った

環境における記憶や体験が、大人になって

からの自然に対する意識と深い係わりあい

を持つということである。

私は最近、 「川のイメージJ等について、

色々の属性の人(合計 40-50人)に話を

聞く機会があった。それによると、J11'乙対

するイメージとして、最も多くの人があげ

たのは、幼少期を過した居住地周辺の、よ

く遊んだJ11であった。そして面白いことに

答えてくれた人の現在住んでいる自然環境

や、職業・教脊程度などによって多少は差

が認められたものの、 40才以上の人の多く

∞∞ 
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は、幼少期を都会で過した人も、田舎で送

った人も、そのイメージに共通性がみられ

たのである。それは、 日11の流れ」、 「せ

せらぎjや、 I JIIの景色J、 IJlI辺の植物

jなどといった自然的なものであった。と

ころが20才代前半の人で、都会で原体験を

もった人たちは、 JIIに対する意識は全くな

いと言ってよいほどで、そのイメ ジとし

ては、橋を通る「電車から眺める}I!Jが圧

倒的に多かった。彼らは、環境悪化の激し

い時期に幼少期を送った人たちで、ある。こ

れらのことは、前述した原体験の重要性を

立証するーっと言えよう。

子供は行動圏が狭く、自分の家のまわり

の環境が生活の中心である。従って、その

環境がコンクリートに固まれた世界であっ

たなら、その子が大人になった時の、環境

に対する意識、或いは物事の価値感はどう

なってしまうのだろうカb そう考えると私

は、何か身震いしたくなるような気持にか

られる。

本来子供は、自然が好きなのである。そ

れは、コ γタリートで国められた都市公園

の片隅にわずかに残っている土に、子供た

ちが集っている光景や、雑木林でクワガタ

やカブトムシを追い求める、あのいきいき

とした子供たちの目を見ただけで、も歴然と

している。だが、そうした本能的とも言え

る自然に対する活力を奪い取ろうとしてい

るのは、我々大人達であろうo e、くら机上

の、自然保護だの公徳心を教えようと思っ

ても、目で、耳で、肌で感じとらない限り

それは本物にはなり得ない。

この点に関していまひとつ私が実際に調

べたことを次に述べる。それは生活排水の

増大等によって水質が悪化している富山市

内を流れる松JIIという川をきれいにしよう

と、その川に隣接するある小学校では、将

来は松川にホタノレが住めるように(昔は生

息していた)とホタんを学校で生徒たちに

飼育させている。この学校では、ホタノレの

飼育という県科教育を通じてホタノレの住め

る環境とはどういうものかを子供たちに学

ばせ、生息できるようにするには、 JIIに汚

ない水やゴミを捨ててはいけないのだとい

うことも自らが認識できるような指導を行

なっている。そしてこうした身近な自然か

ら、さらにその周囲の自然へ目を向けられ

るような人聞になるようにと大きな目標を

かかげている。

一見ホタルの飼育や、最近はやりの「カ

ムバッグ・サーモンjは善として簡単に受

けとられ、全国各地で実施されているが、

その中には昔からサケなとeのぼったことの

ない川にサケの稚魚を放流しているといっ

た河川の生態系を全く考慮していないもの

や、単なるイベント的な活動もみられる。

自然保護に対する意識の向上或いは環境教

育とは、地道な活動を通じ、常に試行錯誤

のくり返しによって、初めてささやかな成

果が得られるものではないだろうか。

従って、私は最後にいかに身近な自然が

大切かを繰り返したい。いくらコ γビュー

タ一時代がこようと、人間の創造性の原点

は自然であり、人への思いやり、やさしさ

は自然と親しむことからはぐくまれるもの

で、ある。大雪山の雄大さ、知床の広大な原

生林、それに対して身近な自然は立ち止っ
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て近づいて見るもので、ある。前者が原生林

やヒグマ・エゾシカ等を含む生態系なのに

対して、後者は木 1本、花 lつでそれにつ

く蝶や虫なのである。そして身近な自然は、

大自然に劣らないすばらしい自然として子

供たちの興味をそそるほか、四季の変化を

みることが出来る生きた学習の場で、もある。

それ故、美しい花、美的景観ばかりに視点

を置かず、その土地に潜在的に生育しうる

横物、生息しうる動物を対象に可能な限り

多様な環境を創造し、維持して行くことが

最も重要であると考えられる。

くおわりに〉

私は、生まれも育ちも東京(2年前より

横浜)であるほか、特に自然保護の推進者

でもなければ、学者でもありません。ただ

幼少期より昆虫採集や登山等を通じて自然
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に接してきた、自然の好きな人間のひとり

であります。

そのような私が「却描の自糊議」とし、う

複雑で延大なテーマについて書くのは、お

こがましいと思いました。しかし私にとっ

て北海道はなじみの深い地であるほか、自

然保護は終生考えて行きたいテーマであっ

たため、現時点の私の考えの概要を整理L

たいと思い書泊治せていただくことにしまし
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書きはじめてみると予想した以上に難し

い問題で、時代的な考証や観念論から具体

的な理論への展開など、いかにも不充分な

点が多く、独断と偏見になった感じもしま

す。このような状況を承知の上て私見を自

由に述べさせていただく機会をあたえて下

さったことに感謝しております。

トツタベツ岳(北日高)
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