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１．はじめに 

 

 1988 年 (昭和 63 年)に環境庁(当時)は、わが国における巨木の現況を把握するため、第 4

回自然環境保全基礎調査の一環として、初めて巨樹・巨木林調査を実施した。それ以降、現

在まで 30 年余経過した。その間全国各地の自治体や有志による巨木の調査・保全活動が続

いてきた。自治体持ち回りで、岡山県柏原町から開始した「巨木を語ろう全国フォーラム」

は全国を巡り、昨年は北海道釧路市で、本年は九州の福岡県宇美町での大会を実施してきた。 

 

今ある巨木は、人間が形成してきた地域社会との関わりあいの中で残ってきた。今後の巨

木の保全の方向を考えた場合に、人間及び地域社会との関係性は無視できない。巨樹の現状

をしっかり見据えた上で保全方策を模索しなければならない。これは自然環境の保全全般

に共通する。 

 

「全国巨樹・巨木林の会」は、自然のシンボルである巨木を生物文化資源として愛するが

ゆえに、巨木を積極的に守る活動を広め、次世代に継承してゆく責務がある。この経団連自

然保護基金支援プロジェクト「奥多摩地域における巨樹・巨木林の保全活用プラン作り活動」

では、自然環境の保全活動の一つとして巨樹保全ネットワークの充実と次世代への継承を

本会の主要な課題と考える。 

 

２．経団連自然保護協議会交流会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際生物多様性の日、2019 年 5 月 22 日に経団連会館で、経団連自然保護協議会と公益

信託経団連自然保護基金のシンポジウム、企業と NGO 等の交流会が開催された。「全国巨

樹・巨木林の会」事務局は、5 月 22 日の交流会でポスター展示を行った。           

 

 

 

 



３．全国巨樹・巨木林の会理事会 

 

 全国巨樹・巨木林の会の第 31 回理事会が、(一財)自然環境研究センターの会議室で 2019

年 8 月 7 日(水)午後 12 時 30 分～2 時 50 分まで、環境省、林野庁、文化庁の 3 名の来賓の

もとで、9 名の理事、2 名の監事、3 名の事務局員でもって開催された。主な議案は今年度

の全国フォーラム、福岡県宇美町大会の進捗状況と来年度フォーラム開催候補地などであ

る。高橋進会長から 2021 年が震災 10 年目に当たり、東北大震災被災地の青森県階上町（は

しかみ）の提案があった。同町へ当会からフォーラム開催依頼方法について等の審議が行わ

れた。 

 

４．講演会活動 

4-1．亀山章先生講演会「巨樹データを読む」 

 

 昨年 2018 年度末のパネル・ディスカッションで、事務局の高橋弘氏は巨樹データ検討の

必要性を指摘した。全国の巨樹データを明確に位置付け、整理することは、当会にとって重

要なことである。そこで本プロジェクト事業として、（公財）日本自然保護協会理事長、東

京農工大学名誉教授の亀山章氏に「巨樹データを読む」というタイトルの講演を依頼した。

同講演会は、8 月 7 日(水)第 33 回理事会終了後 15 時より、自然環境研究センターの会議室

で行った。亀山先生は、かつて信州大教授として長野県の巨樹データを取りまとめる立場に

あり、さらに先生ご自身巨樹データの計測を 50 余年間続けている。以下は講演の要旨であ

る。巨樹 

 

① はじめに 

 昔から巨樹は人々と関わりが深いため、文学の中によく登場しています。例えば「帚木（は

はきぎ）」です。源氏物語では巻二の巻名として有名です。帚木は、遠くから見ると大きく

てよく見えるが、近くへ来るとどの木か分からなくなる、不思議な木です。恋心を詠う時の

非常に象徴的な歌枕として、帚木は万葉集、古今和歌集、新古今和歌集などで多くの歌人に

詠まれてきました。 

 

② 巨樹データについて 

実際経験された皆さんなら、巨樹の計測が簡単でないことをご存じでしょう。樹幹の形に

よっては、胸高 1.3ｍの箇所を決め難い巨樹が相当あります。私は長野県の巨樹データの取

りまとめを行っていますから、巨樹データの中に相当ミスが混入していることを承知して

います。巨樹のデータについては、こだわり過ぎないほうが良いと思います。 

1990 年環境庁そして 2001 年環境省と 2 回の自然環境保全基礎調査で巨樹・巨木林調査

が行われました。巨木の総数は 64,479 本という数字になっています。樹種から巨樹を見れ



ば断然スギが多く、その理由はスギが寒い地方から暖かい地方まで広く分布しているため

です。これを全国最大級の巨樹（幹周 12m 以上、直径 4m 以上）117 本に限ると、樹種は

クスノキが一番多く、地域では圧倒的に鹿児島県に分布しています。クスノキに次ぐのがイ

チョウとスギで、その他にカツラ、ケヤキ、スダジイなどとなります。 

巨樹の推定樹齢はほとんどアテになりません。重要なことは巨樹の所有です。巨樹の大半

は社寺所有で、巨樹は社寺で守られてきました。江戸末期まで神仏混淆で寺院の境内に神社

がありました。どちらかというと神社は木を植えるが、寺は基本的に木を植えたがらない。

いずれにしても神秘的な場所に巨樹の多くがあります。 

特記すべきは鳥類・獣類の生息箇所としての巨樹の役割です。ワシやフクロウなど猛禽類

が極めて高率に生息・営巣しているところが巨樹です。ワシは巨樹の 5％に生息し、ムササ

ビ、モモンガ、コウモリなど特定の獣類は巨樹の 4.1%に生息しています。また、巨樹には

着生物が多く、33.5％と高率で着生植物が生えています。 

人々との関わりを天然記念物指定の条件としているため、天然記念物の巨樹は大変多く

あります。樹種別で多いのがクスノキ、スギの天然記念物で、巨樹として比較的少ないが相

対的に多いのがイチイ、カヤ、サクラの天然記念物です。ブナやミズナラは奥山にあるため

天然記念物の数は少なくなります。 

 

③ 巨樹の生育特性 

私は 60 年間近く東京の小石川

後楽園の樹木を計測してきました。

そこで実感したのが、常緑広葉樹

ではクスノキの成長が一番良いこ

とです。一年で胸高周囲 6cm、10

年では 60cm も伸びます。100 年

では 6m になるくらいよく成長し

ます。戦後緑が急に減ったので、

東京では成長の早いクスノキを植

えたわけです。つまり巨樹・巨木

林になるのは成長の良い樹木の生

育特性によっているわけです。ク

スノキ、スギ、イチョウ、ケヤキが他の木と比べてよく生長します。 

 

④ おわりに 

温暖化対策として CO2 吸収源の可能性を考えて、長野市の飯綱高原で私は薪炭林落葉広

葉樹林を巨木林への誘導を試みています。データが示しているように巨樹・巨木林は地域の

シンボルとして、また生物多様性保全のために大変大切です。 

 



4-2．2018 年 GEOC パネル・ディスカッション情報の活用 

 

 本プロジェクト「奥多摩地域における巨樹保全活用プラン作り活動」の一つの主要なテー

マは、緑保全の世代間交流である。その有力なツールが、初年度 2017 年度末、国連大学地

球環境ネットワーク・プラザ GEOC におけるパネル・ディスカッションで示された。パネ

リストとして参加した林野庁、平田美紗子氏のイラスト、樹木漫画「リン子の絵日記」と林

業漫画「お山ん画」である。 

 

 それを実証するイベントを、当会事務局メンバーが 2019 年 11 月 22 日早朝の代々木オ

リンピック記念センターで行い、「日本の森林・林業の現状と課題 －マレーシア、サラワ

ク大学院生とともに－」の講演で、体験している。日本マレーシア協会からの要請は、研修

生に「植えることの重要性」を伝えることである。マレーシアは現在もなお、緊急に植林が

必要な熱帯林問題に苦しんでいる。 

 

 平田氏は現在日本における林業の衰退を、多くの国民、特に大多数の都市住民らの森林環

境や林業への無関心にあると考えた。平田氏は語る。「現在では、子供たちは木と共にあっ

た文化を知りません。大人でも知らない人が多いのです。林業についても同じで、学校の先

生でも林業を知りません。」そのような状況を打破し、次世代に日本林業や森林整備の必要

を自覚させるツール作成に、氏は長いこと従事した。その成果が平田漫画である。例えば、

 



平時は忘れてはいてもたいていの日本人だったら、木の文化を知っている。それを梃子に平

田漫画は、木の文化から緑の、森林の置かれている状況を思い起させる工夫をした。例えば

漆と漆器、木炭生産、シイタケ、和紙、絹とクワなどをカラフルでユーモラなイラスト、漫

画で現した。 

 

 事務局メンバーはイラストの樹種を述べるだけで、研修生たちは漫画から多くの木が利

用されているかを実に簡単に了解した。理解の良さは、第一に研修生たちがマレーシアサラ

ワク大学の林学科の大学院生であり、第二に制作者自身の実体験に基づく努力、工夫である。 

 

4-3. 高橋進会長「巨樹とは何か」自然研第 61 回「鳥獣と国土政策」懇談会 

  

1988 年の環境庁(当時)の第 4 次自然環境基礎調査の一環として巨樹・巨木林調査が実施

された。これは前年 1987 年の国土庁の四全総（第四次全国総合開発計画）にある「巨木の

うち学術上、文化上、教育上価値の高いもの」の保全、整備の必要性の提案を受けたもので

ある。このことが 2019 年 12 月 12 日(木)の自然環境研究センターにおける 第 61 回「鳥獣

と国土政策」懇談会でおこなわれた高橋進会長の講演「巨樹とは何か ―巨樹へのまなざし

と継承からみた人と自然」で示された。 

 



 

 日本全国の巨樹調査は、本多静六（1866-1952）が手掛けている（本多「大日本老樹名木

誌」(1913)  ） 。全国巨樹・巨木林の会設立の経緯、巨樹保護のあり方、巨樹と地域社会と

の関係等々幅広く巨樹を論じた。さらに最近巨樹はパワースポットとして若い世代に人気

が高まり、巨樹ガールの出現も期待されている。このように全国の巨樹調査から当会の設立

など、1988 年兵庫県柏原町の第一回全国フォーラムに環境庁を代表して参加しているよう

に、いわば高橋進会長(1973 年入庁)自身が中心となって進行してきたと云ってよい。海外

での巨樹観察等を含め、高橋会長ならではできない講演である。                    

 

５．全国フォーラム福岡県宇美町大会 

5-1．プレ大会クスノキ巨樹ツアー 

 

 福岡県宇美フォーラムに合わせてプレ大会巨樹バスツアーを行った。フォーラム前日の

2019 年 10 月 18 日（金）、博多駅前から佐賀県･熊本県のクスノキの日帰り巨樹観察会を実

施した。訪問場所は佐賀県武雄市の大クス 3 本と、熊本県熊本市の寂心さんの大クス、藤崎

台のクス群を巡った。午前中の佐賀県では、武雄市にある幹周 20m 超えの武雄の大クス、

川古の大クス、幹周 16m の塚崎のクスを巡り、午後は熊本県に入り、幹周 17m 近くを誇る

寂心さんの大クスと、20m を超える熊本城内藤崎台のクス群を周った。なお、企画、案内

ともに事務局の高橋弘氏によった。 

 

表 2019 年 10 月 18 日佐賀県･熊本県のクスノキ巨樹バスツアー  

時 刻 場 所 住 所 

8:30 博多駅筑紫口前出発  

10:15 川古の大クス 佐賀県武雄市若木町川古 

11:40 武雄神社の大楠 佐賀県武雄市武雄町 

12:35 塚崎の大クス 佐賀県武雄市武雄町 

15:05 寂心さんの大クス 熊本県熊本市北迫町 

16:10 藤崎台のクスノキ群 熊本県熊本市宮内 

18:50 博多駅筑紫口前到着  

 

5-2．宇美町総会 地域グループの課題報告 

 

 総会の基本的な目的は、地域各グループが巨樹保全等のためのさまざまに実施している

活動内容を相互に理解するネットワークを充実させ、本会が啓発しあうアクティブな組織

として維持、発展していくことにある。総会では次の 7 名が発表した。 

（敬称を略）   



• 巨樹データ再測定の必要性     石川県巨樹の会副会長 北川 正司   

• 埼玉県志木市巨樹再測定       NPO エコシティ志木 本間 敏文        

• 群馬県高崎市倉渕巨樹の会活動報告        会長   市川 平治  

• 東京都三宅島の巨樹の会「やどり木」設立       会長     佐久間 文夫  

• 亀山先生講演の解説   全国巨樹・巨木林の会 副会長   山岡好夫  

• 次期開催地挨拶：再来年 青森県階上町産業振興課総括主幹  大谷地 尚子  

• 次期開催地挨拶：来年 東京都三宅村 村役場観光産業課課長 浅沼 信彦  

     

 

5-3．基調講演「巨樹・巨木と人々の生活」 

福島敏彦先生（福岡県林業技術者連絡会会長） 

 温暖多雨な気候のため豊かな収穫に恵まれながらも、その一方で豪雨や地震など災害が

多いのがわが国一般の姿です。九州北部の福岡県は、全国でもいち早く弥生時代の水稲栽培

が始まり、太宰府や「令和」を生んだ万葉歌壇など古くからの遺跡、史跡が多数あります。

しかし、同時に 2017 年の九州北部豪雨では、甚大な気象災害を被ったことでも知られてい

ます。林業経済活動を振興させて、現在大量にある人工造林を循環可能な森林資源に導いて

こそ、将来の森林整備、自然環境保全を確保できると、福島先生は表明されました。 

 

① 豊かで古い歴史に富む九州北部 

九州北部は、豊かで古くからの豊富な歴史のある地域です。そのシンボルが宇美八幡宮で、

ここには神功皇后の応神天皇ご出産にまつわる湯蓋の森（幹周 15.3ｍ）、衣掛の森（幹周 18.5

ｍ）はじめとするクスノキの巨木林が深い緑をたたえて、その樹齢は 2000 年と伝えられて

います。近くの筑後川をさかのぼると行者杉と呼ばれるスギの巨樹群があり、英彦山に峰入

する修験者が植栽したといいます。 

 

② 人工造林の森林機能 

当域でも全国同様に、戦後の高度成長期にスギ・ヒノキ等の人工造林が大量に植栽されま

した。そして九州北部地方は、渇水、豪雨や台風などの気象災害が多いことでも知られてい

ます。福岡県では、1973 年の大渇水を機に、民有林の支援のため「福岡県水源の森基金」

が発足しています。しかしながら国産材林業の停滞から戦後造林され、収穫可能にまで育っ

た人工造林資源が、十分な利用も整備も行われないまま、放置されています。 

 

③ 2017 年九州北部豪雨 

加えて地球温暖化の影響から近年全国的に、これまでにない規模の集中豪雨が起ってい

ます。甚大な森林の表層崩壊は土砂、流木などによる深刻な水害を巻き起こします。当域で

は、2017 年の九州北部豪雨災害が発生しました。猛烈な雨が同じ場所で降り続く線状降雨



帯で起りました。集中豪雨に伴う洪水、土砂、流木が一体となって人家などを破壊する「複

合型水災害」が、九州北部豪雨災害で注目されました。このような大きな水害が毎年全国各

地に続くように「気候変動の影響」が明らかになってきています。 

 

④ 循環可能な人工造林資源の構築 

多くの人工林分が伐採利用されず、高樹齢化するだけでは、循環する人工造林資源による

炭素固定という本来の使命が果たせません。温暖化防止には、林齢と成長量の関係に基づい

た賢い人工造林資源の管理が必要です。間伐、主伐等の林業経済活動を行ってこそ、現存す

る大量の人工造林がサイクル可能な森林資源になり、将来の森林・自然環境保全の道が開け

ます。次世代の若者を含めた一般の人々に対して、森林林業への注目を仰ぎ、林業振興や森

林整備を強く呼びかけていくべきだと思います。 

 

 翌 2019 年 10 月 20 日にはフォーラム参加者は 4 コースに別れて、巨樹バスツアーを楽

しんだ。宇美町役場の町長をはじめ担当者の方々、実質的な企画者である佐野義明会長ら福

岡県支部の皆様に感謝しつつ、各々帰路についた。 

 

６．巨樹観察会 

6-1. 東京芸大院生と共催した上野の森観察会 

 

 5 月 22 日経団連自然保護協議会のポスター展示で、アニマルパスウェイと野生生物の会

の ApWA 大竹公一(代表理事) 氏と交流した。同会の野鳥観察会メンバーに、東京芸術大

学の博士課程の大学院生がいる。その建築科の院生が「都市のエコロジカルネットワークか

ら上野エリアの生態系インフラを考え、上野の樹木や生態系を知りたい」と当会に「8 月 24

日（土）上野の森観察会」をもちかけ、当会事務局と共催で、染野豊氏をリーダーとして実

施した。 

〇 集合場所・時間 芸大校門 午前 10 時 

〇 弁当持参 

〇 スケジュール 10:00~11:00 都美術館北側の森観察 

         11:00~12:00 芸大キャンパス 

         12:00~13:00 昼食・意見交換 

         13:00~14:00 オプション谷中の巨樹 

 

6-2. 桐生市「木の輪の会」桐生市街地の巨樹見学会 

 

 11 月 23 日には群馬県桐生市の「木の輪の会」(会長斉藤陽一郎氏)と市自然観察の森が共

催する「市内の巨樹めぐり」に、事務局メンバーが参加した。由緒ある市街地には名所も多

https://www.animalpathway.org/news/author/ootake2019/


く、観光ガイドが同行することで、巨樹計測とともに街並み歩きも堪能できた。街中の巨樹

は、クスノキ、イチョウ、ケヤキ、スギ、カヤ等である。自然観察の森の桐生市職員との連

携が、同会も巾の広い活動を支援している。 

 

時 間 場 所 備 考 

10:00~10:35 桐生天満宮 開会、イチョウ、クスノキ、スギの巨樹 

10:45~10:50 シイタケの森産業 森喜作の像 

11:00~11:10 新見化学 クスノキ巨樹 

11:20~11:40 西宮神宮 ケヤキ、カヤ 

12:00~12:15  桐生市立北小学校 クスノキ巨樹の計測 

12:30~13:45 有鄰館 昼食、クスノキ巨樹 

14:00~14:30 本町通り クスノキ巨樹、煉瓦造り、漆喰造り 

14:30~15:00 桐生天満宮 フイゴまつり、社殿彫刻、閉会 

 

 同行した「桐生タイムス」記者の記事と写真を次に示す。12 月 20 日版の記事となった。

タイトルは、クスノキ有情 年輪タイムカプセルである。 

 「桐生市立北小学校の校庭東端にあるクスノキは大きい。かつて山の手側から流れ入る用

水が校庭を割ってこの木の根元から出ていった。それを覚えている世代も、そんな歴史はち

っとも知らない世代のことも、ここに立って、分け隔てなく見守ってきた大樹である。 

 用水は昔の境界だ。校庭の拡張の変遷を物語る存在である。もちろんクスノキはその生き

証人だ。写真は桐生自然観察の森が主催した桐生市内の巨樹めぐり（11 月 23 日）の計測の

場面である。樹高 22 メートル、幹周 5 メートル 28． 

 クスノキの風格は幹周で年に 6 センチほど増していくという。この木は約 30 年前(1988

年)の計測で 3 メートル 40 の記録が残っており、換算すると確かにそのペースである。 

 年輪は、学校から巣立っていった子どもの数だけ、思い出を詰めこんでいる。これこそが

タイムカプセルなのかもしれない。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 桐生市立北小学校の校庭東端にあるクスノキの計測 

 

6-3. 北総の森・巨樹古木研究会 

 

2020 年 2 月 17 日には北総の森・巨樹古木研究会が主催する「上野の森観察会」に参加

した。十分な事前準備による分かりやすく詳細で豊富な配布資料と 36 名と多くの参加者

から巨樹や史跡の解説など楽しいイベントであった。2000 年に発足し、巨樹を見、計測

し、まとめ、広報することに努めてきた同会は、来年度をもって解散の予定である。同一

の執行部にとって 20 年という長期間は限界である。現在のメンバーに、緩やかな同好会

的な巨樹の会への改組を、それも地元自治体環境保全担当との繋がりをもつ内容を期待し

たい。 

 

 



 

時刻 場所 樹木 

10:00 JR 上野駅公園口集合  

10:20 開会あいさつ  

10:30 東京文化会館 東南側観察開始 ムクノキ 

10:40 東京文化会館 南側 計測 クスノキ 

10:50 上野の森美術館 西側 計測 戦災イチョウ 

11:00 頃 西郷隆盛像 上野戦争解説  

11:10 西郷像西側中華レストラン近く マテバシイ 

11:30 野口英世像近く ピンオーク 

11:35 東京国立博物館 ユリノキ 

11:45 東京芸術大学美術学部 スダジイ 

11:50 同上 クスノキ 

12~13 昼食 大噴水  

13:00 芸大音楽学部 カヤノキ 

13:05 同上 タブノキ 

13:40 上野動物園入り口 外 ムクノキ 

13:50 グラント将軍植樹 ローソンヒノキ 

14:00 観察会 解散  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．おわりに 

 

 3 年間の経団連自然環境保護協議会支援による「奥多摩地域における巨樹活用保全プラン

作り活動」プロジェクトを 2020 年第 131 回日本森林学会大会に報告することとした。同大

会は新型コロナウィルス蔓延のため中止になったが、大会講演集には「全国巨樹・巨木林の

活動実績と課題」として要旨が掲載されている。それを本活動のまとめとして、次に掲載す

る。 

 

全国巨樹・巨木林の会は、今年で 32 回の全国大会「巨木を語ろう全国フォーラム」の開

催を各地で押し進めてきた。本会は、巨樹を地域のシンボルとして、巨樹観察会、植生整備

等の幅の広い環境活動を展開する地域グループの会員を主たるメンバーとする。発足の契

機は 1988 年の環境庁（当時）による巨樹・巨木林の全国調査である。同年に第一回全国フ

ォーラムが兵庫県柏原町で開かれ、1993 年に全国巨樹・巨木林の会が発足した。 

主な活動が巨樹観察会である。そして地域グループの中には、巨樹の観察から、測定し、

調査をまとめ、広報し、情報を次世代に伝えることまで目指しているものまである。全国フ

ォーラムの実施は易しいことではないが、環境意識の高まりから担当する自治体が各地へ

受け継がれている。 

生物文化資源である巨樹が地域ごとに多様であるように、地域グループのあり方も、会員

の活動内容も様々である。従って当会の課題は、柔軟に対応して、積極的な共催活動を目指

して、全国フォーラムで交流し、相互に学びあうことを継続していくことにある。 

以上 


