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摘　　要
人間は季節を感じ，季節を捉えて生きてきた。日本人は季節の移り変わりに敏感と

いわれる。この論文では先ず縄文時代・弥生時代以来，古代・中世を経て，現代に至
る日本人の季節感・季節観を農耕文化との関連を通して記述した。また，外国人との
違いを考察した。次いで，季節学の発展を，長い歴史をもつ中国，ヨーロッパの国ぐ
に，特にドイツについて記述し，また，日本について展望した。特に日本については
生物季節観測の歴史，第二次大戦前以来の季節学研究，観測記録の集積，統計表，等
期日線図帳などについて詳しく述べた。観測対象として，春の発芽・開葉・開花日の
北上，秋の黄葉・紅葉・落葉日の南下，動物季節の観測対象の日本における特徴など
について述べた。

また，地球温暖化時代における季節学の最近の課題をまとめた。すなわち，1）直接
影響と間接影響，2）衛星画像の解析による地球規模の植生の変化，�）山岳・亜高山帯
または熱帯などこれまで研究が少なかった地域の生物季節，�）観光資源としての季節
現象，�）住民参加型の季節観測について述べた。
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1．はじめに

季節の認識は人類の歴史とともに古い。いいかえ
れば，人間は季節を感じ，季節を捉えて生きてきた。
これは，人びとの生活に環境の季節変化や食生活を
支える動植物の季節変化が深くかかわっているから
である。日本では，縄文時代の遺跡で出土する遺物
から季節変化を推測することができる。本稿では，
季節学の前史時代として，縄文時代から近代に至る
までの人びとの季節認識の変化をまず展望する。筆
者は � 世紀頃からの日本における季節認識について
は前に述べた 1）が，今回は縄文時代以来の時代的な
変化を展望したい。

科学としての季節学の成立はヨーロッパでは 1�
世紀 2），日本では 1� 世紀 �）である。気候学の 1 分野
としての季節学の発達については先にまとめた �）。
今回は諸外国と日本の季節学の発展を比較しつつ日
本の特徴をえがき，季節感・季節観を通じた日本人
の季節認識を考察する。

また，最近は農業生産活動，都市における開花・
紅葉調査などの市民活動，観光資源，商品の販売な

どに季節現象が取りいれられている。季節学のいわ
ゆる応用面で，これらに関してもふれたい。最近の
重要な関心事として地球温暖化の影響があるが，そ
の指標としての季節現象の価値は高い。

2．季節感・季節観・季節認識

2.1　縄文人の生活と季節
縄文人は狩猟採取経済を営みながら定住生活を行

った。縄文時代の遺跡から出る動植物の遺体は哺乳
動物 �0 種以上，貝類 ��0 種以上，魚類 �0 種以上，
鳥類 �� 種以上，植物性食料 �� 種以上が知られてい
る �）。この他の蛋白源がさらにあったことも推定さ
れ，極めて多種多様な食物にたよっていた。つまり，
季節の変化に応じて得られる食物資源を利用してい
た。この目的のためには，当然のことながら，季節
の変化や，年による季節進行・寒暖・乾湿の差を把
握していなければならなかった。

このような縄文人の季節別にみた採取する貝類・
海草類・魚類・漁撈の対象となる海獣類，狩猟動物
は図 1 のようである �）。食料の対象となる動植物の
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生活が季節変化するのだから，それを食料とする人
間生活がそれに応じて季節変化をしなければならな
い。それをより円滑に，快適に行うには季節認識を
高めねばならなかった。また，定住形態，例えば，
通年にわたって定住する母村と，季節的に一時特定
の目的のために宿泊する小村が生まれたが，その間
の季節進行の差なども，的確に把握していなければ
ならなかった。

日本各地に残された貝塚を構成する貝の種類をみ
ると，縄文時代中期から晩期には特定の種類の貝を
集中して採取していた。この事実から，単なる食料
源だけでなく付加価値がこれらの貝にはあったと推
定される �）。例えば，東京湾沿岸で多量に採取され
たハマグリは，春から夏にかけて集中的に採取され
た傾向があるという。このことは当時の人びとが季
節を意識して採取活動を行っていたことを示すと考
えられる。また，秋の，川を溯上するサケの漁や，
森林から生産されるドングリ・クリ・トチの採取，
冬のシカ・イノシシの狩猟にも季節性が強い。これ
らをうまく組み合わせて採取や狩猟を行い，また，
穴倉に貯蔵して生活を維持した �）。かなり高度の季
節認識がこれを支えたことは確かであろう。
2.2　弥生人の生活と季節

弥生時代の遺跡から出土した植物遺存体の出現数 �）

を表 1 に示す。イネのように晩春から夏を経て耕
作し秋に収穫するもの，夏に比較的近隣から入手で
きる果実，秋に落葉広葉樹の林で採取する堅果など
であるが，圧倒的にドングリが多く，イネを上回っ
ていることに注目したい。

縄文時代の後半期には食料の多角化が進行した。
弥生時代になって灌漑稲作が導入され，気候や季節
の年による変動に起因する凶作のリスクを軽減する

ため，多種の植物質食料による体系が構築された �）。
この灌漑稲作は弥生早期に九州から始まり，弥生
前・中期に東北北部に達したという時代差があった
ことに留意しなければならない。

しかし，このことは「時代的にみて，季節認識は
九州で早く，東北で遅れた」ということにはならな
い。ドングリへの依存度がもし大きければ，弥生時
代における季節認識は秋に関しては東北日本のほう
がむしろ強かったのではなかろうか。一方，イネの
栽培は晩春・夏・初秋の季節が重要だから，この期
間の季節認識については西南日本のほうが時代的に
早かったと考えたい。

弥生時代の貝塚は縄文時代に比較して小規模であ
る。これの理由の一つには海水温が弥生時代になっ
て低下したことが予想されるが，稲作の繁忙期と縄
文時代以来の漁撈活動の季節とが競り合ったためと
いう理由も考えられる。弥生時代の漁撈には，稲作
を主としそこへ漁撈が組み込まれる場合と，水田耕
作の過程と対応して行われる場合とがある。弥生時
代中期から後期には北九州の海岸部には漁撈を生業
とする人びとの集落，いわば漁村ができ，そこには
水産業を中心にした季節認識が形成され始めた。
2.3　日韓の古代における四季の呼び名

古代の日本と韓国における四季の呼び名の転化に
ついての言語学的研究結果は極めて興味深い 10）。韓
国における四季名である春・夏・秋・冬と，日本に
おける四季名との対比を紹介したい。ただし，秋だ
けはまだ詳しく解明されてない。まず，表 2 にそ
の対比を示す。

ここで，春の対比を詳しく説明すると，以下のと
おりである。韓国語の pom（春）は，中に入ってい
る芽などが外に出てくる意味をもつ語 -para- に由来
する。まず，para に接尾辞の -m が添加した。次いで，

図 1　縄文カレンダー 6）．
季節別にみた採取する貝類・海草類・魚類・漁撈海獣類や狩猟動物．

表 1　 弥生時代の遺跡から検出された植物遺
存体の出現遺跡数．

植物名 遺跡数 利用された季節・状態
ドングリ 1�� 秋の堅果
イネ 12� 夏秋水田耕作
モモ �� 夏の果実
マメ類 �1 夏秋の畑作物
ヒョウタン類 �2 夏の果実
クルミ �� 秋の堅果
クリ �� 秋の堅果
ムギ類 �� 畑作物
タデ類 �� －
マクワウリ �0 夏の果実
トチノキ 2� 秋の堅果
ブドウ類 2� －
ツバキ 21 －
ヒシ 20 －

寺沢・寺沢 �），石川 �）の資料により作表．
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param から流音の r が脱落して，param が pam と
なり，さらに pam が変化して pom となった。

一方，日本語の haru は，韓国語の接尾辞の -m
が韓国で発達する時代より先に日本に伝来し，para
が paru となり，さらに paru が haru に変化したと
考えられる。夏，冬についても詳しい言語学的な変
化が解明されているが，紙面の都合で省略する。

日本における四季を表す大和ことばは次の通りで
ある 11）。すなわち，ハルは大地を「墾ル」（はる）作
業にもとづく語で，ナツは「田に水を引くこと」，
アキは「稲が稔り収穫すること」，そしてフユは御
魂（みたま）のふゆ（増殖）のたまものと，霊魂の復活
を表すことからきているという。要するに，ハル・
ナツ・アキ・フユという大和ことばは水稲耕作にか
かわる語で，大陸からもたらされた暦の知識によっ
て四季観として整えられ，律令制度に採用され，普
及し，定着した。

ここで，特に強調したいのは，日本に渡来する前
の韓国の古い言葉が日本に渡来して日本語として転
化を続ける一方で，韓国に残った韓国の古い言葉は
その後転化して，古い形を残していない点である。
農耕文化が発展する以前は，言語学的に同根で季節
認識も同じであったが，その後の言語の転化過程（時
代的な遅速，地域的な伝来・拡散）に差があったと
いう指摘はきわめて興味深い。さらに大和ことばの
出発点との関係，特に年代的な解明が今後の課題で
あろう。
2.4　古代日本人の季節観

秋田県鹿角郡大湯町野中堂万座の遺跡に縄文時代
の石柱（gnomon）が発見されている。縄文人は天文
学的に季節を知っていたとみなされており，古代日
本における暦法史のあけぼのとして紹介された 12）。
しかし，この縄文時代の出来事は日本の古代には受
け継がれなかった 1�）。その理由は不明である。

古代日本における気象の観測は，中国から気象・
天気の記録制度の一環として日本に入ってきた。

例えば，「皇極天皇 2 年（��� 年）正月壬子期の旦
に，五色の大なる雲，天にいわみおおえり。而して
寅に欠けたり。」とある。そして 2 月・� 月と毎月
の気温・霜・雨などの異常気象が記述された。天武
天皇 � 年（��� 年）に占星台，すなわち天文気象台が
設立された。気温・霜・雨のほか，雹・雲・雷・霞・
霧・露などの月変化・日変化などが記録された。

風は海上交通，漁業に利用されるので，早くから
記述された。西風（にし），東風（こち，あゆ），南風

（みなみ，はえ）などと記載され，皇極天皇 1� 年（���
年）� 月の暴風（あからしまかぜ）などの記録がある。

奈良時代の日本人の季節感・季節観をまとめると
以下のようになろう 1），12），1�）。（1）自然を自分たちと
対立する外界とは考えないで，情念が通じあう仲間
と捉えた。（2）気象・天気は神が演出する現象であ
る。風の神（シナツヒコ）はイザナミによって生まれ
た。春雨はシクシクと降り，露と萩は恋人同志のよ
うにまつわり合う。（�）上記（2）の結果，定量化・実
験・実証のような近代科学へは発展しなかった。

日本人の季節感に最も深くかかわるサクラについ
て述べる。サクラの文字が日本の歴史に最初にでて
くるのは，『日本書記』（�20 年）の巻第 12「履中紀」
の中の“［履中］� 年（��1 年？）冬 11 月 � 日に船遊び
をしているとき，盃に花びらが入った”という意味
の歌である。このサクラはおそらく十月ザクラであ
ろう。また，「櫻」の文字がでたのが『古事記』（�12
年）の中という 1�）。いずれも，気候変動の小さい波
の中で温暖化し始めたときである 1�）。直接の関係は
ないにせよ，後述するように，日本人の植物季節に
対する強い感受性がウメからサクラに変化した事実
に関係しているかとも考えられ，今後の研究課題で
ある。

平安朝になると気象・天気・季節現象をより詳し
くとらえ，表現するようになる。例えば，西行の『山
家集』，秋歌に

　おしめども，鐘の音さへかはるかな，
　霜にや露の結びかふらむ
という歌がある。これは秋のおそらく早朝であろ

うが，「鐘の音が，昨日までの早朝と比べ変わった。
その日以前は，朝方には鐘に露が結んでいなかった
が，（季節が進んで温度がさがり）鐘に霜が結ぶよう
になった。そのために鐘の音が違ってきた。」この
ような雰囲気を捉えて歌ったのであろう。秋が進ん
で移動性高気圧に覆われた日の朝，強い放射冷却に
よって，地面付近に強い逆転層が形成される。この
逆転層の中を伝播する音の波形が逆転層の状態によ
って異なるであろうことは，気象学的にも十分な説
明がつき，西行の耳に驚嘆するほかない。奈良朝の
時代にはなかった“こまやかさ”である。

表 2　日本と韓国における四季名．

春 夏 秋 冬
日本 haru natsu aki huyu

韓国（現代） pom jarim kail kjeul

韓国（古代） param njarim karu kara(karu)

穀物・草木の
芽がでる季節

穀物・草木が
実を結ぶ季節

穀物などを刈
る季節

穀物を倉に貯
える季節

李 10）を参考にして作表．
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2.5　中世日本人の季節観
10～1� 世紀におけるもっとも有名な小説・エッ

セイですぐれた季節描写があるのは，表 3 のとお
りである。

この表 3 を示す目的は次の 2 点にある。（1）執筆
された時代が 10 世紀末～1� 世紀である点である。
10 世紀後半は �～10 世紀の気候小最適期のピーク
が過ぎて，まだ温暖ではあるが気温が低下傾向にな
っている時期（時代）である 1�）。秋は季節的に低温化
の季節であり，またさらに，時代的にも低温化傾向
であったから，季節認識へのインパクトは強かった
と考えられる。11～1� 世紀はすでに低温期であっ
た。当時の人びとへのこの傾向のインパクトが低温
に関連する現象への感性をとぎすまし，文藝活動も
活気をえたのではなかろうか。（2）表 3 にあげた小
説・随筆の業績が 10～1� 世紀に現れたことは，日
本文学史の展開にみられる歯車であって，文学にお
ける季節認識は一般人の季節認識とは別であるとい
う考え方もあろう。しかし，もしそうだったとして
も，10～1� 世紀の人びとの季節認識の展開を知る
鍵を提供しているとみたい。
2.6　現代の日本人の季節観

俳句の季語は古今和歌集などの季節感を基礎にし
て，中世の連歌の季語，江戸時代の俳諧の季語など
を加え，今日の俳句歳時記となった 1�）。現代の日本
における俳句人口はおそらく非常に多いであろう
が，その人たちの季節感の柱としての意義は大きい。
いま，俳諧における季語と季節感・季節観・季節認
識形成との関係を詳しく論じる余裕はないので，本
稿では省略する。ここでは，気候学者・気象学者・
天気解説者として，テレビ・ラジオ・新聞・雑誌な
どのメディアを通じ現代の一般的な日本人の季節
感・季節観・季節認識に深くかかわった倉嶋厚の業
績から考えてみたい。

倉嶋は趣味・俳句・川柳・和歌・詩・格言・こと
わざ・なぞらえなど，さまざまな表現形態をとる，
幅広い分野から“季節”をまとめた 1�），1�）。文献リ
ストでわかるように，最終的には，季節“よもやま”

“つれずれ”“みちくさ”“おもしろ”“しみじみ”“ほの

ぼの”“さわやか”“��� 日”“四季だより”事典などの
タイトルで単行本として刊行された。倉嶋は「季
節」の定義を他でしている 1�）。筆者の考えでは，
1��0 年代から刊行された倉嶋の多数の本のタイト
ル自体が“日本人の季節感・季節観”を表現し，そ
の言葉のほとんどが形容詞か，人びとの行動か心の
動きの副詞としての表現である。これらの表現は，
日本人の季節認識の様相を捉えており，人びとの行
動か心の動きの状態を表現している。

季節感は日本では随筆のテーマになることが特に
多い。幸田文の随筆『季節のかたみ』には，草木の
色彩だけでなく，日本人は衣服にも色彩の変化を取
り入れ，季節感を表現し，味わい，楽しんだことを
書いてある。“白と紺のゆかた”などは夏の日本人の
生活に取り入れられた季節感の最たる表現である 20）。

食品の季節感も強い。特に生鮮品に対する季節感
は高齢者ほど強く，2011 年のある統計によると全
体では果物が ��％で，第 2 位の行事・イベントが
��％であったが，年齢別にみると �0 歳代が ��％，
20 歳代が ��％であった 21）。

3．季節学の発達

3.1　季節学の誕生
近代的な季節学は，1� 世紀，植物の開花・発芽・

落葉など，鳥や昆虫の初見・初鳴など，人びとの生
活にかかわる季節現象が長年にわたって日記の形で
記録，整理されるようになって，主としてヨーロッ
パにおいて誕生した。後述するようにブドウの収穫
期日の早晩はワイン生産にかかわるので，おおきな
関心が払われ，記録の解析は詳しくなった。

中国の季節学は約 �,000 年の歴史がある 22）。しか
し，近代的な科学としての誕生は 20 世紀である。

世界における植物季節学・動物季節学の誕生とそ
の後の発達について，気候学全体の枠組みの中の位
置付けを考慮しながら別にまとめた �）。今回は少し
詳しく近代科学としての季節学の誕生・成立・発
展・現状・今後の課題を展望する。

表 3　10～14 世紀の日本における有名な小説・エッセイの季節記述．

書名（題名） 執筆年 執筆者（著者）
［生年－没年］ 記述された現象，テーマ，特徴など

池亭記 ��2 慶滋保胤
［��1？～1002］ 台風・洪水・火災・都市荒廃・疫病などの災害．居住環境の季節変化．

枕草子 ��� 清少納言
［���？～102�？］ 昆虫・草花の季節変化・日変化．気象災害．風景．するどい自然観察．

源氏物語 1012 紫 式部
［���～101�］

100� 年 � 月 2� 日京都を襲った台風の記録（日本最古のルポルタージュ）．強
風災害．平安時代に書かれた世界最古の小説．

方丈記 1212 鴨 長明
［11��～12��］

自然災害．11�1～11�2 年の飢饉．11�0 年の京都大火．11�� 年の大地震．人生
の不確定性．最も有名な随筆．

徒然草 1��0～1��1 吉田兼好
［12��～1��0？］ 風景．自然描写．仏教文学．最も有名な随筆．
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3.2　中国における季節学の発達
中国における生物季節観測の歴史は古い。最古の

文献としては紀元前 21 世紀に夏の時代の暦法を書
いた『夏正』がある。その中で，夏代の遺書といわ
れる『夏小正』の経文には，1～12 月まで月別に気
候・動植物季節・天気・農事・生活など自然季節・
生物季節の 12� 項目が書かれている。
『禹貢』は最初に“気候”の文字がでる文献と思

われる。『禹貢』の後，周代の政府の中における生
物季節を担当する職は，「禹貢」が書かれた時代に
類似しており，自然季節や農作物季節や農業気候地
域区分・農作物地域区分の研究を行った。詳しくは
別に述べた 22）ので，ここでは省く。
『月令』は周公の制（度）といわれ，各節気につい

て異常気候を � 段階に分けてそれにともなう生物季
節･気候状態・農事などを各 � 文字または � 文字で
示した。さらに春夏秋冬をそれぞれ異常高温･正常･
異常低温の別に，次の季節・2 季節先・� 季節先ま
での自然季節と生物季節の特徴を書いてある。すな
わち，季節現象の �0 日，� ヵ月，� ヵ月予報の経験
則である。
『月令』に至って，季節予報はほぼ完璧になった

とみてよい。農業・医療・生活に関する季節変化の
知識が利用された。また，間接的には戦乱に関係す
るので，強い関心がもたれた。

またチベットにおける季節の認識は，1�～1� 世
紀から詳しく記録されるようになった。これらを基
礎として第色・桑杰嘉措（sde srid sangs rgyas rgya 
mtsho）が 1��� 年に著述した『白琉璃』の中では，
1 年を冬至から自然季節によって区分した。各々区
分された一つの季は短いもので数日，長いものでは
�0 日ほどもあり，冬至前後が長く，春秋が短い。
これは現在の気候学から考えて中緯度地域では当を
得たものと理解できる。

竺可楨（Chu Co-ching，または Zhu Kazhen，1��0
～1���）は中国における季節学の創始者で，1��1 年
には南京の季節現象，季節の推移による農事予報，
2� 節気の耕作との関係などについて論じた。1���
年には，宛敏渭の協力を得て，『季節学』を刊行し
た 2�）。これは 1��� 年に増訂・重版され，「1 年間の
生物季節の推移の原動力」の 1 章が加わった。この
増訂が完成した時，竺は �2 歳の高齢であった 2�）。
死後も，1��0 年，1��� 年に重版された。

中国の農業季節のアトラスも刊行されている 2�）。
最近，揚子江三角州における過去 1�0 年間の春の生
物季節が復元され 2�），1���～1��� 年は季節が遅れ，
その後，早くなったことが明らかになった。1�00～
1��0 年は 10 年ごとの変動が大きくなり，特に 1��0
年以降非常に早くなり，地球温暖化の影響が認めら
れた。

なお，日本語の“季節学”を中国語では“物候学”
という。中国語の季節（qijie）は“気概・気骨”の意

味で同じ漢字でも異なる意味なので注意を要する。
3.3　日本における季節学の発展

1��0 年代後半から 1��0 年代は日本で季節学の研
究が特に進んだ時期である。中央気象台関係では大
後美保・中原孫吉がその中心であり，研究論文は産
業気象調査報告に発表された。これらの調査研究の
資料は日本各地の気象台（当時の測候所）が観測した
結果で，中央気象台発行の気象雑纂を参考にした気
象要覧によっており，その他，動植物季節報告を参
考にしてまとめられた 2�），2�）。また，この期間の第 2
の特徴は，それまでの研究が日本全土を見た大地域
の季節現象推移の研究であったのが，例えば宮城県
内 2�）などの詳細な調査結果とか，あるいは 1 地点で
の季節現象に関係する要素の詳しい統計的解析の総
まとめなどであった �0）－�2）。

ほぼ同じ時代に生態学者によっても，季節学現象
の研究の必要性が強調された。その一つの成果は吉
岡邦二による仙台の樹木の花暦の研究 ��）である。

季節学の科学的な発展には季節現象の科学的な観
測資料の蓄積が根底にある。日本の季節観測は
1��2 年のアメリカのスミソニアン報告に発表され
ている季節観測法にならって開始されたといわれて
いる。観測は各地の測候所が行い，観測結果は当時
の内務省地理局の東京気象台に報告された。

国際的には 1��� 年にワシントンで開催された国
際気象会議で世界の生物季節表作成が勧告された。
これに対応するため，日本では中央気象台に生物季
節観測法審議委員会が 1��2 年 � 月～1��� 年 1 月ま
で開催され，「生物季節観測指針」が作られた ��）。

これに従って 1��� 年以降，観測方法が統一され，
生物季節の他に，生活季節（こたつ・蚊帳・手袋・
オーバー・ストーブ・火鉢・水泳など）などの初
日・終日の観測項目がくわわった。ただし，生活の
スタイルが変化したことを理由に，1��� 年から，
生活季節の項目は落ちた。その後，上記の観測指針
は改定された ��）。

データに関しては，1���～1��� 年の累年値 ��），
地域別にみた植物季節 ��）が刊行されている。「生物
季節に関する解説資料 20」��）は観測技術の解説が主
な内容だが，巻末に，気象観測地点別の 10 年ごと

（1��1～1��0，1��1～1��0，1��1～1��0 年）の累年
平均や平年値（1��1～1��0 年）による等期日線図な
どが掲載されている。

等期日線図によって日本の動植物季節の推移を明
らかにする方法は最近も進展している。百瀬 ��），�0）

は約 100 種類の動植物季節現象の北上・南下を動植
物前線とよんで解説した。また，これらの研究がエ
コツーリズム，あるいは，一般観光旅行の要素とし
て季節現象を役立たせている �1）。1��0 年代初期ま
での日本の季節学・季節観測の歴史については河村
の総合報告 �2）がある。

1��0 年代の宮城県内気候の局地性を捉えるため
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のサクラの開花日の局地分布を観測する手法 2�）は，
第二次大戦後には長野県赤穂扇状地でサクラの八分
咲き日の分布 ��），伊豆半島北部でミカンの開花日，
あるいは奥秩父のクワの開葉数の研究 �）に受け継が
れた。また，農林省農業技術研究所，あるいは各県
の試験場でも同様の研究が進んだ。今号の熊谷にお
けるサクラの開花日などの分布と都市気候との関係
の研究 ��）も，方法や目的はこの線上に位置する。

日本においては，サクラの開花の進行状態は開花
や満開よりも「八分咲き」のほうが優れているとい
う意見がある。上記の研究 ��）でも，その理由によっ
て「八分咲き」が対象となった。しかし，「八分咲き」
の定義は必ずしも明確でない。（1）1 本の樹に着い
ている蕾の開花数の割合なのか，（2）ある狭い範囲
の複数の樹で，開花している花数の全蕾数に対する
割合なのか，（�）ある小地域，例えば，公園・サク
ラ堤・山地斜面一帯などで満開の樹の本数の割合な
のか，である。筆者は植物季節学的にばかりではな
く，日本人の心情が春の季節の到来を味わうのに最
適な状態として，また，観光資源価値の問題として
八分咲きについての今後の研究を期待したい。

サクラは日本人の農耕儀礼とも密接にかかわって
おり，源氏物語で「花の宴」は，すでに「観桜の宴」
をさした。和歌に詠まれた花木は万葉集ではウメは
11� 首，サクラは �2 首である。平安時代にはそれ
が逆転し，古今和歌集ではウメが 2� 首，サクラが
�2 首となる。このような逆転は � 世紀後半に起き
たと考えられている ��）。

サクラの開花日の記録から古気候を復元すること
は有効で，これによって日本では � 世紀以来の古気
候が復元されている ��），��）。

日本では自然季節の研究は，1��0 年代から始ま
ったがあまり多くない。霜・結氷・山の冠雪などの
初日・終日などで，気象季節ともよばれる。人間生
活とかかわりが深い。また山地斜面の雪形の出現す
る季節は，農耕作業の計画に役立つ指標である。
3.4　ドイツにおける季節学の発展

ドイツでは季節現象の近代的な観測・研究は古
い。ヴォルニィ（E. Wollny）は 1� 世紀末の 20 年間，
農業物理学研究の一部として季節学の重要性を論じ
た。また，2 人の植物学者ホフマン（H. Hoffmann）
とイーネ（E. Ihne）は，季節現象の観測網の組織化
を 1��0～1��0 年代に主張した。またハーレ大学の
農学部において季節現象の観測と研究が始まった。
これは後，やはり植物学者で『小地域の土壌と気候』

（1�11）という小気候学の古典の一つとなっている書
物を書いたクラウス（G. Krauss）に引き継がれた。
そうしてクノッホ（K. Knoch）やメーデ（A. Maede）
に受け継がれ，季節学の発展に貢献した。

1�0� 年には，中央ヨーロッパにおける春の到来
の研究，1�1� 年にはドイツにおける冬ライムギの
季節の研究が行われ，1��� 年以降，ドイツ中央気

象台季節現象観測報告として刊行されている。
第二次大戦後，1��� 年にイギリス占領地区の北

西ドイツ中央気象台（当時ハンブルク）の農業気象科
は，冬ライムギの気候季節の図を刊行した。本文は
タイプ印刷で紙質もよくないが，100 万分の 1 の色
刷りの図はみごとで紙質もよい。当時の経済事情・
印刷事情にもかかわらず，農業気候関係分野で，利
用価値があった証據である。

20 世紀の第二次大戦前の生物季節観測は，野生
植物ではフキ，ヤナギ，ブナなどの開花や発芽，果
実の成熟，広葉樹の変色を対象とし，農作物ではオ
オムギ，コムギ，ライムギ，ジャガイモ，アブラナ
などの発芽日・茎の生育，果樹ではサクランボ，ナ
シ，リンゴなどの開葉日・開花日・それらの最終日，
果実の成熟日を対象とした。

1��� 年に，1���～1��� 年の中央気象台の生物季
節の観測結果を整理して図化したものが，200 万分
の 1 の色刷りの図として当時のアメリカ占領地区の
ドイツ中央気象台から刊行された。� 枚の図はユキ
ワリ草の開花（早春），カラスムギの播種（初春），リ
ンゴの開花（春），冬ライムギ開花（初夏），冬ライム
ギ収穫（盛夏），冬ライムギ播種（中秋）についての季
節（10 日ごとの等値線）図である。

第二次大戦後は植物の種類は 200 種を超え，鳥類
や昆虫類も約 �0 種を観測対象とした。1��� 年シュ
ネルレ（F. Schnelle）は季節学をまとめた ��）。この書
は中国語にも訳され，非ドイツ語圏でも広く参考に
された。また彼は農業気象に役立つ季節現象の色刷
りの図をドイツについてばかりでなく，ヨーロッパ
全域（��0 万分の 1）について，ドイツ気象台報告

（Berichte Deutschen Wetterdienstes）に 1��0～1��0
年代にかけて執筆した。これらの総まとめとして
1��� 年に『季節学の方法の概説』を刊行した ��）。
3.5　欧米諸国における季節観測と季節学の発展

ヨーロッパで組織的に季節観測が開始されたのは
1� 世紀中頃である。スウェーデンの植物学者リン
ネ（Carl von Linne，1�0�～1���）は，発芽・開花・
結実・落葉などの季節観測を国内 1� 地点で 1��0～
1��2 年に実施した。これがその後のヨーロッパに
おける組織的観測のモデルとなった。ポーランドの
クラコウのアカデミーは，生物季節の観測を 1� 世
紀以来行っている。1��� 年以降は国内の約 2,000 の
観測地点で在来植物の開花日の記録をとっている。

英国のマーシャム（R. Marsham）は樹木の発芽・
開葉・渡り鳥の去来・チョウの初見・カエルの初啼
きを 1��� 年から観測した。彼の死後，家族 � 代に
わたって 1��0 年代まで受け継がれた。観測記録が
欠けているのは 1�11～1��� 年の 2� 年間だけであ
る。また英国王立気象学会は 1��0 年から約 �00 地
点からなる生物季節観測網を展開した。アネモネ・
サンザシ・チューリップなどの開花，サンザシの開
葉，ツバメ・カッコウ・チョウなどの初見，カエル・
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ツグミ類の発鳴き，鳥の営巣などが観測対象であっ
た �0）。マーシャムの記録を含む 1���～1��� 年の約 2
世紀間にわたる変動の解析結果は最近発表された �1）。

フランスではアンゴー（A. Angot）が 1��� 年にフ
ランス中央気象台の年報にフランスの 1�～1� 世紀
におけるブドウの収穫季の研究を発表した。ガルニ
エ（M. Garnier）は 20 世紀のオオムギの収穫と気
候・季節の関係 �2a），1�01～1��� 年のブドウ収穫開
始日と �～� 月の平均気温との関係 �2b）を明らかにし
た。近年，林学からの貢献も多い ��）。応用気候学の
1 部門ととらえられ ��），一方では，ラドュリー（E. 
Ladurie）など，アナール派の歴史学者の研究が最近
成果をあげている ��）。また，ブルガンディ地域にお
けるブドウ収穫期の古記録から，1��0～200� 年の �
～� 月の気温変化が最近復元された ��）。同様にチェ
コにおける穀物の収穫日の記録によって 1�01～
200� 年の �～� 月の気候が復元された ��）。

ロシアでは十月革命（1�1� 年）以前，すでに農業
における季節学的な見地が重視されていた。革命以
降もソ連科学アカデミー，全ソ連地理学会その他で
研究が進んだ。ソ連体制崩壊後も，季節学研究は進
展している。

戦前まで，アメリカ合衆国では季節学の研究は少
なかったが，1��� 年，ホプキンス（A. D. Hopkins）
は生物季節の法則の元となる「季節現象と緯度・経
度・海抜高度との関係」をしめす実験式を手計算で
もとめた。

ウィーン中央気象台のラウシャー（F. Lauscher）は
ノルウェイ北部や北極地方の気候変動・季節変化を
1��0 年代から研究し ��）－�0），スカンジナビア半島の
ラプランドにおける秋の紅葉を観測して広域の季節
現象の推移を明らかにした。これは高緯度地方の季
節の遅速（冬の到来の時期）が半球規模のその冬の寒
さの予知につながるからである。衛星写真の利用に
よって植物学・季節学のみでなく，幅広く長期予報
にも利用できるので，解析方法，利用方法などが検
討されるようになった �1）。

4．地球温暖化・人びとの暮らしと季節学の課題

4.1　動植物季節
地球温暖化は動物や植物にどのような影響を及ぼ

しているのか。あるいは反対に，動物や植物の季節
現象を通じて温暖化をどう捉えているのか，われわ
れはおおきな関心をもっている。

十年・数十年，場合によっては数百年の時間スケ
ールで温暖化・寒冷化と季節現象は関係しており，
すでに述べてきたように古くから記述・調査・研究
されてきた。温度計が発明される以前からの記録が
利用できる点で季節現象の過去の記録は大切であ
る。中国では �,000 年以上 2�），日本では奈良・平安
時代以来の連続記録がある。問題は観測方法の違い，

観測者の科学的知見の差，あるいは，観測の対象と
なる生物個体または集団の進化など，長年の間には
変化することである。

なお，20 世紀末までの生物季節に対する温暖化
影響の検出と監視については，総合報告がある �2）。
本稿ではそれ以降の成果と，そこで論じられなかっ
た諸問題を述べる。
4.2　地球温暖化の直接影響と間接影響

まず，地球温暖化の直接の影響の例をあげよう。
英国のオックスフォードシャーにおける 1���～
1��0 年の ��� 種の開花日の記録を調べた結果，最
初の �0 年間に比較して最近の 10 年間は ��� 種が平
均で �.� 日早くなっていることがわかった ��）。

鳥類の生活にも影響がみられる。例えば，産卵開
始日を基準にすると，英国では �� 種の中の 20 種が
1��1～1��� 年の 2� 年間に平均して � 日早くなっ
た。産卵開始日が早くなるのは近年の産卵前の気温
上昇が原因だという ��）。

日本におけるコムクドリの産卵開始日の調査によ
ると 1���～200� 年の間に 1�.� 日早くなった ��）。こ
れは繁殖地や渡り途中の中継地における気温が年々
上昇したことに関係している。また，日本では，さ
えずりの時期，渡りの時期が早くなっている。例え
ば，ツバメの初渡来日は名古屋で最近の �2 年間に
約 1� 日早くなっている。

フランスでは，地方自治体など公の機関に 1�00
年頃から 1�00 年頃までのブドウ収穫日の記録が残
っている。その記録をフランスのアナール派の歴史
学者が解析している ��）ことは前に述べたが，フラン
スで気象観測値がない時代の気候復元に役だってい
る。また別に，スイスにおける過去 �00 年間にわた
るブドウの収穫量を過去の気候の指標として，気候
変動を復元した研究もある ��）。上記の鳥の初鳴きや，
今号で研究結果が記述されている鳥類の季節 ��），サ
クラの季節 ��）に現れた温暖化の影響は，いわば直接
の影響である。また，アジサイ（Hydrangea macro-
phylla）の開花日の分析 ��）でも温暖化の直接の影響
がみとめられる。

一方，渡り鳥の繁殖地への到着は，越冬地から繁
殖地までの距離が長いと，その中間地域の気候や天
候（それは，やはり温暖化の影響をすでに受けて変
化してきている）の影響も受ける。中間地域の気候・
天候は中間地域において餌となる昆虫の成育にも影
響している ��）。その餌（昆虫の幼虫）の最も多い時期
を過ぎていれば，渡り鳥の個体数は減少してしまう。
つまり，温暖化の影響で個体数が減少する場合があ
る。地球温暖化は鳥類の生活季節のずれ，分布域の
変化，個体数の増減に影響を及ぼす。また，個体数
が現在は増加していても，少し遅れて出る間接的な
影響のため，減少に転じることもありうる。

同じような現象は森林の林床植物にも起こりう
る。上層木，中層木が温暖化でよく成長すれば下層



吉野：季節感・季節観と季節学の歴史

10

木・林床植物の日照・日射条件は悪くなり，生活条
件が悪化するので，成長は悪くなる場合が起こりう
るであろう。今後このような間接的影響の研究が必
要である。
4.3　夏の異常高温あるいは冬の温暖期間の影響

地球温暖化が園芸果樹に及ぼす影響については，
最近，詳しい研究が進められている。ニホンナシの
例をあげると，温暖化の影響で開花日は最近の 10
年間で 2.� 日早くなっている。しかし，問題は，秋・
冬に温暖化すると，落葉果樹の自発休眠・覚醒に必
要な低温の時間を十分に経過することができないこ
とである。休眠が正常に終わらないので，発芽や開
花が不揃いになり，成育の異常や開花期間の長期化
などが起きる可能性が高い。仮称“眠り病”として
報告されている �0）。

落葉果樹としてはリンゴ �1），常緑果樹としてはウ
ンシュウミカン �2）について研究が進んでいる。今後，
果樹別に，休眠・覚醒・開花・果実の成熟期などの
各ステージを季節現象と捉え，温暖化の影響を研究
する必要がある ��）。ニホンナシ・ウメ・モモの成熟
期は早くなっている。しかし，特定の色素の発現が
明確なリンゴ・カキ・ブドウ・ウンシュウミカンな
どの成熟期は，色素の合成に低温が必要なため，む
しろ，遅くなる傾向にある。
4.4　空中写真・衛星画像を利用した植物季節研究

先に（�.� に）空中写真や衛星画像を利用したスカ
ンジナビア半島における 1��0 年代の研究を紹介し
た � �）。1 � � 0 年代の中頃になって，アメリカの
NOAA は NOAA 衛星のイメージを使って NDVI

（Normalized Difference Vegetation Index，正規化差
植生指数）の分布をコンポジットして全球の NDVI
分布図を作成した。その月別の図は全球スケールで
植生の季節変化を明らかにした。

季節の推移が年によって広域でかなり異なること
をこのような衛星リモートセンシングで検出するこ
とが可能になった。例えば，モンゴルの草原植生の
季節とバイオマスの季節変化や年による変動につい
て，1���～2001 年の �0 ヵ所の観測地点のデータを
解析した結果，その変動の大きさは �0 日以上，生
育期間で �� 日に及び，草本植物の種類によっても
異なることが明らかになった ��）。また，デジタルカ
メラにより長期連続自動観測を行われ，200�～2010
年の草原の季節変動について，最近，詳しく解析さ
れた ��）。
“春のおとずれ”は夏の熱波や冬の寒波などとは

異なり，人びとが待ち望む季節現象である。アメリ
カ合衆国における“春の緑波”（Spring green wave）
をシュバルツ（M. D. Schwartz）は春指数（Spring In-
dex，SI）で定義し ��），��），衛星画像の解析と地上観
測結果によって，平年値（1��1～1��0 年）の分布を
求めた ��）。SI は，大まかには，灌木の芽が出る季
節でシバ類が緑になる初日である。1���～2002 年

の間，北半球のほとんどすべての地域で早くなりつ
つあり，その率は 10 年間に 1.2 日である ��）。
4.5　山岳地域・熱帯などにおける生物季節

季節の研究は気象台などにおける観測結果や，人
びとが多数生活している低地における季節現象など
の解析から出発したので，標高の高い山岳地域の生
物季節の研究は遅れていた。また，熱帯には温帯の
ような四季がないので，季節現象そのものに対する
人びとの季節感が弱く，これまで季節学的な研究は
なかった。

しかし，最近，高山植物に関して，季節学への貢
献が生態学の立場から進展してきた。工藤ら �0），�1）

は「高山植物の開花時期はどのようにきまっている
のか」，「種間で開花時期は同調しているのか」，「ど
うして短期間で開花時期が終わるのか」という高山
植物の生態学的な課題に取り組んだ。植物群落全体
を雪田と風衝地に分け，開花期を調査した。風衝地
では積雪が少ないため早く消雪し，� 月末にはウラ
シマツツジやコメバツガザクラなどが開花する。続
いてさまざまの種が開花する。そして � 月中旬には
すべての種の開花は終わる。その期間は � 旬にまた
がる。一方，雪田では � 月下旬，雪どけ後 �～� 日
で開花し始め，遅く開花する種でも � 月中旬で終わ
る。その期間は � 旬である。また，雪どけ時期が狭
い範囲内でずれていると，局地的に開花時期がずれ
るので，昆虫にとって訪花選択の幅を広げる。

熱帯には，気温にもとづく四季はない。熱帯の高
山植物の開花パターンについて，次のように問題を
整理した。（1）季節的なサイクルはあるか。（2）も
し，あるならば，同じ場所に生育している種間で開
花現象は同調しているか。（�）それぞれの種の開花
パターンの環境要因。（�）開花サイクルと繁殖スケ
ジュール。そして，ボルネオ島のキナバル山の高山
帯（海抜約 �,000 m）で調査し，開花サイクルは 2 年
かあるいはそれ以上，繁殖スケジュールはゆっくり
であることが明らかにされた。
4.6　観光要素としての季節

観光における季節要素は大きく，その価値は高い。
特に日本の場合，国の形が南北に長く，山やまが海
岸にまで迫るところが多い。これは局地的に気候条
件の差が大きいことを意味し，季節推移の差が比較
的短距離の間に生じる結果となる。日帰り，あるい
は短期間の観光旅行が多い日本では，観光客の出発
地である都会から観光目的地までの距離が短いほど
よいことはいうまでもない。全国のサクラの名所・
紅葉の名所はその最もよい例である。表 4 に，日
本における紅葉（主としてカエデ類，一部にススキ
草原などあり）の名所の季節（期間）・地形などをま
とめた。

北海道，� 月中旬～11 月上旬，� 旬
東北地方，� 月中旬～11 月上旬，� 旬
関東地方，10 月下旬～12 月上旬，� 旬
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中部地方，� 月下旬～11 月下旬，� 旬
近畿地方，11 月中旬～12 月上旬，� 旬
中国・四国地方，10 月下旬～11 月下旬，� 旬
九州地方，10 月下旬～12 月上旬，� 旬

である。この旬の値をみると，（1）北日本で長く，
西日本で短い。（2）高い山がある中部地方で長く，
高い山が少ない近畿地方などは短い。ここで，季節
学的におもしろいのは，春・秋の季節（期間）は一般
に北日本で短く，西日本では長い。これは，本号で
も春のサクラに関して明らかになっている �2）。この
ような季節学的傾向を補うように，いいかえれば，
地域全体としてより多く観光客数を見込むには期間

（旬数）を長くするのが得策である。
表 4 の結果は秋の紅葉に関してそのような傾向

が存在していることを示しており，興味深い。
4.7　住民参加型の季節観測

都市における市民活動の一つとして，科学的な観
察・観測によって自然とふれ合うことを目的とする
ものが国の内外で活発化している。そのテーマとし
て季節現象は非常に適している。それはすでに述べ
たように季節観を科学的に深める一方，長い人間の
歴史とともにはぐくまれた季節感をより豊かにする
からである。本号では増田論文が，京都の例を紹介
している ��）。バードウォッチングも，渡り鳥の季節

観測と捉えられよう。日本ばかりでなく，アメリカ
合衆国，カナダ，英国，その他，多数の国で活動が
盛んである。また，アパラチア山地，カルパチア山
地など，地域でくくった活動も盛んである。成人向
けの夏季学校の課程としても適している。筆者は英
国ヨークシャーのマランターンの夏季学校で，季節
現象が自然観察コースの一部に取り上げられている
のをかつて見たことがある。

長野県では気候・気象・生物の調査研究が，三澤
勝衛による昭和 10 年代以来，伝統的によく行われ
ていて，季節に関する関心も高い。最近の 1 例とし
て，長野県環境保全研究所の成果がある ��）。200�
年度から，県民参加型の調査を実施した。一部調査
項目には，昨今，忘れ去られていた生活季節も含ま
れている。例えば，スタッドレスタイヤ装着日など，
新しい項目として注目され，除雪対策など，地方自
治体の予算編成にも役立つ情報を提供することはま
ちがいない。

日本を含めた世界 �0 ヵ国の自然観を集めて比
較・展望し，青少年の季節感・季節観を育成し，野
外活動を通じた国際交流に役立てたいという事業が
ある ��），��）。一つの新しい試みである。

表 4　 日本における観光資源とみた紅葉の主な名所の季節・地形・植生．

地方 紅葉の名所＊ 季節（期間）＊＊ 地形・地域・植生など
北海道 大雪山 � 中旬～� 下旬 山地斜面・峡谷

知床 � 下～10 中 山地斜面・海岸・湖
大沼国定公園 10 中～11 上 湖岸・カエデ類

東北 奥入瀬渓谷 10 中～11 中 湖岸・渓谷
磐梯・吾妻 10 上～10 下 山地斜面・湖岸
八幡平 � 中～10 中 山地斜面・湿原

関東 日光 11 上～11 中 山地斜面・湖畔
秩父 10 下～11 上 中津川渓谷

11 上～11 下 長瀞渓谷
箱根 11 上～12 上 火山斜面・ススキ草原

中部 香嵐渓 11 中～11 下 渓谷，山地斜面・カエデ類
上高地 10 中～10 下 山地斜面・河畔・湖岸
立山・黒部 � 下～10 下 亜高山帯の山地斜面・峡谷

近畿 東山 11 中～11 下 社寺林と周辺丘陵・カエデ類
湖東三山 11 中～12 上 湖岸社寺林とその周辺・カエデ類
談山神社 11 中～12 上 社寺林・カエデ類

中国・四国 大山 10 下～11 上 山地斜面・ブナ - ミズナラ林
寒霞渓 11 上～11 下 渓谷・カエデ類
宮島 11 上～11 下 海岸山地斜面・カエデ類・イチョウ

九州 雲仙 10 下～11 中 山地斜面・落葉広葉樹・常緑樹
耶馬溪 11 上～11 下 渓谷
高千穂峡 11 中～12 上 峡谷

＊  紅葉の名所について，� 名の専門家による評価の 1 位から � 位をとった（日本経
済新聞，2011 年 � 月 1� 日）．

＊＊ 例年の見頃（人びとの経験による）（同上）．



吉野：季節感・季節観と季節学の歴史

12

5．結語

以上に述べてきたことをまとめると，以下のよう
になろう。

1 ． 縄文時代の人びとの生活は，かなり高度な季
節認識によって支えられていた。

2 ． 弥生時代になると，さらに高度化し農耕に関
連して詳しい季節認識が発達した。また漁撈
を生業とする人たちにも季節認識が形成され
始めた。日本の南北の地域によって，人びと
の季節感・季節観に差があったと推定される。

� ． 古代日本の四季の名称，ハル・ナツ・アキ・
フユを韓国語と比較すると，変化に差があり，
農耕文化の伝来・伝播の過程・時間差などが
関係していると思われる。日本で初めてサク
ラが歌に詠まれたのは � 世紀の初頭である。

� ． 奈良朝人は，自然を自分たちと対立するもの
とは捉えていなかったが，詩歌を通じて，こ
まやかに自然を感じ，観察していた。

� ． 平安時代になって，季節は天気などとともに
人びとの観照の対象になり，小説・随筆にも
詳細な観察記録が書かれた。それらは日本季
節学の資料的な価値ももつ。サクラがウメよ
り多く歌に詠まれるようになったのは，� 世
紀後半である。

� ． 現代日本人の季節認識はこまやかであり，外
国語では的確に表現できない。しかし，季節
観測法の国際的な統一が 20 世紀半ばから進
み，近代科学としての季節学研究が展開した。

� ． 欧米各国では動物季節学・植物季節学におい
て，生理・生態の面からの研究が多い。それ
に対し，日本では季節現象の国内における等
期日線の移動の研究が多かった。

� ． 地球温暖化の影響は，夏の高温の極値ばかり
でなく，高温な季節（期間）の長期化，冬の温
暖化による例えば落葉果樹などの休眠期間の
短縮・不十分な低温の影響など，直接的であ
り，多岐にわたる。

� ． 渡り鳥のように，温暖化によってその行動・
産卵などに直接的な影響を受ける他，中継地
の気候の変化に起因する現象の影響も受ける
場合がある。中継地の食物などの条件が間接
的に影響を及ぼす。

10． 衛星画像の解析により，全球規模・半球規模・
大陸規模など，大地域スケールの植生の季節
推移などが捉えられるようになった。

11． 今後，観光資源としての季節現象解明，住民
参加型の季節観測，これまで研究が不十分で
あった高山や熱帯の生物季節，草原の季節変
動の研究に取り組まねばならない。
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