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摘　　要
　かつて日本の山岳保護地域の森林では資源利用のための樹木伐採や開発に伴う転用
などの森林の過剰利用が課題であった。近年は過少利用に転じた森林と，依然として
過剰利用が起きている森林が混在している。過剰利用を規制して森林を保護する制度
として保安林，林地開発許可制度，保護林，自然公園などがあるほか，森林所有者の
自発的な取組もみられる。過剰利用の例として大規模太陽光発電施設，過少利用によ
り起こる事例としてレクリエーション利用の際の落枝による事故が挙げられる。過剰
利用に対しては土地所有者の私権制限，過少利用に対しては所有者不明土地問題や管
理からの撤退が課題である。

キーワード：過少利用，過剰利用，管理，山岳保護地域，森林
Key words：under use, over use, management, reserved montane area, forests

1．はじめに

　日本の山岳保護地域には，森林が成立している地
域とそうでない地域がある。このうち森林が成立し
ている地域では，自然条件に加えて過去から現在に
至る社会条件が，現在の森林の有様に大きく影響を
与えている。特に注目すべきは，近年，森林の成立
している土地の利用形態が，過剰利用から過少利用
へ転換した場所と，依然として過剰利用が続いてい
る場所が混在していることである。
　本稿では，日本の山地保護地域の森林における過
去から現在に至る管理と利用の実態を概観した上
で，過剰利用と過少利用に伴う課題の例を挙げ，山
岳保護地域の持続可能な管理と利用の在り方につい
て考察する。
　なお，森林の利用とは，森林の樹木を伐採して木
材やエネルギー資源として利用すること，森林の土
地を他の目的のために利用（転用）すること，人がレ
クリエーション目的で森林を利用することなどを含
む多様な概念であるが，本稿ではここに例示した 3
つの利用を議論の主な対象とする。

2．山地と森林

　「日本の国土の 4 分の 3 は山地」「国土の 3 分の 2
は森林」といった認識は，国民に広く知られてい

る。本特集は地形分類である山地を対象としてお
り，本稿は土地利用・土地被覆分類である森林を対
象とすることから，まずは日本における両者の関係
について概観する。
　人類が狩猟採取民として暮らしていた頃の日本列
島は，低地・台地・丘陵地・山地のいずれも，かな
りの部分が森林に覆われていたと推測される。その
後，農耕革命，産業革命，燃料革命，高度経済成長
期の開発，ゴルフ場・リゾート開発などを経た結
果，森林は主に山地と丘陵地に残存することとなっ
た。
　日本の地形分類別の面積については様々な議論が
ある（若松ほか，2004）が，ここでは総務省統計局が
公表している「都道府県，地形，傾斜度別面積」に
示されている「1982 年度国土数値情報作成調査」
に基づく都道府県別の低地・台地・丘陵地・山地の
面積を基礎として検討を進める。この統計値による
と日本の山地・丘陵地の総面積は北方領土を除いて
それぞれ約 23 万 km2，約 4 万 km2 であり，国土面
積に占める割合はそれぞれ 61％，12％ である。一
方，林野庁が公表している日本の森林面積は北方領
土を除いて約 25 万 km2（林野庁（編），2018）であり，
国土面積に占める割合は 67％ である。日本の森林
は山地だけに分布するのではなく，山地と丘陵地の
すべてが森林に覆われているわけでもないことがわ
かる。また，この 2 つの統計を都道府県別に照合す
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ると，例えば北海道の森林面積は道土面積の 71％
であるが「山地＋丘陵地」の合計面積は 67％ に過
ぎず，少なくとも約 2,600 km2 の森林が低地や台地
にも分布していることがわかる。一方，熊本県の山
地面積は県土面積の 77％ であるが森林面積は 63％
しかなく，少なくとも約 1,000 km2 の山地が森林で
はない土地となっている。なお，一般に森林とは樹
木が生育している土地を指すが，林野庁は森林法の
定義を採用しているため，林野庁の面積統計では森
林に伐採跡地や未立木地が含まれている。

3．森林の管理と利用

　森林は，自然条件が整えば，人間が特段の管理を
しなくても，動的平衡状態を保ちつつ長期的に維持
される生態系であり，森林の管理とは人間側の都合
により行われてきたものである。近代化以前，森林
は幕府や各藩の活動，民間の産業等の経済活動，庶
民の日々の生活にとって不可欠な材料・エネルギー
資源供給の場であったため，資源供給を目的として
幕府直轄，各藩直轄，村の総有，共有など様々な形
で管理されていた。明治政府は安定財源確保のため
に地租改正と官民有区分を進め，全国の森林を官
有・公有・私有の 3 種に区分し，森林所有者から地
租（固定資産税）を徴税したが，この改革も資源供給
の場としての管理を目的としていたことに変わりは
ない。以降，現在に至るまで，日本の森林管理は第
一義的には土地所有者が行うこととなり，その主た
る動機は木材生産を主とする経済活動（第一次産業）
のために森林を利用（伐採）・管理することである。
　日本の土地所有制度は，所有者の権限が強く，所
有者の私権の制限を最低限とする制度である。その
ため，森林の姿は，所有している組織または個人の
意向が強く反映されている。所有者の考えは時代と
ともに移り変わるため，所有者が所有し管理してい
る森林の姿も移り変わってきた。
　現在，日本の森林の所有形態は，おおむね国有 3
割，公有 1 割，私有 6 割となっており，国有林は
7.6 万 km2（林野庁（編），2018）で日本最大の森林所
有者である。公有林は，面積の大きい順に北海道

（6,084 km2），山梨県（1,582 km2）があり，面積の大
きい私有林を所有している組織として王子製紙（約
1,900 km2），日本製紙（約 900 km2），住友林業（約
450 km2），三井物産（約 440 km2）などがある（志賀

（編），2016）。著者が勤務する大学演習林は，国立
大学の法人化前は文部科学省の管理する国有地であ
ったが，法人化後は私有林の扱いになった。面積の
大きい大学演習林として，北海道大学（702 km2），
東京大学（323 km2）などがある。なお，民有林とい
うと民間の森林のように聞こえるが，民有林は私有
林とは異なり，地方自治体や林業整備法人が所有し
ている森林（公有林）も含まれることに注意が必要で

ある。
　近年は，木を伐っても森林所有者に赤字が残って
しまうほど立木価格が下落してしまった。赤字を出
さないように木を伐るために補助金が必要となった
が，補助金の受給には様々な要件がつけられてい
る。特に人工林においては，国や地方自治体が定め
る補助金の受給要件の制約を受けざるを得なくなっ
た結果，森林所有者の自由度が制約され，国や地方
自治体の政策の方向性によって森林管理の手法が左
右される事態となっている。

4．森林の過剰利用と対応

　森林の過剰利用に伴う公益的機能の損失のうち，
土砂流出防備機能の損失は古くから知られていた。
676 年に天武天皇が南淵山，細川山の草木を切るこ
とを禁じたのが最初の伐採禁止令と言われている。
ここでは，明治維新以降，現代まで続いている制度
とその現代的課題について整理する。
4.1　保安林
　明治の前期から中期にかけては，近代化に伴う材
料・エネルギー需要の増大や官民有区分政策への反
発，相次ぐ自然災害等の影響で，森林は過剰利用さ
れた。明治政府は 1896～1897 年にかけて「河川法，
砂防法，森林法」からなる治水三法を制定し，治水
事業に国を挙げて取り組むこととなった。この明治
森林法により，保安林制度が創設された。保安林は
地番（筆）ごとに指定され，山林ではなく保安林とい
う地目で登記されている。保安林では，立木の伐採
や土地の形質の変更等が制限され，その代償として
不動産取得税，固定資産税及び特別土地保有税は非
課税，相続税及び贈与税については林地及び立木の
評価額の一定割合が控除される。保安林の面積は増
加しており，現在は約 12 万 km2 と全国の森林の約
半分を占め（図 1），その約半分は国有林にある。国
有林ののうち保安林の占める割合は約 90％ である
のに対し，私有林においては約 3 分の 1 にとどまっ
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図 1　保安林面積の推移．
日本の長期統計系列，農林水産業（総務省統計局，2012）及び森林・林
業白書（林野庁，2018）を元に著者作成）



ている。
　保安林は，その土地を永久に森林として維持する
ことを可能とする制度であり，いったん保安林とし
て指定されるとその解除は容易ではないため，森林
の過剰利用局面では，森林保護の有力なツールとし
て機能してきた。しかし，近年の過少利用局面で
は，利用の活性化を目指す観点から，規制の強い保
安林制度を問題視する意見も聞かれる。
4.2　林地開発許可制度
　かつて，森林から農地や住宅地等への転用や土石
の採掘等で森林の過剰開発が問題となっていた時
代，森林の公益的機能が損なわれないようにするた
め，保安林でない森林（普通林）にも規制が必要であ
るとの観点から，1974 年に林地開発許可制度が森
林法に定められた。この制度では，1 ha 以上の森林
を開発する際，都道府県知事に申請して許可を得る
必要があり，開発目的によって一定比率の残置森林
を確保することが求められている。許可の基準は，
森林の有する公益的機能が損なわれることがないか
どうかであり，「災害の防止」「水害の防止」「水の
確保」「環境の保全」の 4 項目について審査される。
開発行為の目的等に応じ，残すべき森林の割合が定
められている。また，開発する森林の周辺部には一
定幅以上の森林を配置する必要がある。
　本制度の運用で，近年特に問題となっているのは
大規模太陽光発電施設の建設である。例えば千葉県
では，森林法と「千葉県林地開発行為等の適正化に
関する条例」の趣旨に則り，森林審議会森林保全部
会で林地開発許可案件について審議している。その
記録によれば，2012 年 12 月～2017 年 10 月の約 5
年間で太陽光発電施設設置に関する許可申請数は
157 件で，総面積は 1,343 ha であった。
　なお千葉県の「千葉県林地開発許可審査基準」に
よれば，開発目的が太陽光発電設備の場合，残置森
林の割合は「工場」扱いで「25％ 以上」であるが，
市町村の条例により水源の保護地域として指定され
た区域内の森林で開発行為をしようとする場合及び
保安林と一体として開発行為をしようとする場合は

「35％ 以上」としている。
4.3　保護林
　国有林では，1931 年の国立公園法制定よりも早
い 1915 年に保護林制度が設けられており，100 年
以上の森林保護の歴史を有している。1980 年代に
は自然保護運動が盛んになり，白神山地や知床の国
有林で森林伐採や林道建設を行う国有林に批判の矛
先が向いた。林野庁は保護林制度を大幅に見直し，
1989 年に保護林設定要領（長官通知）に基づき「森
林生態系保護地域」「森林生物遺伝資源保存林」「林
木遺伝資源保存林」「植物群落保護林」「特定動物生
息地保護林」「特定地理等保護林」「郷土の森」の 7
つの保護林を定めた。設定方法は，林野庁が有識者
の意見を聞いた上で基本計画を定め，森林管理局に

通知し，森林管理局が設定するもの（林野庁設定森
林生物遺伝資源保存林），森林管理局に設定のため
の委員会を設置し，森林管理局長の意見を聞いた上
で設定するもの（森林生態系保護地域及び森林管理
局設定森林生物遺伝資源保存林），調査ののち森林
管理局長が設定するもの（その他の保護林）という 3
つのパターンに分かれていた。また，その取扱い方
針も，原則として人手を加えず自然の推移にゆだね
るもの（森林生態系保護地域，森林生物遺伝資源保
存林，極相の植物群落保護林，特定地理等保護林），
現状維持に必要な森林施業を行うもの（遷移途中相
の植物群落保護林），保存対象樹種の安定的かつ恒
久的な存続を図るための保全管理を行うもの（林木
遺伝資源保存林）など 5 つのパターンに分かれてい
た。この要領に基づき，2015 年までに合計 855 カ
所，総面積 9,680 km2 の保護林が指定された（林野
庁編，2018）。保護林制度開始時から 2014 年までの
総面積の推移（図 2）によれば，1989 年以降，保護
林の面積が急増したことがわかる。2015 年にはこ
れを「森林生態系保護地域」「生物群集保護林」「希
少個体群保護林」の 3 区分に再編し，自律的復元力
を失った森林に人間が介入して潜在的自然植生へ誘
導する「復元」の導入や，保護林管理委員会への管
理の一元化などが「保護林制度等に関する有識者会
議」から提案され，順次，実行に移されている。
　なお，国有林以外の民有林は，保護林制度の適用
外となっているが，例えば奄美大島では，民有林の
中に点在している国有林が保護林の指定を受けてお
り，国有林とその周辺の民有林をいかに統合的に保
護，管理できるかは今後の課題として残されてい
る。
4.4　自然公園
　自然公園とは，国立公園，国定公園及び都道府県
立自然公園の 3 つを含み，自然公園法に基づき，優
れた自然の風景地を保護するとともに，利用の増進
を図ることにより，国民の保健，休養及び教化に資
することを目的に指定される。国や地方公共団体が
土地の所有権・管理権を取得するのではなく，所有
権・管理権はそのままで一定の行為を規制する制度
となっており，日本の自然公園 5.4 万 km2 の約
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図 2　保護林の面積の推移．
保護林制度等に関する有識者会議報告（保護林制度等に関する有識者会
議，2015）より出典．



44％ は国有地，約 37％ は私有地となっている。
　過剰利用の観点から，自然公園で近年課題となっ
ているのは，やはり大規模太陽光発電施設の建設で
ある。環境省は「国立・国定公園内における大規模
太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え
方」について，検討委員会における議論を踏まえた
報告書を 2015 年に公表した。この報告書によれば，
国立公園の第二種・第三種特別地域や，国定公園・
都道府県立自然公園内の第二種特別地域で許可を得
た発電施設がすでに複数，許可されており，その中
に発電出力 1 メガワットを超える大規模太陽光発電
施設（メガソーラー）も含まれている。また設置に関
する事前の相談を受けている事案は国立公園内で
100 件以上，国定公園・都道府県立自然公園内でも
50 件以上ある。
　このような事態を危惧し，より厳しい規制をかけ
ようとする地方自治体の取組も進みつつある。例え
ば兵庫県は，0.5 km2 以上の大規模太陽光発電施設
を整備する業者に対し，区域内の 60％ 以上の森林
を，国立公園や国定公園，県立自然公園を区域に含
む場合は 80％ 以上の森林を残すよう求める条例の
改正を 2018 年に行った（兵庫県，2018）。また，環
境省の「太陽光発電事業の環境保全対策に関する自
治体の取組事例集」によると，2018 年 6 月時点で
32 府県と 17 市が条例で太陽光発電所をアセス対象
としている。なお，環境省は，1 km2 以上の大規模
発電所について環境影響評価法に基づくアセスメン
トの対象にする方針を 2018 年 11 月に明らかにし
た。
4.5　所有者の自発的対応
　東京電力は尾瀬国立公園の特別保護地区の約 7 割
を含む約 180 km2 の森林を所有する大規模森林所有
者である。大正時代に尾瀬ヶ原をダム湖に水没させ
る水力発電事業計画があり，当時の電力会社が土地
と水利権を取得した。これらを 1951 年に東京電力
が引き継いだ時点ですでに，尾瀬保存期成同盟など
によって自然保護運動が展開されていた。水力発電
計画は中止となった後も東京電力は土地を所有し続
け，約 40 年にわたって尾瀬の自然保護活動に取り
組んでいる。例えば尾瀬ヶ原には約 65 km の木道
が敷設されているが，そのうち約 20 km の木道は
東京電力が敷設し，維持管理している。2011 年の
東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故
は，この活動にも一時的に影響を及ぼした。業績が
順調な民間企業は自然保護に資金と人材を割く余裕
があるが，社会経済情勢が変化することにより，そ
の余裕がなくなる可能性を常にもっている。
　また，他の事例として，阿寒国立公園内の阿寒湖
畔の約 36 km2 の森林を所有する前田一歩園財団が
ある。自然公園法の特別地域，森林法の保安林，鳥
獣保護法の鳥獣保護区という三重指定を受けている
森林を，風致景観や野生動植物の生息・生育環境に

配慮しながら，森林の多面的な機能を強化・充実を
図るため，人工林の保育や天然林の改良などの事業
を行っている。この財団は 1990 年以降，山林管理
事業収入が減少しており，それを土地貸付や温泉な
どで挙げた収入で補うことにより安定した経営を続
けている。
4.6　ナショナル・トラスト
　貴重な自然環境を開発や伐採等から守るため，個
人や民間団体等が中心となって広く寄付金を集め，
土地を購入する活動は，日本ではナショナル・トラ
ストと呼ばれている。この種の活動を最初に行った
英国の団体（1895 年創立）の名称の冒頭部分が，そ
のまま活動を表わす言葉として定着した。ナショナ
ルは「国民」，トラストは「信託」の意味で，国民
の信託を受けた活動という意味が強調されている。
日本では　1964 年に鎌倉市の鶴岡八幡宮の裏山の
宅地開発に対して市民と市が「財団法人鎌倉風致保
存会」を設立し，土地の一部を買い取ったことが始
まりと言われている（環境省自然環境局，2017）。こ
れまで全国で行われており，中でも知床の 100 平方
メートル運動はよく知られている。2009 年に（社）
日本ナショナル・トラスト協会が行った調査では，
土地所有型 91.5 km2，地上権設定・賃貸借契約型
12.2 km2 の面積が保全されていた。
　英国では美しい，あるいは歴史的に重要な土地や
建物を，国民の利益のために永久に保存することを
目的としたナショナル・トラスト法が 1907 年に成
立し，譲渡不能，入場料の徴収権，非課税などが定
められた。日本でも 2014 年に「自然資産区域法」
が成立し，「地域自然資産区域」として ①都道府
県・市町村が（入域料を収受して行う）地域自然環境
保全等事業を実施する区域 ②一般社団法人等・都
道府県・市町村が，自然環境トラスト活動促進事業
に係る自然環境トラスト活動を行う区域の 2 つが定
められた。この法律に基づき，都道府県・市町村は
自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する
地域計画を作成することができ，その計画に基づい
て，入域料等を経費として充てて行う「地域自然環
境保全等事業」や，寄付金等による土地の取得等を
促進する「自然環境トラスト活動促進事業」を行う
ことができるようになった。日本の貴重な自然環境
を開発や伐採等から守るため個人や民間団体等が中
心となって行ってきた従来型の活動と，法に基づく
新たな行政主導型の活動との間で，いかに利害を調
整できるかは未知数であり，今後の課題である。

5．森林の過少利用と課題

　森林の過少利用によって生じる問題として，水源
涵養機能や土砂流出・崩壊防備機能が劣化するとい
う問題がある。この問題はヒノキやスギの人工林で
指摘されてきており，科学的知見も蓄積されつつあ
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る（恩田（編），2008；蔵治，2017）。しかし，本稿が
射程としている山岳保護地域においては，人工林よ
りも天然林が多くの面積を占めていることから，天
然林の過少利用に伴い，森林の機能にどのような変
化が生じるのかが重要な論点となる。天然林の過少
利用が水源涵養機能に及ぼす影響については研究の
蓄積が少なく，科学的知見として示すことは現時点
では難しいが，天然林の中でも，かつて薪炭林とし
て切り株からの萌芽更新により管理されてきた広葉
樹林が，ある時点で管理放棄されたことで形成され
た天然林では，林齢が揃っているため，人工林同様
の雨滴侵食による土壌流出が問題となる可能性が高
い。
　過少利用局面で問題となるのは所有者不明土地の
問題である。2016 年度末時点で，林地の地籍調査
は 45％ しか終わっていない。また，国土交通省が
2016 年度に行った地籍調査における土地所有者等
に関する調査では，登記簿上の登記名義人の住所に
通知を郵送し宛先不明で戻ってきた割合は林地で
26％ に達した。2018 年 3 月に成立した森林経営管
理法は，林業・木材生産の成長産業化を主目的とし
た法律であるが，その障害となる所有者不明の森林
に関して，農地を参考にした新たな制度が盛り込ま
れた。所有者不明土地について市町村が 6 か月間公
告し，異議申し立てがなければ都道府県に裁定を申
請し，知事が「同意したとみなす」裁定をする。そ
れを受けて市町村は経営管理権集積計画を策定し，
上限 50 年間の経営管理権を設定する。そして「意
欲と能力のある林業経営者」に最低 15 年間の経営
管理実施権を付与して伐採等の林業経営を行わせる
という内容である。
　人間との関わりにおける過少利用に伴う問題とし
ては，樹木の老齢化，巨大化に伴う枯死木，枯れ枝
が増加し，落枝の確率が増したことが挙げられる。
特に歩道上での落枝の増加は深刻な事故につながる
危険性があり，事故の責任を問う訴訟が起こされ，
所有者や管理者に落枝による事故を防止できなかっ
た責任が問われる事態となっている。それに伴い，
人間による森林のレクリエーション利用のために必
要となるアクセス路の閉鎖などによって，自然に触
れる機会が失われていくことが懸念されている。
　近年の最も有名な事故は，2003 年 3 月 8 日に十
和田八幡平国立公園の奥入瀬渓流で発生した事故で
ある。遊歩道近くの岩に腰掛けていた観光客に約
10 m の高さから落下してきたブナの枯れ枝（長さ
7 m，直径 18～41 cm）が直撃して負傷し，重い後遺
障害が残った。観光客はブナを所有している国と，
国から遊歩道の無償貸付を受けて管理している県に
対して管理の瑕疵があったとして損害賠償請求を行
った。一審，二審と原告が勝訴し，最高裁は「樹木
の安全性に対する社会的な期待のレベルは，人の参
集度，通行量などに応じて決まる」ので「年間約

50 万人の観光客が訪れる事故現場では，安全管理
が当然に期待されていた」とした高裁判決を支持し
た。天然木の落枝は自然現象であるが，観光客が日
常的に利用する場所であれば国家賠償法 2 条の「営
造物」や民法 717 条の「工作物」にあたり，所有者
や管理者は絶対的な安全を確保しなければならな
い，という趣旨の判決であり，多くの法学者がおお
むね妥当な判決と評価している（長尾，2008）。例え
ば小保内（2010）は「従前の先例や通説的な法律論か
らすれば，『一般の観光客の自由な出入りを許容す
る，観光地化された自然公園』では，観光客が通常
の利用をする限り，その安全性が確保する措置（危
険箇所の点検，注意喚起や防止柵，切除等）を講じ
なければならないことは自明であったのに，それを
怠っていると，重大事故が生じた場合に所有者・管
理者たる国や自治体が巨額の賠償責任を負うこと

（国等には通常それを防止しうる相当な措置を講ず
べき義務があること）に対する行政側の認識が十分
でなかったことを示すものというべきではなかろう
か」と述べている。
　この判決が遊歩道の管理者や，周辺の森林の所有
者に与えた影響は大きかった。林野庁は，二審判決
の敗訴を受け，借り手に発行する「国有林野使用許
可書」の安全配慮義務を安全確保義務に変更し，借
り手の責任範囲を明確化した（恩田，2008）。また，
観光客の安全確保に責任を負えないと判断した所有
者や管理者が，歩道を閉鎖する事例が相次いだ。長
大な遊歩道の安全管理は膨大な手間とコストがかか
る。所有者や管理者に過度の責任が追及された結
果，財政的な制約もあって，遊歩道を閉鎖せざるを
得ないと所有者や管理者が判断する事態を招いた。

「人間が自然を完全にコントロールできるという考
え自体がそもそも間違っている」という意見や，入
山料のような形で，安全確保にかかる費用を受益者
が負担すべきという意見，自然に立ち入る際には自
己責任という国民的合意が必要という意見など，多
様な意見が表明されるに至った（Wedge 編集部，
2010）。
　また，別の事例として，2012 年 11 月 18 日，岐
阜県大垣市かみいしづ緑の村公園で，林業体験イベ
ントに参加していた小学 1 年生が落枝の直撃により
死亡するという事故があった。これはヘルメットを
着用すれば防げた事故であった（石田，2013）。ヘル
メットは落枝による事故を防ぐ手段として有効であ
り，東京大学の教育プログラムでは林内に立ち入る
際にヘルメットの着用を義務付けている。この事故
の後，森林散策でヘルメットの着用を義務付ける事
例が増えていると思われる。今後，すべての登山
道，遊歩道においてヘルメットの着用が義務付けら
れる時代が来るかもしれない。
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6．おわりに

　日本の山岳保護地域の森林の管理と利用に関して
概観した。現在の課題は，自然エネルギー利用に伴
うメガソーラー施設用地の開発といった森林の過剰
利用が依然として存在する一方で，森林の過少利用
に伴う課題として，所有者不明土地問題，枯死木や
落枝による事故リスクの増大と，所有者・管理者に
対する過度の責任の追及による管理からの撤退（歩
道閉鎖）という問題があることを明らかにした。
　今後の人口減少局面でも国民のエネルギー消費量
が劇的に減少する可能性は低いと予想されるが，原
子力発電や化石燃料発電へのエネルギーの依存度が
今後どのように変化するかは政治的な議論となって
おり，予測が難しい。自然エネルギーの過度な利用
は，森林を太陽光発電施設用地に転用する，樹木を
伐採して伐倒木を運び出し，バイオマスエネルギー
として燃やす，という二重の利用圧を森林にかけて
おり，今後，利用圧が拡大していく可能性も考えら
れる。
　一方で，太陽光発電施設用地や伐採用地の適地
は，地形と既存の土地利用を規制する制度によって
制約されるため，適地でない森林においては，人口
減少に伴って過少利用が進むと考えられる。このよ
うな森林は，所有者・管理者がアクセス路の維持管
理からの撤退を一段と進める可能性があり，結果と
してごく一部の「完全に安全が確保された区画」を
除けば，管理からの撤退によって，これまで以上に
人間にとって近寄りがたい場所に変化していくと予
想される。これは，自然生態系の保護の観点からは
望ましい変化かもしれないが，ただでさえ遠ざかり
つつある国民と自然との距離を更に遠ざけてしまう
結果を招くことにもなる。組織間の縦割り・横割り
の壁を超えて利害関係者が集まり，情報を共有しつ
つ，それぞれ，できることをやっていく地道な取組
が，これまでも全国各地で行われてきたが，今後ま
すます重要となっていくと考えられる。
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