
環境保全運動における推進者,一般参
加者,マス ･メディア間の認識の相違

1.はじめに

1999年度卒論生 ･伊藤ゆう子の調査によると,

全国で森林 (里山)保全活動を行う市民団体は,

早い例では1960年代後半から現れるが,一般に

は1980年代から急増する｡ このような活動を指

す日本語の ｢ボランティア活動 ･団体｣の用語は,

1990年代にはメディアに定着した (『国民生活自

書 ･平成 12年版』)｡一躍有名になった活動は

1995年の阪神 ･淡路大震災の被災者支援だが,

環境保全では1997年に発生した日本海石油流出

事故後の海岸清掃作業が印象深い｡1998年12月

には,保健,医療,福祉,社会教育,まちづくり,

文化,芸術,スポーツ,環境保全などの12分野

の市民活動を対象として,特定非営利活動促進法

が施行された｡

ボランティア活動が一般化してくると,付帯的

な精神的側面も注目されるようになった｡金子

(1992)は,ボランティアを ｢切実さをもって問

題にかかわり,つながりをつけようと自ら動 くこ

とによって新しい価値を発見する人｣と定義する｡

この種の自己啓発ふうの能書きは,環境分野では

とくにディープ ･エコロジーにおける主眼の1つ

であり (たとえば ドレグソン･井上共編,2001),

環境倫理学者はもちろん,社会学者の一部も関心

を抱いている｡ また,三橋 (1997)のような ｢森

林は日本人の心のふるさと･原風景である｣とい

う類の論も多い｡その関連分野として,景観計画

もいま盛んに論じられている｡

杉谷も,現代人が自然に関わる際の精神性 (自

然観)に注目しているが,それを個人レベルの啓

発や倫理観や郷愁で捉える気は全 くない｡むしろ,

行為対象である自然科学的な自然環境と,行為主

体である大衆が抱 く自然観との間の共通点や相違

に,より興味がある｡ 環境保全活動は,マス ･メ

ディアによる大衆意識操作 (｢日本人の心のふる

杉谷 隆 ･山元智香子 ･玉井靖子

さと｣などの美辞麗句は典型例である)のもとで,

また活動推進者と一般参加者の相互の思惑のもと

で,多様な考えを持つ人々によって成立している

のが現状である｡ 杉谷は,それは環境保全が一般

化した証拠かもしれないと考え,追求したいと思

っている｡

本稿は,東京近辺の森林保全活動と,富士山の

環境保全活動について,活動者の考えかたを探っ

たものである｡前者は一般参加者の自然や森林に

対する評価に,後者は富士山の象徴性に主眼を置

いた｡資料は,卒業論文研究として山元が前者を,

玉井が後者を調査して得た｡杉谷はこれらを取捨

選択して再解析し,新たに論理を構成した｡した

がって文責は杉谷にある｡

2.森林保全活動参加者の意識

2.1 歴史的経緯

高度経済成長期に木材の輸入関税が引き下げら

れて以来,周知のように日本の林業は衰退を続け

ている｡『林業自書 ･平成11年版』によると,現

在の日本の森林総面積は2514万ha(国有林784

万ha,民有林1730万ha)ある｡ 人工林は約1000

万haで,このうち約7割が35年生以下だが,下

草刈 りや間伐などの保育作業は進んでいない｡

一般市民による森林保全活動の先駆けは,1974

年からの ｢草刈 り十字軍｣である｡ この活動は,

富山県大山町の町有林に除草剤を空中散布するの

に反対した人たちが提唱して,夏休み中の若者た

ちによる下草刈 りを行ったのが始まりである｡ 作

業形態は請負でボランティアではないが,日当は

わずかであり,むしろ自己鍛錬 ･自己啓発の意味

合いが強い (足立原,1998)｡ 森林保全活動には,

当初はこのような取付き難さがあったことは事実

である｡

一方,河川水質を維持するための水源林育成活
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表 1 調査 した森林保全活動団体

プログラム名 フォ レス ト21【さがみ の森】 山と緑の協力隊
主催者 ､~ラ音 ~tji-~ト軒蓮絡協議会 (面謹う一一~ 特定非営利活動法人地球緑化センター

活動目標 1.多様な動植物が生息し､多様な人が気軽に訪れる森林を造る2.次世代に知識や経験を継承する 1.森林と人間を良好な関係に戻す2.主体的なボランティアを育てる

国土緑化推進機構 『緑の募金』の記念事 主催者が林野庁と交渉し､最初に長野県
業として創設される 赤沢自然休養国有林に入る

活動場所 神奈川県津久井町所在 .仙洞寺山国有林 2000年末時点で長野,静岡,神奈川,千葉.
のヒノキ伐採跡地4.5ha 埼玉,岩手県.総活動面積45.86ha

定例会を毎月2回実施 森林施業プログラムを90回実施

延参加人数825人 (平均20人/回)イベン トとして植林.下草刈り大会,動植物観察会,木工作業会を実施延参加人数1135人 (平均51人/回) 延参加人数3606人 (平均40人/回)
活動参加者 (公募)の属性/ *出所注記のないデータは,主催者の実績調査資料による
男女比 M:F-72二28 67:33

年齢構成 *下記の調査結果による60歳代 30%, 50歳代 37% 60歳代 12.8%, 50歳代 25.1%
40歳代 7%, 30歳代 11% 40歳代 14.6%, 30歳代 16.2%
20歳代 15% 20歳代 20.3%, 未成年 11.0%

参加経験 *下記の調査結果による1回目 11% 1回目 66.7%.2回目 13.8%
2-4回目 22% 3回目 6.1%, 4回目 13.8%

5-9回目 11%10回以上 52% (100回以上 15%) 5回以上 9.7%

東京都 63% , 神奈川県 33% 東京都 45%.神奈川県 l9%

埼玉県 4% 埼玉県 19%,千葉県 5%岩手,静岡,岐阜,三重県 各3%
山元が参与観 2000.08.26開 催 2000.08.19-20開催

察 した活動時間割は表2 下草刈 (上記国有林) 下 草 刈 (箱根芦ノ湖風景林)
参加者65人 参 加 者 43人

を参照 定例会 .下草刈 (上記国有林) 間 伐 .枝打 (富士山自然休養林)

注 :関東東京森林管理局 (林地提供).社団法人 .国土緑化推進機構 (資金援助),特定
非営利活動法人･森づくりフォーラム (労力とアイデア提供)の3着で構成される｡

動が,漁民らによって行われてきた｡この原因は,

上流域の開発にともなう森林伐採だが,伐採には

ブナなども家具材に利用されるようになった事情

も影響している｡ 小学校教科書にも掲載された有

名な活動としては,宮城県気仙沼市の ｢牡堀の森

を慕う会｣が,1989年から植林や講演会などを

行っている (柴崎,1996)0

いま都市民に人気があるのは,近郊林の保全事

業である｡旧農用林の場合は里山保全の通称で呼

ばれ,子供を含む多様な参加者を見込む行事では

遊びの要素も大きい (Sugitani,2000)｡ 本稿で対

象とした活動は,作業内容は ｢草刈り十字軍｣以

来続く重労働に変わりはないが,場所の点では近

郊林保全の一般性も持っている｡

2.2 調査対象団体

調査 した2つの団体を表1に示す｡冒頭にはそ

れぞれが実施するプログラム名 (活動の愛称)を

挙げた｡団体名とプログラム名とは異なるものだ

が,区別すると煩雑で読みにくくなるので,以下

では ｢さがみの森｣,｢山と緑の協力隊｣と略称す

る｡

運営上は,｢さがみの森｣は,表1脚注のよう

に官民協力型の典型例である｡ 特定非営利活動法

人 ･森づくりフォーラムは,東京西部の森林で括

- 18-



動する各種ボランティア団体が,1995年 に設立

したものである1)｡これらの団体が活動を始めた

契機は,1986年3月に東京を襲った大雪による森

林被害であり,林業家が森林を放置 しはじめたた

め,危機感を感 じた都市民が無償の森林作業を申

し出た (真田,1998)0 ｢さがみの森｣の施業面積

は狭いが活動の濃度は高い｡

｢山と緑の協力隊｣は民間団体だが,特定非営

利活動法人格 を取得 してお り,他の任意団体より

も組織や活動はしっか りしている｡各地の公有林

管轄者と交渉 し,その意向に沿う形で森林保育作

業を続けている｡ そのため,活動面積は広 く,作

業参加者 も比較的広域から集めている｡

いずれの団体 も,参加者の割合は男性が7割前

後 と多 く,中高年が主力である｡ 参加回数でみる

と ｢さがみの森｣のほうにベテランが多 く,表中

には示 していないが,それ以前からの森林作業の

経験者 も多い｡活動目標の点でも,文章表現は両

者で異なるものの,人が森林に親近感を持つよう

にすることと同時に,人材育成 をも掲げている｡

｢さがみの森｣では,若年層の参加を促すために,

専門のグループを作る案 もあるという｡

表 2 森林保全作業の日程

さがみの森 山と緑 の協力隊 (1泊2日)
2000年10月14日 2000年10月21日 ㌢10月22日
08.:30 鉄道利用者は橋本駅集合 10:30 御殿場駅集合 !0700 起床

08:35 車に分乗して施業林へ バスで宿舎-移動 ,毒0800 バスで施業林へ移動
09:00 車利用者は現地集合 10:40 受付,刑エンテ-シ∃ン,昼食 ;0850 間伐作業開始
09:20 作業説明,準備 ll:20 バスで施業林へ移動 Lh 45 作業終了

ll:45 昼食 12:30 枝打ち作業開始 rl230 自然散策ハイキング
13:00 作業開始 15:15 作業終了 l1315 閉会

14:30 作業終了,後片づけ 17:30 宿舎に帰り夕食 l1330 宿舎-移動

美しい風景のあるところを旅行して
から

自然観察会や探鳥会,自然歩道を歩
く会などの行事に参加してから

学校などで自然について学んだから

解説書や案内書を読んだから

河原や公園,海辺などの美化清掃活
動に参加してから

テレビ,新聞,写真などを見たから

開発によって自然が失われていく様
子を見聞きしたから

子供のころから動植物が好きだから

登山やハイキング,キャンプなどを
していたから

わからない

その他

25 50 75%
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2.3 自然への関心 ･要求

山元は,まず両団体がそれぞれ開催する2000

年8月の森林作業に参加 し,両事務所を聞き取 り

調査 して様子を把握 したうえで,10月の作業時

(表2)に参加者への聞き取 りと質問票調査 を実

施 した｡表の作業日程は,いずれも森林保全活動

としては標準的なものである｡

山元の調査内容は多岐にわたるが,本稿では活

動参加者の自然や森林機能に対する意見を取 り上

げ,総理府が実施 した世論調査結果 と比較する｡

本調査でも,世論調査と同じ質問 ･選択肢を用意

した｡

まず,｢自然に関心を持つようになったきっか

け｣ (図1)をみよう｡ 全体的に,世論 2)と参加

者意見の多寡の位相は同じである｡量的に倍近 く

世論よりも大きく,両団体に共通するのは,｢登

山｣などの経験だった｡一方,｢自然が失われて

いく｣ と ｢動植物が好 き｣の得点は,｢さがみの

森｣で世論 よりも低 く,｢森 と緑の協力隊｣で高

かった｡両者を平均すれば世論なみになるので,

単なるばらつきと解釈 しておく｡

次に,過去 1年以内に山や森に行った目的を尋

ねた結果を,図2に示す｡ただし,｢ボランティ

ア活動｣の選択肢は,参加者には当然なので除外

した｡両団体とも全般的に世論3)よりも得点が高

く,目的意識や具体性が高いことを示 している｡

とくに ｢景観や風景｣,｢森林浴｣,｢のんびり｣な

どの得点が相対的に高い｡世論と位相が逆転気味

だった選択肢は,｢スポーツ｣で参加者のほうが

高 く,｢キャンプ｣や ｢釣 り｣で低かった｡

2.4 森林の機能に対する評価

参加者が森林に求める機能を,図3に示す｡選

択肢は世論調査4)に合わせたが,これらは俗説を

も含み,かつそれを衆知のうえで意図的に質問し

ているので,先に注記 してお く｡

森林の水源滴養機能は,四手井 (1985)なども

指摘するように,確固とした根拠があるわけでは

ない｡樹木は光合成や蒸散で水を消費するので,

むしろないほうが流出量は多 くなるという議論が,

昔からなされてきた｡玉城 (1979)は,治山治水

は近世の支配者の論理ではないかとすら考えてい

る｡ ただ し,洪水緩和機能があることは確かで､

樹冠の働 きで降雨の直接流出が減少し,また森林

土壌の降雨流出遅延効果も加わって,洪水のピー

ク流量は減る (太田,1996)｡ピークが小さくな

れば無為に海に流出しないので,利用可能な水量

は増加する｡

二酸化炭素吸収機能についても,緑色植物は昼

間は光合成を行うも◆のの,夜間は同化作用で二酸

化炭素の放出量が多 くなる｡ その差が木材として

蓄積するわけだが,樹木が枯死 して分解すれば二

酸化炭素に戻ってしまう｡ 大気中の二酸化炭素を

減らしたければ,樹木を次々に更新させ,倒 した

木は泥炭のように未分解のまま土中に埋める必要

がある｡

調査結果は,世論に近似 していた｡これはむし

ろ意外な結果であり,参加者がいま協力している

はずの ｢木材生産｣の得点は高 くはなかった｡一

方,根拠が危ない ｢水資源｣や ｢二酸化炭素吸収｣

は世論よりも高目で,根拠のある ｢災害防止｣は

低目に出た｡

｢教育の場｣ という機能は,表 1の主催者の目

標 とは裏腹 に,あまり評価 されなかった｡また,

前節では ｢森林浴｣や ｢のんびり｣といった目的

が多かったが,この質問では ｢保健休養｣は低い

という不可思議な逆転が起きた｡

3 富士山の環境保全運動における象徴性

3.1 富士山の象徴性

富士山が ｢日本の象徴｣とされてきたことにつ

いては,すでにいくつも議論がある｡ 霊峰として

の富士山の歴史はやや古いが,日本の象徴とされ

たのは明治期からの新 しい現象である｡

1つの議論は,志賀重昂の 『日本風景論』の影

響をみるものである｡ 猪瀬 (1992)は,江戸時代

の藩という人々にとっての実質的空間が,国家と

いう抽象的空間に拡大するにあたって,富士山,

太陽,桜,桧などがシンボル化されたと指摘する｡

同書の挿 し絵 も普及して,富士絵の構図を規定し

たという｡ さらに米地 (1996)は,志賀がいう外

国の山にも富士を命名していきたいという言辞に,

露骨な帝国主義を読みとる｡

一方,阿部 (1992)は,明治期の検定教科書が

富士山を象徴的に扱ったことで,児童は国体 (天
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すぐれた景観や風景を楽しむため

キャンプやピクニックを楽しむため

登山やスキーなどスポーツを楽しむ
ため

釣りや山菜探りなどを楽しむため

動植物を観察するため

森林浴により心身のリフレッシュを
するため

何となく自然の中でのんびりしたい
ため

行ったことがない

その他

森林の手入れや下草刈りなどのボラ
ンティア活動を行うため

0 25 50 75%

木材を生産する働き

きのこや山菜などの林産物を生産す
る働き

水資源を蓄える働き

山崩れや洪水などの災害を防止する
働き

大気を浄化したり騒音をやわらげる
働き

二酸化炭素を吸収することにより,
地球温暖化防止に貢献する働き

保健休養などのレクレーションの場
を提供する働き

自然に親しむなど,野外における教
育の場としての働き

貴重な野生動物の生息の場としての
働き

特にない

わからない

その他

図 2

山や森に行った目的

0 25 50 75%

図3

森林に期待する機能

皇制)の意味を暗示されたと分析する｡ このよう

な教育を通した近代国家構築過程は,品田 (2001)

が国民詩集として r万葉集』が位置づけられる経

緯を分析 し,杉谷 (2001)が地理用語 ｢半島｣の

普及について言及している｡

富士山の象徴性の胡散臭さに対 して,鋭い感性

から拒否反応 を示 したのが太宰治 『富撤百景』

(1939年発表)である｡すでに1937年には日中戦
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特定非営利活動法人富士山クラブ 2000.6.30現在
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図4 富士山クラブ個人会員数の推移

争が勃発しており,暗雲たちこめる中でのささや

かな抵抗として,等身大の,時として惨めな象徴

性を,太宰は求めたように思える｡

3.2 富士山クラブ

富士山とその周辺地域は,地下水枯渇,ゴルフ

場 ･遊園地 ･自衛隊演習場などの造成による自然

破壊,観光公害,ごみ不法投棄などの環境問題を

抱えている｡1994年には世界遺産に登録する運

動が展開され,250万人近い署名が集まったもの

の,開発が進み環境対策が不備だとしてユネスコ

-の申請が見送られ,地元に衝撃を与えた｡

｢富士山クラブ｣は,まず任意団体 として

1998年11月に発足した｡設立の趣意は,富士山

の環境問題に取り組むことで,日本の環境問題解

決の模範を示すことである｡ その母体は,1992

年に富士山麓の約20の自然保護団体5)で結成し

た ｢ぐるっと富士山圏グラウンドワーク｣である

6)0 ｢富士山クラブ｣事務局長は,このうち2つの

団体の代表を務めていた｡このような市民団体間

の人脈と合従連衡は,一般にかなり複雑である｡

｢富士山クラブ｣は,1999年11月に特定非営

.:
LLILJ

[=]0-0.50

団 0.5ト1,00

蛭田1.0ト2.00

沖縄県-o･08 @- 2.I.g.lI4･00

特定非営利活動法人･富士山クラブの資料から作成

図 5 富士山クラブ会員数の対人口10万人比の

分布
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表3 宮士山クラブの財務状況

収入 1999⊆.比率【 備考 2000⊇比率1%o 備考
決絹葛 予算額千円%o 千円

会員会費収入 402.個人2000円×20口 4,35877
寄付金収入 25ー~~~~~7~~ 50i7,
助成金 8,100∃3:W1有デシ--ルデンみどりの層雲衰歪蓬票雷,安 29,667ー｢げン-イげ ンみどりの基iM2博戯 緑化推進機構)

協賛金 100 § 4 度 蒜 芸会芸心に花 0 i 一一________________________________

募金箱収入 ~~~3~,~~42T 74U ≧~~ ~~針 ~′~ 900 ~T5

雑収入~膏帝奄十線越金 】 ~面 【~~ー~了訂~ /9,110 3731白存意団体富士山クラブより寄付 7,700【725【1999年度より繰越

政策提言事業 93'5,420E4rJ1-義 1()0 t2≧付表cl～5
環境保全実践事業 盲壬山土コツアー,森づくりツアー 6,00097書付表D1-7仁

情報事業 2,196 ｣卿ホームページの開設 5,0001 87付表F1,2

光熱水責 63 3
旅費 804 刀i1
通信費 558 23 840,77~
事務費 825~~~~面 T 1,140 79
旬潮音 ~~~ 53 2L 500, 8
会議費 188 ♂ - 710 72,

雑費 156 ♂ 112 2

原価償却費 354 74 0. ♂

次期繰越 7,700 375】 4,727. 77葛

利活動法人の法人格を取得し,その翌月には毎日

新聞社の創刊 130周年事業とも連携した｡新聞社

側では,富士山をシンボル ･マークとする自然保

護団体との連携は,企業イメージを向上させ,全

国キャンペーンに最適だと判断したのである｡賛

同する企業からの広告も期待した｡

その宣伝効果によって,会員数は2000年には

急増する (図4)｡法人化時から2000年3月にか

けて会員数が横ばいなのは,新年度を待って新入

会員を登録したからである｡ 年会費は個人会貞が

1ロ2000円以上,団体会員が1口20000円以上で

ある｡ 会員が都道府県別人口比 (図5)で多い地

域は,富士山近辺や可視範囲は予想できるとして,

さらに東西方向にも広がり,北海道と福岡県に飛

び地がある｡

しかし会費収入は,表3の財務状況が示すよう

に,2000年度予算で総収入6千万円余の約7%を

占めるにすぎない｡収入の半分は各種の助成金で,

その次が人材育成 ･環境教育などの事業収入であ

る｡ 支出の37%は,付表に示すような多種の事

業にあてられている｡これだけの事業を展開する

にはかなりの人件費がかかっており,もはや無報

酬という意味でのボランティア団体ではない｡

周囲の市民団体には,｢富士山クラブ｣が有名

になり多額の資金を集めていることについて,批

判もある｡いわく,同団体が富士山を日本の象徴
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と主張しながら自らの募金の種にしたことは,逆

説的に私物化しているという見方である｡

3.3 文書類における象徴的記述

｢富士山クラブ｣の広報類と 『毎日新聞』の記

事から,富士山についての象徴的な記述を,それ

ぞれ表4,5に抜粋した｡

表4中の ｢富士山クラブ｣の文書Flは,富士

山を単純に日本のシンボルとみなしている｡ 寄稿

文のF3は,活動のシンボルとして受容 している

ようにも読める｡｢大阪だって富士山の裾野｣は

世辞だろうから,象徴性を論じるほどの表現では

ない｡

初期のF2,F4から,富士山の現状が日本の環

境問題を象徴しているという,価値の逆転が行わ

れていることは重要である｡F5やF7ではさらに

｢富士 "惨"｣と酒落てもいる｡F6は講演記録ら

しいが,企業や行政に対する明確な批判が文書化

した貴重な例であり,任意団体のころから抱いて

いる本音が読みとれる｡

表5の 『毎日新聞』の記事は,一見似てはいる｡

まず,Mlの ｢各地が抱える環境問題に良い影響

を与える｣は,上述した ｢日本の環境問題の象徴｣
の受け売 りだろう｡ M4も意図は似ている｡｢富

士山クラブ｣の主張は,M9の取材では ｢地球｣
にまでエスカレートしたらしい｡

注意すべきは,最初のMlから ｢現代人が見失

った誇るべき日本人の心｣という言辞を抱き合わ

せていることである｡ この精神性は,M2,M3,

M5と展開されていく｡ 精神性を持ち出すと,そ

もそもが前述のように明治期の大衆意識操作に発

しているために,途端に論理が破綻する｡ すでに

M2の ｢日本人の心を踏みにじる｣は論理が飛躍

しており,｢日本人の総意｣は独断的で威圧的で

ある｡ 標語の ｢魂のルネサンス｣も,和洋折衷の

意味不明の表現である｡M6,M7は情に流された

文章で,国粋主義の喧伝文の見本になっている｡

Mllの首相名との比較は,もはや失笑を誘う｡

表4 富士山クラブ文書における象徴的な富士山の表現

場

具
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表 5 毎日新聞における象徴的な宮土山の表現

記事抜粋
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た ｢日本人の心と自然｣を取り戻そうという魂のルネサンスでもありま
すL.____

士山の今の姿をリポー トします｡

0123●富士山は

ド

日本社会の象徴

日本人のふるさと富士山の美しい姿,穣境を再生させる運動は∴召泰人由

oo･02･23EIAl至讐某莞謂 gJfL誓 認 こもつながる｡/●いま･富士山という日本
醐
施

削
る

●世泰各画に
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山
を

はどれほ
その勇は

与 えてい

Dしかし富士山ほど一国を代表し,国民
いだろう-･万葉の昔から,われわれ日
よって養われてきたことだろう｡/富

でなく,日本人の哲学や国民性にも大きな影

1ても富士山は日本人の心に誠実に生き続けております｡気高さ,郷愁,あこ

･7∃00･06▲05贋 祷 深 紫 塩 真宗:0;買 誰 芦 品
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M9弓00107･15

00.08.05

日本の象徴,富士山が,世界遺産になれなかった理由の一つはごみでした｡

｢富士山は 『葡頭甘.がテーマの巨大テーマパーク｣という菖土山クラブの
り組みは,子供たちに環境問題について考える絶好の機会を与えているよ
だ｡
富士山は日本人の心のシAi/LボーjLf=.が日./●富士山は我々の行動を映し出

'_耳 鏡です
富士山は日本の姿そのものだ
｡
/自国の象徴にごみを無造作に捨てるよう
な倫理観に欠けた国民がいるだろうか
｡
/●首相の名前は知らなくても富
士山は世界中が知っている｡
5-100歳まで幅広い年齢層が登る山は世界で
も珍しい財産で
,
大切にすべきだ
｡
白本人の心の古里.L二~富士山をI_Lr±=ll,(,｣-.=･4-1-_▲_†-l_一■亡 詩に詠んでみませんか日.｢

00.08.20日ま富士山を詩にすることで,新しいミレニアムに豊かな自分史を築いても
らおうと創設した ｢富士文学賞｣の作品を

3.4 宮士清掃登山

玉井は,｢富士山クラブ｣が主催するバイオ ト

イレ設置 (付表D5)と,毎日新聞社主催で ｢富

士山クラブ｣と外資系保険会社が共催する富士清

掃登山 (同Dl)に参加 した｡清掃登山は,2000

年7月22日に東京駅,新宿駅または横浜駅を出発

し,日帰 りまたは1泊2日で開催された｡約800

人の参加者は,貸切 りバスで青木ケ原,山中湖,

河口湖のいずれかに向かい,まず30分間清掃活

動を行った後,富士五湖文化センターで著名人の

トーク ･ショウを聴いた｡行事内容は,前章の森

林保全活動に比べて一般向けだった｡

玉井は日帰 り･河口湖コースを選び,バス内で

未成年者を除く男性7名,女性13名に質問票調査

を行った｡年齢構成は,30-60歳代がそれぞれ2,

3,12,3名で,平均年齢は52歳である｡ 環境保

全活動の経験は7名が有していた｡
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3.5 清掃登山参加者が描く富士山

被験者に ｢富士山は "日本の象徴"や "日本人

の心のふるさと''だと思うか｣を問うたところ,

肯定した者は9割の18名にのぼった｡

そこで,彼らが思う ｢富士山の範囲｣を,主要

事物の位置を記入した白地図上に描画してもらっ

た｡改めて富士山の範囲を問われると誰しも困惑

するが,筆者らは図6に示した富士山の熔岩,梶

流,扇状地の堆積範囲と考えておく｡ しかし,被

験者にそのような地形 ･地質の知識を求めている

わけではなく,幾何学的な傾向を見るのが質問の

意図である｡

回答者が措 く範囲は,いくつかの型に分類でき

た (図7a～e)｡富士山が円錐火山であることは

周知の事柄なので,それを率直に描画すると図

7aのように円形になる｡図7bのような楕円もみ

られたが,円の変形と考えておく｡ これらの半径

は小さく,標高の高い部分だけを富士山と認識し

たことを示している｡

残りでは,何らかの意図的な凹凸が認められた｡

図7Cは,円形に近いが図7aよりも不連続的に半

径が大きく,北部では地質的にも妥当な富士五湖

付近までを範囲とする｡しかし,南東や東には凹

部がある｡ これらは,山麓の開発が進んだ地域を

避けたと思われるが,箱根火山の広がりを意識し

た可能性 も残る｡図7dは,青木ケ原,愛鷹山,

†質問票調査で配布した地図の範囲 (主要目標物入り)
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上九一色村

吉田口一合日

三･J*

図 7 富士清掃登山参加者が描く富士山の範囲

質問票の白地図を基図としたが,座標軸は本稿のために記入した｡
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図7 (続き)

白糸の滝,精進口一合目などの事物に対して凸部

を持つ｡図7eでも三ツ峠,浅間神社,白糸の滝

に凸部があるが,富士ガリバー王国,日本ランド

HOW遊園地などを避けたらしい凹部がある｡ ま

た,図7a～eを通じて,多くの回答で北 ･北西方

向に広く措かれる傾向があった｡

4.まとめ

森林保全運動の参加者の自然指向は,世論と同

じ傾向を持つ｡特徴といえば,目的を持って自然

に関わり,登山への時好を持つことである｡ 森林

機能に村する評価では,水源滴善などの俗説が世

論よりも強く支持された｡一方,木材生産や自然

教育など彼ら自身が関わっているものは,とくに

支持されてはおらず,運動推進者との間にズレが

あった｡

富士山の環境保全運動では,主催者の市民団体

は富士山に環境破壊の象徴という新たな意味づけ

を行い,マス ･メディアは前時代的な国粋主義へ

の逆行を見せた｡富士清掃登山の参加者は,ほと

んどが富士山の象徴性を認め,その範囲について

は,未開発の部分や特徴的な事物に対して心理的

偏衛を示した｡

現代の環境保全運動は,これらに見られるよう

な世俗性,矛盾,思いこみ,意味づけなどを雑多

に含みながら,しかし現状を何とか改善しようと

いう草の根の善意によって成立しているのである｡

謝辞

山元,玉井の卒業論文調査では,各関係団体に

は大変お世話になり,行事参加者には快く質問に

答えていただいた｡厚く御礼申しあげる｡

注

1)｢森づ くりフォーラム｣は,森林ボランティア保険

(東京海上火災保険株式会社)の全国総括役 も果たし

ている｡この保険は,1996年4月に創設されたもの

で,傷害保険と賠償責任保険 とを備え,活動 日の参

加者数に応 じて事後報告 ･決裁すればよいという特

徴がある｡登録 している団体数は,2000年現在で約

280である｡一般に市民団体の数を把握することは困

難だが,この数は有力な目安になるので付記する｡

2)1996年 11月実施｡全国の20歳以上の者から層化2

段階抽出を行って調査員が面接聴取 し,有効回答数

は3493｡

3)1999年7月実施｡同上の方法により,有効回答数

は2137｡
4)上掲 2)に同じ｡

5)1996年 11月現在の構成団体は,(山梨県所在)甲

州昆虫同好会,蓮池再生復活の会,富士五湖青年会

議所,南都留ふるさと青年塾,(静岡県所在)静岡県

自然保護協会,深良を拓 く会,富士に学ぶ会,桃沢

川から愛鷹山を考える会,十木会,三島ホタルの会,

北上 くらしのサロン,三島ゆうすい会,グラウンド

ワーク三島実行委員会 (15団体で構成),源平川を愛

する会,桜川を愛する会,御殿場小山水かけ莱生産

組合, さわやか会議 ,富士山ナショナル トラス ト,

富士愛鷹の自然を守る会,富士の水を考える会｡

6)グラウンド･ワークとは,1980年代にサ ッチャー

政権下のイギリスで始 まった環境保全運動形態で,

市民 と企業の連携を行政が支援するものである｡イ

ギ リスでは産業の後退 によって国家財政が逼迫 し,

もはや環境保全 を国が主体 となって行えなくなった

ことを意味 していた｡三島市の事例については,渡

辺 (1992)を参照｡
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Differenceinenvironmentalawarenessbetweenconservationists,
eco-tourattendantsandthemassmedia

TakashiSUGITANI,ChikakoYAMAMOTOandYasukoTAMAI

Abstract:TwovolunteerorganizationsassistlngforestryandtheMt.FujiClubweresurveyedfromaviewpolntOf

environmentalawareness･ComparedwiththeresultofthenationalpublicoplnlOnpoll,Occasionalattendantsto

theirforestmanagementworksdidnotpossessspecifiedknowledgeonthenatureorthepurposeofthe

movement,butstrongeraffectionforrecreationinthemountainousforests(Figures1-3).Intheconservation

movementofMt.Fuji,Japan'ShighestvolcanoassumedastheimperialsymbolbytheMeijiGovemment,the

Club'SpromotersnewlysymbolizedFujiastheenvironmentaldeteriorationcausedbyindustryandtourism(Table

4),whereastheMainichiShinbuntriedtoarousepatriotismaswell(Table5).Theeco-tourists,whogatheredto

removegarbage,approvedofFuji'ssymbolism anddrewitsbodyexcludingthedevelopedareasatthe

foot(Figures7a-e).

Keyworlds:environmentalawareness,volunteer,natureconservation
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付表 :特定非営利活動法人富士山クラブ･2000年度事業計画

Al)富士山環境ボランティアネットワーク会議の設立

A2)第 1回富士山環境保全支援プラン (下記 10件,計 155万円)

山梨県富士山五合目周辺自然解説友の会,三島ゆうすい会,甲州ツキノウグマ研究会,

ふ じ環境倶楽部,加藤学園高校化学部,水中環境研究センター,高山植物保護協会静

岡県支部.三ツ峠の葦原植物を愛する会,日本野鳥の会富士山麓支部,半場良一

A3)全国おらが富士ネットワーク会議の結成

A4)静岡県 ･山梨県との連携強化.富士山大好き 100人会議の結成,_

企業,官公庁,富士宮浅間大社など-の活動説明と支援要請

A5)HPを通 しての海外への情報発信,アメリカ支部開設検討 (日本人会との連携等),

世界遺産 (複合遺産)登録-の研究,

富士山サミット (世界各地の 12の円錐火山との連携)開催の検討

a)富士山水と緑の育水基金 t企業協賛タイプ募金箱の検討,設置

cl)富士山に関する資料収集管理

C2)富士山学会の設立

C3)富士山環境資源活用プラン政策提言書の策定

C4)富士山情報誌の検討

C5)成果物の発行

Dl)清掃登 山,ゴミシンポジウム,全国おらが富士一斉クリーンキャンペーンの開催,

青木ケ原ゴミ不法投棄 ･自殺未然防止パ トロール隊の検討

D2)富士山クラブ会員による森づくり作業の実施 【国土緑化推進機構助成金】,
富士山千年の森づくり事業 (自然林化)の推進準備

D3)森林塾の開校準備 (山梨県道志村),

森林の整備活動支援事業の実施 【国土緑化推進機構助成金】

D4)森づくりインス トラクター養成講座の募集及び開講,受講者による団体の結成

D5)環境バ イオ トイ レ設置 ,水溶性ティッシュの配布

I)6)青木ケ原イメージアップキャンペーン (エコツアー､食のイベント)推進

D7)新富士講ツアーの検討,富士山古道復元プログラムの策定

El)富士山エコツアーの実施

E2)富士山クラブ地球学校の開校

富士樹海長期滞在事業実施 【文部省子供長期滞在自然体験村事業助成金】

E3)富士山クリーンコンサー トの開催

E4)富士山シンポジウム,セミナー,写真展の開値

E5)｢富士山の日｣制定活動の展開 (2月23日)

Fl)会員向け機関紙誌 (年2回)･富士山クラブ通信 (年6回)

F2)各国語HPによる情報の世界発信,HPを通した企業キャンペーンの仕組みづ くり,

バーチャル ･エコツアー､自然､山頂気象､観光情報の発信

その他 -会員拡大事業)

毎日新聞創刊 130年記念 ｢富士山再生キャンペーン｣との事業協賛

様々な場所､機会においての富士山クラブpRキャンペーンの展開

平成 12年度通常総会抜粋資料および ｢富士山クラブ通信｣N0.6から作成
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