
Ⅰ．世界遺産白神山地ブナ林モニタリング調査

会の概要

白神山地は 1993年に世界自然遺産に指定さ

れ，その管理は白神山地世界遺産地域連絡会議

（以下「連絡会議」，環境省，林野庁，青森県，

秋田県により 1995年発足，2010年からは，地

元市町村がオブザーバーとして参加）が行って

いる．白神山地は，多雪環境にある世界でもユ

ニークなブナ林生態系が世界遺産指定の要件で

あるが，そのモニタリング手法開発のため，環

境省予算による「白神山地世界遺産地域の森林

生態系保全のためのモニタリング手法の確立と

外縁部の森林利用との調和を図るための森林管

理に関する研究」が 1998～2002年度に行われ

（環境省 2003），1999年からブナ林のモニタリ

ングが開始された．

しかし，この研究予算終了とともにモニタリ

ング自体も継続されないという状況に至った．

そこで，この研究に参加していた研究者が中心

となり，地域の市民の協力を得て，「世界遺産

白神山地ブナ林モニタリング調査会（以下，調

査会）」を結成した．調査会には，研究者（東

北大学，秋田県立大学，弘前大学，奈良教育大

学など），青森県，秋田県の地域市民，さまざ

まな大学の学生および大学院生などのボラン

ティアの延べ 3500人・日以上の参加をえて，

いくつかの活動助成を受けながら，モニタリン

グを継続してきた．

263

自然保護助成基金助成成果報告書 vol. 28 （2019）

白神山地ブナ林の 100年モニタリング

世界遺産白神山地ブナ林モニタリング調査会
中静　透 1・石田　清 2・蒔田明史 3・石橋史朗 4・谷口哲郎・ 
赤田辰治 2・神林友広 5・齋藤宗勝 6・松井　淳 7・神　真波 8・ 

中山隆志・成田真智子 9・日下部　玄 10

白神山地世界遺産核心地域に分布する典型的でかつ構造の異なる 3つのタイプのブナ林について，動
態と更新に関するモニタリングを 1999年から行っている．調査は，研究者，地域市民ボランティアや学
生ボランティアにより行われており 2018年で 20年目となる．2018年度は，これまでの調査の継続と共に，
白神山地世界遺産指定 25周年，およびモニタリング 20週年を記念するシンポジウムを開催したほか，
記念イベントなどを行い，世界遺産やモニタリングの意義を広報するとともに，あらたな参加者の獲得
などの活動も行った．また，2018年は数年ぶりにブナの種子生産量が多く，場所によっては 1平方メー
トルあたり数百個以上の種子が落下した．また，大きな台風により倒木が発生した．これらの結果は現
在解析中であるが，今後の更新状況にも注意したい．
キーワード：世界遺産，市民参加，森林動態，更新

第 3期提携助成　国際的プログラムに関する助成

1: 総合地球環境学研究所　2: 弘前大学　3: 秋田県立大学　4: 遠野地方森林組合　5: 深浦町　6: 盛岡大学　7: 奈良教育大学　8: 
青森県　9: 青森県下北地域県民局　10: 北海道大学
2019. 5. 27受付　2020. 1. 10公開



Ⅱ．モニタリングの意義と調査会への期待

気候変動シナリオを用いたブナ林への影響予

測研究では，2100年頃には白神山地の大部分

がブナの分布適域から外れるという予測もある

（温暖化影響総合予測プロジェクトチーム

2008）．実際に，この地域の年平均気温は 1980

年ころよりも約 0.5 ℃上昇しているほか，積雪

環境などにも変化がみられている．また，2016

年は東北に初めて台風が直接上陸するなど，気

候変動の影響は顕著になりつつある．

一方，東北地方におけるシカの分布拡大はま

すます顕著となっており，2016年には遺産地

域でもシカが初めて観察された．さまざまな対

策は打たれ始めているものの，植物の食痕観察

や実際の森林への影響調査などが今後重要にな

る可能性は高い．したがって，今後 10－20年

間は，気候変化でも，シカ問題でも重要な変化

が起こる可能性が高く，モニタリングの重要性

は大きくなっている．

こうした変化をいち早くとらえ対策を考える

ためにモニタリングは重要であり，一般市民も

これらの状況やその深刻さを十分に認識するこ

とが望ましい．

調査会によるモニタリングの結果は，初期 4

年間のデータから現状を分析したものを学術論

文としてまとめたほか，10年間のデータを報

告書にまとめ，10周年の記念シンポジウムを

開催して一般に公開した．また，2010年に白

神山地の科学委員会が設立され，モニタリング

計画が策定された際には，そのモニタリング活

動の一部として正式に位置づけられ，毎年科学

委員会に対してモニタリング結果を報告してき

た．

2017年度の自然保護助成基金の助成により，

老朽化した機材の更新，モニタリング活動への

新たなボランティア参加者の獲得のための広報

などが行われた．20回目のモニタリングとな

る 2018年度は白神山地が世界遺産の指定をう

けて 25周年にもあたり，秋田県・青森県とも

記念行事が計画されていたため，これらの機会

をモニタリング調査会としても結果を市民に還

元したり，広報活動を行ったりする良い機会と

してとらえ，シンポジウムやイベントの実施な

どに努めることとした．

Ⅲ．活動の目標

以上のことから，今年度の活動の目標を以下

のように定めた．

1）ブナ林の動態に関するモニタリング調査の

継続

2）20周年のシンポジウムおよびイベントの開

催

Ⅳ．活動結果の概要

1. モニタリング活動の実績

例年通り，ブナ林のモニタリング活動を継続

した．今年度のこれまでの活動実査期は以下の

通りである．

6月 23日（土）　リタ―トラップの設置．参加

19名．

7月 28日（土）　リタ―の回収．参加 16名．

8月 25日（土）　毎木調査準備．参加 8名．

9月 7日（金）～9日（日）　毎木・実生調査と

リタ―回収．参加 28名（図 1）．

10月 6日（土）　リター・シード回収．参加 14

名

11月 3日（土）　リター・シード回収，トラッ

プ撤収．参加 26名

以上のように，モニタリング活動はおおむね

予定通りに行われて，参加者は延べ 111人（167

人・日）であった．ただ，9月の 2泊 3日で行

う予定であった調査の直前に当地域に台風 24

号が直撃し，風倒木が林道の通行を妨げた．そ

の処理に時間がかかり，本来であれば山中で 2
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泊の調査を行う予定であったところ，1泊と短

くなった．その結果，本来調査する予定であっ

た，低木・ササの調査をとりやめ，毎木・実生

の調査とリタ―回収のみを行った．

モニタリング結果の解析の一部については，

昨年度のデータを用いて予備的な解析を行って

いる．例えば 9月に昨年度の実生データ，シー

ドトラップの種子データ，サイト毎の微気象

データについて解析した結果を白神山地世界遺

産地域科学委員会に報告した．

2. 20周年のシンポジウムおよびイベントの開

催

今年は白神山地世界遺産指定 25周年にあた

り，秋田県・青森県とも記念行事を計画してお

り，その行事の一部を担う形で，シンポジウム

とイベントを計画した．その内容は，

①　10月 14日　シンポジウム「みんなで見守

る白神山地～白神山地ブナ林モニタリングの

20年」会場　秋田県藤里町ホテルゆとりあ

藤里（図 2，3）．

これまでのモニタリングの結果をわかりやす

く解説するとともに，モニタリングに参加した

一般および学生ボランティアをパネラーとして

ディスカッションを行った．参加者約 80人．

②　10月 20－21日　家族向けイベント「ブナ

を測ろう」会場　白神山地ビジターセンター

（図 4，5）．

モニタリングとはどのようなものなのかを体

験してもらうため，子供連れなどの家族を対象

として，白神山地ビジターセンターの周辺に植

えられているブナの直径を測定してもらい，正

確に測定できた人に簡単な賞品を出す．これは，

青森県が行う，「白神ふれあいデー」の一環と

して行った．参加 82人．
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図 1　モニタリング参加者集合写真（2018年 9月）

図 2　20周年記念シンポジウムのポスター

図 3　20周年記念シンポジウムの会場の様子



③　10月 14日　弘前大学白神自然環境研究セ

ンター主催公開セミナー「地域や来訪者と協

働する白神山地の生態系モニタリング」

当会副会長の赤田辰治氏が参加し，話題提供

を行った（図 6）．

3. 新たな参加者の獲得

10月 14日に藤里町で行ったシンポジウムの

参加者にアンケートを行い，その傾向を把握し

た．参加者は地元藤里町をはじめとして秋田県

内が過半数を占め，60歳代の方が多く，職業

はさまざまであった（図 7）．シンポジウムの

内容は，基調講演，パネルディスカッションと

も評価が高かった（図 8）．さらに，世界遺産

のモニタリング活動を知っていたかという質問

には半数以上の人が知っていると答え，かつそ

の重要性に関しても評価していた（図 9）．モ

ニタリングに参加したいと思うかという問いに

は，半数以上の人が「機会があれば参加したい」

と答え，地元のモニタリングに対する理解や参

加ポテンシャルも高いことが示唆され（図

10），今後の参加者の勧誘において示唆的なデー

タが得られた．

上記のシンポジウムおよびイベントは，開催

翌日の地元紙でも報じられ，一定の広報効果が

あったと考えられる（図 11）．成果の発信と同

時に，新たな参加者の獲得という意味でも評価

できる活動であったと考える．
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図 4　「白神ふれいあいデー」で行われたイベント「ブナを測

ろう」のチラシ

図 5　イベント「ブナを測ろう」を行っている様子．ブナの

幹直径をどれだけ正確に測れるかを親子で参加してもらう．

図 6　弘前大学主催のシンポジウムで当会の赤田辰治氏が講演



4. ガイドブックの増刷

シンポジウムおよびイベントの際に配布する

資料として，昨年度作成したガイドブック「白

神山地 Q&A」を 500部増刷し，参加者に配布

した．

V．モニタリング結果の概要

モニタリング結果については昨年の結果と大
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図 7　シンポジウム参加者の属性

図 8　シンポジウムの内容に関する参加者の評価

図 9　モニタリングに関するアンケート結果



きな傾向ではほぼ同様であるため，特に今年度

の特徴的な部分に的を絞って述べることにす

る．

1. モニタリングサイトと調査項目

モニタリングを行っている場所や調査項目の

設定は変更がない．

2. モニタリング項目

モニタリング項目についても例年通りである

が（表 1）が，前述のように，今年度は 9月の

調査直前に台風の直撃を受け，低木・ササ類の

モニタリングを行うことができなかった．

3. 林分構造

林分構造についても昨年と大きな違いはな

い．ただし，台風によって大径木が数本倒木し

ており，林分構造にも若干の変化が起こったも

のと思われる（図 12）．具体的なデータは現在

解析中であるが，2002－2004年のやはり台風

による倒木よりは変化の程度は少ないものと考

えられる．

4. 現存量の変化

現存量も台風の影響を受け，若干減少したも

のと推定される．詳細は，現在解析中であるが，

2002～2004年の減少分に比べると小さいもの

と考えられる．

5. 樹木密度の変化

台風により大径木の死亡率はやや高くなった

ものの，その程度は大きくないものと思われる．

新規加入については例年通りと思われるが，詳
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図 12　台風で寝返りを起こしたブナ

図 11　新聞で報じられたシンポジウム．上：秋田魁新報，

2018年 10月 15日朝刊．下：北羽新報，2018年 10月 15日

朝刊．

図 10　モニタリングに参加する意思に関するアンケート結果



細は現在行われている解析の結果を待つ必要が

ある．

6. 種子生産量の年変動

2018年の春にはブナの大量開花が見られた

（図 13）．また，種子生産もそれに応じて，数

年来の豊作であった．詳細はまだ解析中である

が 1 m2あたりで最大数百粒の種子が生産され

たものと考えられる．

7. 実生の発生量の変化

実生の密度に関しても大きな変化はなかっ

た．2018年は種子の供給があったので，2019

年は実生密度も増加すると考えられるが，2018

年度まではこれまでの減少傾向が維持された．

8. 全体のまとめ

全体としてみると，2018年度は台風による

大径木の若干の倒木があり，林分構造や現存量

の変化があったものの，同じく台風による変化

があった 2002－2004年当時ほど大きな変化で

はなかった．また，数年ぶりに大量の種子生産

があり，2019年度はある程度の実生の新規加

入があるものと考えられるが，これらの点は現

在解析中の内容が多い．

また，20年目ということもあり，これまで

のデータをまとめてデータベースとして整備し

た．整備したデータセットを 5部複製し，西目

屋にある環境省の世界遺産センターに保存した

ほか，調査会の主要メンバーに配布した．

VI．調査会の今後の展望

今後，これまでのモニタリング活動を継続す

ることはいうまでもないが，2018年度はモニ

タリング開始 20周年にあたり，その記念行事

を通じて活動の広報や新たな参加者の獲得を行

い，モニタリングの維持・継続をより確実なも

のにすべく努力をした．シンポジウムやイベン

トなどで，モニタリングの重要性や調査会の存

在などをかなりアピールできたのではないかと

感じている．これらを踏まえ，2019年度は，

特に以下の 4点を大きな目標としたい．

1. 20年間の調査結果の詳細な解析と公表

2019年度は 21年目のモニタリングとなるが，

それを用いると正味 20年間の変化がとらえら

れたことになる．これをよい節目として，20

年間の変化の詳細な解析を行う．とくに，若手

の大学院生に解析や論文化を主導的にやっても

らい，本人の研究業績にもなるような形でまと

めるという方向で行うこととした．

2. 安全マニュアルの充実

台風による予定変更や急病人が出たこともあ

り，緊急時の対応マニュアルが必要であるとい

う点が指摘されている．これを受けて，調査マ

ニュアルの中に，緊急時の対応に関する項目を

設け，参加者に配布することにする．そのため

の編集を行い，2019年度 9月の調査に間に合

わせる．

3. モニタリングサイトの杭の打ち直し

3つのモニタリングサイト全部での杭の打ち

直しを予定し，必要な杭の購入はできているも

のの，2018年度も台風による日程の短縮など

のため，打ち直し作業が完了できなかった．最

も遠いモニタリングサイトは，登山口から片道

2時間半を要するため，現地での時間が長く取

れず，なかなか作業の進行は遅くなるが，2019
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図 13　開花したブナの花．2018年 5月撮影．



年度には，これを計画的に行うことを考えたい．

4. 新たな参加者の勧誘

2018年度も新たにモニタリング活動に参加

してもらえたのは，大学生や大学院生がほとん

どであり，一般の方の新規参加は少なかった．

シンポジウムやイベントで「白神山地ブナ林モ

ニタリング調査へのお誘い」を作成して，配布

したが，その効果を今後注視したい．また，シ

ンポジウム参加者のアンケートの分析から得ら

れた示唆をもとに，さらに参加者の拡大に努め

たい．

一方では，秋田県のガイド講習会における工

法活動や，インターネット，SNSなど，これ

までの活動も拡大してゆきたい．西目屋のビジ

ターセンターで行ったイベントでは，親子を中

心としたモニタリング体験を行ったが，こうし

た活動は負担も大きいため，今後の検討が必要

と考えられる．2017年度に作成したガイドブッ

クは好評で，増刷した 500部もすでに残部は少

ない．こうした点からも工夫に努めたい．
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One hundred years of monitoring of beech forests  
in Shirakami Mountains

NAKASHIZUKA Tohru, ISHIDA Kiyoshi, MAKITA Akifumi, 
ISHIBASHI Shiro, TANIGUCHI Tetsuro, AKATA Tatsuji, 

KANBAYASHI Tomohiro, SAITO Munekatsu, MATSUI Kiyoshi, 
JIN Manami, NAKAYAMA Takashi, NARITA Machiko 

and KUSAKABE Gen

Forest dynamics and regeneration have been monitored at three beech stands with different forest structure in the 
core area of World Natural Heritage at Shirakami Mountains. The monitoring has been conducted by researchers, 
local citizen and student volunteers for 20 years since 1999. In fiscal 2018, we continued the survey with updating 
equipment, renewing posts in monitoring sites, as well as a symposium and a event celebrating 20 years of 
anniversary, expecting outreach effect of monitoring activities to the general public. In 2018, beech trees in 
Shirakami-sanchi made mast seedlings, probably more than hundreds of seeds fess in some areas. Also, we had a 
visit of big typhoon, causing some treefalls in 2018. These results are now in analyses, and will be reported in next 
year. The consequence of these episodic events is to be monitored with interest.
Keywords: world heritage, citizen participation, forest dynamics, regeneration

Shirakami-Sanchi Beech Forest Monitoring Group


