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林業経済学会２０１９年春季大会論文
テーマ：森林の文化的価値と森林政策の課題

新たな森林利用の潮流と文化的価値の創生
―森林をめぐる価値研究序論―
平野悠一郎＊，†
＊

森林総合研究所林業経営・政策研究領域林業動向解析研究室

New Trends in Forest Use and the Birth of Cultural Values in Human
―Forest Relationships: An Introduction to Value Studies in Forestry
HIRANO Yuichiro＊，†
Forestry Socio-Economics Laboratory, Department of Forest Policy and Economics, Forestry and Forest Products Research Institute, Tsukuba, Japan

＊

本稿は，「人間主体の認識に基づく望ましさの志向」
，もしくは「その認識が付与される客体（森林等）の性質」として
の価値を軸に，人間と森林との関わりを再規定する試みである。この価値研究の視座に立つと，森林をめぐる「文化的
価値」とは，森林の多面的機能，生態系サービス，既存の学問・研究領域等に影響されつつ，様々に揺らぐ枠組みとし
て規定されてきたと捉えられる。そして，その枠組みの中でも，実際の人間主体は，森林空間，林地，景観，樹木，動
植物，道といった様々な客体に対して，極めて多様な価値を見出しており，それらは多種の社会変化も反映して絶え間
なく創生されていることが明らかとなる。新たな森林利用としてのマウンテンバイカー，トレイルランナー，林業遺産
をめぐる価値は，その好例を描いている。こうした内実と変化に踏み込んだ森林をめぐる価値研究は，個々の主体・客
体にまつわる多様な価値を，精緻かつ満遍なく汲み取り，適切に調整や意思決定に反映させることで，持続的・効率的
かつ公平な森林との関わりを導く可能性を持つ。
キーワード：価値，森林，マウンテンバイカー，トレイルランナー，林業遺産
As an introduction to value studies in forestry, this paper seeks to refocus human values on forests as the key factor to approaching the complicated relationships between people and forests. From this viewpoint, the cultural value of forests seems quite an obscure framework; and has been defined in many ways by reflecting on the concepts of multiple forest functions, ecosystem services, or principles of existing social and forest sciences. However, even under this broad framework, focusing on human values
shows that various actors and groups find multiple values in forest spaces, lands, landscapes, trees and other plants, animals, and
forest trails as the objects. Moreover, these values have been dynamically born and evolved through their ongoing relationships
with forests and many types of social changes. The values of mountain bikers and trail runners in forests, and toward the forestry
heritage, which have generated new trends of forest use in Japan, provide good examples of that process. Studies such as this
should explore prudent adoption of diverse human values and stakeholders interests for application to conflict resolutions and decision making leading to sustainable, efficient, and equitable forest use.
Key words: values, forest, mountain bikers, trail runners, forestry heritage

て，まことしやかに人間社会のそれぞれの森林へのア

Ⅰ はじめに

プローチを正当化するために用いられてきた「魔法の
言葉」だからである。

およそ研究の立場にあって，これまで「価値」
（Values）以上に愛憎をもって眺めてきた概念を知らない。

「森林の価値」と書かれただけで，大切にしなけれ

なぜなら，この価値こそが，様々な感性，立場，思

ばならない気持ちになる。そのためか，森林に関わる

惑，便益，福利，利害，風潮を代表し，個人，集団，

行政や業界のみならず，研究の現場でも，
「森林の価

国家，地域，国際社会，業界等のあらゆる範囲に跨っ

値を社会に広めなければならない」という言説をしば
しば目にする。では，いったい森林の価値とは何なの

†連絡先

E-mail：hiranoy@affrc.go.jp

だろうか。そもそも，森林それ自体が固有の「価値で
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ある」のか，それとも，人間が「価値を見出す」もの

稿で扱う価値は，
「人間主体による主観的な認識」に

なのか。後者だとすれば，価値は誰によって見出さ

基づくもの，という立場に限定する。すなわち，物

れ，その対象は，森林全体なのか，個別の動植物種や

（客体）の内在的な固有価値を認めるラスキンや（１），

事物なのか，それとも景観なのか。その中で，貨幣評

自然そのものに価値が存在すると捉える環境倫理とは

価されるものが価値なのか。或いは，森林をめぐる多

一線を画す（２）。また，カントが人格の尊厳に見出した

様な「価値」
，多面的な「機能」
，生態系「サービス」

絶対的価値や，その他，世界に通底すると考えられる

は同じ意味で考えられるものなのだろうか。そして，

超越的な価値も対象から外れる。

森林の文化的価値とは，文字通り森林をめぐる文化的

本稿で取り上げる価値は，一定数（複数の個人や特

な営み全てを包括する価値なのだろうか。

定集団，地域社会等）において存在する「人間主体の

筆者は，改めてこの価値に注目することで，この言

認識に基づく望ましさの志向」
，もしくは「その認識

葉に掛けられた魔法と疑問を科学的に解き放ち，多様

が付与される客体（森林・自然等）の性質」とされる

かつ複雑に絡み合う人間社会と森林との関係を，確固

ものである。ここには，価値の主体・客体双方が含ま

として裏付ける分析概念として，価値が再規定される

れており，いずれを価値とみなすかには各方面の論争

可能性を描いてみたい。これが，森林をめぐる価値研

がある（３）。見田（１９６６）は，価値研究における主客の

究の序論として本稿を位置づける所以である。すなわ

混同を避けるため，主体の欲求を満たす客体の性質

ち，既存の価値の様々な位相に切り込みつつ，具体的

（性能）として価値を定義し，これに対応する主体側

な森林との関わりから価値の内実と変化を検証するこ

の志向は「価値意識」
として概念上区別すべきとした。

とで，今日の森林をめぐる人間社会の研究において，

しかし，後述するように，個別具体の意思決定（価値

価値に注目することの重要性を示していければと思う。

判断）を念頭に置いた価値研究を展開するにあたって

以上の問題意識に基づき，本稿では次章において，

は，牧口（１９３１）に見られるように，主体（様々な立

まず，既存の学問領域で価値がどのような意味で用い

場にある人間主体）と客体（多様な状況下にある森林

られ，それがどのような背景に基づいて，森林との関

空間とその中の事物）の相互関係に注目する必要があ

わりに適用されてきたのかを概観しつつ，森林をめぐ

る。人間は森林に対してこそ，物質生産による利益追

る価値研究の射程を明らかにする。その上で，第三章

求，景観の美しさの体感，レクリエーション，自然災

では，近年，注目がなされてきた森林をめぐる「文化

害等の予防，空間や動植物への愛着といった多様な

的価値」に焦点を当てることで，個別具体的な人間と

「望ましさ」を志向し得る。また，その志向も森林と

森林との関わりを，価値という概念軸から検証する重

の関わりやその変遷の中で生まれ，社会変化等の他の

要性を詳らかにする。より具体的には，森林のレクリ

状況的要因も反映して推移していくと考えられる（４）。

エーション利用として位置づけられるマウンテンバイ

本稿では，この関係性の重視に即して，人間主体の志

カーやトレイルランナー，及び人間の精神的・歴史的

向とそれに対応した客体側の性質を併せて「価値」と

な森林との関わりを保存・活用する場として位置づけ

呼び（５），いずれに焦点を当てたものも含めて価値の先

られた林業遺産を取り上げ，これらの利用活動におい

行研究と位置づける。

て，森林をめぐる価値がどのように創生され，認識さ

本稿において，森林に対する人間の認識としての

れてきたのかを明らかにする。これを踏まえて，終章

「価値」を捉える意味は，この主客の関係性を踏まえ

では，人間社会において絶え間なく創生され変化する

て，個人，集団，国家，地域，国際社会，業界等の主

価値に着目した研究が，持続的・効率的かつ公平な人

体が，どのような森林の「望ましさ」を形成・志向し

間と森林の関わりを模索するにあって，大きな可能性

ているのかを把握・類型化し，それに基づく持続的・

を拓くことを示す。

効率的かつ公平な意思決定や政策・制度形成を導くと
いうものである。この点では，人間社会における政治
を「価値の権威的配分」と捉えるイーストン（１９７６）

Ⅱ 森林をめぐる価値研究の問題意識と射程

と視座を同じくする。また，今日においては，意識，
心理，欲求，欲望，幸福，満足，効用，便益，福利，

１ 「価値」とは何か？
既存の哲学，経済学，政治学，社会学，文化人類

利害，風潮等，人間の望ましさに関連づけられる諸概

学，心理学等の学問領域において，
「価値」はこれま

念が，各学問領域で個別に定義・追求されている状況

でに様々な形で捉えられてきた。その中にあって，本

にある。見田（１９６６）
は，これらを横断的に結びつけ，
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人間・社会にとっての望ましさや，人間主体の行為選

の上で，後者が客観的な分析・評価の対象とされ，例

択や決断の際に作用するものを根源的に解明する上

えば，古典派からマルクス経済学に至る流れにおいて

で，実践的な価値（意識）研究こそが要の役割を果た

は，この交換価値の実体を労働に求める労働価値説が

すとする。この可能性を共有する筆者は，森林をめぐ

唱えられた。一方，限界革命を経た近代経済学におい

る実践的な価値研究を追求してみたい。この価値を望

ては，財の稀少性（量的制約）と経済学的合理性に照

ましさの要点に置く立場では，総じて，客体との関係

らして，主観的な満足度である使用価値が，一定の関

性に応じた何らかの価値に基づき，人間主体は客体を

係で変化する「効用」として捉えられ，選好理論や限

利用することによって，何らかの効用，便益，福利，

界代替率等を通じて，財の量や価格から測定可能とみ

或いは幸福や満足を得ることができると捉えられる。

なされるようになった。これらの中で，経済学におけ

その中で，人間は集団生活・社会形成を前提とするた

る価値は，使用価値・交換価値を問わずに，価格関係

め，自他を含めた多様な価値・便益の重なりに応じた

等を説明する理論上の概念として抽象化される傾向に

利害関係が形成され，多くの人間や社会全般に共有さ

あった（６）。しかし，２０世紀以降，厚生経済学から環境

れた価値を反映して風潮や流行が生まれ，それらに応

の経済評価へと至る実践研究では，改めて人間主体の

じた政策・制度形成が行われることになる。また，価

認識に基づく価値（経済学的には使用価値）の内実へ

値は，その時点での衝動や生理的反応，生得的傾向の

と経験的・実証的に踏み込む動きが活発になってい

みでなく，その人間主体の経験的・社会的な背景を踏

る。すなわち，人間の経済活動に伴う森林を含めた生

まえて，それが及ぼす結果までも念頭に置いた選択や

態系や生活環境の破壊の深刻化を社会的費用として捉

判断を提供する点で，欲求や欲望と区別される
（見田，

え，意思決定・政策形成に反映する目的から，自然・

１９６６）
。

環境に対して人間主体が認識している（使用）価値を

２

貨幣評価するというものである。このための価値区分

経験的・実証的に捉えられる価値とその区分
これまでに，人間主体の望ましさの要点として価値

として，利用価値，及びそれに含まれる直接的利用価

を把握・類型化する試みは，各学問領域において，概

値（物質等の直接的な獲得・消費による充足）
，間接

ね経験的・実証的なアプローチを通じてなされてきた。

的利用価値（水土保全等の効果や景観等の間接的な享

例えば，哲学の領域において，価値は人間にとって

受）
，オプション価値（将来的な利用価値）と，非利

望ましい（善い）とされる性質と捉えられ，望ましい

用価値，及びそれに含まれる遺産価値（将来世代へと

人生の体現として，真・善・美・聖，神性の体感や解

継承することへの充足）
，存在価値（存在自体への満

脱，或いは快楽や自己実現こそが「価値である」とさ

足感）が想定され，それぞれの区分に応じた評価手法

れる傾向があり，その意味では絶対的かつ本質的な把

が開発されている（Turnerら，１９９４；栗山ら，２０００；

握・区分がなされてきた。しかし，ニーチェやウェー

栗山・庄子，２００５；柘植ら，２０１１）
。こうした把握・

バーによって，宗教的な世界観に伴う絶対的な価値の

区分は，公共政策への反映を出発点としているため，

超克が試みられて以降，現代社会における価値認識の

後述するように，主体・客体およびその関係の多様性

多元化も相まって，人間にとっての望ましさ，すなわ

を踏まえた価値の内実と変化の実態を，十分に反映し

ち価値を経験的・実証的に再構築していくことが課題

づらい部分がある。しかし少なくとも，経済学で抽象

と さ れ る（思 想 の 科 学 研 究 会 編，１９９５；廣 松 ら，

的な存在だった（使用）価値を，改めて人間主体の認

１９９８）
。また，絶対的・本質的に見える価値の把握・

識に基づく「生きた価値」として掘り起こす方向性を

区分も，個々の哲学者・思想家が，それぞれの経験を

持った試みと理解できる（７）。

総括する形で，主観的な望ましさや社会的・道徳的倫

これに対して，経験科学としての社会学，文化人類

理への「切り口」を提起した結果と捉えることも可能

学，政治学，心理学では，長らく人間主体の認識する

であり，
その意味では経験的な把握・区分とも言えよう。

価値の実証的な把握・区分に直接注目がなされてき

経済学における価値研究は，独特の発展過程を有し

た。すなわち，人間の行為や社会の選択，およびその

てきた。アダム・スミス以降の経済学では，森林を含

変化の経験的な観察を通じて，それらを説明する概念

めた客体（財）における人間の欲望をみたせる性質を

として価値とその区分が想定され，資料分析，主体へ

「使用価値」と呼び，この主観的な使用価値の中から，

の面接・聞き取り，臨床・実験，アンケート等を通じ

その交換で表れる客観的な比率，すなわち市場経済下

て，通時的・共時的，質的・量的な実証が試みられて

の価格に相当する「交換価値」を分離・抽出した。そ

きたのである。Morris（１９５６）は，個人に対して１３通
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りの生き方を提示し，それぞれの好悪を７段階（非常

分にあたっては，各学問領域に跨った経験科学的なア

に好き〜非常に嫌い）で評点させることで，特徴的な

プローチが，個人，集団，地域社会等の幅広い主体

価値の抽出を試みた。こうした尺度・評点に基づく調

の，財，他者，文化，制度，そして自然・環境といっ

査・分析から個人の価値を評価するアプローチは，以

た客体に対する様々な価値とその変化を導出し，評価

後，心理学等で一般的な手法となる。ゴードン・菊池

することを試みてきた。

（１９７５）は，価値を対人的，個人的，社会的なもの等

３

森林をめぐる価値研究の射程

に大別し，それぞれに複数の価値類型を想定した上

こうした経験的・実証的な価値研究は，森林という

で，その評価を通じた社会比較を試みている。見田

客体に対してはどこまでなされているだろうか。筆者

（１９６６）は，それ以前の各学問領域における価値の把

のみるところ，これまでの発展は極めて偏りのあるも
のとなっている。

握・区分を詳細に整理した上で，快（即時的な自己の
充足の追求）
，利（長期的な自己の充足の追求）
，愛
（即

まず，一点目の偏りとしては，人間主体の認識する

時的な他者・社会本位の充足の追求）
，正（長期的な

「価値」が正面から扱われず，森林の多面的「機能」
，

他者・社会本位の充足の追求）に価値そのものを基本

或いは生態系「サービス」に従属する傾向にあったと

（８）

的に類型化した 。さらに，個人（行為・パーソナリ

いうことである。日本の林学において，ある程度の独

ティ論）と社会（文化・社会理論）それぞれの次元で

自の意味を付与して「森林の価値」を用いたのは，島

の価値の認識，表出，変化と，それをもたらす要因に

田（１９５３）や四手井（１９７３）等，ごく一部の論者に限

ついても体系的な検証を行い，行為に結びつくかどう

られる。しかも，これらでは林学の学術的成果や，そ

か（行動性）
，言語的に表明されたかどうか
（明示性）
，

の国土資源管理という官房学的視点に基づき，国民一

どれだけ強固なものか（固定性）
，どれだけ社会に共

般に対して森林の果たし得る役割として価値とその区

有されているか（一般性）
，他の価値に対して厳しい

分が捉えられており，個人，集団，国民，或いは所有

か寛容か（厳格性）等，機能的な分類軸による価値の

者，利用者といった人間主体の価値認識の実証は伴っ

示唆的な整理も行っている。
また，
Inglehart
（２００３）
を中

ていない。その他においては，経済学的な使用価値・

心としたWorld Values Surveyは，
１９８１年以降，
数回にわ

交換価値を除き，森林をめぐる価値は，ほぼ機能や効

たって世界各国での面接形式のアンケート調査を実施

用と同一視される形で用いられている。例えば，塩谷

しており，異なる地理的・宗教的社会における政治体

（１９７８）では，生産的効用，国土保全的効用，厚生的

制，
宗教観，
家族観，
道徳観，
帰属意識等にまつわる個々

（保健・風致）効用が区分されており，半田（２００３）

人の価値認識とその通時的な変化を分析している。

でも，
「森林の効用や価値ないし機能に関しては，さ

自然・環境に対する価値の把握・区分を試みたもの

まざまな視点からの類別が可能」
とされ，効用，価値，
機能の明確な使い分けがなされていない（１１）。

として，Kellert（１９９６；１９９７）のアプローチは特徴的
である。Kellertは，生物学者のウィルソンの提起した

一方，人間社会に対する森林の役割としての多面的

（９）
バイオフィリア（Biophilia）
の思想に立脚し，社会

機能には，国内外を問わずに積極的な注目，区分，評

学・文化人類学的なフィールド調査に加え，心理学・

価がなされてきた（木平，２００５等）
。例えば，ハーゼ

言語学などの手法を駆使して，動植物を中心に人間が

ル（１９７９）は，物質生産，国土保全，保健休養等の機

自然に対してどのような価値を認識しているのかを類

能を実現し，それらの永続的な調和をもたらすことを

型化していった。その結果として，人間は自然に対し

森林政策や林業経営の目標とした。また，太田（２００４）

て，功利的価値（実用的利益の追求）
，支配的価値（支

は，多面的機能の「階層性」を提起し，侵食防止・土

配・克服・冒険の対象）
，審美的価値
（美しさの体感）
，

壌保全や生物多様性維持の重要性が高い場所でのこれ

科学的価値（仕組みや構造の理解に基づく知的な成

らの森林の機能を本源的なものとして上位に置き，そ

長）
，自然的価値（探究・発見・好奇心の対象）
，道徳

れ以外の場所では物質生産，水源涵養，保健休養等の

的価値（秩序への認識から生まれる帰属感や安心感）
，

機能を，持続可能な範囲で人間社会が選択できるとし

人間的価値（触れ合いを通じた愛着や満足感）
，象徴

た。太田の発想に顕著なように，これらの森林の機能

的価値（表現の手段としての活用）
，否定的価値（脅

は，学術的な蓄積や国土資源管理における必要性とい

威への対応力の向上）という，９つの価値を生得的に

う観点から導出・区分されたものであり，森林に対す

抱いているとする（１０）。

る人間主体の認識に基づく価値としては一面的であ
る。敢えて言うならば，学術的知見（Kellertの区分で

すなわち，人間主体の認識に基づく価値の把握・区
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いえば科学的価値等）に基づく研究者，国家レベルで

か。それによって存在，創生，変化が見落とされ，意

の価値判断・配分を信託された意思決定者が，
「総体

思決定において無視される価値はないのだろうか。環

としての森林」を客体として認識した場合の価値が，

境の経済評価は，生物多様性・生態系の重要性や経済

多面的機能とその区分とし て 発 露 し て い る の で あ

活動に伴う自然・環境への社会的費用をクローズアッ

る（１２）。しかし，日本学術会議（２００１）等では，こうし

プし，意思決定の俎上に乗せる目的で，
（使用）価値

た機能認識が森林の価値として同一視され，環境の経

の区分や評価を行ってきた。しかし，世界・社会・個

済評価の手法を援用した貨幣評価がなされてきた。

人レベルであれ，あくまでも「主観的な認識に基づく」
価値に注目する以上は，人間主体の多様な属性
（立場，

人間社会に対する生物多様性の貢献としての生態系
サービスも，森林をめぐる価値との関連では多面的機

性向，経験等）と，その客体の多様な属性（個別の森

能と同様の立ち位置にある。生態系サービスは，国連

林空間における土地や動植物等）に応じた様々な価値

主導での世界各国の研究者によるミレニアム生態系評

を，丁寧にすくい取る試みが必要になってくる。

価において，生態系が提供する物質（供給サービス）
，

森林に対する人間主体の価値認識は，個人，集団，

生態系プロセスの調節（調整サービス）
，生態系に関

国家，地域，国際社会等の主体の範囲は勿論のこと，

わることによる文化的な蓄積（文化的サービス）
，そ

森林との関わりがどれだけ強固か（生業の対象である

れらのサービスを支える基盤としての生態系機能（基

か，実際の利用行動に移しているか，保有しているか

盤サービス）という形で整理され，脚光を浴びてきた

等）
，これまでにどういった関わりを経験したか，或

（Millennium Ecosystem Assessment, ２００７）
。そこでは，

いはどのような社会的立場に置かれているかで，大き

それぞれのサービスが，安全や豊かな生活の基本資材

く異なると考えられる。例えば，現代中国の政治指導

の確保，健康の維持，社会的な絆の醸成，選択と行動

者は，各種の多面的機能を発揮させるのみならず，そ

の自由といった人間社会の福利に結びつくとされ，こ

のことを通じて自らの統治の正当性を確保するという

れらが森林生態系を含めた「生物多様性・生態系サー

価値を森林に付与してきた（平野，２００８）
。これは，

ビスの価値」
（中静，２００５；吉田，２０１３）とされる。

実際に森林と向き合って暮らす人々には見られないも

また，生態系サービスの概念は，生物多様性の役割を

のである。一方で，林学の知識を背景に森林政策を支

貨幣評価し，国際的・地域的な意思決定に反映しよう

える立場にあった専門家層は，自らの仕事・収入の確

という，環境の経済評価の立場に歩調を合わせてク

保といった功利的な価値のみならず，森林生態系の営

ローズアップされてきた。Costanzaら（１９９７）は，地

みを理解し，解釈しようとする探求心や知的関心，

球上の森林を含む１６種類の生態系に対して，１７に区分

「専門的」な関わりを通じて生まれる森林への愛着，

した「生態系サービスの 価 値」
（Value of the World s

職業的な矜持やアイデンティティーといった価値を森

Ecosystem Services）を 貨 幣 評 価 し た。ま た，２００７年

林に見出していたことが示唆できる（平野，２０１４）
。

からのTEEB（生態系と生物多様性の経済学）プロジェ

価値の客体としての森林の属性も多様である。木材

クトでは，環境の経済評価における利用価値（直接的

等の物質生産を目的とした価値の客体（対象）は，主

利用価値，間接的利用価値，オプション価値）と非利

に樹木であり，利用可能な植物種であり，或いはその

用価値（遺産価値，存在価値等）の区分に立脚して，

底地としての林地である。対して，観光や保養を目的

それぞれのサービスの価値としての反映が目指された

とした価値は，主としてその景観や空間全体を対象と

（TEEB，２０１０）
。これらの中で，価値は，生物多様性

することになる。一方，水源涵養や土壌保全を含めた

の役割（サービス）を「可視化」するためのツールと

人間生活の基盤の保障を目的とする場合，その価値は

して捉えられており，サービスの区分と経済評価の手

比較的広域の林地のみならず，地上の植生や地下の土

法に従属する位置づけにある。

壌の状態にまで及ぶことになる。さらに，狩猟や愛護

しかし，環境の経済評価を含めて，これまでの各学

の対象として，特定の動物種が価値づけられる場合も

問領域で経験科学的に導かれてきた価値とは，あくま

あれば，森林生態系の織りなす仕組みが知的関心の対

でも人間主体の客体に対する主観的な「望ましさ」を

象として価値づけられることもある。また，後述する

反映するものである。具体的な人間社会と森林との関

ように，歴史的な背景を踏まえて特定の林地や樹木に

係に踏み込まずに，学術的・政治的立場に基づいて提

価値が認識される場合もあれば，林内に拓かれた道や

起された側面のある機能・サービスと同一視し，勢い

路面に価値が見出される場合もある。
人間と森林との関わりを価値から捉え直すのであれ

に任せてそれを普遍化・固定化して良いものだろう
- 31 -

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｅ 2019.03.12 09.20.28 Page 76

林業経済研究 Vol.65 No.1 (2019)
ば，こうした多様な主体や客体に踏み込んで，価値の

Ⅲ 森林をめぐる
「文化的価値」
の内実と創生

内実を経験的・実証的に把握・区分する作業と，それ
を意思決定・政策形成に向けて評価し，効果的に調整

１ 「文化的価値」の特徴と価値研究

する作業が「両輪」となる。しかしながら，森林や自

今日，森林をめぐる文化および文化的価値は，様々

然に関しては，この前者の作業が十分ではない。これ

な立場から異なる捉え方や区分がなされており，明確

が，森林をめぐる価値研究の現状における二点目の偏

な概念として位置づけられていない。例えば，自然と

りである。価値の内実を，その変化も踏まえて詳細に

の関係を含めた人間社会の営みや経験が象徴化された

解き明かしていくプロセスがなければ，幾らその評価

ものを「文化」とする社会学や文化人類学の捉え方（森

手法を精緻化したところで，人間と森林の関わりとい

岡ら，１９９３）からすれば，全ての価値が総体としての

う実体から遊離したものとなってしまう。すなわち，

文化と密接に関係づけられるため，
「文化的価値」の

吉田（１９５９）が提起するように，より踏み込んだ面接

区分自体が成り立ち難い。こうした総体としての文化

や聞き取り等の質的調査を通じて，価値の内実や違い

の捉え方は，森林をめぐっても筒井（２００９）等におい

を大枠でつかむ作業が不可欠となる。森林をめぐる価

て見られる。また，風致，造園，或いは文化遺産や歴

値研究の射程は，この両者の作業を有機的・総合的に

史的景観の保存と活用に関する研究では，人間との関

組み合わせながら，森林に関する価値をより正確かつ

わりの歴史性（小野，２００７）や地域社会における精神

実態的に反映させていくことにある。

的なシンボル性（油井ら，１９８４）等が文化的価値の内

ここで特筆すべきなのは，心理学において発展して

実とされる。一方，森林の多面的機能のうちの保健・

きた価値研究の手法を反映して，多様な客体としての

レクリエーション機能（療養，保養，レクリエーショ

森林を意識しつつ，それに対する人間主体の価値認識

ン，行楽，スポーツ，つり）と文化機能
（景観・風致，

とその変化を，実証的かつ科学的に明らかにしようと

学習・教育，芸術，宗 教・祭 礼，伝 統 文 化，風 土 形

する試みである。すなわち，Morris（１９５６）やゴード

成）
（日本学術会議，２００１）
，又は生態系サービスのう

ン・菊池（１９７５）らの価値尺度評価に加えて，近年，

ちの文化的サービスに対置させる形で文化的価値を捉

各種の質的・量的な手法が開発され，森林を訪れて精

え，その経済評価を積極的に行う傾向も目立つ。de

神的な回復を図るという価値や，森林景観に対する価

Grootら（２０１２）はこの立場から，文化的サービスの

値が実証的に把握・区分されている（塩田，２００８；高

価値として審美的な享受，レクリエーション，文化芸

山，２０１２；羽生，２０１７）
。また，生理学の領域では，

術への刺激，
精神的な体験，
認知の発展を含めている（１３）。

個人の脳波や脈拍の測定を通じて，森林内での身体的

この文化的価値の揺らぎは，森林をめぐる価値研究

回復や快適性の認識が実証されつつある（森本ら，

の発展に絶好の場を提供する。
「文化的サービスの価

２００６）
。これらは，基本的に個人をベースに，景観や

値」としては，レクリエーション利用や精神的な関わ

空間といった特定の客体に対する価値の実証に限定さ

りに限定される一方で，総体としての文化や地域固有

れるものの，森林をめぐる価値研究の地平を拓くにあ

の歴史性を重視する立場からすれば，物質生産や水土

たり大きな示唆を与えてくれる。すなわち，個々の主

保全も含めたあらゆる人間と森林との関わりにおい

体・客体にまつわる多様な価値を，出来るだけ精緻か

て，
「文化的側面としての価値」が想定される。こう

つ満遍なく汲み取っていくことで，森林をめぐる利用

した個々の立場から規定された文化的価値の様々な

や意思決定を，より持続的・効率的かつ公平なものに

「枠組み」は，その範疇の人間主体の価値の具体的内

近づけていく。すなわち，
「あらゆる価値の具現化と

実に注目することで相対化され，より根源的・説得的

適切な調整」による「最大多数の最大幸福」の実現こ

な価値区分として再構築することが可能になろう。
また，文化的サービスの価値の経済評価において，

そが，森林をめぐる価値研究の目標である。
ここまでは森林をめぐる価値研究の射程を明示する

森林のレクリエーション利用は間接的利用価値やオプ

ために，概念的な議論に終始してきた。次章では，森

ション価値，精神的・歴史的な関わりは遺産価値や存

林をめぐる「文化的価値」に焦点を当て，なぜ価値研

在価値に区分され，それぞれに見合った貨幣評価の手

究の発展が必要とされるのか，具体的な事例に基づい

法が開発されてきた。しかし，特に後者に対しては一
貫して「評価が難しい」とされており（中静，２００５；

て論じていきたい。

TEEB，２０１０）
，実際の研究・評価対象としても注目度
が低い（１４）。森林の文化機能に対しても，本来，貨幣評
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価に耐え得ないとの指摘も見られる（日本学術会議，

〜９０年代にかけて，アウトドアブーム，五輪競技化，

２００１）
。これらのことは，現状の意思決定・政策形成

バイクの生産体制の整備等を背景に，世界各地へと急

における文化的価値の軽視を容易に想起させる。すな

速に普及し，日本でも森林内のトレイルや傾斜地を好

わち，北尾（２００９）が指摘するように，一度，森林を

んで利用するマウンテンバイカーは数万人単位で存在

めぐる多様な価値を貨幣評価に基づく枠にはめると，

すると見られている（平野，２０１６）
。この利用を主導

その手法的な限界や個別事例の検証の必要性が放念さ

するマウンテンバイカーの中心人物１１名に聞き取りを

れ，実際の政策現場が思考停止状態に陥り，
「評価が

行った結果，彼らがマウンテンバイクで森林内を走る

容易」な価値のみが重視されてしまうことになる。宮

「望ましさ」は，
「風を切って走る爽快感」
，
「コースを

内（２００６）は，こうした硬直性・不公平性を打破する

走り切った達成感」
，
「山や急斜面を走るスリル・冒険

鍵を，誰のどのような価値が，どのように生み出さ

心」
，
「景観や生態系などの自然の体感」
，
「極度に負担

れ，社会的に認知・承認されるのかというダイナミズ

とならない運動による健康維持」
，
「ともに走る仲間と

ム（変化）への注目に求める。振り返れば，これまで

の交流」
，
「変化に富む路面を走る面白さ」に大別でき

に学術的・政治的な枠組みで区分・規定された森林を

た（１５）。また，武ら（２００９）が行ったマウンテンバイク

めぐる文化的価値の貨幣評価が「困難」とされてきた

大会の参加者に対する意識調査においても，これらの

のは，その価値こそが，認識する人間主体，付与され

望ましさの多くが確認できる。

る客体，及びその関係性と変化の多様性を，最も色濃

主に森林内のトレイルでのランニングを望むトレイ

く反映するものであったことと無関係ではあるまい。

ルランナーは，登山競走やオリエンテーリング等，世

すなわち，各枠組みの文化的価値の内実を，個々の人

界各地に個別のルーツこそあるものの，２０世紀後半以

間主体が認識する具体的な価値の「創生」に立ち返っ

降に健康増進や自然志向を反映して，アメリカ等で急

て再検証する視座こそが，その本質的かつ正当な区

速な増加が見られてきた。２０００年代に入ると，アウト

分・評価へと導くだろう。

ドア関連産業の後押しもあって世界各地で大規模な大

そこで，以下においては，森林のレクリエーション

会（レース）が開催され，トレイルランニングの世界

利用として位置づけられるマウンテンバイカー及びト

的な普及・定着を促してきた（村越，２０１２；村松，

レイルランナーという「主体」
，及び森林との精神的・

２０１４）
。日本では，これに加えてマラソン等のランニ

歴史的な関わりとして位置づけられる林業遺産という

ングブームや，高齢化社会への移行に伴う中高年の健

「客体」
，それぞれに注目したアプローチから，その価

康・体力維持への志向が反映され，２０００年代以降にト

値の内実と変化を具体的に検証する。
２

レイルランナーが急増し（平野，２０１８）
，２０１４年の時

マウンテンバイカー・トレイルランナーをめぐる

点で約２０万人を数えるとされる（日本能率協会総合研

価値の内実（主体からのアプローチ）

究所，２０１４）
。日本での普及を主導してきたトレイル

一口に
「レクリエーション利用」
と括られる森林との

ランナー１６名に行った聞き取り結果（１６），及び日本能率

関わりも，
近年，
その内部では大きな変化が見られてい

協会総合研究所（２０１４）による意識調査からすると，

る。
すなわち，
これまでの登山・ハイキングやキャンプ

トレイルランナーが森林内を走る「望ましさ」は，
「ト

等に加えて，
森林内を
「走る」
マウンテンバイクとトレ

レイルを走る爽快感」
，
「ピークに立った際や大会等で

イルランニングに代表される新たな利用形態が登場・

長距離を走り切った達成感」
，
「景観や生態系等の自然

興隆してきた（平野，２０１６；２０１８）
。これらの新たな

の体感や思わぬ発見」
，
「適度な運動やアップダウンの

利用が，どのような人間主体の望ましさとその創生を

走行による健康・筋力維持」
，
「ともに走る仲間との交

反映しているのかを理解することは，森林をめぐる文

流」
，
「変化に富む路面を走る面白さ」
，
「体力・精神力

化的価値の内実を明らかにする上で不可欠である。

の限界への挑戦と克服」等に整理できる。

マウンテンバイクを楽しむ人間主体，すなわちマウ

これらの望ましさを森林に対する価値の表出に読み

ンテンバイカー（愛好者集団）は，マウンテンバイク

替えると，表―１のように整理できる。まず，その区

という自転車の登場と普及に歩調を合わせて世界各地

分が極めて多岐に渡っており，爽快感，達成感，自然

で増加し，その森林に対する価値を反映させてきた。

の体感，健康維持，仲間との交流といった他のレクリ

マウンテンバイクは，森林内を含めた野外の未舗装路

エーション利用にも共通しそうなものだけでなく，路

（以下，トレイルと表記）や傾斜地を走る自転車とし

面変化の面 白 さ（双 方）
，冒 険 心（マ ウ ン テ ン バ イ

て，１９７０年代のアメリカで体系化した。その後，１９８０

カー）
，筋力維持（トレイルランナー）
，限界への挑戦
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表― １
価値認識の主体

マウンテンバイカー

トレイルランナー

関連研究者
当事者
（所有者・管理者・愛好者）

認識される価値

森林をめぐる文化的価値の内実の多様性
価値の反映における特徴

価値認識の客体

創生の経緯

環境の経済評価

Kellert, S.

見田宗介

爽快感

森林空間・トレイル

自然的・支配的・
審美的価値

達成感

トレイル

支配的価値

快？

支配的・否定的価値

快

自然的・審美的・
科学的価値

快

冒険心

トレイル・急斜面

自然の体感

森林空間・景観・動植物

健康維持

トレイル

仲間との交流

トレイル・休憩地点・
同好者・ツアー

・マウンテンバイクの開発・体
系化と普及

自転車による走行

間接的利用価値・
オプション価値

・自然志向

快

支配的価値？

利

？

快・愛
快

路面変化の面白さ

トレイル

？

爽快感

森林空間・トレイル

快

達成感

トレイル・勾配

・世界的な大会（レース）
の増加
とアウトドア関連産業の後押し

自然的・支配的・
審美的価値
支配的価値

快？

自然の体感

森林空間・景観・動植物

・マラソン等のランニングブーム

自然的・審美的・
科学的価値

快

支配的価値？

利

？

快・愛

健康・筋力維持

トレイル・勾配

仲間との交流

トレイル・休憩地点・
同好者・大会

路面変化の面白さ

トレイル

限界への挑戦

森林空間・トレイル・勾配

足による走行
・自然志向

間接的利用価値・
オプション価値

・高齢化社会における健康・体
力維持の必要性

？

快

支配的価値

快？

学術的価値

景観

保存

遺産・存在価値？

科学的価値

正・利

継承的価値

林地（記念地・
発祥地・跡地）

保存

遺産・存在価値？

道徳的・人間的価値

正・利

訪問者

体感的価値

・世界的・国内的な遺産ブーム
・森林との関わりの希薄化や遺
路網（搬出関連）
構喪失への危機感
・日本森林学会「林業遺産選定
建造物
事業」の開始

地域住民・当事者

象徴的価値

道具・技術・資料

当事者・関連産業関係者

既存の価値区分との整合性

客体利用形態

経済的価値

林業遺産

直接的・間接的利用
活用（訪問者誘致）
価値・オプション価値

功利的価値

利

活用（訪問）

間接的利用価値・
オプション価値

自然的・審美的・
科学的価値

快

活用（外部公開・
訪問者との交流）

？

道徳的・人間的価値

正・利

（トレイルランナー）等，森林内の走破を目的とした

しさの体感）
，達成感は支配的価値（支配・克服）
，冒

これらの利用に特徴的な価値の存在も窺える。次に，

険心は支配的価値（冒険）
・否定的価値（脅威への対

これらの価値認識は，森林空間のみを客体としている

応）
，自 然 の 体 感 は 自 然 的 価 値（探 究・発 見・好 奇

のではなく，走る場所としてのトレイル（路面・行程）

心）
・審美的価値（美しさの体感）
・科学的価値（仕組

や傾斜地（急斜面・勾配）を主に対象としている。す

みや構造の理解）
，限界への挑戦は支配的価値（支配・

なわち，これらの主体が費用をかけてでも「赴きた

克服）に当てはまる。しかし，仲間との交流，路面変

い」
，
「守りたい」と思うのは，特定地域の自然や森林

化の面白さ，健康・筋力維持等は，自然の営みそのも

というより，その一部の構成要素やより具体的な属性

のではなく，同好者や交流の機会（大会・ツアー等）
，

であることが示唆される。また，自転車・足による

或いは人為的に整備されたトレイルの様態（路面・勾

「走行」が双方の具体的な利用形態である反面，その

配等）が主な価値の客体となっているため，Kellertの

価値が見出された経緯は，マウンテンバイクの開発・

区分では当てはまりが悪い。他方，見田（１９６６）の価

普及，世界的なトレイルランニング大会の開催やプロ

値（意識）の基本類型からすれば，即時的な自己の望

モーション，マラソン等のランニングブームといった

ましさの追求としての「快」が，爽快感，冒険心，自

固有の社会変化を反映した形となっている。

然の体感，路面変化の面白さ等を裏打ちする価値とし

マウンテンバイカーやトレイルランナーに認識され

て想定できよう。しかし，双方における達成感や，ト

ているこれらの価値は，既存の環境の経済評価におい

レイルランナーにおける限界への挑戦は，いずれも辛

ては，利用価値のうちの間接的利用価値・オプション

さを乗り越え長距離や勾配を走り切ったことで得られ

価値として，トラベルコスト法や仮想評価法 （CVM）

る望ましさであり，即時的な快を単純に当てはめるの

等を通じて一括して貨幣評価されるため，その多様な

は躊躇われる。また，健康や筋力の維持は，長期的な

内実は見えづらい。一方，Kellert（１９９６；１９９７）の自

時間軸での自己の充足の追求である利，仲間との交流

然に対する人間の価値区分からすれば，爽快感は自然

は，即時的な自己と他者（仲間）の充足が想定されて

的価値（発見）
・支配的価値（支配）
・審美的価値（美

いるため，快と愛の複合と考えることができよう。
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３

林業遺産をめぐる価値の内実（客体からのアプ

料といった個別具体的な客体の「保存」を志向するも

ローチ）

のとして，学術的価値と継承的価値が抽出できる。学

林業遺産は，人間と森林との精神的・歴史的な関わ

術的価値は，主に林業遺産を推薦・選定する関連研究

りを保存し，併せてその活用による事業発展や地域活

者に見られる場合が多く，個別の対象は，特徴的な関

性化を促すものとして，近年，日本において注目を集

わりの証左として，将来に渡って重要な知識，研究

（１７）

。すなわち，その保存と活用に価値を見出

テーマを提供すると同時に，より深く人間と森林との

された「客体」としての位置づけにある。この林業遺

関わりを探る上での共通の知的財産であるため，林業

産という客体の枠組みと，それをめぐる価値の創生の

遺産として保存されるのが望ましい，というものであ

直接的な契機は，２０１３年に森林関連の学術団体である

る。この点，酒井（２００９）に見られる生物多様性をめ

日本森林学会が，翌年の学会１００周年に合わせた新規

ぐる学術的価値の位置づけにも近く，また，Kellertの

事業として，
「林業遺産」選定事業を開始したことで

価値区分で言えば科学的価値（仕組みや構造の理解に

ある。この選定事業では，多様な人間と森林との関わ

基づく知的な成長）にほぼ相当する。一方，こうした

りに配慮して，林業景観，林業発祥地，林業記念地，

関連研究者における学術的価値は，環境の経済評価で

林業跡地，搬出関連，建造物，技術体系，道具類，資

は直接的に想定されておらず，含めるとすれば非利用

料群という９つの具体的な対象の分類を想定し，日本

価値としての遺産・存在価値の一部になると思われ

各地の関わりの歴史と独自性を示す対象を遺産認定す

る。また，見田の基本類型では，共通の知的財産，す

ることで，その学術的意義を将来にわたって記憶・記

なわち長期的な他者（社会）本位の充足の追求として

録し，所有者，管理者，当該地域住民，関連産業等に

の正，或いは，自らの研究テーマの長期的な確保とい

よる対象の活用を通じた事業発展や地域活性化を後押

う意味での利が当てはまる。

めている

しすることを目的とした（平野，２０１４）
。２０１３〜１７年

継承的価値は，対象と関わることで生まれてきた所

度にかけて，全国各地で計３１件が林業遺産に選定され

有者，管理者，愛好者等の当事者の誇りや愛着を体現

ている（１８）。しかし，この選定事業の開始を促したより

するものである。それらの誇りや愛着を踏まえて，何

大きな背景としては，第一に，国内外での世界遺産へ

とか対象との関わりを保存し，次世代にまで継承して

の注目拡大等を反映して，世界農業遺産（２００２年〜：

いきたいとする思いが，数多くの林業遺産の推薦理由

FAO）
，近代化産業遺産（２００７年〜：経済産業省）
，日

に表れている。また，有名林業地等に関しては，こう

本遺産（２０１５年〜：文化庁）
，日本農業遺産（２０１７年

した価値認識が地域レベルにまで拡張され，地域社会

〜：農林水産省）等，２０００年代以降，近接領域での各

で継承すべきシンボルとして林業遺産が捉えられる事

種の遺産認定制度が発足し，遺産ブームとも呼ぶべき

例もみられた。この継承的価値は，Kellertの価値区分

状況が演出されていたことが挙げられる。第二には，

では，道徳的価値（帰属感・安心感）
・人間的価値（触

林業の衰退や山村の過疎・高齢化を受けて，日本各地

れ合いを通じた愛着）への当てはまりが良い。一方，

で森林との精神的・歴史的な関わりを体現する景観，

学術的価値と同様，環境の経済評価では遺産・存在価

知識，技術，遺構等が失われつつあることに，それら

値として一括され，見田の基本類型では他者（次世

を受け継いできた当事者や，学術研究の対象とみなす

代・地域）と自己の長期的な充足の追求としての正・

研究者の危機感が募っていたことである。すなわち，

利が当てはまるように思われる。

国内外で社会的に価値づけられた「遺産」という象徴

次に，
客体としての遺産の
「活用」
を志向するものと

に，日本各地の人間と森林との精神的・歴史的な関わ

しては，
経済的価値，
体感的価値，
象徴的価値を確認で

りの保存が託されるという構図でもあった。

きる。
経済的価値は，
林業遺産の選定と活用を通じた，

この林業遺産という客体に，どのような人間主体の

訪問客の増加や生産・展示等の事業発展で得られる，

価値が期待値として付与されているかは，林業遺産選

所有者，
管理者，
関連産業関係者の収益増への期待であ

定事業における各遺産の推薦・選定理由を検証するこ

る。
環境の経済評価では，
物質生産に関しては直接的利

とで窺い知ることができる。この観点から，２０１３〜

用価値，観光・訪問に関しては間接的利用価値やそれ

２０１６年度にかけての計２３件の推薦・選定理由を検証し

らの将来的なオプション価値として，その金銭的収益

た結果，大きく５つの価値を抽出・区分することがで

をベースに比較的容易に評価されよう。
また，
Kellertに

（１９）
きた（表―１）
。

おける功利的価値
（実用的利益の追求）
，
見田における
利の追求としても，
それぞれ明確化することができる。

まず，景観，林地，路網，建造物，道具・技術・資
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する方向性を持つ。

一方，林業遺産の推薦理由には，より多くの外部の
人間に訪れてもらい，歴史的・精神的な関わりを体感

マウンテンバイカーやトレイルランナーの多様な価

して楽しんでもらいたいという，訪問者の体感的価値

値，
および林業遺産に付与される各主体の価値は，
森林

が部分的に反映されている。当事者の経済的価値と

の多面的機能や生態系サービスと無批判に同一視し，

セットで語られる場合が多いが，体感的価値は訪問者

固定的な区分で価値を捉え評価する限りにおいて，
意

に認識されるもので，訪問を通じた景観の享受，発見

思決定へと正確に反映される可能性は低い。
これらを

や知識の獲得等が具体的な便益として想定される。こ

詳らかにし，より公平かつ効果的な利害調整や政策形

れらは，Kellertの価値区分では，自然的価値（探究・

成を目指すにあたっては，人間主体と客体との多様な

発見・好奇心）
・審美的価値（美しさの体感）
・科学的

関係性を踏まえた詳細な聞き取り調査や，その歴史性

価値（仕組みや構造の理解）に当てはまる。見田の基

を明らかにするにあたっての生活史記述等の質的な手

本類型では，即時的な自己の充足である快に相当し，

法が，
大いに活用されるべきである。翻せば，
そこで価

環境の経済評価では間接的利用価値・オプション価値

値という概念軸を置くことが，これらの質的調査研究

の枠内に位置づけられる。

を，個別の人間と森林との関わりの事例紹介から，比
較検証等を通じた理論的昇華へと導くことにもなる。

最後に，地域活性化に向けての活用の意義として，
広く期待されているのが，林業遺産への選定を通じて

また，
本稿で提示したマウンテンバイカーやトレイル

対象の知名度が高まり，訪問者が増えれば，これまで

ランナーの爽快感，
達成感，
冒険心といった価値認識に

に地域住民や所有者，管理者においても十分に認識さ

は，心理学等における意識調査や経済評価は勿論のこ

れていなかった魅力や，その歴史的な意義が再発見さ

と，
生理学における脳波の測定等を通じて，
より科学的

れ，地域的な誇りや活力向上に結びつくというもので

に接近することも可能であろう。
健康や筋力の維持も

ある。この象徴的価値は，保存を志向する継承的価値

体育科学の観点から，仲間との関わりも社会学におけ

と強い相関関係にあると思われるが，外部公開や訪問

るネットワーク分析等を活用して，それぞれ実証でき

者との交流等の活用を前提とし，その結果として，当

る可能性もある。
また，
前章で試みたように，個別の人

事者のみならず地域住民にも認識されるとみなされる

間主体の価値認識を導出するにあたって，既存の様々

点で異なる。この地域活性化に向けての魅力の再発見

な価値区分から横断的に検証することも，
価値の単純

や活力の向上といった価値・便益は，継承的価値と同

化や見落としを避け，
それぞれの価値の特徴を浮き彫

じくKellertにおいては道徳的・人間的価値，見田にお

りにする上で有効であるように思われる。
森林をめぐ

いては正・利で捉えられようが，環境の経済評価にお

る価値研究は，
かように本質的な領域横断性を持つ。
森林をめぐる人間社会の動きを，
「価値」を要に深

いては殆ど想定されておらず，現状での貨幣評価も極

めていくアプローチは，実に多くの可能性を提供して

めて難しいように思われる。

いるように見える。例えば，林政，経理，風致，造
園，造林，生態，保護，防災，土壌，利用，木材，育

Ⅳ おわりに

種といった森林をめぐる各研究領域で，これまでに価

以上に見られる通り，各種の「文化的価値」という

値がどのように捉えられていたか，どのような価値が

枠組みに入れ込まれた，個別の人間主体が森林に対し

分析の対象とされてきたのかを見返してみるのも面白

て認識している価値は，極めて多岐に渡っている。そ

い。或いは，森林に付与されてきた価値は，一般社会

して，その具体的な創生は，世界的に広まった技術や

における他の利用行為を裏付けない何か，例えば，世

知見，生活志向の変化，遺産の象徴化といった社会変

代を超えて木や森を育てていくという長期的な時間軸

化を反映して，絶えまなく起こっていると見ることが

や，他の価値や利用との棲み分けを導く寛容さを，そ

できる。その中では，自然の事物としての森林から，

の個別の内実に含んでいるのではないか。これらを踏

人為的な改変の結果としてのトレイルや関わる行為自

まえて，森林への価値認識から自然との関わりの持続

体，或いは遺産認定という制度自体へと，価値が派生

性や効率性を問いなおす試みも，森林研究からの諸科

していく展開も見て取れる。森林をめぐる価値研究

学全般への重要な貢献となるように思われる。すなわ

は，この実際の人間主体と森林（客体）の相互関係と

ち，直接的な価値概念への接近を通じて，森林のみな

変化という創生の次元から，共通する森林の文化的な

らず自然をめぐる利用や意思決定を，より持続的・効

望ましさを抽出していくことで，文化的価値を再構築

率的かつ公平な形へと導くという，林学の新たな役割
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研究は，真の価値との関係に着目する点で特徴的」と

と意義が拓かれるのではないだろうか。

いう指摘に見られる通り，自然・環境・森林をめぐる
使用価値の内実に積極的に切り込む試みと捉えられる。
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る客体の性能として客体説の立場を取った（見田，

（Value）を，人間主体の認識に基づき利害主張のベー

１９６６）。また，主体側の志向を「価値観」と表現する研

スになるものと捉えている。森林をめぐる研究領域や

究も，各領域で見られている。しかし，同じく社会学
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者の富永健一はこれに反論し，価値はあくまでも人間
の主観的内面にあると捉えるべきとした（森岡ら，
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は２３件であり，全６６５例の僅か３％である。また，Costanza
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も考慮しなければならないが，英語での価値はValue
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めぐる主体・客体側の要因を含めて使用されるケース
が多い。この点も，本稿で価値の意味を，その主客に
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