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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

森林景観の保全における文化的景観概念の役割
奥

敬一＊，†

＊

富山大学芸術文化学部

Roles of Cultural Landscape Concept for Conservation of Forest Landscape in Japan
OKU Hirokazu＊，†
Faculty of Art and Design, University of Toyama, Takaoka, Japan

＊

森林景観の取り扱いは，常に安定した政策の上で進められてきたわけではない。時代の要請や都合，他分野からの注目
によって受動的に扱われてきた面も強い。本稿では，近代以降の森林景観保全の動向を整理しながら，とくに「文化的
景観」という概念がこれからの森林景観の保全と創造にどのような役割を果たすのかを議論することを目的とした。２００５
年の景観法施行によって，景観保全の基本的な考え方は，保全意志のある地域に適切な権限を与えることで地域特性に
あったルールで運用する仕組みに変化した。そして，文化財保護法改正によって景観法とセットで登場した文化的景観
概念によって，従来の法制度の主流であった「凍結型保存」に対して，生業や風土からなる「システム」自体の維持，
継承に重きを置く「動態的保存」を図る仕組みが整った。森林・林業を中心に据えた重要文化的景観は，２０１８年に選定
された「智頭の林業景観」が最初であり，森林・林業と文化的景観概念の関係は始まったばかりの段階にある。景観の
本質的価値を読み解くことで，継承すべき生業や地域づくりの軸を作り出すという，文化的景観概念の本来の使い方を
探っていく必要がある。
キーワード：風致，地域らしさ，文化的景観，景観法，文化財保護法
The management of forest landscape has not always been promoted based on a stable policy．This paper aims to discuss the role
of the concept of Cultural Landscape in the conservation and creation of future forest landscapes，while reviewing the history
of forest landscape management in the modern era．With the establishment of the Landscape Act in ２００５，the idea of landscape
conservation changed to a system operating on rules that matched regional characteristics and gave appropriate authority to organizations with conservation will．Using the concept of Cultural Landscape， which appeared in the Act on Protection of Cultural
Properties a dynamic conservation mechanism was developed focusing on maintaining the livelihood system in contrast to frozen preservation， which was the mainstream policy thus far．The first important cultural landscape focused on forest and forestry
was the Forestry Landscape on Chizu Town designated in ２０１８．The relationship between forestry and cultural landscape is
still in its infancy．The true use of the concept of cultural landscape lies in creating an axis of livelihood and community making，
which should be followed by reading the essential value of the landscape．
Key words: scenic beauty，regionality，cultural landscape，landscape act，act on protection of cultural properties

の維持と形成は近代的な林政の中でも早くから重要性

Ⅰ はじめに

が認められてきた機能の１つである。学術的にはドイ

森林に求められる役割の１つに「景観を形成する機

ツ留学経験者やその門弟たちによって著された「森林

能」があり，国土の美観の維持や，観光資源としての

美 学」
（新 島・村 山，１９１８）や「森 林 風 景 計 畫」
（田

価値向上に貢献しているという点については，異論は

村，１９２９）などの学術書を嚆矢として，景観形成のた

出ないだろう。１８７６（明治９）年の官林調査仮条例に

めに森林の取り扱いをどのようにすべきかという議論

おいて社寺上地林のうち名所旧跡など風致的に重要な

が展開してきた。

場所が禁伐とされて以来，１８９７（明治３０）年の旧森林

しかし森林景観の取り扱いは，常に安定した方針や

法でも風致保安林が設定されるなど，森林による景観

政策的基盤の上に進められてきたわけではない。どち
らかといえば，その時々の社会的要請や都合，他分野
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からの注目に左右される形で，積極的にというよりは
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受動的に扱われてきたという方が正しいように思われ

一方で１９世紀末頃にドイツ留学で林学を学んだ学者

る。しかも，必ずしも森林・林業政策がその中心に

たちが，当時の森林美学に関する議論を日本に持ち帰

あったわけでもない。むしろ，環境行政や都市行政が

り，国内で紹介するようになった。一般的に「森林美

主導した場面が少なくなかったのが実状であった。現

学」として括られるためザーリッシュの「森林美学」

在も，事実上森林景観に対する操作の是非が公的に扱

（ザーリッシュ，２０１８［日本語訳］
）が原点のようにと

われる場面の大半は自然公園であろう。しかし，そこ

られがちであるが，秋林（２０１０）が日本への森林美学

にも森林景観を扱うための確固とした技術的処置法や

の導入について整理した通り，実際にはドイツの多様

哲学があるわけではない。基本的にはゾーニングで示

な論者による森林美学がそれぞれの留学者の視点や日

されたルールに従って伐採できるかできないか，でき

本の実情にあわせた解釈によって伝わっているという

るとすれば蓄積の何割以内に収めるかといった議論に

見方が正しいといえる。いずれにしても森林美学はい

終始してしまう。

くつかの異なる流れに分流していくこととなる。この

そこへ近年，少し異なる角度から光が当てられるよ

うちザーリッシュが実際に追い求めたような施業林の

うになってきている。それが「文化的景観」という考

美を目指す方向は，国内で現実的な事例報告が得られ

え方である。その中心となっているのは文化財行政で

なかったことにより十分な展開をみなかったとされる

はあるが，国際的な動向も踏まえた森林景観の新たな

（清水ら，２００６）
。同時期に施業林ではなく天然林を対

評価軸や計画の方向性がそこには内包されている。

象に積極的な風致の向上を図った例として京都の嵐山

本稿の目的は，文化的景観概念によって，これから

国有林がある。社寺上地以降の禁伐措置によって，伝

の森林景観の保全と創造にどのような変化がもたらさ

統的に嵐山を彩っていたアカマツやヤマザクラなどの

れるのかを議論することである。そのため，まず国内

風致樹が衰退していた状況を改善すべく，禁伐による

の森林景観保全の歴史的な経緯について近代以降の動

現状維持ではなく陽樹が育ちやすい環境を作り出すこ

向を整理する。そして，景観法以降の景観保全の新た

とで林相を改良する長期的な計画として，１９３１（昭和

な考え方と文化的景観保全との関係について概括した

６）年に「嵐山風致林施業計畫」が立てられた（大阪

上で，文化的景観概念による森林景観保全の事例をい

営林局，１９３３）
。しかし１９３４（昭和９）年に発生した

くつか概観し，今後の方向性について示したい。

室戸台風による被害からの復旧が優先されたことや，
戦争による局面の変化によって，この計画の実行は継
続せず，またほかに続く地域も現れなかった。

Ⅱ 風致の系譜 森林景観はどのように扱わ
れてきたか

他方当時の政府が国立公園などの設置を目指す中
で，国民が享受する森林のレクリエーション的価値の

日本の林政，林学では，戦前から「風致」という言

向上に主眼を置いた新島・村山や田村の議論は，国立

葉で好ましい森林景観を保全し作り出す操作を指向し

公園の実現もあってこれ以降も自然な形で残っていく

てきた。明治維新直後に名所旧跡や社寺の背景となっ

ことになる（秋林，２０１０）
。高度成長期にレクリエー

ていた森林を美観維持のために禁伐としたところから

ションの機会のより一層の増大が求められるようにな

風致の系譜は始まっている。この考え方はそのまま

り（岡崎，１９７０；仰木，１９７８）
，国有林に自然休養林

１８９７（明治３０）年の旧森林法に引き継がれ，
「風致保

が開設されていく流れも大きく見ればこの延長上にあ

安林」として原則禁伐の取り扱いを受けることになっ

るといえる。
戦後日本が高度経済成長を遂げていく中で，森林景

た。また国有林内については１９１５（大正４）年に保護
林制度が発足するがその際に「風致保護林」も設定さ

観に関しては２つ新たな動きが起きることになる。１

れ原則禁伐の取り扱いとなった。その後風致保護林は

つは１９６０年代後半以降，北米の研究者を中心に様々な

１９８９（平成元）年の「保護林の再編・拡充」を機にそ

心理的測定手法が開発され，計算機の発達もあって景

の名称が消え，多くがレクリエーションの森制度など

観評価実験が簡単に実施できるようになったことで，

に移されることになったが，風致保安林は現在もその

国内でも計量心理モデルを用いて森林の好ましさを測

役割を果たしている。しかし当初の保全概念からの変

定するという研究が盛んになっていく。北米ではSBE

化がないことから積極的な林相改良などを行う余地は

法（１）による人工林や広葉樹天然林の景観評価が盛んに

なく，森林景観に関わる施策や事業として前面に出て

行われ，樹種や密度，林内環境などと好ましさとの関

くる機会はほとんどないのが現実である。

係が明らかにされていった（Daniel and Boster １９７６）
。
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日本ではSD法（２）に代表される森林景観のイメージ評

世紀の末に入り，バブル崩壊後の日本の景観からこれ

価が主流となった（奥・田中，１９９９）
。しかし施業林

まで当たり前にあったはずの地域らしさが失われて

や天然林の景観を直接コントロールする試みに充分な

いっていることに多くの人々が気づいたことで，景観

実例が伴わなかったことや，林業セクターの体力低下

の中での地域らしさの発揮というテーマが新たに浮上

によってそもそも景観的な施業を適用する場がなくな

してくる。実は景観の地域らしさというテーマに関し

り，研 究 だ け が 残 っ て い く 形 に な る（奥・深 町，

ては，１９１０年代に「郷土風景論」という形で都市近郊

２００７）
。もう一方は国有林を中心に行われた風致施業

の農村地域における景観保全についての議論が一度起

であり，拡大造林が進む中で広大な伐採面への批判に

きている。しかしこの時には十分議論が深まる間もな

対する対処療法的に展開していったものである。この

く戦争に突入してしまっている（赤坂，２００５）
。

流れの中で，帯状伐採や等高線伐採など伐採面の見え

「地域森林景観試論」のなかで下村（１９９９）は，地

方をいかに小さくするかに主眼がおかれた風致施業が

域森林景観とは「地域個性あるいは地域景観としての

提案されていった。風致施業の技術的探求は，格子縞

特徴がどこにあるのか，そしてそれが地域における

状の伐採（片岡，１９７４など）のように必ずしも景観の

人々と森林との関わりとどのように関係しているのか

公共性を理解した結果とは思えないような施業手法の

を明らかにすることに重点が置かれるアプローチ」に

提案も生み出していったが，実際に現場で応用される

よるものだとしている。この時点ではまだ地域の環境

ことはあまりないまま，やがて林業の生産活動が停滞

史や生態史までの言及はないが，人と自然の歴史的な

していくに伴って忘れられていった。

関わり方にこそ価値があるのではないかという見方
は，このすぐ後に来る文化的景観概念に容易に接続す

このような状況への反省から，堀ら（１９９７）はフォ

るものであった。

レストスケープという概念を通して，森林に対する直
接的な作為の技術として森林景観の操作を捉えるので

以上の流れを図―１に模式的に示した。風致も森林

はなく，森林と人間との間の位置関係を整える技術と

美学も決して単系統ではないが，限られた価値の軸を

して考えることを提唱した。ただこれも視覚的な演出

取り巻くように生き残ってきた状況の中で，地域性・

という意味では田村以来の景観体験向上のための議論

地域らしさという新たな価値軸が加わってきたのである。

と同じ流れにはある。
ここまでの議論では森林景観の価値はあくまで直接
知覚できる視覚的な部分に限られていた。ところが２０

図― １

森林景観の価値づけと時代ごとの反応
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の特性にあわせた「管理運営計画」を策定することが

Ⅲ 景観法以降の景観保全制度のトレンド

できるようになるなど，地方分権の流れの中で，類似
したシステムは現れ始めている。

２００５（平成１７）年に「景観法」が施行されたことに
よって，景観保全に対する基本的な考え方は大きく変

しかし一方で，法の施行から十数年が経って振り返

化した。森林の文化的景観を議論する際に，景観法が

る時，景観法そのものの運用が当初の理想通りには行

直接前面に出てくることは多くないが，文化的景観概

われていないのではないかという危惧もまた存在す

念を理解する際の背景としては極めて重要な位置付け

る。例えば佐々木（２０１４）は，景観法施行から１０年後

にあるので，ここで簡単に紹介しておきたい。

の時点を振り返りつつ，景観法の運用が結局のところ

景観法第二条の基本理念の中で，新たな考え方の根

明らかに景観の阻害要因となる建築物の色彩や高さの

幹部分が記載されているが，その重要なポイントは以

規制に矮小化されてしまっているのではないかという

下の３点に要約される（舟引，２０１４）
。

批判を紹介するとともに，行政が景観づくりの中で属

（１）良好な景観を国民共通の資産ととらえ，その整

人的な判断に頼らずに運用できるシステムを目指すこ

備・保全のためには財産権への適正な制限を加えるこ

とが，景観には場所ごとの多様な判断があり得るとい

とが可能であるとしたこと。これによって自治体の自

う可能性をもたせた法の趣旨と逆行しているのではな

主的な景観規制に法的な根拠を与えることとなった。

いかという問いを投げかけている。

（２）良好な景観は地域の固有性と密接に関係するた

もう一点記述しておかなければならないこととし

め，地域住民の意向に基づいて形成すべきものとした

て，景観法が活用される地域は都市や住宅地が中心の

こと。すなわち，国が良好な景観の定義や規制のルー

ように思われがちであるが，同法は市街地に限らず農

ルを決めるのではなく，地方分権と住民参加に則って

村や自然景観に対しても適用可能であることも，見逃

地域社会が独自に重要な景観とは何かを定め，その特

してはならないポイントである。実際に都市計画区域

性に応じたルールを決められるような仕組みとした。

外を対象とした景観計画区域を策定する自治体もかな

（３）良好な景観の形成には，保全だけでなく新たな

りの数にのぼっている（小浦，２０１３）
。当然，森林も

景観の創出を含むとしたこと。つまり，既存のすぐれ

その対象に含まれており，後段で紹介する重要文化的

た景観の保護だけでなく，新たな地域づくりにおいて

景観の事例においては，この部分が重要になる。

も景観法を適用した取り組みが可能となった。これま
での景観保全制度が基本的にはすでに優れていると評

Ⅳ 文化的景観概念の展開

価された景観を指定することが前提であったのに対
し，将来に向けて優れた景観を持つ地域を作り上げよ

１

うとする取り組みにも，法的規制を行う根拠が付与さ

ユネスコ世界遺産における文化的景観
そして景観法の施行にあわせて，もう１つ新たな景

れたのである。

観保全の枠組みとして「文化的景観」という考え方が

「景観法」以前の景観保全に関わる法制度の多くは，

加わった。文化的景観という用語や概念自体は決して

原則的に国が定めた全国一律の基準で一律の規制をか

古いものではない。地理学の分野では２０世紀初頭から

けることに主眼が置かれていた。またそれは優品主義

「Natural landscape」
（自然景観）との対比で「Cultural

的あるいは重点保護主義的と呼ばれるように，特別に

landscape」が使われ，その訳語として「文化景観」あ

優れている，重要であることを国などがオーソライズ

るいは「文化的景観」が当てられてきた。近年，文化

した景観が保全の対象となることが前提であった（亘

的景観概念が見直されるようになった契機としては，

理，２００５）
。
「自然公園法」はまさにその代表であり，

ユネスコが「世界遺産条約履行のための作業指針」

特別地域などの地種区分に応じた土地利用規制が直接

（１９９２年）の中で文化的 景 観（Cultural Landscape）を

条文に書き込まれるスタイルとなっている。それが景

再定義し，さらに「世界遺産一覧表における不均衡の

観法の登場によって，いわばやる気のある地域や組織

是正及び代表性・信頼性の確保のためのグローバルス

に，適切な権限・権能を与え，自主的に地域の景観を

トラテジー」
（１９９６年）を公表することによって，文

守りあるいは作り出すためのルールを策定することを

化的景観の積極的な採用を促し，それまでの世界文化

促す仕組みが現れたといえる。近年では国立公園にお

遺産の性格や地域的な偏りを是正しようとしたことが

いても，協働型管理が求められるようになったこと

大きい。

で，地域が連携して設置する協議会によって地域ごと

「世界遺産条約履行のための作業指針」では，以下
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のように文化的景観が定義されている（３）。

対象とする国内の文化的景観という意味では，
（ⅱ）
の「継続している景観」がもっとも関連性の高いカテ
ゴリーとなる。

・自然と人間の共同作業によって生み出された作品

そしてこの「継続している景観」というカテゴリー

である。
・人間を取り巻く自然環境からの制約や恩恵又は継

から１９９５
（平成７）年に「フィリピン・コルディリェー

続する内外の社会的，経済的及び文化的な営みの

ラの棚田群」がアジアの稲作農業を代表する文化的景

影響の下に，時間を超えて築かれた人間の社会と

観として世界遺産に指定された。続いてヨーロッパの

居住の進化の例証である。

ワイン産地のブドウ畑や中南米のコーヒー園などのよ

・文化的景観は以下に示す３つのカテゴリーに分類

うに，農業が作り出した文化的景観も世界遺産に登録
されるようになっていった。

される。
（ⅰ）
「人間の意志により設計され，創出された景観」
このカテゴリーには審美的な動機によって造営さ

２

れる庭園や公園が含まれ，それらは宗教的その他記

文化財保護法改正による「文化的景観」の誕生
こうした世界遺産の動向を背景として，文化庁文化

念的建築物やその複合体に（すべてではないが）し

財部記念物課は２０００（平成１２）年度から２００３（平成１５）

ばしば附属する。

年度にかけて「農林水産業に関連する文化的景観の保

（ⅱ）
「有機的に進化してきた景観」 これは端緒と

護に関する調査研究」を実施した。この調査報告書は

なる社会的，経済的，行政的，あるいは，宗教的な

同名のタイトルで一般にも刊行されている（文化庁文

規範から生じるもので，その自然環境との関係に

化財部記念物課，２００５）
。この報告書に掲載された森

よって，また，その自然環境への反応として，現在

林・林業の文化的景観については後述したい。

の姿に発展してきたものである。このたぐいの景観

この調査の後，２００４（平成１６）年に文化財保護法が

は，形態や構成要素の特徴に発展のプロセスを反映

改正され，上記調査研究を踏まえた農林水産業に関連

している。これらはさらに２つの小カテゴリーに分

する文化的景観を含む新たな文化財ジャンルとして
「文化的景観」が登場することとなった。そして翌２００５

類される。
―「残存している（あるいは化石化した）景観」

（平成１７）年に景観法とセットになる形で改正文化財

進化のプロセスが過去のある時期に，突然または時

保護法が施行されている。

代を超えて終始している景観といえる。その重要な

改正文化財保護法の第二条は「文化財の定義」を示

固有の特徴は，終始した進化のプロセスを，現在に

す条文であるが，その第一項第五号において，文化財

おいても物質的な形状に見ることができることである。

としての「文化的景観」
は次のように定義されている。

―「継続している景観」伝統的な生活様式と密接
に結びつき，現代社会において活発な社会的役割を

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風

維持し，進化のプロセスがいまなお進行中の景観と

土により形成された景観地で，我が国民の生活又は生

いえる。また，それは同時に，時間を越えて進化し

業の理解のため欠くことのできないもの

てきた重要な有形の証拠でもある。
（ⅲ）
「関連する文化的景観」 自然的要素との強力

そして，都道府県または市町村の申し出により，景

な宗教的，審美的又は文化的な関連によって，その

観法に定められた景観計画区域または景観地区内にあ

正当性を認められるものである。

る文化的景観で，省令で定める基準に照らして当該自
治体がその保存のため必要な措置を講じているものの

日本の場合，上記のユネスコによる文化的景観の定

うち特に重要なものを「重要文化的景観」に選定でき

義に示された３つのカテゴリーのうち，
（ⅰ）は史跡

ることになった（文化財保護法，第百三十四条第一

や名勝として保存措置がとられることが一般的であ

項）
。その選定基準（平成１７年文部科学省告示第４６号）

る。また，
（ⅱ）
「残存している（あるいは化石化した）

は以下のように示されている。

景観」
も史跡や有形文化財として扱われることが多い。
（ⅲ）は信仰・宗教上の聖地や風景画など芸術の創造

重要文化的景観選定基準

に関わってきた景観を含んでおり，直接的な人為改変

一 地域における人々の生活又は生業及び当該地域

を伴う景観はあまり想定されていない。本稿で議論の

の風土により形成された次に掲げる景観地のうち我
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が国民の基盤的生活又は生業の特色を示すもので典

３

型的なもの又は独特のもの

画期としての「文化的景観」
このように，景観法とセットで登場した「文化的景

（１）水田・畑地などの農耕に関する景観地

観」には，これまでの文化財保護や景観保護とは一線

（２）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地

を画する考え方が含まれている。
従来，有形文化財や記念物などの文化財は，原則と

（３）用材林・防災林などの森林の利用に関する

して現状変更に強い制限がかかっていた。１９７５（昭和

景観地
（４）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関す

５０）年の文化財保護法改正で設けられた「伝統的建造

る景観地

物群保存地区」では，歴史的集落や町並み保存のため

（５）ため池・水路・港などの水の利用に関する

の制度として，外観はこれまで同様現状維持を図る
が，内装についてはかなり自由度の高い改修が可能と

景観地

なるファサード保存の考え方が取り入れられた。しか

（６）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に

しこれらはいずれも価値が認められた部分に関しては

関する景観地
（７）道・広場などの流通・往来に関する景観地

現状を維持するという意味で，
「凍結型の保存」とし

（８）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

て括られる性格を持っている。自然公園も基本的には

二 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち

この凍結型の括りに入れることができる（４）。それに対

我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもの

して文化的景観は，生活・生業・風土からなる「シス

で典型的なもの又は独特なもの

テム」によって景観が表出しているという考え方をと
るため，単純な外観の保存よりもそのシステム自体の

また「その保存のため必要な措置」としては，選定

維持，継承に重きが置かれている。したがって，現状

申し出の範囲に対して「文化的景観保存計画」を策定

の固定ではなく，
「動態的な保存」を図ることが重要

することと，そのために必要な保護措置を，景観法，

になってくる。実際に，重要文化的景観に指定された

文化財保護法，都市計画法，自然公園法などの法律や

範囲内は，必ずしも歴史性のある建物や構造物だけで

条例によって定めておくことが求められている。つま

統一されているわけではない。むしろ近現代に登場し

り，保護措置はあらかじめ講じられている必要がある

たものであっても，そのシステムの維持に必要な要素

が，その基準やルールは保護対象の特性にあわせて，

であると評価できれば，積極的に文化的景観の構成要

地域の側である程度選択できる仕組みになっている。

素として保存のための措置をとることも行われてい

さらにもう一点，その景観地が「国民の生活又は生

る。文化財としての価値を損ねない範囲で，現代社会

業の理解のため欠くことのできない」重要性を持って

に適応するための変化も許容されていることは，従来

いることを証明するために不可欠なプロセスがある。

の多くの保護施策と異なる特徴だといえる。

それは当該自治体が文化的景観の構成要素や範囲を確

ただし，こうした優品主義とは異なる評価基準のも

定するための「保存調査報告書」を作成し，その中で

とでは，景観形成の基準は様式ごとの意匠や単純な数

その景観の「本質的価値」を記載しなければならない

値的基準だけで定められる性質のものではなくなる。

ということである。文化的景観を構成する個別の要素

つまり，生業やシステム自体も社会の状況に対応し進

や，生業が継承されてきた歴史的過程などを包括する

化していく中で，どのような景観変化であれば許容で

「本質的価値」を見出し，地域の共通認識とするプロ

きるのか，そしてどの部分を変えずに守るべきなの

セスにこそ，その後の保全や地域づくりを進めていく

か，その時々に個別の判断を行うことも求められてく

上での重要な機能が存在している。

る。Ⅲ章において，景観法の理念が矮小化することへ

なお自治体の中で文化的景観を担当する部署は，教

の佐々木（２０１４）の懸念を示したが，文化的景観概念

育委員会の文化財担当になることが多い。ただし，景

による景観保全とは，景観改変に対する機械的な判断

観法との連携が必要なことや，後述するように地域づ

をあえて拒み，本質的価値を継承できる景観保全や創

くりに密接に関わる場合があり得ることから，建築・

造とは何かを不断に検討することを要請する仕組みと

土木・都市計画などのまちづくり系部署や観光関係部

も捉えられる。それは文化的景観保全の難しさでもあ

署との連携，あるいは主導で事業を進める自治体も少

るが，地域が景観に向き合い続ける契機を作り出すと

なくない。

いう面白さでもある。

- 44 -

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｆ 2019.03.12 09.20.28 Page 97

Journal of Forest Economics Vol.65 No.1 (2019)
で対応することができた。文化的価値からの評価を行

Ⅴ 文化的景観としての森林・林業景観の現
在地
１

うのであればそれに加えて，少なくとも歴史的な時間
軸や，人々の活動の履歴の分析をおこない，地域社会
が景観に与え，景観から読み取ってきた意味を重ねる

文化的景観と森林・林業

作業が求められてくる。

文化財保護法による「文化的景観」
の登場以前から，
森林が含まれる景観を人と自然の関係に基づく文化的

文化的景観として環境を捉える見方は，そうした作

な景 観 と し て と ら え る 動 き は す で に 存 在 し た（守

業を積み重ねるための１つのモデルを提供する。
「本

山，１９８８；小椋，１９９２，２０１２；大住・深町，２００１；大

質的価値」を見出すという作業を通して，この景観の

住ら，２００５など）
。里山への注目によって，人間社会

価値はいったい何なのか？，地域社会にとってどのよ

による継続的な自然への働きかけの歴史が，現代の農

うな意味があるのか？，どのような自然基盤や歴史的

村生態系や快適性を生み出す空間の形成に大きく影響

背景，人の働きかけに由来しているのか？，といった

してきたことも明らかになってきた。地域の生業や生

ことをていねいに問い，読み解く過程が必要とされ

活文化が森林を含む景観や生態系を維持する駆動力と

る。奈良文化財研究所景観研究室が中心となって編集

なってきたこと，そしてその価値を維持するためには

した「地域のみかた 文化的景観学のすすめ」
（文化

駆動力である生業・生活文化自体を現代的な形で継承

的景観学検討会編，２０１６）は，重要文化的景観の選定

しなければならないことは，１９９０年代から２０００年代を

プロセスに限らず，文化的景観という視点で地域を読

通して里山研究の側からも様々な形で示されてきた

み解こうとする際に求められる上述のような考え方を

（奥，２０１０）
。さらにそこから発見されたのは地域環境

解説している。森林・林業景観に特化したアプローチ

史の固有性であり，それに伴う地域景観の多様性で

で記述されているわけではないが，現在の文化的景観

あった（深町・奥，２０１１）
。ある程度普遍的な林業技

の捉え方に関していえば，１つの到達点となっている。

術や森林資源利用の原則のようなものはあるとして
も，実際に地域の生業として動いていた仕組みは地域

２ 「農林水産業に関連する文化的景観の保護に関す

や時代によってそれぞれディテールが異なっている。

る調査研究」にみる森林・林業景観

したがって，特殊な林業地だけでなく，より一般的な

先述した通り，文化財保護法改正に先立ってまとめ

関係をつないできた森林と社会，たとえば都市近郊の

られたこの報告書では，すでにいくつかの森林・林業

里山林のような環境においても，地域の生業として動

の文化的景観が紹介されている。２次調査の対象とし

いていた仕組みという視点から見直すことで，固有性

て報告書に掲載された５０２件のうち，
「森林景観」とい

や独自性を持った文化的な価値として再評価できる可

う分野で区分された地域の件数は，森林景観単独で２７

能性が生まれてきたのである。言い方を変えると，生

件，複合景観として他の分野の景観も含む形であげら

業という面から見れば，普遍的に優れた技術として全

れたものが６件であった（屋敷林など個別の宅地に属

国に波及したものだけが評価されるのではなく，地域

する樹林地の景観は除く）
。スギやヒバなどの用材生

内での自然条件や経済条件への適応という視点からみ

産林のほか，防災目的の海岸林，鉄道林や，ハゼノ

たローカルな生業技術に対しても評価が可能となった

キ，シイタケホダ木生産といった特用林産物に関わる

ということである。視覚的な景観という面から見れ

景観があげられていた。この中にはさらに重要地域と

ば，普遍的な美的価値としての評価だけではなく，地

して解説が付されたものが１３件あり，そこには後述す

域性にもとづいた文化的固有性としての評価が可能に

る「智頭林業」が含まれるほか，
「北山林業」につい

なってきたということでもある。

ては重要文化的景観のテストケースのような形でとく

このような評価を試みるためには，景観を単に「形」

に詳細な試験調査が行われている。文化的景観として

として見るのではなく，景観を作り出してきた「意味」

の価値や特質が記述されるとともに，産業としての仕

を読み解く作業が必然的に求められることになる。森

組みとその歴史的変化，それに伴う土地利用と景観構

林景観に関していえば，単に視覚的に好ましい「形」

造，景観構成要素の変化についても調査がなされてい

を作り出すだけであれば，対象となった範囲の森林を

る。この後すぐに重要文化的景観として選定されるこ

平面の地図上で扱って，植生や立木密度などを読み，

とはなかったものの，現在の重要文化的選定に向けた

等質な範囲をゾーニングした上で諸施設を配置し，

申請の動きにつながっている。

ゾーンごとに一律の管理を当てはめるという計画技術
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３

全国の重要文化的景観の選定基準と森林との関係

２０１８（平成３０）年１０月現在，全国で６３件の重要文化

４

重要文化的景観の具体例

（１）
「智頭の林業景観」
（鳥取県智頭町）

的景観が選定されている。表―１は，制度の施行から

２０１８（平成３０）年２月に選定された「智頭の林業景

２年度刻みで選定箇所数と選定基準との関係をみたも

観」は，選定基準（３）
「用材林・防災林などの森林

のである（５）。

の利用に関する景観地」のみで構成された，現在のと

おおむねコンスタントに重要文化的景観の選定は進

ころ唯一の重要文化的景観である。すなわち，森林・

んでいるが，該当の選定基準には若干の偏りが見られ

林業の景観を主体とする初めての重要文化的景観でも

る。
「水田・畑地などの農耕に関する景観地」や「垣

ある。
「農林水産業に関連する文化的景観の保護に関

根・屋敷林などの居住に関する景観地」はコンスタン

する調査研究」ではすでに重要地域の１つとして紹介

トに選ばれる傾向にあるが，
「茅野・牧野な ど の 採

されており，スギ林業地の景観として当時から評価を

草・放牧に関する景観地」
，
「用材林・防災林などの森

受けていた地域である。

林の利用に関する景観地」
，
「養殖いかだ・海苔ひびな

その本質的価値は，保存調査報告書の中で以下のよ

どの漁ろうに関する景観地」
，
「鉱山・採石場・工場群

う に 記 載 さ れ て い る（鳥 取 県 智 頭 町 教 育 委 員 会，

などの採掘・製造に関する景観地」といった景観には

２０１７）
。

偏りが生じている。表中グレーで示した森林に関して

「林業の町である智頭町の文化的景観には，江戸時

見れば，２００８（平成２０）年度に増加しているのは，四

代から始まる人工造林の長い歴史が大きな影響を及ぼ

万十川流域の各自治体が同一テーマで重要文化的景観

している。智頭林業の象徴とされている「慶長杉」は

選定を受けたことが影響している。四万十川の文化的

樹齢３５０年以上といわれ，江戸時代から続く林業の歴

景観には森林も含まれるものの，あくまでそれは副次

史を物語っている。…（中略）…

的な要素であり中心は河川の利用に関する景観に置か

このように，智頭町の文化的景観は，江戸時代から

れている。２０１３（平成２５）年度から２０１４（平成２６）年

続く長い歴史の中で形成されてきた林業景観や，宿場

度にかけてはたまたま選定基準に森林を含むものが多

町や山村集落の景観，木材の流通や人々の交流を支え

かったがこれは例外的である。いずれにしても森林が

た往来景観など，多様な要素から構成されているだけ

選定基準に含まれているケースは限られている。後述

でなく，林業という智頭町の中心的生業を通じて，互

するように森林が文化的景観の主題となったケースは

いが関連性を持って成立していることに，特筆すべき

２０１８年度に初めて登場することになる。

価値がある。
」
技術的な面からは天然スギ林からの苗の採取と育苗

表― １

重要文化的景観の選定箇所数と選定基準との関係

初選定年度

により，多雪地に適応した人工造林技術が確立されて

該当した選定基準（追加選定範囲を含む）
選定
件数 （１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）

平成１７〜１８年度

２

２

１

１

平成１９〜２０年度

１３

９

２

７

１

１０

平成２１〜２２年度

９

５

１

１

３

５

平成２３〜２４年度

１１

７

１

１

４

平成２５〜２６年度

１２

５

５

２

平成２７〜２８年度

４

２

平成２９〜３０年度

１２

２

７

３

計

６３

３２

１０

１８

７

いること，そして明治中期からの造林による高齢のス
ギ人工林が広葉樹天然林とパッチワーク状に混交して

２
２

いる点などが本質的な価値として評価されている。ま

７

７

３

７

３

１

１０

よって栄えた林業経営者の屋敷や町並み，木材の輸送

５

２

７

１１

路，街道などがセットになって，往時の生活を辿るこ

１

１

２

３

とのできる状況が重要文化的景観としての価値評価に

４

１

２

２

つながっている。

３０

９

２２

４２

た，資源の中心である森林の景観だけでなく，それに

（ ２ ）その他の動き

出典：文化庁「重要文化的景観一覧」
（２０１８年１０月１５日現在）よ
り作成。
選定基準は以下の通りである。
（１）水田・畑地などの農耕に関する景観地。
（２）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地。
（３）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地。
（４）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地。
（５）ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地。
（６）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地。
（７）道・広場などの流通・往来に関する景観地。
（８）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地。

①北山林業（京都市）
北山林業の文化的景観は，文化庁文化財部記念物課
作成の２００５
（平成１７）
年の報告書では，モデル的なケー
スとして詳細調査まで取り上げられていた景観であ
る。磨丸太を生産するための高度な育林技術によっ
て，急峻な斜面に整然と仕立てられたスギ林の景観は
もちろんのこと，歴史を経た台杉の株や磨丸太の加工
場と乾燥小屋が立ち並ぶ家並み，そして磨丸太を加工
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する工程自体も，地域の生業の文化的価値を物語る独

側にも格子状に堆砂垣を張り巡らせて，クロマツなど

自の景観を構成している。北山林業地域は，ある意味

の植林を継続してきた。この事業については記録もよ

非常にわかりやすい独特の生産システムによって特徴

く残されているが，実際に砂丘のクロマツ林内を歩く

的な景観が動態として残っている場所といえる。しば

と造成の名残である独特の起伏の繰り返しを感じるこ

らく重要文化的景観選定への動きが途絶えていたが，

とができる。地域住民も協力したこの事業によって砂

近年地元の林業関係者を中心に，選定に向けた積極的

丘の形状はかなり安定し，現在はほとんどの部分がク

な取り組みが進んでいる。

ロマツ林と良好な海岸性草本植物群落に覆われて防災

②アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的

機能が果たされている。砂丘背後の集落はその恩恵に

景観（北海道平取町）

預かるとともに，形成された森林での燃料（地域住民

アイヌによる多様な資源利用の特徴と，明治以降の

がコッサと呼ぶマツの落ち葉が中心）採取，キノコ採
取といった資源利用も定着していった。

北海道開拓による牧野や農林業などの土地利用とによ
る，多文化の重層を示す景観として選定された重要文

現在，市教育委員会が事務局となって重要文化的景

化的景観である（北海道平取町，２０１８）
。森林・林業

観選定申し出に向けた検討委員会が設けられ，調査報

がメインとなる文化的景観ではないものの，アイヌの

告の作成が進められている段階にある。委員会には筆

人々による独自の森林資源利用が行われていた場所が

者も参加し調査の一部に協力しているが，防災林を中

重要な構成要素となっており，国有林もその中に含ま

心とした文化的景観として初選定地域になることが期

れている。２００７（平成１９）年７月の選定当初から２０１８

待されている。

（平成３０）年１０月の第３次選定を経て，重要文化的景
観 選 定 範 囲 全 体 の 面 積９，
８４３．
４haの う ち，国 有 林 が

Ⅵ 文化的景観保全のその先に

３，
４５５．
４haを占めている。
２０１３（平成２５）年４月には「２１世紀・アイヌ文化伝

文化的景観概念によって森林・林業の景観を保全し

承の森」構想にもとづいて，北海道森林管理局，
（社）

ようとする取り組みは，以上の事例でも見てきたよう

北海道アイヌ協会平取支部，平取町の間で「２１世紀・

に，まだ始まったばかりの段階にある。これから多く

アイヌ文化伝承の森再生計画 コタンコロカムイの森

の事例が蓄積されることによって，その有効性が検証

づくり」包括協定を締結している。コタンコロ カムイ

されていくことになるだろう。文化的景観という考え

とは地域の森林の象徴的生物であるシマフクロウのこ

方自体は，景観保全の文脈に位置付けられるにせよ，

とである。

実際には地域の生業，産業，文化をいかに価値づけ

構想の基本理念として「アイヌの人々の伝統的な森

し，育成・継承していくかという部分が重要であり，

林の取り扱いによる北海道本来の森林の再生」
，
「アイ

それはすなわち地域づくりに直結するツールとも位置

ヌの人々の文化伝承に必要な草木等の植生の育成・回

付けられる。地域の本質的な価値を，多元的な視点か

復と保全・活用」
，
「国有林野やその産物の新たな活用

らなる調査によって読み解き，それを地域で共有する

と保全によるアイヌの人々や地域住民の雇用機会の創

ことにより，継承すべき生業や地域づくりの軸を作り

出」を掲げアイヌの工芸文化伝承に必要な自然素材（オ

出すことに文化的景観概念の本当の使い方がある。ま

ヒョウニレやカツラなど）の国有林内における資源確

た景観から価値を読むことの楽しさ，面白さは地域を

保と安定供給などを計画している。

めぐる観光体験に深みを与えるための１つの重要な要

③砂防林造成によって成立した加賀海岸の海岸林景観

素である。景観に現れた価値を来訪者に翻訳するイン

（石川県加賀市）

タープリターも文化的景観には必要とされる。

日本海沿岸には偏西風によって激しい飛砂が生じる

日本森林学会では２０１３（平成２５）年度から林業遺産

地域が存在する。加賀海岸もそうした地域の１つであ

選定事業を行っているが，こうした事業の意味も，こ

るが，対象地は砂丘に設けられた海岸防災林と，それ

れまで自然科学的な評価や人文社会学的な評価，景観

によって守られた集落のセットからなる景観である。

的な評価がそれぞればらばらにしか存在しなかったも

近世は大聖寺藩が，近代に入ってからは国有林が砂

のを，多元的な読み解きによって統合的な価値づけと

丘を安定させ飛砂を防止するための植林事業を行って

して地域に提示できるところにあるのではないかと考

きた。戦前の国有林の海岸砂防林造成事業では海岸線

えられる。
一方で景観を生み出した駆動力である生活・生業の

沿いに前丘をつくるための堆砂垣を設け，さらに内陸
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価値を重視する文化的景観という考え方は，普段は
「見えない」部分を強調しすぎることでかえって来訪
者や一般の生活者にとって見えづらいものを増やし，
景観の価値をわかりにくくしてしまう面があることも
否めない。地域の本質的価値を伝えられる良好な視点
場が得にくい重要文化的景観地域があるのも事実であ
る。インスタグラムに代表されるようなSNSに流通す
る刹那的な景観体験や「絶景」もまた１つのブームを
作り出している現在，文化的景観がこうした動向とど
のように親和していけるかは今後の大きな課題である。
謝辞
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注
（１）Scenic Beauty Estimation Method。多数の被験者に対し
て複数の景観刺激を提示し，景観の好ましさを１０段階
程度の評価尺度によって評定する。そこから個人ごと
に異なる景観評価のものさしを統計的手法によって揃
え，客観的な評価値を導き出す計量心理的な景観評価
手法。
（２）Semantic Differential Method。意味微分法とも。被験者
に対して景観刺激を提示し，相反する意味を持つ形容
詞句を両極とする複数の評定尺度によって，刺激が有
しているイメージを評定する手法。
（３）独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺
産部景観研究室による以下の翻訳に基づく。Mitchell，
N.，Rössler，M.，Tricaud，P.M.（独立行政法人国立文化
財機構奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室訳）
「World Heritage Paperシリーズ２６ 世界遺産の文化的景
観

保全・管理のためのハンドブック」２０１５年。

（４）２００２年に追加された風景地保護協定制度などによって，
人為的管理が必要な二次的自然から構成される良好な
風景地を動態保全する手法も取り入れられてはいる。
（５）文化庁「重要文化的景観一覧」http:／／www.bunka.go.jp／
seisaku／bunkazai／shokai／keikan／ichiran.html（２０１８年１２月
１７日閲覧）による。
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清水裕子，伊藤精晤，川崎圭造「戦前における「森林美学」
から「風致施業」への展開」
『ランドスケープ研究』Vol.
６９，２００６年，３９５〜４００頁
下村彰男「地域森林景観試論」
『森林科学』Vol. ２７，１９９９年，
２０〜２５頁
田村 剛『森林風景計畫』成美堂，１９２９年
鳥取県智頭町教育委員会『智頭町の林業景観保存調査報告書』
２０１７年
鳥取県智頭町教育委員会『智頭町の林業景観保存計画』
２０１７年
亘理 格「景観法が切り開く新しい法の世界―「共同利益と
しての景観保護」という視点から」
『都市計画』Vol．
２５３，２００５年，７〜１０頁
（２０１８年１２月２８日受付，２０１９年１月２９日受理）
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