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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

食用植物・キノコの採取・利用にみる森林文化
―文化的要素の抽出および文化動態の解釈の試み―
齋藤暖生＊，†
＊

東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林

Using and Collecting Edible Plants and Mushrooms within a Forest Culture:
An Attempt to Identify Cultural Elements, and an Interpretation of Cultural Dynamics
SAITO Haruo＊，†
The University of Tokyo Forests, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

＊

自然とのつながりの希薄化による様々な弊害が懸念され，自然と関わる文化の再構成は，現代社会において大きな課題
となっている。日本国内では，早くから森林文化論が提起されてきたが，政策論にまで十分に展開してこなかった。そ
こで，本稿では食用植物・キノコの採取・利用を題材として，文化的要素を抽出し，さらに利用文化の盛衰を解釈する
ことを試みた。採取前・採取時・採取後の過程にわけ，それぞれいくつかの側面に分けて文化的要素を抽出した。その
結果，多様な文化的要素が抽出でき，そのいくつかが対象資源の意味付けに結びついていることが見出された。戦後に
おける食用植物・キノコ利用の盛衰を整理したところ，幅広い意味づけを与えられたものが現代に残り，さらに，レク
リエーションとして親しまれるようになっていると解釈された。また，それとは無関係に，自然環境および社会環境の
変化により衰退・消滅を余儀なくされたものがあった。森林文化を再構築するには，人々による森林への意味付けを醸
成する内からのアプローチと，それを取り巻く自然環境や制度を整える外からのアプローチがありうる。
キーワード：資源，知識，技術，民俗，レクリエーション
There are concerns about adverse effects caused by dilution of the connectedness to nature, and restoration of cultural practices related to nature has become a significant issue. In Japan, academic approaches to forest cultures have been posited for some time,
but have not yet been developed into policy theory. Therefore, in this paper, we focus on the collection and use of edible plants
and mushrooms, attempting to identify cultural elements relating thereto, and to interpret the vicissitudes affecting the culture of
their use. The process was divided into: pre-, post- and during harvest processes, dividing each into several aspects. Diverse cultural elements were identified, and some of these were linked to the significance attached to the resources examined in the study.
Shifting postwar patterns of use were categorized, and we interpreted that the elements with the various significance to people
have remained up to the present, and have become popular as recreation. Nevertheless, there were some elements that have unavoidably declined or disappeared due to changes in the natural and social environments. In order to restore forest cultures, there
needs to be both an individual approach that fosters the meaning of forests to people, and a wider approach in terms of the relationship between the natural environment and institutions.
Key words: resource, knowledge, technology, folklore, recreation

消失（extinction of experience）
」と呼 ば れ，そ の 実 態

Ⅰ はじめに

は日本のみならず英国や米 国 で も 実 証 さ れ て き た

社会の近代化の中で，人と自然の関係が大きく変

（Soga and Gaston, ２０１６）
。このように自然ばなれの実

わってきた。この変化には非常に多様な事象が含まれ

態に関心が寄せられるのは，これが好ましくない問題

るが，大局的にはその関係は希薄化する方向に進んで

と認識されているからにほかならない。その問題と

きた。特に，都市化の進展や学習環境の変化などに

は，
「自然と の つ な が り（connectedness to natureも し

よってもたらされる子供の自然体験の消失は「経験の

くはconnectedness with nature）
」が失われること に よ
る様々な不利益を指している。近年，
「自然とのつな

†連絡先

がり」が健康や生活の福利向上（Howell et al., ２０１１;
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Cervinka et al., ２０１２）や 環 境 保 全 へ の 積 極 的 な 態 度

に創り出される森林と森林景観，それらをめぐる国民

（Gosling and Williams, ２０１０; 曽我ら，２０１６）に寄与し

（３）
生活，このすべてを包括したもの」
と表現したよう

ていることが実証されつつある。管見の限り，実証的

に，文化は総体的なものである。したがって，政策や

な研究は見当たらないが，産業政策の点からも無視で

取り組みの対象として安易に切り分けることは森林文

きない。エコツーリズムに代表される現代的な着地型

化像を歪めるだけでなく，その歪んだあり方を実社会

ツーリズムにおいては，
「自然とのつながり」そのも

に押し付ける危険性がある。

のが観光資源であることは明白であるし，自然に関わ

しかし，冒頭に見たように，
「経験の消失」が危惧

る産業一般にとってエンドユーザーが自然物への選好

されるなど，無視できないほどに自然と人間の関係は

を示さなくなることは死活問題となる（１）。さらに，近

希薄化してきている。そこで，本稿は，今後の政策検

年の日本国内での豪雨災害の一因にしばしば管理放棄

討の基礎的視座にささやかな貢献をすべく，上記のよ

された人工林のリスクが指摘されるように，防災の観

うな危険性を了承しつつも，森林文化をその要素にあ

点からも無視できない問題となってきているといえる。

えて切り分け，また，この数十年で起きた変化につい

このように，
「自然とのつながり」の変化，特にそ

ての分析を試みる。その題材として，本稿では筆者が

の衰退や消滅は，現代社会の問題として大きな関心を

研究の対象としてきた食用植物・キノコの利用文化に

集めるところとなっている。ここで，
「自然とのつな

焦点を当てる。食用植物・キノコの利用は，もっとも

がり」
をもたらしているものは何かというと，それは，

原始的な「自然とのつながり」であり，かつ，その性

さしあたり自然と関わりを持つ文化といってよいだろ

格は変化しながらも現代社会においても一般的であり

う。すなわち，自然と人間（社会）の関係性が問い直

続けていることから，文化の再構築の方途を探るため

される時代において，文化に着目することは極めて重

の研究題材として妥当なものと考えられる。

要な課題となってきている。
上に見たような「自然とのつながり」への現代的関

Ⅱ 本稿の枠組み

心に先行して，日本国内では，筒井迪夫，北村昌美ら
によって森林文化論が提唱されてきた。１９７０年代に森

本稿では，文献によって得られた情報を，本節で述

林文化を提唱し始めた筒井が文化に着目する背景に

べる枠組みに従って整理し，論述する。なお，対象と

は，収益重視の明治以降の林政があり，その結果とし

する文献には，筆者がこれまで行ってきた現地調査の

て人々を森林から遠ざけてきたことへの批判があった

結果を述べたものを多く含む。また，食用植物・キノ

（筒井，１９９６）
。一方１９８０年代に森林文化論を展開した

コ利用に関して記述されている文献の多くは，書籍中

北村は，ヨーロッパで目の当たりにした景観の地域的

の１民俗誌であったり，地方でしか入手できなかった

変異への気付きに始まり，森が文化的存在であるとい

りするため，網羅的・体系的な検索に基づく分析手法

う着想を得て，日本国内の問題として森林に関わる文

はとらない。

化を考え直す必要を訴えた（北村，１９８１）
。このよう

本稿の枠組みの概要を図―１に示す。まず，食用植

に，森林文化の必要性を発想した背景は異なるもの

物・キノコ利用文化を分節化し，総体として文化と言

の，両氏とも目指すべきものとして提示していたのは

われるものにどのような要素が含まれるのかを検討す

共通していたと言える。それは，森林と人間の関係の

る（Ⅲ章）
。次に，その知見を援用しながら，食用植

再構築である。しかも，それは人工造林を核とする森

物・キノコ利用文化がどのように変化してきたかを整

林と人間の関係性に対するオルタナティブを志向する

理する（Ⅳ章）
。最後に，食用植物・利用文化から見

ものであった。

えてきた文化のあり方について暫定的定義をしつつ，

それでは，森林文化は，あるいは森林と人間の関係
性はどのように構築しうるのだろうか。この点に関し
ては，彼らによっても，後学を通じても十分に明確化
されてこなかった。これは，ここで対象とされた「文
化」
の本質的性格から妥当な態度であったとも言える。
（２）
すなわち，筒井が「山と人と木の融合」
と表現した

ように，また北村が「森林や木材の恩恵によって生み
出される文化を意味していない。文化的な背景のもと

図― １
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政策論的含意について考察する（Ⅴ章）
。補足するな

味付けされたものである。本稿におけるプレ・ハーベ

らば，Ⅲ章は文化を担う主体内部および主体間の分

ストの検討は，人々が利用対象資源に与えている意味

析，いわば解剖であり，Ⅳ章はその主体そのもの変化

付けを抽出する作業の原点となる。
ハーベストに相当する過程は採取活動のみを取り上

を含みつつも，その中に外部環境の変化による影響を

げる。栽培は，論旨の簡略化のためここでは対象とし

検出する作業になる。

ない。ポスト・ハーベストの過程については，自給的

文化を構成する要素を分節化する上で，本稿では，

な利用，贈与，地域内交流に絞って整理する。

プレ・ハーベストからハーベスト，ポスト・ハーベス
（４）

トの一連の過程 に分けて記述することを試みる。特

後半の食用植物・キノコ利用文化の変遷について

に，本稿ではプレ・ハーベストの過程として資源の選

は，第２次世界大戦後を対象とする。ここでは，どの

択に着目する。それは，自然環境の中から資源を選び

ような資源が利用されなくなり，逆にどのような資源

取る過程には重大な文化的要素が含まれているにもか

が利用されるようになったのかという点に絞って整理

かわらず，これまではあるものが食用資源であること

する。利用されなくなった資源については，人々の選

は，所与のものとして扱われてきたからである。この

択の結果として利用されなくなった場合と，そもそも

点に関しては，のちの考察に関わるので，やや詳しい

資源が利用不能となった場合について整理する。

説明を加えておく。
何が資源となるかは地域によって，また時代によっ

Ⅲ 文化的要素

て異なる。これは，資源が人によって選び取られるも
のだからである。ジンマーマンの説明に従えば，自然

１

資源の選択（プレ・ハーベスト）

物は本来的に価値中立であるが，文化というフィル

食材としての価値を見たとき，木の実や根茎はカロ

ターを通して，我々は都合の良いもの（資源）と都合

リーが豊富であるが，それ以外の草体・樹木のシュー

の悪いもの（抵抗）を概念として生み出す。いわく，

ト（山菜）
，キノコについては，カロリーは低い（表―

（５）
「文化は，資源をつくり出す動的な力」
である。さら

１）
。松山（１９８２）は木の実（堅果）が多くのデンプ

に動物にも人間と同様に文化があると主張した日高

ンを含有していることを指摘し，多くの山村で主食と

（１９８８）は，ユクスキュルとクリサートのいう「環世

して，あるいは救荒食として用いられてきたことを明
らかにしている。

界」を 引 き つ つ，主 観 的 に 認 識 さ れ る 世 界 像＝イ
リュージョンが文化の根源にあると捉えた。すなわ

キノコは「腹の足しにならない」と言われ（齋藤，

ち，ユクスキュルとクリサート（２００５）は，あらゆる

２００１）
，戦後まもなくの配給が滞った時代にも特に利

生き物は自らの感覚器を通じて得られた限定された情

用増加が見られなかった（岡，１９９６）こと，とある山

報の中から，さらに，食料，驚異などの意味付けを与

村では「キノコ採りする者はなまけ者」とする言説も

えたものだけが「見えている」世界，すなわち「環世

ある（齋藤，印刷中）ことなどから，カロリーにおい

界」として認識しているとする。つまり資源とは，そ

ては評価されてこなかったことが明白である。キノコ

れぞれの主体によって，利用価値のあるものとして意

は，うま味成分（アミノ酸）が豊富であることが明ら

表― １

山菜・キノコ・根茎・堅果の生重１００g当たりのエネルギー量

１）山菜
食品名

kcal

あさつき
うど
ぎょうじゃにんにく
こごみ
ぜんまい
たらのめ
つわぶき
のびる
ふき
ふきのとう
よめな
わらび

３３
１８
３４
２８
２９
２７
２１
６５
１１
４３
４６
２１

２）キノコ
食品名

kcal

えのきたけ
きくらげ
生しいたけ
ぶなしめじ
なめこ
ひらたけ
まいたけ
マッシュルーム
まつたけ

２２
１３
２０
２１
１４
２１
１７
１６
２３

３）根茎・堅果
食品名

kcal

じねんじょ
くずでん粉
かや
日本ぐり
くるみ
しい
とち

１２１
３４７
６６５
１６４
６７４
２５２
１６１

出典：齋藤（２０１７a）に一部加筆（文部科学省食品成分データベースより作成）
。
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かにされている（中村，１９８２）
。それに加えて，ぬめ

なのではなくて，技術を介在して「食用」としている

り，食感などの食味も評価されている。山菜も同様

例があることを意味している。
プレ・ハーベスト，特に資源選択の段階において

に，カロリーの獲得ではなく，その風味，食感などの
食味が評価されている（６）。

は，主食となりうるもの，救荒食となりうるもの，嗜

上記のような利用価値はあくまでも潜在的なもので

好を満たすものといった意味付けの付与が文化的要素

あり，
選択する場合もあれば，
選択されない場合もある。

であると言える。そして，意味付けは全ての地域・人

トチの実やドングリは多くの山村に普通に見られる

間にとって普遍的なものではない。すなわち，地域差

が，その利用に関しては，水田稲作が期待できない地

があり，また個人差もありうる。さらに，意味付けの

域に偏っている（松山，１９８２）
。これは，何を選択す

背景には技術が存在する場合もあり，この場合，この

るかは状況，すなわち主食を農耕によって十分に得ら

技術も文化的要素である。

れるかどうかに依存することを示している。ツクシは
全国に分布する植物であるが，それを食用とする地域
は日本の南半分に偏っている（図―２）
。このような

２

（８）
採取（ハーベスト）

（ １ ）技術

差異の要因は明らかにされていないが，さしあたって

われわれが普通「技術」
（広義の）と言っているも

は好みの違いというしかないであろう。

のの中には，機械や道具など身体の外部に頼るような

潜在的な価値を，人間が持つ技術によって引き出し

技術（狭義の）と，身体そのものもしくは身体の延長

ている例が存在することにも注意が必要である。トチ

線上にとどまる素朴な道具を操る知識（自然知と身体

の実は有毒成分サポニンが多量に含まれるが，全工程

知からなる）である技能がある（篠原，１９９８）
。この

１カ月近くにわたる「アク抜き」の技術があってはじ

観点に立てば，食用植物・キノコを採取する際には，

めて食用となる（松山，１９８２）
。同様に山菜としてもっ

大掛かりな機械や道具，すなわち狭義の技術は使われ

とも一般的といえるワラビも有毒植物ではあるが，

ない。現代において，狭義の技術に相当するものは自

「アク抜き」することによって食用となっている（７）。

動車の利用くらいのものである。例えば，山菜・キノ

こうした事実は，単に選び取るだけでなく，利用対象

コ採りにおいて用いられる道具は，運搬具や収穫時に

となっている植物・キノコは全てが本来的に「可食」

使う刃物にとどまる。狭義の技術という点では低技術
にとどまり，そのぶん自然知の重要性が高い。この点
に，食用植物・キノコ利用の特徴があることを指摘し
たい。自然知の重要性については，次の項で触れる。
（ ２ ）採取戦略と娯楽性
食用にしようとする植物・キノコが採取できる機会
は，空間的・時間的に限定される。植物・キノコの生
育場所は，当然ながら，地形，植生等の条件によって
限定される。山菜であれば，ある程度成長しかつ柔ら
かい「採りごろ」を逃せば，もはや資源ではない。こ
のように，採取戦略としては，どこで何がいつ頃採取
できそうかを知りうる知識（自然知）が決定的に重要
である。
採取対象となる植物・キノコが自由採取となってい
る場合（後述の非限定的・非排他的採取制）
，他人に
先んじて採取する必要がある。この時，競合相手がど
のような行動をとるのかという知識（社会知）が動員
され，道で会った相手に嘘の情報を与えたり，わざと
足跡を付けて競合相手の採取行動を制御したりする試
みも行われる。

図― ２

こうした知識の組み合わせによって採取戦略が構成

ツクシを食用とする地域の分布

される。確実な，あるいは，質の高い収穫を得るため

出典：齋藤（２０１７b）より転載。
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には，これら知識の高度な活用が求められる。それと

「しきたり」あるいは個人的な自主規制に見る配慮や

同時に，こうした知識の活用は採取活動の娯楽性を生

行動は，対象資源が確実に，持続的に利用できるよう

み出している可能性が指摘できる。すなわち，採取活

に，あるいは不要な紛争を回避するように設けられて

動は，自然との駆け引き，人との駆け引きというゲー

きたものであり，文化的要素に挙げられる。

ム性を帯びていると考えられる。
採取段階において指摘しうる文化的要素とは，第一
に知識（自然知，社会知）の存在がある。また採取活

３

利用（ポスト・ハーベスト）

（ １ ）食文化としての要素

動そのものの娯楽性があり，これは知識の存在によっ

プレ・ハーベストの過程で紹介したように，ある資

て高められる関係にある。こうした文化的要素は，採

源は，
「食用」とするまでに「アク抜き」などの処理

取に関わる技術（狭義の）が低位にとどまっているこ

を必須とする。これには熟練を要する場合もあり，こ

とと関係している。

の技術・知識は食用植物・キノコ利用文化を基礎付け

（ ３ ）しきたり，規制

る重要な文化的要素である。
採取された食用植物・キノコは，しばしば「ご馳走」

①限定的・排他的採取制
対象となる資源が主食として重要であったり，商品

の扱いを受けたり，ハレの食に用いられたりする。ト

として利用したりする場合，資源の競合性はより高ま

チの実は普段の主食であると同時に，
「かわりもの」

る。こうした場合に，採取機会を調整して紛争を回避

としてハレの日の食に用いられていた（１０）。東北地方で

したり，他者を排除したりするような仕組みが導入さ

は，キノコはうま味を加える食材として高い評価を得

れ，過度な採取圧と社会的緊張が抑制される。

ていた（１１）。山菜も同様に食味が高く評価され，ご馳走

かつてトチの実を主食として利用していた地域で

として扱われており，キノコとともに保存したものが

は，村によって共同採集日や採集地が設定されたり世

ハレの食に用いられてきた。そして調理技法を高める

（９）

帯によってトチの木が「所有」されていたりした 。

ため の 絶 え 間 な い 努 力 も 見 ら れ る（齋 藤，２００５a，

ゼンマイの商品価値が高まった山村では，世帯による

２０１７b）
。

ゼンマイ採取地の「なわばり」が形成された（池谷，

（ ２ ）贈答

２００３）
。商品としての価値が高いマツタケは，
「むら」

山菜・キノコは近隣住民や親族への贈答によく用い

が主体となりマツタケ採取権を入札販売する仕組みが

られる。表―２は岩手県西和賀町（当時，沢内村）の

敷かれた（Saito and Mitsumata, ２００８）ほか，
「留山」

とある住民の山菜シーズンの採取・利用の記録例だ

の設定も行われた（秋道，１９９５；竹内，１９９３）
。

が，山菜が採取されるたびに，ほぼ「おすそ分け」が

②非限定的・非排他的採取制

行われている。特別な価値を持った食材として認識さ
れているからこそ，このような使われ方をしていると

山菜やキノコの場合，栄養摂取上，必須のものでは

言えるだろう。

ないことから，商品価値の高い場合を除けば，希少性
が低く，競合はあまり問題になりにくい。このような

（ ３ ）地域内コミュニケーション

場合，採取できる者の資格・範囲が明確に限定されな

山菜やキノコは，表―２に見るように，地域内でも

い自由採取が一般的に見られる。

贈与が行われる。そのほか，村人の集まる共食の場に

ただ，こうした場合にも地域集団・個人レベルでの

持ち寄られ，こうした場で山菜・キノコに関する情報

規範が介在し，一定の秩序が存在していることに注意

交換や意見交換をする場となる（齋藤，２０１５a）
。この

が必要である。よく知られた「しきたり」に，必ず１

ように地域内で交わされるコミュニケーションは，
人々にとってかけがえのない楽しみにもなっている

本残すとか，自家用分以上のものを取らない，といっ
た 自 制 を 促 す も の が あ る（日 本 特 用 林 産 振 興 会，

（齋藤，２０１７b）
。

２００７）
。この他，先に沢に入ったものが，沢の入り口

ポスト・ハーベスト（利用）の過程では，自給的な

に笠や蓑をおいておけば，後の人はそれを遠慮するよ

利用に限ったが，特別な食材として地域の食文化にお

うな不文律がある地域もある（瀬川，１９８４）
。また，

いて重要な位置を占め，そのことにより生まれる地域

個人レベルで自制が働く例として，地域内での評判を

内での交流もまた，地域の文化の一面を示していると

考慮して，恥ずかしくない質のものだけを厳選して取

言えるだろう。

るような行動などがある。
以上見たような，規制の社会的仕組みや集団内での
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表― ２

岩手県旧沢内村におけるとある村人の山菜採取・利用の記録（２００４年）

採取日

所要時間

場所

道のり

種類

収量

５月７日

３．
５時間

D沢

約６km

ゼンマイ

１０kg

乾燥保存

５月１１日

３時間

E沢

約６km

ゼンマイ

５kg

乾燥保存

シドケ

５００g

近所におすそ分け

ゼンマイ

１０kg

乾燥保存

シドケ

５００g

当座自家用，近所におすそ分け

ホンナ

１００g

当座自家用

タラボ

１０個

当座自家用

ゼンマイ

６０kg

乾燥保存，親族へおすそ分け

シドケ

１kg

親族へおすそ分け

ウルイ

１０本

当座自家用

ゼンマイ

１０kg

乾燥保存

シドケ

３kg

親族へおすそ分け

ゼンマイ

６kg

乾燥保存

シドケ

６００g

おすそ分け

ウド

５本

おすそ分け

ゼンマイ

６kg

乾燥保存

シドケ

３００g

当座自家用

ホンナ

１００g

当座自家用

５月１２日

５月１３日

５月１４日

４．
５時間

６時間

２．
５時間

３．
５時間

D沢

E沢

F沢

E沢

約６km

約６km

約１km

約５km

５月１５日
２．
５時間

D沢

約７km

用

途

注：道のりは家を出てから車を降りるまでの走行距離を示す。
出典：齋藤（２００５a）
。

４

小括：要素間の相互作用
以上，食用植物・キノコを試験台として，どのよう

な文化的要素があるのか，その過程に分節化すること
によって探ってみた。簡単に振り返ると，食用植物・
キノコ利用文化の構成要素として，プレ・ハーベスト
段階では資源の意味付けが，ハーベスト段階では採取
行動に潜む娯楽性や過剰な競合を避けるための「しき
たり」などが，ポスト・ハーベスト段階では食用とす
るための高度な下処理・調理技法や地域社会における
交流が，少なくとも文化的要素として抽出しうる（１２）。
ここでは詳しく検討しないが，これら個別の文化的
要素はそれぞれが独立してあるわけではなく，いくつ
かはお互いに関連しあっているのは明らかであろう
（図―３）
。例えば，ポスト・ハーベスト段階で見られ
る「ご馳走」としての評価や，アク抜きの技術，ハー

図― ３

ベスト段階の娯楽性は，プレ・ハーベスト段階の資源

食用植物・キノコの採取・利用過程にみる文化
的要素

選択の意味付けに影響する。一般に文化として感得し
ているものは，このような文化的要素が互いに影響し

Ⅳ 食用植物・キノコ利用文化の盛衰

あって構成される一つの「系（システム）
」としての
文化であると考えられる。これら文化的要素それぞれ
の内容は地域によって異なりうるし，時代とともに変

１

利用の衰退・消滅

（ １ ）資源として選択されなくなった例

わりうる。したがって，この総体として見えてくる文

主食あるいは救荒食として利用されていたような植

化「系」は，常にこれら要素間の動的なバランスの結

物は，利用が衰退した。松山によれば，主に製炭によ

果として現れるものと捉えるべきであろう。

る現金収入の増加により十分な白米が購入可能となっ
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だ（Saito and Mitsumata, ２００８）
。

たことを背景に，多くの地域で戦後すぐにドングリの
利用が途絶え，高度経済成長期を通じてトチの実の利

森林自体が消滅する土地開発の影響も大きい。例え

（１３）

用が衰退していった

ば，ダム開発によって，資源の採取地が消滅した例が

。これは，主食となりうる食べ

物という意味付けに相当する，別のより優れた食材に

あり（池谷，２００３）
，他にも住宅開発やゴルフ場開発

代替された結果と言える。同様に，澱粉が得られるが

などの影響で食用植物・キノコが採取できなくなった

加工に非常に手間のかかるワラビやクズの根茎（岡，

例は枚挙にいとまがないだろう。さらに最近では，福

１９９６）
，
「かてもの」と呼ばれる雑炊の増量用食材とし

島第一原発事故による放射性物質の飛散のために，多

て使われた草本類（井上，２００２）も戦後まもなくその

くの地域で食用植物・キノコは採取したり，贈答に利

利用は途絶えた。

用したりしがたいものとなっている（松浦・杉村，

食味の点から選びとられてきた山菜やキノコであっ

２０１６；松浦・杉村，２０１７）
。

ても，一部で利用の廃れたものが報告されている。中

保護地域制度が敷かれた結果として，資源採取を縮

澤（２０１０）は長野県安曇野市における山菜・キノコ類

小せざるを得ない場合もある。世界自然遺産に登録さ

の利用種数の減少を指摘し，その変化の背景に昭和５０

れた白神山地では，核心地域に指定された地域でも長

年代に進出した大型スーパーの存在をあげ，
「わざわ

年山菜採りが行われてきたが，こうした慣習に基づく

ざ体を汚して手間，暇かけて作らなくてもなんでも

立ち入りも制限されている（牧田，２００５；柴崎，印刷

買って済ませることができる環境」が整ったためとし

中）
。国立公園の特別保護地区において旧来の採取慣

ている。岡山県山間部での植物利用の変遷を追った篠

行がある場合は「既着手行為」として認められる道は

原（１９９５）も，食べるまでに手間がかかって量の少な

あるが，今後はその運用は危ぶまれる（柴崎，
印刷中）
。

いものは利用されなくなったとしている。新潟県中越
地方で植物利用の変化を調べた小柳・米澤（２０１５）
は，

２

販売の対象とならないものに利用の減少が著しいこと

新たな利用の展開
農山村において新たに採取されるようになった植

を指摘し，
これを利用価値が下がったためとしている。

物・キ ノ コ に つ い て，い く つ か の 報 告 が あ る。岡

野生植物・キノコを食用とするまでには，しばしば

（１９９６）は，出稼ぎなどによる他地域での伝聞でそれ

多大な手間と時間を要する。これは費用であり，資源

まで食べていなかったイタドリを食用とするように

の選択においてネガティブな意味付けといえる。ポジ

なった例があること，井上（２００２）は，営林署の職員

ティブな意味付けにおいてより高等なもの，ネガティ

がギョウジャニンニクの種を持ち込んで栽培したこと

ブな意味付けにおいてより低位なものの出現によっ

や，民宿の宿泊客からコシアブラが食べられることを

て，上記のように一部の食用植物・キノコ利用が代替

教わったことなどにより，４種類の山菜利用が新たに

されてきたと言えるだろう。

定着したことを報告している。このように地域外から

（ ２ ）資源が利用不能になった例

の新たな情報に触れて，価値中立であったただの植
物・キノコに新たに意味付けを与えられ，それらが利

戦後において，林野の利用形態は大きく変化し，各

用されるような事態が起きている。

地域で周囲の森林植生は大きく変化した。このことは
当然に，それまで利用してきた植物・キノコ資源の生

また，篠原（１９９５）は，スギの植林の進展によりス

育環境の変化を意味する。この過程で資源自体が減少

ギの切り株から発生するスギヒラタケがよく利用され

もしくは消滅し，利用文化が衰退・消滅した例があ

るようになったことを報告している。ほかに人工造林

る。もちろん逆に新たな資源の生育環境を生み出す場

の影響で新たな利用が始まった例としては，カラマツ

合もあり，これについては，次項で扱う。

導入後の北海道におけるハナイグチ（現地名：ラクヨ

拡大造林は草地および薪炭林，老齢天然林をスギな

ウなど）利用などが挙げられる（高橋，２０１２）
。

どの人工林に変えていき，多くの山菜やキノコの採取

戦後の重要な変化として，食用植物・キノコの採取

地が狭められた（篠原，１９９５，齋藤，２００６）
。焼畑の

が，レクリエーションとして行われるようになったこ

休閑地を主な生育環境としていたと考えられるハシバ

とがある。齋藤（２００１）は，生業としてキノコ採りを

ミやサルナシは焼畑の停止によって，採れなくなった

してきた場合に比較して，新たにレクリエーションと

（井上，２００２）
。アカマツ林では，かつて行われていた

してキノコ採りを始めている層において，採取するキ

落ち葉掻きの停止によって土壌が富栄養化したこと，

ノコの対象が広がっていることを指摘している（表―

マツ枯れの蔓延で，マツタケの発生は極端に落ち込ん

３）
。さらに，齋藤（２００５b）は，都市住民に対するア
- 21 -

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｄ 2019.03.12 09.20.27 Page 58

林業経済研究 Vol.65 No.1 (2019)
表― ３

キノコ採りを始めた時代別にみた採取種数

A

B

C

D

E

F

G

キノコ採りを始めた時代

〜昭和２０年

昭和２１〜３０年

昭和３１〜４０年

昭和４１〜５０年

昭和５１〜６０年

昭和６１〜平成７年

平成７〜１１年

データ数
最小値
最大値
標準偏差
平均値
p値（下側）

４
５
８
１．
７３
６．
５０
＊＊
０．
００１

１２
１
２０
６．
１３
９．
５８
＊
０．
０３７

１４
８
１９
３．
３２
１３．
３６
０．
７０

１５
７
２０
３．
６６
１２．
６７
０．
９９

２２
２
１９
４．
１４
９．
５４
０．
７６

２１
２
１５
３．
４５
８．
２９
０．
８２

３
５
８
４．
７２
７．
００

出典：齋藤（２００１）より転載（１９９９年アンケート調査）
。

表― ４

地域性のある山菜・キノコの都市住民による採取傾向

（１）東日本でよく利用されてきたもの（％：採取率）
山菜

岩手（N ＝４６）

京都（N ＝４４）

ウド
ワサビ
ネマガリタケ

８１．
８
５０．
０
７３．
９

６９
５９．
５
４２．
９

クサソテツ

５８．
７

３５．
７

キノコ
ナメコ
ヒラタケ
マイタケ

岩手（N ＝４０）

京都（N ＝２４）

８２．
１
４３．
６
４８．
７

６０．
９
５２．
２
４７．
８

岩手（N ＝４０）

京都（N ＝２４）

３３．
３
１７．
９
１０．
３

６０．
９
３４．
８
１３．
０

（２）西日本でよく利用されてきたもの（％：採取率）
山菜
ツクシ
ミツバ
イタドリ

岩手（N ＝４６）

京都（N ＝４４）

６．
５
３０．
４
１３．
０

３８．
１
３３．
３
２６．
２

キノコ
マツタケ
ヌメリイグチ
ショウゲンジ

出典：齋藤（２００５b）より一部抜粋して作成（２００３年アンケート調査）
。

図― ４

キノコに関する書籍の出版数の推移

出典：齋藤（２０１３）に加筆修正。国立国会図書館データベースNDL-OPACで書籍についてキーワード「キノコ」
で検索し，キノコ（菌類）と明らかに無関係なものを除いて件数を集計。齋藤（２０１３）は２００９年１月ア
クセスによる集計であったところ，２０１８年１１月８日アクセスにより２０００年代のデータを補完して作成。

ンケート調査によって，山菜採りやキノコ採りに親し

長期を通じた余暇の増加や自動車の普及など，レクリ

む都市住民は，農山村に比較して多種の植物・キノコ

エーション活動が積極的に行われるようになった社会

を利用対象とする可能性を指摘し，農山村部で見られ

的状況の変化がある（齋藤，２００１）
。第二に，上述し

た資源選択の地域性は薄まっていることを明らかにし

た農山村での事情と同様に，新たな情報に触れる機会

た（表―４）
。

が増えたことが挙げられる。例として，日本における
キノコに関する書籍の出版数を示す（図―４）
。以上

このような変化の背景として，第一に，高度経済成
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のような背景から，手軽に楽しめるレクリエーション

する必要がなくなった，あるいはできなくなった場

として食用植物・菌類の採取は親しまれるようにな

合，生計維持以外の意味付けがあるものは，それが

り，レクリエーションの楽しみの充実のために採取対

残った。逆に，生計維持の意味付けしか持たなかった

象を広げることは望ましいものであったといえる。レ

ような食用植物は，その利用が廃れた。生計維持とは

クリエーションとしての食用植物・キノコの採取は，

関係なく選択されてきたような植物・キノコでも，そ

食材としての意味付けもさることながら，楽しみや息

れに相当する商品が容易に入手できるようになれば，

抜きとしての意味付けを強く帯びたものであるといえ

代替されてしまう場合もあったが，それでも根強く

よう。

残ってきたものも多い。これは，代替されないような
価値があったということである。その価値とは，食材
としての特別に高い評価でもあるだろうし，それゆえ

Ⅴ まとめと考察
１

に補強される，採る楽しみや贈答として使う楽しみで
もあるだろう。幅広い意味付けを与えられているもの

食用植物・キノコ利用からみた文化

が，時代の変化をくぐり抜けて残ってきたものと考え

本稿では，食用植物・キノコ利用を題材に，文化的

られる。

要素の抽出を試みた。その結果として，それぞれの過
程に応じて，いくつもの文化的要素を見出すことがで

このことは，現代の森林文化を考える上で，重要な

きた。それら文化的要素は互いに関連しあっていて，

示唆を含んでいる。すなわち，自然ばなれや「経験の

１つの「系（システム）
」を構成しているとみなしう

消失」をまねく元凶の１つには，自然に対する意味付

る。この文化的要素間の相互関連の中でとりわけ重要

けの単純化もしくは貧困化があるのではないか，とい

なことは，いくつかの文化的要素が資源に対する意味

うことである。森林についていえば，経済的生産性，

付けに結びついていることである。

あるいは二酸化炭素吸収能などが森林利用（管理）の

このことにより，食用植物・キノコを採取し，利用

至上命題とされるような場合，それ以外の意味付けで

することには多様な意味付けがされていたことが知れ

森林に関わろうとする人々を森林から疎外することに

る。主食となる，救荒食となる，現金収入源となる，

なりうるし，その意味付けが不要となったり，あるい

といった生計を立てる方途としての意味付けだけでな

は他の手段で代替されることになったりすれば，決定

く，食味に優れる，採るのが楽しい，人との付き合い

的な関係の断絶となってしまう。冒頭で紹介した筒井

が楽しい，など多様な意味付けが加えられてきた。そ

迪夫の森林文化論の背景，すなわち，収益重視の明治

してこの意味付けにしたがって，人々の資源に対する

以降の林政が人々を森林から遠ざけてきた，とする批

態度，働きかけ（本稿では採取のみに限定）
，さらに

判と重なる。

は社会関係も生み出される。本稿の知見から，森林文

食用植物・キノコの利用に内包されていた多様な意

化について暫定的に定義づけるならば，人々による森

味付けの中でも，娯楽性は現代社会において重要な意

林（およびそこに存在する生物・無生物）に対する意

義を持っていると思われる。それは，農山村の人々以

味付けそのもの，およびそれをもとに表象される人間

外にとっても，また，現代社会においても，意味を持

のふるまいの総体，となる。

つものである。レクリエーションとして食用植物・キ

なお，本稿で文化要素を抽出する作業では，ハーベ

ノコ採取をしている都市住民は，むしろこの娯楽性に

スト段階では野生資源の採取，ポスト・ハーベスト段

こそ，その意義を見出していると言っても過言ではな

階では自給的な利用のみに限定した。したがって，多

いだろう。

様な意味付けとはいうものの，本稿で示し得たのはそ

松井（１９９８）は，必ずしも経済的に大きな意味を持

の一部に過ぎず，本来の文化「系」はより多様かつ複

たないながらも続けられてきた生業をマイナー・サブ

雑な態様を示しうることを断っておきたい。

システンスと呼び，その本質的な特徴として，その技
術（狭義の）が低水準にとどまっており，それゆえに

２

高度な技法（身体知および自然知）が必要とされる点

現代的意義
多様な，あるいは幅の広い意味付けを内包していた

をあげている。高度な技法とは，自然をよく知り，素

ことは，食用植物・キノコの利用文化が農山村におい

朴な道具を駆使し，様々な工夫をして採取にあたるこ

て存続してきた主要な要因と言えるだろう。つまり，

とであり，これが社会的威信に繋がり，さらに豊かな

状況の変化によって食用植物・キノコを生計の手段と

娯楽性に帰結する。このように見ると，マイナー・サ
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ブシステンスの特徴は，まさに本稿で見た食用植物・

この見方に立てば，森林文化を再興しようという場

キノコ採取に通じるものがある。山菜やキノコを採取

合，大きく２つのアプローチがありうる。１つは内か

する際には，いつどこで何が採れそうか（自然知）
，

らのアプローチで，人々の多様な価値観を育むことに

他の競合者はどのような行動をするか（社会知）を考

直接的に働きかけるやり方である。もう１つは，外か

慮した複雑な採取戦略が立てられる場合があった。こ

らのアプローチで，森林文化が育まれるような自然環

れは自然との駆け引き，人との駆け引きというゲーム

境と社会環境を整える，
間接的なやり方で，
森林文化を

性を帯びた知的な「深い遊び」である（菅，１９９８）
。

抑制しないあるいは促進するような制度を設けたり，

ただし，低技術ゆえに手間がかかり，それで農山村

適切な自然環境を整備したりすることが想定される。

の住民からは敬遠されてきた面もあることには注意が

森林文化を早くに提唱した筒井と北村がその実現の

必要だろう。低技術であるということは，労働集約的

ために示した方策は，この点で対照的であるように思

であり時間消費的であるということを意味する。この

われる。筒井は「具体的政策として，都市と山村の相

ことが，コストとして，すなわち負の要因として受け

互分収（益）制度の確立を提案したい」として，
「都

止められるか，それとも楽しみの源泉として受け止め

市と山村の入会関係」で結ばれる「森林文化圏」にお

られるかは，まさに意味付けの問題であり，本来的に

いて，その中で現代的にいう環境支払いがなされる制

は個人のあるいは集団の価値観に依存するものであ

度を提案した（筒井，２００３）
。これは，森林文化「系」

る。とはいえ，低技術ゆえに求められる手間や時間の

が機能するための社会的枠組みを用意しようとする，

中には，現代の人々にとってもプラスの意義が見出さ

外からのアプローチといえよう。一方，北村は，生活

れるものが少なくないことは，レクリエーションとし

文化のあり方を森林文化の核心と位置づけ，その根源

ての山菜・キノコ採りの存在に見るように確実であ

を人々のものの考え方，つまりは心のあり様に求めた

る。仮に高度な技術が植物採取に導入された場合，例

（北村，１９９５）
。そして，森林環境教育や森林づくりへ

えば，ボタンを押すだけで欲しい植物を探索し採集し

の参加など実践的な活動の展開を通じて「森林文化の

て持ってくるような機械があったとすれば，それは，

創造」を目指すことを提案した（北村，１９９９）
。これ

目的物を探す楽しみだけでなく，森の空気を吸う清々

は人々の森林に対する意味付け自体を育もうとする，

しさや，森の景色を眺める楽しみも奪ってしまうこと

内からのアプローチといえよう。

だろう（１４）。原始的といえる食用植物・キノコの採取活

森林文化の再構築のためには，どのような場合にど

動が現代社会に残り，そして新たな展開を見せている

のアプローチを適用するのか，あるいは，誰が主導す

ということは，現代の人々にとって確かな意義を持っ

べきか，などといった検討が必要となるだろうが，そ

ているからにほかならない。

れは本稿で検討した範囲を大きく超える。ただ，森林
文化をターゲットとした政策論は，
「主観的なもの」

３

に重きを置く必要がある点で，すなわち，科学だけで

政策論的含意
以上見てきたように，文化「系」を形づくる，もっ

は片付けられないという点で，これまでの森林政策と

とも根源的なものは人による主観的な意味付けであ

は異質なものになるであろうことを，最後に指摘して

り，換言すれば価値観である。それが時代の変化，す

おきたい。

なわち経済状況や社会環境の変化によって影響を受
け，あるものは顧みられなくなったり，あるものは新

謝辞

たに利用されるようになったりしてきた。一方，人々

本研究はJSPS科研費２４７１００４４，１６K２１００３の 助 成 を

による意味付けが失われていなくても，否応無しに資

受けた。本稿の作成にあたり，コモンズ研究会（２０１８

源利用が衰退あるいは消滅する場合もあった。それ

年７月７日開催）で討論いただいたことが大いに参考

は，ある資源の生育環境が開発によって破壊された

になった。記してお礼申し上げる。

り，植林や植生遷移によって変質したりする場合や，
法律や制度によって採取活動が制限される場合であ
る。すなわち，本稿で見た限り，文化の盛衰には，そ

注
（１）林業・林産業に引きつけて言えば，木育は一義的には
産業復興のための中長期的な取り組みといえるだろう。

の担い手である個人・集団の内的な変化と，その外部
に存在する自然環境や社会環境の変化があり，それら
が個々に，あるいは複合的に文化の盛衰に作用する。

（２）筒井（２００３），１７〜１８頁。
（３）北村（１９８１），２２３頁。
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（４）生態人類学者・秋道智彌が提示した分析枠組み。秋道

山郷における山菜・キノコなどの事例から」『エコソフェ

がこの枠組みを適用したのは，資源採取の前後で資源

イア』No. ６，２００２年，７７〜１００頁

へアクセスする権利の態様が異なることを分析するた

北村昌美『森林と文化―シュバルツバルトの四季―』東洋経

めであったが，本稿が食用資源をめぐる文化的要素を

済新報社，１９８１年

分析する上でも有用と考え，採用した。秋道（２００４）

北村昌美『森林と日本人―森の心に迫る―』小学館，１９９５年

参照。

北村昌美「二十一世紀型森林文化を目指して」
『山林』No.

（５）ジンマーマン（１９９５），２３頁。

１３８１，１９９９年，２〜８頁

（６）小野ら（１９７０），および齋藤（２０１７a）を参照。

小柳知代，米澤健一「伝統知に基づく多様な植物資源利用と

（７）ワラビは全世界的に分布する植物であるが，食用とし

その変遷―新潟県十日町市に位置する中山間集落を事例に

ているのはアク抜き技術を持っているアジアのみであ

―」『環境教育学研究』No. ２４，２０１５年，３〜１４頁

る。ヨーロッパにおいては有害な植物として忌避され

牧田

る対象となっている。

肇「世界遺産・白神山地とエコツーリズム」池谷和信・

長谷川政美編『日本の狩猟採集文化―野生生物とともに生
きる』世界思想社，２００５年，２０６〜２３４頁

（８）本節は特に断りのない限り，齋藤（印刷中）に依拠し
ている。

松井

（９）松山（１９８２），２０２〜２１１頁，２３７〜２３９頁，２５４―２５５頁。

健「マイナー・サブシステンスの世界―民俗世界にお

ける労働・自然・身体」篠原徹編『現代民俗学の視点１

ここでいう所有は， その地域の内部で了承されている，
慣行としての所有である。

民俗の技術』朝倉書店，１９９８年，２４７〜２６８頁
松浦俊也，杉村

（１０）松山（１９８２），２１３〜２１４頁。

乾「福島第一原発事故後の山菜・キノコ等

の利用減少」
『第１２７回日本森林学会大会学術講演集』，２０１６

（１１）「キノコへ寄せる東北の人の希求は強かった。化学調味

年，T５―１

料の氾濫しなかった当時，汁にせよ，鍋物にせよ，キノコ

松浦俊也，杉村

入れねばうまくねえ，というくらいだ」四手井（１９７９），

乾「福島県東部と西部における福島第一原

発事故後の天然山菜・きのこ等利用減少のアンケート調査」

１０８頁。

『第１２８回日本森林学会大会学術講演集』，２０１７年，P１―２８５

（１２）本稿では検討しなかったが，栽培をする場合，販売を

松山利夫『木の実（ものと人間の文化史４７）』法政大学出版

する場合のハーベスト段階，ポスト・ハーベスト段階

局，１９８２年

も見るならば，より多くの文化的要素を検出しうると

中村克哉『キノコの事典』朝倉書店，１９８２年

考えられる。また，この一連の過程以外にも，文化的

中澤弥子「長野県安曇野市豊科南穂高における食文化の変化

要素は見出しうるだろう。

―昭和１６年（１９４１）と平成１３年（２００１）の聞き取り調査の

（１３）いずれも食用となるまでに多大な労力と時間を要する

比較から―」
『長野県短期大学紀要』６５，２０１０年，３７〜４９頁

が，ドングリの方がより食味に劣っていたため，よほ

日本特用林産振興会『平成１８年度

ど食糧事情の厳しい時でないと利用されなかった。松

山菜の利用方法等伝達，

採取等におけるルール・マナー並びに一般的名称及び普及

山（１９８２）参照。

に関する報告書』日本特用林産振興会，２００７年

（１４）娯楽性を保つために，あえて効率の良い技術の導入を

岡

拒んだ例もある。菅（１９９８）参照。
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