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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

森林が有する文化的な価値の歴史的変遷
柴崎茂光＊，†
＊

国立歴史民俗博物館

Historical Changes in Forest Cultural Values
SHIBASAKI Shigemitsu＊，†
National Museum of Japanese History, Sakura, Japan

＊

森林の文化的な価値や山村住民に対するまなざしの変遷を明らかにした。林野関係者は，１９３０年頃まで森林に害を与え
る存在として山村住民を見做した。農山漁村済更生運動を契機に，山村住民に配慮した主張や政策が見られたが，戦局
拡大により消失する。戦災復興の合言葉として「文化」が用いられるが，経済成長期には木材生産を重視する声が勢い
を増した。１９６０年代以降過疎化が進み，失われる民俗を記録する動きが，文化財行政や民俗分野で進む。１９７０年代以降
「ふるさと」の資源化が進むが，今世紀に入ると，資源化されない山村の撤退を示唆する主張が出てきた一方で，林業遺
産等の新たな価値付けがなされ始めた。山村住民あってこそ森林文化が存在するという再認識が求められる。
キーワード：森林文化論，林業遺産，民俗学
This paper analyzes the chronological changes in cultural values pertaining to forests and perspectives of governmental authorities,
forestry researchers, and the public regarding mountain villagers, who are the forest culture s successors. Until approximately
１９３０, people involved in forestry research and the forestry industry thought that mountain villagers were harmful to forest resources. The Nosangyoson-Keizai-Kosei-Undo（Economic Rehabilitation Projects for Rural Villages）offered extensive infrastructural and policy-based assistance to rural villages； however, the emergence of World War II disrupted this plan. Although the
term of culture was frequently used in war-damage reconstruction process, public opinion favored increased timber production
over various other functions, including forest culture development. In the １９６０s, depopulation issues in rural areas strengthened
and disappearing folklore was recorded by public authorities with respect to cultural assets and by folklore studies researchers.
Since the １９７０s, rural areas have been commodified as Furusato , or commercialized hometowns. At the turn of the millennium,
some depopulated areas that were not completely commodified were considered to have been abandoned by some researchers.
Some of the ruins and old documents pertaining to forestry are now part of the forestry heritage . We should understand that the
forest culture cannot be maintained without ensuring mountain villagers sustainable livelihoods.
Key words: Forest culture theory, Forestry Heritage, Folklore

の林野関係者のまなざしや，森林の文化的機能に対す

Ⅰ はじめに

る価値付けの状況を把握した。また，２０世紀初めから
山村研究を行ってきた民俗学も分析対象に含めた（１）。

２０１３年度から日本森林学会の林業遺産選定事業が始
まり，今後，文化的な機能に注目が集まる可能性が出

なお近世では，
「文化」を「教化」という意味で用

てきた。本稿では，森林が有する様々な機能の中から

いたが，幕末から明治末期には「文明」
，大正期から

文化的機能に着目し，この機能が歴史的にどのように

昭和初期には「教養」という意味でも使われ始め，「文

把握され，また価値付けされたかについて，文献を通

化」
国家のようにイデオロギーと結びつく（２）。 戦後は，

して明らかにする。具体的には，
『山林』等の業界誌

「社会を構成する人々によって習得・共有・伝達され

や
『林業経済』
等の学術誌を参考にしながら，文化を継

（３）
る行動様式ないし生活様式の総体」
とする文化人類

承・創造してきた山村住民に対する研究者や行政官等

学的な視点からの意味合いも含まれる。多様な文化の
意味合いに注意を払いつつ，林野庁が公表する多面的

†連絡先

機能（４）における文化機能に，広義の「文化」機能とし

E-mail：shiba@rekihaku.ac.jp
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て保健・レクリエーション機能を加味する形で分析を

の設計・敷設に携わった河合 太郎は修羅等の運材装

行った。

置を幼稚と評価し（１９），明治４０年代には労賃や流送中の
木材損傷等の費用によって鉄道輸送がより生産性が高
いという意見（２０）が出る等，時間の経過と共に近代技術

Ⅱ 時代ごとの文化的機能に対する政策や報告
１

の優位性を指摘する論調が強まる（２１）。

森林法草案から部落有林野統一前まで（１８８２年〜

２

進む工業化と在来技術（１９１０年頃〜１９２６年頃）
部落有林野統一事業は条件付き統一等を認めた１９２０

１９１０年頃）
１８８２年に森林法草案が作成され，山林監守や保護林

年前後から移行が進む。第一次世界大戦によって欧州

の設置等の資源保護中心の政策が提案された（５）。草案

産業界は停滞し，日本製品の需要が増大する。国内建

は廃案となるも，方針は１８９７年森林法に引継がれ，保

築用材，坑木材，北海道パルプ材生産が拡大したが，

安林制度や森林警察制度が導入された。軽工業から重

欧州の復興が進んだ１９１９年春以降，日本は不況期に入

工業への転換が進みつつあった日清戦争と日露戦争の

る（２２）。１９１１年，植物学者の三好学等が主導して史蹟名

間に森林法は制定された。
台湾
（１８９５年）
，
南樺太
（１９０５

勝天然記念物保存協会を設立し，１９１９年に史蹟名勝天
然紀念物保存法が施行された。

年）
，
朝鮮半島
（１９１０年）
等の植民地も拡大していった。

（１）工業化と在来技術：酢酸石灰，セルロイド製品

こうした中で志賀重昂は，
列強を意識しながら科学的
かつ情緒的に日本の自然美やその保護を訴えた（６）。

等の林産化学製品の商品化が進む中で，三浦伊八郎と

（１）山村への厳しいまなざし：１８８０年代における山

いった林産学者は，当時最新の森林化学技術を紹介し

林に害を及ぼす要因として，住民の乱伐が指摘され，

た（２３）。工業化はより多くの電力を必要とし，大正期に

わらび

は水力発電用のダム建設が進んだ（２４）。電源開発は流送

それ以外に蕨 採取目的の火入れの延焼，放牧による
（７）

食害，虫害が挙げられた 。落葉採取の風習が維新後

の障害となるが，国家経済に多大な貢献をもたらす事

に歯止めが効かずに大径木まで盗伐された状況や，入

からやむなしとする論調が多く見られ（２５），以後，御料

（８）

植で森林が激減した事例等の報告もある 。一方，共

林での森林鉄道敷設も進んだ（２６）。火入といった地域住

約で地域の山林を保護したり，秣場維持の火入れを廃

民による自然の改変に対して，山林局の報告書（１９１３

止したりすると，優良事例として紹介された（９）。入会

年）では，
「火入が林野荒廃の原因にして国土保全上

利用に対する議論も行われ，本多静六は，林業を著し

及び林野産物採取上有害無 益 な る を 明 ら か に す べ

く害する場合には林役権（林産物採取権）を賠償支払

（２７）
き」
と論じた（２８）。

（１０）

いで解除する必要性がある

と主張し，川瀬善太郎も

（２）森林の第三利用：川瀬は『しか』を著し，世界

「直接・間接に森林の収益を減退しまた林業の改良進

に生息する鹿の習性や狩猟方法，伝説等を含む芸術的

歩を妨げ（中略）林役権の性質上森林の実質を危害に

な価値といった多様なシカの価値を紹介した（２９）。こう

（１１）
陥るるの患いあり」
と述べる等，官林育成を重視し

した例外（３０）を除いて森林文化を紹介する報告は依然乏

（１２）

た。
『吉野林業全書』 や，飛騨地方の運材の道具類の

しい。但し広義の「文化」については，１９１０年頃から

（１３）

用途を詳述した生業の記録

はあるが，山村の文化的

森林美学や森林レクリエーション（以下，レク）の重

側面を伝える報告は乏しく，むしろ凶作で困窮した状

要性が主張され出す（３１）。林業の発展を妨げるという理

況を紹介する報告が確認できる。１８８０年代には救荒食

由で批判の声も挙がるが（３２），田村剛は森林産物や国土

（１４）

。１９０５年

保安よりも，国民保健上の利用（第三利用）を重視す

の凶作では，宮城大林区署が蕨の根の採取，牛馬の国

として蘇鉄の実の調理方法等が紹介された

べきで，国有林での保養地開放の必要性等も更に説い

（１５）

有林野への立入りを容認し

た（３３）。その後，保護優先の三好らと距離を取り，風景

，翌年にも不要存地林野
（１６）

の払下げ等の救済策が実施された

利用を重視する国立公園設 立 に 向 け て 邁 進 を 始 め

。

た（３４）。当時は，主たる利用者として外国人観光客や都

（２）近代化する林業技術：１９世紀末には鉄道や森林

市住民を想定していた（３５）。

鉄道の導入が林業の運材方法に変革をもたらす。１９０６
年以降，津軽森林鉄道を嚆矢として本格的な森林鉄道

（３）民俗学の誕生：柳田国男は，官僚勤務の傍ら大

建設が開始され，枕木材需要も増大していった（１７）。在

学で農政学を教え中農養成の必要性を説くも農学関係

来技術と近代技術を比較する議論も盛んに行われた。

者から支持を得られなかった。この挫折が，日本民俗

明治１０年代は初期投資のかかる道路より河川運材が優

学を興す契機となる。１９０８年九州地方を訪問し，
「従

れているとの主張もあったが（１８），台湾阿里山森林鉄道

来の土地保有状態が一種新法学者の頭脳に入り兼ねる
-4-
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（３６）
特別のもの」
と述べ，実態に合わない所有制度を推

しかれども山村の現状は遂にこれを禁止する事能わざ

し進める法学者を批判した。宮崎県椎葉村では，共有

（４７）
る」
と述べ，１９１３年の報告書と比べても，山村の暮

地での焼畑による稗，粟，甘藷栽培を紹介し，害獣の

らしに一定の配慮を示すようになる。薗部一郎は，森

猪の狩猟方法や独特の狩猟用語を紹介する（３７）。更に岩

林資源に最も依存した生活を営む土地なし農民を対象

手県土淵村出身の佐々木喜善から話を聞き書き，１９１０

に簡易委託林を活用すべき事や，国有地払下げは搾取

（３８）

。この時期の柳田は，

の構造を助長する事から賛成できないと主張した（４８）。

木地屋（木地師）といった「漂流民」の暮らしや信仰

遠藤安太郎は，東北地方の凶作に在来技術が活用され

年に『遠野物語』を出版した
（３９）

に関心があった

（４９）
ず，
「山林史の持つ現代性として大いに反省」
すべき

。
『郷土研究』を１９１３年に創刊し，

と述べた上で，栗林や樹穀林の設置を提案した（５０）。

全国各地から送ってもらった情報を基に，柳田が執筆
する独特の研究体制を確立すると，農村からより多く

民俗学でも１９３０年代には経世済民の研究が実践され

の情 報 が 集 ま る 為，郷 土 研 究 に 関 心 が 移 っ て い っ

た（５１）。柳田は，全国５２か所の山村調査を主導し，一部

た（４０）。この他に，渋沢敬三は１９２５年に自宅にアチッ

の結果を雑誌『山村』に投稿し，その後に『山村生活

ク・ミューゼアム（４１）
（以下，アチック）を設立し，郷

の研究』を編纂した（５２）。瀬川清子は，出稼ぎによる山

土玩具，民具，標本等を幅広く収集し，早川孝太郎，

村女性の役割変化等を紹介したが，大林区署設立後に

宮本馨太郎，宮本常一等の研究者も財政的に支援し

払下げが困難となり，男性が出稼ぎをせざるを得ず，

た（４２）。後にアチックメンバーは，映像資料の重要性も

官民有区分時の判断が甘かったと悔いる村民（５３）が紹介

認識し，昭和初期の日本の生活・暮らしを撮影した。
３

される等，林野行政への間接的な批判も読み取れる。
（３）戦局優先：１９３７年に日中戦争が開戦すると，増

恐慌期から敗戦まで（１９２６年頃〜１９４５年）

（１）農林漁村経済更生運動（以下，更生運動）
：１９３１

大する軍事需要に対応する必要が生じ，山村への配慮

年の冷夏は東北地方を中心に大凶作をもたらす。農林

は雲散霧消する。薗部は，応急対策として山が「坊主

省は１９３２年から緊急対策として時局匡救事業を，長期

（５４）
になっても致し方がない」
と述べ，恒久国策として

（４３）

的対策として更生運動を実施した

。時局匡救事業で

大造林計画を進め，造林木が成熟するまでは，満洲や

林道整備が進み，更生運動では町村が経済更生計画を

北海道の増伐等で対応する事を提案した。１９３８年度か

策定し，県経済厚生員会の承認を経て事業を実施し

ら更生運動に満州分村移民計画が組み込まれ（５５），山林

た（４４）。更生運動の協賛機関に全国山林会総合会が含ま

局の斡旋で満洲国官行斫伐地付近への入植募集も行わ

れており，林学関係者も更生運動に関わった。まず全

れた（５６）。１９４０年，薗部は三浦と共に学生を連れて海南

国山林会総合会は山村経済実態調査を１９３３年から実施

島等での資源調査を実施し（５７），同年，海南島に東京帝

し，島田錦蔵といった林政学者も指導員として参加し

国大学熱帯林業研究所も設置された（５８）。薗部は１９４３年

た。また１９３６年１０月，農村更生協会（１９３４年設立）が

に海軍司政長官に任命され，
「南方海軍関係の広域に

秋田営林局と共催で「山村生活と国有林」という題目

わたり農林，水産，鉱業，衛生，文化等地文，人文一

で山村更生研究会を山形県で開催した。農村更生協会

（５９）
切の基礎的研究」
を行う為にインドネシアに設立さ

理事は「山林経営，山林経済の問題というようなこと

れたマカッサル研究所の初代所長となる。

がご専門であって（中略）
，山村というものを維持し，

（４）強制された文化：愛国精神の教化を建前に若年・

発展せしめて行くには，どうしたら宜いかという観点

青年男子を林業に従事させた。１９３０年代半ばから都道

（４５）
は（中略）ご着手になって居られなかった」
と批判

府県や営林署等が主導して，
「森林道場」を各地に開

を浴びせる。秋田営林局長は簡易委託林制度による採

設した（６０）。例えば島根森林道場では，３０歳以下の男子

取を認めており，住民の国有林から受ける便益は小さ

が６か月共同で製炭作業や生松油採取事業に従事し

くないと反論したが，国有林内で山葡萄栽培を行うと

た（６１）。大日本山林会は，１９３４年より神武天皇祭の前後

いう経済厚生計画を立てるも営林署が勝手に蔓を刈払

３日間を「愛林日」とし（６２），１９３８年から国民精神総動

い計画達成が困難となった批判や，経済状況を考慮せ

員愛林日（４月４日）として国家資源愛護精神を教化

ず不要存地払下げを強行した為に，部落が払下げを受

する。太平洋戦争開戦後は，学校林や国有地に対する

けられなかったという批判が山村側から相次いで報告

「挙国造林」として，当初１０年間で５０万haの造林が予

された（４６）。

定され（６３），労働量の３割程度を学徒翼賛壮年団・少年

（２）変わるまなざし：１９３３年の火入に関する調査で

団・大日本婦人会等が補う計画が樹立された（６４）。１９３１

は，
「国土保安上に及ぼす影響すこぶる多大（中略）

年に国立公園法が施行され，１９３４年に初の指定が行わ
-5-

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｃ 2019.03.12 11.35.56 Page 34

林業経済研究 Vol.65 No.1 (2019)
れた国立公園も保健・休養・教化の場から変質する。

林野局（現・林野庁）や関係団体は，
『林野実態調査

１９３８年，体を鍛錬し国家に貢献する事を求める健康報

報告』
，
『国有林野地元利用実態調査』
（以下，地元調

（６５）

。富裕層に利用が集中した国立公園

査）
，
『山村経済実態調査』等の調査に乗り出す。林業

は，
「全国民をして健全・かつ安直なる利用をなさし

発達調査会は『林業発達史資料』を出版し，林業技術

（６６）
めねばならぬ」
と批判を受けた。１９４２年，厚生省は

の近代化を一部記録した。

国が表明された

なお山村関係の実態調査に関わった民俗学者として

健民運動を開始し，国立公園も心身鍛錬の場（健民地）

周防大島出身の宮本常一がいた（８０）。まず１９５１年から

に位 置 付 け ら れ，健 民 寮 等 の 建 設 計 画 が 表 明 さ れ
た（６７）。敗戦前には立山の弥陀ヶ原を畑地に開墾して山

１９５２年に対馬・壱岐等の調査に参加し，離島振興法

岳要塞とする計画も提案された（６８）。

（１９５３年施行）の成立を陰ながら支え，同法成立後も
全国離島振興協議会初代事務局長を務めた（８１）。地元調

（５）森林文化研究の萌芽：１９３４年，大日本山林会は
（６９）

日本橋三越本店で森林文化展覧会を開催した

。本物

査にも，１９５３年の岡山県円城村の調査に参加し報告書

の樹木を使った展示や南洋植民地のゴム採取の様子，

を纏めた（８２）。地元調査は，質問票に基づく調査で，林

林産物展示等が設けられ，１５日間で７５万人を超える来

野所有形態や収入源といった経済状況を把握する調査

訪者が訪れた。鳥羽正雄は『森林文化』を著し，草木

項目が多い。しかし記述される内容は調査者により微

を祖神とする神々や，山の神信仰，琉球地方の御嶽に

妙に異なった。林学関係者が執筆した報告書では，林

代表される聖地等を紹介した（７０）。宗教・風致・農業・

野所有や林業生産構造に特化して記述していたが（８３），

軍事等の幅広い視点から，日本の保護林を紹介した報

民俗学者が参加した調査では，ラジオや新聞の利用状

告もある（７１）。

況の記述も充実する等，山村生活の状況の改善をより

４

強く意識していた。

敗戦からの復興期（１９４５〜１９５５年頃）
戦中期の木材供出や終戦後の乱伐が洪水被害を誘発

またこの時期の『山林』を読むと，深刻な食糧難が

し，治水治山機能を回復させる事が急務となる。１９４７

続き，山菜や薬草の利用法が紹介された。魚梁瀬森林

年に林政統一，１９５０年に造林臨時措置法，１９５１年に森

管理署管内の事業所にラジオ設備を設置し，住民は流

林計画制度が発足した。文化財行政も，国宝保存法や

行歌を飽きずに聞いていた事が報告される等，豊かな

史蹟名勝天然紀念物保存法等を統合した文化財保護法

山村イメージは依然として見られない（８４）。

が１９５０年に施行された。１９５４年に民俗資料が新設され

５

（７２）

無形資料も保護の対象となる

国産材増産と過疎化（１９５６年〜１９７０年頃）
経済成長に伴う用材需要の増大は木材価格を高騰さ

。

せ，政府は国産材増産と外材輸入拡大で対応する。国

（１）再興の合言葉としての文化：敗戦直後は林業界
を含む多方面で「文化」が用いられた（７３）。岩手林業倶

有林では１９５８年の国有林生産力増強計画，１９６１年の木

楽部文化部は，１９４７年から１９４８年に『森林文化』を出

材増産計画に基づき大面積皆伐が進んだ。木材貿易の

版した。青森営林局長は，
「森林に関する芸術作品の

自由化により１９６９年に木材自給率が５０％を下回る。

紹介とその鑑賞，林業人の文化資質の育成向上，更に

１９５７年頃から燃材需要が急減し，薪炭業が衰退すると

進んで山林文化の建設にまで及ぶとすればまことに

山村からの人口流出が始まり（８５），その対策として１９６５

（７４）

洋々たる前途を持つ」 と発刊を祝した。
『森林文化』

年に山村振興法，１９７０年に過疎法が施行された。林業

は，業界の報告に止まらず，山村女性座談会，高山植

と他産業との格差是正の為に１９６４年に林業基本法も施

物の紹介といった多様な情報を提供し，林業界の文化

行された。文化財保護に関して，１９６２年度（沖縄県は

振興を進めようとする意図が読み取れた（７５）。

１９６７年度）から地方公共団体等が主体となった民俗資

森林愛護連盟が主催し，１９４７年から「愛林日」が再

料緊急調査が始まった。１９６５年度から民俗文化財緊急

開される（７６），４月４日に都内帝室林野局林業試験場で

調査が開始され，ダム水没地区や振興山村でも調査が

（７７）

記念植樹を行った

行われた。

。１９５０年以降，国土緑化推進委員

会がこの植林事業を受け継ぎ，
「緑の週間」等も同年

（１）乏しい文化的記述：この時期の『山林』は，パ

から設定された（７８）。愛林日は，
「象徴天皇制下で国民

ルプ材の生産体制強化の報告や南洋材に関する記述が

が一致団結して国土復興へ歩みだす象徴的な行事とし

多かった。例外的に木地師の用いる轆轤に関して，
明

（７９）

治期以降に水力式や足踏み式が開発され緩やかな技術

て復活」 を果たした。
（２）山村調査と宮本常一：この時期は種々の山村調

革新が見られたとする報告があった（８６）。
この他に水車

査が実施され，調査に林学研究者も関わった。農林省

を利用した製材機を有する製材工場を対象とした調査
-6-

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｃ 2019.03.12 11.35.56 Page 35

Journal of Forest Economics Vol.65 No.1 (2019)
流行服を着た「アンノン族」
が山村にも押し寄せた（９７）。

報告があったが，電力製材機と併用する事が提案され
（８７）

る等，現役の技術として活用が模索されていた

（２）森林文化論の萌芽：二次林にも社会文化的な価

。

（２）
「失われる」民俗の記録：生活の近代化が農山漁

値がある事を１９７０年代から語り始めたのは四手井綱英

村にも浸透する中で，民俗学分野では，民俗調査の研

だった（９８）。四手井は，国有林の拡大造林・大面積皆伐

究姿勢に疑問が呈された。桜田勝徳は，大半の民俗調

問題がメディアに取り上げられ，林業自体を自然破壊

査が「村の現状よりも，老人の記憶などにあるより古

と見做す風潮が強まっている事に懸念を示した（９９）。ま

いものを引き出す方に力を注ぎ，
（中略）古い村世界

た，
「
「山と木と住民＝人間」を結合する管理・経営の

（８８）

をリコンストラクト」 する事に主眼を置き，民俗の

（１００）
在り方の発見であり技術の選択」
を林政は見据える

変貌に対応できないと厳しく批判した。

べきと筒井迪夫が主張し，後に森林文化論に発展し

但し，少数とはいえ「経世済民」の民俗学を実践し

た。近代の林業技術が歴史的価値を帯び始め，近代の

た研究者はいた。宮本常一は，種々の山村調査を纏

技術体系を記録した『林業技術史』シリーズが出版さ

め，農山漁村が後進地域から脱する為に，交通網の整

れ，機関車の車両名称や規格，集材・運材システムが

備が不可欠と主張した。奥地国有林を中心に敷設され

詳細に記録された（１０１）。林道（車道）の整備により森

た森林鉄道は，
「山林開発のためであって，山村開発

林鉄道が姿を消す中で，往時の森林鉄道を懐かしむ森

（８９）
を主目的としたものではない」
と否定的に捉えた一

林鉄道愛 好 家 が 写 真 集 等 を 出 版 し て い く（１０２，１０３）。林

方で，地元資本が観光開発の主体であればスーパー林

学・林野関係者の回顧録も纏められた（１０４）。

（９０）

道建設は地域経済に貢献すると主張する等

，住民の

（３）失われる過去の記録：
「急速な衰退過程をたどる

視点に立って論じていた。なお宮本の山村発展論は膨

（１０５）
直前の失われゆく日本の焼畑」
の記録を試みた佐々

大な著作の一部に過ぎず，むしろ「多くの人がいま忘

木 高 明 は，焼 畑 分 布・形 態 の 変 化 を 統 計 デ ー タ や

れ去ろうとしていることをもう一度ほりおこして見た

フィールド調査から明らかにした。狩猟文化に関して

いのは，あるいはその中に重要な価値や意味が含まれ

は，村田銃からライフル銃に変わる中で集団での巻き

（９１）
て」
いるとの信念に基づき，数多くのライフヒスト

狩りが消失する等，外発的な要因が狩猟文化に及ぼす

（９２）

リーを残した

影響を紹介する報告がある（１０６）。炭焼きに関しては，

。

また千葉徳爾は，禿山の全国分類に加えて，大量の

畠山剛が里に戻った焼き子の自宅に通って話を聞き，

薪炭材が製塩用に用いられると貧困農民が入会地を過

木炭業者の搾取の構造や，医療や教育が不自由な焼き

剰利用せざるを得ず禿山が進んだ近世期の瀬戸内海の

子の生活史を明らかにした（１０７）。 山菜採集については，

（９３）

事例等を紹介した

住民が沢や川の位置から縄張りを暗黙の了解の下で認

。この他に，
『日本の狩猟民俗史』

ぜんまい

（９４）

も千葉は著した
６

。

識している事や，水田の少ない世帯ほど薇の採取量が

環境と「ふるさと」ブーム（１９７０年頃〜１９８０年頃）

多く，森林に頼って生活している事を明らかにした報
告がある（１０８）。林学においても，流送から陸送に移行

環境問題への関心が高まり，奥地林道開発や原生林

していく過程を記した記録が報告された（１０９）。

伐採に批判が強まる。林野庁は保健保安林の指定面積
を増加し，森林総合利用促進事業でのレク施設建設に

映像として失われていく民俗を記録する動きも活発

対する補助金事業を開始した。１９７６年から国有林野事

化した。民俗学者や映画監督等が発起人となり，映像

業は財政投融資資金から長期借入れを開始する。町並

民俗学を考える会が１９７４年に誕生した（１１０）。宮本常一

み消失等の危機が迫り，１９７５年改正文化財保護法で伝

に師事していた姫田忠義は，１９７６年に民族文化映像研

統的建造物保存群制度が発足した。

究所を設立し，昭和初期の木地師に往時の生活・生産

（１）
「ふるさと」の誕生：
「過疎問題に苦しむ否定的

様式を再現してもらい，映像記録「奥会津の木地師」

なふるさとではなくて，都会の生活で忘れかけていた

に収めた（１１１）。

ものを思い出させてくれるノスタルジックなふるさ

７

森林文化論の隆盛（１９８０年前後〜１９９０年代前半）

（９５）
と」
が誕生する。旅を求める若者を鼓舞したのが，

素材価格は１９８０年頃をピークに続落し，過疎化や国

国鉄が１９７０年から１９７６年に展開した「ディスカバー・

有林野事業の経営悪化に拍車をかけた。国有林野事業

ジャパン」キャンペーンで，
「古い町並み，農村など

改善計画の一環として国有林野内の民間活力を活用し

（９６）

を背景として流行の服を着た女性」 が写る斬新なポ

たレク事業が１９８７年から開始された（１１２）。同年総合保

スターを用いた。同時期に創刊した『an・an』や『non-

養地域整備法が施行され，全国で大型リゾート開発が

no』でも農山漁村を旅するお洒落な女性が紹介され，

進んだが，バブル経済崩壊により大半は頓挫した。
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した研究も発表された（１２５）。

（１）森林文化論の勃興：
「現代の森林・林業の状態を
それぞれが「森林文化」
に含意させるものに関連づけ，

研究者だけでなく，山村に暮らしながら林業の在り

（１１３）

現状改善の提案」 を行う森林文化論が発展する。歴

様を 考 え る 報 告 も 増 え た。例 え ば 哲 学 者 の 内 山 節

史的視点から分析をした筒井迪夫，笠原六郎や，自然

は，１９８０年から『山林』への寄稿を開始した。内山の

誌の視点から分析した四手井綱英，北村昌美，菅原聡

膨大な著作を要約する事は困難だが，成長に時間がか

（１１４）

がいる

。筒井の「森林文化」の定義は様々だが，

かる樹木の市場予測は困難であるにもかかわらず，単

本稿では「森林を核としてつくられている文化的諸事

一樹種の植林が経済価値を高めるという虚構の経済合

象をいい，現在驚くほどに忘れ去られている森林（自

理性を山村に押し付け，住民を翻弄し続けた近代林学

然）の文化的意義をあらためて現時点で確立し，
「森

への厳しいまなざしが根底にある（１２６）。

（１１５）
林の復権」
を図る」
事とした。 歴史を尊重しながら，

（３）既存の分析枠組みの堅持：民俗学分野からも，

地域の自然条件に適応した山林管理や，受け継がれた

「村おこし」運動にも関わる形で実践的な解決を図る

社会的技術としての慣習や土着技術が把握された（１１６）。

べきという意見が表明された（１２７）。しかし行政主導の

また，森林文化を発展させる場として「森林環境基地」

「村おこし」に対して，
「住民の側に立っての批判的な

を創造し，現代社会に適応した森林環境文化の創造を

（１２８）
検討をするのが民俗学の役割」
として批判する声も

試みた。筒井の研究実践活動を支援したのが森林文化

挙がり，従来の研究枠組みを踏襲する生業研究が続い

協会である。朝日新聞社の創刊１００年記念事業として

た。柳田が戦前期に実施した山村調査の２１か所で再調

１９７８年に財団法人「森林文化協会」が誕生し，１９７９年

査を行い，５０年後の民俗変化の把握を試みたが，柳田

から総合情報誌『グリーン・パワー』
，１９８０年から研

の質問項目に強く影響を受け，林道開発やレク開発が

究年報『森林文化研究』を発行した（１１７）。森林環境基

山村の習俗・生業に及ぼした影響は把握できない（１２９）。

地として１９７９年に滋賀県朽木村「朝日の村」に自然研

８

バブル経済崩壊後（１９９２〜２００３年頃）

修場，翌年に森林環境研究所が設立され，森林環境教

１９９２年国連環境開発会議で気候変動枠組み条約が採

育等の実践的活動も始まった。１９８６年に森林文化教育

択され，環境問題解決への国際的な取り組みが本格化

研究会も結成し，教諭と連携し森林教育の教材開発等

する。一方で山村の過疎化は止まらず「限界集落」の

も行った（１１８）。

概念が提唱された。１９９４年度林業白書に特集「森林文

北村は，
「文化的な背景のもとに創り出される森林

化の新たな展開を目指して」が組まれる等，森林文化

と森林景観，それらをめぐる国民生活，このすべてを

が林野政策に反映された。累積債務が３．
８兆円に達し

（１１９）
包括したもの」
を森林文化と捉えた。人間の働きか

た国有林野事業は，２．
８兆円を一般会計が引継ぎ，残

けから生まれた文化的創造物を森林文化とした点が筒

りは林産物収入や一般会計の補填で返済する方針が

井と異なる（１２０）。北村は，
菅原，
只木等と共に森林環境

１９９８年に決まる。

研究会
（代表：四手井）
の一員となり，
日本，
ドイツ，フ

（１）多様化する森林文化研究：生活と密着した自然

ランス等の森林意識比較調査を行った。林相の写真比

環境との関係性に着目した環境（生態）民俗学が提唱

較による住民意識調査を行い，人工的な森林景観を好

される（１３０）。また問題解決を目指す実践的学問として

む一方で，観念レベルでは手つかずの森林を望ましい

１９９０年に環境社会学研究会（現・環境社会学会）が発

（１２１）

と考える日本人の独特な自然観を明らかにした

足し，生活者の視点から環境問題の解決を探ろうとす

。

（２）多様化する森林文化関連の報告：
『森林文化研

る生活環境主義（１３１）に基づく調査手法が確立された（１３２）。

究』の発刊後，多様な報告が公表された。笠原は，滋

外発的な開発・保護が習俗や生業を変化させる点に

賀県朽木村の近代以降の生業史を纏め，薪炭業衰退が

注目した研究もよく見られた。
例えば，
ダム建設で水没

人口を流出させ，その後村民と森林の関わりが希薄に

予定の新潟県奥三面地区の１９８０年代の狩猟や山菜採取

（１２２）

。多摩川河口に運ばれた木

の記録を取り纏めた報告がある（１３３）。明治期後期から

材を，隅田川河口へ運んだ大正期の六郷船頭の技術を

杣夫として官行斫伐事業に従事し，営林署新規雇用廃

なった実態を把握した
（１２３）

や，この成果を用いて社会科の授業

止を契機に過疎化が進んだ下北半島畑集落の生業の変

「消えた六郷の筏宿」を実践し，児童の気づきの過程

記録した報告

遷を記録した報告もある（１３４）。世界遺産に登録された

を記録したもの（１２４）もある。全国の近代技術伝播の状

白神山地では，ブナ林を保護する為に規制強化が進

況を把握した上で，土地所有，積雪地や急峻地形等の

み，
登録地域内・周辺での鳥獣捕獲等が困難になり，
マ

条件が，技術伝播の地域差を生じさせた事を明らかに

タギ文化を受け継ぐ住民と土地の関わりが薄れた（１３５）。
-8-
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１９９０年代から自然環境を保全する位置付けで「里山」

年の森林・林業再生プランに文化的機能の記述はな

が議論され，造園学でも山村の生業に注目する報告が

く（１５１），
保護林制度から
「郷土の森」
の除外が２０１５年に決

増えていく（１３６）。
林政分野でも，
法学者の助言に従って

まる。
森林環境税
（地方税）
を高知県が皮切りに導入し，

近代化を進めずに多角経営化を進めた入会集団に関す

森林文化推進に活用する福島県等の事例もある（１５２）。

る報告（１３７），鰹節製造業者と薪材供給業者間に伝統技

（１）通史的な研究成果：生態史や森林利用史に基づ

術への誇りといった非価格要因を基盤とする独自の流

く報告が見られた。例えば北上山地に関しては，先史

通市場が構成されている事を明らかにした報告（１３８），

時代からの山地形成過程に加えて，人為撹乱で維持さ

社会が安定化すると森林の精神的利用に関する新聞記

れた赤松林の盛衰過程等を明らかした報告や（１５３），民

（１３９）

事が増える事を指摘した報告

等，
枚挙に暇がない。

俗生態史の視点から昭和初期まで半年間弱の食料を植

（１４０）

に関しては，日雇人夫が運材，杣夫が

物採集で確保してきた生存戦略を紹介する報告があ

伐木造材を担う分業体制が確立されていた木曽地方で

る（１５４）。仲間勇栄は，琉球地方の植物民俗誌や山林風

は，森林鉄道の敷設で日雇人夫がトロ乗人夫に取って

水観によって魚鱗形の林分を目指す播植方法が確立さ

代わられた一方で（１４１），伐木造材から運材まで一貫し

れた経緯等を紹介した（１５５）。三井昭二は，山村におけ

て杣子が担当した津軽地方では，敷設後も杣子が失業

る生業の変遷を纏めた上で，下流住民による上流地域

せずに伐木造材を行う等（１４２），技術伝播の地域差が明

への植樹活動といった新たな共的な結びつきに基づく

らかとなった（１４３）。

森林文化が誕生したと指摘した（１５６）。

林業技術

（２）森林文化論への批判：森林文化論は基本的に「西

事例研究に関しては，薇の商品経済化の歴史や薇の

（１４４）
欧式の近代化が自然破壊をもたらしている」
事を前

採取空間や競合を緩和するルールの決定要因を論ずる

提にしているが，近世以前から鉱山の煙害や過剰利用

報告や（１５７），マイナーサブシステ ン ス（１５８）と し て の 山

（１４５）

で禿山が各地で存在しており

菜・きのこの採取から栽培ビジネスまで，多角的に採

，近代化だけが破壊

取文化を捉えた報告がある（１５９）。

の根源ではないとする批判が挙がる。第２に，北村や
（１４６）

菅原

（２）選別される遺産：郷土史家や森林鉄道愛好家が，

は自然破壊の原因にキリスト教の影響を主張
（１４７）

するが，論拠の弱さを批判する指摘が出された

森林鉄道の書籍やアルバムを盛んに出版するようにな

。

第３に，
「豊かさ」が強調され，救荒食の民俗知等は

る（１６０）。 森林管理局が保存している林道台帳等を基に，

主たる議論に含まれなかった。第４に，民俗学研究と

国有林森林鉄道の路線図等を掲載した書籍も出版され

の連携が十分でなく，特に筒井は民俗学者の先行研究

た（１６１）。小河川が多く流送が困難だった青森ヒバ材の

を十分紹介せずに議論を進めた為，民俗学分野でも森

大量安定供給を確保する為に森林鉄道が建設された経

（１４８）

林文化論を引用する研究は限られている

緯を明らかにした実証研究もある（１６２）。

。また林

業経済学会記念誌の分野別研究動向でも森林文化論の

また２００２年度から筑波大学や徳川林政史研究所等が

（１４９）

章は組まれなかった

協働して，旧営林局が所蔵する公文書の保存に向けた

。

研究年報『森林文化研究』
は，２００２年で終刊となり，

調査を開始し，統廃合時の引継ぎ等で資料が消失する

朝日の森は２００３年３月に閉鎖された。２００３年４月から

状況が判明した（１６３）。この活動に関心を持った福田康

森林文化研究会は森林環境研究会に改組され，地球温

夫衆議院議員（後の首相）の助力も受け，国有林史料

暖化や生物多様性等の自然科学的な内容を含んだ年報

の国立公文書館への移管の手続きが進んだ（１６４）。更に

『森林環境』が以後発行されていく。
９

昭和初期にアチックメンバーが撮影した農山漁村の
フィルムがデジタル化される等，過去の映像記録への

観光立国宣言後（２００３年頃〜）

関心が高まってきた（１６５）。

農山漁村ではグリーンツーリズム（以下，GT）や
エコツーリズム（以下，ET）が少しずつ盛んになる。

しかしこうした保存事例は稀有であり，大半の林業

文化 財 行 政 は，日 本 遺 産 制 度 や 改 正 文 化 財 保 護 法

遺産は劣化・消失の危機にある。大雪国立公園内の十

（２０１９年４月施行）により保全活用を重視する方向に

勝三股地区には，１９５０年代に国鉄十勝三股駅から奥地

転換しつつある。経済産業省は近代化産業遺産を認定

に向かう音更森林鉄道が敷設され，約１，
５００人の林業

し，一部の森林鉄道も認定資産に含まれた。２００１年，

集落が形成された。国鉄廃線後に駅周辺の土地が環境

森林・林業基本法が施行され，公益的機能をより重視

庁に所管換えされ，１９９０年代半ばには殆どの産業遺産

する政策転換を表明したが，その後もシステム販売等

が解体された（１６６）。唯一解体を免れた森林鉄道修理庫

の大規模事業体を重視する林業政策が進む（１５０）。２００９

も２０１７年に半壊し，完形で現存した林業遺構は消失し
-9-
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た。屋久島の安房森林鉄道は２００９年に近代化産業遺産

１９１０年以降，森林レク等の広義の「文化」的機能に関

の構成資産となるが，安房森林鉄道以外の林業遺構

心が集まるが，想定した利用者は都市住民や外国人観

は，森林吸収源対策の間伐事業時の作業道や土場とし

光客だった。林野関係者の冷たいまなざしと一線を画

て使われ損傷・消失する状況が続いた（１６７）。筆者は，

したのが，官民有区分を批判しながら山村の生業や習

屋久島林業集落の生活経験 者 に 聞 き 取 り 調 査 を 行

俗に高い関心を示した柳田国男や，農山漁村の生活資

（１６８）

い

料の収集に加えて映像も撮影した渋沢敬三といった民

，林野関係者に幅広い保存の必要性を訴えた。

俗学者だった。

こうした事も一助となり，２０１７年に安房森林鉄道以外

しかし更生運動をきっかけに，山村住民に配慮せず

の森林鉄道・軌道も含める形で林業遺産に選定され，

に森林造成を重視する営林署の姿勢に批判の声が挙

保存に向けた動きが始まった。
また保護地域の認定等に際し，行政側がストーリー

がった。それ以後，林野関係者も山村住民に配慮した

の作成を求める風潮が強まっている。
例えば
「文化財の

意見を表明するようになった。しかし戦局の拡大に伴

価値付けや保全のための新たな規制を図ることを目的

う軍事需要の増大が，こうした配慮をかき消した。山

としたものではなく，
地域に点在する遺産を
「面」
とし

村の若年・青年層が「愛林」という名目で製炭・造林

（１６９）

て活用し，
発信することで，
地域活性化を図る」 ，日

事業に従事させられ，林学関係者も南方資源開発に関

本遺産認定制度が２０１５年度から始まった。日本遺産に

与していった。

認定された魚梁瀬地方では，森林鉄道を軸に地元側が

敗戦を迎え，戦災復興の合言葉として「文化」が頻

申請を出したが，文化庁から地域振興をより意識する

繁に用いられるようになった。しかし豊かな山村とい

よう指摘を受け，繰り返しの改訂を経て認定される

う捉え方は依然乏しく，雑誌『森林文化』も，山村生

（１７０）

等， 行政による価値付けへの強い関与が判明した

活を豊かにする事を意図して発刊された。民俗学者の

。

宮本常一も，後進地域からの脱却を意識しながら山村

（３）選別される「ふるさと」
：GTの多くは，
「山村か
（１７１）

ら都市への一方的サービス」 と評される等，商業

調査に関わり，農山漁村で暮らす名もなき人々の記録

ベースに乗らず，ETも同様な状況である。産業とし

を蓄積していった。

て成り立つGTやETであっても，真正性を巡る価値観

経済成長期には再び木材生産が優先される風潮が強

の対立等が発生し（１７２），
「ふるさと」を売り物とした観

まる。過疎化が顕在化する中で，山村振興法や過疎法

光の難しさが浮き彫りとなる。過疎化によって住民だ

に基づく振興策と，文化財保護法に基づく民俗の記録

けで担えなくなった笹刈りや屋根ふき作業を，学生・

が進められた。

NPO・茅葺職人等のコンソーシアム組織がボランティ

１９７０年代の「ふるさと」ブームは，懐かしいという

アと し て 手 伝 い，山 村 文 化 が 維 持 さ れ る 地 域 も あ

新しくかつポジティブな山 村 イ メ ー ジ を 人 々 に 与

る（１７３）。その一方で，
「観光資源化」やボランティア支

え，１９９０年代以降もGTやETといった山村文化の観光

援のない山村に対して，財政等の理由から積極的な撤

資源化が進んだ。１９８０年代から１９９０年代にかけて筒井

退を官学アカデミズムが求め始めた（１７４）。避難住民の

らの主導で森林文化論が展開され，林学分野でも多様

意向なしに，福島県相双地方の「ダークツーリズム」

な報告がみられるようになった。林業白書に森林文化

を提案する報告もある（１７５）。

が取りあげられる事で「森林文化」という用語が周知

民俗学者の山下裕作は，農学系の研究者が官学アカ

され，今世紀に入ると森林環境税（地方税）を財源と

デミズムを構築し，科学性を装いながら営農の集団化

して森林文化を推進する都道府県も出てくる等，森林

に特化して提言し，農村を客体化
（モノ化）
して評価し

文化論の果たした社会的意義は決して小さくなかっ

てきた事が，
過疎化問題が解決しない要因と指摘した。

た。１９７０年代から新たに価値付けされた山村は，２１世

その上で，生活者と同じ視点に立ち，包括的に農村の

紀に入るとGTやETで商業的に成功する地域がごく一

（１７６）

諸問題の解決を図る『実践の民俗学』を提案した

部で存在する。しかし大半の山村は過疎化が止まら

。

ず，近年は財政上の理由等から，一転して「撤退すべ

Ⅲ おわりに
１

き」存在ともなった。
「ふるさと」ブームや撤退論は，
「中心」
（政府や都市住民）の視点から山村を「周辺の
資源」として客体化（モノ化）した事で生じる表裏一

山村へのまなざしの変遷

体の姿といえる。

明治期から昭和初期まで，林野関係者は，山村住民
を山林に害を与える存在として捉える事が多かった。
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２

明『大辞林第３版』三省堂，２００６年，２２６４頁。

（３）松村

移ろいやすい価値と多様な価値を見据えて

（４）林野庁
『森林の有する多面的機能』http:／／www.rinya.maff.

奥地国有林・御料林に向けて森林鉄道・軌道が敷設

go.jp／j／keikaku／tamenteki／。

され，当時は流送よりも優れた技術として評価され

（５）大日本山林会『明治林業逸史』，１９３１年，５５〜６１頁。

た。しかし更に効率的なトラック運材が広まると，森

（６）志賀重昂『日本風景論』政教社，１８９４年。

林鉄道等は木材生産という視点では価値がないものと

（７）北原大発智「山林の三大敵」
『山林』№６０，
１８８７年，
２７〜
２９頁。

見做され，歴史的な価値が理解されないと損傷・撤去

（８）黒田 孝 造「山 林 盗 伐 の 弊 害」
『山 林』№６，
１８８２年，
４３３〜

されていった。昭和初期に林野関係者は山村の民俗に

４３５頁及び，梁田政輔「今日の北海道は昔日の北海道に

高い価値を見出さなかったが，渋沢敬三らは映像とし

あらず」『山林』№４９，
１８８６年，
７８〜８１頁。

て記録した。今世紀にデジタル処理され公表される

（９）「山林保護の契約

と，映像が有する歴史的価値が認識された。これらの

兵庫県」
『山林』№６，
１８８２年，
４８０〜

４８５頁及び，「秣場に火入を廃止せし結果」『山林』№
１５８，１８９６年，５７頁。

事例は，時間の経過で価値は大きく変動する事や，将

（１０）本多静六『林政学

来世代を考慮せずに判断すると，社会的な損失を発生

国家と森林の関係

後編』本多静

六，１８９５年，２０７頁。

させる可能性がある事を示唆する。

（１１）川瀬善太郎『林政要論』有斐閣，１９０３年，４２９頁。（中

また日本遺産のように「ストーリー」を行政が重視

略）は筆者が挿入したが，他の本文中の（中略）も同

する風潮が強まるが，例えば観光客向けに分かり易さ

様である。
（１２）森庄一郎『吉野林業全書』森正一郎他，１８９８年。

を求め過ぎると，主要な価値のみが強調され，切り捨

（１３）空渓山樵「飛騨の運材」
『山林』№３３２，１９１０年，４４頁。

てられるその他の価値が多くなる可能性が高まる。行

（１４）「山林産物の内凶歳の食用に充つべきもの何々なるや且

政側の主張に沿って価値の単純化を進める御用学者で

之れを製するの法如何」
『山林』
№４５，
１８８５年，
１９３〜１９６頁。

はなく，多様な価値が長期に維持される事を意識する

（１５）「凶作救済林払下」『山林』№２７７，
１９０５年，
４４頁。

専門家が求められる。

（１６）「山林局の凶作地救済」
『山林』№２７８，
１９０６年，
５６〜５７頁。
（１７）「樹齢百年」編集委員会編『樹齢百年―青森営林局の一

戦前まで日本の林学は官林の管理・経営基盤強化を

世紀―』林野弘済会，１９８６年，１７５頁。

第一義とし，山村住民の視点が欠けていると繰り返し

（１８）伊澤英介「木曽川木材運輸の便を計るの鄙説」『山林』

指摘されてきた（１７７）。今後は，
「山村に住みたい人が住

№４３，１８８５年，８８〜９１頁。

んでいる」事が，文化を含む様々な価値を生み出す源

（１９）河合

泉と捉え，林政学に関わる研究者は狭義の林業のみに

太郎「運材法に就ての質問及答」．『山林』№１６２，

１８９６年，４０頁。
（２０）和田国次郎「目下林業の収益増進策」
『山林』№３０２，

こだわらず，教育・福祉等を含む包括的な視点からも

１９０８年，１１２〜１２１頁。

実証分析を行い，林野行政も例えば林業遺産を含む多

（２１）脇野

様な森林の価値を評価した上で施策を進める事が，長

博「木曽森林鉄道導入と木曽式伐木運材法」
『林

業経済』Vol. ４７
（５），１９９４a年，１〜１０頁。

期的な山村や狭義の林業の発展にも繋がると考える。

（２２）赤井英夫『木材市場の展開過程』日本林業協会，１９６８

この際，
『実践の民俗学』のような研究枠組みを考案

年，１１９〜１２５頁。
（２３）例えば，三浦伊八郎「独逸に於ける森林化学界最近の

し，林政学分野が長けている政策的視点からの分析を

趨勢」『山林』№４５４，１９２０年，１〜９頁。

組み合わせる事は有効と思われる（１７８）。

（２４）鈴木茂次「森林と水力電気事業」
『山林』№５０１，１９２４
年，１〜１２頁。

謝辞

『山林』№３８１，１９１４年，２８〜
（２５）依田貞種「水力発電と管流」
３１頁。

本稿の執筆にあたり，川村清志氏，竹本太郎氏，土

（２６）矢部三雄「御料林における森林鉄道の導入要因に関す

屋俊幸氏，葉山茂氏，深町加津枝氏，古井戸宏通氏，

る考察」『林業経済』Vol. ７１
（５），２０１８年，１〜１６頁。

八巻一成氏，山本伸幸氏より有益な助言を頂いた。心

（２７）山林局『火入ニ関スル事例』，１９１３年，冒頭。

より感謝申し上げる。

（２８）この他に，林産物採取等に伴う自然の改変に対して，
風致を損ねる場合があると批判的に論じた報告もある。
田村

注及び引用文献
（ウェブサイトはいずれも２０１８年１０月６日に確認）
（１）風習や信仰に関する膨大な民俗学の研究蓄積があるが，
生業分野に限定した。農学分野に関しても海外研究や
１８７０年代以前の国内研究も対象としなかった。
（２）柳父

章『文化

一語の辞典』三省堂，１９９５年。

剛『森林風景計画』成美堂書店，１９２９年，１１５〜

１１８頁。
（２９）川瀬善太郎『しか』大日本山林会，１９２３年，２２９〜２６８頁。
（３０）綠川

祿「川越の杷柳細工」
『山林』№４６０，１９２１年，３５〜

３６頁。
（３１）本多静六「公園林と京都市」
『山林』№３２８，
１９１０年，
１１３〜
１１４頁，田村
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び，新島義直，村山醸造『森林美学』成美堂書店，１９１８

２』東京大学，１９８７年，９９９頁。

年。

（５９）「薗部副会長の壮途を送る」
『山林』№７２９，
１９４３年，１頁。

（３２）片山隆三「林業藝術論を駁す」
『山林』№４０８，
１９１６年，
３１〜

（６０）「営林署で育林道場の設立」
『山林』№６４３，１９３６年，８０

３６頁。

頁，及び，「樺太山林会の愛林道場施設」
『山林』№６８７，

（３３）田村

剛「森林の「第三利用」に就て」
『山林』№４７０，１９２２

１９４０年，１３３〜１３４頁。

年，７〜１１頁。

（６１）藤田一三「島根県森林道場の生活」
『山林』№６８２，１９３９

（３４）国立公園の設立経緯は，以下を参照されたい。村串仁

年，６３頁。

三郎『国立公園成立史の研究―開発と自然保護の確執

（６２）和田国次郎「愛林日設定の趣旨」
『山林』№６１６，１９３４

を中心に―』法政大学出版局，２００５年。
（３５）例えば，田村

年，２頁。

剛「造園学」
『林学講座第１巻』共生閣，

（６３）林

常夫「挙国造林運動の新発足―学徒青少年団林造

成

挙国造林読本の発刊―」
『山林』№７２３，１９４３年，

１９３２年，４２〜４６頁。
（３６）柳田国男「九州南部地方の民風」『柳田国男農政論集』

１〜８頁。

法政大学出版局，１９０９年，２４４頁。

『山林』№７３６，１９４４
（６４）西澤治郎「挙国造林計画の概要」

（３７）柳田国男「後狩詞記」
『定本柳田国男集２７巻』筑摩書房，

年，６〜９頁。

１９０９年，３〜３９頁。

（６５）木戸幸一「國民精神總動員體力向上大講演會」『内務厚

（３８）柳田国男著，佐々木鏡石述『遠野物語』柳田国男，１９１０

生時報』Vol. ３
（６），１９３８年，６５〜６７頁。

年，７１頁。

（６６）柳澤利喜雄「風景と修練」
『国立公園』Vol. １４
（４），１９４２

（３９）柳田国男「木地屋物語」『定本柳田国男集第２７巻』筑摩

年，１頁。

書房，１９１１年，３８８〜３９５頁。

（６７）「昭和十八年度事業計画案」『国土と健民』Vol. １５
（３），

（４０）福田アジオ『柳田国男の民俗学』吉川弘文館，２００７年，

１９４３年，２１〜２３頁。

３６頁。

（６８）藤野

豊『強制された健康』吉川弘文館，
２０００年，
１６０頁。

（４１）アチックは１９４２年に日本常民文化研究所と改称した。

（６９）A・B・C「森林文化展覧会」
『山林』№６２３，１９３４年，７９頁。

（４２）福田アジオ『日本の民俗学―「野」の学問の二百年―』

（７０）鳥羽正雄『森林と文化』大日本出版社峯文莊，１９４３年。

吉川弘文館，２００９年，１４８〜１５４頁。

（７１）遠藤安太郎『日本山林史保護林編

（４３）楠本雅弘『農山漁村経済更生運動と小平権一』不二出

上』日本山林史刊

行会，１９３４年。

版，１９８３年，２９頁。

（７２）文化財保護行政に関しては以下の文献を参考にした。

（４４）林業発達史調査会『林業補助金の財政史的研究』１９５６

文化庁『文化財保護法五十年史』ぎょうせい，２００１年。

年，４０頁。

（７３）前掲（５）柳（１９９５）。

（４５）農村更生協会『山村生活と国有林（山村研究第１号）』

（７４）山内倭文夫「発刊を祝して」
『森林文化』№１，１９４７年，

１９３７年，３頁。

１頁。

（４６）なお報告書は，「花祭」を著した民俗学者の早川孝太郎

（７５）筒井は，『森林文化』の内容に胸を打たれ，森林文化に

前編』岡書院，１９３０年。

基づく政策を明らかにする決意を持ったと回顧する。

（４７）農林省山林局『焼畑及切替畑ニ関スル調査』１９３３年，

この注は以下を参照した。筒井迪夫『森林文化社会の

が纏めた。早川孝太郎『花祭
冒頭。

創造―明治林政への訣別―』福元事務所，２００３年，２頁。

（４８）薗部一郎「東北振興策と林野政策」
『山林』№６２８，１９３５

（７６）この植樹祭は，１９７０年に全国植樹祭と改称された。

年，２〜６頁。

『山林』№７６３，１９４７
（７７）「森林愛護連盟の結成と愛林日行事」

（４９）遠藤安太郎『山林史上より観たる東北文化之研究―一

年，１９〜２０頁。

名東北山林史―』日本山林研究会，１９３８年，３９１頁。

（７８）「国土緑化推進運動」
『山林』№７９１，１９５０年，１〜２頁。

（５０）遠藤安太郎「東北の凶歉と樹穀（特に栗実）
」『山林』

（７９）竹本太郎『学校林の研究―森と教育をめぐる共同関係

№６２６，１９３５年，２３〜２４頁。

の軌跡―』農山漁村文化協会，２００９年，２５８頁。

『定本柳田国男集第２５巻』
（５１）柳田国男「郷土生活の研究法」

（８０）宮本は，戦前期には渋沢から支援を受けていたが，渋

筑摩書房，１９３５年，３２６〜３２７頁。

沢が一時公職追放され，自身で調査費用を確保する必

（５２）例えば，柳田国男
「山村語彙」
『山林』№５９６，
１９３２年，
６７〜

要があり，委託調査に参加するようになった。

７６頁，及び，柳田国男『山村生活の研究』国書刊行会，

（８１）宮本常一『民俗学の旅』文藝春秋，１９７８年。

１９３８年。

（８２）林野庁調査課編『国有林野地元利用状況実態調査報告

（５３）瀬川清子「山村の女性」
『山林』№６２８，
１９３５年，
６２〜６３頁。

第４

（５４）薗部一郎「事変統制経済と林業及木材政策」
『山林』№
６６１，１９３７年，２６頁。

宮本常一著作集１４』未来社，１９７３年，

１０〜１１頁。

（５５）高橋泰隆『昭和戦前期の農村と満洲移民』吉川弘文館，

（８３）林野庁調査課編『国有林野地元利用状況実態調査報告

１９９７年，１１５〜１２９頁。

福島県茂庭村』林野庁調査課，１９５３年。

第１

（５６）「満洲国へ林業移民」
『山林』№６４５，
１９３６年，
１１８〜１１９頁。

（８４）兵頭正寛「ラジオと山の生活」
『山林』№７９１，
１９５０年，
３６〜

（５７）「南支・南洋へ学者部隊」
『山林』№６９１，１９４０年，１４０
〜１４１頁。
（５８）東京大学百年史編集委員会『東京大学百年史

岡山県御津郡円城村』１９５３年，及び，宮本常一

『山村と国有林

３８頁。
（８５）赤羽

部局史

武『山村経済の解体と再編―木炭生産の構造と

その展開過程から―』日本林業調査会，１９７０年，１３２〜

- 12 -

／平成３０年１２月／１２−４８５／本文／ＡＺ４８５Ｃ 2019.03.12 11.35.56 Page 41

Journal of Forest Economics Vol.65 No.1 (2019)
１４５頁。
（８６）西田

門』地球社，１９９９年，２３７頁。

晃「木地轆轤の変遷」
『山林』№１０１１，
１９６８年，
３０〜

（１１４）前掲（１１３）福島（１９９９）２３７頁。なお笠原氏，四手井
氏，只木氏は筆者が加筆。

３５頁。
（８７）桜井敏夫「木材加工業における水力利用の現況」
『山林』

（１１５）筒井迪夫「森林文化を考える」
『現代森林考』日本林業

№９６７，１９６４年，１４〜１５頁。
（８８）桜田勝徳「村とは何か」『日本民俗学大系

技術協会，１９８０年，１３２頁。
３

社会と

（１１６）前掲（１１５）筒井（１９８０）１３３〜１３６頁。

民俗』平凡社，１９５８年，１９〜２０頁。

（１１７）渡辺誠毅「研究年報「森林文化研究」の刊行にあたっ

（８９）宮本常一「後進地域の事実認識」
『林道と山村社会

宮

て」『森林文化研究』№１，１９８０年，巻頭。

本常一著作集４８』未来社，１９６９a年，３２０頁。

（１１８）山下宏文「社会科における森林文化教育」『森林文化研

（９０）宮本常一「後進地域のヴィジョン」『林道と山村社会

究』№１０，１９８９年，１６９頁。

宮本常一著作集４８』未来社，１９６９b年，３４７〜３５０頁。

（１１９）北村昌美 『森林と文化―シュバルツヴァルトの四季―』

（９１）前掲（８１）宮本（１９７８）２３６頁。

東洋経済新報社，１９８１年，２２３頁。

（９２）宮本常一『忘れられた日本人』未来社，１９６０年。

（１２０）岩松文代「森林文化研究の課題」『日本林学会大会発表

（９３）千葉徳爾『はげ山の研究』農林協会，１９５６年。

データベース』№１１５，２００４年，D０６。

（９４）千葉徳爾『狩猟伝承研究』風間書房，１９６９年。

（１２１）北村昌美『森林と日本人―森の心に迫る―』小学館，

（９５）安井眞奈美「消費される「ふるさと」
」『故郷の喪失と

１９９５年。

再生』青弓社，２０００年，１１２頁。

（１２２）笠原六郎「滋賀県湖西地方朽木村の山と人々の生活―

（９６）桑本咲子「ディスカバー・ジャパンをめぐって―交錯

１９５０年代以降における炭焼山村の崩壊と再編―」『森林

する意思から生まれる多面性―」『大阪大学日本学報』

文化研究』№１，１９８０年，６〜１０頁。

№３２，２０１３年，１３４頁。

（１２３）平野順治「多摩川の筏―青梅材の搬送ルートについ

（９７）白幡洋三郎『旅行ノススメ―昭和が生んだ庶民の「新

て―」『森林文化研究』№５，１９８４年，２５９〜２６１頁。

文化」―』中央公論社，１９９６年，７８〜８３頁。
（９８）岡田

（１２４）根本

航「「里山」概念の誕生と変容過程の林業政策史」

『林業経済研究』Vol. ６３
（１），２０１７年，６３〜６５頁。

（１２５）小林

（９９）四手井綱英「自然保護と木材生産」『林業経済』Vol. ２５

裕『林業生産技術の展開―その近代化１００年の実

証的研究―』日本林業調査会，１９８１年。

（１），１９７２年，１〜４頁。

（１２６）内山

（１００）筒井迪夫『日本林政史研究序説』東京大学出版会，１９７８

節『《森林社会学》宣言』有斐閣，１９８９年，８７頁。

（１２７）赤田光男「民俗学と実践」『民俗学を学ぶ人のために』

年，２２６〜２２７頁。
（１０１）例えば，南方

徹「明治・大正の森林文化に関する教材構成の

在り方」『森林文化研究』№１０，１９８９年，１７１〜１８１頁。

世界思想社，１９８９年，７７頁。

康「機械・作業編・森林土木」『林業技

（１２８）福田アジオ「民俗学の動向とその問題点」
『日本民俗学』

術誌第４巻』１９７４年，３０９〜３５７頁。

№１９０，１９９２年，１〜１２頁。

（１０２）例えば，プレス・アイゼンバーン『木曽森林鉄道』１９７５

（１２９）成城大学民俗学研究所『昭和期山村の民俗変化』名著

年。

出版，１９９０年。

（１０３）これ以降も森林鉄道関連の出版物が誕生する。津田邦

（１３０）野本寛一『生態民俗学序説』白水社，１９８７年，及び，

弘『屋久杉が消えた谷』朝日新聞社，１９８６年，及び，

鳥越皓之『試みとしての環境民俗学―琵琶湖のフィー

西 裕 之『木 曾 谷 の 森 林 鉄 道』ネ コ・パ ブ リ ッ シ ン

ルドから―』雄山閣出版，１９９４年。

グ，１９８７年。

（１３１）鳥越皓之『環境社会学の理論と実践―生活環境主義の

（１０４）林 業 経 済 研 究 所『大 正 昭 和 林 業 逸 史』日 刊 林 業 新

立場から―』有斐閣，１９９７年。

聞，１９７１年。

（１３２）一方で生態学や環境学の概念を民俗学に導入すると，

（１０５）佐々木高明『日本の焼畑』古今書院，１９７２年，４４３頁。

地域社会が脈々と環境に適応してきたという「共生的

（１０６）奥田雅彦 『最後の狩人たち―阿仁マタギと羽後鷹匠―』

な思想」を安易に導き出すという批判もある。篠原徹

無明舎出版，１９７７年。
（１０７）畠山

剛『炭焼物語』雄山閣出版，１９７１年。

（１０８）只野

正「多雪地帯の山村における山菜採集活動につ

『自然と民俗―心意のなかの動植物―』日本エディター
スクール出版部，１９９０年，８〜２２頁。
（１３３）田口洋美 『越後三面山人記―マタギの自然観に習う―』

いて」『季刊人類学』Vol. ９
（３），１９７８年，１９４〜２３９頁。
（１０９）島田錦蔵『流筏林業盛衰史―吉野北山林業の技術と経

農山漁村文化協会，１９９２年。
（１３４）井上岳一「山村の変容過程における歴史的考察（Ⅰ）」

済―』土井林学振興会，１９７４年，及び，萩野敏雄『内
地材流送史論』日本林業調査会，１９７５年

『森林文化研究』№１６，１９９５年，４９〜６８頁。
（１３５）鬼頭秀一『自然保護を問いなおす―環境倫理とネット

（１１０）同会は１９７７年に「日本映像民俗学の会」と改称した。
（１１１）姫田忠義『奥会津の木地師』民族文化映像研究所，１９７６

ワーク―』筑摩書房，１９９６年。
（１３６）例えば，深町加津枝，佐久間大輔「里山研究の系譜―

年，５５分。

人と自然の接点を扱う計画論を模索する中で―」『ラン

（１１２）田中伸彦「１９７０年代から１９９０年代にかけての日本の観
光レクリエーションに関わる林野施策の動向」『林業経

ドスケープ研究』Vol. ６１
（４），１９９８年，２７６〜２８０頁。
（１３７）安藤

済』Vol. ６８
（１），２０１５年，１９〜３５頁。

葉「存続する入会林野の今日的意義―福井県美

浜町新庄入会林野を事例として―」『森林文化研究』№

（１１３）福島康記「森林文化論」『森林・林業・山村問題研究入

２０，１９９９年，５５〜６７頁。
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（１３８）岩野美穂，堺

正紘「鰹節ばい乾用広葉樹薪材をめぐ

史研究への展望」『徳川林政史研究所研究紀要』№４０，

る地域市場」
『森林文化研究』№１５，１９９４年，８７〜１０３頁。
（１３９）井上真理子「日本の社会における森林の位置づけ―新

２００６年，１〜１４頁。
（１６４）徳川黎明会『国有林史料の

恒久的保存

実現へ』
。

http:／／www.tokugawa.or.jp／institute／００６.０１０８-kanrikyoku-

聞を用いた近代以降についての分析―」
『森林文化研究』

koukyuuteki-hozon.htm

№１６，１９９５年，２２７〜２４７頁。
（１４０）『林業経済』でも特集が組まれた。酒井秀夫「伐出技術

（１６５）宮本瑞夫，佐野賢治，北村皆雄，原田健一，岡田一男，

の発展過程と展望」
『林業経済』
Vol. ４９
（４），
１９９６年，６〜

内田順子，高城玲編『DVDブック

１４頁。

沢敬三と宮本馨太郎が撮った一九三〇年代の日本・ア

（１４１）前掲（２１）脇野（１９９４a）
（１４２）脇野

ジア』岩波書店，２０１６年。

博「津軽森林鉄道導入と在来林業技術」『国立歴

（１６６）武田

史民俗博物館研究報告』Vol. ５７，１９９４b年，１８１〜２２４頁。
（１４３）脇野

緒とする地元論議とその方向性―」『北海道の文化』№

博『日本林業技術史の研究』清文堂出版，
２００６年。

（１４５）前掲（９３）千葉（１９５６）２２８〜２３１頁。

７４，２０００年，３７〜４５頁。
（１６７）Shibasaki, S.（２０１８）Yakushima Island -Landscape History, World Heritage Designation，and Conservation Status

聡『森林―日本文化としての―』地人書館，１９９６

for Local Society. In: Chakraborty, A., Mokudai, K., Coo-

年，１７頁。
（１４７）小林

per, M., Watanabe, M., Chakraborty, S.（Eds.）, Natural

裕『「森林文化論」とキリスト教』キリスト教図

Heritage of Japan: Geological, Geomorphological, and Eco-

書出版社，１９９７年，３４〜５６頁。

logical Aspects. Springer, pp. ７３―８２.

（１４８）例えば，西川静一『森林文化の社会学』ミネルヴァ書
房，２００８年。

（１６８）柴崎茂光『屋久島の森に眠る人々の記憶』国立歴史民

（１４９）林業経済学会『林業経済研究の論点―５０年の歩 み か
ら―』日本林業調査会，２００６年。

俗博物館民俗研究映像，２０１５年，８０分。
（１６９）文化庁「日本遺産（Japan Heritage）」について。http:／／
www.bunka.go.jp／seisaku／bunkazai／nihon_isan／。

（１５０）三木敦朗「林業および林業経済・経営の研究動向」
『年
報

泉「十勝三股の価値は自然にだけで産業遺産と

してはないのか―環境省「ふれあい自然塾」構想を端

（１４４）前掲（１１３）福島（１９９９）２３９頁。
（１４６）菅原

甦る民俗映像―渋

村落社会研究』№５２，２０１８年，２８０頁。

（１７０）赤池慎吾「歴史や文化財から地域の魅力を考える―「日

（１５１）農林水産省『森林・林業再生プラン―コンクリート社

本遺産」認定を事例に―」
『土佐史談』№２６６，２０１７年，９０

会から木の社会へ―』２００９年，２頁。

〜９４頁，及び，聞き取り調査より

（１５２）例えば福島県『福島県森林環境税―ふくしまの森林文

（１７１）栗栖祐子「日本のグリーン・ツーリズム研究の動向と

化 に つ い て―』２０１６年。https:／／www.pref.fukushima.lg.

今後の方向性―農村，観光，林業経済の研究レビュー

jp／site／shinrinkankyouzei／shinrinkankyouzei-shinrinbunka.
html。

から―」
『林業経済研究』Vol. ５７
（１），２０１１年，３７〜４８頁。
（１７２）才津祐美子「世界遺産の保全と住民生活―「白川郷」

（１５３）大住克博，杉田久志，池田重人『森の生態史―北上山

を事例として―」『環境社会学研究』№１２，２００６年，２３

地の景観とその成り立ち―』古今書院，２００５年。
（１５４）岡

惠介『視えざる森の暮らし―北上山地・村の民俗

〜４０頁。
（１７３）奥

生態史―』大河書房，２００８年。

敬一，深町加津枝「多様な主体の連携による地域

資源管理と資源論」『山・里の恵みと山村振興―市場経

（１５５）仲間勇栄『島社会の森林と文化』琉球書房，２０１２年。

済と地域社会の視点から―』日本林業調査会，２０１１年，

２０１０年。
（１５６）三井昭二『森林社会学への道』日本林業調査会，

２４３〜２７５頁。

（１５７）池 谷 和 信『山 菜 取 り の 社 会 誌―資 源 利 用 と テ リ ト

（１７４）林

リー―』東北大学出版会，２００３年。
（１５８）楽しみの要素が強いが，生活を豊かにする上で必要な

（１７５）東

晋編著『撤退の農村計画』学芸出版

浩紀編『福島第一原発観光地化計画

思想地図β

vol. ４―２』ゲンロン，２０１３年。

労働。
（１５９）齋藤暖生「山菜・きのこにみる森林文化」
『森林環境

（１７６）山下裕作『実践の民俗学―現代日本の中山間地域問題

２０１７』２０１７年，１２〜２１頁。
（１６０）例えば，谷田部英雄『賛歌

と「農村伝承」―』農山漁村文化協会，２００８年，５３〜９３
千頭森林鉄道』文芸社，

２０１６年。

頁。
（１７７）高野了乙「戦後２０年の林業問題研究（１）―その遺産
と課題―」
『林業経済』Vol. １９
（４），１９６６年，１頁，及び，

（１６１）例えば，日本森林林業振興会秋田支部・青森支部編『近
代化遺産

直樹，齊藤

社，２０１０年。

国有林森林鉄道全データ東北編』秋田魁新

半田良一「林業経済学の総合化と活性化」『森林社会学

報社，２０１２年。

宣言―森と社会の共生を求めて―』有斐閣選書，１９８９

（１６２）矢部三雄「津軽森林鉄道導入の背景と国有林経営にお
ける青森ヒバの位置に関する考察」『林業経済』Vol. ７１

年，５頁。
（１７８）本稿は，JSPS科研費１６H０４９４０，１８K１１８７６の助成を受け

（２），２０１８年，１〜１６頁。

た。

（１６３）加藤衛拡，太田尚宏「国有林史料の調査と近世・近代

（２０１８年１２月１１日受付，２０１９年１月２９日受理）
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