拡大造林期に人々はどこに木を植えたか？
－1960 年世界農林業センサスを用いた九州・近畿・北海道の地域分析－
〇上野竜大生（九大農）
・佐藤宣子・藤原敬大 (九大院農)
はじめに
拡大造林期に造成された人工林が主伐期を迎える中で、伐採跡地の最適な土地利用が議論さ
れている。Ito et al.（2004）は、伐採後の土地利用の決定にあたって造林場所の過去植生の
把握も重要であることを指摘している。これまでに藤田(1995)は、戦後の拡大造林立地を都道
府県単位で分析している。しかしながら、同じ県内であっても場所によって、地形や標高、市
場からの距離といった条件や造林がされた土地の種類も異なる。それゆえ、都道府県単位より
も小さな単位での分析が伐採跡地の最適な土地利用の議論では重要である。よって、本研究で
は 1960 年世界農林業センサスのデータを用いて、センサスの最小調査単位である 1950 年行政
区画単位にて、九州、近畿、北海道で造林された場所の植生について明らかにすることを目的
とする。
本研究で３地域を分析対象にしたのは、各地域において育成林業がそれぞれ異なる発展を経
ていることに着目したからである。すなわち、近畿地方は近世から集約的な育成林業が発達し
た先進林業地帯であったのに対し、九州地方は奈良県の吉野林業の影響を受けて、遅れて集約
的な育成林業が成立した地域である。また、北海道は明治以降に開発が始まったフロンティア
地域であり、略奪的な採取林業が長い間主流であったため育成林業の成立は２地域よりも遅れ
た。そのため、それぞれ異なる育成林業の歴史背景を有する３地域の造林状況を比較すること
により、戦後の日本列島における人工林の成立過程の地域的差異が解明され、今日の素材生産
や天然更新といった林業動向を考察するにあたっての基盤となることが期待される。
方法
（分析に使用したデータ）
本研究は、
『1960 年世界農林業センサス市町村別統計書林業地域調査』を分析に用いた。
1960 年度世界農林業センサスを用いたのは、造林立地に関するデータが 1960 年度のセンサス
にのみに掲載されているからである。同センサスは、調査時点までの過去１年間（1959 年４月
～1960 年３月）までに造林された土地（全国で約 38 万 ha）の以前の土地の状態が調べられて
いる。すなわち、造林前の土地を（１）天然林伐採跡地、
（２）人工林伐採跡地、（３）山林で
なかった土地(以下「山林以外跡地」)(１）の３類型に分類しており、どのような土地に造林され
たのかを把握することができる。また、1960 年時点の各市区町村別の行政区画単位の造林面積
だけではなく、昭和大合併前の明治行政村に相当する 1950 年の行政区画単位の造林面積も掲載
されている。
本研究は、造林立地を都道府県単位より小さい行政区画で精密に分析することによって、今
日の伐採跡地の最適な土地利用の議論に貢献することを目的としているため、1950 年の行政区
画を分析に用いた。
（分析の手順）
１．1960 年農林業センサスの北海道地方・近畿地方・九州地方の造林立地のデータを Excel に
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入力してデジタル化した。分析にあたって近畿地方（２）を京都府・大阪府・奈良県・和歌山
県・滋賀県・兵庫県・三重県の７府県、九州地方を福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本
県・宮崎県・鹿児島県の７県とした。
２．各地域の市区町村における各種類別土地造林割合(=各種類別土地造林面積/総造林面積)を
算出した。また造林立地の地域間の違いを可視化するために、
「CKTriangle」を用いて各市区町
村の造林割合を示す三角グラフを作成した。
３．算出した造林割合を元に、３地域の市区町村を以下の 4 つに類
型化した(図１)。
(ア)山林以外転換型

(ウ)

山林以外への造林割合が、50%以上の市区町村
(イ)天然林転換型

(ア)

天然林伐採跡地への造林割合が、50%以上の市区町村

(エ)

(イ)

(ウ)再造林型
人工林伐採跡地への造林割合が、50％以上の市区町村
図１ 造林立地４類型

(エ)混合型(３）

注：”CKTriangle”にて発表者作成

各種類別土地造林割合が、50%を下回る市区町村

４．３地域間で、各造林類型に属する市区町村の数を算出した。また、九州地方・近畿地方で
は各県別に、各類型に属する市区町村の割合も算出した。
５．ArcGIS Pro を用いて、３地域における４類型の分布を地図上にて表現した。
なお、1950 年の行政区画のポリゴンデータは、国土交通省が提供している国土数値情報(国土
交通省 2021 年)(４)から取得した。
結果と考察
３地域における各種類別土地造林割合は、以下の通りである(図１・図２・図３)。グラフ内の
点は各市区町村の造林割合を示しており、３地域間では傾向が異なる。

図 2 北海道地方
図２北海道地方

図３近畿地方

図４九州地方

北海道地方では、三角グラフの右下に点が集中しており、天然林転換型（赤）が占める割合が
高い。一方、三角グラフの上部には点がほとんど存在しないため、再造林型（青）の割合は少な
い（図２）。近畿地方では、天然林転換型と再造林型に（右辺）に点が集中しており、三角グラ
フの左側にはほとんど点が存在していない。すなわち、山林以外転換型の割合が非常に小さいと
いえる（図３）
。九州地方は、他の２地域とは異なり、点が三角グラフ内に広く分布しており、
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三角グラフ中心部に位置する混合型（黄）も多い。そのため、九州地方では、造林の状況は各市
区町村で大きく異なり、多様な土地に造林されたことが示唆される。
図５・図６・図７は３地域において、４類型の分布を市町村別に地図上で表したものである。

図５(北海道地方)

図６(近畿地方)

図７(九州地方)

注：「国土数値情報（行政区画データ）」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html）を加工して作成

北海道では、天然林転換型が道内に幅広く分布していることが読み取れる（図５）
。俵(1994)
によれば、明治時代の開拓事業実施前の北海道では、鬱蒼とした原生林に覆われた景観であった。
また戦後の拡大造林期においても、道内の滝川国有林においては、原生的な天然林を皆伐してい
たという(清和,2018)。したがって、道内に分布する天然林転換型は、原生的な天然林が開発に
より伐採され、人工林化されたことを示していると考えられる。山林以外転換型は、道北の稚内
市や礼文島・利尻島、及び道東の根釧台地にかけて分布している。
近畿地方においても、天然林転換型が幅広く分布していることが読み取れる（図６）
。しかし
ながら、天然林の実態は北海道のものとは大きく異なる。小椋(2012)によると、天然林転換型に
属する京都近郊の山においては、古代より人間活動の攪乱を受けて、戦前までは背丈の低い背丈
の低い植生から成る草山やアカマツ林が広がっていたという。また、明治以降に使われなくなっ
た草山は、コナラを主体とする二次林に移行したと考えられている(清和,2018)。ゆえに、近畿
地方に広く分布している天然林転換型は、北海道とは異なり、古くから人為的攪乱を受けて成立
したアカマツ林などの二次林の林種転換を反映していると考えられる。再造林型は主に古くか
ら育成林業が盛んな奈良県吉野地方周辺や、紀伊山地南部に分布していることが、図６より読み
取れる。
九州地方においては、五島列島以外の島嶼部や九州山地付近に天然林転換型が集中している
（図７）
。宮崎県北部は藩政時代より薪炭生産が盛んであったため(日向木炭史,1965)、天然林の
中身は主にシイ類やカシ類からなる薪炭林と推定される。すなわち、宮崎県北部に分布している
天然林転換型は、エネルギー革命による薪炭林からの林種転換を反映していると考えられる。山
林以外転換型は 阿蘇、九重から別府にかけての地域、および脊振山地や霧島山地,大隅半島など
に分布し、再造林型や混合型は、九州本土各地に散在している。九州全体を概観すると九州山地
を中心に天然林転換型が分布しており、それ以外の地域はモザイク状に各類型が分布している
ことが分かる。
以上の分析結果から、1960 年当時の北海道の造林においては、主に原生的な天然林を人工
林へと転換する天然林転換型が優勢であったことが示された。また、古くから人間活動が盛んで
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あった近畿地方や九州地方においては、薪炭林やアカマツ林の林種転換が広く行われたといえ
る。しかしながら、九州地方と近畿地方においては、山林以外転換型の割合が大きく異なる。こ
れまでに服部(1964)や佐藤(2001)の先行研究などから、山林以外の多くは草原からの転換であ
ったことが示唆されている。ゆえに 1960 年当時近畿地方と九州地方は、草原の分布が異なって
いたことが推則される。今後の研究課題として、近畿地方と九州地方で山林以外転換型の分布量
に相違が生じた要因を、戦前からの土地利用や経済的背景を踏まえて、より精密に分析する必要
がある。
本研究では、農林業センサスのデータを用いて、過去の土地利用や景観の変化を明治行政村単
位で数値化および可視化した。一方、Ito et al.（2004）によると、人工林の過去植生が人工林
や草原であった場合天然更新が進みにくいため、昨今の伐採跡地の最適な土地利用が議論にお
いて、再造林型や山林以外転換型に分類される地点で天然更新を選択する場合は注意が必要で
あろう。
注
(１）

山林でなかった土地は、本センサスでは「低植生地である原野や計画上は森林である未立木

地や耕地、宅地」と定義されている。
（２）

法令上、近畿地方は京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・滋賀県・兵庫県の６県とされる

ことが多いが、本研究においては近畿地方と隣接しており先進林業地域であった三重県も近畿
地方に加えた。
(３)

混合型の市区町村は、多様な土地に造林された市区町村を意味する。

(４)

国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト

<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html> (2021 年７月 15 日利用)
引用文献
藤田佳久『日本育成林業地域形成論』,古今書院,1995 年,80～82 項
清和研二「森林の変化と樹木」中静透・菊沢喜八郎編『森林の変化と人類』,共立出版,2018 年,
145 項
服部信彦「霧島火山における草地利用の研究」『地理学評論』Vol.37(９),1964 年,29 項
小椋純一『森と草原の歴史』,古今書院,2012 年, 101 項
佐藤ゆきの「熊本県小国町における共有牧野・共有林利用の変遷と住民の環境観」
『地理学評論』
Vol.74(２),2001 年,71～72 項
S.Ito.S, Nakayama.R. & Buckley. G.P. (2004) Effects of previous land-use on plant
species diversity in semi-natural and plantation forests in a warm-temperate, Forest
Ecology and Management,196, 213–225
俵 浩 三 「 北 海 道 の ラ ン ド ス ケ ー プ そ の 受 容 と 変 容 そ し て 保 全 」『 ラ ン ド ス ケ ー プ 研 究 』
Vol.58(１),1994 年,24 項
（連絡先：上野竜大生

ueno.ryudai.384@s.kyushu-u.ac.jp）

47

森林所有者の森林幸福度にかかわる要因の検討
―滋賀県野洲川上流域のアンケート調査結果の統計解析から―
〇高橋

卓也（滋賀県立大院環境科学）・内田

由紀子（京大・こころの未来研究センター）

石橋 弘之（早稲田大院人間科学）
・奥田 昇（神戸大・内海域環境教育研究センター）
はじめに
森林所有者の森林離れが問題視されている。2020 年に施行された森林経営管理法は，経営意
欲の減退した森林所有者から森林経営管理を地方自治体が引き継ぎ，適切な管理をすることが
主な目的となっている（林野庁 2021）
。ここでいう経営意欲の減退の実態ならびに対処方法に
ついては議論があるが（三木 2018）
，所有者にとって森林が魅力ある資産でなくなっているこ
とは明白である（吉原

2017）
。実際，2018 年に実施したアンケート調査で森林所有者は，満足

度や充実感をはじめとした 4 種類の森林に関わる幸福度（森林幸福度）が非所有者に比べ低いこ
とが明らかとなっている（高橋ほか 2021）
。本研究では，森林に関わる満足度，充実感，プラ
ス感情，マイナス感情の指標を森林幸福度と定義し，森林所有者における森林幸福度の検討を行
う。
本報告では森林所有者の森林幸福度を向上させる要因のうち，とくに森林政策に関連したも
のを探るため，アンケート調査結果を分析する。森林所有者の森林幸福度向上は上述したように
国民の幸福度向上に関連する目標の一つであり，また経営意欲向上の前提となる可能姓がある。
先行研究である高橋ほか（2021）では上流域の住民全体の森林幸福度の傾向を分析したのに対し，
本報告では同じデータに基づいて，
「森林所有」変数に集中した再分析を行う。森林幸福度とい
う新しい指標を用いて，森林所有の影響と他の要因との関連を探った研究は他に見られない。
(本報告は高橋ほか（2022）に基づくものである。)
調査方法
研究対象地は，滋賀県の野洲川上流域甲賀市甲賀町および土山町である。この対象地は，比較
的森林・林業に接点の多い住民が多いことが期待されたため選定した。
森林幸福度は，森林満足度，森林充実感，プラス感情，マイナス感情の四つの指標で測定した。
以下では「森林幸福度」を「森林幸福度」あるいは「幸福度」
，
「森林満足度」を「満足度」
，
「森
林充実感」を「充実感」と記す。質問文および回答方式については表１に示す。
森林幸福度および森林幸福度に影響を及ぼすと考えられる要因については，アンケート調査
表１ 森林幸福度の四つの指標
変数名および説明
森林満足度：質問文「現在の山や森林とのあなたの関わりについて，どの
程度満足しておられますか？」全く不満＝0～完全に満足している＝10
森林充実感：質問文「これまでの山や森林とあなたの関わりにどの程度や
りがい，充実感，達成感を感じておられますか？」全く感じていない＝0
～強く感じている＝10
プラス感情：森林に関わる経験についてたずねた後，「森林に関わる経験
のなかで，以下に挙げる感情それぞれについてどの程度経験したかを，以
下の尺度を用いて答えてください」の質問文。「前向き」「楽しい」「幸
せだ」「うれしい」「満足している」の頻度スコア※の計
マイナス感情：プラス感情と同様の質問文。「後ろ向き」「楽しくない」
の頻度スコア※の計（マイナス符号をつけて逆転させた指標とした）
※「１非常にまれ」「２まれに」「３ときどき」「４よく感じた」
「５非常に頻繁」
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回答者数
1,419

平均値
5.026

最小
0

最大
10

1,417

4.582

0

10

679

14.978

5

25

694

-4.048

-10

-2

によってデータを収集した。野洲川上流域（甲賀町，土山町）の郵便番号区域の全世帯を対象と
して，2018 年 1 月 27 日（回答到着時点）から 4 月 5 日にかけてアンケート調査を実施した。郵
送によって，6,559 世帯に対して 13,118 通（1 世帯 2 通のセット）を配布し，1,457 件の回答が
あった（回収率 11.1％）
。送付時に通し番号を付けて世帯別の回答を識別した結果，世帯での回
収率は 17.2%であることが分かった。回答者のうち森林所有者は 617 人（42.3％）であった。
回答者全体の男性と女性の数は 935（65.4％）
，495（34.6％）
，平均年齢は約 65 歳，森林所有
者の男性と女性の数は 503（82.1％）
，110（17.9％）
，平均年齢は約 69 歳であった。 森林幸福
度にどのような要因が影響を及ぼすか検討するため，男女，年齢，職業等の個人属性，森林との
関わり，居住地の特徴を示す種々の説明変数と森林幸福度（被説明変数）の関係について重回帰
分析を行った。特に今回は森林所有にともなう森林幸福度向上の要因を探るため，調整効果
（moderation effects）の統計解析結果に焦点を当てた。具体的には，森林所有を示す変数と調
整効果の候補となる変数との間の交差項を説明変数とする重回帰分析を実施し，交差項の統計
的有意性を確認した。統計的有意性が確認された場合，調整効果分析（単純傾斜分析）を実施し
た(Hayes 2018)。
一方で，森林所有者のみに関係が深い変数も想定できる。たとえば，森林所有の後継者の有無
である。こうした場合，調整効果分析では非森林所有者に後継者がいるといった非現実的な事態
を想定することとなる。これは想定しづらいため森林所有者のみにサンプルを限定した重回帰
分析を実施し，どのような要因が所有者の森林幸福度に影響するか確認した。
結果と考察
森林所有に伴う森林幸福度の減少は重回帰分析モデルによると，満足度，充実感で約 0.8～0.9
点程度であった。プラス感情，マイナス感情では 2.0 点，1.2 点の減少であった。
調整効果分析では，森林所有に伴う森林幸福度の減少に他の変数がどの程度影響を及ぼすか
を明らかにする（図１）。たとえば，図１から分かるように，木工をしていない場合（木工＝0）
に対応する森林非所有と所有の間をつなぐ破線は右肩下がりであるが，木工をしている場合（木
工＝１）に対応する実線は右肩上がりである。
これは，木工をしている場合，森林所有に伴
う森林幸福度の低下が緩和されることを示し
ている。また，本要旨では図は省略するが，の
んびりするために森林にいくこと，高めの年
齢はそれぞれ森林所有にともなう幸福度の減
少を緩和するという結果も得られた。ただし，
森林所有による幸福度減少を逆転するだけの
強い調整効果は見られなかった。木工活動の
具体的な内容は今回の調査からは分からない
が，所有林からの木材利用または一般的な木
材利用は，所有林への愛着を増すのではない
図１ 木工活動の調整効果（森林満足度）

かと推測する。

注：* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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表２

所有者のみに限定した重回帰分析結果の一部（説明変数は森林所有関連）
(1)

(2)

(3)

(4)

森林満足度

森林充実感

プラス感情

マイナス感情

個人所有林管理

0.506*

0.626***

0.798

0.243

財産区役員

0.265

0.503

1.511*

0.587

集落有林の役員

0.542

0.450

0.578

0.095

林業グループA

-0.014

0.819

1.243

-0.658

林業グループB

0.160

0.073

0.496

-0.170

森林ボランティア団体

-0.045

1.144

0.991

1.160

所有林人工林比率

-0.016

0.0399

0.0715

0.237*

所有林の面積

-0.227***

-0.074

0.0202

0.0312

所有林の境界確認

0.337***

0.483***

0.488

-0.023

後継者の有無

0.480

0.250

0.692

0.261

近年の収入

0.814

0.787

2.211*

0.756

過去の収入

-0.495*

-0.225

-0.897

-0.663*

定数項

-0.697

0.369

-2.533

-13.85

433

433

247

247

0.278

0.328

0.424

0.352

N
決定係数

注：* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

森林所有者限定サンプルの分析（表２）からは，幸福度との間に正または負の相関がある要因
が見つかった。財産区の役員であるとプラス感情は高い。コミュニティの財産に責任を持つとい
う活動を通して森林との関わりに意義を感じていると推測できる。人工林率と幸福度（逆転した
マイナス感情指標）が正の相関関係にあるのは，過去の植林，育林の記憶が愛着を生み，マイナ
ス感情を緩和するものと考えられる。森林境界がよりしっかりと把握されていると，幸福度（満
足度，充実感）が増すのは，境界の把握により将来への不安が少なくなっているという原因が考
えられる。
過去 1 年の森林からの収入・収穫（近年の収入）はプラス感情と正の相関を有していた。所有
との負の相関（係数が-2.0）とほぼ拮抗する正の相関（係数が+2.1）である。一方で，成人以降
から 1 年前までの収入・収穫（過去の収入）は幸福度と負の相関を有していた。最近の収入等が
満足度等を高めるのに対し，以前の収入等は，過去の有利な採算条件を想起させ，かえって現状
への不満を高める効果があるのではないかと考える。
以上の結果・考察からの政策的含意を述べる。木工活動，森林での休養（のんびりする）活動
を所有者間で盛んにすることが所有者の森林幸福度向上策として考えられる。また，境界の明確
化を所有者の森林幸福度向上の視点から見直して改善することにより普及および効果の向上を
図ることができるかもしれない。たとえば，財産区の管理を高齢者の生きがいづくりと組み合わ
せたり，境界の明確化事業を所有者の満足度に着目して改善するなどの方途が考えられる。
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一方で，所有森林から収入・収穫を直近に得ることが大きな森林幸福度向上効果を生む可能性
がある。森林施業集約化，森林経営計画樹立にともない所有者収入がより頻繁かつ計画的に発生
することの意義が明らかになる。半面，過去の収入・収穫が否定的効果を生んでいることについ
ては，世代交代を待つほか，将来ビジョンの策定によって現在の負担の意義付けをすることが考
えられる。
おわりに
本報告では，森林所有者の森林幸福度向上に寄与する可能性のある要因について検討を行っ
た。木工，地元の森林管理，のんびりするといった森林関連活動が所有者の幸福度の減少を緩和
する可能性がある。所有者の属性として年齢が高齢であることも緩和要因と推測できる。財産区
の役員を務めること，所有森林の人工林率の高さ，境界の把握も向上要因とみなせる。過去 1 年
の収入・収穫は幸福度を向上させ，過去の収入・収穫は幸福度を下げる。
本報告の限界を述べる。こうした一時点のみを観察するクロスセクション研究一般の限界で
あるが，逆因果関係の可能性が挙げられる。たとえば，木工をするから満足度が高くなるのでは
なく，逆に満足度が高いため，木工活動をしている可能性がある。また，回答率の違いにより 4
種の森林幸福度決定モデルを推定するサンプル数が異なっている。統計的有意性の有無がこれ
により左右された可能性がある。因果関係の確定のためには，詳細な事例研究や時系列を追うパ
ネルデータによる分析，さらには具体的な介入を行う社会実験などによる検証が必要である。
※

本研究は総合地球環境学研究所プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社

会－生態システムの健全性（D06-14200119）
」の一環として実施された。研究の一部については，
科学技術研究費（15H02871）の支援を受けた。
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大規模山林所有者と自伐型林業は結びつきうるか？
〇佐藤百栞(九大院生資)・藤原敬大(九大院農)・佐藤宣子（九大院農）
背景と目的
わが国の山林所有の特徴として、零細で小規模な山林所有者が多いことがある。その一方で、
総林家数の約 0.13%に過ぎない少数の大規模林家（本研究では 100ha 以上の山林を所有する者と
する）が、林家山林面積の約 15%もの山林を所有している（農林業センサス、1990）
。従って、大
規模山林所有者の動向は、わが国の私有林の経営管理を考える上で重要である。林業経済統計
（2002）から大規模山林所有者の経営状況を見てみると、雇用や施業の請け負わせに多くを拠出
していることが分かる。その内訳は、500ha 未満の各階層では請け負わせ料金が 2～5 割と最も
大きな割合を占める一方、500ha 以上階層では雇用労賃が約 4 割近くを占めている。
このような、請け負わせ料金や雇用労賃が林業経営費の多くを占める傾向にある大規模山林
所有者に、新しい動きが起こっている。小型機械を用い、主に自家伐採を中心とした林業を行う
「自伐型林業」者とかかわり始める事例が見られ始めているのである（中嶋、2015）
。
自伐型林業は、学術的に確立された定義が存在しない。そこで本研究では、自伐型林業を「『所
有する山林を所有者自らが管理・経営する』という自伐林業の形態に、施業をする林地を所有林
にとどめないこと、そして所有者に限らず地域などのグループでの施業も含むことといった新
たな特徴を加えた、新しい森林管理のあり方」と定義する。例えば、I ターン者が移住先で林地
を借りて森林管理・経営をするといった事例が数多く報告されている（佐藤、2020 など）
。
一方、林政における自伐型林業の位置づけは低い。2020 年 11 月に行われた林野庁の林政審議
会での位置づけは「地域林業を効率的・安定的な林業経営の主体とともに、相補的に支える主体」
であるとされたが、2021 年 6 月に発表された森林・林業基本計画では「自伐林家」と「自伐型
林業」の用語が用いられることはなかった。また、自伐型林業者が利用しうる補助メニューとし
て「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」があるが、この交付金は里山ボランティア等を主な
対象としており、
「林業」に対する交付金ではない。さらに、同交付金は 2016 年度の行政事業レ
ビューにおいて「事業全体の抜本的な改善」または「廃止」という厳しい評価を受け、交付にあ
たってのハードルも上がっている（高野ら、2021）
。
以上のように、自伐型林業は、政策的には「相補的な、小さい林業」という位置づけにある。
しかし近年、政策的には低い位置づけにある自伐型林業に、所有者数は少ないが林家山林面積の
約 15%を占める、大規模山林所有者が関わりを持ち始めているという新たな動きも見られる。こ
のような昨今の状況を踏まえ、両者の活動に注目し、政策的な自伐型林業の位置づけを見直す必
要があるのではないだろうか。しかし、自伐型林業や大規模山林所有者がどのような関係性があ
るのかに関して、実証的な先行研究はない。
そこで本研究では、大規模山林所有者の山林で自伐型林業研修が実施され、両者の関係構築が
始まっている大分県日田市の事例を取り上げ、両者がどのように関わり合って活動を行ってい
るかを明らかにする。そして、大規模森林経営に自伐型林業が関与しうる可能性について考察す
ることを、目的とする。
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調査方法
聞き取り調査（対面とオンラインで実施）
、文献調査、参与観察を実施した。聞き取り調査は、
大分県日田市の大規模山林所有者・A 氏と、A 氏と関わって活動している自伐型林業研究会の事
務局長 B 氏、A 氏・B 氏との関わりを持つ自伐型林業者 C 氏、D 氏に対して実施した。
結果
（1）調査対象者の概要
（i）大規模山林所有者・A 氏（41 歳・女性）
家業である 1965 年創業の林業会社で企画部長をしている。A 家は林業会社の他に、同社の前
身である他業種の製造業や、娯楽施設を経営している。A 氏の母が現社長で、A 氏は大学卒業と
ともに 3 代目として家業に携わるようになった。従業員は A 氏と社長を含めて 5 人である。
会社が管理する社有林面積は 1,362ha であり、そのうち A 家が所有する山林は 1,080ha であ
る。林地は、九州内 12 カ所に分散している。経営理念は「循環型社会に適応できる経済林の育
成、環境に配慮した持続可能な森づくり」であり、長伐期施業を基本とし、規模の大きい皆伐は
極力避けている。近年の年間素材生産量は、約 3,000 ㎥である。以前はハーベスタとフォワーダ
を所持していたが、維持費を捻出するために伐採することを避けるため、現在は林内作業車のみ
所持し、必要なときに林業機械をリースしている。近年は、木材生産以外にも、広葉樹の森づく
りや森林教室を社有林で行っている。
社有林での施業は、直営班（2 名）のほか、一人親方、森林組合、林業事業体に委託をしてい
る。ただし、受託するのは森づくりに関する理念が一致しているところのみである。1970 年頃
までは、社有林の近くに住み、山の巡回や施業を行う「世話人」が各地にいたが、2009 年時点ま
でに 5 人に減り、現在は世話人がいない。
自伐型林業研究会とは、約 3 年前に A 氏が研究会の勉強会に参加したことをきっかけに、一緒
に活動をすることになった。A 氏は、自伐型林業をやりたいというよりは、理念を共有して社有
林で一緒に働いてくれる人を探すために自伐型林業者とかかわりを持っている。A 氏は、自伐型
林業に参入する人は、
「山のライフスタイルが好き」
「山が好き」という思いで入ってくる人が多
いため、理念を共有できる人が多いのではないかと考えていた。
（ii）自伐型林業研究会・B 氏（68 歳・男性）
B 氏は、公務員を定年退職し地元の中津市旧耶馬溪町に戻った。インターネットで「土佐の森
救援隊」を知り、約 2 年間高知に研修を受けに通った。その後、2015 年に中津市で研究会を立
ち上げた。現在の会員は 30 名ほどで、うち自伐型林業に積極的に関わっている人は約 10 名であ
る。研究会では、自伐型林業をやりたい人に向けた研修を行っており、B 氏は自らが作業をする
というよりも、研修で出会った人を A 氏とつなげる役割を果たしている。
（iii）自伐型林業者・C 氏（56 歳・男性）
、D 氏（40 歳・男性）
C 氏は、営業職の仕事を退職後、2020 年に宇佐市旧安心院町 U ターンした。C 氏自身で山林は
所有していない。2021 年 1 月に B 氏が中心となって企画した研修に参加し、A 氏と知り合った。
現在、A 氏から受託を受けて、A 氏の会社の湯布院の社有林での造林作業を実施している。
D 氏は、2018 年に大分市から日田市へ妻と移住した。D 氏自身で山林は所有していない。移住
して、1 年程は林業事業体で働いていたが、作業中に怪我をしたことを機に、妻と 2 人で自伐型
林業をすることを目指し、事業体を退社した。現在は一人親方として森林組合から委託を受けて、
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妻とともに作業をしている。A 氏とは、自伐型林業研究会が主催する研修で知り合い、A 氏の会
社の社有林での間伐作業を希望している。
（2）自伐型林業の研修と活動実績について
（i）現在の活動内容
研修の一環として、日田市内にある A 氏の所有林で作業道の補修が行われている。現在、C 氏
と D 氏を含む 10 人ほどが作業をしている。そのうち、A 氏の林業会社の社員 1 人を含めた 3 人
が月 15～18 日間、9:00～16:30 で作業をしている。2020 年度に発生した豪雨被害に対して、激
甚災害の指定を受けて得た補助金から、作業者には A 氏の会社から日当 1 万円が支払われてい
る。現在はまだ、施業の委託には至っていない。
作業道の補修は NPO 法人自伐型林業推進協会が推奨する大橋式道づくりの講師を招き、研修
会としても位置づけられている。作業は 1 ヶ月サイクルで、1 週間は講師から指導を受け、3 週
間は講師に指示された作業を行い、再度講師が来た時に指示された作業の確認を行っている。
（ii）今後の展望
現在の活動は作業道の補修が中心であり、今後どう関わり合って活動するかについては、A 氏、
B 氏、自伐型林業者の間でまだ十分な話し合いができていない。一方、山守による管理、契約方
法や費用負担、選木や道の選定、課題についての聞き取り結果は以下のとおりである。
山守による管理に関して、A 氏は、「山守」のような人に点在する社有林の管理を委託したい
と思っている。ここで言う山守とは、山林所有者の所有林の近くに住み、所有者に代わって所有
林を継続的に管理する人を指し、A 氏の各地の社有林に以前にいた「世話人」と同義である。ま
た、A 氏と自伐型林業者をつなぐ B 氏も、地域に根ざし山守として活動していく人を増やしたい
と考えている。そして、C 氏・D 氏はともに、林地を確保して、長期的に安定して収入を得てい
くことができるといった理由から、山守として管理をしてみたいと考えていた。
契約方法や費用負担に関しては、A 氏は現在の日当制より、事業費として一路線○円で、工期
を決めて委託したいと考えている。一方、現在 A 氏の社有林での造林作業を受け持っている C
氏は、請負額を日田市の森林組合の基準に準じて決めているが、別のやり方でも良いのではない
かと考えていた。
選木や道の選定に関して、A 氏は信頼関係が構築できていれば、自伐型林業者にまかせてもい
いと考えていた。その理由は、全て所有者側で決めてしまうと作業者の成長の余地がなくなって
しまうからとのことであった。また、B 氏・C 氏・D 氏は、全て所有者側で決められるよりは、
所有者と協議して決めていきたいと思っていた。
課題に関して、A 氏と B 氏は、安全性の確保、人材育成、信頼関係の構築を挙げた。一方、
C 氏・D 氏は、自らの技術の未熟さに加えて、今後継続的に仕事を受ける場合に必要な、機械の
購入や維持費用の捻出を挙げた。
まとめと考察
本事例では、大規模山林所有者・A 氏の社有林で、林地を持たない自伐型林業者・C 氏、D 氏
らが研修を兼ねて作業を行っており、自伐型林業者の養成に向けた研修を行っている B 氏が、
両者をつなぐ役割を果たしていた。A 氏は理念を共有できる人に森林管理を任せたいと思って
おり、自伐型林業者とは同氏の理念を共有できると感じていた。現在、A 氏は、社有林で作業を
している自伐型林業者へ、社有林の業務を任せ始めている。今後の展望としては、A 氏は、社有
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林の近くに住み社有林の管理を担う「山守」を欲しており、社有林の近くに住む自伐型林業者も
それを望んでいる。今後の具体的な契約内容等については、まだ A 氏と B 氏・C 氏・D 氏の間
で話し合えていないが、信頼関係の構築や人材育成、資金の確保が課題に挙げられている。
最後に、大規模森林経営に自伐型林業が関与しうる可能性について考察をする。現在は本格的
な委託契約には至っていなかったが、今後の方向性として、大規模山林所有者である A 氏は各
地に点在する所有林の管理を継続的に任せられる人を、自伐型業者である C 氏と D 氏は林地の
確保を望み、その結果、自伐型林業者が「山守」として大規模山林所有者の所有林を管理するこ
とが展望されていた。すなわち、両者の間には下図のようなマッチングが成立する可能性がある
といえる。また、自伐型林業者は B 氏の紹介を経て A 氏につながっていたことから、両者をつ
なぐ仲介者の役割の重要性が指摘できる（図 1）
。

図 1 大規模山林所有者と自伐型林業者のマッチング図(筆者作成)

以上、本事例においては大規模森林経営に自伐型林業が関与しうる可能性が示唆された。一方、
自伐型林業者の技術の未熟さや、作業をまかせるにあたっての信頼関係の構築といった課題は、
一朝一夕で解決できるものではなく、時間をかけて取り組む必要がある。従って、大規模山林所
有者は経営的な体力がないと厳しいと考えられる。本事例の A 家は、林業経営以外に他業種の
製造業や娯楽施設の経営をしており、林業のみに収入を依存していないが故に可能であったと
いえる。また、自伐型林業者の初期の機械設備投資のための資金の捻出は最も大きい課題である。
背景でも述べたように、国の自伐型林業に対する支援はほとんどないといえる。自治体で独自に
支援をしている例もあるが、全体で見るとわずかにすぎない。今後、意欲のある自伐型林業者に
対する支援が求められる。
引用文献
（1）佐藤宣子（2020）
『地域の未来・自伐林業で定住化を図る～技術、経営、継承、仕事を学ぶ
旅』全国林業改良普及協会
（2）高野涼、山本信次、伊藤幸男（2021）
「地域住民による森林整備を支援する森林政策の論点
―森林・山村多面的機能発揮対策交付金を例にー」林業経済 74（2）
（3）中嶋健造編（2015）
『New 自伐型林業のすすめ』全国林業改良普及協会
（4）農林水産省（1991）
「1990 年農林業センサス」
（5）農林水産省（2003）
「平成 14 年度林業経営統計調査」
（6）林野庁（2021）
「森林林業基本計画」
（7）林野庁（2020）
「林政審議会参考資料（資料 3
謝辞

林業経営と林業構造の展望②）
」

本研究は、日本学術振興会国際共同研究強化（B）19KK0027 の成果の一部である。

（連絡先：佐藤百栞

sato.momoka.671@s.kyushu-u.ac.jp）
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都道府県の森林・林業計画における災害対策の位置づけと特徴
〇佐藤宣子（九大院農）
研究の背景と目的
森林法改正や 2018 年の森林経営管理法の制定によって、森林管理における市町村の役割が増
している。そのため，近年，市町村による独自の森林・林業に関する計画や施業コントロール，
市町村有林の活用などの研究が進んでいる（1）
。一方，都道府県林政に関しては主に 2000 年代
に府県レベルの森林環境税導入や税事業による政策開発の特徴など，都道府県が策定している
森林・林業に関する計画文書や策定過程が分析された（2）
。近年では市町村林政に比べ，都道府
県林政に関する研究は少なくなってきているが，市町村範域では対応が難しい広域的な問題や
専門性が必要となる問題は都道府県が果たす役割が大きい。特に，近年増加している豪雨被害や
病虫害，野生鳥獣被害対策，労働災害などは市町村のみでは対応が難しい分野であるとともに，
森林・林業分野のリスクを回避するために重要な分野である。都道府県が対策を講じるとともに，
市町村との調整や国への直轄治山事業の要請なども求められる。
そこで，本研究では，都道府県が策定している現行の森林・林業に関する計画を対象に，計画
に記載されている「災害」の種類，対策の特徴を明らかにし，森林・林業施策における都道府県
の役割を考察することを目的とした。
調査方法
2021 年 8 月段階で都道府県が作成している森林・林業計画の収集をホームページおよび電話
依頼で収集し，テキストデータ化を行った。
「害」に関連した前後（60 字前後）のテキストデー
タを抽出し，
「害」の種類の特定化と対応策を考察した。農林水産業の計画に森林・林業分野が
含まれている計画書については，明らかに農業のみ，水産業のみを外して森林・林業部分のみを
対象とし，農山村地域といった地域政策的な章や節はそれらも含んだ形でテキスト分析の対象
とした。
なお，テキストデータ化は 2021 年 8 月時点で入手できた兵庫県以外の 46 都道府県を対象と
した。兵庫県は 2021 年 9 月に「ひょうご農林水産ビジョン 2030」を発表しており，口頭発表時
には，兵庫県を含む 47 都道府県を対象とした分析結果を示す予定である。
結果と考察
（1）計画策定（改訂）年と都道府県計画の位置づけ
表 1 は，47 都道府県の計画策定（改訂されている場合は改訂年）とタイトルおよび担当部課
名から推察した計画範囲の関係を示している。
「森林づくり」と「森林・林業（・木材産業）
」の
森林関連部局のみで策定されているものが 34 計画ある一方で，2010 年代後半の計画は農林水産
業計画の一部または県の総合計画の一部に組み込まれている計画が 14 となっている。大分県で
は，森林づくりの計画と農林水産業計画の 2 つを有し，それぞれ 2018 年と 2020 年に改訂され
ていた。
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表1

都道府県の森林・林業に関する計画の位置づけと策定年

（単位：計画数）

現行計画の策定年
計画の位置づけ

2006

2010

2012

森林づくりの計画
森林・林業（・木材産
業）の計画
農林水産業計画の一部

1

1

1

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

総計

4

1（1）

4

1

4

18

2

2

1

1

2

7

16

1

1

1

1

1（1）

6

12

1

2

18

48

1
1
1

総合計画の一部
総計

1
1

1

1

1

2

3

7

3

7

4

資料：各都道府県の計画書より作成
注：（）は大分県の計画を示す。関連の計画の2つがあるため，総計が48となっている。

（2）
「害」に関する抽出結果
兵庫県を除く，46 都道府県の 47 計画で「害」の抽出箇所合計数は 1,903 箇所，3,748 単語あ
った。単語の抽出箇所数に占める頻出をみると（1 抽出箇所でいくつかの害があり，合計で 100％
を超える），
「災害」が 1,144 箇所（60％），
「被害」868 箇所（46％），
「獣害」554 箇所（29％），
「土砂，水害」が 367 箇所（19％）
，「虫害」が 322 箇所（17％）であった。
また，各都道府県で計画文字数が異なるので，一概に重要性は論じられないものの，
「害」の
頻出回数が多い 10 県は，栃木県（271 回），大分県（223 回），石川県（200 回），長野県（192 回）
，
群馬県（169 回），福島県（165 回）
，熊本県（162 回），山形県（154 回）
，宮崎県（148 回）であ
った。逆に，10 回に満たない県も 7 県あり，都道府県計画に占める災害の位置づけが自治体に
よって異なっていることが伺えた。記載が少ない都道府県については，今後，森林・林業計画以
外の防災計画や総合計画等での位置づけを確認する必要がある。
（3）災害発生後の県計画への反映の相違点
事例的にみると，豪雨による流木被害をもたらした平成 29（2017）年九州北部豪雨の被災県
である福岡県と大分県では異なる対応がみられた。大分県では，2013 年に策定していた「次世
代の大分森林づくりビジョン」を 2018 年に改訂し，流木化を抑止するための渓畔林管理や地形
に配慮した森林づくりなどが追記された。また，2020 年の農林水産業の振興計画である「おお
いた農林水産業活力創出プラン 2015」
も 2020 年に改訂し，
激甚化する災害対応を追記している。
一方，福岡県の場合，2017 年策定の「福岡県農林水産振興基本計画」は基本的に担い手育成と
県産品のブランド化が記載されており，治山関係の県計画は存在せず，九州北部豪雨の経験は朝
倉県土整備事務所と災害事業調整課から発信されているもののみである(3)。
こうした都道府県計画の差異が，今後の減災対策や災害発生時にどのような影響をもたらす
のかについては，今後の議論の課題としたい。
引用文献
（1）柿澤宏昭編著『森林を活かす自治体戦略～市町村森林行政の挑戦から』J-FIC，2021 年
（2）志賀和人「地域森林管理と自治体林政の課題」『林業経済研究』Vol.50(1)，2004 年，1526 頁
(3)大分県「次世代の大分森林づくりビジョン H29 改訂版」
（https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2020709.pdf）
（2021 年 8 月 20 日利用）
(4)福岡県朝倉県土整備事務所「平成 29 年 7 月九州北部豪雨における公共土木施設災害復旧状
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況について（2021 年 10 月 8 日更新）」
（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/h29hokubugouu.html（2021 年 11 月 10 日利用）
謝辞：本研究は、科学研究費補助金基盤 A（18H04152）の成果の一部である。なお，資料収集
については平山智貴，石原昌宗，渡邉涼介（九大院生資環・修士 1 年生），テキストデータ解析
は佐藤英斗（所属なし）の協力を得た。
（連絡先：佐藤宣子

sato.noriko.842@m.kyushu-u.ac.jp）
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社会経済的条件の影響を考慮した土砂災害防止対策についての考察
－一定数以上の人的被害が発生した 2000 年代以降の土砂災害事例を踏まえて－
〇千葉 幹（東大院生農）
、古井戸 宏通、柴崎 茂光、芳賀 和樹（以上、東大院農）
1．はじめに
日本は、山がちな地形に加え、地震の発生、台風の襲来や梅雨等による降雨により、毎年約
1000 件を超える土砂災害が発生している。土砂災害の発生には、発生箇所の地形・地質や発災
時の降雨条件など、土砂移動現象の発生に影響する要素のほか、土砂災害が発生した場・時に、
人が居住、または滞在等していたという点で社会経済的条件が深く関わる。特に、土砂災害警戒
区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号、以下「土砂
災害防止法」という）は、開発行為の制限や警戒避難体制の構築など、住民に大きな影響を与え
る手段により対策を講じることから、この法に基づく対策により人的被害の軽減を目指すため
には社会経済的条件の影響を考慮する必要性が高いと考えられる。
このため本研究は、土砂災害が発生した集落を対象に社会経済的条件を把握するとともに、地
域ごとに異なる土砂災害対策に係る関係性を分析し、社会経済的条件の影響を考慮した土砂災
害防止対策について考察した。
2．調査方法
まず、土砂災害防止法の目的、すなわち「国民の人命及び身体の保護」に基づく観点から、人
的被害が甚大であった災害事例として 5 人以上の死者・行方不明者が発生した土砂災害 28 事例
（国土交通省により公表された 2004 年から 2021 年 8 月のデータ（1）に加え、関係学会や発災し
た行政機関等の調査結果（2）を用いて抽出）を対象として、自然条件・社会経済的条件を整理し
た。このとき集計単位は、警戒避難や平時の防災対策をまとまって実施する単位にも近いと考え
られる農業集落単位を基本とした。
次に土砂災害対策によって人的被害を低減させるにあたり、今後の開発見込みや、警戒避難行
動の実施にも影響があると考えられる各集落の人口に着目し、集落単位での、発災前の人口密度
と人口増減率を軸に対象集落を分類した。この分類に沿って抽出した 4 事例（広島県室屋集落、
奈良県野尻集落、長野県花岡集落、熊本県福岡集落）について、当該市町村の地域防災計画上の
記述や、航空写真からうかがえる土地利用状況の推移、新聞記事の内容、土砂災害対策の状況な
どの情報を収集・整理し、各地域の社会経済的条件に応じて構築されている土砂災害対策に係る
関係性を分析した。
以上の結果に基づき、土砂災害防止法に基づく対策において社会経済的条件を考慮し、人的被
害をより一層低減させるための課題を考察した。
3．結果
3.1 発災した 28 集落の地域特性
地形条件として中心地平均傾斜度（3）は、対象集落の 57％で 5°以上と農業生産の面で比較的
不利である一方、残りの集落は比較的平坦な土地を含む。また地質（4）を見ると、火成岩が 70％
を占め、対象期間中の、広島市など花崗岩地帯における災害数の多さが影響しているものと考え
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られる。また年平均降水量（5）は、年間 1500 ㎜未満の少雨地域が 25％を占める一方、年間 3000
㎜を超える多雨地域も 18％を占めた。
また農業地域類型区分（6）（7）は、都市的地域、中間農業地域、山間農業地域が、それぞれ 39％、
32％、29％となり、全国と比較して都市的地域の割合が低い。一方、中山間農業地域と山間農業
地域における人的被害数の割合は 52％となり、これら地域での全国の人口比 12％と比較して多
い。また土地利用状況の長期的な傾向として、農業集落単位（8）ごとに国土数値情報の土地利用
3 次メッシュデータ（9）の一番古いもの（1983 年）と最新のもの（2016 年）を比較したところ、
増加量の大きい順に「建物用地」
、「森林」、「海水域」、
「その他の用地（ゴルフ場を含む）
」
、「交
通用地」となったほか、減少量が大きい順に、「田」
、
「荒地」
、「その他の農用地」、「海浜」、「河
川地及び湖沼」となった。土地利用に関する法規制状況（10）を見ると、対象集落では、人口等が
集積する「都市計画区域（市街化区域）
」を含む集落の割合が 36％となっており、全国での 26％
と比較して高い。「田」が「建築用地」に転用された例が多く、こうした集落では、人家数が増
えることで人的被害の可能性が増しているおそれもある。
対象集落を含む 20 市町村について 1995 年から 2015 年にかけての人口増減率（11）は、全国と
同様減少しているが、その率は大きい。
また対象とした集落を含む小地域では、
居住期間（12）が 20 年以上の世帯が 43％
と全国の 29％と比較して高く、持ち家
に居住する世帯（13）の割合も 83％と全国
の 62％よりも高いことから、人の移動
が比較的少ない地域も多いと考えられ
る。
土砂災害防止法上、警戒避難に大きな
役割を果たす市町村行政について、2020
年時点の可住地面積（15）あたりの職員数
（16）

（指定都市を除く）は全国で 7.7 人

/㎞ 2、対象市町村（指定都市である広島
市を除く）で 6.6 人/㎞ 2 となっており、
全国よりもやや少ない。
3.2

代表事例での土砂災害対策に係る

関係性
3.1 から、発災した集落の社会経済的
条件のほか、地形的条件は様々であっ
た。このため、土砂災害防止法を主とし
た対策に係る関係の基本図を作成した
上、地域特性の異なる 4 事例について、
それぞれでの関係性を図として整理し
た。基本図、及び 4 事例のうち 2014 年
に被災した広島市室屋集落の例を示す
（図－1）
。室屋集落は、1970 年代ごろか

図－1 土砂災害防止法等に係る関係の基本図（上
図）とそれに基づく室屋での主な関係図（下図）
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ら大規模な宅地開発が進んでいる地域に位置し、市中心部までのアクセスもよい人気の住宅地
である。土砂流出履歴もあり、降雨の際、道路上を水が流れるなどの状況が見られているにも関
わらず、土砂災害が発生しうるという住民の認識は薄く、避難行動をとった人は少なかった。近
隣では約 10 年前にも土砂災害が発生しているが、その時の豪雨でも被災しなかったことで、逆
に安全という認識を得たおそれがある。地価の低下など区域指定の影響を懸念する住民もおり、
指定には時間を要していた。こうした利便性の高い土地では、住宅地としての利用を制限するよ
うな対策は、住民の理解を得にくい場合もあると考えられたほか、法律制定前の宅地開発で利益
を得た業者は、その後土砂災害が発生しても、土砂災害防止法の対象とならないという課題があ
る。また別の事例として、奈良県野尻集落は、急峻な山地部からなり、他とのアクセス手段も限
定されているが、長い歴史を有する土地である。村の面積は広く、集落が点在しており、人口減
少や高齢化で集落機能の維持が困難な集落も出るなか、村では保育料や小中学校の給食費の無
償化など特に若年層にとって住みやすい環境づくりに努めている。安全な土地は限られている
ことから移転先候補地は少なく、また宅地等が急増することも予想しにくい土地であることか
ら、土地利用の制限や移転の促進は、住民の負担感（住みにくさ）を増加させるという点でその
実施が懸念される可能性もある。このため警戒避難が重要な施策といえるが、厳しい自然環境の
なか高齢化は進んでおり、昔からの生活により培ってきた経験や知識をどう伝えるかが課題と
なる。
4．考察
主として土砂災害防止法に基づく土砂災害対策に関し、各地の地域特性を反映して関係性が
異なることが把握された。この結果に基づき、社会経済的条件を考慮した土砂災害対策を進める
にあたっての課題を考察した。
（1）様々な関係者の存在
土砂災害対策について、様々な関係性をもつ者（新規流入する住民と古くからいる住民、居住
する住民と開発業者、県と市町村など）が存在するが、区域指定や指定に基づく規制に関し、関
係者間の関係を分断するような構造が見られる。例えば、都道府県による区域指定にあたり、過
去の発災事例は考慮されるものの、告示図書やハザードマップでは、そうした情報まで示されな
い。過去の発災事例を聞き知っている「昔からいる住民」と、ハザードマップで公表される情報
に頼る「新たに入ってくる住民」は、警戒避難行動をとる際、土砂災害に対する認識の違いから
一緒に行動をとることが難しい可能性がある。また土地が造成・売却された後、発災までにはか
なりの時間が経過する場合も多いが、
「過去に宅地開発を行った業者等」と危険にさらされる「現
在の居住者」とは関係を持たない。さらに移転促進について、主として地形条件に基づき区域指
定する「都道府県」に対し、住民の窓口となる「市町村」は、移転によって住み慣れた家を離れ
るなど大きな負担がかかる住民から直接相談を受けうる立場にあり、そうした状況を考慮する
ことなく、各土砂災害特別警戒区域で一律に移転を推し進めることは難しい。
（2）制限を伴う施策において、全国一律の公平性と地域特性に応じた運用との整合
住民の意識や住み方は、その土地の特性を反映して長年実施されてきた生活の延長上にある。
このため、対策の実効性のほか効率性の観点からも、様々な施策を全国で一律して実施するので
はなく、地域特性に応じた施策の重点化が必要だと思われる。例えば、今回見てきた事例におい
ては、宅地として適している利便性の高い土地や宅地となりうる土地が地形的に限定されてい
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るといった異なる理由からではあるが、特定開発行為の制限を行うことがそれほど望まれない
と予想される地域があった。しかしながら現状、地域ごとに異なり、時間の経過とともに変わり
得る関係性に対し、継続的に配慮する役割や機会が、法令上明確には担保されていない。
また指定に伴う対策のみならず、指定自体のタイミングや基準にも課題は残ると考えられる。
今回収集した事例では、近隣で過去に土砂流出があっても、実際に被災するとは思なかったとい
う人もおり、避難した人の割合が低い地域もあった。そうした実感しにくい土砂災害に対し、法
の施行というタイミングで、全国一斉に区域指定が進められたこと、さらに全国的な基準に従っ
た区域指定を行うことで、その土地の過去の災害経験を十分に活かされず、住民にとって土砂災
害を、ますます実感が持てないものにしたおそれがある。住民自身が自分の問題として捉えるた
めには、今後、土砂災害対策においてより住民の声を活かすべきであると考える。
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平成 29 年 7 月九州北部豪雨で被災した山村コミュニティの再生過程
―見晴らし台の復興を中心に―
〇原田佳生・市野瀬愛（九大院生資環）
・藤原敬大・佐藤宣子（九大院農）
はじめに
近年全国的に豪雨災害が多発している。気象庁（2021）によると，1976 年から 2020 年の間で
一時間降水量 80 ㎜以上の年間発生件数，日降水量 400 ㎜以上の年間日数がともに有意に増加傾
向にあり，短期間に猛烈な雨が降るケースが多くなっている。
豪雨災害は，地域の森林景観にも大きな影響を与える。熊谷(1999)は，地域の森林景観を「原
風景を構成する重要な要素であり，
故郷に対する懐かしさや郷愁を喚起させるもの」としている。
また東京大学森林風地学研究室（2008）は，
「地域ならではの景観，地域らしい景観を形成して
いく上で，森林と地域の人々との関わりを反映した森林景観は重要な役割を果たして」おり，
「地
域らしさや地域のアイデンティティーを支え，その結果として国土全体での景観の多様性を形
成，保全していくためには地域森林景観は重要」であると指摘している。それゆえ，豪雨災害に
よって地域の森林景観が損なわれると，山村コミュニティの地域らしさや地域のアイデンティ
ティーにも影響を与える可能性もある。
豪雨災害が増加傾向にある一方，高齢化や過疎化によって農山村の回復力は弱まってきてい
る（内田,2021）
。行友（2021）は，被災による人口の急減が農山村の高齢化と結びつくことによ
って，労働力や住民の活動性の低下，
それに伴う縮小するコミュニティの再編などを引き起こし，
行政やボランティアによる復旧が終わった後も長期的な問題が残ることを指摘している。また
人員削減など行政業務の縮小により地方自治体が十分な災害復興の対応がなされない事例も存
在し(宮本,2019)，そのため自治体に頼らない復興活動も重要になってきている。
これまでに自治体に頼らない集落住民を中心する復興まちづくり活動として，2016 年熊本地
震に被災した熊本県益城町櫛島地区のまちづくり協議会による伝統行事を避難訓練とセットに
して復活させ，地区を再びつなげる事に成功した事例（柴田,2020）がある。また平成 29 年九州
北部豪雨によって被災した福岡県朝倉市において，JA あさくらが土地や施設の確保，営農指導
によって営農再開を支援したほか NPO と協働することでボランティアを農家へ結びつけること
に成功した事例（野場,2021）も報告されている。これまでに豪雨災害によって損なわれた森林
景観の再生に住民たちが中心となって取り組んだ事例は報告されていないが，森林景観が地域
らしさや地域のアイデンティティーを支えるものであるならば，森林景観の再生は被災した山
村集落のコミュニティの再生において重要な復興活動の一つであると考えられる。
本報告は「平成 29 年 7 月九州北部豪雨」
（以下「九州北部豪雨」
）で被災した福岡県朝倉市平
榎集落における長期的なフィールドワークの成果である。本報告は，林業経済学会 2020 年秋季
大会で発表者らが発表した「2017 年九州北部豪雨被災が地域景観に与えた影響－福岡県朝倉市
平榎地区を事例に－」
（原田ら，2020）で計画中であった見晴らし台が完成に至る経緯と完成後
の現在の状況について報告する。そして，見晴らし台が豪雨災害で被災した山村コミュニティの
再生過程で果たした役割について考察する。
調査方法
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（１）調査地概要
平榎集落は，福岡県朝倉市杷木志波に位置している。同集落には水田は存在せず，柿栽培が盛
んである。柿園は秋の紅葉と並んで同集落の森林景観を形成する中心であり，集落の象徴ともな
っている。九州北部豪雨では，集落内で死者は出なかったものの，家屋が全半壊し，道路も大き
く損傷した。また被災後に 38 名が他出し，被災前は 37 戸あった世帯数は，災害後には 19 戸へ
減少した。一方で，豪雨災害後に 3 名の外部者が集落へ移住している。平榎集落では，九州北部
豪雨による斜面崩壊や放棄された柿園により集落の景観が悪化し，景観の再生の必要性が集落
の住民の間で認識されている。2019 年の 4 月より平榎の集落住民 6 名により結成された平榎復
興委員会が中心となり,景観づくりをはじめとした復興活動が行われている。
（２）調査方法
平榎集落の復興活動（復興委員会の会合や景観づくり）に参加しながら聞き取り調査と参与観
察を行ない、復興計画に関する議論や合意形成の過程を記録した。
結果
（見晴らし台の設置前）
九州北部豪雨の後，平榎集落では主にボランティアが中心となってインフラ復旧や土砂の除
去などの生活環境の復旧活動が行われた。復興委員会は以前より集落内に存在していた道路委
員会を基礎として，災害後 2 年近くが経過した 2019 年の 4 月に区常会での合意によって発足し
た。復興委員会の景観づくりの理念は住民や他出者が「この地に住んでいて良かったと思える集
落にしたい」であり，地域の誇りを取り戻すことが第一の目的となっている。
復興委員会の結成後，
「委員会内で自分たちのみの力での復興は難しいのではないか」という
意見があり，復興委員長であ
る H 氏が知人の市議員へ相談
した。その結果，同市議からの
紹介を受ける形で，福岡県朝
倉普及指導センター（以下「普
及センター」
）と九州大学復興
支援団が2019 年 6 月から復興
委員会の活動に参加してい
る。九州大学復興支援団には
芸術工学研究院と工学研究
院，農学研究院の教員や学生

図1

平榎集落の柿の紅葉の景観 (2019 年 11 月 28 日撮影)

が参加しており，発表者らもその一員である。
2019 年の復興委員会の主な活動は，復興活動の方針づくりであり，委員会メンバーによる意
見交換のほか集落女性部や他出者なども招いた交流会も通じて，平榎集落の魅力の再確認など
も行われた。その結果，集落住民らの認識している地域の魅力の数は少ないものの，柿の紅葉の
景観の美しさや井戸水のおいしさが平榎集落の魅力であることが浮かび上がった。これらの集
落住民の意見も踏まえて，集落内を流れる川を子供たちの遊び場に整備する案，集落内の伝統行
事をアピールする案，集落内の公民館を活用する案などが出されたが，2019 年の秋ごろに集落

64

内の柿園を一望できる見晴らし台の設置を通じた景観形成による地域づくりを行うことが最終
的に決まった。そして，見晴らし台には季節を彩る広葉樹が植栽されることとなり，植栽する樹
種や場所の決定には九州大学復興支援団が協力することになった。
2020 年 2 月に見晴らし台の設置予定地が決定された。その後は復興委員会の会合の開催など
もコロナ禍により一時停滞していたものの，2020 年 7 月に同年最初の復興委員会が開催されて
以降は見晴らし台の予定地における草刈りやくい打ち，鹿よけネットの設置などの準備が進め
られた。11 月の復興委員会の会合では，九州大学復興支援団の紹介で，子供たちの自然・文化
体験を通した地域コミュニティづくりを朝倉市で行っている市民団体である「あさ・くる」と連
携することが決まった。そして，見晴らし台への植栽は「平榎復興植樹祭」として集落住民や他
出者，普及センター，九州大学のほか，あさ・くるに参加する子供たちや報道関係者も招いて広
くアピールする形で行うことが合意された。
（平榎復興植樹祭）
見晴台の面積は 2,183 ㎡，植栽樹は合計 144 本であり，大人たちは基本的に高木の苗を，子供
たちは低木の苗を植栽した。植樹祭当日は計 110 名が参加し，それぞれの広葉樹には植栽したも
のの名札がつけられるなど，出席者と地域のつながりを強化する意図もみられた。植樹祭におい
ては樹木の植栽のみならず，子供たちによる被災流木で手作りした楽器（カリンバ）演奏なども
行われ，各出席者の積極的な参加もあり
盛況のうちに幕を閉じた。一連の見晴台
事業は公益社団法人 国土緑化推進機構
の緑と水の森林ファンド事業による 80
万円の助成を受けており，復興委員会の
自己資金による出費は約 50 万円ほどで
あった。予算の節約に関して，集落住民
らによる見晴台での作業はすべてボラ
ンティアとして処理し，植栽樹に関して
住民の人脈を駆使し苗木を安く入手し
たり，集落内に存在する樹木から株分け

図 2 植樹祭当日の様子（2021 年 3 月 29 日撮影）

を行ったりするなどの工夫が見られた。
（見晴らし台の設置後）
2021 年 6 月に平榎復興委員会，あさ・くる，九州大学復興支援団の 3 団体の協議体である「平
榎の郷守り会」が結成された。また令和 3 年度ふくおか地域貢献活動サポート事業の災害支援枠
から 100 万円の助成を受け，
「景観と文化伝承を活かした災害後の地域づくり」を行うこととな
った。同事業には，見晴台整備事業のほか，子供たちの見晴台でのネイチャーゲームや，文化伝
承のワークショップなどの活動も含まれ，現在も進行中である。
考察
平榎集落における見晴らし台計画は，景観づくりによる地域の誇りの再生のみならず，他出者
をはじめとして，普及センターや九州大学復興支援団，あさ・くるのスタッフや同団体の活動に
参加する子どもたちなど集落外の多くの人間を巻き込み，集落外の人間と集落のつながりを形
成する契機となった。見晴らしの設置に関わったそれぞれの主体の役割を見てみると，復興委員
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会や協力的な集落住民は計画の立案や事業費の用意，集落内での合意形成，見晴台の日常的な管
理などの重要な役割を担った。一方，外部者である九州大学や普及センターは見晴らし台の作成
においてそれぞれの専門的分野においてアドバイザーとしての役割を果たし，あさ・くると平榎
集落をつなぐ役割も果たした。またあさ・くるは平榎集落と近くに住む子供たちの接点を作り，
コミュニケーションをとる機会を作り出した。さらに見晴らし台による復興活動は，平榎集落，
市民団体（あさ・くる）
，大学（九州大学復興支援団）の協議体である平榎の郷守り会の結成に
至るなど新たな展開にも至っている。高齢化や過疎化によって農山村の回復力は弱まってきて
おり（内田,2021）
，また人員削減など行政業務の縮小により地方自治体が十分な災害復興の対応
ができずに自治体に頼らない復興活動も重要となっている(宮本,2019)ことも考えると，平榎集
落における見晴らし台を通じた復興活動の取り組みは，山村コミュニティ再生するための重要
な示唆を与えているようにも思える。
今度の研究課題として，子どもたちや移住者，参加の少ない集落住民が見晴らし台に対してど
のような意識を持っており，どのような役割を担うことができるのかについてはこれからも継
続して調査する必要がある。また，過疎や高齢化の進む集落において柿園や見晴台の整備を持続
的に行うことができるのかについても，今後の調査を予定している。
引用文献
内田多喜生（2021）
「農業構造の変化と自然災害リスク」農林金融 2021 年 5 月号 1
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江戸期から明治期を繋いで見える森林保全制度の史的展開
―四国４県における「禁伐林台帳」の分析―
〇赤池慎吾（高知大学）
はじめに
近年,森林の「公益性」や公益的機能は,広く社会に認識されている。公益上必要な森林を保全
するために森林利用に制限が加えられる歴史は,明治 30 年森林法保安林制度により確立したと
いえるが,江戸期においても「山川藪澤之利」を保全する種々の制度・慣習が全国各地に点在し
ていたことが知られている。明治期に入り,これら種々の制度・慣習は,「水源涵養」
「飛砂防止」
「魚付林」等の 12 種に機能分化され,明治 30 年森林法「保安林制度」へ継承された（保安林制
度百年史編集委員会 1997）
。
近代法制下におけるわが国の森林保全制度は,1876 年の「官林調査仮条例」
（明治 9 年 3 月 5 日,
内務省決議）により官林内に禁伐林が規定され,次いで
1882 年の「民有林ノ内国土保全ニ関係ノ箇所ニ於テ伐木
セントスル者処分ノ儀」
（明治 15 年 2 月 13 日,農商務省
達第 3 号）により民有林内に伐木停止林が規定されたこ
とに端を発する。その後,1882 年森林法草案を経て,1897
年森林法により保安林制度が成立した。
本報告では,保安林制度が成立する以前に規定された
禁伐林に焦点を当てる。禁伐林とは,明治 9（1876）年,
「官林調査仮条例」により一等官林・二等官林・三等官

図1

『讃岐国禁伐林簿』

注：明治 28 年 3 ⽉調整

林とは別に,第 12 条「水源涵養,土砂扞止等ノ如キ全ク
国土保安ヲ計リ存養スル者ハ三等ノ外別ニ禁伐林ノ名ヲ下シ置クヘシ」と規定された国土保安
に必要な森林を指す（図 1）
。
本報告は,江戸期から明治期への体制移行期において,森林を統治する権力が林野の公益性を
どのように秩序化したのか。為政者と地元民,あるいは地元民相互の利害関係が公法的規制の原
点である禁伐林の中にどのように取り扱われたのかを明らかにすることを目的とする。
具体的には,四国 4 県（幕藩時代の阿波,讃岐,伊予,土佐）を事例に取り上げ,①旧藩林野制度
を整理するとともに,明治 9（1876）年以降の禁伐林編入の実態を把握すること,②江戸期から明
治期への公益性の継承過程を明らかにする。
調査方法
本報告で⽤いた資料は次の通りである。まず,明治 9（1876）年以降の禁伐林編⼊状況を把握す
るため,各県統計書（1880 年以降）から全国（明治 11（1878）年）及び四国 4 県の禁伐林⾯積
を調査した。次に,「七郡禁伐林官林台帳」
（明治 22 年補正,⾼知⼭林事務所作成）,各県「禁伐林
簿」
（明治 28 年補正,⾼知⼤林区署作成）等の⼀次資料を⽤いて,四国 4 県の禁伐林の実態を調査
した。調査結果から,四国 4 県の禁伐林編⼊状況を⽐較し,各県の特徴を把握するとともに,四国に
おいて森林の公益性がどのように秩序化されたのかを明らかにする。
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結果と考察
①『地理撮要』
（明治 14 年出版）の「官林段別表」より,全国における禁伐林の編入状況を把握
した（図 2）
。明治 11（1878）年,地理局が調査編纂した資料によると,官民有区分直後には,全国
2,939 箇所 4 万 3,453 町歩の官林が禁伐林に編入されていたことが明らかとなった。国別には,
美濃 33 箇所 7,355 町歩が最大面積で,次いで筑前 389 箇所 5,293 町歩,奥陸 92 箇所 4,933 町歩,
陸前 111 箇所 4,123 町歩となっている。本報告の対象である四国地方は,阿波 23 箇所 45 町歩,
讃岐 17 箇所 85 町歩,伊予 101 箇所 1,037 町歩,土佐 305 箇所 432 町歩である。
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図２ 全国官林内禁伐林⾯積（1878）
出典：
『地理撮要』
（1881）
「官林箇所表」及び「官林段別表」より報告者作成

②資料の制約により断片的ではあるが,各府県統計

2,500

愛媛
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国 4 県禁伐林面積の推移を把握した（図 3）
。
大正 12（1923）年現在,四国 4 県の国有林野面積及

1,500
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り,四国管内の国有林は高知県に偏在している。
一方,禁伐林面積は,徳島県 49 箇所 121 町歩,香川
県 529 箇所 902 町歩,愛媛県箇所数不明 2,182 町歩,
高知県 303 箇所 446 町歩となっており,前述の明治 11
（1878）年と比べると,いずれも箇所数面積が増加し
ている。特に,香川県,愛媛県では明治 10 年代中頃に
急増していることがわかる。
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図 3 四国 4 県の禁伐林⾯積
（1882-1896）
出典：
『⾼知県統計表』
『⾹川県統計
書』
『徳島県統計表』
『愛媛県統計概
表』各年度版より報告者作成

③一次資料の分析により,個別の禁伐林の特徴（編入時期,所在地,林種,樹種,面積等）と管理・
利用実態（監守人,利用内容）を把握した。ここでは,高知県内禁伐林の特徴と管理・利用実態に
ついて触れるにとどめ,徳島県,香川県,愛媛県については口頭発表で報告させていただく。
「七郡禁伐林官林台帳」をもとに, 明治 22（1889）年高知県における禁伐林編入状況を表 1 に
示した。禁伐林の編入状況は,合計 389 箇所,546 町 5 反 6 畝となっている。林種別には,「風潮
除」260 箇所 203 町歩が最も多く,次いで「道路並木」86 箇所 96 町歩となっている。
「風潮除」
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は,土佐藩山林制度の「海辺潮霧囲松林」
（うみべしおきりかこいまつばやし）と「浜松留林」
（は
ままつとめばやし）が,「官林調査仮条例」により禁伐林に編入されたと考えられる。土佐藩山
林制度にはみられなかった「水源涵養」が 5 箇所 45 町歩とあり,江戸期における慣習的な林野利
用が明治期に水源涵養禁伐林として区分されたとものだと考えられる。
禁伐林の管理状況を見ると,その殆どに監守人が明記されている。監守人は,官林内にもかか
わらず地元民が担い,一名の監守人が数村数カ所の禁伐林を担当している。精米一石が 8 円 50 銭
の時代に,月給は 2 円 50 銭から 50 銭であった。
樹種別特徴をみると,傾向として,「風潮除」など海岸部はマツやウバメガシの記載が多く,「水
源涵養」や「廻船目標」はスギ,雑木の記述がみられた。禁伐林種と樹種の関係については,当時
の森林思想を知る上で重要な事象であり,今後の研究課題としたい。
禁伐林は原則「禁伐」であり,官林であることからも地元民の入会慣行が否定されていたと考
えられる。しかしながら,台帳には禁伐林内で兎,猪,鹿,猿などの狩猟のほか,松露の採取が行わ
れていた。地元民の利用許可は,一時的・季節的な自然取得に限り「明治 13 年 8 月官林要録 高
知営林局保管

動植物至急入札払取扱ノ件達」により内務省山林局ではなく高知県に委任され

ており,申出許可がなされていたと考えられる。一方,樹木の伐採は厳しく制限され,枯損木であ
っても公売による払下が行われている。
表１ 高知県における禁伐林編入状況（1889）

箇所数

面積

（兼種指定）

（兼種指定）

水源涵養
土砂扞止
風潮除

5
4
260（73）

風致装飾
魚附場
廻船目標
道路並木
社景
合計

2
27（1）
4
86（74）
1
389（148）

林種

面積：町歩

樹種

監守人

物産

45
0.87
203（90）

松、杉、雑木
竹
松、馬目、雑木

1名
1名
1名

狩猟
松露
松露、狩猟

2
23
174
96（94）
0.02
546（185）

松
松、馬目、雑木
松、杉、雑木
松
松

1名
1名
1名
1名
1名

松露、兎
松露、狩猟、岩石
松露、倒木公売
松露

出典：
「七郡禁伐林官林台帳」
（明治 22 年補正,⾼知⼭林事務所作成）より報告者作成

おわりに
本報告では,江戸期の山林制度が明治期以降の森林保全制度である禁伐林に継承された過程を
検討した。高知県においては,江戸期の山林制度である海辺潮霧囲松林及び浜松留林が無条件で
「風潮除」禁伐林へと継承されたことが明らかとなった。明治期以降,高知県で「水源涵養」を
目的とした制限が規定された初めてである。
2019 年 4 月現在,四国管内の国有保安林面積は 676 箇所 17 万 0,577ha,保安林種としては水源
涵養保安林が 486 箇所 16 万 1,493ha（延べ面積）と土砂流出防備保安林が 121 箇所 6,792ha（延
べ面積）の 2 種類で大半を占めている。これら国有保安林の原点が,禁伐林である。今後,禁伐林
から保安林制度への継承過程を分析し,わが国古来の林業思想と,近代法制下における森林保全
制度との結合の諸相を明らかにしていきたい。
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富士林用軌道遺構の現状
〇藤野
田澤

正也(福島大農）
・白石
安曇（無所属）
・秋山

幸江（山梨県富士山研）
日香里（山梨県富士山研）

はじめに
山梨県の富士山麓には広大な森林が広がっている。この森林の中に地元で「トロッコ道」と呼
ばれる道が存在している。この道は大正時代から第二次世界大戦後まで木材運搬に使用された
「富士林用軌道」といわれているが、公式な記録があまり残っておらず、その実態は整理されて
いない。本研究は関連する資料を収集し、整理するとともに、富士林用軌道の現状を調査するこ
とを目的とする。なお本稿は調査結果の中間報告である。
調査方法
当時の地図、市町村誌や林業関係資料などから富士林用軌道に関連する情報を収集し、整理し
た。また、山梨県富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村などには富士林用軌道を独自に研究してい
る住民が多くいる。しかし、個人の活動が主であり、情報の共有はあまり図られていないことか
ら、彼らの持つ情報も収集し、整理した。さらに、地図を参考に現地を踏査し、遺構や遺物を探
索した。調査は 2018 年 9 月から 2021 年 10 月まで断続的に実施した。
富士林用軌道の資料
富士林用軌道は 1930（昭和 5）年の国
土地理院（当時は大日本帝國陸地測量
部）の 1/50000 地図「山中湖」に「林業
用馬車軌道」としてその名が記されてい
る。始点は富士吉田市の富士吉田駅（現
富士山駅）で、終点は富士山 3 合目付近
の幸助山の麓付近とされている（図 1）
。
全長 17km、標高差 850m である。富士林
用軌道に関する主な資料は富士河口湖
町の広報誌「広報富士河口湖」2012 年 10
月号に当時の文化財審議会委員の竹谷
喜義氏が寄稿した原稿と、2009 年に地
元ケーブルテレビの CATV 富士五湖が
富士林用軌道の従事者にインタビュ
ーした映像の 2 つがある。竹谷氏もこ

図1

富士林用軌道

注：
「山中湖」
（1930 年

位置概略図

大日本帝國陸地測量部発

行）を元に筆者作成。

の従事者から聞き取りを行った。これらによると、1923（大正 12）年に高知県から来た数十人
の職人集団により設置され、関東大震災や戦後の復興資材として木材が運び出され、1958（昭和
33）年に廃止されたとされる。馬車軌道とは書かれているものの、馬はトロッコを運び上げるこ
とが主な仕事であり、木材の運搬は重力に任せて滑降するだけであった。富士山麓は起伏に乏し
く、木材運搬時はほぼ下りだからである。

71

富士林用軌道は山梨県有林内を通過するため県の施設と考えられる。当地を所管する山梨県
富士・東部林務環境事務所に当時の資料を尋ねたところ、事務所移転の際に古い資料は廃棄して
おり、現存しないとの回答があった。代わりに、山梨県恩賜林保護組合連合会の周年記念誌に記
載がある可能性を示唆された。そこで周年記念誌を探したところ、1952（昭和 27）年の山梨県
恩賜県有財産御下賜 40 周年記念誌（p190）には恩賜林（県有林）が管理する施設として「富士」
という名の軌道が記載されていた。富士林用軌道と考えられる。
一方、富士吉田市史を探したところ、山梨日日新聞 1925（大正 15）年 9 月 29 日の記述として
「南都留郡福地村上吉田から剱丸尾を斜断し富士山精進登山口二合目焼入迄林道を開鑿し十八
ポンド軌道を敷設する事となり近々中に竣工の予定である」
（通史編第三巻近・現代ｐ607）と書
かれており、竹谷氏の原稿と開設年が異なっていた。また、既に 60 町歩 19000 石の伐採が終わ
っているものの、軌道がないため搬出できずに放置されている様子も記述されていた。
搬出された木材は北口本宮浅間神社近くの貯木場に貯められたと考えられる。ケーブルテレ
ビの映像においても従事者によるそのような証言が残されているが、東京へ木材を運搬するた
めには富士吉田駅（現富士山駅）までの運搬が必要である。運搬方法は不明で、国土地理院の地
図にも線路の記載がないため、そこに至る経路も不明である。ただ、今回の調査で神田堀川沿い
に線路があったことを証言する地元住民が複数いたことから、経路であった可能性が高い。今回
の調査では『富士吉田市史

通史編第三巻近・現代』の口絵に「上吉田神田堀川付近の森林軌道」

と表題のある写真を発見した。富士林用軌道の貯木場と富士吉田駅の間の軌道と考えられる。背
景が不鮮明であることから、場所の特定には至らなかった。
富士林用軌道の遺構
地図上では富士林用軌道の経路は明確であ
るが、約 80 年前の地図であることから、現在
の地図とは若干の誤差がある。地元有志が約
80 年前の地図を現在の地図に重ね合わせ、現
地踏査を行っているが、遺構はほとんど確認
されていない。緯度経度を GPS で計測しなが
ら 1930 年の地図に基づいて軌道とおぼしき場
所を山麓から登っていくと、ケーブルテレビ
の映像でも紹介されていたが、吉田胎内近く
の宮川の両岸に石積みを見ることができる

図 2 宮川の石積み

（図 2）
。軌道が宮川を渡る橋の一部であると

考えられる。また、今回の調査ではその近くの窪地に 1m 近く石が積み上げられ、その上に平坦
で真っ直ぐな道がある場所が確認できた（図 3）
。当地は富士講の巡礼地であるため、人通りは
少なからずあったと考えられる。しかし、高低差 1m 程度の窪地であれば人の往来に支障を来す
とは考えづらいため、富士林用軌道の遺構の可能性がある。
吉田胎内から精進口登山道 2 合目までは、現在の富士林道と経路がおおむね一致している。付
近に軌道跡と考えられる他の場所は見当たらないことから、富士林用軌道跡が林道に転用され
たと考えられる。ただし、1930 年の地図に描かれた軌道と現在の富士林道には多少の差異があ

72

図 3 窪地の石積み

図 4 軌道跡と考えられる場所

る。作図上の誤差か、実際に差異があるかは現時点では判別できない。
精進口登山道 2 合目より上は富士林道から外れた場所に直線的な道を確認することができた。
1930 年の地図に描かれた軌道とほぼ同じ場所であることから、富士林用軌道跡の可能性が高い。
なお、軌道の終点については諸説ある。1 つ目は 1930 年の地図である。地図上では幸助山の麓
で 2 本に分かれており、終点が 2 ヶ所あることになる。2 つ目は従事者の証言である。ケーブル
テレビに登場した従事者はすでに他界しているが、今回の調査ではその従事者に話を聞いた人
から証言を得ることができた。その証言では軌道の終点は 2 本に分かれる場所よりも山麓側だ
ったとのことである。このため、現時点では終点の場所は不明瞭である。
富士林用軌道の遺物
富士林用軌道は 60 年以上前に廃止されており、使用されていた物品は保存されていない。今
回の調査では、廃止時の状況について証言を得ることができた。軌道では線路が使用されていた
が、有用な資源であることから回収されたと考えられる。線路は精進口登山道を通って鳴沢村の
製材所に集められ、資源として県が販売したと考えられる。この製材所の関係者によると自身が
子供の頃に敷地内に線路が山積みされていたとのことである。この製材所は現在も同じ場所で
経営している。木材を乾燥機に入れるために台車を使用することから、敷地内には多くの線路が
埋設されている。1960 年代に敷地内で使用していたと思われる線路が現存しており、富士林用
軌道で使用していた物がこの製材所で転用された可能性は否定できない。ただし、60 年以上前
の出来事であり、証言者が幼少の時の記憶である。また、この製材所で転用されたことを証明す
る物もないことから、真偽のほどは不明である。仮にこの線路が富士林用軌道で使用されていた
物であれば、当時の様子を再現するための貴重な資料となる。なお、線路の断面は高さ 48mm、
底部幅 43mm、頭部幅 24mm の平底レールである。線路が建物内部を通ったり埋設されていたりし
たことから、長さの計測はできなかった。また、証言者は大きな鉄釘で手裏剣ごっこをしたとの
ことである。この鉄釘は敷地内に大量にあったとのことなので、線路を固定した犬釘の可能性が
ある。ただし、鉄釘は現存していない。
ケーブルテレビの映像では、従事者が自作した原寸大に近いトロッコの模型と、従事者が描い
た軌道沿線の紹介図が紹介されていた。これらの所在は不明である。なお、トロッコの模型には
「堀田」と呼ばれるブレーキが設置されていた。馬路営林署の堀田蘇弥太氏が考案した「堀田式
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ブレーキ」を指すと考えられる。
遺構の今後の活用
富士林用軌道は県の施設であったものの、すでに廃止されていることから、県による保存は行
われていない。また、保存すべき遺構と呼べる物はほとんどない。軌道跡も明確にはなっておら
ず、保存のしようがない。しかし、富士山に鉄道が走っていたという事実は人々の興味をかき立
てている。また、富士山の自然を語る上で、大規模伐採を支えた富士林用軌道を外すことはでき
ない。このため、富士林用軌道の全貌を明らかにすることは、一定の社会的ニーズがあると考え
られる。また、軌道跡とおぼしき場所は平坦で傾斜も緩やかであり、非常に歩きやすい。その周
りには豊かな自然が広がっており、環境学習やハイキングには最適である。その中で、この場所
の成り立ちを知ることは、より深く森林を知ることにつながると考えられた。
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通史編第三巻（近・現代）
』富士吉

そまやま

振り返ると近代沖縄の杣山整理は周到な入会整理・部落有林野統一事業だった
〇齋藤和彦（森林総研関西）
はじめに
杣山は、首里城の修築や進貢船の建造用の大径直材を確保するために近世琉球王府によって
設定された森林域であり、杣山整理は、杣山の近世的な保持形態を近代的な国公私有に移行させ
た事業である（1）。
近世杣山の保持形態は、地盤については、処分権を王府が持っていたため王府有と見なされ、
毛上の産物については、官民共利だったと考えられている。杣山では、地元が造林保護を労役で
担う代わりに王府の規制の下で収益することが認められていた（2）
。
杣山は、1879 年の廃藩置県後も旧慣存置施策の一つとして維持されたが、廃藩で王府の産物
需要がなくなった。その結果、杣山の保持形態は、官地上で住民が造林保護を行い利用する官地
民木林的に理解されるようになった（3）
。
杣山は明治後半に 2 段階で近代的な国公私有林に移行した（1）
。まず、1899～1903 年の土地
整理（本土の地租改正と土地官民有区分に相当）で杣山の地盤が国有化された。そして、1906～
08 年の杣山整理で国有化された地盤の存廃区分がなされ、要存置は国有林に、不要存置は造林
保護を担った間切・島（現在の市町村。以下、間切で代表する）または村（旧村、現在の字。以
下、旧村をムラ、新村をソンとする）と土地整理以前に許可された借地開墾の成功者に売却され
て公・私有林になった。杣山の産物は、要存置・不要存置、人工林・天然林に関わらず、造林保
護を担った間切またはムラに無償譲与された（要存置は譲与期間最大 30 年）
（4）
（5）。
これまでの研究では、この杣山整理は土地整理による行き過ぎた杣山国有化の手直し（6）と
捉えられる場合が多かった。近代沖縄の地租改正と土地官民有区分について論じた田里（1979）
（7）もその一つだったが、造林保護に関わる不要存置の地盤が実際には間切だけに払い下げら
れたとされる点と、本土および沖縄の地方制改革との関連に注目し、杣山整理は単なる不要存置
国有林野処分ではなく、後続する沖縄県及町村制（以下、島嶼町村制）
（8）のための基本財産形
成策であり、本土の反省を踏まえ、本土に先んじた部落有林野統一事業だったと論じた。
田里（1979）は、「遅れた沖縄の近代化の中に先行した本土の施策の修正点を見出す」という
魅力的な視座をもたらした。しかし、基本的に、地盤の払い下げには注目しているが、産物無償
譲与を見ておらず、杣山整理の理解が一面的である。また、関心の中心が土地整理にあるため、
杣山整理の詳細を明らかにしておらず、間切だけに造林保護に関わる地盤を払い下げる仕組み
や杣山整理の背景とした 1888 年の府県知事建議に農商務省が反対した理由を示していない。
そこで本研究は、田里（1979）の視座を継承しつつ、こうした杣山整理に関する積み残しを解
明することを目的とする。
方法
本研究は、田里（1979）の積み残しを、1．産物無償譲与を含めた杣山整理の理解： 1）産物
無償譲与の意味、2）不要存置の地盤をムラではなく間切に払い下げる方法、2．本土の先行施策
と杣山整理の関係： 1）1888 年の府県知事建議の詳細、2）杣山整理からみた沖縄の旧慣改革の
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相互関係、とし、解明対象とした。
本研究では、これらの積み残しを、関連法規や行政文書を読み解いて解明した。この内、既知
の資料は、従来、『沖縄県史』シリーズや『沖縄県農林水産行政史』シリーズから引用される場
合が多いが、書式の省略や希に欠落があるため、今回は可能な限り、国立国会図書館や国立公文
書館、沖縄県立図書館等の原典にあたった。
また、杣山整理に関しては、基本的に資料が乏しいので、関係機関を回り、新たな資料の発掘
にも取り組んだ。その結果、造林保護に関わる土地払下の沖縄県の告示（9）（10）、中頭郡の払
下書類の綴（11）、明治 39 年農商務省令第 22 号の書式（5）等の新規資料を得た。
結果と考察
1．産物無償譲与を含めた杣山整理の理解
1）産物無償譲与の意味
産物無償譲与を含めて捉え直すと、杣山整理は「地盤が官有＝国有で、そこに生立している立
木が住民の所有」という官地民木（12）
（13）の解消策だったと考えられた。今回、杣山整理の
事務手続を定めた M39 年農商務省令第 22 号の書式（5）を見出し、請書の契約条件に「産物の
譲与を受けたるについては杣山の保護管理に関しては従来の慣行を主張せざること」の一項が
入っていたことを発見した。杣山整理が、旧杣山の毛上の慣行解消のための事業であることは、
杣山整理を規定した M39 年勅令第 191 号（4）が、土地整理を規定した M32 年法律第 59 号第
18 条（14）にある杣山の保護管理に関する慣行を改める勅令にあたると理解できることからも
妥当と考えられた。
また、産物無償譲与は、奥地の未利用林が除外されたことも今回わかった（15）。杣山整理は、
要存置においては、毛上の利用慣行を解消しつつ大径木林を確保することで、後続する国有林経
営（16）の基盤を用意した事業だったと言える。
一方、杣山整理が官地民木処理だとわかると、不要存置の造林保護に関わる地盤の間切ヘの払
い下げは、官地民木処理による譲与産物を保続的な公有林経営（17）につなげるための地盤の付
与だったと理解できる。実際、勅令第 191 号の理由書（4）は、この地盤の払い下げについて、
国有林経営の合理化と盗伐対策であることに加え、「地方人民をして安んじて林業を経営するを
得せしめん」としており、この理解は妥当と考えられた。
譲与産物の所有権については、後述する地盤と同様、譲与願や請書の差出人が、書式で間切長
指定となっている一方、地盤と異なり、書式中の譲与を受ける者のリストに村も入っており（5）、
間切有または間切の一部のムラ有になったと考えられた。杣山整理当時、沖縄の地方制は過渡期
にあり、1899 年の間切島規定（18）で間切が法人、間切長は管理者、ムラは間切の一部になっ
ていたが、間切島規程の細則となる間切島村財産管理規定（19）が示すように、ムラも財産を持
つことが可能だった。ただ、現在の沖縄には財産区がないことから（例えば、2020 年農林業セ
ンサス）、このムラ有は財産区をつくらずに行ったムラへの産物の割当だったと考えられた。
2）不要存置の地盤をムラではなく間切に払い下げる方法
造林保護に関わる不要存置の地盤の払下先は、勅令第 191 号（4）で「区、間切、島又はムラ」
とされたが、実際には間切だった。そして、この間切に払い下げる方法はわかっていなかった。
今回、現存する中頭郡と八重山郡西表島の払下願の書式（9）
（10）から、願出人は間切長指定
だったことがわかった。そして、中頭郡の払下書類（11）から、間切長が出願→知事は間切長に
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払い下げを許可→地盤を間切に払い下げ、の流れが確認できた。ムラではなく間切に払い下げる
方法は、願出人を間切長に限定することだったと考えられた。
もし、ムラが出願したらどうなるのかは、中頭郡のムラが、開墾成功に関わる地盤の払下願を
出した事例（11）から判明した。この事例で、沖縄県がムラの払下願を返戻して間切長名で出し
直させ、ムラの払下願は、以降、間切が処理する旨の進達を発した。これは、間切を法人、間切
長を管理者とする間切島制の考え方に沿った処理である。
地元に払い下げる地盤をムラではなく法人である間切に払い下げる意図は、勅令第 191 号の
理由書（4）にも現れており、間切が買い受けた造林保護に関わる地盤の代金は、最大 15 年年賦
を許可し、間切が法人であることを理由に無担保とした。杣山整理は、田里（1979）が指摘した
とおり、後続する島嶼町村制（8）および公有林管理（17）のための、部落有林野をつくらない
不要存置国有林野処分であり、部落有林野統一事業だったと言える。
2．本土の先行施策と杣山整理との関連
1）1888 年の府県知事建議の詳細
田里（1979）が杣山整理の背景として挙げた 1889 年の府県知事建議は、1889 年の市制町村
制施行を前に、官有となった元入会山あるいは公有地を市町村の基本財産として特別下付する
ことや市町村に管理委託することを求めたものだった（20）。田里（1979）が示さなかった農商
務省の反対理由は、特別下付や管理委託が、当時、山林局が進めていた森林収入による官有林の
直轄経営方針に反していたことだと考えられた（15）（21）。また、特別下付が有償になった場
合、市町村にその買取資金がなかったことも実現しなかった理由と推定された。
この建議は継続審議となり、基本財産として下付する法規や分割基準がないことと、所有界が
未確定であることが具体的な課題になった（22）。その結果、境界の調査が 1890～1904 年度に
実施され、法規は 1899 年に国有林野法、国有林野法施行規則、不要存置国有林野処分規程、森
林資金特別会計法が制定されて、不要存置国有林野処分事業と国有林の特別経営が始まった
（15）。ただ、不要存置国有林野処分事業は、1921 年度時点で、市町村の基本財産約 16 万町歩
とともに、部落有林野約 12 万町歩を生み出し、後の部落有林野統一の手間を増やしていた（23）。
市制町村制施行後のこの時点で、法人格のない部落に不要存置林野が払い下げられた理由は、
国有林野法および国有林野法施行規則において、部落も随意契約で払い下げを受けられる縁故
者として認められており、願出人となることが法的に可能だった（24）（25）。
2）杣山整理からに見た沖縄の旧慣改革の相互関係
本土の経過と比較すると、前述の通り、杣山整理は、間切に対する地盤の払い下げは有償にな
ったが、その支払いには大きな配慮がなされていた。また、ムラが関わる不要存置の地盤の払い
下げについては、部落有ではなく、間切有になる仕組みがつくられていた。
また、杣山整理は、他の沖縄の旧慣改革過程と連携し、円滑に進むよう順序立てられていた。
杣山整理に先立って行われた「旧慣改革（杣山整理との関連）」を見ると、吏員規定（26）
（間切
をまたぐ入会の宮古郡一間切化）→間切島規定（間切の法人化、ムラの一部化）→土地整理（境
界測量、杣山の地盤の国有化、宮古郡の村々入会分割（27））と、各々連携しながら、杣山整理
の下拵えをしていた。そして、杣山整理自身も、後続する島嶼町村制、公有林管理、国有林管理
のために、ぞれぞれ、基本財産形成、部落有林野統一、国有林内の慣行解消を図っていた。
杣山整理は、本土に遅れた結果、本土の反省を取り入れ、同様に遅れた他の旧慣改革と連携し
ながら円滑に進むように順序立てられた周到な沖縄の旧慣改革の一つだったこと言える。
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沖縄県北部地域のコーヒー農園の現状
―森林との関係性に着目して―
○甲野

毅（大妻女子大・家政）

はじめに
日本のコーヒー生豆の主な輸入先であるインドネシアにおいて、プランテーションによる生
産が原因で、森林破壊が進行した実態が示されている（高橋ら、2018）。一方で、森林と共生し
ながらコーヒーが栽培される事例が存在する。アラビカ種の原産国のエチオピアでは、天然林の
中で自生している野生のコーヒーノキから採れるものはフォレストコーヒーと呼ばれており、
これらを活用した森林保護事業の可能性が示されている（西川、2018）。国内消費量のほぼすべ
てを輸入に依存している日本の大消費地である東京では、沖縄県産のコーヒーが希少な国産コ
ーヒーとして注目されている（琉球日報、2021）
。県内ではその生産量が僅かであるが、沖縄県
において地域農業の振興につながる有力な作物として特に期待されている（内閣府沖縄総合事
務局農林水産部、2018）
。しかし沖縄県のコーヒー栽培の実態は、不明なことが多い。
そこで本研究は、沖縄コーヒー農園の現状を森林との関係性に着目して、明らかにすることを
目的とする。
調査方法
①調査対象地と方法
金城（2016）によると、沖縄県では久米島や石垣島、宮古島などの離島、沖縄本島では北部の
名護市、今帰仁村、恩納村、そしてヤンバル地域に、コーヒー農園が存在している。そしてその
数は、概ね 40～50 園とされているが、その農家数は正確に把握されていない（高木、2019）。本
研究では、沖縄県内でも森林面積率が高いことから本島北部地域を対象とする。研究方法は、コ
ーヒー農園を訪問し、設定した視点毎にフィールド調査、また農園主への聞取り調査を行う。
②森林との関係性からの視点の設定
最初に調査する際の視点を設定する。コーヒーという農作物の栽培と森林との共生を可能に
しているのは、コーヒーノキが直射日光を嫌い、日陰にするためのシェードツリー（日陰樹）を
必要とするからである。また沖縄特有の事情として台風の強風を想定した防風対策をする必要
がある。防風対策や直射日光の遮断は、既存樹や周辺の森林に依存する方が、時間やコストの観
点から好ましい。ここでは、農園のある地形、以前の土地利用、農園と隣接する周辺環境、防風
対策、日照対策、農園の区画・規模について調査をする。
結果と考察
（１）調査結果
公開されているホームページのメールや電話で連絡を取り、または直接訪問し、調査趣旨の説
明と協力依頼をし、了承を得た A～G の 7 農園についての調査結果を示す。
①地形・周辺環境
山間部の窪地に位置するのは A と C の一部、G で、それ以外の農園は、森林内または土地改良
区の平地に位置している。周辺環境は、A と E は四方を森林に囲まれており、B と C は森林と土
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地改良区の農地に接している。D と F、G は森林に隣接しているが、D と F は農地に、G は民家な
どにそれぞれ接している。
②以前の土地利用
沖縄県北部地域の土壌は果樹栽培に適していると言われ、コーヒーノキを栽培する以前は、ミ
カンまたはパパイヤなどの果実を栽培していた農園が多い。
③防風・日照対策
A と C の窪地にある農園では、窪んだ地形と周辺の森林を防風・日照対策に活用し、特に対策
は行っていない。B と C、E では、ミカン畑などのためであった防風林を活用して防風・日照対
策を行っている。そして防風林に囲まれた面積が大きい場合、B と C では、その中にさらに中木
の防風垣や果実、高中木を植栽し、防風・日照対策を行っている。また E では、防風林によって
区切られた区画の中に、1 本～数本の地域種の高木落葉樹を日陰樹として植栽し、日照対策を行
っている。D では、以前の農産物育成用のハウスを活用し、F と G では、単管パイプを組んで骨
格を作りその周辺に防風垣を植栽または周辺森林を活用し、それぞれ防風対策をしている。これ
らの D と E,F の日照対策として、パイプ上部に寒冷紗等を設置、または周辺森林やハウス内果実
などを活用し、日照を遮っている。
④区画規模・形状
区画規模と形状は、各農園において様々である。山間窪地に位置するものは、地形に合わせて
形状は変形で、規模は小から中規模となる。一方、平地にあるものは、形状は整形で、規模は山
間平地の場合、小から中規模に、土地改良区にある場合、大規模になる。
表1
農園

地形

森林との関係性の視点からの沖縄県北部地域のコーヒー農園の分類
以前利用

周辺環境

防風対策

A

山間窪地
山間平地

B

土地改良による
森林隣接
ミカン・パパイヤ園
高木防風林・防風垣
平地
農地、民家

C

土地改良による
ミカン園
平地 山間窪地

D

ミカン園

森林隣接

森林隣接
農地

窪地：周辺森林活用
平地：防風垣

日照対策

区画規模・形状

周辺森林活用

変形小中規模
整形小中規模

高木防風林・防風垣
植栽高中木・果実

整形大規模

窪地：周辺森林活用
周辺森林活用
平地：高木防風林・防風垣 植栽高中木・果実

変形中規模
整形大規模

土地改良による
森林隣接
ハウス観賞用草本
平地
農地

ビニルハウス
周辺森林活用

ハウス内バナナ等

整形中規模

E

山間平地

ミカン園等

森林隣接

高木防風林・防風垣

高木防風林・防風垣
植栽高木

整形小中規模

F

山間平地

植物園

森林隣接
農地等

パイプ支柱 防風垣
周辺森林活用

パイプ支柱取付寒冷紗
整形小中規模
周辺森林活用

G

山間窪地

民家隣接農地

森林隣接
民家等

パイプ支柱
周辺森林活用

パイプ支柱取付寒冷紗
変形小規模
周辺森林活用

写真１山間窪地

写真 2 土地改良平地

写真 3 山間平地
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写真4 山間平地（パイプ支柱）

（２）森林との関係性
調査の結果、A、C、G の 3 つの農園では自然の地形と既存の周辺森林を活用してコーヒーノキ
を栽培しており、その適正な生育には、森林が必要要件となっていた。また B、C、E の 3 つの農
園では高木化した防風林をそのまま活用しており、さらに防風垣または日陰樹を積極的に植栽
し、コーヒーノキの良好な生育を促していた。これらの農園では、防風林が存在するところに、
さらに植栽を進めており、森林化している状態であった。
このように既存の周辺森林を活用し、また森林化を推進していることから、コーヒー農園と森
林は良好な関係にあると判断できる。ヤンバル地域では、林業の衰退とともに森林の活用が課題
となっており（仲間、2007）、森林をコーヒー農園に利活用することは、森林の新たな可能性に
つながるであろう。
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熱帯諸国の森林セクターにおける司法判決の影響
―インドとインドネシアの事例から―
〇大田 真彦（九工大教養）
・イマム ブディマン（尼環境林業省）
・
藤原

敬大（九大院農）
・佐藤 宣子（九大院農）

はじめに
近代立憲主義国家は，原則的には，立法・行政・司法の三権を有する。政策の立案と実施は行
政が中心的役割を担うため，森林や環境に関する研究の大半は行政に関する分析を含んでいる。
司法は，一般的に，行政ほど研究上の関心を集めていないが，司法判決が立法や行政に与える影
響は無視できない。例えば，日本の公害問題においては，行政にも立法にも見捨てられた被害者
が，最後の救済措置としてすがったのが司法（裁判）であり，これを可能にした条件として，戦
後の民主主義と三権分立があったことが指摘されている(1)。これまでに森林セクターでは，米国
で 80 年代のフクロウに関する環境保護団体からの訴訟を契機として，国有林管理の方針が環境
保護に大きく転換した事例(2)や日本の入会権の判例に関する研究の蓄積がある(3)。
本研究では，熱帯諸国において，司法判決が森林セクターに大きな影響を与えた事例として，
インドにおける 1996 年の最高裁判所判決とインドネシアにおける 2012 年の憲法裁判所判決を
分析する。両事例にはそれぞれ，一定の先行研究が存在する(4)。インドの判決は，森林保全の強
化を促したことにより，林野行政による森林周辺居住者の強制立ち退きを発生させ，これに対す
る反発が，大規模な土地権利回復運動となり，指定部族とよばれる少数民族らの土地権を認める
2006 年の森林権法の制定へつながっていった。一方インドネシアの判決は，2000 年代以降の市
民社会団体による先住民の土地権利回復運動を背景とし，慣習林を国有林の一部ではなく，慣習
共同体の森林であると認定し，その後の省令改正へつながっていった。
両判決は，前者は保全の強化，後者は慣習的土地権利の認定と，方向性は真逆である。それに
も関わらず，両事例はともに，森林周辺居住者の権利を強化する法制へと帰結した。この事実が
何を示唆しているかについて，司法判決が出された社会背景，そして判決が出されてからの政
策・法令の展開および社会の反応に着目して考察する。
調査方法
上述のインドとインドネシアの事例について，先行研究から，判決の内容，司法判決が出され
た社会背景，および判決が出されてからの政策・法令の展開と社会の反応を中心に情報を整理し
た。
結果
[インド]
インドの司法は，最高裁判所および州レベルで設置される高等裁判所から成る上位裁判所と
州ごとに様態が異なる下位裁判所から構成される。最高裁判所は，司法積極主義の立場に立ち，
公益訴訟を通し，開発における社会的弱者の保護，環境保全などの様々な分野の立法・行政的側
面に影響を及ぼしていると指摘されている(5)。
インドでは，1927 年の森林法に基づき林野制度が整備されている。森林法上は，森林は全て
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国有林である。統計上は，林地画定作業の状態によって，reserved forest（画定林）
，protected forest
（保留林）
，および unclassed state forest（未区分林）に区分されている。1976 年まで，森林は州
政府の管轄事項であり，農地開発などで森林減少・劣化が進行していた。1976 年に，森林は中
央政府と州政府の共同管轄事項とされ，中央政府の権限が強化された。1980 年には，森林保全
法が制定され，中央政府の事前の認可なしの伐採および林地の転換が禁じられた。
インドで森林セクターに大きな影響を与えた司法判決として 1996 年の最高裁判所による，
T.N.
Godavarman Thirumulpad vs Union Of India & Ors の訴訟（以下，ゴダヴァルマン訴訟）がある。ゴ
ダヴァルマン訴訟は，ケーララ州マラバール地方の王家の出身であるゴダヴァルマン氏が，独立
後に藩王国から州政府に接収され，過度の伐採によってひどく減少・劣化していたニールギリ丘
陵地の森林の保護を求め，最高裁判所に請願書を提出したものである。これに対する最高裁の判
決では，それまで，森林保全法には「森林」という用語に明確な定義がなく，一般的に，reserved
forest のみが対象となると州政府に解釈されていたところ，一般的な「樹⽊が⽣育している⼟

地」という意味での「森林」の解釈を適用し，全ての形態の森林ないし森林地を対象とすること
を求めた。また，全インドで，中央政府の許可を得ていない全ての非森林目的の使用に対し，即
時停止を求めた。
中央政府たる環境森林省（2014 年以降は環境森林気候変動省）は，上述の方針を遵守すると
ともに，2002 年 5 月，各州政府に対し，2002 年 9 月末までに，森林地の「不法占拠」の根絶，
つまり立ち退き措置を指示する文書を発布した。2002 年 10 月には，環境森林省が，上述の 5 月
の文書に係る実施状況の報告を各州政府に指示した。2002 年を通して，指定部族をはじめとし
た森林居住者に対し，大規模に立ち退き措置が実施された。総じて，およそ 15 万 ha の林地で
「不法占拠」の立ち退き措置が実施されたとされている。
この事態に対し，草の根での抗議活動が実施されはじめた。この動きは，2003 年に，Campaign
for Survival and Dignity (CSD)の結成へと繋がった。CSD は，指定部族の権利擁護団体の連合体で
あり，特に指定部族割合が多い 10 の州および連邦直轄領の団体から構成されていた。彼らは，
各地で，国有林地からの強制的な立ち退き措置に対するデモやキャンペーンを行うとともに，中
央，州，在地の各レベルで，政治家へのロビーイングを行った。
2004 年は下院総選挙の年であり，指定部族からの票田を失わないため，当時の連立与党は，
国有林地からの立ち退き措置を停止するよう環境森林省に指示した。その後，選挙により政権交
代がおこったが，新しい連立与党も，立ち退き措置は実施しない方針を引き継いだ。
2005 年 1 月，首相府は，指定部族省に，森林権法案の策定を指示した。法案策定のプロセス
では，森林・生物多様性の保全を強化したい勢力と指定部族・伝統的森林居住者の権利を強化し
たい勢力の駆け引きが展開された。最終的に 2006 年 12 月に修正案が国会に提出され，指定部族
およびその他伝統的森林居住者（森林権承認）法（The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006）
，通称「森林権法（Forest Rights Act）
」が可決さ
れた（2007 年より施行）(6)。
[インドネシア]
司法権は，最高裁判所，その下に設置される通常裁判所，宗教裁判所，軍事裁判所，および行
政裁判所，ならびに憲法裁判所が行使する。憲法裁判所は 2003 年に創設された。2003 年から
2016 年までに憲法裁判所が受理した違憲審査請求は 1032 件，違憲判決が下された数は 221 件
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と，アジア各地の違憲審査数と比べて多い。原告適格は私人も含み，業界団体，労働組合，学者，
市民社会団体なども違憲審査請求を行うことが可能となっている。また，具体的な事件に関係な
く法令の違憲性を直接判断することができる。なお憲法裁判所の判決は，初審が最終審となる(7)。
インドネシアには 300 を超える民族が存在し，森林資源に強く依存した生活を営む民族もい
る。しかし，スハルト大統領による開発主義体制の下では，各民族（慣習共同体）の森林に対す
る権利は法的に認められてこなかった。民主化後の 1999 年林業法においては，慣習林の存在が
認められたが，慣習林はあくまでも国有林の一形態との位置づけであった。
インドネシアで慣習林を慣習共同体の森林として認定した憲法裁判所の司法判決で大きな影
響を与えたアクターが 1999 年に設立された「インドネシア先住民連合（Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara: AMAN）
」である（組織としての登録は 2001 年）。先住民の権利運動は 1980 年代から
行われており，特に 1993 年には，
「先住民権利擁護ネットワーク（JAPHAMA）
」が南スラウェ
シ州で結成されていた。民主化を契機として，連合を形成したことになる。AMAN は，設立当
初から，政府に慣習的権利を認めるように要求し，また，様々なロビー活動を実施した。AMAN
の活動の背景には，2007 年の先住民族の権利に関する国際連合宣言に至るまでの，国際的な潮
流も存在していた。
2012 年 3 月に，AMAN は，憲法裁判所に対し，1999 年林業法における慣習林の規定の違憲審
査の申立を行った。これを受けて，2013 年 5 月に，憲法裁判所は，国有林は慣習林を含むとい
う規定を含む限り，1999 年林業法は違憲であるという判決を下した。
判決を受け，行政府である林業省（2014 年以降は環境林業省）は，2013 年 7 月に林業大臣通
達を発出し，従来の国有林と権利林に加えて，慣習林を新たな森林の区分として認める意思表明
をした。その後，2015 年環境林業省令第 32 号において，省令レベルで規定が定められた（その
後，2020 年環境林業省令第 17 号が現行規定）(8)。
考察
結果を表 1 に整理した。既に述べたように，インドは保全の強化，インドネシアは慣習的土地
権利の認定と，両事例の判決の方向性は真逆である。しかし，インドでは，判決後，保全強化の
一貫として，林野行政による林地内居住者の強制立ち退きが実施された。そもそも，インドもイ
ンドネシアも，植民地期以降，国有林の設定のプロセスで，林地内に居住したり，農地を慣習的
に保有したりしている住民を生み出してきた。すなわち，森林資源ないし土地は，実態として，
住民の生計および文化にとって重要なものである点を考慮せず，住民排除型の保全強化を実施
したことにより，逆に土地権強化の運動を招くことになったと言える。インドの事例は，司法判
決は政策に大きな影響を持つが，社会的実態を反映しない強権型の保全は，たとえ裁判所の判決
を契機としたものであっても，実現が困難であることを示している。また，逆に，より大きな森
林セクターの「民主化」を誘発する可能性も示唆している。
インドネシアの事例は，国内の民主化や国際的な先住民の権利を認める潮流と合致していた。
また，憲法裁判所は違憲審査を積極的に行っていた。これらの要素が組み合わさり，歴史的な司
法判決に至った。国に状況によって異なるものの，民主化と先住民の権利認定は世界的な潮流で
あり，今後，熱帯地域の森林セクターに影響を与える可能性がある。その際，司法判決，特に違
憲審査は重要な役割を担う可能性があることが示唆された。また，欧米諸国と比較して，熱帯諸
国は，住民の土地権や生計が，森林セクターのあり方の議論の軸として重要ということも確認さ
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れた。
表1
裁判所
判決の年
判決内容
判決に至る
までの背景
判決後の政
策・法令の
展開
判決後の社
会の反応

インドとインドネシアにおける司法判決とその背景および影響のまとめ

インド
最高裁判所
1996
森林保全法の，全ての森林区分への適用
中央政府の許可を得ていない全ての非森
林目的の使用の即時停止

インドネシア
憲法裁判所
2013
慣習林の，国有林区分からの除外
先住民の慣習的権利を主張する市民社会
団体の活動
先住民の権利に向けた国際的な潮流

森林減少・劣化の進行
林野行政による判決の遵守: 森林保全法
の適用の強化，製材所の操業停止など
林野行政による林地内「違法」居住者の
強制立ち退き措置
強制立ち退き措置への大規模な反対運動
指定部族・伝統的森林居住者の権利を擁
護するための法（2006 年森林権法）の制
定，その実施

林野行政による判決の遵守: 国有林，慣
習林，および権利林の 3 つの林地区分に
変更
各種コミュニティによる慣習林の認定活
動
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ニュージーランドにおける排出量取引と人工林経営との関係
〇立花

敏（筑波大・生環）

はじめに
カーボンプライシング（CO2 への価格付け）により CO2 排出量を削減するため，炭素税と排出
量取引制度（ETS）が導入されてきた。炭素税の導入は 1990 年のフィンランドとポーランドに始
まり欧州へ拡大し，日本も 2012 年に「地球温暖化のための税」
（地球温暖化対策税）が導入され
た（Arimura1 & Matsumoto，2021）(1)。ETS は，2005 年に欧州連合が導入し，2008 年のスイスと
ニュージーランド，2009 年の米国へと拡がっていった。地球温暖化への懸念が世界的に増幅す
る中で、それをくい止める手段としてカーボンプライシングの取り組みが重要になっていると
考えられる。だが，日本では ETS の導入がなされているのは東京都（2010 年）と埼玉県（2011
年）の 2 自治体に留まる。日本においても ETS 導入の可能性について学術的に検証することは，
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて多面的な方策の提案に寄与すると考えられる。
研究の目的と方法
本研究は，ETS をいち早く導入したニュージーランド（NZ）を事例に，ETS において重要な位
置づけにある人工林に注目し，排出量取引と人工林経営との関係を分析することを目的とする。
このために，まず NZ における森林に関する ETS の枠組みを把握し，その上で月単位に排出量取
引の動向を分析する。それを踏まえ，ETS の導入により人工林資源や人工林経営に影響が生じる
と想定し，その一面として新植面積の動向に着眼し，どのような影響があったかを考察する。研
究対象とする NZ では，表 1 に示すように CO2 換算した 1 人当たり排出量が日本の 9.3 CO2 トン
に対して NZ の 11.4 CO2 トンという関係にあり，その水準が比較的近く，さらに両国ともに木材
生産対象となる人工林面積の割合が世界的に見て高水準になっている。
研究の方法として，排出量取引と人工林経営に関する NZ 第一次産業省等 NZ 政府の公表する
資料・統計情報を収集し，それらを整理・分析に用いることにより研究目的に接近することとし
た。排出量取引に関しては NZ 排出量取引登録簿の口座間取引のデータを用いる。
表1 日本とニュージーランドの森林と温室効果ガスに関する基礎データ
人口

温室効果ガス ※
（2019年）

うち 丸太生産
人工林
（2020年） （2019年） （2020年）
（2019年）
100万人
日本
ニュージー
ランド

国土面積
万ha

125.3

3,780

4.8

2,681

森林面積
千ha

千ha

24,935 10,270
9,893

2,084

千m

3

1990年比

100万CO2トン CO2トン/人

%

30,349

1,159.4

9.3

-4

35,969

54.9

11.4

34

注：温室効果ガスは土地利用、土地利用変化及び林業（LULUCF）を含む値である。
資料：総務省統計局「世界の統計2021」及び国立環境研究所「附属書I国のガス別分野別温室効果ガス排出量データ」

結果と考察
NZ における森林に関する ETS の枠組みを図 1 に示した。CO2 換算の排出量と吸収量を NZ 政府
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が New Zealand Units（NZUs）とし
て認証し，CO2 排出する企業等が CO2
吸収する森林の所有者・企業に，そ
の量に応じて対価を支払う枠組み
である。1NZU は 1 トンの CO2 に相当
する排出量である。排出量に対して
義務遵守のための NZUs を購入する
場合，他のスキーム参加者から直接
購入するか，カーボンマーケット仲
介者を通じて購入するか（NZU の市場価値）となる。
NZ では，気候変動対策（排出量取引）法の 2008 年改正に基づき森林部門も 2008 年 1 月 1 日
から対象になり，
「1989 年以前に森林だった土地を活用したオフセットに係る規定等を除き，森
林部門において排出量取引が行われている」(2)。義務的参加者は，2008 年以降に 5 年毎の期間
で 2ha 以上の森林（非原生林）伐採をした場合に炭素吸収量の減少による排出分に償却義務を負
うことになっている（50ha 以下の所有者は対象外）。また，自主的参加者として「1990 年以降の
森林」の所有者は，所有する森林吸収源による炭素吸収量について NZU の割り当てを受けられ
る。さらに，オフセットオプションとして，
「1989 年以前の森林」の所有者には他の土地（オフ
セット林地）への植林により義務免除を認めるオプションが設定されている。このオプションを
選択した参加者は，2013 年以降に森林部門に無償割り当てされた排出枠を返還しなければなら
ない。
当初の固定価格は 2 CO2 トン当たり NZ$25 であり，制度の対象者はこの価格で NZU を購入して
いた。NZUs を海外と取引することは，森林関連部門に限って認められている。その後，2016 年
に気候変動対策法が改正され，NZU 単価の引き上げが行われた。2016 年まで 1NZU は 2 CO2 トン
とされたが，2017 年に 1.5 CO2 トン，2018 年に 1.2 CO2 トン，2019 年からは 1 CO2 トンとなった
のである。なお，28 年生の 1ha 当たり炭素貯蔵量について，外来種が 650 CO2 トン，在来種は
240 CO2 トンとされている。1989 年以降の ETS 対象となる森林面積は 2021 年 9 月 30 日現在
343,877ha であり，そのうち外来種が 90％，在来種が 10％を占めている。
このような制度変更を踏まえ，2021 年 10 月までの NZ 排出量取引登録簿の口座間取引を図 2
にまとめた。12 か月の変化として，概ね 1 月，8～9 月前後，12 月等のホリデーシーズンに少な
くなる傾向にある。2008～2021 年（10 月まで）の年々の変化としては，2013 年の 4,607 件まで
増加基調にあったが，その後 2015 年を底とする U 字型を描き，2017 年に 4,919 件まで回復し
た。だが，NZU 単価の引き上げの時期と重なる 2018 年に減少し，その後に 3 千件程度となって
いる。この中で，国際的取引は 2008 年の 4 件から 2013 年の 423 件に増加したが，2014 年に 206
件，2015 年に 348 件に留まり，2016 年以降には 0 件が続いている。つまり，NZ 排出量取引登録
簿の口座間取引としては，2016 年以降に国内取引のみとなっている。数量の変化を見る限り，
NZU 単価の引き上げにより NZ 国内で CO2 排出する企業等は取引を躊躇していると考えられる。
NZ における新植面積は，図 3 に示すように 1990 年代に始まる第 3 次造林ブームの頃に数万 ha
に達した。だが，2008 年以降の期間については 2011 年に 12,000ha，2019 年に 7,070ha，2020 年
に 19,000ha と比較的広くなったが，その他の年は 5 千 ha を下回ることが少なくなかった。新
植面積が 2017 年からやや増加していることには，NZU 単価の引き上げが影響している可能性を
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指摘できる。なお，2008 年以降の主たる造林対象地は改良牧草地や牧草地であり，土地所有者
は林業と畜産との間で土地利用の検討を行っていると考えられる。

今後は，NZ 排出量取引登録簿の口座間取引について地域性等に関する時系列変化の把握や CO2
排出する企業等と森林の所有者・企業等への聞き取り調査を行い，固定価格の実質引き上げによ
る取引量変化の内容，新植や森林施業の変化，木材価格との関連性等の研究を行っていきたい。
引用文献
（1）Toshi H. Arimura, Shigeru Matsumoto (2021) Carbon Pricing in Japan. Springer, 279pp
（2）環境省市場メカニズム室「気候変動対策修正法案におけるニュージーランド排出量取引制
度（NZ-ETS）の概要について」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/os-info/mats/nzets_20091007.pdf（2021 年 8 月 30 日参照）
（連絡先：立花

敏

tachibana.satoshi.gn@u.tsukuba.ac.jp）
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ニュージーランドの排出量取引制度と森林管理
―森林減少及び植林・再造林の推移からの考察―
〇石井

洋二（東洋大院公民連携）

１．はじめに
ニュージーランドは、森林セクターを温室効果ガス排出量取引制度に取り入れている世界で
唯一の国である（3）。現在、ニュージーランドには概ね 1,000 万ヘクタールの森林があり、国土
全体の 38％を占めている（6）
。日本の森林率と比較すると、その割合は決して高くはないが、
ニュージランド政府は温室効果ガス排出削減目標の達成に向け、森林の役割を重要視している
（5）
。本稿では、ニュージーランドの森林と NZ ETS との現況を把握するとともに、NZ ETS が
ニュージーランドの森林にどのような影響を及ぼしているのか、森林減少及び植林・再造林の推
移に関する分析を通じて考察した。
２．調査方法
ニュージーランド環境省（Ministry for the Environment）、ニュージーランド第一次産業省
（Ministry for Primary Industry）の公式サイトから関連データ及び関連文献を抽出し分析を行っ
た。
３．結果と考察
（１）森林による温室効果ガス排出削減への貢献
ニュージーランド排出量取引制度（NZ ETS）は、気候変動対策修正法（Climate Change Respone
Amendment Act 2008）に基づき、2008 年より、森林部門を皮切りに運用が開始された。2019 年、
土地利用・土地利用変化及び林業（LULUCF）からの純排出量は（－）27,425.1 ktCO2-e であり、
これは、ニュージーランドの総排出量の 33.3 パーセントが相殺（オフセット）されていること
に相当する（図―１）（4）。この内、森林セクターは、22,176.8 ktCO2-e オフセットしており、
LULUCF 全体（27,425.1 ktCO2-e）の 80％前後を占め温室効果ガス削減に大きく貢献している（4）
。
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（２）NZ ETS 上の森林の定義と森林の分類
NZ ETS 上の森林の定義は、最小、1 ヘクタールの森林面積、30 パーセントの樹冠率、5 メー
トルの樹高の条件を満たすものと定義づけられている（4）
。
NZ ETS の森林部門の対象森林は、1989 年 12 月 31 日に立地していた森林と立地していなかっ
た森林の区別をベースに、大きく 2 つのタイプ、
「1989 年以前の森林」と「1990 年以降の森林」
に大別している（4）。
「1989 年以前の森林：1989 年 12 月 31 日時点で森林として立地」の所有者
には、同制度への参加を義務化し、
「1990 年以降の森林：1989 年 12 月 31 日時点で森林として立
地していない」の所有者に対しては、自主的参加としている（2）
。
2019 年の森林タイプ毎の面積の割合は図―２のとおりとなり（4）
、ニュージーランドの森林
は 1989 年以前の天然林及び人工林が大きく占めている。
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図―２
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ニュージーランドの森林タイプ毎の面積

（３）NZ ETS による森林への影響
①森林減少面積の推移
ニュージーランドの森林減少は図―３のとおりである。2007 年に 4,000ha 前後あった森林減
少面積は、NZ ETS の運用が開始された 2008 年に 1,000ha 前後まで急激に落ち込んでいる。
4,500
4,000
3,500

2,500

2,000
1,500
1,000

500
0

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ha

3,000

年

図―３

森林減少面積の推移（2002 年～2019 年）（4）
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また、この森林減少分は、上記（2）の 4 つの森林タイプ毎に区分けすると図―４となる。
1989 年以前の人工林が NZ ETS の森林セクターの運用年である 2008 年を境に大幅に減少して
いる。また、1989 年以前の天然林、1990 年以降の人工林の減少分も減少している。NZ ETS に
より、森林減少を制御する何らかの影響があったことが示唆される。
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＜注釈＞1990 年以降の天然林は数値が極めて小さいため、X 軸に沿う形で推移している。
図―４

4 つの森林タイプの森林減少面積の推移（2002 年～2019 年）（4）

②植林・再造林面積の推移
2002 年からの 2019 年までの植林・再造林を下図に示す。2008 年に植林・再造林は、底値
であったが、2009 年、2010 年以降、伸び続け 2011 年をピークに再び減少に転じている。
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図―５

植林・再造林面積の推移（2002 年～2019 年）
（4）
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図―５の動向のみを観察すると、NZ ETS がニュージーランドの植林・再造林の拡大に大きな
影響を与えたと判断することは難しい。また、NZ ETS 以外の植林イニシアティブが 2010 年代
に施行されている。持続可能な森林管理を念頭に置いたパーマネント・フォレスト・シンク・イ
ニシアティブ（PFSI）は、2018 年に NZ ETS の 1990 年以降の森林整備に組み込まれ、2018 年
以降、この分の植林・再造林の面積が追加された（6）
。更に、植林基金制度（The Afforestation
Grant Scheme）が 2015 年に設立され、8,145 ヘクタールの森林が新規に整備されたが、2018
年に 10 億本プログラム（The one billion trees program）に組み込まれた。10 億本プログラム
は、2028 年までにニュージーランド全土で 10 億本の植林を行うことを目標としているプログ
ラムである（6）。このように、NZ ETS 以外の植林イニシアティブの効果を勘案すると、NZ ETS
単独での効果を評価しにくい側面がある。NZ ETS の施行により、森林減少が制御されているこ
とが示唆された。森林減少報告書によると、2017 年から 2030 年まで、NZ ETS を実施したシ
ナリオでは 12,000 ヘクタールの森林減少が予測され、NZ ETS なしのシナリオでは 15,500 ヘ
クタールの森林減少が予測されている（1）
。
今般の分析も含めて、NZ ETS は 1989 年以前の人工林を中心に森林減少の制御に影響を与え
ていることが示唆された、他方、植林・再造林については、NZ ETS のみの効果は明確にならず、
図―５で見られた 2010 年代後半からの植林・再造林面積の急激な伸びは、NZ ETS 以外の植林
イニシアティブも貢献している可能性が考えられた。
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