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口特集論考口

里山の自然資源の利活用を巡る伝統的な仕組みの意義

Significance of Traditional System to use Natural Resources in Satoyama Landscapes 

深町加津枝＊

Katsue FUKAMACHI 

1 はじめに

日本の里山は，集落，耕作地，森林，河川など異なる

要素の組み合わせによって構成される。そして，森（森林，

採草地など）一里（集落，耕作地など）一水辺（海，湖，

川など）のつながりに基づき，地域ごとの里山の自然資

源の利用，管理がなされてきた。近年，里山は「日本の

社会生態学的生産ランドスケープ」（UNU-IAS, 2010) 

と定義され，全国規模で地域の自然との関わりの中で培

われてきた生活様式や営みのかたち，そのかたちに即し

た自然資源の利活用の仕組みが明らかにされるようにな

った。

このような里山における伝統的な仕組みを丁寧に読み

解くことにより，生態系サービスや地域文化としての意

義が解明され，自然資源を持続的に利用するスマートな

農山漁村の実像がみえてくるといえよう。それは，それ

ぞれの地域が歩んできた歴史や伝統を今日に活かすとい

う視点，里山の構造やつながりを理解し応用する視点に

より，目標とする里山のランドスケープの具体的な将来

像を描いていくプロセスととらえることができる。また，

今日の農山村における新たな技術や仕組みを見いだし，

現実の社会の中でそれぞれの地域の個性を活かして適応

していくための道筋を指し示す 文化・生態的なアプロ

ーチとしても位置づけられる。

2 琵琶湖西岸の事例から

それでは，琵琶湖西岸の比良山麓の里山を対象に明治

後期から昭和初期までの生活や生業を振り返りながら，

土地利用や自然資源の利用，管理に関わる伝統的な仕組

みについてみていく。事例とする大津市の守山集落（標

高約 120m）は，標高 85mの湖岸から 1,174mの蓬莱山

山頂までの約 360haを暮らしや営みの範囲としている。

明治後期の戸数は約 70戸であり，林業，石材生産，稲

作が主要な産業で，京都と北陸などを結ぶ街道筋に位置

する。

(1）地域住民による空間の使い分け

守山では自然・社会環境に基づいて地域住民は空間を

認識し，湖岸を「ハマ」，水田を「タJ，野菜や茶，竹林

などの畑を「ハタケ」，集落を「ザイショJと呼んだ。

標高300m付近までの私有林を中心とする扇状地の森林

は「ジヤマ」，そこから標高 500m付近の金比羅神社ま

での共有林を中心とする急峻な森林は「ヘラヤマ」と呼

ばれた。金比羅神社から山頂付近までの共有林は「サン

ナイJ，山頂付近は「ダケ」呼ばれ，「サンナイ」では地

域住民であれば薪採取などの森林利用や土壁用の赤土の

採取を自由に行うことができた。金比羅神社付近を流れ

る野離子川lからは水固などに使われる水が取水された。

「ヘラヤマ」と「ジヤマJの境界には「コパjという

休憩場所があり，「ジヤマ」と「ザイショ」の境界には

「マキ」という物資の集積場や「山の神」などが位置した。

私有林と共有林の聞には「家くじ山」が，他集落との境

界や川沿いには「割山」が位置した。「家くじ山」は共

有林の立木の利用権を平等に全戸に分割したもので，地

域外に転出する際には集落に返却することとされた。「割

山」は一部の家が所有し，集落の境界を一定に保つため，

住民以外への権利の譲渡が禁止されていた。また集落が

寺院のために用意した「社山Jや寄人が管理する「寄人

山（ヨリトヤマ）」も小面積で分布していた。「寄人」と

は，春の例祭「五箇祭」を取り仕切る権限を持つ家のこ

とであり，その株が「寄人山Jとなっていた。

山の中腹から引かれた水路沿いや湧水の近くには石組

みの畦畔を伴う棚田があり，水利のやや不便な場所は畑

となり家用の野菜や茶などが生産された。湖岸から集落

付近の水田は「サトダ」，山際にある水田は「ヤマダj

と呼ばれた。耕作地と森林との境界にはシシ垣が築かれ

た。「ハマ」は集落の共有地となり，入り江の部分には

船着き場となる「シマ」があり，「五箇祭」の儀式を行

う要所の 1つとなってきた。

＊京都大学地球環境学堂 Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University 
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図1 琵琶湖西岸（大津市守山）における明治後期の資源利用の流れ

(2）自然資源の利用

図1は守山における明治後期の主要な資源利用の流れ

を示す模式図である。地形，地質，土壌， 所有・管理形

態などに対応した土地利用がみられ，耕作地と森林との

境界はシシ垣などによって明確に区分された。森林は生

活域を支える主要な自然資源の供給の場となっていた。

「ハマ」からは舟運を通して琵琶湖湖岸や京都といった

消費地向けに森林資源や石材が運ばれ，湖岸周辺から採

取される藻は田畑の肥料となり，ヨシは屋根材として利

用された。湖や湖岸，それらにつながる河川や水田，あ

るいは湧水の場ではシジミやアユ，ウナギなどの自家用

の魚介類が採取された。

「ジヤマJのアカマツ林ではマツ割木（薪）や柴が生

産され，湖東の瓦産地などに販売された。大径材は用材

や運搬具の材料などとして利用された。落葉は焚き付け

用に使われ，根からは松根油が採取された。葉，枝，幹，

根など様々な部分が自然資源として利用され，住民の生

活を支えた。またマツタケや地元でアブラボンと呼ばれ

るキノコなどが豊富に採れ，食卓をにぎわせた。明治後

期の地域住民の日記によると，アカマツに関わる作業は，

「松枝切りJ「松輪木切り」「松皮むき」「松かさ刈り」「松

根掘り」「松葉くくり」など45種類あった。このような

作業は，自然資源としてアカマツを利用するための豊富

な知識と技術によって支えられていた。
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「ジヤマ」のクヌギやコナラなどは自家用，販売用の

割木や柴となり， 15～ 20年周期で採取された。一部の

クヌギは植栽された。「サンナイ」での優占種はミズナ

ラやシデ類であり，樹木の成長が遅く年輪が密になるこ

とから「ケンケラ」と呼ばれる上質な自家用の割木とな

った。小面積ではあるがスギやヒノキなど針葉樹を中心

とする用材生産も行われた。

割木や柴，用材のための伐採跡地は，イタドリやスス

キなどの草本植物や萌芽直後の落葉広葉樹による「山草J

が分布する採草地となった。山頂周辺や川沿いにもこの

ような採草地が点在した。「山草」に関わる作業は 15種

類あり，田植え時期の作業を「ホトラ刈」， 7～ 8月の

作業を「ヨクサ刈」，8～ 9月の作業を「刈干」といった。

「ヨクサ」は牛の敷き草や飼料にした後に水田の肥料に，

「ホトラ」は水田の肥料に直接利用された。「刈干jによ

って山中で乾燥した干草は秋に運び出され牛の飼料とな

った。水田の畦も採草地としての役割を担っていた。山

間部のススキは，屋根材としても利用された。

守山の河川沿いなどで産出するチャートで縞模様が特

徴となる守山石は，庭や水田の石垣，水路などに利用さ

れてきた。明治 23年に琵琶湖疏水が開通した以降は京

都などに運ばれ庭石として販売された。

(3）自然資源の共同管理

守山では集落から山頂までの谷筋を中心に幅約 lmの



「ダイドウミチ」という幹嫌があり，森林資源や石材な

どが人力あるいは木製のクルマによって運び出された。

この道の所々に溝が掘られその上に柴や土が置かれ，雨

水によって土砂が削り流されることを防いでいた。金比

羅神社より上には「ユリjという傾斜が急で曲がりくね

った道が続色道の崩壊や人が転落するのを防止するた

めの「ユリギ」が要所にあった。「ユリギ」はミズナラ

やイヌブナ，ヤマザクラなどの自生する落葉樹の大木で

あり，伐採が禁止されていた。

自然資源の管理には，多様な集落や氏子などに関する

運営組織が関わっていた。これらは年齢で役が決まる組

織と家の場所で決まる地縁的な組織に区分された。それ

らの役割は自然資源の位置や規模，重要性などに応じて

分担され，共同管理を行う仕組みとして機能していた。

共同管理の一環として共有地での自然資源を利用する

上での規制もあった。例えば，共有林で「ヨクサ刈jが

開始できる日を「鎌の口」としており，その日まで山で

の採草を禁止した。また「サンナイJに入ることを禁止

する「山戻りjの日や，伐採した割木をその日中に「マキj

まで持ち帰ることも決められていた。このような規則や

違反した場合の罰則などを定めるのは，区長を責任者と

する集落組織「村方」であるが，現場での取り締まりは

「山調方」という青年組織が行った。「サンナイj以外の

共有林は集落背後の急傾斜地に位置していることから，

災害を防ぐことを目的に個人の伐採を禁止していた。原

則として高齢林の状態を維持しながらも，集落の現金収

入とするためのスギ・ヒノキの植林も行われた。

共同管理の対象となる空間は，共有地，林道や農道，

水路など日常生活や生産活動の中で利用する拠点や動線

上にあった。また，湖岸から集落の入口，異なる土地利

用の境界や所有界，あるいは寺社，精霊送りの場などの

祭杷空間においても共同管理が行われた。

共同管理を行う時期は，毎年ほぼ決まっていたが，必

要が生じると「村方」などが相談して日を決め臨機応変

に行うこともあった。共同管理の内容や規模に応じ，集

落全戸の参加が義務付けられているもの，数戸からなる

組織が順番に行う輪番などがあった。管理作業としては，

道や水路の維持管理（補修作業や掃除や草刈などに他

集落との境界の確認などがあった。

具体的な事例として水路の共同管理についてみてい

く。金万比羅神社付近で取水された水を農業用水として

利用することを「ユガカリ」と呼ぴ，この水を使う農家

全員が年 l回の「ミゾサラエ」という水路の掃除を行っ

た。田植え後の6月中旬～8月下旬は，水を平等に分配

するための見回りを行う「水番」があった。集落や水田

を通って琵琶湖に流れ込むこの水路を汚したり，水の流

れを変えることは禁止され，通常の見回りや補修は住民

が協力して行った。自然災害の危険があるときは，集落

にある若宮神社の太鼓が鳴らされ，全戸が河川や水路の

状況を確認し必要に応じて土嚢を積み，水路からの水

を河川に戻す操作をするなど，災害を軽減させる作業を

行うこととなっていた。また，取水地点には「長五郎岩J
と呼ばれる大きな岩があり この岩が川の流れを変え，

大きな災害から集落を守るとの言い伝えがあり，新年に

なると「村方jがお神酒を供え，感謝の意を示している。

守山では，湖岸，集落，森林の要所に大小様々な祭最E

空間があり，共同管理がなされてきた。例えば「五箇

祭jの際の拠点となる若宮神社や神輿が通る湖岸沿いの

道は，年中行事に合わせて定期的に清掃や修繕がなされ

た。祭杷空間は日常生活の中で子どもの遊びの場，キノ

コや木の実の採取の場などとしても利用されていた。

年中行事を通した祭把空間の利用としては，例えば「山

の神」では，「8人衆」という氏子組織が年2回，竹や

柴，藤蔓などを用いたドンド焼きを行って山仕事の無事

を祈願し，「ドンコ」と呼ばれる琵琶湖の魚や野菜など

を供えた。年中行事が森林や水辺，畑からの産物を定期

的に用いる機会となり，その量や種類は限定されるもの

の，異なる空聞からの自然資源を持続的に利用，管理す

る動機となってきた。

(4）自然資源と子どもの遊びとの関係

子どもの暮らしゃ遊びも自然資源の利用と結びついて

いた。例えば，昭和前期の守山での遊びをみると，確認

された 72種類のうち 69種類が屋外空間や自然資源を利

用した自然遊びであった。その中で最も多かった植物遊

びには，「アケビとりJ「マツの緑のチューインガム」「竹

スキー」などであり，動物遊びでは，「ウナギとりJ「ク

ワガタ遊びJ「コゲッチョ（小鳥とり）」などがあった。

主要な生業の場であるアカマツ林にはマツタケをはじめ

多くの種類のキノコ類や横物があり，遊びを通して採取

されていた。また，自然資源を自分で採取し加工した

道具を使っていた遊びが36種類に及んだ。竹，石，木

材など生業の中でも用いられる自然資源を使いながら，

複雑な加工工程を伴う遊びも含まれていた。

山，川，水路，湖，道路，神社，田畑など多様な空間

が子どもの遊び場になり， j勇水や孤立木，畦畔，社寺

林，入り江など大小様々な空間が利用された。季節や性

別，家の位置などに応じて遊びの種類も変化したが，遊

び場は集落周辺の森林や水辺に集中し，薪採取や山草の

利用，水田に関わる水利など，自然資源の利用，管理の

中で維持される環境に特有の動植物が遊びの対象となっ

ていた。自然資源と関わる住民の生活や生業が子どもの

自然遊びの場や種類の多様性を生み出し，自然資源を利
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用するための技術の習得の場ともなっていた。

3 今後に向けて

以上のような琵琶湖西岸の伝統的な里山の事例をみて

いくと，これからのスマートな農山漁村社会にむけた

様々な知見や示唆を得ることができる。その 1つが地域

住民による空間認識に基づく地名（呼称）や自然・社会

環境に応じた空間の使い分けである。長年の経験や「村

方Jなどによる状況判断に基づき，必要以上に伐採して

資源が枯渇したり，災害が引き起こされたりしないよう，

利用する自然資源によって場所や量，頻度などが決めら

れ．きめ細かい土地の所有形態や組織運営が機能した。

このような仕組みは，地域の要所をおさえ，適切かっ

持続的に里山全体の自然資源を利用し管理することに

つながってきた。日常の生活や遊びの場，生業の場，祭

把空間が道や水路によって有機的に結ばれ，防災上の要

となる空間や動線が生業や祭杷空間などとして重層的に

利用された意義も大きいと考えられる。また，他集落と

の境界を共有地としたり 「家くじ山」ゃ「割山Jを設

定したことで，集落の領域や資源量を持続的に確保し，

限られた自然資源をできるだけ平等に分配する上での実

効性があった。空間を使い分け，集落独自の規則や組織

を機能させたことは，斜面崩壊や洪水などの災害に備え，

適応していく危機管理の一端も担っていた。子どもの頃

からの自然遊びも含め，自然資源と直接かっ多様に関わ

り合う機会が担保されることによって，各人が自然資源

について、深く理解し他者と交流する中で伝統的な知識

や技術を身につける場となったことも注目に値する。

一方，今日までの社会環境の変化にともない，里山に

おける伝統的な仕組みは全国各地で大きく変化し形骸

化し消失する状況となっている。地域と自然環境や自

然資源との関わりも変化し所有者が不明であったり，

管理されない土地が増加したり，地域防災や生物多様性

の保全に関わる問題が生じるなど，様々な課題をかかえ

ている。このような課題に対応するためには，地域全体

を包括したランドスケープとしての自然資源の利用や管

理の仕組みが不可欠であり，里山における普遍性ととも

に固有性を理解する必要がある。その第一歩となるのが

それぞれの里山における伝統的な仕組み，地域文化を見

直す作業であり，その作業を起点としたスマートな農山

漁村の実現が期待される。
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Summary: In the traditional “satoyama”landscape of Japan, different types of land use were arranged in circles around a village. 

Cultivated areas formed the innermost circle around the village, followed by open secondary forests and grasslands, and finally 

mountain forests. For example, Moriyama in Otsu City at the west of Lake Biwa, land use was closely linked to the characteristics 

of the natural and social conditions in the late Meiji period. Secondary forests were mainly used for the production of firewood and 

brushwood. Several types of grasses were important natural resources and were used as organic fertilizer for paddies or as feed for 

cattle. Land-use forms were linked both to the daily life of individual residents and to the social relationships maintained within the 

community. The purposes of land use include; daily provisions and fuel; materials for agriculture, forestry, and daily life; and supplies 

for unexpected or exceptionally large expenses, and for emergency use. In that way, the natural resources could be sustainably used. 

People until the early Showa period made sure that local natural resources were not depleted. They created a system that regulated 

the times and periods when it was allowed to harv巴stthe plants. In that way, the natural resources could be sustainably used. Sa-

toyama landscapes with such regular land-use patterns have been systematically managed by the community. 

Key Words: 1) satoyama landscape, 2) natural resource. 3) traditional system, 4) community management 
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