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総説

過去からの警告

-1947年 GHQフォレスターによる国有林野の未来予想一

大EH伊久雄，'.1

1947年に Journal of Forestry 誌に:JWIえされたリチ ヤ ード ・ ヴァーネイ氏の論文 iEl 本における林~;5'ßfの地 !jf: J は，終戦後 II lJ

もないわが[ill[の[:E[有林町'の現状を$jlく捉えている。そこで本論文ーでは，ヴ7ーネイ論文の:)[iiJIを，t，心lこ， そこから学び取れる

問題点を考祭した。 彼の論文では， 林野行政における村すMJな r'，~:j級ú'僚制!itこそが最大の i lJB也I.~i:であるとの桁仰がなされている

が，それはわが[11の林貯行政にと っては現代にも村[:iillじる 後鋭であった。

キーワード:1:本~~5-nr， i';!:j級官1(，(， GHQ， [:EI有体型i-. アメリカ森林局

lkuo Ota"" (2011) Wanung 1'rom the Past: Future Prospects 1'01' Japan's National Forest by a GHQl8CAP Fo1'ester in 

1947. J. Jpn. For. 80c. 93: 88-98. Richard Varney's articJe W1ilten in 1947 titled凶 n1eposition of a forester in .Tapan" in tl1e.T ournal 

of Foreslry sharply desClibed the problematic situation of the national forest management system in .Tapan at the time.l11is paper aims 

to discllss what we c，m learn from Varney's articJe wilh its ]apanese translation. He insisted that lhe bureaucracy dominatecl by senioI 

members of the civil service was the biggest obstacJe， and his warning still has plenty of meaning for the sitllation of forest aclministra. 

tion in ]apan today. 
Key words: foresler， higher civil service， GHQ， nation日1forest， USDA Forest Service 

I 序

1.はじめに

さ4
日間

連合国第最高司令官総司令部 (GeneralHeadquarters/ 

Supreme Commander for the Allied Powers，以下 GHQと

する)は，太平洋戦争の終戦IIりもない 1945年 10月から日

本における占領政策を本絡化させた。GHQの構成はアメ

リカ太平洋陸軍総司令官ダグラス・マッカーサ一元自111を最

高司令官とし，その下に軍事部門である参謀部およ び民生

部門である幕僚部が設置された。ポツダム宣言による無条

件降伏要求を受け入れたこの敗戦国を完全な支配下に治め

た上で，既存の国家機構を最大限度に利用した間接統治に

よる民主化の達成が GHQ占領政策の基本方針であった。

幕僚背1;には 10を超えるZLI門g:r5局が設置された。Jj;JIrkl i9'r 
体や労働条件の改善を進めた経済科学局，教育制度改革を

進めた民11H情報教育局，公衆衛生状態の改善をはかった公

衆衛生局などである。その仁j:1で，農地改1革l存Eをはじめ皮

産業と j鉱1正よj業t紫1分!野E旬野野t子i'でで、の改2革l広Eをt推j住tし進めたのが天然資i源原即j局渇で

あつた。

天然資源局は民業 ・林業 .1.魚業 ・鉱業の四つのfiliによ っ

て編成され，それぞれの分野の専門家が主としてアメリカ

から呼ばれて任務に就いた。林業部には森林資源課・ 林産

物 (薪炭材 ・木材・ 関連生産物)謀・ 紙パルプ課の三つの

謀が置かれた。そして，長い戦争の聞に混乱した森林資源

の状況を整理把握し，復興に際しての緊急の木材需要に対

する供給体制を整え，将来的な民主的森林行政の構築に寄

与するこ とな どを目指し，アメリカ農務省森林局から多数

志連絡先著者 (Correspondingallthor) E.mail: ikllota@agr.ehime.lI.ac.jp 

のフォレスタ ーがこの部者に派遣された。

本論稿は，iiiJ: :，1): I'j:J闘として太平洋戦争牟に従軍していて

終戦を迎え，フォレスターであったがゆえに発足当初の

GHQ天然資源局林業部に赴任したリチ ヤード・ ヴァー ネ

イ氏が，任務を終えて帰国した後の 1947年に Journalof

Forestry誌に投稿した論文 「日本における林務官の地位」

(Varney : 1947) (;1 1)の全訳をもとに， 当時のアメリカ人

フォレスターがどのように日本の国有林野行政を見ていた

のか， どこ に1I日題を!岱じていたのか， どのよう な未来を予

想し希望していたのか，を考25するものである。国有林野

事業が経営破綻を きたし現業部門の民営化問題が政策論議

の的となるなど解イ本過程にあるともいえる現在，林政統ー

を経て王IUJの中本illJ-J'?組織と しての3eJE前夜であった当時の

状況を顧みるに際して，ヴァーネイ 論文は非常に興味深く

また示l唆に為.む論考ーである。

2. 時代背景

ヴァ ーネイ氏は， 終戦直後の 194511~から 46 年にかけて

日本に滞在し，帰国後はア メリカ述邦政!青の農務省森林局

に復帰している。以下に見るように，彼の論文は一種軽妙

でありながらも鋭い指摘を数多く含んでおり ，その後の国

有林野行政の|自jかうべき方向をしっかりと見極めている。

それは，彼の個人的な洞察力の鋭さによ るものであるこ と

は間違いないが，彼の所属したアメリカ森林局さらには林

学分野における高等教育の当時の状況というパックグラウ

ンドを反!決していることも大いに推測される。そこで，簡

単にこの頃までのアメリカ における国有林 ・森林政策 ・*1、
学教育の状況を見ておきたい。

:愛媛大学般学古1; 干 790-8566 松 lü il j;有利i;f~ 3-5-7 (Faclllty of Agriculture， Ehim巴University，3-5-7 Tarllmi， Matsuyama 790-8566， ]apan) 

(2009年 12PJ 1 1:1受付;2010 "Ie 12 !'J 25 EI受理)
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アメリカ で林学における大学教育が始まったのは 1898

"1:であり，農務省森林局に よる国有林の:{奇足j[休日iリが!!在っ た

のは 190511三であった。19世紀末から 20世紀初頭にかけ

てのこの当時は，西部開拓のフロンティアラインがようや

く太平洋jギに達した頃で，民間に売り払われた連邦有地に

おける森林の無秩序な伐採が大きな問題になっていた。ア

メリカの森林行政はそうした状況を少しでも改善するた

め，述~:I;有地の売り払いに1';'jったをかけ保留林として国家

の管理下にi泣くと同時に，すでに売り払われて私有地と

なった森林に対しては破壊的な伐採行為に制限を加えよ う

と試みるものであった。しかし， アメリカ の森林間存i減少

が}去を打つには 1920年代まで待たねばならなかった。

一方， 1:1本においては，明治政府による官民有区分がほ

ぼ完了した 1879年には内務省内に山林局が設置され，こ

れ以降固有林野の管理体制が整っていった。ま た， 1882 

11三には東京山林学校が開校 し本終的な林学教育が開始さ

れ， 1897年ーには森林法の成立をみた。明治維新後の混乱

によ って国内各地で森林の荒廃は進んだが，同H寺代のアメ

リカにおける森林政策や林学教育の状況と比較すれば，1:1 

本の森林行政に一日 の長があった と許制することができ よ

つ。

たとえば， 1927年のJournal of Forestry誌に掲1依された

論文 「日本の林業」および「日本の学術研究会議の主催に

なる 第 3 回汎太平洋学術会議」には， こ の II~ï'代の アメ リカ

人フォレスタ ーが見た日本林業の*が抗かれている CiU)。

これを読む1m.り，1:1本の林業およ び林学研究 ・教育の水準

はかなり高いものとして捉えられており ，20 年後のヴァー

ネイ 論文・や数多く の GHQ資料にみられる よう な著 しい劣

等性は!l'&じ られないCii"l)。

アメリカにおける林学教育および森林行政は，わが国と

同紙にヨ ーロッパ林学の強い影響を受けて形成された。森

林局初代長官ギッフォード ・ピ ンショ ーはフラ ンスおよび

ドイ ツに関学して林学を学んだし， 彼の前任者の森林部長

バーナード・ファー ノウは ドイ ツ出身の フォレスタ ーで

あった。 しかし，広大で・変化に富む国土を有するアメ リカ

では，ドイツ林業をそのままj歯周することには無担!があり ，

地域の気候ゃ;森林の状態に合わせた管理方法の開発が必要

であった。

ピンショ ーがセオドア ・ロースベルト大統領の力を借り

て， 内務省の管i;iWiであった保留林を農務省に移管し専門技

術者の手によ ってこれを管理する体制を築いたのが 1905

年である。その後の 1910年代から20年代にかけては，ピ

ンシ ョー長官の後を受けたフォレスター逮が， 十分な予算

や人員がない中で， 1長地や牧草地のIJfH千iを優先したい凶古1;

諸州の人々や州政府の抵抗を受けながらも，匡|有林におけ

る科学的な森林管理の笑践と私有林への応用に努力した11寺

代であった。 アメリ カにおける林学の研究・教育は，この

ような国有林における森林管理の笑践とともに発展したと

いうことができるω1)。

そして 1930年代には，大恐慌への対抗策として行われ

たフラ ンクリン・ ローズベルト大統領のニューデイール政

策の一環として，国有林は若者の失業対策を 目的とする公

共事業にCC:市民保全部隊ゃ れTA:テネシ一川流域総

合開発計画など)の受けlIIlとなり飛躍的に整備が進んだ。

とりわけ 母音1;における森林防火対策や自然保護施策の進

展， 人口の多い東部地域への国有林の拡大と荒廃地への造

林事業などは，国民の1M]で森林局の名声を高めるとともに，

適切な森林管理!の重要性を主LIらしめる契機となった。1930

年代終盤には第 2次世界大戦が勃発したが， ccc事業が

終鷺するのは， アメ リカが太平洋戦与 に突入 し多く の若者

がilI隊へと流れていく 1942年であった。

なお， 1945年H寺点でのアメ リカにおける林学を教育す

る大学の数は 26で，東部では北のメインナ1'1から南のフ ロ

リダナト|まで，西部でも北のワ シントンナけからji(Jのカ リフォ

ルニア州まで， 全国に分散する形で林学の研究・ 教育拠点

が1宣伝iiされている。この年までの国内累計の林学士lfxfcf!者

数は 12，274名にのぼっており，この頃すでにアメ リカに

おいてフォレスターという教育分町'が徹て立されてきている

ことがう かがえる。ただし， 1939年の卒業者数が 1，102名

であったのに対し，1945年のそれは 51名であり，戦争 の

影響で‘学生数が極端に減少していたことがわかる lii'5)。 ア

メリカの若者にと っても，第二次世界大戦が与えた影響は

陸大なものであった。

森林局に所属するフ ォレス タ ー も lì災争 とは 1!!~縁ではな

く，多くの者が従軍している。ヴアーネイ 氏もそのう ち

の 1人で、あり，戦争終結直後に日本に上陸し GHQの一員

として天然資源局の仕事に従事することにな ったわけで

あるωへ この時代のア メリ カ国有林は，森林局の創設か

ら40年を経て科学的な森林管理11の災践が軌道に釆り つつ

あったH寺JVjであり，木材生産を差し控えて資初、の保全と充

実にj芭進していた!日rJ別だといえる。これとは対!!罰的に，私

有林においては相変わらずの無秩序な伐採や過伐が横行し

ており， アメリ カ全土を見渡せば木材資源の枯渇が大いに

懸念されていた11羽田で、もある。このような時代背景のrj:Jで，

ヴァーネイ論文は執筆された。

以下， IIはヴァ ーネイ論文の全訳である。ここでは，

必袈に応 じて訳者注を挿入した。これに続く III.はヴァー

ネイ論文で、指摘された問題を受けた著者の考察である。

II.ヴァーネイ論文 「日本における林務官の地位JCit 7) 

若いお嬢さんがわれわれの前に恭しく 食後のお茶を運ん

できた。上品な湯飲みからは芳しい匂いがH寺々 流れ出して

いる。将来の林務官を選考する試験の午後の部が始ま ろう

としていた。これからの長時間の試験の間，われわれの湯

飲みは何度もおかわりをもらう ことになる。

われわれは， 九州における山林局の組揃である熊本営林

局の総務部長の広い部屋にいる。熊本営林局管内には47

の営林署があり，各営林署には三つから七つの担当区が設

けられている。伐採や造林をはじめ各種の業務に抗わる千

人近い国有林i隊員を一手に掌握しているのがこの営林局で
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ある O

営林局の建物は，周!I月の住宅街からは離れた広く見晴

らしの良い立地にある古びた二階建ての木造建築である。

そこに 350人もの!被員がひしめいている O この混雑は. 3 

kmはなれた熊本市内への B29爆撃機による焼夷弾投下の

せいで焼け出された木炭事務所ならびにその他の政府機関

に場所を提供していることによって余計にひどくなってい

る。

外観と追って，在、の今いる部屋はずいぶん優雅な内装で

ある O 家具や壁板は賞金色のナラ材でできている。備え付

けの本箱とキャビネットは，部屋のI:!]央の分厚い天板の大

きな机とおそろいである O 椅子は背もたれが高 く，使い込

まれた青いビロード張りである。壁には伐採作業の水彩画

や木炭でできた飾り物があり，窓、の両側には色あせた絹の

カーテンカ'-Ijトカミっている。

夜、は，事業部に所属する通訳者と並んで，部屋の!ilJjの低

い応接テーブルの前に座っている。この室内のかなりの豪

華さを台，1gf;しにするものがあるとすれば，それは天井であ

ろう。というより， 天井がないのだ。かつては薄いモミの

天井板があったのだが，防火のために剥がされたのである。

焼爽弾が落とされたときに天J:lこで止まらずに床まで落ちて

しまう 方が消火しやすいという理由だったらしい。それゆ

え， 黒っぽい垂木や十lQj，ミとそれに沿って走る足気コードが

滑稽な景観を作り IJ'，している。手元にある炭の入った火鉢

だけが，その天井へ抜けていく身の引き締まるような 2月

の詩Jし、すきまJ!htからのせめてものi功例lになっている。

1.副森林局長

お茶を飲んでいる 2 人の 日 本人が口頭試!iij の試.l~3tíぎであ

る。彼らは営林局の三つの部を統括する副森林局長である。

通常ならば2人でなく 3人いるはずだが. iiili.1I寺Iいは一つの

古!iのトップはいないことが多く，今でもそれがあtいている O

試験はこの 2 人だけで、lrえりイ士切られ，現在はn-~京で職務に

就いている営林局長にその結果を報告して承認を受ける O

左側の人物が事業部長である。彼は経営部長も兼任して

おり，戦時中の数年!iiJをうまく切り躍りしてきた。実質上，

彼が営林局における森林施業関連の一切の責任者である。

日本人にしてはちょっと大柄で，夜、に言わせれば無骨な感

じの人物である。額が広く. I~I は離れ， !ij11は突き出てえら

が張っており，唇は分厚く， 1Ytばんだ727い入れl~lfî をしてい

るO 禿げあがった頭]頁の周凶には白髪が多く. 60歳ぐら

いに見えるが実際は 52歳で、ある。

彼はii役11寺中には営林局長の代理をしていたことがある。

1945年 10月に彼と初めて出会ったときがそうであった。

以来，占領軍はわれわれが協力 して仕~Jiーをするように仕向

けてきた。私は彼の担当する現地事務所を何度も訪れ，彼

の仕事ぶりを見てきた。彼には直接質問をして， 直接答え

をもらった。何かを主nろうとしても!芸恐でj主!TIIしな答えが

返ってくることが多いこの国にあっては，これは特筆すべ

きことである。彼が林学について広くて深い知識をもっ有

能なJ支術者であり，また部下の多くから慕われlW.1sXされて

いる非常に素IIjifらしい行政官で、あることが私にはよくわ

かった。

2.上役

机の前に座っているもう 1人の人物は総務部長で，営林

局の財務・経理担当者である。 彼は撃者ないでたちで 45

1在という実年齢よりも若く見える。髪の毛は黒くてふさふ

さしており，よく手入れされている O 波い眉毛とべっ甲柄

のメガネ， に1ひげがあり，歯には気前良いほどに金歯が光っ

ている。染み一つない洋服は ヒ手に仕立てられており，長

い巻きタバコ用のケースをイ史っている O

事業部長とは異なり，彼は林学の技術者ではなく，業務

に!;りする試験も受けたことなどない。彼は高級官僚であり，

日本の行政システムの要!被を独占する特権的官僚集団の一

員なのである。彼は東京帝国大学法学部の出身で均等文

官試験に合格しており，林業・水産業・ 農業 ・教育をはじ

め政府のあらゆる専門領域に配挺され得る立場にある。あ

るいは，県知事，国会議員，もしくはそれ以上のポストに

も就くことができょう。記tiiによれば，彼はこれまでに大

蔵・ il討会・産業・労働・農業における重要な役l肢を11主任し

ており，ジュネーブをはじめヨーロッパ各地で、 10年を過

ごしている O

巻きタバコを吸い終わると，この男は机の!二のボタンの

一つを I!!るらした。すぐに選考試験の最初の受験者が案内さ

れて入室し. 2人の試験官の前の椅子に座った。 身だしな

みの良さそうな. 22歳ぐらいの若者であった。彼は緊張

しながらも気概に満ちており，素早a くお辞儀をした後，お

きまりのよ夫拶を行った。

3. 受験者の緊張をほぐす

口頭諮問を開始するに当たり，事業部長はこの青年の緊

張をできるだけほぐそうと努めた。人物と能力の公正な許

f!lIî をするためには，可能な!íJ~り受!波者の緊張を耳1 り除く必

要があるが，事業部長は上手にそれをやってのけた。受験

者にお茶が出されている !M}.個人的な経歴や家族につい

ての簡単な質問がいくつもなされた。「出身はどちらです

か ?J 彼は九州南端の鹿児島県出身だと答えた。 WU~j，\はご

く普通の農家で，数エーカーの旧んぼを所有している O 卒

業剖i長はその地方に詳しかった。「オヤジさんは特産のホ。

ンカンを少しは作っていますか?私はあれが大好きなんで

すよ。JIはい，何本かの木があります。JI実家で穫れる大

根はどのくらいの大きさですかっ」事業部長はその地方で

彼の頭よりも大きな大根を見たことがあるという o I鹿児

島の農林専門学校出身ですかつあそこは良い学校ですね。

実は私の息子もあそこで林学を学んでいます。もしかした

らご存じでしょう ?J

最初の 10分から 15分はずっとそうしたやりとりが続け

られた。かなり冗談も混じっていたようで，受験者も試験

官も何度か笑い出した。気づかないうちに，受験者は試験

の第一部「個人評価」の成績を付けられていたのである O

この部分は全体の 50%の得点になる O 事業部長が折々彼

の被写式チェツクシートに記入していたのは，以 Fーのよう
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な項目である :

1.生年月日と履歴

2.両親や兄弟姉妹の職業 ・履股 ・年iidi・学歴

3. 興味のあることや趣味，またそれらの程度

4. 学業成績:在籍"1:1に顕在化 した何らかの秀でた能力

や興味

5. 就きたい職種，希望する勤務地

これらの情報をもとに，受lh失業fは試!技官の個人的な評価

恭i¥!';において評価される。事業部長の場合， 重要な}llftに:

誠笑さ， 常識力，就職の必要性，肉体的な能力，そして最

後に1)(11刊ななまn~fk，である 。

4. 一般問題

ここまで・で、上記の情;riiはfJjzられた。受験者も十分リ ラッ

クスできて きたところで，いよいよ試験も第二部に入る。

第二郎の問題は二つに分かれていて， それぞれが 25%の

得点となる。 その前半は「一般問題Jと称されており， 総

務部長の担当である O 以下の 31mが出題された :

1.現在， 1:1本において起こっている民主化の動きを象

徴することをあげなさい。

2.公Jlillt選挙法は泣くj去に含まれていますかっ

3.天皇制についてどう考えますか? 天皇制は民主主

義と両立すると思いますか?

これらの質問は， 普段から政治思想について考える こと

に a限れていない受験者には最も~Ifしし、問題であろう 。彼は，

たどたどしいながらも 最初の二つの質問には何とか答え

た。しかし，三呑自の質111]は彼を凍り付かせた。「えーっと，

あので、すね噂・Jそういいながら，彼はfIj'[をかき，天井の一

点を見つめた。失礼に当たらないように，またそうした問

題に対する見識のなさがばれないように.うまく答えるこ

となどできょうか。他の多くの受験者と同様，彼はこの問

題には 「わかり ませんので，どうかご容赦下さい。」と答

えた。 一般問題はこれで、終わりだと主11ると，彼は安1者の表

情を見せた。

5 技術問題

第二部後半の「林業技術」問題は，受験者に とっては符-

)gi: とするところである O 五つの設問は，彼が長い1I~'IiJj を 243

やしてぎっしりと頭の中に詰め込んで、きたまn識に|刻するも

のであり，また彼がこの試験のr:f~で最も重要であると勘違

いしていただろうものでもある。ここでの設問は，生態学-

j主林学 ・ 利用 ・ ìJ!IJ ~Jl: ・ 保護に |刻するものであっ た。よしイ本的
には:

1.九州地方の森林の特徴を述べよ。

2. 九州、|に適した施業法および恭本的な造林技術につい

て述べよ C

3.伐採した木材の材積を計測する方法を三つ述べよ。

4. 九州の木材はどのような目的に利用されるのかつ

5.森林に被害をもたらす動物や昆虫を三つあげ，その

!駆除方法を述べよ o

受験者が最後の問題にさしかかる頃，ちょうど彼が入室

してから 30分が経とうとしていた。試験の終了を告げら

れると，彼は立ち上がってお辞儀をし，ノl、さな声で得II礼を

述べ，再びお昨1~\; をしてからi!iI5屋を 0:'， て行った。

5分後には次の受験生が待合室からH子び1.1:'，される。試験

開始時，この部屋には九州内の二つの林業学校を 1946!.:To 

に卒業した 33名の受験生が待機していた。 fui接の合間に

2人の試験官は，終わったばか りの面接の最終結果を 訟き

込んでいる。事業部長によれば，先ほどの受験者は極めて

良い成績であったようだ。明るい性格で、将来性がある，と

いうわけだ。

このように試験は進んでいく 。それぞれの受験者には

30分の問にいま見たのと同じような質問が11'，される。試

験官は 21"1聞かけてこの長時間にわたる 口頭試問を行い成

iuti-判iIlIを付ける。

ここでの331:，とい うのは，1:1本全体で約 200人に上る

林業学校卒業生のうちの九州における人数である。試験の

結果を受け，ほとんどの者が国内の複雑な森林行政システ

ムの一つもし くは複数にまたがる線路の l二を歩き出すこと

になる。事業部長によれは¥九十Hの卒業生 33名のうち 12

451は山林局に採用できるだろうということである。彼らは

選ばれた者であり，最も理想的な仕事に就けると考えられ

ている o 15人は!自I:WT-のキ本来Jli誌に1沈くことになるであろう。

そこでは，私有林や県有林なとFのl¥;有林行政に携わること

になる。 残念ながら残る 6r:1は公l般には就けないであろ う。

さて ， 1946 年 2 月 II~j;}互において，ここで見たような巣立っ

たばかり の若し、林務官のiIII:i主にはどのような未来がf寺ち受

けているのであろう か。話をわかりやす くするため，この

特定の人物を事例にllXり上向げてみよう。そして，現在の政

)(;fシステムが今後も変わらないという条件下において，林

業技術者ーとしての彼の将来を大胆にt!tillリしてみよう。

6.可能なキャリアコース

われわれの選んだ人物は 「秀で、た将来性Jをもつのであ

るから，1皮は間違いなく 11.1林局に採用される選ばれし 12

人に入るわけである。しかし，彼がEJ本の林務官として最

高の地位にまで l二り 詰めるためには， われわれはここで彼

に英大な恩典を授けなければならない。 それは， J目、力的な

行政官にふさわしい総ての潜夜能力をもち，林学をよく迎l

mしているだけでなく創造的な研究遂行能力もitiいという

ような条件である。こうした属性を持ち，さらに幸述に怒

まれることが，過重な業務と激しい!l'rl立競争に特徴付けら

れるこの匡!の林業行政でトップに上り詰めるには不可欠な

のである。

上司に有能さを見せることで，我が候補者は徐々に昇進

してい く。まず最初は，小さな現場での業務を次々 とこな

していく。 JJU也事務所や担当区あるいはその他の現場ーにお

ける各種業務を補助するイY~þ である 。 おそらく 2 年後には，

彼は担当区の副林務官になるであろう。その 1年後には林

正完官'としてf旦当区をf壬されることになる。肉イ本労働カf中心、

の生活であり， 山の中で暮らすことになる。伐採について

学び，林業労働者を管理し，自分でご飯を炊いたりすき焼

きを作る術も身につけるであろう。
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1~1-1. EI 本の LLi林局における lニイ立ポスト(1946 年 2 河川'}.~iJ

注が良ければ，彼は 30市立になる前に九州内に 47ある営

林署のうちのどこかの署長に抜擢されるであろう O そうな

れば例外的な出世であり 将米がますます有望になってく

る。 彼の配下には実に多様な業務があり，また多くの労働

者を使う立場となる。 彼は若きエースとしで自らを誇らし

く思うことであろう O

配置転換のベースは徐々にゆるくなってくる O かつては

3カ月.4カ月. 6カ月といったベースであったが，今で

は彼の一家は最低で、も 2年は営林署長専用の立派な住宅に

住むことができるのである O

この先 7~10 年の問に，彼はおそらく 2 度の転勤を経験

することになるであろう。そのたびにより大きな営林署に

移り，より大きな責任，多くの職員，多くの担当区，多く

の現地事務所，そして広い管理森林而枯を受け持つことに

なるのである。転勤先は九州内にとどまらないかもしれな

い。 船や鉄道に乗って住み慣れた暖かな九州をtJIEれ，本州

の北部や雪深く冬の厳しい北海道にまで行くことになるか

もしれない。しかしこの期間をそつなくこなし，営林署

長としての力量の高さを証明することができれば，現場で

の仕事はこれで、終わりとなる O 彼は営林局に異動するので

ある。

営林局においては，我が林務官は卒業部もしくは経営

部のいずれかに配属される(図 1参照)。なお，各部は三

つの謀で構成されている。第 3の部である総務部はほとん

ととの場合，高級官僚の下で働く財務と経理が専門のi隊員に

よって占められるため，技術i俄である林務官の居場所は事

業部か経営音[5となる。将来的により良い行政官になるため

には，彼l土事業部に三つある謀のうちのどこかの課長とな

るであろう。

ここで彼は，数年間にわたり営林局内の施業に閲する包

括的な計画策定に携わることになる。営林署ごとに立て

られる 10年計画の見直しの立任者になるかもしれないし，

造林計画の樹立，本庁から!怒りてくるこl三産目標の達成，あ

るいはその他の営林局レベルでの各種業務に奔走すること

になるかもしれない。仕事は広範凶にわたり，莫大なエネ

ルギーと効率的な仕事運びが要求される O

そしてついに，たとえば42歳にして彼が事業部長に昇

進したとすると，我が仮想的林務官は極めて広範な業務に

わたる十分な管理能力をもっ行政官として認められたこと

になる。彼は.f火EEI県北部のスギ天然イネから南九州のマツ・

ツガ・ナラのj見交林に至るまで匡|内のさまざまな森林タイ

フ。に精通しているはずである O 日本林業は集約的であり，

彼には広くて深い林学の知識が要求される O 数少ない上級

ポストをj!E得するには，相当IiJiが切れる必I英カfある O どこ

の国の基準で考えても，いまや彼は最仁放の森林技術者と

いえるのである O

7. 技術者の天井

この昇進によって， しかしわカ叫本務官は，比JI命的にでは

あるがいよいよこれで昇進の天井に突き当たったことを思

い知るのである O 今や彼は副営林局長であり，わずかなが

らも営林局長になる道は残されている。しかし現実をよ

く見てみると，そのチャンスは限りなく小さいことがわか
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る。東京にある山林局本庁の長官は，情111大学法学部出身

で林学の教育もなく知識もほとんどない高級官僚である。

同械に，本11の五つの~m (林政訴 ・新炭諜など)のうちの

四つまでのトッ プは法学出身者が占めており，六つの営林

局のうち三つまでの局長もやはり法学山身者なのである。

すなわち，彼にとって可能性があるのはたっ た1mつの仁位

ポスト，すなわち技官に割り 当てられている三つの営林局

長および本庁の残り一つの課長のポストだけである O この

ように，昇進すべき余地は極めて限定されており， しかも

技術者である彼にとってその昇進は単なる能力の問題では

もはやないといえよう 。

それゆえ，もし我が林務官が現災的であろうとするなら，

彼は自らの将来設討を変更し， もはや昇進を考えないよ う

になるであろう O たとえ今より上に行けたとしても，給与

水準は大して変わらないのだ。おそらく彼はこの先の 12

ないし 13 年を，キャリア I:~I心の 1~バ'fJf1ljlJ1主によって形作ら

れた天井に頭を こすり つけながら働くことを余儀なくされ

るのである。中央政府高官へのステップをすいすいと駆け

上がる林業知識ゼロの若い法学部出身官僚の fで働くこと

など而，;:，いはずがなかろう 。治iい志と能力を持つ彼のよう

な者には，ほとんど耐えられないはずだ。

ここに至って彼は，丹念に苦労して練り|二げた卒業計闘

が11;)'々 実態を完全に無視した形に作り替えられることがあ

るのが何故かを思い知ることになろう。 彼の考えた効率化

のための人事異動やその他の変更案件が何故に無視されて

しまうのかを知ることであろう 。 どうして彼の課に対して

実情!jを4!!HJ-!.した実現不可能な嬰請が降りてくるのかをま[1る

ことであろう 。彼にはどうすることもできないが，何故そ

うなるかの理解はできる。つまり彼は.彼の上司が赤ペン

をせっせと動かして， 11音l剖で、W:砲を!iiJEつようないい加減さ

で彼の計画を削り ，者:き換え，重嬰な};:(を台，l!!f，しにしてし

まうのをしばしば横目で見るのである。

科学の素養のある彼のような者・には我↑日ならないであろ

うが，上f:fJは彼と彼の部下を常に忙しく働かせる O 情報の

推定11.報告書:の作成，技術的紫人の lニ司でもわかるような

アイデアの提供などの作業を延々と続けさせるのだ。そし

て彼は， gl分の泣かれている立場を今はっきりとま11ること

ができる。彼は言うなれば日本の高級官{(;fililJJ立における封

建的農奴なのだ。技術者には高度な能力を発揮することが

要求さ れるが，組織を動かす立場になる道はFijざされてい

るのだ。

8. 荒廃する官僚制

さて，彼は 20年前に彼の試験官だったあの事業音!日ミと

同じ立場にいる O ただし，あの事業部長は彼よりもさらに

よilく昇進を来たしていた。1933年にもっと少数の同WJと

ともに入省した事業部長は，硬直した官僚システムと i伐っ

て打ちのめされ，ついに営林局長にはなれなかったので

あったが。 自分の立場に悩んで以下のような手紙を書いて

きたわが林務官に対し，事業部長は心から賛辞を送ること

であろう。

「あの i1~学 w身官僚迭は，能力以上の地位に就いていま

す。彼らはあまり勉強はしていません。何故なら，政府内

の11¥世競争でうまく立ち回る術を身につけるのに忙しいか

らです。それゆえ，彼ら には技術的知識はほ とんどゼロで，

官僚答弁だけが上子ーなのです。はっきり言わせていただけ

ば， 彼らはi部}I羽|日:下の技付術:j者が差昔普;?.いたf詣;封i

ることしカかミでで、きませんoJ」
「技術的な見地から進言しでも， !:]和見主義，情実， f間

人I19な考lむ，無能力によってゆがめられてしまいます。技

術者や専門家は，法学出身官僚の机の上の者1;合の良い昨詣ー

になることを強要されているのです。 彼らは J~技場で二|こされ

てしまうことを恐れ，科学:に悲づく業務や研究に取りかか

るiIIjに法学出身官僚の顔色をうかがわなければなりませ

ん。j

「この状態は逃れられないくびきであ り，抵抗しで も無

駄なのです。 この束縛状態のヰlでは，科学的な真実など食

後のデザートのイチジクほどの意味もありません。しかし，

こんな状態にあっても，私たちは日本の民主化を進めなく

てはなりません。この堅牢な封建的システムを破壊しない

IR~ り，民主化は達成できないのではないでしょうか。」

19461!ミ2月現在において，試験に合格した林務官のiJif

j主に横たわるのはこうした現実である。われわれが仮想的

な事例として取り上げたあの若者は，来たしてこのよう な

道を選ぶべきであろうか。!日j迷いなく彼は早くに昇進した

ことを後悔し，どこかの営林器長か試験所の支所にとど

まっていた方が良かったとl嘆くことであろう。

述合国軍の占領政策によって何が変わるのであろうか。

これまで‘の到達点をみてみよう 。GHQ民政局による教唆

にしたがい，1:1本の政!荷は 19461f4月 1日付の勅令(訳

者注・勅令第 190号「官吏任m級叙級令公布J)により，

技術官僚に対しでも部局長になる道を開放した。形式的に

は，これは我が林務官の痛切なl照いに答えたものであると

受け取れるが， しかし笑|捺には何も変わっていない。おそ

らく高級官僚達は身を潜め，ほとぽりが冷めるのを待って

いるはずだ。 さまざまな専門領域の技術官僚述も，進lf[太

鼓を打ち Il!~ らしたりはせず，この通達の本当の意味すると

ころが字義通りなのかそれともエイプリルフールの冗談な

のかを見定めようとしている。

9. 能力ある人材の道を切り開く

GHQ天然資源局林業部の有能で、やる気のある諸君には，

官僚制度の上層:it[)に初めて!日]いたこのf色裂を広げる役割を

来たしていただきたい。国内mおよび、占領軍用の製材dillの

生産がi帯っ ていた間!出を解決するため，111林局の役立たず

の行政官とのやりとりに疲れ来てながらも，彼らは無能な

事務官が技官に置き換わるまで数カ月も1!!f，:駄に過ごさねば.

ならなかった。 5月に内聞が幣わり，新たな農林大臣が指

名されたという機会をと らえ，天然資源局のフォレスター

述は日本の官官fili!J度の大きな問題点を取り上げた以下に抜

粋するようなプレスリリース(訳者注:英字新聞 iニッポ

ンタイムス ~ 1946 イlニ 5 月 30 日号 3-4面掲jl実記事「木材生j主
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和田大|立のlTIい任務J) を行った。

「新農林大|立の;J'IJEHtiJi:泌氏が取り組むべき重要課題の一

つは，木材生産に関わる政的.ポストに技術に*1'1通し経!狭量

衡な人材をまま}FJすべきということである。(1:1:1111的これま

でに，技術的素養のある林務1ぎではない者にまともな計画

は立て られないということは証明済みである。」

この:文;1ttにも示されているとおり，天然資源局は 2月三|土

ば以来この問題の解決を迫ってきたのだが，良一林省の代表

者j主は全く 何もしよう とはしなかった。それは，キ ャリア

*務官が上位ホ。ストを独占し技官を従えるという日本の伝

統的な官僚十五梢玉三村正をひっくり返すよ うなことになるのを

恐れたからであった。J止抗する官僚の答弁はこうだ。「こ

れは日本の行政機椛全体にまでWl係する大問題です。もし，

農林省でJ支官が長官に採)+1されたならば，:illi jl!Íl~通信省など

他の43fにも波及することになるでしょう o そうなれば. 1:1 

本全体のil;lJ)主があなた方の嬰3Jdこ応じなくてはならなくな

ります。」

政府機関の11.'， 1止主義者迷は，天然資源問の要請には猛反

対なのである。 問題の所在はIlj:Jらかになった。 LLi林局長官

に林務官を:j!gえること は. [m復不能なほどのボ、ディ ーブ

ローになると いうわけだ。こうした動きは，いずれ不可避

1'1なに教育 ・水産 ・民業その他の分野にもi[lSび火し，現状の

システムを街'かし. {皮らの1:1:~Ji.を i(iよ ってし まうという恐ろ

しい結末を予感させるものなのである。

10 ドアはまだ聞いているのか?

天然資源照jのキャンベーンはすぐに効き目 を現した。上

記のプレスリ リース からー迎IIJjと統たない 1946"1:: 6月4

1:1. ニッポ ンタイムズは 「正しい方向への後押し」と題す

る論説を掲載した。 同紙はキャンペーン を以下のように11)[

り上げt:.o

「アメリカ政府当局によるこのコメン トには，その文言

以上の大きな意味がある。当局が気づいているかいないか

はわからないが，彼らはひとり農林省にとどまらず日本の

行政権問全般に共通する根本的な欠陥にメスを入れたので

ある。」

「同様の問題がほと んど総ての政府部門において見られ

ることは衆ま"のとおり である。これまで公務員試験では，

高級官僚候補者は 'rÎí; 1I1大学法学: ~ì~i l) U:¥身者にほとんど限 られ

るような枠組みが，)I~成されていたのである。 j

「それゆえ，教育分野では何の経験もない 20代の若い法

学/J:¥身の文部官僚が，何-1・年もの経験をもっベテランの校

長に命令を出すという奇怪な光景がみられるのである。同

様に，若い商工省に所属する法学出身官僚は企業の大社長

に経営方法について説誌をたれ，また別の若い法学出身官

僚は東京の{JII'I:Iにしか住んだことがないのに主く九州、|の

匙家が何を作ればいいのかを机の上で:.;:)とめるのである。」

「この 4月から法律が変わって，技官で も行政のトッ プに

立てるようになった。しかし，惑しき伝統は根強く残って

いる。古いタイプの出 ILt主義者迷は，今でも上位ポストの

ほとんどを占めているのであるが，自分たちの閉鎖的なやjl

IIIJ1":I:会によそ者が入り 込むことに対 して強し、偏見をも って

いるのだ。」

「自浄作用は則待できはしなし、。高級官僚が!ヨら J[i誌を手

放すはずがないからだ。 したがって，外部から圧力をかけ

るしか手はないのだ。」

この衝撃的な論説がtl¥されたわずか 2EI 後の 61~ 6日，

あれだけ動かなかった農林省は述合国軍フォレスター迷の

要請を受け入れた。 1:1本のl!it史上で、初めて. JJJi;{;局長官に

技術教育を受けた林務官を任命したのである(訳者注.正

確には技官長官の誕生は6月8[=1であった。抜撰されたの

は秋旧営林局長の1:1:1尾勇である〉。

勝利が符 られる可能性から考えたとき ，これは目覚まし

い成功であった。 しかし問H寺に，これは封建的な伝統に深

く恨ざす不活性なシステムの外官!Ilにわすカ、にできた屯裂で

しかない。すなわち， 長く苦しい刷いの最初の一撃だ、った

のだ。マッカーサ一元(:ljlによる占領政策は， 日本人は民主

"1りな政的をtllj築するために最大可能な限り自らの力で大櫛

除を行う ことを計二されるべきだとい う原則に則っている。

この}Jj(WJを全うするよで、は，命令という形での圧力はトッ

プレベルでのみそ っと行使すべきであるとされている。

GHQの教唆を受けて山された 4月1日の勅令はその好例

である。道路は開通し標識もできた。 しかし，車を走ら

せるのは日本人出身なのだ。

長期的に考えると.この器本jjR則にj仕った対応はIH]j畠い

なく最大の配当をもたらすに追いない。 しかし，高級官僚

の存在は大きな問題だ。ニッポンタイムズの論説にも1iiか

れていたよ うに，閉鎖的な11j1j日j社会があり. I~I ら械を手放

すはずがないのである。

この ように，高級'í~\1fifグループの存在は， 日本の民主化

進展をド11主ーするi長大の要因であると多 くの占領軍当局者は

みている O ハイレベルの法令に守られ，上位:ホ。ストには1:1:'1

|仕主義に教化された最も有能で最も成功した官僚述がひし

めいている。彼らは，アメリカ人フォレスター述がJl制限に

打ち込んだくさびを欣っておくはずがない。も し，現在天

然資源局に{+:$Nするフォレスター述がI背任者達のこじ開け

た制れ目 を広げるこ とができれば，あるいは少なくとも現

状を維持することができれば，それは大きな功績といえよ

う。おそらく，彼らには fJ:Eしい方向への後:jll'し」 のため

に，新たな命令やその他の占領11i組織に よる手助けが必要

であろう。

林務官ではない行政官僚には苦痛であろうが. r日本が

国連に加盟した11寺，森林管理l'の組織が林務官によって構成

されていないとなれば， きっと 引jllHI外れになりますより

と林業部のフォレスターはi操り返し忠告している。そのl同

になって占領政策が成功したか否かは. [=1本政府の林業代

表者が，帝国大学法学部の牙城を守り 抜き専門家を従えた

高級官僚達であるのか， あるいは上位ポストに就いた有能

な技官途であるのかによって判断でき るであろう 。もし後

者だとすれば，その流れは他の技術分野にも確実に浸透し

ていき， 日本の民主化は大いに進展していることであろう 。
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同じ専門をもっ技術者のIIIJには， 1主|を超えて理解し合え

る共通の粋が存在し， 1!fij突することはあまりないものであ

る。日本に行ったわれわれの仲間は皆そのことを経験した。

日本が現状の くびきから解枕され十分な発展の機会が与え

られれば，将来の林務官や他分町'の若い技術者逮は，例の

あの質問により良く答えることができ るようになっている

であろう :I天皇制は民主主義と両立すると忠いますか?J

11.追記

最近の日本からの許械によれば， GHQ天然資源問のア

メリカ人フォレスター述の要請に基づき，以下のような組

織再編が行われたということである。

a. 1947:(1三4月 11:1， ~'ií'室林野局と内務省所管の |詔 有

林が山林局に統合され，林野局として農林省の外局

となっ た。この再編によって公的森林管理には大き

な自 1:i'1裁量が与えられ，またこれまでのように次官

ではなく直接大臣の指示を仰ぐこ とができるよう に

なった。 林野局には， 111有林野，林j主，民有林，林

政の凶つの古11が編成された。

b. 1=1:1尾長官は林野局長官として組織に残った。

C. 総ての技術的なポストには林務'i~'が就任した。

d. 14の営林局がれられ，総ての営林局長は林務官となっ

た。うち北海道には 5局。

e.北ii正道有林が林野局のlj詑督下で作られた。

f.干'i'i室林野局の職員は拡大した林野局に吸収された。

III.考察

1.ヴァーネイ論文が予想した未来

背匡l大学法学部lJ:'，身者が強|宣|にi主|める特権的高級官僚集

団こそが， ij災前・ ij災1:1.1を通した1:1本の非民主的行政の病巣

の1:1:1核であるというのがヴァーネイ氏の指抗である。短期

間の日本滞在において，各地の現場における自らの災体験

によって彼がこの問題の11~i奈さに気づいたことはなかなか

の~I~t限といえよう o 1J}i.が日本を去る 11寺点では，高級官1J:fの
牙城を突き Hijすことこそが日本の民主化の鍵を振る重大案

件であったが，その実現可能性ははなはだ低いと感 じてい

たに泣いない。それゆえに，このような論;丈を公表するこ

とでγI!!:ii命のl奥j担と同H寺に，日本にダえる GHQフォーレスター

述の一層の努力を後押ししたかったのであろう O

論文の追記にもあるように，彼の帰国後まもなく，日本

の林野行政は表面的には大きな変革を遂げる ことになっ

た。すなわち 1947年 4月から 5月にかけて，林政統ーが

行われたのである O ヴァーネイ論文に笠場する熊本営林局

および図 1に示された組織は炭ー林省の山林局が所管の森

林を管理するための機構であったが，戦前の日本には宮内

省官室林野局が管理する御料林および、内;j~7省北海道ffが管

理Jlする北海道内の国有林があり， III ~;:の所有において三つ

の形態の大規模な森林が併存していた(iIoS)。これらの;森林

の管理を一つにまとめ，農林省山林)吊を母体に独立採算制

度によって森林経営を行う外局としての現在の林町'庁(の

原型〉を作ったのが林政統一であった。

全国の国有林野'を一つにまとめたうえで，技術的見識の

ない事務官を排して林寺f: を学んだ、技官がその経常Wì;J~~!の実

艇を揺る， しかも国家予算とは経常的に分離して自分たち

の理想の森林作 りが行えるという状況は，ij災前の;森林技術

者逮が長年にわたって夢見てきたこ とであった。論文1:1:1に

授JJJjする熊本営林局事業部長氏のよ うな技官のiJt広川当らす

れば， l!i，Oj没後の混乱した11;)・JWJにGHQからの外)えを利mし

て首尾よく夢を実現したということができょう ( ~ì: 9)。

アメリカ国有林の森林省・迎!をよく知るヴァーネイ氏に

とってみれば，国有林を管理する組織においては，そのトッ

プから底辺の現場担当者に主るまで，林学を習得した専門

家である林務官こそがその任に当たるのが当然のことであ

り，技術的知識のない官僚が技術者の|二に立つことの弊誌:

はあまり に大きいと感 じられたに迷いない。アメリ カのj劾

合，そ もそも国有林を管理するjE務省森林局という組織の

存在目 的が， I自民の武11な財産である森林を保全すること

によって「最大多数に最良のものを長期にわたって」提供

することであると IljH確に111;¥われており Cii
o

10) それを尖行す

るのがフォレスターの仕事であるという 了解は普通的であ

る。それゆえ，アメリカでは森林局長官にフォレスター以

外の者がなることはなかった(;;0
1
1)0 GHQの専門官として

日本にやってきたフォレスタ ー迷も例外なく ヴァーネイ氏

と同様の考え方をしていただろうこと は想像に如く ない。

技術者が国有林を管理I[するべきであるが，それがかなわ

ないのは封建的な特権階級である高級官僚が技術者の卜.に

君臨しているからであり，森林行政の「民主化」のためには，

特椛|祈級の排除こそが必裂であるというのが GHQフォレ

スタ ー達が考えた日本の林野行政のあるべき未来であっ
可 、

，-。

ヴァーネイ氏は， 日本でのお級官僚述の強烈!な印象か

ら，これを突きj討すことは恨めて困却であると感じつつ 日

本をPJIEれたのであった。彼の論文は最後に， 11;い、未来と!り]

るい未来の二つの予想をjA示している。ところが， 斗rいに

して戦後日本の行政改革はそのlIi}い予想を吹き飛ばしてド

ラスティッ クに進展した。彼の論文からは則るぃ米来，

すなわち日本が国連に加111を来たしたIIj'tに森林行政のトッ

プとして国際会誌に出席するのは法学11¥身の尚級官僚では

なく林学出身の技術官僚であって欲しいという切なる望み

が読み取れるが， 1956 'q~ の l'lli ;ll日JU\ P.I よりはるか以前に林

野庁長官や営林局長ポストは技術者の子に委ねられたので

ある。ヴァ ーネイ氏がこの論文でj是起した問題は杷裂に終

わったのである O

しかし，それはあくまで形式的・表間的な変化であった。

はたして， 本当にこの措-r!itによ って名実ともに組織の体質

が良い方向に変わったと明言してしまってよいのであろう

か。残念ながら，技術者'が主導する組織としての林野庁お

よび国有林野が今日直面している困難をみるならば，附lji

にそう納得してしまうことはできそうもない。林務官が組

織のトップである長官をはじめとする 1:1:1枢的ポストを占め

たにもかかわらず， 国有林野行政は半世紀を経て， IU:Wの



96 大l到伊久Hí~

うもjlli諸国の1・1・1では例を見ないほどの失Hiといわざるを得な

しにIk況を招来してしまっている 。 それはイ~Ji'iiなのであろう

か。

2.独立採算制度の採用

そこで次に，林政統一後の林野庁における独立採算制度

という I I~I EI~ Jな会計制度について考えてみよう 。ヴァー

ネイ氏 らGHQのフォレスターは，国有林聖子会計が政I{iの

一般会計から離れて独立した企業会討をとることに対して

はどのような考えであっ たのであろうか。結論から先に言

えは¥ |百j論文を読む限りその答えは見い出せない。また，

当lI'!j'の各種文irRからも直接的にこの問題にかかわる判断を

示すものは見あたらないCil'lへ それゆえ，推測の域を/:Hな

いのであるが，彼らには独立採算に和徳的に反対する理1[EII 

はなかったであろうと思われる。

アメ リカの国有林では，森林局の会計iiJJjI主は一般会計の

1・1:1に走IIみ入れられている o !片務省から予第.はjiitiり当てら

れ，木材ーなどの販売収入も財務省に入ることになる。それ

ゆえ， Iffil有林の事業における赤字や黒字とい う概念は発生

しない。1980::1:'代には環境保護団体に よって費!刊以下で

の木材販売問題が取り沙汰されたが，収支計算方法の述い

によ って費用以 Fかそう でないかの評価が異なることか

ら，その後も国有林における同種の木材!!反売は続けられて

いる(iI川。

アメ リカの場合，戦後の経済ブームによる木材需要の高

まりによ って，木材販売を 1:1:1心とする;森林局の年間収入が

支出予算額より大きくなる |時期もあ ったが，1905.11::の森

林局設.rnt以降ヴァーネイ論文が担:かれた 1947'qol時点ま で

の問にいわゆる黒字経営と なったことは一度もない。 Iffil有

林の維持管理IUこは多くの費illがかかるのは当然で，だから

こそ国が税金を使って森林を守る必要がある(売り払って

私有化すれば森林は荒廃する〉という合意が特られている

のである。ヴァ ーネ イ氏においても，どのような会計ilJlJ皮

になろうと国有4本経営が累犯tした赤ヰζによってfリ慣の返済

が不能となり経営破綻するなどという :1犬況は想{象をj也える

ものであったろう 。普通に考えればそうなる前に国の介入

によ って国有林財政の立て直しをはかるであろうから， そ

のような問題が将来日本の国有林に|怒りかかるとは考えも

しなかったであろう。逆に，一般会計の中にとどまってい

れば，例の特権的な高級官僚の最大最強の牙城である大蔵

省に首根っこを11止まれつつf万年予算折衝に臨むことになる

わけで，技術者が林野庁の トッフ。に立っ たとはいえさらに

上からお級官僚が監視の目を光らせる状況が而白いはずは

ないと考えたかもしれない。そうであれば， GHQフォレ

スタ ーが独立採算制という 「自由」な制度にあえて反対す

るまH!出はなかっ たことは想{象に蹴くない。

こうして考えてみれば，ヴァーネイ論文一において指摘さ

れたように，日文)i没後間jもない当11手の国有林野における最大

の問題点は高級官僚の作る1I1~:ぃ天井であり， これを打破す

ることさえできれば!こ空に広がる背空に手を伸ばすこと が

できる，というのが GHQフォレスターi主の考えた明るい

未来像であったといえよ う。

3. 予想を超えた現実

係かに国有林野は i:~î)文成長期Hこは大きな黒字を計上し，

i隊員数も大111高に増え，林業労働条件の改善にも寄与し，地

域経済に多大な貢献をするなど，組織と して十分評価され

るH羽田を経12えした。そのH寺点までを考えれば，ヴァーネイ

氏らの予想は間違いではなかった。 しか し 1975年を坑

に赤字が常態化するにおよび， 4jT. 1î~ は予想外の方向に進み

/11す。累積する債務の返済におわれた林貯庁は経営改善と

称して人員の無謀ともいえる推理を繰り返し，本来の業務

の1:1:1心であるはずの森林管理がおろそかになってしま った

のである O 独立採算制度の大きな落とし穴であった。

ヴァーネイ氏ら GHQが見落としたものは，独立採算に

よる企業会計の導入に内在するリスクであった。 しかし

本当に彼らの予想を超えた現実はおそらくその点ではな

かった。企業会計が危うくなれは早 々に会計制度を改めれ

ば良かったわけで，そうしていればヴァーネイ氏の予想が

大きく外れることはなかったはずである。予想外の現災は，

技術官僚の変節であった。

アメ リカ流のフォレスター弦JfJlIilJl主においては，ヴ ァー

ネイ論文で昇進を繰り返す架空の若い技官のように，能力

と努力と十分な述があればいくらでも上のポストに就け

る。機会が平等に与えられたIIIでの競争という民主的なシ

ステムこそが組織を型1[想的に動かせる原理であると GHQ
のアメリカ人述は信じていた。事務官を排除して技官がフ

リーハンドで組織を担える体制にすれば，アメ リカ森林局

のような健全な組織にな りうると信じていたのである。

ところカ対本illJJf においてはそうはならなかった。その*l~
本的な)j)¥[1は，公務員試験のあり方に起因する技官内の位

i置付けの注いではなかろうか。上級試験(後の I種試験)

に合格した技官は，かつての高等文官試験にパスした高級

官僚と同紙に，特権的な階級を形成し「封建的な」システ

ムを組織の 1+1に再び構築してしまったのである。そして彼

らは，昇進を重ねるたびに 11~i'1f;t化」 していき，科学によ

る森林笹川!を是とする技術者から組織(自分たちの特権的

地位)を守る ことを優先する 「高級官僚クラブ員Jに変節

していっ たのではないだろうか。その結果，森林管理は忘

れ去・られ，組織の而子や「クラブ」の存続が優先されたの

である。

技術者には国を超えてわかり合えるものがあると信じた

ヴァ ーネイ氏にとって，このような状況が起こることは

まったく予想外であったであろう
w川。 あるいは，次のよ

うに言い換えることもできょうか。つまると ころ，帝国大

学法学部出身者が存続する 11れ、未来が少し形を変えて予怨

どおりに展開されただけである，と。

4. フォレスターの限界

技術者の変節という 表現がもし適切でないとすれば，

フォレス ターの限界とい うように考える こともできょう 。

すなわち，森林の保護管理に習熟した技術官僚に， 巨大な

森林経営体である林野庁の巡営を任せることに限界があっ
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たということである O

実際，アメリカにおいても，戦後の高度成長期jまでは森

林周およびそのフォレスターは国民から絶賛される組織で

あり役人で、あったのだが アウトドアレクリエーションや

自然保護運動の活発化に伴い 森林局は人々からの信頼を

急速に失ってしまった。木村生産を重視する IEI来のフォレ

スターの考え方では，木材以外の多様なfrlli値観を有するー

殻匡l民のさまざまな要求に十分に対応することができず，

その多くをl故に回してしまったのである O

同様に， 日本の林野庁においても，森林を相手にすれば

能力を十分に発揮できる技官の業務の多くが，組織の赤字

経営対策であったり，人員削減方策であったり，あるいは

労働組合対策であったりという 矛盾の1:1:1で，T-itJネl!l的・ 身体

的に疲弊していったのではないだろうか。ヴアーネイ氏に

してみれば，技術者をそうした状況に追い込むことになっ

た林野行政組織に対する政!有の無策こそが問題であるとい

うことになろうか。

しかし，そのように好意的な理解を試みたところで，現

状に光が差すわけではない。ヴァーネイ氏や.GHQフォレ

スターの抗いた明るい未来は，残念ながら実現されること

はなかったのである。

一方，環境保護やili民参加にとまと手ったアメリカのフォ

レスター達は， 20 年程度の11'，¥'問はかかったものの，自分

たちの限界を自覚して社会に大きく心を開いていったので

あった。森林管理の 目的は木材生産を通して社会に貢献す

ることだという filli値観の根幹を否定されたヴァーネイ氏の

後輩達は，異なる価値観を受け入れながらも現在も国有林

の管理を営々と続けている O それは，どのようなことがあ

ろうとも国民の財産である国有林を守り， 育て，活用する

ことが管理者たるフォレスターの務めであることを皆が了

解しているからである o 1990年代初頭のマダラフクロウ

問題以降，アメリカ 国有林からの木材生産は激減した。木

材生産の縮小に伴う人員削減で管理や監視が行き)吊いてい

ない部分が発生 してきてはいるものの，森林管理!の放棄や

植林地の荒廃が問題化するなどという事態には至っていな

し、。

フォレスターが森林を管理する限りにおいて， 国有林の

荒廃が進むはずはないとヴァーネイ氏は考えた。そしてそ

れは， 11.1:界に共通する常識のはずで、あった。しかし，我が

国の国有林野がおかれている現状がその限りにないとする

ならば，それはひとり林野庁という組織だけの問題ではな

く，この国の戦後の林学教育や森林政策において， どこか

に重大な欠陥があったといわざるを符ないのかもしれな

しミ。

IV，結 三五
日口

アメリカ森林局では，国有林管理の使命を「匡!土を大切

に守り，人々に奉仕する (Caringfor the land and serving 

people) J と表現している。このフレーズには，府~;t本局が

雇!らを国民公共の財産である国有林の管理を預かる公的機

関であるという強し、 自負があらわれている O そしてその仕

事を任されるのは，この組織の誕生以来，林学を修めたフォ

レスターであり続けた。

そうしたアメリカ人フォレスターの 1人としてii冬1i災問も

ない日本に来たヴァーネイ氏が見た国有林野の姿は，森林

管理にまったく精通していない高級官{奈が牛耳る組織の1!!~

能ぶりであった。それはまた，無謀な戦争を引き起こした

戦前の非民主的(封建的)な 日本社会の悪弊そのものと彼

の目にはIりとったに違いない。それゆえ，フォレスターがトッ

プに立つ組織になれば，林illJ行政に関する事態は一気に好

転すると考えたのであった。

しかし残念ながら， 日本の国有林はいま瀕死の状況にあ

る。 60年以上も前のヴァーネイ論文を読んでみて気づい

たのは，硬直化した組織の無能ぶりを告発する彼の目線と，

現在の林illJ行政に不満を持つ筆者の日根との奇白妙な一致で

あった。この長い年月の問に組織も制度も大きく変わった

はずなのに，である。

1998年の抜本的改革を経て， 国有林野は「国民の森林」

となったはずであった。しかし ここに決定的に欠けてい

たのは， i匡l土を大切に守り，人々に奉仕する」姿勢では

なかっただろうか。 1ト」分分、な人数のフオレス夕一カが王いなけれ

ば，森1林ネをよく包管2理することなどでで、きないのは当 ?然~然!長可で、ある O

経?営立改菩の名の一下下fに極端な人員削jむ減)成主をしたことは大いに付

根を残した O しカかミし，それ以上に フオレス夕一に森林管

君羽理I!をj通函して人々に若奉-イf行仕:1士i上:するという姿勢がなければ， 匡I民が

望むような国有林管理が達成されるという明るい未来は永

遠に来ないであろう O そうした意味では，ヴァーネイ論文

が我が匡iの国有林野に対して鳴らした警鐘は，今も鳴り続

けているのである。
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注 記

(it 1)このヴァーネイ I命文の者ーイ午怜』はアメ リカ森林~i~~' 協会 (Society

of American Foresters)に帰成しており作者はWI'lilを符て本論文"1'
に日本U否認1を拘¥1をしている。著作級者からの姿討iにより，ヴァーネイ

論文のbj{文が以下の U阻 J にて閲覧できることを記しておく o

(h向)://saf.publisher.ingenlaconnecLcom/content/saf/jof/1947 /000∞045/ 

∞∞∞07/副∞006)
(it 2) 1ρwdennilk (1927a)および Iρwdermilk(1927b)を参照のこ

と 。 これら二つの論文の著者ローダーミルク氏は，アメリカ森林çg~'協

会の代表と して 1926"Io 10 PJ に来2j[ で l Jf.J fm された IÏIF/;~的な学術4211誌
である「第 3四社L太平洋学術会議」に参加lしており， そのWSの見聞を

もとに阿論文を執錯した。

(注 3)たとえばSpillers(1946)や Huberman(1947) には，終)ji~ÍI~: (交
の1:1本林業における統iilの者しい不備や研究レベルの低さなどがJ批
判的に記述されている。このことから， 1:1米の森林行政，特にIII手j林
管制に|刻わる体制や政策に|対する終戦砲後における大きな1i::述は，
1945 "I~から i遡る 15 ~ 20 "je内外のJYJlJiJに形成されたと頒推すること

ができる。ただし，このJlij!lliは本治的の研究対象範IlH外になるので，

今後の謀題として残したい。

Ci:i:4) 1主|家所有の土地はいずれは州政1Mなどに訣波もしくは氏11¥1に
先り払われるべきもので幻li政r{.jが花nt管理するという発惣はアメ

リカにとっては新しいものであった。それゆえ，発足当初から|吾川i*本
に対する!凡当たりは強く， l!fJlfiJ也としての払い.ドげの姿:;kや内務省へ

の符移句集など，森林局はこのH寺J切にいくつもの危機を経験した。許

制11は大111(2000)を参!!日されたい。

(i:!: 5) Guise (1945)を参!!日のこと。

(jj: 6) iiij， :11': [1"附であったヴァーネイ氏は1/{)P:II'は職業5ji:人という 立

場であったと思われるが，除隊して 1'~:'I]/ した 1947 11二にはすでに森林

局に]般をl!}ている。

(i;i:. 7) II はヴァーネイぬ文の全文である。 15(論文の 'l~liiJ[には， 編集者
による以下のようなFi.いコメントが付されている。ri1IT:Q i. rl'lf，fであっ
た号若者は， 1: 1 本 ijiQの勝利後すぐに，~i j;JüI L として 日本に波った。 この興
14、派い彼の論文は， IJ 木における w~.代 }I'i il~t な行政を取り扱っている。
1:1 本における民主的な政!(.f と効ネ (1なな行政のiÌífになちはだかる [~i~ ~~!~' 
物に対するiJt'lリが1:1"心ではあるが，そこから何られる放言11も少なくな

い。われわれ I~I !il'の悶においても行政はそれ自体で 1つのが門的械業

であると信じ られている。すなわち，大学できちんとしたWI"1教育を

受けた後，職場でしかるべき絞験を和む中で;Wiilliを受け，技術者とし

ては必ずしも希望 しないよう な行政職ポストに配泣きれるわけであ

る。こうした見方をしている人は，フォレスターも含めて，EI本の技

術行政に巣くう病:fJ~をよ く考えてみる必要があろう。J
(主主 8)この他に， j'{i;j)j1ti (終 iiiQlI~i は大東IW省)が-t!; i:~Î~する外地の l]f:{j'

林が，朝鮮・台湾・Hli太にrn'Eしたが.終戦と共にそれらは日本の領

土では!J!r， くなった。

(a 9)これについては，例えばl山尾(1988)270~283 頁および~H!Ï'
(1996) 22~29 貨 を参照されたい。
(泊:10) Steen (1977)あるいは大H1(2001)を参!!誌のこと。
(iJ 11)近年になって， ll!}~l:: J:物学者・のシャツク・ワード ・トーマス
氏が約 13H:長官になる(1993"1つなど， ltう之を学んだフォレスタ ー

ではない人物がl~'m'になる事 171J は出ているが， 1947年当時ではその

ようなことはなかったし，また考えられなヵ、ったものと延l@できる。

(ij: 12) GHQ占領>!;:!Ylに Gill(1951)は. 111有林野の会Hl'ililJ/iに!}¥jし

て「必12なjtJif，点を係保するために伐ttを進めようとするインセンテ イ

ブが強く働 くため，このililJ/.立はj!H:¥Llからはほどi主いものである。」と

~;I司lIi している (22 頁)。ア メリカ森林間の会計制度と比較すれば当然
の指摘であるが，林政統一'Iiijの 1946年段|祈でこうしたiiRITffiiカfどこま

で断み込んで行 われたのかは不明である。 GHQ/SCAP(1999)も参PH
されたい。

(討:13) 当該木材販売事 19Uのみの続 ~!i と収入について現場の ml:{T1ドの
収支;で考える場合と財務省段階で考える場合とで支出として ~!ょす
る会話iが大きくあ:なってくる。さらに，道路の放設にかかる政1IJをjM.
!VJの 1 1l Jl] として計上するか長JYJfJ~な投資とみるかによっても， :<)1業JI見

入に対応する支tl~ の計 17が大きく b\~~ なる 。 詳細は大 UJ (1995)を参!!日

されfこいc

(ijニ14)ヴァーネイ 論文のIiU!lli江総は技術者による長官の災現を希求

するところにあった。それゆえ，林政が't- t1lJ~国にじりしてf皮がどのよう

な}，¥IJげをNJっていたのかはIfiJ!論文からはわからない。しかし GHQカず

持政統ーを主J，lj.した背景には.アメリカにおける国有林と l'TIIJi:公1;:11と

の仰執や F・D・ローズベルト政総下での保全省構想(森林Ji;jと国立

公 |副司の統合従)なととが強い J;t~f;l!.:~ を与えたと以われ，ヴァーネイ 氏も

l到着fがivr有する森林を-':!eiJ9にti¥i:Jljlする組織の創j誌について23定的

であったとは考えにくい。我がIflにおける悶有林研究の第一入者であ

る荻野敏却氏は若松 !"!ffiI有林経常の研究j) (2008)のq:rで rI止に云う

〈林i改統ー〉 こそは，まさしく GHQ幼告に)，1;つずき:JHi止された民地改市

に比ij!jするくIMt己主1j'，:)に他ならない」としており，林政統一によ っ

て民主的で合理的な森林管理n組織が目指さ れたのはアメリカ人フ ォ

レスターj主の1E:l:iilしたところであったことカfう治、カミえる。ところ均三

向者において荻野氏は 「良きライバルとしての，く御料林〉を失った

ことJによる緊ijEIYJf系のう(i存がIilll有林のその後のりとl攻の大きな1))(12;1の
ーつだと分析しているG 組Uf込のトッフ'を tM\ったJ支 'i~fJ主がi'，i:j級官官fクラ
ブ民に変íWi したという 齢者の êUJ~はこれと符合するものである。政治
に対して行政の相対的地位が低い(公務員の力が強くない)国に芥ら

すヴァーネイ氏をはじめ とするアメリカ人フォ レスター迷にとって

は，このような事態が発生することなど予想できなかったに迎いな
し、。
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