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中山間地域における土地利用の変遷とその要因の分析
－水俣市久木野を事例に－
Land Use Change and the Factors in the Hilly and Mountainous Area
: A Case of Study in Kugino, Minamata City
境翔悟*・一ノ瀬友博**
Shogo Sakai*･Tomohiro Ichinose**
Abstract: We analyzed land use change and the affecting factors in Kugino, Minamata City, Kumamoto Prefecture. In Kugino, the
various land uses had been distributed before World War II, while most of the lands except for cultivated lands had been replaced by
timber forests. The result showed that the traditional land uses were deeply related to topographic features and lifestyle, and land
uses in 1984 were less related to the social economy. We classified the traditional land uses in Kugino into four types, namely
settlement and field, grassland, Satoyama, and deciduous forest. Satoyama, which was a common land use type in Japan, was used
for not only coppice forest but also shifting cultivation before the war. However, most of them were afforested after the war. Most of
the timber forests are abandoned due to a steep slope and shortage of forestry workers. We have to establish sustainable land uses
instead of the forests.
Keywords:

Land use analysis, Selection Index, GIS, Forest resources, Timber forest, Shifting cultivation
土地利用分析、選好度、GIS、山林資源、植林地、焼畑

1. 研究背景

そして今日、日本が抱える環境、社会、経済の課題を統合的に

日本の国土面積の約 7 割を占める中山間地域には、かつて多

解決するための一つの戦略として、
国土のストックとしての価値

様な土地利用が存在し、
人々はその土地利用を基にした複合的な

向上、特に自然資本の維持、充実、活用が求められている 7）。か

生産活動を行うことにより生活していた。しかしながら現在、そ

つて中山間地域に広がっていた多様な土地利用は自然と調和し

の多様な土地利用は姿を消してしまっている。戦後の拡大造林、

た理想的な循環型社会であったため、
持続可能な社会を目指すた

燃料革命などの高度経済成長の流れの中で、
中山間地域における

めには、この伝統的な土地利用の変遷と、土地利用に影響を与え

循環型社会は崩壊し、
自然と調和した人々の生活は失われてしま

ていた要因を明らかにする必要があるといえるだろう。

1）
。その中でも特に戦後の拡大造林事業は、国土面積の約

熊本県水俣市久木野は、
棚田で行われる稲作を中心とした農業

28%にも及ぶ約 1000 万 ha に人工造林を行い、中山間地域のラ

と林業を営む、九州地方の典型的な中山間地域の農村である。し

ンドスケープを大きく変えることとなった 2）。かつての中山間地

かしながら、その山林がかつてどのように利用され、そしてどう

域には、どのような土地利用が広がっていて、それらはどのよう

いった要因が土地利用に影響を与えていたのかについての資料、

にどのように姿を消したのであろうか。

文献は少ない。さらに行政が持っていた資料も、多くは旧久木野

った

過去の土地利用を分析する手法として、
旧版地形図や空中写真

村が水俣市と編入合併した際に失われたという。
そこで本研究で

を利用した GIS での分析が有効である。例えば、景観生態学の

は、GIS を用いて地理的条件と土地利用の関係分析を行うとと

分野では GIS を用いて人工林と天然林の立地選択性を明らかに

もに、
人々の暮らしやかつての土地利用に関する情報の収集を深

3）や、町村ごとの土地利用面積と歴史資料から、針葉

く行うことによって社会的条件の影響を分析し、
対象地域の土地

樹林を中心に水田・畑・溜め池・荒地という淡路島における地域

利用の変遷とその変遷に影響を与えた要因について明らかにす

した研究

資源間の連鎖性を明らかにした研究

4）などである。しかしなが

ることを目的とした。

ら、ランドスケープの特性は、社会的な必然と人々の暮らしの上
での必然と偶然により形成されている

5）ため、その土地に暮ら

す人々の営みとその歴史も分析していく必要がある。
拡大造林や

2. 研究手法
2-1. 対象地域の概要

燃料革命、農業近代化など社会的条件の変化による影響は、地理

対象地域である久木野は、
熊本県水俣市の東部に位置する中山

6）

間地域である（図-1）
。かつては葦北郡久木野村という一つの自

など、
社会的条件及び地理的条件は相互に作用して土地利用に影

治体であったが、1956 年に編入合併され、現在では水俣市の一

響を与えていることがわかっている。したがって、中山間地域の

部である。本研究では、現在の水俣市大字久木野、古里、大川、

土地利用の変遷を社会的条件と地理的条件の両面から分析し、
土

越小場の 4 つの大字で構成される、この旧久木野村の範囲を対

地利用にどのような影響を与えてきたかを明らかにする必要が

象地域とする。

的条件によって異なるパターンの土地利用変化を引き起こす

久木野地域は 356 世帯、人口 771 人（国勢調査, 2015）が住

ある。
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を作成し、
植生の凡例を統合することにより土地利用図を作成し
た。植生図において現存植生不明とされていたものは、周囲の土
地利用に合わせることとした。
次に、
作成した土地利用図と国土地理院発行の基盤地図情報数
値標高モデル（10m メッシュ）をもとに、土地利用に関する情
報と、標高、傾斜度、TPI（Topographic Position Index）の地
理的条件のデータを持った10m メッシュを作成した。
TPI とは、
各セルの標高値とその周辺セルの標高値との差と定義され（式
1）
、この TPI が高い値（正）であれば周辺よりも標高が高い尾
根部であることがわかり、低い値（負）であれば周辺よりも標高
が低い谷底部であることがわかる 9）。
TPI = DEM – FocalMean（円形、半径 R は任意に設定）…(式
1)
図-1. 久木野地域の概要

本研究では R = 200m に設定して算出

んでおり、総土地面積は 4,057ha（農林業センサス, 2015）であ
る。そのうち耕地面積 71ha、林野面積 3,334ha で、林野率が

地理的条件がどのようにそれぞれの土地利用に影響を与えて

82%と特に高い値を示しているため、
典型的な九州の中山間地域

いるかを検証するため、本研究では Jacobs の選好度指数 10）を

と言える。
対象地域においてもっとも顕著である樹林は針葉樹林

用いて地形と土地利用の関係を分析した（式 2）
。Jacobs の選好

で、そのほとんどがスギやヒノキの人工林である。このような樹

度指数は、
生態学の分野において動物の食性分析に考案されたも

林を背景とした谷沿いに、美しい棚田が広がり、大小の集落が存

の 10）であるが、既往研究において土地利用の立地的依存性の分

在する地域である。

析にも用いられているため 3）6）、本研究においても有用であると
考えられる。

2-2. GIS による分析
まず、
各年代における土地利用を把握にするための土地利用図

Dij = ( ri – pj ) / ( ri + pj – 2ripj ) …(式 2)

を作成した。
本研究における土地利用図の作成には、国土地理院発行の

ri : ある土地利用セル総数に占める、当条件を満たすセル総数の

1/50,000 旧版地形図（1901 年、1935 年）
、環境省自然環境保全

割合

基礎調査の植生図（第 3 回自然環境保全基礎調査）を用いた。

pj : 総セル数における当条件を満たすセルの割合

採用した土地利用の分類は、1）広葉樹林、2）混交林、3）針葉
樹林、4）ササ地、5）竹林、6）草地、7）田、8）畑、9）都市

Jacobs の選好度指数は、生態学の分野において動物の食性分

的利用の 9 項目である。地形図に関しては、スキャナーでデジ

析に考案された 10）ものであるが、既往研究において土地利用の

タル画像に変換し、GIS 上で土地利用区分を目視により判読し

立地的依存性の分析にも用いられているため（光田・伊藤,

8）によって対象地域におけ

2004；宗円ほか, 2009）
、
本研究においても有用であると考えた。

る各年代の土地利用図を作成した。
土地利用は地形図上の植生記

選好度指数は-1 から 1 までの値をとり、ある土地利用が立地 i

号を基に判断したが、
針葉樹と広葉樹の記号が混在する場合は混

に該当する割合と、全土地におけるその立地 i の割合 pi 等しい

交林として区分し、またそれら樹林の記号とササ地、草地の記号

場合に、選択性なしの 0 をとる。選好度指数が正の値をとる場

などが混在する場合は近い年代の空中写真を参照して判断した。

合、ある土地利用は立地 i において正の選好度であり、負の値を

また、植生図に関しては、そのポリゴンデータに新たなレイヤー

とる場合が、ある土地利用が立地 i において負の選好度をとるこ

てマウスによりデジタイズする方法

表-1. 選好度指数解析における標高、傾斜、TPI の階級
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図-2. 1901 年の土地利用図

図-3. 1935 年の土地利用図

図-4. 1984 年の土地利用図
とがわかり、それぞれ絶対値が 1 に近づくほど選好度が強いと

地が多く分布している。この混交林では、集落に近い山林という

言える。選好度指数を算出するため、作成した10m メッシュが

こともあり、自家用の木炭生産や焼畑農業、小規模林業などに使

持つそれぞれの地理的条件の値は、12.5%ごとのパーセンタイル

われていた。特にこの焼畑農業では、穀類や芋類、豆類といった

をもとに等量分類し、8 段階に階級分けを行った（表-1）
。

ものが作られ、
戦時中や直後の米を供出しなければならなかった
時代には重要な食糧源となっていた。
そして尾根部には草地が広

2-3. フィールドワークによる現地調査

く分布していることがわかる。しかし 1935 年に見られた山林の

対象地域でのフィールドワークは 2018 年 4 月 29 日から 5 月

多様な土地利用は、1984 年にはほとんど姿を消してしまってい

20 日に行った。フィールドワークでは、土地利用やかつての生

る。農地や集落を除いた土地利用は、画一的な針葉樹林に取って

活様式に関する詳細な情報を収集するため、
地域住民の方々に聞

代わられていることが明らかになった。

き取りを行った。聞き取りを行ったのは 10 名で、うち男性が 7
名、女性が 3 名である。それぞれ 1 時間から 3 時間程度聞き取

3-2. 選好度指数解析の結果

りを行ったが、女性 3 名に関しては 1 グループとして複数回聞

1) 戦前の土地利用

き取りを行った。聞き取りは会話形式で行い、質問に関して自由

1901 年の久木野における、各土地利用の標高、傾斜、TPI に対

に対象者が話した内容を紙に記録し、
のちに聞き取った内容を整

する選好度指数を図-5 にそれぞれ示す。田は一般的に谷沿いに

理し、GIS による分析結果と合わせて考察を行った。そのほか

広がっているため、低標高、緩傾斜、谷底部において選好度が高

水俣市立図書館、
久木野地域のまちづくり施設である愛林館で資

く、高標高、急傾斜、尾根部になるほど選好度は低くなっている

料、文献の収集を行った。

と考えられる。
久木野における田の選好度指数にはこの傾向が表
れているため、選好度指数の結果に妥当性があることがわかる。

3. 結果
3-1. 土地利用の変遷

広葉樹林の選好度は、
標高が高くなるにつれて選好度が高くな
っていることが明確にわかり、
傾斜に関しても傾斜が緩い階級と

各年代の土地利用図を図-2~4 に示す。1901 年、1935 年の土地

比較すると傾斜が急な階級の方が選好度は高いことがわかる。
混

利用を見ると、谷沿いには水田が広がり、山林には多様な土地利

交林は、傾斜に対する選好度指数が緩傾斜で低く、傾斜が急にな

用が存在していることがわかる。谷沿いの斜面には混交林、ササ

るほど高くなることが明確に分かる一方、標高の階級 1〜3 では
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図-5. 1901 年の各土地利用における地理的条件に対する選好度
2) 戦後の土地利用

正の選好度をとり、階級 4〜7 では負の選好度をとるが、最も高
い階級 8 では正の値に戻っているように、
標高に対する選好度は

標高、傾斜、TPI に対する 1984 年の土地利用別の選好度指数

高標高になるにつれて V 字に変化している。針葉樹林に関して

を図-6 に示す。田の分布は戦前から 1980 年代までほとんど変わ

も、
傾斜で変化は少ないが緩傾斜から急傾斜になるにつれて選好

っていないため、選好度指数に関しても特に変化はない。広葉樹

度が高くなっていることがわかる。TPI に対する選好度は、広葉

林は1901 年と比較して1984 年では面積が5 分の1 ほどまで減少

樹林、
混交林、
針葉樹林において変化がほとんど見られなかった。

していて、
標高に対する選好度が高標高の階級で非常に高いとい

草地の標高に対する選好度は、
中標高である階級 4〜6 で高い。

う傾向に変化は見られないが、
傾斜と TPI に対する選好度の傾向

傾斜を見ると、
緩傾斜で選好度が高く急傾斜になると選好度が低

は戦前に比べると顕著になっている。選好度が緩傾斜で低く、急

くなる。そして TPI では谷底部で選好度が低く、尾根部で高いこ

傾斜になるほど高くなり、
また周囲との標高差が非常に大きい尾

とがわかる。これらのことから、草地は傾斜が緩やかな中標高の

根部、谷底部を表す TPI の階級1,8 で選好度が高くなっているこ

尾根部に広く分布していることがわかる。ササ地は、標高に対す

とから、残った広葉樹林は、高標高エリアの傾斜が厳しい尾根部

る選好度が、階級 1 で 0.50、階級 2 で 0.59 をとるように、低標

や谷底部を含んだ、
植林に適さないと考えられる範囲に分布して

高クラスで選好度が非常に高く、
田と同じように高標高になるほ

いると言える。久木野の 80%以上を占める針葉樹林は、田や集

ど低くなるが、緩傾斜では選好度が低くなっている。

落としての土地利用が行われる低標高、緩傾斜、谷底部で選好度

このように、
戦前の土地利用には地理的条件が大きく影響して

指数がわずかに低くなっている以外は、
ほとんど選好が見られな

いるが示された。特に山林の土地利用は、広葉樹林、混交林、針

い。つまり山林利用としての針葉樹林は、地理的条件にほとんど

葉樹林、草地、ササ地とそれぞれ地理的条件に対する選好度には

影響を受けていないということがわかる。このことから、戦後の

違った特徴があり、
その土地に合った土地利用が行われていたと

拡大造林において久木野地域は、
植林可能な場所のほとんどに植

考えられる。

林がなされていることがわかった。
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はパルプ用木材として広葉樹は伐採が続いた。
そしてこの自然林
伐採跡地は、
主に地域の人々の手によって植林されていくことと
なった。国有林も、集落単位の組合や久木野分収造林組合として
国と分収林契約を結び、地域住民が施業にあたっていたという。
また草地は、飼い牛の飼料や農地の肥料採取のための採草地、
茅葺屋根の材料のためのカヤ場として機能していて、
資源循環型
社会の中で人の手が定期的に入る二次草原であったと考えられ
る。しかしこの草地も、化学肥料の普及、農業の近代化など社会
経済情勢の変化によって草地自体の需要が徐々に小さくなって
いき、植林の対象になっていったとみられる。1984 年の時点で
は、山林において多様だった伝統的な土地利用は姿を消し、画一
的な植林地に取って代わられてしまった。
戦後日本においては、第二次世界大戦からの復興、発展のため
に大きくなった木材需要を満たすため、1950 年代から 1970 年代
にかけて全国でこのような大規模な植林が行われた。一方で
1964 年には日本の木材輸入全面自由化が始まり、外材輸入量が
急激に増加し、その後 1969 年に国産材供給量を上回ることとな
る。その上、木材需要自体は、2 度のオイルショックやバブル崩
壊などの景気後退の影響を受けて減少し続けた

11）

。その結果、

山林資源は豊富であるが、
その山林自体の価値が大きく下落して
しまったため、
植林地に関しては十分に活用できていないという
現状がある。
しかし拡大造林以前においても久木野では林業が盛んで、
国有
林の一部で植林が行われていただけでなく、
大正時代には村をあ
げて村有林で人工造林を行っていたという点は、
久木野の歴史の
上でも特筆すべき点である。1988 年に廃止となった山野線の久
木野駅前に積まれた材木など、
林業が盛んであった時期の記憶は
住民にも深く刻まれている。
図-6. 1984 年の各土地利用における地理的条件に対する選好度
2) 伝統的な土地利用の類型

3-3. ヒアリングの結果

久木野において、広葉樹林と混交林はどちらも広葉樹（ザツボ

1) 山林の土地利用の変遷

ク、ゾウギ）を主とする植生であるが、ヒアリングからこの二つ

久木野の山林ではかつて、様々な生産活動が展開していた。ま
ず、集落近くの山林では焼畑が行われ、アワやムギなどの穀類、

は明らかに土地利用としては分けるべきであると考えられる。
広
葉樹林はほとんどが国有林で、
久木野に営林署があった時代は刃

大豆や小豆、ソバ、カライモやサトイモなどまで様々な作物を作

物の持ち込みを厳しく禁じられていたため人為的干渉がなく
「奥

っていた。山林で木を切れば、そこの草を払って焼き、よほど作

山」の状態が続いていた。一方、混交林は「里山」であり、集落

業に悪い場所でなければ作物が作ったという。また、今は森林に

や田から続く斜面で傾斜が厳しいため常農地として使うことは

なってしまっているが、
野菜や菜種などを植えていた急勾配の斜
面もあったという。また、焼畑が行われていたような山林では、

できないが、焼畑や薪炭林として、もしくは木の実などの採集や
木材、肥料などを採取するための二次林として使われていた。

炭焼きも行われていた。この炭焼きは自家用であり、暖房に使う

本研究では久木野地域を対象としてその土地利用に着目して

ために 1 回で 5、6 俵を作っていたという。このような斜面林の

きたが、GIS 上での分析によって示された地理的条件との関係と、

範囲は、戦前の土地利用図における混交林の分布と一致した。

フィールドワークのヒアリングから明らかになった人々の営み

しかし戦後、
久木野では木炭生産のための広葉樹の大規模伐採

や社会条件との関係を踏まえ、
久木野における戦前の伝統的な土

が行われた。
この森林伐採は大関山の頂上付近まで行われたと言
われ、
混交林や広葉樹林の広い範囲の樹木はほとんど伐採された。
ただ、樹木伐採や木炭生産、搬出に従事する地域住民も多く、こ
の時期は地域として少しずつ豊かになっていった。
一つ例にあげ

地利用を類型化して整理した（表-2）
。人為的干渉が強い順番に、
1.集落及び農地、2.草地、3.里山斜面林、4.奥山と分類した。それ
ぞれ異なる生産活動が行われ、その地形的特徴も異なっていた。

れば、
牛を使って木を搬出する
“だしごろ”
という仕事の日給は、

その中でも焼畑などの生産活動に供された里山斜面林は中山

当時の他の仕事と比べると 3 倍以上であったという話もある。
エ

間地域の特筆すべき土地利用類型である。
かつての久木野の人々

ネルギー革命によって木炭の需要が低下した後も、
しばらくの間

の暮らしぶりは他の中山間地域と同じように厳しく、
戦時中から

- 397 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2019 年 2 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, February, 2019

表-2. 伝統的土地利用の類型

戦後直後の時代は特に過酷であった。
戦時中の米の供給不足に伴

交林やササ地の多くの場合私有地に分布していたのに対し、
広葉

い 1942 年に設立された食料管理制度によって、米などの主要食

樹林は主に国有林に分布していた。
この戦前における広葉樹林は、

糧供出制度は体系化され、
農家はほぼ強制的に米などを供出しな

選好度の値が低標高、緩傾斜で低く、高標高、急傾斜で高いこと

12）

ければならなかった 。
「小さい頃は少し場所があれば、なんと

から、
もともと集落からも距離があり傾斜も比較的急であるなど

か掘って稲の一株でも植えようとした。
少しでも多く稲を植えな

の理由で人為的干渉がほとんどなかったいわゆる「奥山」であっ

いと自分たちが食べるお米がなかった」
と長年久木野で暮らして

たと考えられる。
それが明治維新後に国有林として組み込まれた

きた住民は言い、
この時代は使える土地はほぼ全て作物を育てる

後も、刃物の持ち込みを営林署に厳しく制限されていたため、そ

ために使わなければいけない食糧事情がうかがえる。
そのような

のまま奥山としての状態が続いたようだ。
そしてこれらの伝統的な土地利用の類型は、
集落及び農地を除

生活の中では、
前述した里山斜面林で行われる焼畑を中心とした
生産活動が住民にとって重要な食糧源であったことがわかる。

いて戦後の社会経済情勢の変化と生活様式の変化によって姿を
消し、植林地である針葉樹林に取って代わられてしまう。しかし

4. 議論

外材輸入全面自由化やエネルギー革命などの影響は非常に大き

土地利用の変遷と選好度指数の分析により、
地形や人々の営み

く、
当時の人々が考えるよりもドラスティックに社会経済情勢が

と深く結びついていた久木野地域の伝統的な土地利用は拡大造

変化してしまったため、
画一的な人工林として山林を利用するこ

林を境に姿を消し、
画一的な植林地に取って代わられてしまった

とはもはや、
地域経済や地域社会と土地利用の解離を表している

ことが示された。

といえる。さらに近年は林業従事者の減少や、管理放棄された植

混交林は最も緩い傾斜の階級において選好度が-0.51 をとり、
急傾斜になるほど選好度が高くなっているため、
緩傾斜に関して

林地の増加といった問題が後押しし、
日本の林業事情は多くの問
題を抱えている現状がある。

は負の立地依存性が働いていたことがわかる。その一方、標高や

大正時代から村を挙げての人工造林が行われ「愛林の里」と言

TPI には立地依存性の傾向は見てとることが難しい。焼畑や炭焼

われてきた久木野では、
そのような現状の中でも分収造林組合な

きといった生産活動が行われていたが、
人為的干渉がある土地利

どが今も活動的に林業を行っている。
分収造林組合が管理してい

用の中では、
他の土地利用に不適合である斜面林全般がこのよう

るのは多くが私有地や国有地で、
市や国と分収林契約を結び林業

な土地利用として使われていたことが考えられる。同様に、焼畑

を施業している。この組合地の分布は、かつての草地の分布と重

や肥料採集などが行われていたササ地も、
傾斜に対する選好度指

なっていることがわかる（図-7）
。草地は緩傾斜で立地選択性が

数は混交林と同じように緩傾斜の階級で低くなっている。
しかし

高く、
中標高地帯の尾根部一帯に広く広がっていたことが示され

標高に対する選好度指数が、
田と同じように低標高で高い値をと

たため、
かつて草地として使われていた地域は林業適地であると

っていることから考えると、
田に近い比較的標高の低い斜面林で
刈り取り後の植生回復が速いササ地として管理され、
人々の利用
が行われていたとみられる。
野本（1984）は、宮崎の椎葉から西米良にかけての焼畑農村地
域における焼畑の名称について、
「コバ系」名称は木おろし、樹
木伐採のような形で伐り春に焼く焼畑、
「ヤブ・ヤボ系」名称は
スズタケ、
クマザサなどの叢林を秋または夏に刈って夏焼きをす
る焼畑というのが本来の区別ではないかと論じている

13)

。これ

に沿って考えると、久木野地域のいたるところに大字、小字とし
て「コバ系」地名が存在し、さらに「ヤブ・ヤボ系」地名も多か
らず存在することは、久木野地域の斜面林においても同様に、広
葉樹を主とする二次林で行われる焼畑と、
ササ地で行われる焼畑
があったということを示している。

図-7. 1901 年における草地の分布と 2015 年における組合地の分
布

一方、
標高に対する選好度の傾向がもっとも顕著であった広葉
樹林の戦前における様態は、混交林やササ地と異なっている。混

(2015 年のデータは熊本県森林 GIS により作成、国有地を除く)
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考えられる。したがって、久木野分収造林組合が林業を続けてい

ステムを用いた兵庫県淡路町の土地利用変遷の分析」, 農村計画

くことは、久木野が持続可能であるためには必要不可欠である。
その一方、本研究で示されたように、混交林やササ地の里山斜面

学会 20(20-suppl), 169-174.
9)

林の立地選択性は傾斜が緩い階級で低く、
傾斜が急な階級で比較

を活用した谷戸の基礎的単位の抽出手法に関する研究」, 日本建

的高い点から、
作業に危険を要する林業には不適であるといえる。
それにもかかわらず現状は植林地であり、
なおかつ私有地である

築学会計画系論文集 79(698), 933-938.
10)

ため林業を続ける動機が弱く、
所有者の高齢化と若者の林業離れ
から持続的な林業を取り組むことができる可能性が現時点では

田中貴宏・三笠友洋・内平隆之・山崎 義人・重村力 (2014) 「GIS

Jacobs, J. (1974) “Quantitative measurement of food selection”, Oecologia
14,413-417.

11)

林 野 庁 編 (2010) 「 森 林 ・ 林 業 白 書 平 成 21 年 度 」 .

低い。このような里山斜面林として使われていたエリアを、どの

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/21hakusyo_h/all/

ような土地利用にしていくべきか明らかにすることが今後の課

h30.html (2019/2/18)

題である。

12)

本研究では熊本県水俣市久木野を対象に、
中山間地域の土地利
用の変遷とその要因の分析を試みた。
中山間地域の人工林をどの

都産業大学論集：人文科学系列 (51), 21-49.
13)

ように活用し、
またどのように持続可能な林業を行っていくかと
いうのは日本中の農村が抱えている共通の問題である。
久木野同
様、中山間地域の人々は複合的な生産活動を行い、地形的に不利
である山間の集落で営みを紡いできた。そのような「伝統知」を
生かした土地利用施策の方針が今後必要になってくる。
本研究で
示された里山斜面林のように、
焼畑などに供された人為的干渉が
あった中では利用条件が厳しい土地に植林された針葉樹林は、
今
後特に注力して持続可能的な土地利用を考える必要があるとい
えるだろう。
謝辞
現地でのフィールドワークを行う上でご協力いただいた愛林
館館長である沢畑亨氏、
調査にご協力いただいた多くの地域住民
の方々に心から御礼を申し上げたい。本研究は，科研費・基盤研
究(C)(16K08131)の研究成果の一部である。
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