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柳田國男の農業文化環境論１ 

 

河本 英夫（文学部） 

 

 

 

 

 

柳田國男は、明治 33年(26歳)に農商務省農務局に入る。東大法学部政治学科卒業後のことである。

農商務省に入局した最初の高等文官だと言われている。超エリート官僚としてキャリアを開始し、二

年後には内閣法制局に移動して、そこで 11 年間を過ごす。その間にも、農業政策振興のために日本

各地を視察し、夥しい数の講演をこなしている。その視察旅行には、当時の旅行手段で見れば、よく

もこんなところにまで出かけているというようなものが多々ある。たとえば明治 44(37 歳)年 5 月に

は、山梨県の谷村から道志村、月夜野を経て相模に入っている。このルートは現在車で移動しても、

相当に容易ではない道筋であり、特段の事情がなければそんなところにはまず立ち入ることはないよ

うな街道である。 

もともと柳田は兵庫県神埼郡辻川あたりの町医師の八人兄弟の六番目の子として生まれた。松岡と

いう姓であり、のちに栃木の柳田家の養子となり、柳田姓を名乗るようになる。柳田は、超エリート

官僚であるとともに文学青年でもあった。柳田は 18歳とのき桂園派の歌人松浦萩坪(辰夫)に入門し、

田山花袋と懇意となり、泉鏡花、島崎藤村、国木田独歩、戸川秋骨などと知り合いになっている。柳

田自身、歌文をいくつも作っている。これらは後に本人の希望で全集に収録せず、公にされないよう

になったものもあるようである。 

幼少期は体も弱く、外で遊びまわるというより、多くの蔵書のある家を見つけては、多数の書物を

読み漁っていたようである。実際後に茨城で医師となっていた長兄の家に数年預けられ、養生を兼ね

た生活を送ってもいる。22 歳の頃、肺尖カタルを患い、銚子の先の暁雛館に 1 か月ばかり逗留し、

地元の人たちの話をいろいろ聞いている。海の生活の感触を得はじめたと、後に柳田自身が語ってい

る。 

柳田の経験がひとつのまとまりをもち始めるのは、35 歳前後である。この時期 3 冊の論文を発表

している。一つは『農業政策学』であり、これは農業政策という学問が何をしている学問なのかとい

う場面から説き起こす、いわゆる学問論である。中央大学での講義をまとめたもののようである。文

章じたいは、漢字とカタカナで成り、いわゆる文語体で書かれている。当時の法律、官庁文書が、そ

うした文語体で書かれており、公式文書としてまとめられたものである。いま読んでみると、わざわ

ざ読みにくくしてあるような文書であり、文書を読む人が多くなれば、やがては消えていくタイプの

言語表現である。当時であっても、こうした文章で書かれたように話していたはずがなく、会話文で

キーワード：農業政策、民俗学、生活感情、生活圏の環境 

 

 



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.8 

12 

用いられたものをわざわざ言い換えて文語体にしているのである。書き言葉を学び、口語体で議論を

して、また文書にするさいには書き言葉で描く。その習慣だけで成り立つのが、文語体である。ヨー

ロッパでも、学術関係の文書は、ラテン語で書いていた時期がある。ラテン語を話している人はなく、

単語の意味が変化しないために、人工言語のようにラテン語を活用したのである。学名もラテン語を

用いている。 

同じ時期に書かれた『時代ト農政』は、講演文をそのまま文字にしている。『農業政策学』のような

学問論とは異なり、現在の日本の農業についてのさまざまな思いをまとめたものである。この論文は、

どのように農業を方向づけるか(農政)、農業の国家的施策をどのようにするか(政策対応)、農業振興

のためには何を行う必要があるか(農業改良)という議論の立て方ではなく、むしろ農業を生活の営み

として、一つの社会文化として現状の分析を行うものである。農民の生活感情、農村の時代的、社会

的変化、農民の生活感の変化を描こうとしている。ある意味では、国策としての農政と個々の地域で

の農業との乖離を明らかにし、農政としてではなく、農業文化論として当時何が必要とされるのかを

論じたものである。この著作には、柳田が後に多くの場面で活用していく「思考法」がはっきりとし

たかたちで出てくる。現状を、一つの生成のある時代的な断面だと考えることと、現状の由来を無理

のないかたちで組み立てていくことである。社会文化形成としての農業論が前景化し、各地に残され

た土着の社会文化への感度が明確に出てくる。それが「後狩詞記」という自費出版された小冊子であ

る。 

後に柳田の多くの論述は、「民俗学」というかたちでまとまりをもっていく。そこでは各地方に残

された「生活の姿」を描くことが基本となる。この生活の姿に対応するのが、農業文化環境である。 

 

 

１．ファンタジーとしての民衆文化 

「後狩詞記」は、日向国椎葉村に猪狩りの手法として書き残された寛政 5年 8月の文書を再録した

ものであり、自費出版となっている。自費出版としてでも残しておきたいと思うような、柳田固有の

感性が前景化してくるのである。この本には、柳田の前文が付されている。狩りの醍醐味を想起する

ことから議論は始まる。田舎侍が京に上り、都の華奢風流の香りもかがないまま、急いで田舎に帰る

のは、「狩りといふ強い薬」があり、「山里」に住む甲斐があったからだという。 

 

殺傷の快楽は酒色の比では無かった。罪も報も何でも無い。あれほど一世を風靡した仏教の教

も。狩人に狩りを廃めさせることの極めて困難であったことは。今昔物語にも著聞集にも其例証

が随分と多いのである。 

三 此の如き世の中も終に変遷した。鉄砲は恐ろしいものである。我国に渡来してから僅かに

二三十年の間に。諸国に於いて数千の小名の領地を覆し。其半分を殺し其半分を牢人と百姓とに

してしまふと同時に。狩りという国民的娯楽を根絶した。根絶せぬ迄も之に大制限を加へた。
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「狩詞記」の時代は狩が茶の湯のやうであった。儀式が狩の殆全部に成りかけて居る。(全集１ 

432頁) 

 

史実はともかくとしても、狩に対する感性が縦横に動き出しており、そこへと注ぎ込むように歴史

的コンテキストを引き寄せたり、狩りの場面を想起している。現実には、事実が半分、柳田自身のフ

ァンタジーが半分とうところだと思われる。こうした資質をつうじて、柳田の文章に釣り合うように

現実感をもった記述が作られていく。ファンタジーは、フィクションではない。フィクションは架空

の設定で、現実と地続きではないところに、そうでもありえたという現実の膨らみをもたせるように

設定される。そのためフィクションは事実と対比された「嘘」ではなく、「空事」なのである。これに

対してファンタジーは、一部事実でもあるが、それぞれの感性の動きによってある局面を極大化して、

そこに感性の躍動を誘発するように作り出された一種の「誇張」である。ファンタジーではどこか浮

き浮きした心の動きが生み出される。その誇張の鮮やかさが、柳田の記述の場合、目に浮かぶような

リアリティとして紡ぎだされている。 

官僚としての公的文書では、こうしたファンタジーは一般には許容されない。論理と事実をつない

でいく論理的、科学的文書では、誇張は贅肉であり、ファンタジーはたんなる思い込みによる装飾で

ある。しかし柳田自身、幼少期から夕暮れになれば、気が付けば知らない街にまで歩いて行ってしま

ったり、夢で見たことがそのまま翌日の現実につながってしまうような気質があり、公的文書ではお

さまらない多くの思いと剰余があったと思われる。そうした思いが発揮でき、表現できるような対象

に突き当たったのであり、それがこの「後狩詞記」の前文になっている。そのことは同時代に話し言

葉で書かれる「時代ト農政」にも、多くの場面で出てくるのである。 

後の「ウソと子供」(昭和 3年)では、夢で見たことが覚めて後の現実と地続きになっていて、警察

を巻き込んで騒ぎを起こした子供の話が出てくる。夢の中での出来事が、現実のこと以上に現実感を

もつことはよくある。そうしたウソやソラゴトや騙りは人間の生活の細部にいつも付きまとっており、

そのなかでもたんに虚構とは言えないような現実感をもつものがあり、そこに自分自身でも気が付か

ないような自分の情感や情動や思いが動き出してしまうものがある。そこがファンタジーの出現する

場所である。ある意味で「大人の童話」なのであり、追憶のなかではじめて現実感を獲得するような

事象である。 

「山の人生」(大正 15年)の話のなかには、サンカの話がしばしば出てくる。柳田自身も聞いて知っ

ている程度で、実際に出会ったことはないと思われるが、彼の語りでは、俗世間とは異なる生活感を

もつ「境界人」や「異人」として描かれてしまう。山で暮らし、定住生活をせず、木の実や野イチゴ

を採り、菰や籠を編んでは時として里にそれを売りに降りてくるという設定である。そうした人たち

の生活感情や生活感にどこか触れてしまうような事実の引っ張り方が、柳田の記述の本領である。ど

こか身軽で余分なものを身に付けず、山の中腹を渡り歩き、異なる生活感で生きているものたちの姿

なのである。こうした「山の人生」の記述は、現代のような 4割程度にも上ると推計される非正規就
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労を行っている人たちには、どのような読み方をされるのだろうかと時として思うことがある。山の

人と里の人との対置を行えば、里の生活とはまったく異なる生活感をもち、異なる生活の習慣をもつ

ものは、おしなべて「山の人」である。白土三平の『カムイ伝』では、こうしたサンカの人たちが何

度か出てくる。抜忍を匿ったり、奉行所でも簡単には支配できない人たちの集団として描かれている

が、それがどのような集団なのか、どの程度の規模の集団なのかはわからない。おそらく実際には、

二、三家族程度の小さな集団だと思われるが、それでもファンタジーは成立する。このファンタジー

の基本には、異なる生活感と異なる人間の間のつながりが浸透しているからである。 

私が幼いころ育った村には、村はずれに「ヤギ婆さん」というのが暮らしている、と言われていた

地域がある。子供心にもそこには近づいてはいけないのだと言われていた記憶がある。偶然その近く

まで行くと、ヤギ婆さんが出てくると叫んで、皆で引き返したものである。子供のなかには、路上の

石を拾ってヤギ婆さんの小屋の方へ投げつけて、一目散に反対方向に逃げ出すものもいた。ただ誰一

人、ヤギ婆さんの姿を見たものはいなかったのである。 

柳田の叙述に見られるのは、自然記述や環境記述ではない。どこまでも生活の姿であり、生活感情

である。そのことの延長上にその生活に対応する自然環境が感じ取れるだけである。それを「民俗学

的環境」と呼んでおく。するとそれぞれの生活の姿に対応する自然環境をそれとして読み込むような

生活環境論が成立することになる。ただし柳田のように、伝聞での民話や歴史的文献には、どこまで

事実に対応するのかを確認できない部分が残ってしまう。柳田自身も室町時代以前の文獻は、関連文

献のネットワークが活用できず、調べの付かない部分が残ると対談で述べている。だがそこにも史実

と着かず離れずで、ファンタジーの働く場所がある。そのためこのファンタジーの現実感は、歴史的

事実の現実感とは異なるものであり、そこに柳田固有の「自然環境への思い」が込められていく。 

もう一つ柳田の特質とでも呼ぶべきものがある。それは記述が、やけに生々しいのである。 

 

狩詞記(群書類従巻 419)を見ると、狩くらと言ふは鹿狩に限りたることなりとある。所謂峰越

す物といひ山に沿う物という「物」は鹿である。・・・・・・猪は何と言っても豚の一族である。

走るときは随分早いけれども。大雪の中をむぐむぐと行く有様は「鼴鼠」と同じやうである。之

に反して鹿は走るときはひたと其角を背に押し付ける。遠くから見ても近くでも。丸で二尺まわ

り程の棒が横に飛ぶようなものである。足の立所などは見えるもので無い。之を横合に待掛けて

必ず右か左の三枚を狙うのである。射当てた時の歓はつまり所謂技術の快楽である、満足などと

いふ単純な感情では無い。昔から鹿狩を先途とするの習慣も或いは此辺の消息であろうか。乃至

は未知の上代から伝えられた野獣の階級とでもいふものがあるのか。 (全集 1 433頁) 

 

おそらく柳田は、何人かの狩人から狩の話を聞き、また文書でも読んでいると思われる。しかし実

際に、鹿狩や猪狩をやったことはないと感じられる。実際狩りを行った人であれば、狩りの成功する

コツのような部分がもっと技術として前面に出てきてよいはずであり、鹿や猪の逃げるさいの習性の
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ようなものや、捕まえるときの難しさが詳細に出てきてもよいのである。幼少期に、川で住処に隠れ

こんだ鮒や鯉を手探りで採った経験があれば容易にわかることだが、掴まえたと思っても簡単には捕

まえられない。住処の奥に追い込むようにして、逃げ場を狭めて、掴まえに行くのだが、それでも逃

げられてしまうことが多い。 

こうした文章に出てくるのは、狩りを行う者の技術的な詳細さではない。むしろそれを劇画のよう

に眺めている者の詳細さであり、それが柳田の現実感とピントの合う場所であった。つまり現実の生

活感情に近い位置での記述はあるが、行為するものに起きる事象ではなく、むしろその場に居合せた

者の記述である。他方、これは生物学者や動物行動学者のような観察記述ではない。むしろいわば人

間生活の延長上に生活圏に含まれた動物に感じ取る動物の生きる姿の記述である。人間生活と地続き

になっている生活の環境と呼ぶべきものがある。そこには植物や動物が含まれており、もちろん尋常

な生活とはかけ離れた生活をしている多くの人間もいる。それを生活感情の延長上に記述していくの

である。ここに科学とも、実用的な技術とも異なる「生活史的な記述」が生まれていると思われる。

それは歴史的な伝承を受け継ぎ、時代とともに変わりゆく生活するものの姿であり、その傍らにいて

人間の営みを記録し続けるものの記述である。 

 生活史的な記述の変化の速度は、緩やかである。数百年、数千年単位でゆっくりと変わっていく

ものがある。それらは個々人の寿命から見て、ほとんど変化がないと感じられるようなものでもある。

その位置から見ると、二、三十年で変化してしまうものはそれがどのような進歩、改良であろうとも、

多くのものを失う。精確には、それらの変化の途上で多くの選択肢があったにもかかわらず、気が付

かないままその傍らを通り過ぎてしまう。そうした「変化への問題意識」とでも呼ぶべきものが、こ

の前文にはくっきりと出てくる。 

 

然るに此書物の価値が其為に些しでも低くなるとは信じられぬ仔細は。其中に列記する猪狩

の慣習が正に現実に当代に行われて居ることである。自働車無線電信の文明と併行して。日本国

の一地角に規則正しく発生する社会現象であるからである。「宮崎県西臼杵郡椎葉村是」という

書物の。農業生産之部第五表禽畜類という所に。猪肉一万七千六百斤、其価格三千五百二十円と

あるのが立派な証拠である。毎年平均四五百頭づつは此村で猪が捕られるので。此実際問題のあ

る為に。古来の慣習は今日尚貴重なる機能を有って居る。(全集１ 434頁) 

 

文明化したものの変化の速度と伝統的な生活の変化の速度の落差が、文面のなかに流れている経験

の幅の感触である。猪狩りは当時まだ生業として成立していたようである。養豚業がいまだ広範には

行われていなかったのか、あるいは猪の繁殖力が大きく、まだ山林や野原に猪が食べる豊富なエサが

あったのか、ともかくも猪の肉を売るという経済活動が成立していたのである。こうした数百年単位

の変化の速度に、柳田の感度が反応している。そしてこうした感度に応じて、生活圏の周辺にあった

変わりゆく環境にも時として言及するように記述が進んでいく。柳田の著作には、まとまった環境論
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のようなものは見当たらない。またそうした問題関心が必要な時期でもなかった。ただ生活圏の変貌

とそこに見られる人間の生活感情の変化に浸された地域の姿は、折に触れ詳細に描かれていく。 

 

 

２．時代ト農政 

この著作は、農業経済学とも農業政策ともわかれて、農業社会学とでも呼べそうな記述が作られて

行く分岐点になっている。経済学者でも政策立案者でもない位置から日本の農業を論じていくのであ

る。そこに盛り込まれる視点は、「現在日本の経済事情は決して一朝に発現したものではないこと、

従って一朝に之を更改し得るものでも無いことと、我が国の如く交通の緻密な人口の充実した猫が屋

根伝ひに旅行をし得るような国でも地方到る所にそれぞれ特殊なる経済上の条件があって流行や模

倣では田舎の行政は出来ぬこと、それだから結局は訓諭よりも当事者の自覚的研究を追従する方が大

事であると云うこと」(全集 16巻 4頁)を明らかにする、という論立てである。 

この論文は、作りからいえば、1906-1909年に行われた 6本の講演を集めたものである。当時の懸

案であった、都市と農村の資本と労力の配分や、柳田の当時の専門であった「産業組合」の設立、改

善への論考を中心にしている。農業政策を中心にして読めば、そうした内容のことが描かれているこ

とは事実だが、政策論周辺に置かれた柳田の眼差しが、別様な場所に届くようになっている。たとえ

ば政策として農業に補助金が付くようになれば、敏感にそれに反応して、農民は起業し、作付内容を

変えていくようになる。農産物が商品化すれば、農業は一種の「企業」である。しかし食料の供給は、

商取引によるたんなる経済活動ではない。当時の人口で見れば、豊作年でもコメと小麦は、一部輸入

に頼らなければならないようである。食糧の自給は、いつの時代も、国民が飢えないための最大のテ

ーマのひとつである。「飢饉の根絶」は、柳田の終生の大テーマでもあったので、食糧が恒常的に不

足するという事態は解消すべきことであるが、事情が複雑に入り組んでいるために容易なことではな

い。開墾を続けて耕作地を増やすだけでは、まったく足りていない。たとえば「食糧独立の国是」(完

全自給)を設定しようとすれば、肥料の独立を達成しなければならないという。しかしどうして肥料

が足らなくなるのか。日本の歴史的現実での簡単にはいかないさまざまな事情が出てくる。この論文

での当時の農業の現実を見る柳田の眼には、「特殊な事情から発生する普遍的問題」とでも呼ぶべき

ものが見えていたようである。 

 

昔は村々の山野には無尽蔵の緑肥が得られたのでありますが、人口の増加と共にその山野の

大部分は開墾せられて面積がずっと減じた上に、残った原野も頗る生産力が衰えて居ります。近

頃原野改良ということが大分世の中の問題となり始めまして結構でありますが、実は社会人情

の発展に相応するだけに、村持山野の管理利用の方法が未だ発達して居らぬから困るのであり

ます。交通の開けぬ時代には、秣山でも薪山でも銘々の家に入用なだけ採って来れば、其以上は

貪っても仕様が無い所から争いは起こりませんなんだが、今日は入会勝手次第として置きます
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と、我がちに取り込みまして瞬くうちに山野が荒れます。此争闘を避ける為に共有地を分配しま

すと、土地の荒れるのは防ぎ得られますが、権利を売ったり買ったりするうちに、肥料の工面の

できぬ農家が出来る。燃料の為に金を遣う百姓さえ出来て来ます。  (全集 16巻 11-12頁) 

 

ここには肥料入手にかかわるシステム的難題というべきものの姿が、くっきりと眼に見えるように

描かれている。耕作用の所有地ではなく原野であれば、誰しも無尽蔵に恩恵があたえられるとする大

前提を置かなければ成立しない事柄は、共有地になったからといってただちに変更できるわけではな

い。水や空気が足りなくなるという事態は、日本では想定できない。だが共有地の緑肥は、放置すれ

ば瞬く間に使い尽くされる。当初牛・馬のような家畜をもつかどうかは、ごくわずかな差であったも

のが、数年の後には肥料を売るものと買うもの程度に違ってくる。何と言っても牛や馬は、生きてい

る以上年柄年中草を食べてしまう。その牧草は、耕作地から賄われるのではないのだから、牧草地は

確実に荒れる。こうした事態は、今日「共有地のパラドックス」と定式化されるものであるが、これ

は国からの政策設定では解消することができない。それどころか共有地の使用規則を決めるぐらいで

は、容易なことでは解消されない。というのもここで衝突しているのは、持続可能な共有地と単年度

の利害であり、そのとき課題となるのはこれらをどうすれば両立させることができるかである。だが

他方、持続可能性の幅を二、三十年のスパンで感じ取れる生産者は、ほとんどいないのである。商品

作物の生産も奨励され、麦畑や野菜畑がどんどんと桑畑に変わっていく。そうした生産内容の変化の

もとで、持続可能なものの現実感を感じ取ることはとても難しい。共有地そのものもいずれ何かに変

わってしまうのであれば、もはや共有地でさえない。これが現実感の難しいところである。少なくて

も耕作地の近くに在った緑地が、多くの理由で消滅していくプロセスは、間違いなく感じ取れる。さ

らに柳田の眼に見えていた農業施策の現実がある。 

 

早い話が御膝元の東京府、あまり大きくも無い府ですけれども、離島は別として内地の方だけ

にも確かに三通りの全然相異なれる農業経済が行われて居ります。大川東岸の新田場はその一

つであります。多摩川北岸の畠場はその二であります。第三は甲州に接した山地の農業です。

(全集 16巻 14頁) 

 

これは同時代の官僚的政策決定では、ほとんど対応できない問題である。当時の政策決定だけでは

なく、現代の政策決定でも実は同じことが当てはまっている。これらの地域的経済システムの内実を

決めているのは、おそらく主要には気候条件(日照時間と水量)と耕地面積と物流条件である。だから

と言って、特殊事情経済というように細分化すれば、政策に数十百というような詳細が必要となる。

これは政策の限界でもあるが、類型化、システム化の不足でもある。経済の成り立ちは、その土の成

立条件(人工的埋め立て地、開墾地、土質による自然発生等)に規定されて、その後の物流のネットワ

ークの成立によって、圧倒的に多様化する。ここに歴史的条件と呼ぶべきものが関与してくる。 
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ことに都市と農村のともに発展する姿を描き、展望しようとすれば、町の成立の条件から問うてい

かねばならない。このあたりの歴史的変遷への眼差しが、柳田固有のものとして成立していく様子が、

この論文の特質になっている。歴史的変遷と現状までの推移を辿ることで、物事の固有性を含んだ形

で事象や事態を認定しようとしている。 

町や都市集落の成立には、6モードのパターンが分析されている。(1)神社仏閣の周辺にできた町で

あり、参拝者やそのリピーターによって成立している。(2)遊覧地の町であり、大磯のように別荘がで

き、海水浴場ができて、訪問客の欲求に応じて、町そのものが作り続けられる。(3)温泉町であり、伊

香保、草津、有馬、城崎のように多少交通が不便でも、温泉のおかげで成立している。あるいは少々

交通が不便であるから、長逗留が生じ、湯治場ともなる。(4)鉱山の町であり、下野の足尾、羽後の院

内、阿仁谷、佐渡の相川、但馬の生野等々である。(5)水陸交通路の町であり、道路が増えたり、鉄道

が通れば、またたくまに変化してしまう。(6)小規模な町があるためにそこに道路を通し、道路が通っ

たことでまた町の姿が変貌していくような町がある。地方にはこのタイプの町が存外に多い。こうし

た分析は柳田の得意とするところで、生活の姿の分類学として「民俗学」に属すものである。 

こうした町の形成には、実は自然環境の変化も対応させて考えておくことができる。神社のあると

ころは、実は「場所の喚起力」のある地形が選ばれていることが多い。神社じたいが、そうした場所

と対になって成立している。神社は、半人工・半自然のいわば「里山」というかたちを取っている。

境内の多くは杉の木が生えている。小高い山の下に設定されていることが多い。それを町と呼ぶのは、

恒常的に人が集まるからであり、それによって自然環境が変わるわけでもない。神社は、多くの地で

自然環境の特性を利用した半自然の維持装置でもある。遊覧地は、海水浴客や小高い山のあたり(た

とえば軽沢)にでき、自然環境を活用した遊び場である。現在の江の島海岸は、夏は日本のどこよりも

人口密度が高くなるが、本来は自然との接点を回復するための施設であり場所である。温泉町は、温

泉という資源を健康維持に活用するのだから、これこそ自然活用の典型である。日本ではわざわざリ

ゾート地を開発しなくても、温泉町というモードでのリゾート地が多々あった。草津でも湯畑の近く

には、ゲームセンターができ、深夜までギンギラギンのネオンサインが灯っている。温泉に来てまで

「ゲーセンに行くのか」と思えるのだが、集客の年齢層を拡大するためにはやむないとも思える。1980

年代の後半には、日本全国をリゾート地とすることを指針とした多くの計画があった。郵便局の簡易

保険で作られた「厚生施設」も多くはこの時期に出現したものである。そしてそのほとんどが倒産し

た。すでに自然環境を活用した温泉リゾート地が日本には点在しており、人工のリゾート地では容易

に太刀打ちできないのである。鉱山町や交通の要所は、変化が速すぎて、多くの場合、そこでの自然

環境に対応する要素はほとんどなく、かえって自然環境条件を疑似独立変数としている点に特徴があ

る。一時的に人の集まっている場所が、何らかの条件によって別の場所に移動していく。それは人口

密度の移動ではあっても、直接自然環境にかかわるものではないのである。 
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Kunio Yanagita’s Environment Theories of Agricultural Culture PartⅠ 

 

KAWAMOTO Hideo 

 

The works of Kunio Yanagita during his 30s express vividly a form that can be referred to his 

mind’s eye and something that would be reflected in later his folklore. Yanagita has the main 

interest in the "lifestyles" of the common people of various regions and those depicted in past 

literature. However, surely there existed what would be referred to as an "environment 

lebensraum" corresponding to those lifestyles. His works from this period have established the 

environment theories of agricultural culture as an "environment lebensraum." I try to take out 

such environment theories of agricultural culture from Yanagta's works in this period. 

 

Keywords：agricultural policy, folklore, life feelings, environment lebensraum 

 


