特集

2

戦時下の
国土休養地
計画

國立公園協会︑
1929年︒
表紙画 石井柏亭

﹃國立公園﹄
創刊号

の要人が名を連ねた︒その1年あまり

細川護立を会長に政・官・学及び経済界

り続けた人が田村剛である︒田村は1

その機関誌に創刊当初から深く関わ

変わったため︑
現在の号数とは異なる︶
︒

阿部宗広

後の1929年
︵昭和４年︶
3月︑協会

890年
︵明治 年︶
生まれ︑1915
年
︵大正4年︶
に東京帝国大学林学科を
たり発行され続け︑昨年通算800号

部講師となった︒1920年
︵大正9

阿部宗広
︵あべ・むねひろ︶
東京生まれ︒
一般
財団法人自然公
園財団専務理事︒
１９７７年東京大学農学部林
学 科 卒 業 ︒同 年 環 境 庁 入 庁 ︒
中部山岳︑伊勢志摩︑支笏洞但
などの国立公園で現地職員
︵レ
ンジャー ︶として勤 務 ︒環 境 省
自然環境計画課長などを経て
２００８年関 東地方環 境事務
所長︒２０１０年退官︒２０１
２年から現職︒

田村 剛

︵
﹁國立公園﹂
1979年 月号
No・360︑ 頁より︶

11

一般財団法人 自然公園財団 代表理事
︵専務理事︶

の機関誌として﹁國立公園﹂が創刊さ
れた︒以来戦争中の誌名変更と４年間

卒業︑その3年後に東京帝国大学農学

を目的に國立公園協会が設立された︒

年︶
に内務省の嘱託となり
︵同年林学博

10

雑誌﹁國立公園﹂
と田村 剛

國立公園協会︑
﹁國立公園﹂
と田村 剛
1927年
︵昭和２年︶ 月︑国立公

の休刊はあったが︑現在まで 年にわ

23
を超えた
︵時期によって号数の付け方が

園の誕生とその健全な発達を期すこと

12

設立時の役員には︑貴族院議員・侯爵

89
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立公園候補地の現地調査・資料収集な

日本の国立公園制度の検討・設計︑国

士︶
︑当時まだ確立されていなかった
ックナンバーは創刊号から全号が揃い︑

いからだった︒協会から譲り受けたバ

園誌を絶やしたくないという双方の思

との調整︑管理や整備にかかる費用︑

用のあり方︑他省庁の事業や民間産業

に関する論説である︒公園の保護と利

らの論を世に問い︑檄を飛ばす︒國立

や内容の決定に深く関わりながら︑自

ど広範にわたる︒編集者として執筆者

様々な論説や内外の国立公園の紹介な

公園誌は田村剛の雑誌だったと言って

選定の方針などなど︑白紙の状態から
生みだし︑形作って行く過程や当時の

も過言ではないと思う︒

国立公園の歴史・記録が詰まっていた︒

関係者が何を考えていたのかを垣間見
ることができる︒

創刊号の編集後記を田村が書いてお

物などの紹介や学術的な解説︑景勝地

地や指定後の公園の景観︑地形︑動植

のとして︑1942年︵昭和 年︶に

田村の論説の中で特に紹介したいも

﹁國土計画と休養地﹂

り︑今後掲載したい内容として以下を

の紹介︑紀行などである︒大判の写真

一方︑記事数が一番多いのは︑候補

列挙している︒

﹁國立公園﹂
の内容と
田村 剛

どに携わり︑
﹁国立公園の父﹂といわ
れている︒國立公園協会には当初から
設立発起人︑常務理事として参画し︑
﹁國立公園﹂の編集も担った︒

﹁國立公園﹂
との出会い
私が初めて國立公園誌に出会ったの
● 国立公園の使命政策行政

ことができる︒また海外︑特にアメリ

もふんだんに使われ︑往時の姿を知る

休養地﹂がある︒端的に言えば︑日本

４回にわたり連載された﹁國土計画と

は今から 年余り前︑大学で自然公園
や景観について学んでいた頃である︒

外レクリエーション地の整備・配置計

の国土全体における国立公園を含む野
31年︵昭和6年︶の国立公園法制定

カの国立公園の紹介記事も多い︒19

関する研究

● 公園の自然界や野外休養に

に関わる研究を知るための身近な参考

画であるが︑ 頁︑約 万字︑新書に

号から戦争で休刊となる1944年

﹁古書﹂としての國立公園誌を︑創刊

● 我が国国立公園運動の現況

● 海外国立公園の状況

実地に関する資料

他︑林学︑地理学︑考古学など各分野

いた内務省を始めとする政府関係者の

執筆者は︑当時国立公園を担当して

設などに関する解説記事が増えてくる︒

1940年︵昭和 年︶9月︑政府は

る国土計画策定の動きがあった︒

この論文の背景として︑政府におけ

● 公園の技術的方面の記述︑

︵昭和 年︶ 月に発行されたものまで

● 国有林︑県立公園︑

ツーリスト事情
● 地方風景を紹介する写真

その数は︑創刊から戦争で休刊するま

数がぬきんでて多いのが田村だった︒

ど極めて多彩であった︒その中で記事

いった関係業界や経済団体のトップな

定するものであった︒この動きに田村

治水・利水︑人口配分などの計画を策

林畜水産業の配分︑交通︑動力︑治山

総合的利用開発の計画で︑鉱工業︑農

防国家態勢の強化を目標とした国土の

は素早く反応し︑同年の ・ 月合併

本︑戦後を含めれば

年間で

1977年︵昭和 年︶まで１６０本

での
最も興味深く︑参考になるのが︑国立

を超える︒内容は国立公園に関する

実際に発行された同誌の内容でいま

15

なるほどの大論文である︒

と考えると合計133冊になる︒ただ

国土計画設定要綱を閣議決定した︒国

﹁國土健民会﹂と︑
﹁國立公園﹂
は﹁國

36

土と健民﹂と改称し9冊発行している︒
これらとの出会いは︑学生の時から
年ほど後の2012年
︵平成 ︶
年にな
る︒諸般の事情で解散する国立公園協
会に代わり︑自然公園財団が発行を引

公園のあるべき姿やその実現方策など

52

6

き継ぐことになった︒歴史ある國立公

号の巻頭に﹁國土計画と國立公園﹂と

12

77

24

● 公園︑風景地の遊覧客に関わる

の学者︑鉄道︑舟運︑宿泊︑旅行業と

書だった︒

後は法律の内容やその運用︑公園の施

同誌は自然公園行政の動きや自然景観

17

一般風景地保養地

68

40

し︑最後の2年は︑
﹁國立公園協会﹂
は

12

11

16

19

16

いう小文を掲載した︒田村の主張は︑
ったということだろう︒

るのにそれだけの時間と作業が必要だ

文化︑厚生対策において休養問題も重

︻１︑２章︼では一国の国防︑産業︑

まず︑これまで自然条件で厳選した

であり︑最も多くの誌面を割いている︒

園を国民大衆の利用しやすいものとす

国土計画の樹立に当たり︑国立公園︑

位置づける必要があると主張している︒

るため︑選定に際し地方ごとの人口配

ため遠隔地になりがちであった国立公

︻３章︼では休養地計画を検討するに

分の現状と将来予測に関する考察を追

要な意味を持ち︑休養地を国土計画に

１ 国民と休養

あたって考慮すべき要件として︑休養

加すると述べている︒また︑非常時下

論文は以下の８章で構成されている︒

しておくのが急務であること︒国民大
２ 国土計画と休養地

地の立地条件により異なる利用適期・

の休止停滞を考慮して計画期間を 年

道府県立公園などを予め計画に位置づ

衆の利用を考えれば︑国際観光の見地
３ 休養地計画基本資料

期間︑利用地点の収容力︑利用者の誘

け︑適地を産業その他の利用から保留

を尊重した既指定の 公園にさらに増
４ 休養地利用に関する資料

有林︑公有水面も考慮すべきであるこ

と︒公園の代用となり得る国有林︑公
７ 都市自然公園計画

６ 道府県立公園計画

５ 国立公園計画

制度を挙げ︑分析を加えている︒

の状況などに加え︑国民の家計や休暇

致範囲︑都市との位置関係︑交通機関

的標準を求めることとしている︒

必要量を求め国立公園系統樹立の一般

とすること︑人口に基づく国立公園の

設して分布の適正を図る必要があるこ

と︑といったものであった︒

これらの基本的な考え方の下に︑1

︻４章︼では職業︑学齢など国民各層

940年を基準年とし︑ 年後の19

８ その他の休養地計画

の人口分布や旅行の実態︑観光地の利
分析し︑休養地利用に関する以下の数

用の現状︑交通機関の利用状況などを

200万 で国土の5％︑数は 箇所

60年に必要な国立公園の面積は
値などを推定している︒

になるとしている︵表１︶︒
り１・２回

国立公園の利用者数を推計し︑これを

地方に分け︑各地方の 年後の人口︑

次に全国を北海道から九州までの7

20
宿泊旅行圏120キロ

る︒検討に当たっての方針は以下の４

基に国立公園の地域配分を検討してい

15

に４倍︑年増加率に換算すると7％

︻５章︼はこの論文の眼目とする部分

を基本とする

③一泊休養圏で全国をカバーすること

︵一泊休養圏︶とする

②公園の中心から120キロを利用圏

に国立公園を配置する

①全国民が一泊程度で利用しうる範囲

休養地の利用の年間変化⁝一季型︵大

20

点である︒

15

利用者数の今後の伸び⁝ ％／年
年後4倍︑ 年後 倍

16

10
＊戦争の影響で減少し現況回復に 年要す
るとすれば︑その後毎年 ％増で︑ 年後

20

り後に掲載された︒論文をまとめ上げ
14

﹁國土計画と休養地﹂はその１年あま

20

12

﹁國土計画と休養地﹂ 田村 剛1942年︵﹁國立公園﹂第 巻第4号︑1942年︶

20
休養地の誘致圏⁝日帰り旅行圏 キロ︑

国民の休養地利用回数⁝年間１人あた

ha
雪山など︶〜四季型︵白浜温泉など︶

40

10

20
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その他国有地
府道県有林
市有林
社寺及び私有地
社寺林及び私有林

図

20

21

体で４６３万 の休養地が必要になる

国有林

④公園の収容力を考慮し︑人工稠密地

御料林

35

と結論づけている︵表２︶︒

休養地

31

方では休養圏が重なるように公園を配

市立公園

482
232
208
18
6
250
16
104
10
82
6
16
16

この論文を読んで驚いたのは︑国土

道府県立公園

12.20
5.90
5.30
0.45
0.15
6.30
0.39
2.63
0.26
2.08
0.16
0.39
0.39

置する

国立公園

4,630,400
2,230,400
2,000,000
172,800
57,600
2,400,000
150,000
1,000,000
100,000
790,000
60,000
150,000
150,000

12

の国立公園体系をおそらく我が国で初

公園

この結果︑既存の 公園に加え今後

公園及び休養地

面積（ha）

めて具体的に提案していること︑そし

種別

人口
一人当たり
対国土比 面積（㎡）

9公園を新設することが必要という結

2 休養地計画総括表

て結果としてほぼそのとおりに実現し

表

論を導き出している︵図１︶︒

※人口9600万人、
国立公園利用率25％㱺公園利用者数2400万人
（現況の4倍）
※国立公園１箇所当たりの面積10万ha、
利用者数100万人/年とすると、
国立公園の必要量は24箇所、
240万ha
※関東以南は適地が少ないため、
20箇所、
200万haを目標として設定すると、
一人当たりの国立公園面積200㎡、
国土面積
（38万㎢）
の5％となる

ていることである︒新設すべきとした

208 ㎡

︻６︑７︑８章︼では地方公園︵道府

137 ㎡

９公園は︑1946年︵昭和 年︶の

5.30 %

県立公園︶︑都市自然公園︑その他の

2.60 %

伊勢志摩から始まって１９５６︵昭和

人口一人当たり
国立公園面積

2,000,000 ha

休養地の国土計画への位置づけの必要

国立公園対国土面積比

1,000,000 ha

年︶までにすべて指定された︵うち

国立公園面積

性を説き︑それぞれの必要量を算出し

73,000,000 人 96,000,000 人

人口

3つは国定公園︶
︒
国立公園の数は１９

1960年現在

ている︒

1940年現在

６０年︵昭和 年︶に目標どおり と

1 20年後の国立公園の必要箇所数と面積

最後に︑これら全てを合わせて国土全

表

ha

1 國立公園配分計畫図（「國立公園」第14巻第2号、1942年、24頁より）

※図中の1〜7の数字は、
北海道〜九州の7地方を表している

18

に１９６万 とほぼ計画を達成し︑そ
園の孤立を避ける意図もあったのでは

地﹂でひとくくりにすることで国立公

公園なども含めて論じたのは︑﹁休養

い︑したたかさが感じられる論文であ

は絶対に避けたいという田村の強い思

国立公園の存在が打ち捨てられること

なり︑面積は１９６４年︵昭和 年︶
から

の後

年余にわたり200万

企画がスタートしたのは

復刻版﹃國立公園﹄の

の場合には欠号があるま

刻がベストだが︑不可能

ろう︵全号を揃えての復

歴史研究には不可欠であ

﹃史蹟名勝天然紀念物﹄

でも
﹃國立公園﹄
のほかに

版社もあった︒不二出版

﹃山岳﹄の復刻をした出

た︑日本山岳会の機関誌

大部売れた様である︒ま

著﹄は1975年に刊行︑

これらは歴史研究の基本

向にある︒今後︑利用者

が進み︑利用者は減少傾

また図書館のデジタル化

他方︑稀覯本の復刻も

船橋 治

る︒

ちょうど2000年のこ

復刻版の刊行が呼び水と

する史料を復刻するには︑ ま復刻することがある︒

とである︒発行元が存続

なり︑後に読者から所蔵

資料であり︑研究者から

のニーズをより鋭敏に捉

盛んである︒大修館書店

復刻版
﹃國立公園﹄

と思うのは見当違いだろうか︒

202万 で推移した︒

そこの許可を得ることを

﹃古蹟﹄﹃風景﹄等︑景勝・

政府も国民も戦争一色に染まる中で︑

前提で事を進めなければ
情報を教えられることも

所管外の国有林や県有林︑都市自然

ならない︒そこで当時の

復刻版も︑最近はイン

復刻してきた︒

観光を主題とした雑誌を

ある︶
︒
復刻版の主な対象とし

不二出版株式会社 会長

国立公園協会に復刻の打
診をしたところ︑残念な
がら許可はおりなかった︒ て︑敗戦前後に各地で大

復刻版 の意義 と課題

しかし諦めず︑時期をお
いて2008年に再度申

ターネットのお蔭で何で

弊社が復刻した﹃國立

の需要も高かった︒不二

量に焼却されたといわれ

請したところ︑戦前の刊

公園﹄は創刊の昭和4年

出版においても戦時下統

行分までということで了

から﹃國土と健民﹄と改

え︑洗練された企画を打

る戦時中の公文書がある︒ も見ることが可能になり︑

題された昭和 年までの

制関係資料の復刻を数多

ち出していくことが重要

解を得るにいたった︒

ものを対象としてある︒

く手掛けた︒

特色を反映するものであ

であろう︒

新聞・雑誌はその時代の
り︑創刊から終刊までの

﹃観光と國立公園﹄
日本交通公社 編︑
三省堂出版︑
1949年

﹃国立公園論
国立公園の 年を問う﹄
国立公園研究会・自然公園財団 編︑
南方新社︑
2017年

﹃國立公園案内﹄
沼佐隆次︑
国立公園協會︑
1933年

﹃国立公園成立史の研究﹄
村串仁三郎︑
彩流社︑
2005年

80

39

ha

ha

ha

の﹃覆刻日本の山岳名
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