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はじめに

筆者は，20年前，本誌上で借地林業制について論じたことがある1）。20年後再びこのテー

マで論じることにしたのは，最近，東京の古書店から，吉野郡木津川
こ つ が わ

村の『杉檜山證文奥印控

帳』（以下『奥印帳』という）を購入したことが契機である。3冊から成る『奥印帳』がカバー

する年代は，文化3（1806）年から文政5（1822）年までの17年間である。木津川村は吉野林

業地帯に属し，現在は，奈良県吉野郡東吉野村の一大字であり，面積は2.76平方キロメート

ル，吉野川支流の高見川流域に位置する山村である。

前論では，借地林業制概念の検討，成立の歴史的背景，それが果たしたイデオロギー的役割

に焦点をあてて論じた。今回は，借地林業制と称される生産様式のさらなる解明と，それを借

地林業制と位置づけることの是非，吉野林業史のなかでの位置づけを考えたい。

最初に，前論をサマライズしておく。

筆者は，吉野林業地帯における借地林業制度は，①土地の所有権と立木の所有権分離，②立

木や土地の年季売買（数十年季あるいは立木一代限り），③村外の借地者による立木所有，④

立木伐採時に歩口金の授受，という4条件からなっているとした。

このシステムを借地林業と概念化したのは川瀬善太郎である2）。川瀬は，『大日本山林会報』
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1）『経済学雑誌』第97巻第4号（1996年11月）。拙著『近世吉野林業史』（思文閣出版 2008年）に

収録している。

2） 川瀬は，明治32年7月，奈良市で開催された大日本山林会の総会に参加し，総会の後，土倉庄三

郎の案内で，吉野山林の視察にも参加した。



第204号（明治32年12月号）に掲載された論文「吉野に於ける借地林業」において，吉野林

業の特性である林木・林地の年季売買を借地林業と概念化し，これが吉野林業の発達を促した

一大原因であると称賛した。

借地林業制が概念として確立する時期は，日本の法制度が形成される過程である。この時期

は，奈良県内の立木所有者にとって，苦しい時期であった。民法第1～3篇が公布されたのは

明治29年で，31年7月から施行された。明治政府は土地所有を優先させ，立木は土地に帰属

すべきものとしたので，彼らは，土地所有者の不法を怖れ，土地所有から分離した立木所有権

の保護を求めた。明治32年には，政府や奈良県知事にたいして，再三請願を繰り返した。彼

らの運動は，明治42年，「立木ニ関スル法律」として結実し，立木を不動産と見做し，土地所

有とは分離して処分することが可能になった。

立木と山地の年季売買を以って借地林業とする見解にたいしてアンチテーゼを出したのが笠

井恭悦であった。笠井は，数百枚の山林売買証文の分析から，従来，借地林業といわれていた

ものの大半は，立木の年季売りであって，資本家が土地を借りて，自ら植林し，林業を経営す

る事例は稀であるとした。笠井は，「借地林業とは，地元の土地を借り入れて村外資本家が育

林業をいとなむ」3）ことであって，これを字義通りの借地林業とした。

藤田佳久も，川上村高原
たかはら

や吉野郡東吉野村四郷
し ご う

地区の山林売買証文の分析を通して，借地林

業は存在しない，「虚構」だと断定した4）。

たしかに，山林売買証文を見る限り，ほとんどが立木の年季売りで，笠井の言う「字義どお

りの借地林業」はごく少数である。

これにたいして，筆者は，土地の年季売りだけでなく，立木の年季売りも借地林業とする従

来の解釈でよいとした。借地者が，自分で植林して所有するのも，他人が植林しものを購入し

て所有するのも，他人の土地であることには変わりがないからである。

立木法の制定を求める運動の過程で，借地林業論は山林の保護制度と結合し，山林保護のイ

デオロギーになった。これが，前論の概要である。

1『杉檜山證文奥印控帳』の概要

『奥印帳』がカバーする売買のうち，畑の売買や山林の交換などを除外し，山林と山地それ

に加えて歩口銀と年季延長を考察の対象とした。その件数は153件であるが，取引物件数は

178件である。1件の取引で複数の物件を扱っているケースもあるからである。販売者はすべ

て村人であり，購買者には村人も村外者も含まれている。村外者から村内への買いもどしは記
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3） 笠井恭悦「吉野林業の発展構造」（「宇都宮大学農学部学術報告」特輯第15号 1962年）

4） 藤田佳久『日本・育成林業地域形成論』（古今書院 1995年）



録されていない。

（1）取引物件

第1表は，年代別取引物件の内容を示したものである。文政期になると，売買が極端に減少

しているが，その理由はわからない。

第1表を物件別に整理したのが，第2表である。

立木の売買がほぼ66％と3分の2を占める。立木は商品であるから，販売の首座を占める

のは当然である。

（2）売買金額

第3表は，売買金額を示したものである。1貫目未満の零細な取引が70％を占める。筆者が，

近世の吉野林業を小農型林業と呼ぶのは，1つは林業に従事する農民が零細農民であること，

2つは小区画林業であること，3つは取引価格が零細であることにある。
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第1表 年代別取引物件

第2表 物件別集計表



（3）売買形態（年季）

第4表は，売買形態（年季）である。じつに，90％が年季売りである。永代売りはわずか

2％に過ぎない。永代売りの内容を調べてみると，うち2件は村人同士の売買で，1件は村外

者への売買である。ほぼすべての山林売買が年季売りであると言える。このことの意義につい

ては後述する

（4）百姓数

木津川村の百姓数（家数）は，文化12年で，38軒である。この数字は，同年，高見川流域

の19ケ村で，口役十分一銀 5）の配分基準を定めた文書によるものである。『奥印帳』の山林

売買に登場する百姓数は38名である。これは，親子，名跡者などを整理した結果である。上

記の家数と一致しているが，この一致に意味はない。偶然かも知れない。さらに，『奥印帳』

の四至際目に名前が出ている百姓は42名，親子関係が判明する限り整理したが，まだ混じっ

ている可能性も否定できない。両方に共通する百姓は27名である。木津川村では，40名程度

の百姓が山林を所有し，林業に従事していた。

40名程度の百姓がすべて高持百姓であるのかどうか。隣村三
み

尾
お

村（現東吉野村三尾）では，

文化12年の家数は64軒，明和8年の「村明細帳」では，高持62軒，水呑4軒，天保10年の

「書上帳」では，高持65軒，水呑7件となっている。同じく隣村小
お

村（現東吉野村小）は，文

化12年の家数は95軒であるが，天保6年の「明細書上ケ帳」では，本家91軒，小屋17軒と

なっている。木津川村はこの両村よりも小規模であり，この両村から判断すると，木津川村で

山林を所有し，山林売買に参加した百姓は，高持百姓であるといってよいだろう。無産の労働

者ではない。
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5） 近世，吉野林業地帯から移出される木材に口役銀が課され，その10分の1が，百姓助成として各

村に下付された。地元では，これを村高で分配した。

第3表 売買金額

第4表 売買形態（年季）



村高わずか59石余，畑地面積7町8畝歩（その90％が下畑）の村 6）に，40軒余りの百姓

が生活している。その零細さもさることながら，主産業である林業生産力の高さに驚嘆する。

2 小農型林業の成立過程

吉野林業地帯において，なぜ山林の年季売りが圧倒的に多いのか。その秘密は，育成林業の

成立過程にある。

吉野川流域で，育成林業が始まるのは16世紀後半である。「16世紀は日本における都市発

展の時代であった」7）といわれる。畿内における寺内町の発展は住宅建設を促し，木材需要を

招来した。畿内市場に隣接する吉野が産地となるのは当然である，当初は天然林の伐採で対応

できたが，やがて資源が枯渇し，育成林業が始まる。最初は，村方主導の植林であった。

17世紀は大開墾と人口爆発の世紀である8）。人口増加はさらなる住宅建設を促進し，木材需

要を増大させた。木材需要の増大は，百姓の植林インセンティブをさらに刺激し，所有する山

畑から周辺の村山へ植林を始めた。

小農型林業は，植え付け，植え出し，分割，植え分けの4つのパターンで成立した。詳しく

は，拙著『近世吉野林業史』に譲るとして，簡単に示しておこう。

（1）植え付け

自分の所有する山地や山畑（焼畑）に杉檜を植林することである。川上郷井
い

戸
ど

村（現川上村

井戸）の事例をあげよう。

預ケ申切畑之事 9）

一字いのむかい畑 壱枚 際目（略）

右之畑銀子四拾五匁ニ究亥ノ年より弐拾五年切ニ預ケ則銀子請取御年貢味進ニ相済シ申所実

証也，此畑ヘ杉ヲうえ可被申候，弐拾五年ニ当ル年ハ右之杉山切取畑者伊兵衛方ヘ返シ可被

申候，為後日證文仍如件，

元禄八年 亥ノ二月十一日 預ケ主 井戸村

伊兵衛 �

井戸 次兵衛殿

切畑とは焼畑のことである。焼畑を杉山に変える意向が明確に示されている。25年という
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6） この数字は，筆者の所有する，寛保3年の「大和国吉野郡木津川村高寄帳」による。

7） 脇田修（岡光夫・山崎隆三編著『日本経済史』ミネルヴァ書房 1992年）

8） 斎藤修「大開墾・人口・小農経済」（『日本経済史』1 岩波書店 1994年）

9） 川上郷井戸村文書（大阪市立大学学術情報総合センター所蔵）



短伐期が注目される。井戸村文書には，元禄～享保期に，切畑売買の名目で杉山が売買されて

いる証文が散見される。

（2）植え出し

自分の所有する山林や山畑から村山へ，杉檜を植林することである。村山への蚕食である。

木津川村の隣村小村の事例を取り上げよう。

小村でも，17世紀後半には，各自の所有する山畑で植林が始まっていた。木材需要の増大

は，植林を各自の所有地内に止めておかなかった。規制をやぶって村山へ植え出す者が現われ，

村民間で訴訟沙汰になった。

享保6年，小村の小百姓らが，新旧村役人を相手取って，奈良奉行所へ訴えた。

乍恐以書付御訴訟奉申上候 10）

一（前略）水呑ハ不及申小高百性ハ投畑ニ而粟・稗等を作り，山ニ而葛わらひを掘妻子等を

養渡世のいとなミを仕来候，（中略）然上ハ所持の山畑古林之外村山植出シ切開猥りニ

可被致子細曽以無御座候処ニ，先庄屋（八名略）猥り村山領江植出シ新林を立所持之山

畑江投畑領を切添我儘成仕方致候ニ付則出入ニ及可申処を，（中略）和談之上埒明，（中

略）又候哉右八人之者共違反仕右之境目石ぬき散シ，近年段々植出夥敷新林篭罷在候，

（中略）我々下々百性ハ渡世之いとなミ可仕所も無之様ニ罷成（後略）

享保六年丑十月 吉野郡飯貝組小村

杢右衛門

会田伊右衛門 様 杢平次

訴訟の大意は，所持の山畑や古林の他は，村山へ植出したり，みだりに切り開きをしてはな

らないのに，先庄屋らが勝手に村山へ植え出し，新林を立て，自分の山畑へくっつけてしまっ

たので，出入りになった，いったんは解決したが，その後再び植え出し，おびただしい新林を

仕立てた，これでは下々百姓の渡世は成り立たない，ということである。

この訴訟は，翌享保7年に決着する。

（3）分割

小村では，訴訟が決着した翌8年になって，56軒の公事屋 11）（本百姓）に2千坪の村山を

配分した。筆者は，これを分割と呼んでいる。
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10） 東吉野村天照寺文書（『東吉野村史』資料編 上巻所収）

11） 吉野川流域では役屋を公事屋という。本百姓のこと。



藪林字寄帳 12）

右之通村中相談之上持林四拾間四方藪弐拾間四方御年貢藪御水帳ニ御座候間数之通村持柴山

御年貢領ニ而割符致，銘々小前字場所間数帳面ニ記判形致置申候，自今以後林領藪領共永代

売不申ニ及，地共売買堅仕間敷究也，

享保八年癸酉年八月二日 庄屋年寄組頭百姓連署

私有地になったとはいえ，土地の永代売買はもちろん売買そのものも厳禁との申し合わせが

交わされた。村から配分された土地を，村外者に永代で売り渡すことはできない。強い規制が

かかるのは当然である。以後，小村は，林業村として存続することになった。

木津川村でも，文化13年，村山の分割があった。

売渡し申杉檜山證文之事 13）

木津川村領字中津河大向イと申所

一杉檜山 壱ヶ所 四方際目（略）

一杉檜山 壱ヶ所 四方際目（略）

右之杉檜山弐ヶ所地所ハ村方惣持地ニ御座候処，去ル文化十三年子ノ年より来ル巳年迄年数

九拾年限ニ相究，村方廿五軒ニ割付銘々持植付心儘支配ニ御座有之候，

文政八酉年十二月 日 杉檜山売主木津川村

庄屋 嘉兵衛 �

（他村役人略）

同村 平兵衛殿

村山を90年季で25軒に割符し，それぞれに植林させた。25軒は公事屋であろう。ただし，

これは山地の私有地化ではないが，広くいえば分割である。割符の理由は，村方入用か百姓救

済かはわからない。こうして村山は個人山となり，杉檜山となっていく。

18世紀後半になると，川上郷柏木
かしわぎ

村（現川上村柏木）や井戸村でも見られた。山林や山地

の分割は，窮乏化する百姓（公事屋）救済という側面が大きい。これは村山の分解であるが，

小農型林業発展の契機でもある。

（4）植え分け

これは分収造林である。川上郷寺尾
てらお

村（現川上村寺尾）の事例をあげておこう。
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12） 東吉野村小区有文書

13）土倉家文書は天理図書館に保管されている。筆者は，これを悉皆調査して，「土倉家山林関係文書の

実証的研究」にまとめ，同館機関誌『ビブリア』No.106，107（1996年，97年）に発表した。拙著

『近世吉野林業史』に収録している。



売渡申杉桧山三歩二歩之事 14）

寺尾村領

一字間谷口ト申処 但シ壱ヶ所 四方際目（略）

右桧木杉山村地へ村方弐歩善八孫兵衛八歩之筈ニ而植分弐歩也

（以下4件略）

然上ハ向後其元御勝手御支配被成候，但し年数之義ハ杉桧一代之筈也，伐り跡地寺尾村へ

御戻し可被成候，（後略）

安永七戌十一月 売主 寺尾村

代庄屋 嘉右衛門 �

上市 源右衛門殿 （他村役人4名略）

村地を対象にして，寺尾村と善八，孫兵衛の二人が，2対8の割合で植林した山林を，村が

売却するというのである。村自身にも規制がかかっている。

小農型林業は，山畑への植え付け，村山への植え出し，村山の分割，村との植え分けによっ

て発展した。その諸過程において，村方が推進力となるとともに，経営維持のために規制を行っ

た。規制の根拠は，山地が本来惣村地であったことにある。

3 村方規制

山林は，もともと村山であった。「延宝検地帳」では，竿入れをされず，一括して「惣村分」

とされ，若干の山手銀が課された。山地は，百姓にとって，自家用建材，薪炭，屋根の葺萱，

わらびやくずなどの山菜，肥草飼草等の採集場であった。また，百姓は，日当たりのよい山地

の緩斜面に山畑（焼畑）を開き，作物を栽培していた。山地は，個人が自由に処分できる場所

ではなかった。当然，そこに村による規制があった。どのような規制が村方からかぶせられて

いたのだろうか。

最高の規制は，私有地も含めて山地の売買の禁止である。山地は，村がよって立つ基盤であ

る。立木は商品であるが，山地は生産手段であるから，村内での売買＝所有の移転をみとめて

も，村外への売買は禁止された。

川上郷井戸村では，その始まりはわからないが，山林売買証文に，以下のような文言を押印

していた。
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村中仕格之事 15）

一土地之儀村内売買勝手ニ可仕事，従先規他郷他村永売永譲一切不仕候，万一此手形添證抔

仕他村へ相譲候ハ此手形反古ニ而候，猶又従親譲請他村へ持参仕住居仕候ハ立木一代限り

立置，土地ハ本家へ差戻可申田畑ハ直様差戻可申者也，

井戸村役人中

但シ他所之仁右仕格乍存役人無之土地買取候ハゞ其者之丸太村方より差押置出シ方為致

不申候 已上

売買証文に，土地を他村へ永代に売却してはならないというような押印をしているのは井戸

村だけで，他では見ない。村の規制を知りながら，山地を永代で買い取った者の丸太は差し押

さえて出材させないという強力な規制である。せっかく，百姓の窮乏を救済するために分配し

た山地が村外に流出していくようでは，村の経済は成り立たない。

井戸村では，明和6年に，3か所の村山を26軒の公事屋に分配したが，割賦證文に，「他村

又ハ水呑等へ売渡シ人有之候ハ，此割賦手形可為反古堅極メ也」16）とある。ここでも，他村へ

の売却を禁止していた。

川上郷大滝
おおたき

村（現川上村大滝）では，村地へ植え分けた杉檜山を村外者に売却した場合，間

伐皆伐の際，5％の歩口銀を村へ渡すことになっていた17）。村内者は免除されたから，明らか

に差別化されていた。山林の村外流出を防止しようという強い意志の現れである。

山林の永代売買禁止は，五人組帳にも記されていた。川上郷白屋
しらや

村（現川上村白屋）の文化

4年の『五人組帳』18）には，山林の永代売買禁止規定がある。

一田畑並ニ山林等永代売買御停止ニ候，若シ質物ニ入候ハゞ，庄屋年寄證文ニ可致印形候，

（中略）田畑質ニ入金銀ヲ借り田畑ヲ金主江作せ候而御年貢ハ地主より出し候儀不仕事，

田畑の永代売買禁止令について，学説は，その効果については，きわめて否定的であるが，

各自の所有もしくは占有する山地が，かつては村山であり，村から配分されたり，排他的な利

用を認められた土地である限り，村方の規制に従わねばならない。住民を緊縛する力があるだ

ろう。

山地の永代売買禁止と村外者への山地の売買禁止は，小農型林業を維持するために，外部資

本の侵入を最小限度に食い止めようという規制である。その意味では，積極的な意義を持つ。
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小川郷麦谷
むぎたに

村（現東吉野村麦谷）は高見川支流四郷川の最奥に位置する山村である。ここで

も，正徳3（1713）年，村方は，各自の持畑や山畑に限らず村山への植林を，一定の口銀（地

代）を出すことを条件にして，奨励した19）。

それから111年後の文政7年，村極めは次のように変更された。

村中一統相続ニ而究書之事 20）

一先年正徳三癸巳十二月山林究書有之候村惣作場杉檜壱万極之儀，此度相改植過人中ハ千本

ニ付五匁ツゝ割合を以地代植不足之人中江出銀仕，（中略）此以後者留山之外村惣作場植

次第ニ植付可申究也，為念心得違無之様相守可申候，

一（略）

一先規より村惣作場杉檜年数五拾年限り売買仕候処，右年数ニ而者売買難出来候ニ付，当閏

八月村中一統相談之上村内他村ニ不限七拾年限り證文ニ而売買仕可申極メ也，（後略）

（後略）

文政七年 申閏八月 日 大又垣内

惣 七 �

（他 40名略）

大又
おおまた

垣内は麦谷村に属する地域である。留山以外村惣作場へは植え次第，年季の延長など，

明らかに，商品経済の浸透が反映した取り決めである。年季を村方が決定していることが注目

される。

これに次ぐものは材木商いの規制である。吉野林業地帯の材木商人は材木方という同業組合

を組織していた。材木方は，材木商いについて材木商人を統制するとともに，流筏のシステム

とインフラを構築していた。その他，和歌山・大阪の材木問屋との交渉を担当していた。

天明6年，郡中材木商人の「仲間究書」21）に次のような1節がある。

一近年他国より当郷江入込丸太商ひ致シ申候者有之候，地方商人之儀者右之者共と合商ひ致

間敷筈，勿論入札等之席江者一切入間敷筈也，

材木の買い付けはすべて地方の材木商人仲間だけがやれることであった。

安政2年，郷外の丹生川下流の新町
しんまち

村（現五條市新町）久右衛門が，黒滝
くろたき

郷内の自分山の材

木を仕出したり，黒滝郷で伐採した材木を買い付けたりした。これらは郷外の者にはできない
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ことになっていた。黒滝郷の材木仲間は，久右衛門の材木を扱った中継問屋へは以後荷物を送

らない，と決議した22）。

これらは，材木方（同業組合）による規制である。最大の輸送手段である流筏は，材木方の

構築したインフラを利用しなければならないし，山林労働者の調達，材木の搬出道などについて

は，村方の力も無視できない。村方や材木方に反逆しては，山林所有も材木商売もできなくなる。

これらは封建的な規制である。一方では，地方の百姓や材木商人を制約するが，他方では，

彼らの零細な生業をまもっている。筆者は，積極的な意義があると考える。

4 山林売買の諸形態

いくら厳格な規制を設けても，商品経済は村方規制のバリケードを打ち破って浸入する。小

農型林業を維持することは困難になる。成木した立木の販売は林業経営の当然の帰結であるが，

育成中の山林の売却は，水田で言えば青田売りに相当する。筆者は，百姓らは可能なかぎり山

林を持ち続けるべく努力したと考えている。そのための手段が幾重にも設けられていた。それ

は個人的な対応策ではなく，共同体としての対応策である。

いくつか事例を紹介しよう。

（1）戻り証文

売買証文に戻り証文を付けるのである。嘉永2年，井戸村権兵衛は井戸村字青木の杉檜山を

玉手
た ま で

村（現御所市玉手）藤七郎に売却した。売買証文とは別に「山林戻り證文之事」23）なる証

文があって，それには，次のような文言がある。

（前略）然れ共来戌年霜月廿日限銀八百七拾八匁五分御持参被成候ハゝ，御頼之義ニ付山

林其元へ御戻し可申候，若限月過ぎ候ハゝ約速之通当部ニ勝手支配ニ可致候，其節此書付

其元ニ御座候共反古ニ御座候，為念書付依而如件，

嘉永二酉年七月 玉手村

質屋 藤七郎 �

井戸村 権兵衛殿

翌年11月20日までに，売却金額を返済すれば，山林は返却されるのである。こうした戻り

証文が，売買証文の末尾についていることがある。もちろん，その数は多くない。事志と異な

り，請け戻すことができず，切り落とされた跡が歴然としているものもある。

再び借地林業制を論ず 89

22）『吉野・黒滝郷林業史』（林業発達史調査会 昭和32年）
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（2）本銀返し

本銀返しとは，利息を付けず元銀のみを返済すれば，何年経過しても，土地や立木を返して

もらうシステムである。

拾ヶ年切ニ売渡し申小物成場所畑山之事 24）

宮瀧領我等持分之内

一墓之本山伐畠共（四至際目 略）小物成高弐升五合之処一円，右之畑山之代銀壱貫八百目

ニ売渡則銀子不残慥ニ受取御年貢御未進方へ上納仕候，此畑山之儀ハ当己之年より十ヶ年

目之辰ノ十二月ニ銀高壱貫八百目其元へ相返し申候は，此山畑御返し可被下候，十ヶ年目

之辰ノ十二月過候は此山畑いつまでも其方之御支配ニ可被成候（後略）

元禄十六年未十二月十一日 吉野郡宮瀧村売主

彦兵衛 印

楢井村 左兵衛殿 （以下 略）

猶予期間は10年であるが，他所にはもっと長い期間もあるという25）。

（3）越銀

物件を質に入れる際，通常の価格よりも安い価格で入質し，請出しやすくする。請出せず，

流質になれば，その差額分を受け取るのである。以下の事例は，文政12年10月，川上郷高原

村の太郎兵衛が，高原村領字まどの石山と口かけ山の2か所を，高市郡土
と

佐
さ

村（現高取町土佐）

の綛屋久右衛門に銀2貫目で売り渡したものである。この時，太郎兵衛は次のような奥書を付

けている26）。戻り証文である。

追而書入申候，右売券ニ御座候得共元銀壱貫ニ付壱ヶ月ニ銀拾弐匁宛割合利息ヲ加へ来寅年

（文政13年…谷）七月十日限元利共不残返済仕候ハゝ，此賣券證文御戻シ可被下候，万一右

限日ニ至リ銀子返済不埒仕候ハゝ，此奥書切取被成本文之通弐ヶ所之山林御勝手ニ御支配可

被成候，（後略）

翌文政13年12月，けっきょく山林は流質になり，この時，太郎兵衛が久右衛門に差し出し

た流し證文は次の通りであった27）。
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右之杉檜山去丑年十月銀弐貫目賣券證文エ奥書入之質物ニ差入内銀壱貫目其節借用いたし有

之候処，我等儀長々病気ニ取合不仕合ニ付，銀子調達得不仕罷在候，然ル処于今病気全快不

仕難渋ニ付，山守政重郎殿御挨拶被成下，此度越金として金子拾両御渡被下忝慥ニ請取相済

申す処実正也，

売買という形態をとっているが，実態は入質であり，銀2貫目で入質するところを，銀1貫

目に抑えている。あきらかに，請出す時のことを考えてのことである。けっきょく，病気で請

出せず，金10両の越金を受け取って，山林を手放した。

このようなさまざまな方法を設けて，小農型林業を保護しているが，最終的に山林・山地の

年季売買に収斂したと言えるのではないか。確証はないが，18世紀後半から19世紀にかけて，

山林の年季売買が支配的になったことは，これがもっとも経済的合理性があったからである。

第5表は，土倉家文書を年代別，年季別に分類したものである。トレンドとしては，年季が

長くなり，永代が減り，立木一代に収斂するようである。20％を超える年季不明を，年季と永

代とに案分すると，90％が年季売買となり，『奥印帳』と一致する。

5 山林・山地の年季売買

吉野林業地帯の村々に残る売買証文で，「売渡申杉桧山之事」という表題は，例外なしに杉

桧立木の売買を指している。山地の売買は，「売渡申杉桧植地山之事」や「売渡申跡土地之事」

となっている。『奥印帳』から代表例を上げておこう。

売渡し申杉桧山之事

一当村領 字ナ峠ノさこ東向きト申所 四至際目（略）

右之山林我等持分ニ御座候処，此度御年貢未進銀諸要用ニ差詰リ，当辰ノ年より来ル午年

迄七拾五年限リ代銀弐貫目ニ相究，其許江売渡則銀子不残慥ニ請取申所実正也，然ル上者
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右年季ノ間貴殿御心儘ニ御支配可被成候，山年貢之義者立木御伐取被成候度毎ニ売銀高壱

貫目ニ付五拾匁宛之割合地主我等方江御渡し可被下候，木御伐取之節出し道木置場等御勝

手能方江御出し可被成候，跡地明次第此方江御戻し可被下候，（後略）

文化五年辰五月

吉野郡木津川村

杉桧山売主本人 茂右衛門 印

同郡 六田村 佐右衛門 殿 （連署人 略）

売渡し申す山地之事

木津川領

一字ぬの上と申所 山地 壱ヶ所 四方境目（略）

右之山地我等持分ニ御座候所，此度銀子要用ニ付代銀七拾目ニ売渡し則銀子不残慥ニ受取

申所実正也，然上其元御勝手杉桧御植付被成候而立木壱代限御心儘ニ御支配可被成候，何

時ニ而も立木御伐取被成候節跡地ハ此方へ御戻し可被下候，尚又山御年貢之儀ハ立木御伐

取被成候節売銀高百目ニ付五匁づゞ我等方へ御払可被成候，（中略）

文化十弐年亥ノ十二月

売主 木津川村 忠兵衛

わしか口村 かみや弥八郎 殿 （他 略）

前者は立木の年季売りであり，後者は山地の年季売りである。笠井のいう字義通りの借地林

業とは後者である。

山地を借地させず，自分で持っていても，杉檜が生立している間は，山地は他に利用するこ

とはできない。立木で売ろうが，山地で売ろうが，本質的に変わりはない。いずれにせよ，立

木が伐採されると，歩口銀が入り，山地は更地になって戻ってくる。

売り物は杉檜である。成木した杉檜を伐採して販売することによって循環は完結する。育成

林業が始まったころは，材木需要は中小径木が主で，伐期は20年くらいであった。享保期頃

から，樽丸（酒樽）の生産が導入されるとともに，伐期が長くなった。資本の循環が長くなり，

間伐で賄えなかったり，市場に左右され，山林維持は困難になった。伐期まで待てない者はそ

れまでに売却する。商品は立木だけではない。歩口銀も山守職も売り物になる。50年季で売っ

た立木を100年季に延長することもある。最後に残るのは山地である。先祖伝来の土地，村か

ら配分してもらった土地，売買禁止と言われていることなど，さまざまな規制とプレッシャー

の中から創造された知恵が，山林・山地の年季売買であった。

自己の山林ではないが，その間，育林の世話を任されるとなれば，細々ながらも生活は保障

される。材木商いができれば，山林所有への道も開かれる。じっさいは，そのような牧歌的な
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ものではなかったが，可能性として存在し得た。

だからといって，百姓は安易な道を選択したのではない。藤田佳久は，吉野林業地帯の住民

は外資を積極的に導入し，自ら林業を営むのではなく，山守になる道を選択したとのべてい

る28）。筆者は，立木や山地の年季売りとそれに伴う山守化は，あくまでも次善三善の策であっ

たと考えている。

自分で育林して売買するのと他人山の管理をするのとでは，山林を持ちたいという意識にお

いても，経済的にも大きな違いがある。1，2事例をあげておこう。

下多古
し も た こ

村（現川上村下多古）庄右衛門は，文政11年6月に，大滝村の字大玉の杉檜山を，

代銀15貫7百目で購入し，翌7月に，大滝村庄右衛門に代銀17貫目で転売した。わずか1ヶ

月で1貫3百目の利益があった29）。

文久2年4月，東川
うのがわ

村（現川上村東川）伊兵衛は，上市
かみいち

村（現吉野村上市）清左衛門から，

西河
にしがわ

村（現川上村西河）領字草木谷の杉山を，代銀10貫目で購入した。伊兵衛は伐採した丸

太を，同年9月，大滝村市左衛門に代銀13貫609匁余で売却した30）。半年間で，3貫600目

の利益があった。

伊兵衛が杉山を伐採した時，誰が歩口銀を受け取ったか知らないが，歩口銀を5％とすると，

500目，必要経費を差し引いた額をもとにすると，もっと減る。最後まで所有していて，伐り

木山として売却する方が何倍もの利益がある。最後まで持ちきれないから，年季で売却するの

である。

6 借地林業制概念の再検討

18世紀後半に支配的になった山林・山地の年季売りを，借地林業という呼称で概念化して

よいのだろうか。借地林業といえば，イギリスの借地農業が想起される。

マルクスは，『資本論』で，「われわれが想定するのは，農業が製造業とまったく同様に資本

主義的生産様式によって支配されるということ，すなわち，農業が資本家たちによって経営さ

れ・・・借地農場経営者が小麦などを生産するのは，製造業者が糸または機械を生産するのと

同じである」31）と述べている。マルクスは，借地農業を資本主義の範疇で論じている。そこに

は，賃労働者，農業資本家，土地所有者の3階級がそろっている。吉野林業はどうであろうか。

たしかに，土地所有者はいる。だが，借地者は，林業を経営する資本―固定資本と流動資本―

を持ち，地元民を労働者として雇用し，林業を経営していたと言えるだろうか。借地者と地元
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28） 藤田佳久『日本・育成林業地域形成論』

29）30）土倉家文書

31） マルクス『資本論』（新日本出版社版）第3巻 第6編 第37章



百姓との間に，資本家と労働者という関係が成立していたのだろうか。借地林業という名称は，

中立的なものでなく，借地者側からの名称である。当然，そこに林業経営が含まれていなけれ

ばならない。

ここで，『奥印帳』から，山林・山地（歩口銀を含む）の販売先を示しておこう。

取引件数は153件であるが，販売先が連名になっているのが2件ある。小川郷内の販売先は，

鷲家口
わしかぐち

村（現東吉野村小川）弥八郎と新三郎が25件を占め，宇陀郡では，山辺屋長助が19件

を占める。彼らはいずれも紙問屋である。その他も在郷商人であろうと思われる。

隣村小村でも，文化12年の山方出作者（他村）は11人，文化11，12年の水害で大破した

林道の修復に寄付を寄せた者は36名であった。前者が山地の所有者，後者が立木の所有者で

ある。両方に名前の出ている者は7名である。出作者11名の所在地は，郷内が6名，宇陀郡

3名，吉野川中流域が2名である。11名中6名が紙屋である。寄付者36名の内訳は，郷内21

名，そのうち14名が鷲家口村，5名が三尾村，いずれも隣村の商業地である。吉野川中流域

が6名，宇陀郡が5名，これら大部分は商人であろう。ここには，後年，大山林所有者となる

土倉，北村，岡橋，中野などの名前がない32）。

吉野川中下流域や宇陀郡，奈良盆地（国中）から進出した商人に，林業を経営する能力があっ

たとは思えないし，固定資本も流動資本も持っていない。彼らは，単なる投資家でしかなかっ

た。植林から伐採までの経営は，山地の所有者 山守に収斂される に委ねられた。そ

ういう投資家を林業資本家（産業資本家）とは呼べない。また，山地の所有者と山林労働者と

は截然と区別されているとは言えない。資本主義的林業は，資本においても，労資関係におい

ても未成熟であった。さらに，資本主義的生産様式が，生産と社会において支配的であるとは

言えない。その段階で，資本主義的範疇に属する借地林業の成立を認めることはできない。

18世紀後半の吉野林業に資本主義的林業としての要件が具わっていない以上，借地林業で

はなく，たんなる山林・山地の年季売りに過ぎない。強いて命名すれば，地上権林業と呼ぶこ

とにしよう。地上権とは，民法第265条にいう，「他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有ス

ル為メ其土地ヲ使用スル権利」である。明治期になって創設された用語であるが，18世紀後

半に支配的になった吉野林業の経営形態を，概念化するにも適切である。

単純に，立木と山地の年季所有を借地林業とした，筆者の前論は否定さるべきである。
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32） 拙著『近世吉野林業史』

第6表 山林・山地の販売先



18世紀後半になると，小農型林業は，旺盛な商品経済の浸透によって，まさに分解されよ

うとしていた。百姓はまだ山地を所有しているが，無傷ではない。地上権林業は小農型林業が

崩壊過程にある形態である。

7 資本主義的林業の成立

資本主義的林業の成立過程を詳説することは，小論のよくするところではないし，筆者の能

力を超える。しかし，基本的な筋道だけは述べておく。

資本主義とは，資本家が生産手段を所有し，労働者を働かせて利潤を上げる生産様式である。

林業における最大の生産手段は山地である。立木も生産手段であるが，早晩商品となる原料で

もある。山地（林地）の取得がメルクマールとなる。

野村勇は，明治期以前の岡橋家の山林取得を分析して，明治期以前に立木と地上権を購入し，

明治期になって，その林地を購入する形態と，明治期以前に，立木と地上権を購入したままで

現在に至っている形態の2つを上げている。そして，明治期以前は，立木と地上権を取得し，

明治期になって土地を購入することが主体となっていたという。

北村家の場合も，川上村入之波における山林集積は，永代地（土地付き山林）が342か所，

戻地（借地）は449か所と，借地の方が多い33）。

中野家の林地所有は，明治20年代でも20％台で，借地によって経営している山林が多い。

谷家も平井家も植林事業に乗り出すのは，明治期になってからである34）。

1900年にあたる明治33年と大正4年の段階で，林地（山地）が主要な林業資本家にどれだ

け集積されていたかを見てみよう。

現在所有面積とは，昭和29年の所有面積である。それとの割合が，明治33年と大正4年の

数字である。明治後半には，大林業資本家による林地の集積は過半に達している。筆者はこれ

を以って吉野林業は資本主義林業に転換したと判断する。だが，この表には大きな欠陥がある。
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33） 野村勇編著『資本主義的林業経営の成立過程』（日本林業調査会 昭和41年）

34） 京大人文科学研究所・林業問題研究会編『林業地帯』（高陽書院 昭和31年）

第7表 大林業資本家の林地集積割合

出典『林業地帯』



北村家に匹敵する土倉家が欠落している。地元で自生した大資本は，大正期に没落した。土倉

家が残っていれば，この表の意味はもっと鮮明になっただろう。

一方における，林業資本による林地の集積は，他方における，山村民の林地の喪失である。

その傾向は近世後期から現われていたが，明治6年の地租改正が大きな契機になった。

それまで課税されなかった山地に地租が課せられるようになった。田畑のように年々の収穫

が見込めない百姓らにとって，地租は大きな負担であった。「荒麦5升」35）という話が伝わっ

ているが，荒麦5升をつけて譲渡したという笑えぬこともあったらしい。山地を喪失した百姓

は林業労働者となり，林業労働に従事する。こうして，林業資本家と林業労働者という2つの

階級が形成され，林業は資本主義の道を進む。

京大グループが中心になって編纂された『林業地帯』は，明治以降の吉野林業を資本主義的

林業と位置づけ，その指標として，封建的諸制限の撤廃，山林所有（山地），林業労働者の析

出を上げている。

野村勇が編纂した『資本主義的林業経営の成立過程』も，近代の吉野林業を資本主義的林業

ととらえ，その成立過程において，大規模山林所有の確立と林業労働の組織化に視点を当てて

いる。

明治5年，土地永代売買を解禁したことは，それまであった封建的な諸規制を取り払ってし

まった。井戸村の山林売券に押印されていた，山地の村外者への売買禁止の文言は，明治7年

までは確認できるが，いつの間にか消えた。

明治10年代の松方デフレ，その後の周期的に発生する恐慌のたびに，林地は流出した。現

在，川上村では，不在村者の山林所有は88％，在村者の所有はわずか12％に過ぎない36）。

林業構造が資本主義的林業に転換するとともに，借地者＝地上権者の中から林業資本家が生

れ，地上権林業は借地林業となり，資本主義的林業経営に包摂される。大林業資本といえども

すべての山地を所有することはできないから，借地をして林業を営む部門を残している。大字

も村落維持のため何ほどかの山地を所有し，山林を年季で植林させてきた。山地を所有して零

細な林業を営むのは，農家林家である。それも，もはや片隅に追いやられている。

（付記）筆者は，1995年，社会人院生として大阪市立大学大学院経済学研究科に入学し，以来20年，大島

真理夫先生のご指導をうけた。拙著の出版，学位の取得は先生のご指導の賜物である。先生のま

すますのご健康とご長寿を祈念する。
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35） この話は，吉野在住の民俗学者であった，故岸田定雄から聞いた。

36） 川上村・同森林組合編『川上村の林業』（平成6年）




