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はじめに　一課　題－

　筆者は前報告1）で幕藩制期の伊豆における林野所有の展開について考察した。徳川幕府の天

領であった伊豆地方における林野は，天城山一帯であった。天領の林野は，管理経営の主体によ

り，幕府直轄の御林（天城山の他中小の御林20ヵ所），私領（大名・旗本）の御林，村落入会の

郷山，百姓個人の私的林野に分かれていた。

　幕府は「九木制」と呼ばれる留木制度を敷き，さらに御林の直接的な管理保護のため御林を４
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口に区画，御林付村を設定し，各日に御林守をおき，領主的林野所有の確立，強化を図った。ま

た，御林竹村を増加することによって天城山周辺の林野を囲い込み，御林の拡大をも図った。一

方，幕府は禁伐木（留木）の指定範囲を郷山と私的林野にまで拡げたが，農業生産や生活維持の

上で必要な下草，薪炭村，農用具材等の採取については規制せず，御林竹村に限定はしたものの，

御林を利用する権利を村落を単位として共同利用する入会山として容認した。

　こうした林野の存在形態の下で，領主層と農民層がどのような林野利用の展開をみせるか，特

に本橋では農民層の林野利用と農民にとっての御林の存在意義について考察することを主たる課

題とする。またさらに，他地域の幕府領におげる農民層の林野利用についても比較検討したい。

　注

１）拙稿（1994）「近世伊豆におげる林業の展開（１）林野所有の形成と展開」『筑波大演報第10

　号』，1～31頁．
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１．御林の管理組織

　近世初期における林野は，農業生産に対して補助的役割を果たすか，あるいは農民の自給生活

を維持するための農用林として，共同的に入会利用されていた。領主の側転林野は農民の封建

的土地所有に属する耕地に付随し，その維持のために必要なものであるという見地から，農民の

林野利用慣行を認めていた1）。また，領主による天然林からの木材の伐出生産もわずかではある

が，江戸城の造営および修復用材として行われたにすぎなかった。

　それゆえ，近世中期までは天城山御林では経営，管理を目的とした組織的機構はなく，村民に

下草，下本の採取を許して御林を保護させ，時には幕府より役人を派遣して管理指導していたに

すぎなかった。この時代において御林の直接管理に携わったのは，君渾郡戸田村たくみ山御林を

例にみると2），御林所在材の御林支配人と村役人であった。

　ところが近世中期に至ると，幕府財政の窮乏化か進行し，幕府はこれを枚うために天城山の森

林開発に乗りだし，積極的な森林経営への転換と林野制度の設定，強化を試みたのである。山林

は幕府にとって有力な財産資源と化したのである。

　まず，貞享２年（1685）に，留木制度をこれまでの「七木羽」から「九木羽」へと強化し，禁

伐木を指定して農民の自由伐採をさらに厳しくした。次いで元禄11年（1698）には，直接的に林

野の管理を目的とする組織として，代官の下に御林守が置かれ，幕府の林政組織が確立した。そ

れは次図にみるような体系であった3）。

老中 勘定奉行 心
二

手附・手代

- 38

地役人 御林守

村方三役
二。



　　　　　　　　　　　　　近世伊豆における林業の展開（２）（砂坂）

　勘定奉行は御林全体を統括し，御林奉行は御林帳の記載，保管等御林に関する事務を取り扱っ

た。

　また，地方に駐在する代官以下の職務は，以下にみるとおりである。

　１）代官・手附・手代

　伊豆に代官が置かれたのぱ，元和元年（1615）で,代営所は三島に置かれたが，宝暦９年（1759）

に韮山に移され，その前年江川太郎左衛門英彰が代官に就任した几

　代官は御林管理のために手附，手代，さらに御林守を雇用して職務を遂行していた。代官の職

務権限について具体的にみよう。

　代官の職務については，安政４年（1857）「御触留」5∩こよると，勘定奉行より「御用多端ニ

も可有之候得共，御林之儀ハ兎角勝二有之」として，御林の調査，御林帳の点検，荒地の開拓，

御用材伐出後の風宮地の植栽と下草刈等の手入れ，苗木の成本分の御林帳への組入れと成木届の

提出などが申し渡されている。また，勘定奉行に属する普請役，吟味役が御林の調査をする際に

は，御林の状況，通路の刈払いや止宿小屋の準備が必要であることなど，細部にわたって事前に

報告し，指示を受げている6）。

　代官の権限についてみれば，御用材を処分する権限もなく，伐採に際しては御林の支配権を勘

定奉行に引き渡し，伐木終了後，支配権を復帰させている。それを示すのが次の史料である。

　　　｢豆州天城山御林御材木伐出相済侠儀二付御届書｣7)

私御代営所豆州天城出御林御材木伐出二付，附添御普請役小坂為之助枝差遊侠二付，去寅十

二月中間入江御林引渡置侠処，御材木弁散水之分槻，栂，樅，杉，松合本数九千三百拾本御

材木伐出し，道井小屋々敷地伐彿掛り，杉木小屋木銭手道具ナド根伐之分，槻，栂，樅，杉，

雑木合木数五千九百五本有之，伐出相済侠二付，手代差出，御普請役吉川周左衛門，田沢隆

助当六月七目御林請取中侠依而御届中上侠，以上

　　(文政三年)

　　辰六月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川太郎左衛門印

　　　御勘定所

　また，「御遠方二可相成良材木品者（中略），御普請役極印打入，当御役所極印ハ打入不中」8）

とあって，御用材になるような良材には普請役が極印を打って調査し，代官所の極印は打てなか

った。

　以上のように，代官の職務権限は，御林の経営に関しては委任されていた権限少なく，処分権

限もなく，重要事項はすべて勘定奉行の指示を仰いでいる。

　２）御林守

　天城山御林の森林資源の利用を積極的に進めようとした幕府は，元禄11年（1698）に管理組織

の強化を図った。すなわち，従来の代官所の体制だげでぱ御林の積極的経営に対応できるもので

ぱなかったため，これを強化する組織として御林守が設置された。御林守の由緒としては次の史
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　　差上中口上吉之事9）

一天城出御立山之儀，東西江拾三里・南北六里之大山御座候面，前々より右立木内，松・杉

　・桧・槻吋白・樫・楠弁知・樅之九木ハ御割木二被伸付，其余之雑木ハ出附二被下置，作

　間稼未申候，然ル所二五拾八年己前元禄十一寅年，設楽喜兵衛様御代官所之節，右山附村

　々多分御私領相成候二行，左候得者御料私領より大勢人足入込候儀候得者，御割木江茂相

　障り可中龍二行，山内無油断見廻可中旨被伸渡，同年より天城山四日江山守被伸付，壱口

　江為御給米壱ケ年二米三石五斗宛被下置，刀之儀御免被伸行候，其後元禄十五午年小長谷

　勘左衛門様御代官所之節，右御緒米之外為加扶持壱人扶持ヲ四入江被下置，当時右之通頂

　戴仕御山守相勤中候

一右元禄十一寅年被伸行山守ハ，中村九重郎，川津ロハ湯ケ野村与市右衛門，狩野ロハ湯ケ

　嶋村孫兵衛，大見ロハ菅引村伝三郎，右四入江被伸付候所，（略），己後ハ跡役之儀，其節

　之御代官様より名主・百姓之内二面御吟味之上被伸付，度々相替中候，（略），且又天城山

　場広二行，山守壱人宛見廻り届兼候江者，右壱入江被下置候御給扶持ヲニ人又者三人二面

　割賦仕，御山守相勤中候，勿論此段前々より御代宮様江御願中上，其通被伸行当時共相勤

　候儀二御座候，右者天城山守由緒之儀御尋二行，吉上中所相違無御座候，以上

　　　宝暦五年亥十月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯ケ嶋村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅引村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯ケ野村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山守連署（略）

　　　山本平ハ郎様

　　　三嶋御役所

　三島代官設楽喜兵衛の時，天城山脈に源を発する仁科川，川津川，狩野川，大見川の流域を単

位に御林を４地区に分げ，御林竹村々を設定し，各日に御林守（山守）１名ずつ計４人を置いた。

御林守は，給与として１人につき扶持米３石５斗が支給され，さらに名字帯刀を許された。しか

も大小二本差しを認められており，当時名主が名字を許されず，一本差ししか許されなかったこ

とから，御林守の待遇は武士階級に準ずるものであった。

　元禄15年（1702）には小長谷勘左衛門が代官の時に野扶持として４口で１人扶持が追加された。

その後御林守は仁科目を除き，他の３口にはいずれも１名を追加されたので合計７名となった。

なお，御林守が担当する各日の御林竹村々は，元禄11年設定当初，次の54カ村であった。

　仁科ロー仁科組８カ村，内浦組４カ村，松崎組14カ村　計26カ村

　湯ケ島ロー湯ケ島組３カ村
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　人見ロー犬見組８力村

　川津ロー川津組17力村

　この付村の設定により御林の入会利用は竹村に限定されることになった。

　代営所が勘定所に提出する返答書，届書，伺書は，すべて御林守の実施調査報告書に基づいて

作成された。したがって，御林守の職務は非常に重く，かつその範囲も広いものであった。次の

史料から少し具体的にみることにしよう。

　　御尋二付乍恐以書行幸中上侯lo）

一，天城山御林守狩野口弐人仁科口壱人河津口弐人犬見口弐人惣山七人二而相勤，登山見廻

り方之儀者銘々持口を時々無恙見廻り取締仕候，然ル処炭焼二付近未見廻り方之儀八七人中

合，半月替り壱ケ月弐人ヅヽ之積リを以見廻り，口々竃立場所請負人手先山先案内ヲ以登山

見廻り昇二障出シ場，中継会所，船積浦迄見廻り仕，止宿之節ハ御定ノ木銭米代相払，通行

仕候，右見廻り帳面廻り仕舞之者より江川様御役所江御訴仕候，右ハ見廻り方始未今般御登

山御尋二付乍恐以書付幸中上候処相違無御座候，以上

　　　天保九成年十二月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御林守７名連印（略）

　上の史料で明らかなように，御林守の職務には，まず御林の管理保護のための巡回があった。

これは従来各担当地区を対象とするものであったが，御用炭生産の開始以降は，この他に当番二

人を決めて半月毎に御林全域を巡回するようになり，御制本の保護はもとより，御用炭焼出しに

ついても竃立場所，津出し場，炭会所，船積浦まで見回り，巡回日誌をつげて代官に報告した。

またこの他の職務として，製炭請負人の伐採過多および御林の境界の取締11)幕府役人による御

林見分の際の案内12)などがあげられ，その職務は広範なものであった。

　このように，御林守は御林経営の実務上重要な役割を果たし，また，村役人である名主，組頭

のうちから選出されることが一般的であった。したがって，領主の村民支配は，領主と村民の中

間的位置にある御林守の行政能力に依存していたものと考えられる。

　こうして幕府は御林の管理組織を確立することによって，御林の積極的利用を展開する。その

中心は御用材生産と御用炭生産であった。

２。領主的林業生産

　１）御用材生産

　天城山には近世以前から良質な用材があるとして知られ，応神天皇（15代）の５年に船材が伐

出され（日本書紀），鎌倉時代には神宮寺造営材を伐出している（吾妻鑑）。また，豊臣氏の時代

には，天正19年（1591）秀吉の命を受げて，「徳川家の士，高力左近清長奉行となり，山本帯刀

成行・津金勘兵衛久清・多田三八郎・嶋宮内等之に従ひ，伊豆の山中に入り，日日樹木を伐採り，

多く船材を整へ，軍船を作って……」13）と，造船材の伐出が行われている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－41 －



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑犬演報第11号’95

　徳川時代になって，この天城山一帯の森林は幕府直轄林（御林）に編入され，「六本の制」す

なわちマツ，スギ，ヒノキ，ケヤキ，クスノキ，サワラの６樹種を禁伐とする留木制度が敷かれ

た。しかし，初期におげる幕府の林業施策はいまだ消極的段階であって，御用材生産ぱいうまで

もなく天然林からの採取生産であり，これは断続的で，しかも幕府の自給用材の確保といった性

格のものであった。

　一方，一般的にこの時期の木材需要は，築城の盛行，土木事業の増加，都市への人口集中，頻

繁に起こる大火などによって急激な需要の増大傾向を示したが，伊豆における御用材需要の端緒

は慶長10年（1605）に始まる江戸城の造営であった。次いでは，家康の命による慶長13年（1608）

の駿府城造営用材の需要であり，この両者の用材は主として伊豆，駿河，遠江，木曾，土佐，紀

伊熊野などから供給された14）。その後管見ては約50年の空白をおいて，江戸に大火があった年の

明暦３年（1657）9月に「幕府，目付役を，駿・遠・豆三ケ國に分遣はし，材木伐採を監せしむ。

蓋し江戸城修築の料なり。JI5）と，目付役を置いて江戸城修築のため山林調査を行い，天城山御

林から良質大径材の伐出が行われている。ちなみに，明暦３年から３年間で槻１万６千本の生産

が行われ，江戸へ回送している16）。

　交通・商業の発達は，築城を中心とする都市建設，頻発する火災などにともなう木材需要の激

増によって，木材の商品化の進展を促した。したがって，幕府にとって森林資源は御用材，薪炭

原木の採取源であるとともに，財政上の重要な収入源ともなった17）。さらに中期以降，深刻化す

る幕府財政窮乏の打開策の一環として,幕府の領主的林業経営が積極的に進められることになる。

これはすでににみたように，まず留木制度を強化し，次いで御林の管理組織を強化し，領主的林

野所有の確立，強化を図ったものであった。このように管理体制を整備した上で，これまでの御

林の維持と保護を中心とした消極的林政から，森林資源の活用を軸とした積極的林政への転換を

図ったのであった。

　幕府はまず用材調査から始めた。享保元年（1716）には御林内御制本について用材樹種の生立

状況を御林守に報告させている18）。これによると，四日の御林守は「御制本のうち槻，樅，栂は

多くあり，その他の樹種は少々あるものの御用木になるようなものはない。また，楠は以前から

ない。」と報告している。

　次いで享保14年（1729）には御林はもとより百姓持林についても樹種，規格別の用材調査を行

い，同時に江戸着までの伐採から運搬にいたる木材生産費を見積もらせている19）。

　こうして御林から伐出される用材生産の実施期は1760年代以降であった。その状況は，史料上

の制約から４口のうち狩野，河津の両日についてではあるが，表－１に示すとおりである。用材

生産がある程度の規模をもって，しかも継続的に進められたのは宝歴期末（1762）から文致期

　（1820）にかけての60年間であった。なかでも天明８年（1788）から３年間には約４万本，寛政

８年（1796）から５年間には約７万５千本，文致元年（1818）から２年間の約２万２千本の大規

模な生産がみられるが，文政期を境に用材生産は極端に減少する。その原因として，天保９年

　（1838）の立木調査で知られる御制木の減少，伐採地の奥地化による生産経費の増大などが考え

られる。生産樹種は享保元年の山林調査で報告されているように，槻，樅，栂がその主体を占め
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　　　太一１　御用材生産の推移

　　期　　　　　間

①　宝暦][2～明和３年

　　(1762～1766)

出材地区

狩野口

数量休）

　不　明

送　先

　汪戸

②　天明８～寛敵３年　　川津口　　　　　　約40,000　　　　犬坂

　　（1788～1791）

③　寛敵８～享和元年　　狩野口　　　　　　約75,000　　　　江戸

　　（1796～1801）

①　女敵元～文致３年　　川津・狩野口　　　21,875　　　　江戸

　　（1818～1820）

注）①は田方地区文化財保護審議委員連絡協議会「伊豆の郷土研究第11集」189

　　頁，②③①は東京営林局「伊豆林政史資料JN0.333より作成。

ている。

　御用材生産には，幕府直営と商人請負の二つの形態がとられた。まず，『嶽南史』によると，

本丸火災による駿府城再営にあたり，慶長13年（1608）「駿府本丸屋形は，家康の旨に依て，信

濃木曾・紀伊熊野，及び伊豆山より大木を伐出し，運送は，参河古田，岡崎，遠江浜松の人夫を

召して，勤めしかべき旨を遠せらる。」と，さらに「紀州熊野・信州木曾等の諸山に払各々人

を派して，巨木を伐出ださしめ，豆州の山林へは，関東の人夫を遣ぱし，以て急に之を伐採せし

めらる。」2o）とあり，慶長期の築城段階では幕府が直接農民の夫役を調達して行う直営生産であ

った。しかし，貞享２年（1685）の史料21）で「天城山より槻御用木，弐拾九年以前酉年（明暦

３年），本木一万六千余出候故，江戸木材木町半楊喜左衛門・中島呉兵衛と中者御請負仕，中年

三年二小出シ仕舞中候事…」とみられるように，明暦期（1655～7）以降には木材商人による請

負生産形態がとられるようになる。

　また，損木・土木用材の払い下げも行われたが，これについては「地元村民に払い下げること

によって彼等を保護する意図があったと考えられ，販売政策の一つとしてみるべきでぱない」22）

と言えよう。

　２）御用炭生産

　近世における薪炭は，暖房用，炊事用の家庭燃料に，また鍛冶用，塩焼用の生産資材にと広く

利用され，わが国では唯一の熱源として重要な必需品であった。また，経済の進展，需要の拡大

にともない重要な商品ともなっていった。特に江戸城及び江戸市中向げ薪炭の生産は，武蔵，伊

豆，相模，駿河などの関東及び関東近隣諸国で行われ，なかでも消費都市江戸に近く，海運交通

にも恵まれた伊豆は御用薪炭の供給地として重要な地位を占めていた。伊豆における御林薪炭生

産は，農民を編成した材に請負わせる形と江戸商人に請負わせる形で進められた。

　御用薪生産については，これを具体的に示す史料に乏しいため，ここでは材及び商人による請

負形態を事例的に示すにとどめたい。
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　次の史料は江戸への薪の村請の例である。狩野口の市山，門野原の両村が宝永３年（1706）～

正徳元年（17巾の５年季で請負い，生産量は明かでないが，年に10両の運上を上納するとある。

　　　｢乍恐口上書を以御訴詔中上峡事｣23)

一市山村・門野原村之儀，先年より大本山二高商責薪伐出シ拾分壱御運上指上ケ中峡得共，

　段々山も遠ク罷成稼二進不中峡二付，今度江戸へ罷下，右之薪伐出峡高其優川波二仕り，

　沼津迄出シ中度御願中上峡処ニ，被為似付可被下峡旨被似渡難有奉存峡，右薪常成より卯

　之年迄五ヶ年御請負中上度願上峡間，被似付被下僕，猶然二壱ケ年二金子拾両宛御運上指

　上ケ可中峡間，弥被伸行可被下峡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市山村

　　　宝永三成年六月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名圭三左衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名生長左衛門

　　　三嶋御役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門野原村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名主善右衛門

　次いで，江戸商人による御用薪の請負生産についてみよう。宝永７年（1710）「乍恐以返答書

御訴訟中上候御事」24）中に，次のように記されているのがその一例である。

一豆州宇久須村百姓，江戸本湊町伊勢屋六兵衛，去ル九年以前午之年より亥之年迄五ヶ年之

　内，宇久須奥山二面御薪伐出シ，同村権兵衛問屋二面，右六兵衛方より御薪前借金井馬代

　金借用仕，年季之通御薪伐出シ中候（略）

　上記では，江戸の商人伊勢屋六兵衛が賀茂郡宇久須村の奥山で御用薪生産を，元禄15年（1702）

～宝永４年（1707）までの５年季で請負っている。薪の伐出しにあたってば，同村の権兵衛を問

屋として，地元の百姓が伐採，搬出経費を前借りして伐出しを担当している。

　さて，伊豆天城山での木炭生産は江戸時代以前から行われており，これは天正９年（1581）10

月の北条康恵裁許状25）に「一非公儀而於他領之山無腰二炭焼木可剪取事。柿木百姓中所非分候。

　（略）」とあることで知ることができる。

　近世になってからの伊豆炭の製炭の起源は，『静岡県田方郡認（復刻版，1972）』によると，「吉

余材の点検書に，宇棚場山容林の儀は，寛文九年（1669）の頃村民城所久右衛門外四名のもの広

漠たる原野を薪炭林に供せんと欲し樹木を栽培し云々」とあることから寛文期（1661～1672）と

いわれる。しかし記録の上で確認できるのは，川津口，仁科目で「宝暦九年卯（1759）より明和

六丑年（1769）迄拾ケ年御請負」26），御用年季製炭が行われたのが最初とされ，その後明和７年

　（1770）から安永元年（1772）の３年間と天明４年（1784）から寛政３年の８年間は「休山」さ

れたが，明治維新（1868）まで約100年間継続して御用炭生産が行われた。
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　この間の天城御用炭生産について，記録に残る生産量の推移をみると，次に示す表－２のとお

りである。御用炭生産開始期については不明だが，享和２年頃は年産５万俵，文化５年頃は年産

６万俵，そして文化10年には年産８万俵と，生産量は急上昇していく。さらに幕府財政の窮乏化

か一段と厳しくなる幕末期の天保14年以降は，年産15万俵となり，享和期の３倍にも達する規模

の大きな製炭事業であった。

　このような御用炭の生産形態は，主として江戸の御用商人が請負い，幕府に納めるものであっ

たが，この他に御林付の村々に請負わせる場合や下請に渡す場合もあった。また，請負形態は普

通５ヵ年間の年季請負で，請負者に運上金を課し，伐採跡地には冥加植栽を義務付げるものであ

った。

　このことから，幕府が財政の窮乏を救うために御用炭生産を天城御林経営の中心においたこと

を知ることができる。

　ではここで，幕府領武州秩父郡大野村，白石村を中心とする地域で展開した御用炭生産につい

て，君塚仁彦氏の論稿27）に依拠してみてみたい。

　両村とも山間にある村で，農民の再生産の基礎となっていだのは木炭生産を中心とする林業生

産であった。すなわち，百姓稼山におげる商品用木炭生産，御林におげる御用炭生産の請負が主

要な経済的基盤となっていた。江戸城内の暖房，御台所用とされた御用炭は，慶長期頃から両村

表－２　御用炭年季生産の推移

　　　　期　　　　　間

①　享和２～文化４年　５ヵ年

　　　(1802～1807)

②　文化10～文致元年　５ヵ年

　　　(1813～1818)

③　文政６～文政11年　５ヵ年

　　　(1823～1828)

④　天保10～天保11年　１ヵ年

　　　(1839～1840)

⑤　弘化２～弘化３年　１ヵ年

　　　(1845～1846)

年産量（俵）

　49,741

80,000

80,000

93,194

113､166

　⑥　嘉永４～嘉禾５年　１ヵ年　　　　　　　151,672

　　　　（1851～1852）

　⑦　安政５～安政６年　１ヵ年　　　　　　　150,379

　　　　（1858～1859）

注）①②③④は東京営林局「前掲資料J No.348, 351, 350, 381,⑤は

　　寺尾宏二「天城御用炭考」『歴史地理』77 (2), 62～63頁より作成。
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に幕府御用炭役として賦課されていた。幕府は御炭代金を村方に下付し，村方は年貢差引勘定の

形で受け取り，木炭を生産し，上納していた。原木（柏木）の調達は両村及び周辺幕領村（８カ

村）に設置されていた「御囲之御炭山」が機能していた。

　しかし，大野村において，幕府は享保元年（1716）大野村農民が村内御炭山(125町歩余）に

対してこれまで有していた慣行的な諸権利（薪採取，商売炭焼立等），「百姓支配」を否定し，村

内全山野を御林化し，絶対的規制下においたのである。この御炭出御林化以降本格的に展開する

幕府御用炭生産は寛政２年（1790）6月の「御用炭焼立御免」まで行われたが，その生産形態は

　「御炭代（焼立人足賃）」，「打出シ」人足賃としての粉炭，そして「御炭代百俵二村報金五両」

を幕府から下付されるものであった。

　こうした生産・輸送費を幕府からの出資で行われた御林炭請負生産は，汝:化期におげる「相州

愛甲郡丹沢山御林炭焼出」28）でも同様の形態がみられる。

　したがって，上述の生産形態は，運上金を賦課され，冥加植栽を義務付けられた天城山御林に

おける御用炭生産とは全く異なる性格を有していたのである。

　以上みてきたように，伊豆において幕府は近世初期の段階で留木制度を敷き御用本の伐採を禁

止し，そのうえで中期以降は積極的に林業生産を展開した。その主たるものは御用材の生産であ

り，さらにこれにも増して長期にわたる大規模な御用炭生産であった。言うまでもなく，幕府に

とってこの両者の生産の目的とするところは，これに対する運上の賦課，収入の確保にあった。

なお，この御用材及び御用炭生産については，より具体的な領主的生産の展開とその構造を明ら

かにすることが重要であるが，この問題に関しては稿を改めて検討したい。

　さて，こうした御制本のみならず，他の製薪炭原木となる雑木についても大規模な領主的利用

が行われていた状況下にあって，林野に対する農民的利用はどのようなものであったか，以下そ

れをみることにしたい。

　注

目山本　光（1968）『近世・日本林業史』，東教大農林政学研究室，30頁．

２）元禄９年２月「乍恐口上書ヲ以中上候御事」（沼津市勝呂家文書）は，戸田村役人から代

　官宛の苗木敏行に関する口上書であるが，この中に「戸田村御林支配人」として善右衛門以

　下４名の連署がみえる．静岡県（1994）『静岡県史資料編　11』，ぎょうせい,659頁．

３）塩谷　勉（1959）『部分林制度の史的研究』，林野弘済会，52頁．

４）東京営林局蔵「伊豆林政史資料　N0.77（奥田文書）」．

５）同上「同上資料　N0.81（江川文書）」．

６）同上「同上資料　Noフレ72（江川文書）」．

７）同上「同上資料　No｡80（江川文書）」．

８）同上「同上資料　Ｎ0.72（江川文書）」．

９）静岡県（1994）『前掲書』,662～663頁.

10）東京営林局蔵「前掲資料　N0.93（山口文書）」.
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11）同上「同上資料　N0.95（奥田文書）」．

12）同上「同上資料　N0.103（奥田文書）」.

13）鈴木覚馬（1973）『獣脂史　３巻』，名著出版，］［453頁．

14］同上『同上書　４巻』, 425頁，山本　光『前掲書』，55頁．

15）同上『同上書　５巻』, 760頁.

16）東京営林局戴『前掲資料　No.261』．

17）本吉瑠璃夫（1991）「近世林業の展開」『日本経済史（岡・山崎・丹羽編著）』，ミネルヴァ

　書房，74頁.

18）東京営林局蔵「前掲資料　No.118 (奥田文書）」.

19）同上「同上資料　N0.346（奥田文書）」.

20）鈴木菟賜（1973）『前掲書　４巻』, 425～426頁．

21）静岡県（1966）『静岡県史料　第１輯』，角川書店, 397頁．

22）東京営林菊戴「前掲資料　N0.293」.

23）橋本敏之「1986几近世山村の生活一天城湯ケ島口を通してー」『伊豆の郷土研究　第11集』．

　田方地区文化財保護審議委員会連絡協議会, 195頁（牛森文書）．

24）静岡県（1994）『前掲書』, 739頁.

25）静岡県（1966）『前掲書』, 590頁.

26）東京営林局蔵「前掲資料　N0.348（奥田文書）」.

27）君塚仁彦（1986）「幕府御用炭役の展開と村落一武州秩父郡大野村・白石村の事例を中心

　にー」『史海　第33号』，29～48頁.

28）大友一雄（1983）「江戸市場における薪炭流通と幕府の炭会所政策一江戸近国御林の役割

　・機能の一側面－」『徳川林政史研究所研究紀要　昭和58年度』，97～99頁．

　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ　農民的林野利用

　林野は農民にとって農業の再生産および生活維持のために必要不可欠のものであった。すなわ

ち，刈敷・抹・薪炭の採取，農具等農業用材・家具建築等用材の採取，土木用材の採取等，自家

用またぱ収入を得る稼ぎ用として多様な生産物が林野に求められた。さらに，山間部の耕地の少

ない村落では山畑（ﾒU畑）として林野の農業的利用も行われた。

｜。御林における入会利用

　天城山を中心とする御林は，近世前期までは山麓の村々の入会出として農民の慣習的利用に委

ねられていた。しかし，元禄11年の御林竹村の設定は，各村の林野利用に大きな影響を与えた。

すなわち，付村の設定以後は御林への入会権をもつ村は，竹村に限定されることになったからで

ある。竹村てない村にとって農業用の肥飼料の採取はもちろん，生活資金を得る出稼ぎ利用の上

で払御林入会権の有無は極めて切実な問題であり，竹村とそうでない村との御林への入会をめ
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ぐる紛争の原因ともなった。

　幕府は御側本の伐採は禁止したが，「丸木」のうちカシ，モミについては立木の径級や林分の

密度状況によって，百姓稼ぎ用に間伐という形で利用させ1），また，下草は無論のこと，木炭，

薪等の原木である雑木についても「御林付村々山稼詑伐雑本の儀是迄ハ凡寸尺限りも無之，弐尺

五寸三尺位迄ハ伐取候由之処，以来ハ炭本伐取方同様壱尺五寸迄二限り」2）と，近世後期には径

級制限を縮小してはいるが，利用を許可し，領主的規制は緩やかなものであった。さらにそれば

かりでなく，幕府は農民の御林利用に対して便宜さえ図っているのである。次に示す史料はその

一端をうかがわせる。

　　乍恐書付を以中上族事3）

一此度天城山内川岸表二面焼炭御願中上族二付，仁科表山内入会之村々何二面差障り有之間

数哉と御窺被為遺族，山守殿より右之段承知仕族，尤川岸口之儀ハ障り無御座収得共，先年

御用炭川津表二面御願之節仁科より入会来り族場所二面焼出し，其節仁科百姓薪稼之障りニ

罷成迷惑仕族，依之御願中上族ハ仁科より入会無障場所被為仰付可被下族，（略），此外何二

而も障り無御座族，以上

　　享保十八年丑二月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁枡組白　川村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弥宜畑村

　　三嶋御役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一色村

　　　斎藤喜六郎様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湊　　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名主・組頭連印（略）

　この史料は，御用炭の焼出しが御林付村の山稼ぎ利用に支障を来すことがないかを，御林守に

調べさせているのである。そこで,史料に依拠しつつ農民の御林利用の実態をみることにしよう。

　｜）稼・刈敷の採取

　肥飼料としての下草の需要は，農業生産力の進展とも相まってますます高まり，郷山のみでは

これに応えられず，御林の裾野に広がる原野にこれを求めた。各村の「差出帳」から抹・刈敷採

取地としての御林利用をみよう。

①　享保20年（1735）川津目下佐ケ野村「差出帳」4）

　一採取場之義　　　四ケ所

　　　（略）天城山内のぼりわふと中山二而も取中峡間こぶき山と中所二面も取未申峡（略）

　佐ケ野村の採草地は４ヵ所あるが，このうち２ヵ所は御林内に１村限り入会地として持ってい

たのである。
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②　天保９年（1838）人見日原保村「差出帳」5）

　一抹かり敷取場中野山西畑山遵法居村より廿丁三拾丁又者壱里余参ル，原保村地蔵堂村筏

　　場村貴僧坊村姫ノ湯村戸倉野村中原戸村菅引村山附ハケ村入会二御座候

　一同断右之外御林境より百姓持林境迄天城山裾野通り部面麓ハケ村入会二御座候

　原保村では16カ村入会地を含め８ヵ所の採草地を持っているが，御林内に２ヵ所の御林竹村８

カ村入会地を持っていたことがわかる。

　さて，これらの抹・刈敷採取地としての御林利用の許容は，領主が年貢を最大限に収取するた

めに，農民に自家消費のための肥飼料給源としての林野利用を認めたものである。この形態は入

会利用の一般的に認められる利用形態であるが，農民による天城出御林利用の中心は林野産物を

商品化する農作間の出稼ぎであったところに特徴がある。

　この地方の打々では作間の稼ぎに，浦方は漁業を，山方は天城山より薪炭等の伐出しを稼ぎに

していた。この展開稼は農民の生活を維持し，補完する上で欠くことのできないものであっ

た6)。幕府は御林内の御割木以外の雑木については利用規制を緩め，御林竹の村々は薪炭等林

産物の商品用資材として御林にこれを求めた。

　幕府も御林内での山稼ぎを許し，農民の下草，雑木利用の代償として，御林の防火，防犯等種

々の保護義務と伐採跡地への苗木植栽を地元村に負担させた7)。また，御林利用に当たってば，

入山心得として，雑木の伐採制限，野火の消防，御林守と農民の不正行為に対する注意，などの

指示を出している。それが次に示す史料である。

　　　「御触書」8）

天城出御林如先規，御林守どもへ御仕置筋申渡，無南京山方相廻り候様申付置候ヘハ，前々

より御林附村々山稼詑伐雑木之儀，前以申渡候通り一尺五寸迄二眼鏡威儀仕間敷候，前以度

々申渡候趣堅相守，御林江立入候百姓共火道具持参致間敷候

一山内者勿論最寄等へ一切野火附間数候，若し野火有之節者，近在村々者勿論，遠方之村方

より茂脇付急々消留可申候，尤末々召仕之者迄鏡威儀無之様火之元犬切二申付可，若し油断

立木焼失等於有之者等閑之村々山入停止申付急度可逐吟味候

一御林守共飛分私曲之儀有之候ハバ早々役所江可申出候，且又村之犬小百姓御林内二而法相

背不埓之儀有之節ハ御林番迄注進可致候，右之趣楯已ヽ得村内之者共江不面様可為相聞候

２）薪炭の生産

次に，商品化される林産物の採取地としての御林利用についてみてみよう。

御林内での薪炭生産に関する記述を各村の史料から抜粋すると次のとおりである。

①　宝永７年（1710）狩野口月ケ瀬・下船原村9）

　　　「去丑（宝永６年）之年冬，狩野組之内月ヶ瀬村・下船原村天城山より薪井炭出シ来候
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　　　　（略），堅炭・鍛冶炭之儀者，先年江戸商売二出シ中収」

②　享保５年（1720）川継目川岸組17力村1o）

　　　「天城山之儀前々より川継組拾七ケ村入会二面雑木薪等取米収」

③　明和３年（1766）仁科口土肥づヽ土肥・小下田・八木沢村1j）

　　　「天城御山内（仁科口）廿六ケ村之内，土肥四ケ村之儀御山内下水前々より百姓作間ニ，

　　　江戸薪伐出御年貢弁諸夫銭等之分二仕，無高之百姓八日々山稼のみニ面渡世仕収」

①　天保９年［］［838］大見日原保村12）

　　　「作間之男ハ天城山より薪伐出シ伊東員仕出シ売中収」

　　　「当村鍛冶炭焼米り中限,天城山二面かぶ木・くさり木焼伊東演筋鍛冶屋へ出シ売中収」

　上の史料からは，農民が生計を維持する上で農間稼ぎは不可欠のものであり，薪炭等商品産物

の供給源たる御林の存在は大きく，また，無高の下層農民ほどその必要性が高かったことをうか

がうことができる。

　特に近世中期以降，江戸における急激な燃料需要の増大に対応して，「山方出もの之内，第一

金二皮峡物者薪二面御座峡」（享保12年『豆州内浦漁民史料　N0.581』）と，また，伊豆が消費都

市江戸に近いという条件とも相まって，薪は諸種の商品稼ぎのなかでもそのウエイトを高めてい

った。農民が生産した薪の商品化の主なルートは，江戸商人あるいは地元船持商人が買取り，集

荷し，江戸へ送るという形態をとっていたが，商品としての薪の流通は商人によって掌握されて

いた。なお，中期以降になると江戸商人が御用薪伐出しの請負を許され，生産段階にまで彼らの

進出をみるようになる。

　一方,薪と並んで木炭の生産も山方村落にとっては主要な出稼ぎ商品であった。前述の狩野口，

大見目の村々の例にあるように，御林内での炭の焼出しは，鍛冶・鋳師屋や江戸向けの鍛冶炭，

堅炭の生産が農民の出稼ぎとして行われている。しかし，農民が出稼ぎとして木炭生産をより重

要視するようになるのは,御用炭生産が開始される宝暦期以降であろう。それは,宝暦11年（1761）

土肥村の「返答書」13）中の「近来炭値段殊之外高値二相成峡間，薪ナドュ伐採いたし峡者格別之

益筋二相成不中峡」という文言が示している。

　そこで，次の史料により，御林付村々からの出願による出稼ぎとしての木炭生産についてみて

みよう。

　　　｢乍恐以書行幸額上限｣14)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆州天城山犬見目御林附

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅引村，姫ノ湯村，原保村，中原戸村，戸倉野村，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地藤堂村，筏場村，貴僧坊村

右天城山犬見目御林御用組合ハケ村惣代，中原戸名主与右衛門幸中上限，(略)，村々惣百姓

必至与困窮仕限二行，幸願上限ハ宮口御林内二面御制木相除下木雑木を以炭竃拾六ロニ和音

已年より来年迄拾五ヶ年之間炭焼出シ半額上限，以御慈悲願之通披仰行被下置限ハバ御年限
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為冥加之炭壱俵二付永三文元分宛御上納仕，其上苗木植附之儀茂百姓出精可仕候，依之仕様

帳面壱冊相添本指上候，右之趣被為聞召訳百姓困窮為御枚御林附八ケ打順之通被似付下置候

ハバ打々惣百姓一同相助り栗太之御慈悲難有性合本存候，以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右ハケ打惣代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆州加茂郡中原戸村

　寛政元年四月廿五目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　願人名主与右衛門

　　御奉行所様

　この史料では，御林付８カ村が御林内で][5年間の炭焼出しを出願し，冥加として１俵に付き永

３文９分の上納と伐採跡地へ苗木を植付げることを条件としてレる。　しかし，これが許可された

かどうかは分からない。

　次の史料は，個人請けの場合の御林における炭焼出しの事例である。

　　　｢入殿中一札之事｣15)

右者此度御林炭御焼二村，来午壱ケ年弐竃分縄俵とも百俵二村銭壱貫五百五拾文之積ヲ以御

引請仕筈無差支差送り中候，為後日証人加印差入置中候而知性但

　　弘化二巳年十二月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多田村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　長　蔵印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証人藤兵衛印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　戸田ハ印

　　　　　　御組順良蔵様

　上の文書では，多田村の長蔵が百俵に付き銭壱貫五百五拾文の運上金を出し，御林内で弐竃分

焼立てる権利を得ている。個人請けの場合の生産量については，次の史料では少なくとも千俵近

くの生産が行われていたことを知ることができよう。

　　　｢差人中一札之事｣16)

一金弐分也　　　　　　　　　一縄代前借之分

一炭俵九百拾六俵也　　　　　一長右衛門より取替之分

一縄九拾九房也　　　　　　　一同人より取替之分

　／

　右者御林炭縄代金井炭縄俵書面之通拝借仕供処相違無御座供，右者早速御返済可仕之処，

延引ニおよひ御差支相成案恐大供，当十二月十日迄御猶千枝成下難有楽存供，然ル上ハ右日

限迄二者親類，組合之者引請急度御返上可仕供，為後日親類，組合速印差人置中限処，但高

知件

　　　　　　弘化三午十二月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多田村
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借主義右衛門印

親類金　蔵印

組合政　蔵印

同長兵衛印

　以上，御林における農民の薪炭生産には，農民労働収取の側面を持つ村請生産があり，さらに

商人を通して販売する御林内入会稼ぎによる商品生産もあったのである。

　３）山葵，椎茸生産

　山葵，椎茸は古来より伊豆の特産物として知られ，木材，木炭が幕府の厳格な支配下におかれ

ていたのに対して，山葵，椎茸は直接的支配を受げず，いねば純農民的林産物と言えるものであ

った。

　山葵栽培の沿革は，言い伝えによると湯ケ島口，犬見目の諸村で貞享年間（1684～87）から始

まったと，また天城御林守であった板垣勘四郎が，椎茸栽培の指導に駿州有東木村へ派遣された

時に，苗を持ち帰り，延享元年（1744）に天城山中に試植したのが最初であるとも言われてい

る17）。しかし,栽培が軌道に乗るには時間がかかったようで,栽培計画が本格化するのは湯ケ島，

犬見両日とも文化年間（1804～）に入ってからである。

　そこで，山葵生産の様相を大見目を例にみてみよう。

　　｢文化年中山葵渾開発記｣18)

一最初地蔵堂村清右衛門，佐五平，太郎左工門，又四郎，原保村兵左工門，兵四郎，仁左工

門，菅引村呉左工門右九人之者文化三寅年沢之場所ヲ見合植付，山葵実のり候様二茂相見圧

制民間，……韮山御役所ョリ文化四卯年ハケ村圧願下ケ，ハケ村役人衆山中二上リ，諸々沢

之場所ヲ見合，地蔵堂村人，筏場村人，菅引村人右三ケ所，半分高割，半分八ツ割に……

　これによると文化３年（1806）地蔵堂村，原保村，菅引村の村民９名が山葵を試植し，その生

育状況からみてこれら３カ村に筏場村，姫ノ湯村，戸倉野村，中原戸村，貴僧坊村が加わり８カ

村で栽培を計画，出願して文化４年に許可を得ている。　５ヵ年期で借りた土地，地蔵堂入，筏場

人，菅引入の３ヵ所に各村の栽培地を設定したが，その割合は，面積の半分は高割，半分は８カ

村均等割としている。このような御林内の土地利用に対しては，山葵植付場所，間数，作人名を

代官に報告し，役所では台帳に記帳したが，山葵冥加の租税を課せられる以外には領主的規制は

受げなかった19）。

　経営は当初から組織化され，各村に山葵仲間が結成されており20)文化年間の生産量の推移は

表－３のとおりで，文化８年（1811）より生産量は急上昇している。

　椎茸生産の歴史は古く，寛正６年（1465）に伊豆の円城寺（韮山町）から椎茸を将軍足利義昭
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太一３　大見目８カ村の山葵生産量
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に贈ったといわれる21）。また，寛文４年（1664）豊後国岡藩が伊豆の椎茸師を招き試作を始めた

こと22），低率元年（1744）に先述の駿州有東木村へ培養指導のため板垣勘四郎を派遣したことな

どから，近世の早い時期から行われた椎茸栽培は，栽培技術にすぐれ，生産も盛んであったこと

が知られる。

　御林内での椎茸生産は御林付きの村々で山稼ぎとして行われ，原木はシイ，シデ，ナラの３樹

種に限定されていたことが，次の史料からうかがえる。

　　　｢文化ハ未　天城山御用留｣23)

一右御林附打々ニ面前々より山稼仕来候椎茸之儀,雑未之内推志て楢三品二面相稼候儀二付，

此度改有之候寸尺二面茂右未品之分者稼方被仰付度旨相願中候，

右四ケ條御伺書差出候面茂可然哉御普請役江御問合可被仰聞候，以上

　　未八月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韮山御役所

　　江戸御役所

　椎茸生産の増大は原木資源の枯渇化を招き，明和年間（1764～1771）になると原木資源の豊富

な遠州の天竜川上流で栽培する者もでてくるほどであった24几上記史料では,資源の枯渇から「寸

尺改め」の許可を願い出ている。しかし，幕末期には原木の伐り尽くしから休山としていた山が，

原木林として利用できるようになったため，以前のように山稼ぎをしたいという願い出もだされ

るようになる。それが次に示す史料である。

　　　｢乍恐書付ヲ以半額上腕｣25)

豆州那賀郡大沢里池代両村出物御分一之儀，素々椎茸ナド出物之内江差加居候処，その木□

ロュ腕間，椎茸稼相休罷有腕処，又々近来少々木品相見へ腕二付先規之通相稼度半存腕，且
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出物御分一之儀□□□年季明二御座限処，先規八六文，増水仕本□□□得共，此度之儀ハ出

精米五拾五文相増可中限間，□□ロョリ丑五ヶ年季跡請負枝伸行，上下置□□□偏二本願上

限，以上

　　　　　　　　　　豆州那賀郡

　　　（萬延六年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　池代打代兼　大沢里村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組頭三　之　助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名主五郎右工門

　　韮山御役所

本文水五拾五文相増限処御利解難然上儀二行，尚又水七文五分相増都合米六拾弐文五分増水

仕限間，右二高枝伸行枝下置度下ケ書ヲ以半額上限，以上

　上で出稼ぎの許可を願い出た仁科目大沢里村では，椎茸が小物成として，元禄２年（1689）に

「弐百五拾文　椎茸役」26）が賦課されているが，上記史料では増永をしてでの出願である。こう

して生産された山葵，椎茸は，分一銭を徴収する分一場を経由して，主に江戸へ送られた。

　ではこの地方における山葵，椎茸の生産は，農民が稼ぐ商品生産の中でどのような地位にあっ

たであろうか。大見日原保村を例に１年間の稼高をみたものが太一４である。生産額に占める割

合が最も高いのが山葵で41.7％，ついで杉挽板33.9％，椎茸15.9％と続き，山葵，椎茸あわせて

６割近くを占め,主要な稼ぎであったことが知られる。この傾向は他の地域ついても同様であり，

狩野口湯ケ島村についての若林淳之氏の分析27）によると，９品目中山葵が63％，椎茸が21％と

この両者で稼高全体の８害U強を占め，その傾向は一層顕著となる。

　４）その他の林産物

　すでにみたように，天城山では留木制度が敷かれ，貞享２年（1685）には九水割が確立した。

品　　目

　
板
茶
茶
胡
俵
茸
葵

炭
挽

　
杉
生
甘
柴
炭
椎
山

表－４　原保村の産物稼高

数　量
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注）明治２年賀茂郡原保村「産物壱ケ年稼高取調帳」（東京営林局（前掲資

　　料JN0.36）より作成。
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しかし，御割木のうちでも農民の利用が許されたものもあった。宝永７年（1710）の狩野口市山

村「差出帳」28）には次のような記載がある。

一天城山

　　是者先年より槻杉楠柏樫栂植松檜御立林二御座候

　　右之内，樫御免抜道小道具二仕，市山・湯ケ鴫・門野原三ケ村二面かせきニ致限，右之

　　外雑木之儀，右三ケ村二面渡世ニかせき伐り出限，其時分瓜生野村御拾分一指上中限

一男作間

　　是ハ天城山二面樫小道具取出シ方二中買商人方へ其日々々ニ米石二代替,口物二仕限間，

　　金高真数難斗限

　上の史料では，出稼ぎとして禁伐木であるカシの利用が許されている。これを裏付げるのが次

の史料である。

　　　｢差出中口上吉之事｣29)

　　(略)

一樫之儀ハ前々より百姓稼二被下置候処，尚又享保年中斉藤喜六部様御代官所之節，稼木之

儀吉上候旨此段半中上候処，被罷仰聞ハ前々通り稼木計候得ハ樫絶え可中候間，自今弐尺以

上之木筋宜数分ハ見合，立置間引候而稼キ木二可致旨以御慈悲披罷仰渡難有半存候

　　(略)

　宝歴十二年午四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右組代連印

　江川太郎左衛門様御役所

　ただし，享保期の斉藤代官時代（1729～1735）からは径級制限付きの伐採許可ではあった。カ

シで作った農具や小道具は仲買商人へ売り出している。

　では，天城山から江戸を中心として送られるその他の林産物を，文化10年９月の「天城山諸荷

物冥加未納調帳」3o）でみると，狩野口御林付湯ケ島，市山，門野原三カ村請として，「すす竹，

菅，抹香，葉抹香，下駄木，甘茶，かそ，藤つる，鍛冶炭，荷棒，足駄歯，桧綱，もち皮」の多

くの種類の産物が上げられている。そしてこれら出物の稼ぎは，「右取立相済御運上引残り分三

ケ村家例二割恨事，三ケ村相談之上相定メ恨　三ケ村家数三百七軒割」と，収益は家割としてい

る。

　以上みてきたとおり，御林を対象とした農民的林野利用は，自給的資源利用と展開稼ぎによる

商品生産という二つの形態で展開した。幕府は農民の御林利用の代償として御林保護の諸義務を

課したが，一方では，農民に対して展開稼ぎを保護するような姿勢さえ示している。こうして御

林付村々は，御林守の監督下で御林から生産，生活に必要な資材を多様な形で採取利用したので
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２。入会山としての郷山利用

　農民が林野に求めるものは，農業生産を直接支える地力維持機能と農民生活を維持し補完する

機能であった。領主である幕府として払農民の生産・生活条件を満たすためには，農民による

林野の一一定の用益を許容することが必要であった。この対象林野の一つとして，「むら」を単位

として入会利用を許容した郷山（村持山）があり，その用益は村落の用益に委ねられていた。こ

うした共同利用に委ねられた入会「むら」の単位は１村から，村内入会林野のみでぱ肥飼料，薪

炭村の需要が満たされない場合は入会う村が複数と，多様な形態をとった。

　１）村中入会

　これは１村だけが入会う郷山利用の形態であるが，史料からこれに関する事例を示そう。

①　宝暦６年（1756）君沢郡土肥村31）

　一抹場，凡反別拾三町先年より御田地起牛馬の草二苅来候，但外村入会二面ハ無御座候

　一屋根かや，凡反別拾弐丁余先年より百姓やねかや又八年二寄稼ニもいたし来り中候

　一山方薪取場　是ハ先年より天城山近所二面伐出し，又八百姓持林昇二当村内山二面伐出

　　し来候

②　寛政９年（1797）賀茂郡湯ケ野村32）

　一大宝山之儀ハ往古湯ケ野村壱ケ村二面抹苅敷刈取候

③　天保九年（1838）田方郡矢熊村33）

　一百姓持林ニケ所，是ハ郷御蔵修復之節用立中候並二御蔵かこひ番家之修復田畑江猪鹿が

　　こひ杭木等に年々伐用中候

　ここで用益の対象となる採取資材は，自給用の牛馬飼料，田肥料，薪炭材，屋根萱材など，さ

らに備蓄林としての郷林からの郷蔵修理用材，獣害防止用材などであり，なお余裕のある場合は

稼ぎ用にもなっている。農村への商品経済の浸透は林野資源商品化に対する農民の関心を高めさ

せ，特に山稼ぎによる薪炭生産の増大をもたらした。このことがひいては，「抹場，苅敷場」を

　「薪山」へ転換，拡大し，さらに薪価格の低落，木炭の高値により「薪山」を「炭山」へ切り替

える，という状況を生むようにもなった。

　すなわち，宝暦11年（1761）土肥材の場合34)「当村之儀往古ハ郷山至高手狭之儀二面，右郷

山生木之儀者小前之者共日々勝手二入組，薪木伐採候仕来二御座候処，右場所高巳二面八日用相

弁じ候迄二面，不時之凌二不相成候間，抹場苅教場之内圧郷山相仕立致度段，一同相談之上村為

之儀と心得，抹場苅教場之内所々郷山二相仕立候儀二有之」と，さらに「近来炭値段殊之外高慎

二相成候間，薪ナドュ伐採いたし候者格別之益筋二相成不中候儀二付，小前之者共より炭山二教

度」という要望も出されている。この傾向は，一一方では抹場を狭めると，懸念されるようにもな

る。
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　さて，上記のように農民が郷山から資材を直接採取，利用する以外に，郷山の立木を入札によ

り売却し，収益を上げることもある。その場合の入札規定の一例をみよう。

　　　｢入札定｣35)

一高割郷山字名小杉原之内分地仕畝処，門之洞壱ケ所上下共不残入札売払仕畝事

一境之儀ハ東者源余境西者天網ケ源余境，奥茂同源余境下者沢境，無相違指定メ畝間，後目

　境違無之様可仕畝事

一右代金之儀ハ来四月十五日限半金相渡可中，残金之儀八日枡目迄二限一切可延引不仕，若

　其節二至り及遅滞畝節者讐難儀二面茂無違慮生木引取，我ナド勝手次第時宜取計可中事

一敷金之儀ハ入札壱敬二付正金五両差金可仕畝，尤落札之方ハ山代金之内江相預り可中畝，

　且近札之者汪者相返し不中畝間連中一同右心得二面入札可致畝事

一伐木年季之儀ハ当卯年より午年迄四ヶ年二相極メ伐払可仕畝，程又年季明畝面伐木残り場

　所在之畝共，我ナド方江引取可中事，

一落札金高附合畝節ハ先開之方江生木相渡可中畝，讐落札畝共敷札不相致二面ハ生木売渡不

　中畝事

　右之僅々篤と承知之上入札可致畝，定ｙ事文意違不埓之儀在之畝節ハ生木引取可中畝，後

　目二間違為無之定メ相極畝処，但面知性

　　安政二年卯三月廿六日夜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小土肥村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　頭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百姓代

　　右村々入札御違中

　以上をみると，①入札売払対象林の位置，②代金の納入期日，違反した場合の立木所有権の喪

失，③入札敷金額とその取扱い方，④伐木期間と期限切れ立木所有権の喪失，⑤落札金が同額の

場合の優先順，などの条項を定め，これに違反した場合は立木の売却は停止するとしている。

　では，こうした郷山立本の伐採収入は村民へどのようにして配分されたのであろうか。上記の

入札郷山は「高割郷山」とあるから，農民の特高によって配分されるものであるが，宝暦11年仁

科目土肥村の場合は，「伐採候節古代より高特江六分小前江四分杯と割合，剰近来七分三分二定

め」，「郷山塊焼野を消防之儀ハ村中家別」に「無甲乙割合いたし」，「落札金之内二商館用金引」

くとしている36）。そして慶応２年大見日原保村の場合は，「上木売払候節代金之儀者村内家例平

均二割合」し，「山役家別二相勤可中候」となり37)収入配分率や管理経費負担率は地域によっ

て一様でない。

　さて，近世後期になると，幕府財政の窮乏化はますます進行し，いきおい村財政も逼迫した状

況に追い込まれるようになる。したがって，村財政を補助するために，郷山を長年季で売却する
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例が多くみられるようになる。次の史料で一例をみると，いわゆる長期間の使用収益を認めた質

人形大のものである。すなわち，売却期間を50年と定め，年季中の用益権は買主にあるが，年季

終了時に代金を支払えば受け戻しができ,支払えない場合は永久に買主のものとなる契約である。

　　　｢売渡中証文之事｣38)

一雑木林壱ケ所　宇土肥西畑

　右林之儀者柳見より御公金方江引取限処，此段御公金二差支貴殿方江御無心中林代金六両

　只今鐙二請取御公金御上納中限処実正也，但年季之儀者，当中年より来ル酉年迄五拾ケ年

　季二相定，其内貴殿方二面御支配可成限，年季積り本金差出限ハヽ右之林土山二面御返シ

　可被膜限，若年季目二請戻シ不中限ハヽ此証文を以永々御支配可植皮限，為後日証人加判

　但知性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原保村

　　文化九中年十二月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売　王百姓代　利　助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証　人組　頭　源兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名王代組　頭　伝兵衛

　　　　　　　地蔵堂村

　　　　　　　　　　小左衛門殿

　右林相違無御座限　以上

　　　　　　　　　　　名主　五郎左衛門

　２）村々入会

　これは複散村による郷山共同利用の入会形態である。まず，農民が林野に依存する様相を，享

保20年（1735）の賀茂郡下佐ケ野村「高反別差出シ帳」（下佐ケ野区有文書）からみると，

一田糞之義牡％之ふみ中候馬屋こへ井野苅敷志もこへ等ニて年々仕付中候

一畑糞之義馬屋こへ志もこへ之類ニて仕竹中候

一男之稼二耕作之間仕候ハ天城山より雑木江戸薪伐附出シ稼二仕未申候

一女之稼二仕候義ハ其家々自分朝夕之薪井根野草之品々其外慨賜かいりやう等常々心懸けた

　くわへ中事斗にて御座候

とあり，自家用の肥飼料，薪等，また商品化する林産物の採取地として林野は不可欠のものであ

った。しかし，採草を例にとって払田畑に施す肥料用の柴草を確保するには，一般にその面積

の5～10倍の採草地が必要であった39）ことから推して払村内山のみでこれらの需要を満たす

ことは難しかったであろう。したがって，農民の多くはいわゆる外山といわれる村々入会郷山や

広大な面積を有する御林に依存せざるを得なかった。

　そこで，同史料から利用権を持つ入会林野について下佐ケ野村を例にみてみると，次に示すよ
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一薪取場之儀

　是ハ天城山筋梨本村之入同火鍋村之入二高雑木加連木等前々より取未申限，尤当組中御料

　私領村々入会二高御座限，此外佐ケ野山筋ニても取未中限

一採取場之儀　四ケ所

　是ハ右佐ケ野山より前々取未り中欧，尤入会之儀ハ校場村矢野村下校場村当村此四ケ村人

　会二高林苅敷前々より取未り申限，此外火打連山と申所より取中限，是ハ当村湯ケ野村此

　弐ケ村入会二面取未申限，此外天城山内のぼりわふと中山二面モ取中限，同こぶき山と申

　所ニても取未中限

一萱野之儀ハ右四ケ所之山二面取未中限芦野之儀ハ無御座限

　薪村の採取には竹村17カ村入会の御林と校楊，矢野，下校場，下佐ケ野の４カ村人全部山があ

り，下草，萱の採取地は４ヵ所で，このうち２ヵ所は校場，矢野，下校場村との４カ村入会と湯

ケ野村との２カ村入会の郷出，他の２ヵ所は御林内のぼりわふ山とこぶき山に依存している。

　さて，こうした村々入会については一定の制限や条件の下に利用が行われるが，ここでは他村

持林野に一定の村民が入会う他村特出入会の利用形態について，次の事例によってみてみよう。

　①　那賀郡宇久須村と君沢郡小下田村の２カ村入会4o）

　小下田村より約６倍の林野面積をもつ宇久須村は「小下田村之儀者抹場茂狭く峡間，是迄之通

り罷苅峡様ニ」と山元村として入会を許可しているが，ただし「宇久須村地内江入会方之儀者都

面抹萱鎌刈いたし峡儀と心得，紀之類相用峡者不及中二木昌之分者不伐採と取極峡,」として，

採取物は鎌による株，萱，小柴に限り，紀の使用および太い樹木の伐採は禁止するとの制限を付

している。

　②　賀茂郡谷津村と笹原村の２カ村入会41）

　林野面積が少ない笹原村が谷津村持山に入会利用する例であるが,元禄２年（1689）笹原村「扱

証文」に「谷津村塩釜役永百文谷津佐々原両村二面先年より半分宛相勤来峡就又塩木出並馬草刈

敷山入逢」とある。これによると，笹原村は山役である塩釜役百文の半分50文を負担することに

よって，塩焼用燃料と肥飼料用抹の採取のための入会利用を許される。そして入山条件について

は，「（略）苅敷之儀画材近年中合（略）日限相定ｙ谷津村二面両目苅敷カリ峡面，翌日より犬合

村立合二商人込カリ可中」（元文元年「仕証文之事」）と，山元村と入分村との間には差を竹げら

れる。その上，塩釜役永50文の他に，谷津村山入会に対する“つきあい”として，祭，山神祭，

節句，歳暮などに対する金銭支出も行われている（享保12年「笹原村入用矢銭帳」）。

３。私的林野の利用

　天城山を中心に林野の利用が展開する伊豆地方の林野は，まず天城出御林が伊豆の中央に位置

し，その裾野周辺は御林付村々の入会地，御林を境に村々入会地と続き，そして田畑，屋敷を中
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心に形成された村落の周辺に村中入会地と百姓持山が存在した。

　農民個人が占有し用益する百姓持山の形成は，近世初期の段階ですでに占有を認められていた

もの，郷山の分割によるもの，郷山の年季売買によるもの等があげられる。そして中期以降は年

季売買による上層農や船持商人への移動，集積も認められるようになる42）。

　1）小商品生産と自給的林野利用

　農民個人の所持する林野の面積は小さく，抹，刈敷をぱじめとする農業用資材，薪炭等各種の

生活用資材，そして出稼ぎ用資材の大部分は御林と郷山が供給源となった。しかし，個人持山で

も自家用及び稼ぎ用資材の採取利用が行われた。その利用については，各村の「明細帳」から，

次の記述をみることができる。

①　君沢郡長浜村　宝永７年（1710) 43)

　一百姓薪　是八百姓自分林二面薪取中限

　一百姓家作　是ハ所々二百貨調中限，四壁有之限者ハ少々宛四壁之竹本らも足シニ道中限

②　那賀郡浜村　享保17年（1731) 44)

　一百姓家作致限義居屋敷四壁之竹本年々植置家作致限節相用限，其外相調作事徴候義無御

　　座限

③　君沢郡大沢村　正徳６年（1716) 45)

　一居村之内百姓山少ツヽ御座限江戸薪切出シ中限面かせきニ仕御年貢御役之たりニ仕限

④　賀茂郡横川村　寛政８年（1796）46）

　一作之間二男者之かせき百姓自分之山二面炭薪伐，中之瀬へ出シ渡世送り中限

　個人持林からは自家用薪および山稼ぎ用薪炭の採取を,屋敷林からは家作材の採取をしている。

　さて，林産物の商品化が進展する中期以降には，田畑から林地への転換がみられるようになる。

例えば，天保９年（1838）田方郡矢熊村「村差出シ明細高上帳」47）には，

　　上田林成　　　三献歩

　　下田林成　　　三献歩

　　上畑林成　　　一反四献歩

　　中畑林成　　　弐献二十歩

　　上田林成　　　七献歩

　　下田林成　　　四献二十歩

とあり，合計３反４献10歩の田畑が林地化されている。

　また，廷享２年（1745）三津村百姓持林の場合48），「猪荒二罷成，作仕付不罷成」ため，「小松

杉之類植中候」，「雑木林仕立中候」と中・下畑を林地へ切り替えているが，広葉樹薪炭林として

育成するばかりでなく，松，杉など針葉樹の植栽も小規模ながら行われている。

　一方，こうした個人持林野の利用のほかに，農民が稼ぎ場として積極的に利用したものに山畑

があった。それを次にみよう。
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　２）山畑の利用

　林野の農業的利用として山畑があげられる。伊豆地方における山畑は，史料上では南西部那賀，

賀茂郡内村落の慶長，延宝検地でその存在を確認できる。焼畑が柴や草を焼き，その焼げ跡に稗，

栗，蕎麦などの農作物を栽培するのに対し，ここの山畑は山焼はしないで林地を耕作するいわゆ

る刈畑であった。明治12年８月「勧業調査表」49）には，賀茂郡明伏村の耕作法について，

山畑　村内田圃少キュ因り旧来ョリ刈畑ト称シテ炭木ヲ伐リタル後ヲ耕シテ，粟稗蕎麦ノ類

　　　ヲ蒔平面テ後再耕シテ，アラコト改称シ芋ヲ耕作ス，三度耕シテ猶又地ヲフクナト改

　　　称シ麦ヲ作ル，四度耕シテ雑木ヲ植ル，山煩多キ畑ノ数倍ナルヲ知ラズ

とあり，山畑は木炭生産と農作物生産に両用されている。また，那賀郡浜村の場合（享保17年「差

出帳」）払

一百姓林　尤百姓自分持林ハ御座侯，山畑御縄目候悠二二三年も作仕，其所汪苗木植置，五

　六年茂仕立伐取御年貢諸役之足シニ仕候事

と，薪と農作物の生産をする同様の利用形態が認められる。

　ところで，この山畑は，貢祖の対象となっている山畑と，貢祖からぱずされている「引分」の

山畑の２種類があり，引分の山畑は江戸時代を通じて終始年貢から除外され，山稼ぎの場として

農民の生活上重要な位置を占めていたと言われる5o）。例えば，賀茂郡の４カ村についてその面積

をみると，太一５のとおりで，「引分山畑」は４カ村とも「石盛山畑」の約２倍の面積を示して

いる。

　しか払　この地域の林野率は高く，田畑の耕作条件は「田方大別シテ其三分ヲ平坦トシ五分ヲ

以塀立セル山間二横突斜面シタル部分トス，其平坦ヲ比較スルニ田方ノ三分ノ一トス，其八九分

ハ嶺上山腹等二芝地或ハ山林ト碁布スル部分ナリ，田畑ヲ平均スル二一戸五反歩ノ耕耘二相当ル」

　（同上「伏倉村勧業調査表」51))という状況であった。したがって，この地域の零細な農民にと

って，食料及び薪炭村の供給源として活用できる山畑の存在は，生計維持の面で大きな意味をも

っていたと言えよう。

表－５　賀茂郡４カ村の山畑面積

　　　　　　　　妻良村　　市之瀬村　　伊浜村　　加茂村

　　　　　　　　町反畝歩　　　町反畝歩　　　町反畝歩　　　町反献歩

　石盛山畑　　　　3.4.15　　　5.5.12　　　4.8.14　　1.1.5.23

　引分山畑　　　　7. 3.05　　1.1.0. 23　　　9. 7.00　　2.3.1.15

庄）「慶長３年等級別耕地表」（地方史研究所「伊豆南西海岸」99頁）より作成。
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4.林野利用における農民の負担

　先述のとおり，幕府は農民の御林利用に対しては，諸種の御林保護や御礼杉，冥加植栽などを

義務付げるかわりに，御用炭（運上），山葵（運上），椎茸（役永）以外の林産物採取に対する課

税措置はとらなかった。しかし，郷山，個人持出については租税が課せられ,た。

　江川役所「寛政七年（1795）御用留」中の次の史料をみよう。

　　小物成名目之訳中上候書付52)

　　　　　覚

　　　(略)

一山手役之事

　是八百姓林二面薪材木ナド伐採候二竹山手役と唱，前々より役永上納仕未申候

一山役之事

　是ハ抹ナド刈取候二竹山役と唱候，前々より役米役上納仕未申候

　薪，材木を伐採した時には山手役が課せられ復水（銭）で納め，抹の刈取りには山役を役，米

復（役・米）で納付している。この山手役，山役の例を宝暦12年（1762）における田方郡狩野組

５カ村について次の史料川でみると，１反歩につき薪山は水１文，抹山は５歩の役永（銭納）

であった。税率は地域や材によって差異があり，賀茂郡松崎組８カ村の場合では，薪山が水３～

４文，抹山は水１文となっている5几

　　　　林山百姓持林反別書上帳

　　　　　　　覚

　　一百姓林凡反別三反歩　　　　役水反二永壱文　　　　　月ヶ瀬村

　　　林山壱町弐反　　　　　　　役水反二水五歩

　　一百姓林壱反五畝歩　　　　　役水反二水壱文　　　　　門野原村

　　　林山凡反別壱町弐反　　　　役水反二永五歩

　　一百姓林凡反別壱町五反　　　役水反二水壱文　　　　　松ケ瀬村

　　　林山弐町壱反　　　　　　　役水反二水五歩

　　一百姓林七畝歩　　　　　　　役水反二水壱文　　　　　湯ケ島村

　　　林山三町歩　　　　　　　　役水反二水五歩

　　一百姓林七反歩　　　　　　　役水反二水壱文　　　　　下舟原村

　　　林山八町八反歩　　　　　　役水反二水五歩

　　　右之通り御座候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各村名主，組頭，百姓代連署（略）

　但し，上記史料中，百姓林には「是八百姓銘々持主有之薪山二而此度役永上納可仕事」，林山

には「是ハ当村林苅敷取り候山二村此分役水上納可仕事」と付記されている。
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　さらに，領外へ移出する産物（出物）には分一税が課せられ，幕府財政の一助となった。林産

物（木炭，薪など）につレてみると，生産地が御料，私領，郷山，個人持山に関係なく賦課され

た。但し，幕府の命ずる天城御用炭の場合は運上を納めるだけで分一は納めなくともよかった。

これは次の史料で知り得る。

　　差上中一札之事55)

　(略)，天城出炭之儀ハ格別二御座埃二付，御運上相綿埃得バ別段御分一相綿埃儀無之御儀

と相心得罷在埃，右天城炭之外ハ御料私領村々百姓持出二而焼出炭ハ勿論其外薪ナド迄出物

御分一指綿埃儀と相心得罷在埃，(略)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬加賀守知行

　文化四卯年七月十九目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆州那賀郡桜田村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百姓　伝七

　江川太郎左衛門様御手附

　　　谷口古蔵様

前書之通相違無御座埃二付奥書印形差上中埃，以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右村　名主，組頭連印

　このような林産物の生産に対して，山手役，山役，さらには分一まで徴収されることは，農民

にとっては二重の負担であり，したがって山千役，山役を免除してほしいとの陳情も行われてい

る几

　注

１）東京営林菊戴「前掲資料　Ｎ0.296（宝暦12年，奥田文書）」，

　「同　N0.337（慶応２年，奥田文書）」。

２）同上「同上資料　N0.122（文化９年，江川文書）」。

３）同上「同上　N0.300（奥田文書）」。

４）同上「同上　N0.38（下佐ケ野区有文書）」。

５）同上「同上　N0.35（原保区有文書）」。

６）農作間の出稼ぎ期間とは，寛政９年「豆州天城山炭焼出仕様帳」でみると，大見目御林付

　８カ村の場合「「壱ケ年之内四月・五月・九月・十月，四ヶ月之義ハ御田地核附苅人之節二

　付相除，残百八ヶ月…」と，１年の2/3に当たる６～８月，11～3月の８ヵ月間となる（静

　同県［］1994)『前掲書』,745～746頁）。農民の生活は農業生産に全面的に依存することぱで

　きず，農業を中心としつっもそれ以外のいわゆる農間稼ぎに生計の道を求めなげればならな

　かった。特に下層農民にとっては，生業といえるほどの意味を持ち，中期以降諸稼ぎが多様

　化するなかで専業者も現れてくる。

７）宝暦12年（1762）大沢里村「天城出御割木九品之内三品ハ当村願之儀奉中上限処，御吟味
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　之土被罷仲間候者，右不足之本品此度植立被仲行幸畏候，然ル上ハ前々之通肥草井下本百姓

　稼二被下置候ハ，楠ハ他日迄も相窺植立，杉植ハ苗木仕立急度植立候上，本数近目可中上候」

　　（（前掲資料　No｡296奥田文書）．

　　明和３年（1766）土肥４力村「拙者共四ケ村西面ハすへて茅野抹場計二面，雑木稼候場所

　無御座候二行，（略）古来より稼来候，依之御山内御高札建替其外諸御用相勤来候，（略）．

　御割木九品之内不足之木品有之由，然上ハ右不足之分五十四ケ村一統二苗木仕立，稼湯江植

　付可中旨被為仲行幸御請，苗木相調野火等之差障り無之宜敷土地を見立，去百年小下田八木

　沢土肥三ケ村二面植竹候」（「前掲資料　N0.298奥田文書」）．

８）時代不詳，河津町湯ケ野「松末家文書」．

９）静岡県（1994）『前掲書』,740頁．

10）地方史研究所（1959）『伊豆河津郷　土河津』,282頁.

11）東京営林局蔵「前掲資料　N0.298（奥田文書）」.

12）同上「同上　N0.35（原保区有文書）」.

13）同上「同上　Ｎ0.239（関文書）」.

14）中伊豆町教育委員会所蔵資料「中原戸内田家文書」．

15）韮山町史編纂委員会（1989）『韮山町史　第五巻（上）』，韮山町史刊行委員会,687頁.

16）同上『同上書』,688頁.

17）中村克哉（1983）『シイタケ栽培の史的研究』，東宮出版，58頁．

18）東京営林局蔵「前掲資料　No.433(飯田文書）」．

19）東京営林局（1964）『伊豆林政史』，東京営林局,114頁．

20）東京営林局蔵「前掲資料　Ｎ0.431（土屋文書）」.

21）中村克哉（1983）『前掲書』，25頁.

22）同上『同上書』，84頁.

23）東京営林局蔵「前掲資料　Ｎ0.339（江川文書）」.

24）中村克哉（1983）『前掲書』，60頁.

25）東京営林局蔵「前掲資料　No.441(奥田文書）」.

26）同上「同上資料　N0.40（弥宜ノ畑社文書）」．

27）若林淳之（1951）「近世伊豆天城の山葵業」『地方史研究2』2頁．明治２年５月「湯ケ島

　村物産品々壱ケ年稼高取調帳」によるが，この村の場合「津出場遠路二面引合不用近年商売

　相休居候」と，木炭，板材の生産は無しとなっている．

28）橋本敏之（1986）「前掲論文」,185頁（市山区有文書）.

29）東京営林局蔵「前掲資料　N0.296（奥田文書）」.

30）橋本敏之（1986）「前掲論文」,188頁．

31）東京営林局蔵「前掲資料　N0.18（関文書）」.
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　　　　　　　Ⅳ　おわりに　一天城山御林における林野利用の特徴－

　天領伊豆における領主的林野所有と林野制度は，「六木制」から「七木羽」，そして貞享２年の

「元木羽」とする留木制度の強化，次いで元禄11年の，御林の管煙滅区分（流域を単位とする４

口），直接的管理を担う御林守の設置，御林付村54カ村の設定によって確立された。それと同時

に，幕府の林野管理組織が，勘定奉行一代官一手附・手代一御林守という形で体系化された。こ

うして，幕府の領主的林業経営が積極的に進められるようになるが，この契機となったのは，木

材需要の激増と幕府財政の窮乏化であった。

　御用材生産が，築城，船舶建造など領主の自給的用材の確保といった初期の生産段階を経て，

ある程度の規模でしかも恒常的な形で進められたのは，宝暦期末（1762年）から文政初期（1820

年）にかげてであった。この御用材は，在地の木材商人と江戸の御用商人によって請負生産され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－65 －



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑大演報第11号’95

だ。しかし，これも文致期以降は，断続的でしかも規模の小さなも０となった。その要因として，

用材資源の減少，伐採対象地の奥地化にともなう生産経費の増大などが考えられる。

　一方，御用炭生産は伊豆における林業生産の大きな特徴であるが，幕府が意図するところは，

江戸城及び江戸市中向け木炭の確保と運上金の徴収にあった。この天城山御用炭年季生産は，記

録の上では，宝暦９年（1759）の川岸・仁科目での炭焼出しを開始期とし，享和２年（1802）以

降幕末まで,年間生産量が5～15万俵におよぶ大規模なものであった。生産形態に卜一定の年季（普

通５ヵ年）を決めた請負製炭であり，請負者は主として江戸の御用商人であった峠　こ０ほか在

地商人や御林竹村による請負生産もあった。請負条件の特徴は運上金のほかに冥加植栽が課され

たことであった。

　また，御用薪について払運上金を上納しての江戸商人や御林付村々による年季請負生産が行

われ，江戸へ回送された。江戸商人の御用薪請負生産は元禄期末［］［702］にはみられ，近世中期

以降には生産段階にまで商人資本が進出するようになる。

　このように林野制度を強化した中期以降，御用材生産，御用薪炭生産を積極的に展開させた幕

府ぱ，農民の御林利用の対象を御林竹村に限定はしたが，御制木以外の森林資源の農民の用益権

までをも否定するものでぱなかった。

　森林資源の農民的利用は，集落周辺の入今村持林野である郷山を基盤とするものであったが，

領主である幕府が天城山を主体とした広大な面積を御林として占有したため，郷山のみでは再生

産条件を満たすことができず，したがって，多くの材々にとっで御林の存在は不可欠のものであ

った。幕府としても厳しい利用制限は行わず，農民の出稼ぎに対して御林利用上支障がないよう

配慮もし，また，径級制肌付きでぱあるが，御制木のうちカシ，モミの利用を従来通り許可した

ほどであった。

　御林を対象とした農民の林野利用は，自給用の抹，胡散の採取，薪炭生産，山葵・椎茸生産，

その他の小商品生産など農民の生産，生活に係わる多様な形態で展開したが，農民の生計維持上

欠かせない農作間の出稼ぎが主体となった。特に大見目，狩野口諸村においては，近世後期の出

稼ぎ商品中，山葵，椎茸の占める位置は高いものであった。こうした農民の御林利用に対して，

幕府はその代償として御林の火災，盗伐などの防止，保護を御林竹村に義務竹げ，さらに付帯義

務として御礼杉などの形でスギ，ヒノキなど苗木の植栽を命じた。抹，刈敷の採取に対し下草永，

抹永の課税措置けとらなかったが，商品生産物は課税の対象とし，山葵，椎茸には各々山葵冥加，

椎茸役を，その他領外移出の産物には分一を徴収し，幕府財政収入の増大にっとめた。

　一一方，郷山も農業生産用資材，農民生活用資材，さらに村内共用の各種用材の採取源として重

要な存在であった。この郷山は「むら」を単位として共同利用する入全山で，その用益は村落の

用益に委ねられていた。入会形態は１村単独の村中入会から２カ村以上の村々人全まで多様な形

態がみられるが，他村特林野に人会う場合には採取上の請制限や役負担等の条件が竹された。

　こうした郷山の利用払農村へ商品経済の浸透が進展するにともない，薪炭を中心とする林産

物が商品として生産されるようになる。また，郷林の林木を立木のまま売却し，収益を上げるこ

ともあり，この場合の村民への収入配分率や管理経費負担率は，「高割」によるか，「家割」によ
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るか，それは地域によって一様でない。さらに，近世後期になると，村財政の逼迫から郷出を年

季売却される例もみられるようになる。

　他方，個人特出は村落の限られた層による所有規模の零細なものであったが，その利用内容は

自家用薪，家作材，稼ぎ用薪炭材などの採取であった。中期以降には林産物商品化の進展にとも

なレ，田畑を林地に転換し，また，三津村のように野獣順によって荒地化しか畑を薪炭林に切り

替えて，稼ぎ場としての利用を積極的に意識するようになり，林地化による個人特林の増加煩向

かうかがえる。やがて，郷出，個人特出にも出役，出手役が反当たりの役永で課されるようにな

る。

　この他，南西部の地域でみられる特徴的な林野利用として山畑がある。この山畑では，農民の

食糧源として農業的利用が，薪炭村の採取地として林業的利用が行われ，田畑の少なレ山間部Ｏ

農民にとって不可欠の存在であった。特に，貢祖の対象とならない「引分山畑」は「石盛山畑」

の約２倍の面積を示し，収入源の場としても農民の生活上重要な位置を占めていた。

　このように近世伊豆における林業生産は，領主，農民ともに天然資源からの雑木を活用した薪

炭生産を主体として展開した。さらに，農民にとって林野は，農業の再生産は無論のこと，生計

を維持する上で山葵，椎茸等をぱじめとする小商品稼ぎの場として不可欠の存在であった。領土

偏も部分的ではあっても御制本の採取利用さえ認めるほどの緩やかな規制にとどめたが，その反

面，幕府財政の基盤である年貢収取と財政収入に寄与する運上，分一徴収の増大を意図したもの

でもあった。

　以上のように，伊豆における森林資源利用は，幕府御林経営における御用炭生産を主体とした

一面的な資源利用と農民の生産,生活に基づいた多面的な資源利用という形で展開したのである。

ことに，こうした農民の多様な林野資源活用の展開は，農民的利用に対して比較的村，農民の自

己規制に任せる形をとった幕府の基本的姿勢に基づくものであったが，さらにこれを可能とした

背景には，この地方が薪炭用材としての広葉樹資源に恵まれていたこと，江戸における薪炭等商

品の需要の増大があったこと，そして海運交通上の要地であり，しかも消費都市江戸へ至近距離

にあったこと，などの有利な条件があったのである。

　そこで，この伊豆と他地域の幕府領御林の存在と資源利用について比較してみると，そこには

性格上の違いが認められる。

　たとえば元禄５年（1692）幕府領とされた飛騨出では，享保度に幕府が全山林を「残らず御林」

とする森林資源の掌握と林野支配の強化策を打ち出し，御林出を「御留山」，「雑木立御林」，「柴

草出」に区分した。ここでの農民の林野利用は，①田畑が少なく，養蚕などの稼業のない村に許

された元伐稼（御用末技出による百姓賃稼ぎ），②御用末代出跡の根本，末木，悪木等を採取す

る白木稼による白木の製作（運上金上納），③柴草山，雑木立御林にて１村またぱ散村入会で薪，

抹の採取，④柴草山，雑本立御林内にて焼畑耕作，などであった1）。ここでは，まず林野そのも

のが「飛州之儀三郡二面……田畑・屋敷之作者悉く御林山二面」と領主による強力な所有規割下

にあった。このような領主支配下で従来の用益慣行を主張しながら，上述のように農民は御林を

賃金稼ぎの場として，また生活に係わる資源の供給地として利用した。ただ，「飛騨は一円山国
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で，米穀は到底自給自足するまでに至らず，……，金納が一般化されていた典型的な山村地

帯」2）であったことから，生業とする元伐稼は年貢納のための林野利用であり，一方白木稼は農

民にとっては生計維持の上で極めて重要な収入源であった。しかしその反面，「年貢収取の面で

は期待すべき何物もなく，木材・鉱物資源の獲得が支配の主たる目的であった」3）領主側にとっ

ては，運上の賦課，収入確保のほかに，「元伐のための労働力確保」4）を意図したものでもあっ

た。したがって，農民の林野利用について比較すると，この飛騨山と，留木制度以外さほどの領

主的規制を受げなかった伊豆天城山とでは，その性格に差異があったと考えられる。

　また，幕府領武州山方筋大野，白石村の場合，幕初以来「御用炭役」を賦課され，農民支配の

　「御囲之御炭山」で江戸城内向け御用炭を生産し，上納してきた。享保度にはこの御炭山が農民

の慣行的権利を否定した上で幕府直轄林とされたが，幕府の絶対的規割下で実施された御用炭生

産は，生産，輸送費が全て幕府の負担によるものであった。これと対比して，伊豆御林での御用

炭生産形態は運上金が賦課され，伐採跡地に植栽を義務付げられたものであり，御林御用炭生産

の性格そのものに決定的な違いがあったと言えよう。
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　・全山林面積10数万町歩のうち13カ村において24町歩余（林役負担）と僅少であった．

２）西川善介（1978）『林野所有の形成と村の構造』，御茶の水書房，18頁．
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　頁．

４）同上「同上論文」，75頁．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

　　In the Tokugawa period Izu-Amagi district belonged to the Shogunate. In the early

Edo era, the Shogunate laid down the system of prohibiting the cutting of certain timber

(logging ban system of seven tree or nine tree) and strengthened the management and pro-

tection　of forest　resources. Therefore, it　is　said　that　its　forestry policy should be　sti11

11mited negative stage. In the middle of the Edo era, however, the Shogunate planned to

establish and strengthen feudal forest ownership, and to permit the right of common forest

land for farmers. Then, the forestry policy was developed to positive stage。

　　l would like to discuss the development of forest utilization by the Shogunate and

farmers in the Edo era in this paper。Its conclusions are as follows:

I . Feudal forest utilization by the　Shogunate

　　In the early Edo era (about the seventeenth century), the timber production in the
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Ｏｈａｙａｓhi（theShogunate directly owned and managed forest land) in Izu-Amagi district

was to secure the self-supply of timber for ships and castle buildings needed by the

Shogunate. In the eighteenth century this timber production complied with the growth of

the commodity economy. At the same time, it began to produce firewood and charcoal for

the Shogunate and the city of Edo. Above all,charcoal production was continued on ａ

large scale under the direct management of the Shogunate and contract management of

local villager and merchant of Edo for one hundred years, from 1759 to the last days of

the Tokugawa Shogunate. This production is indeed characteristicof feudal forestryin the

Ｏ福沢ishiin Izu-Amagi district.

皿. Forest utilizationby local farmer

　　Forest　resources　ぺA^ere　veryimportant for farmers who needed to gather manure and

livestock forage for agriculturalproduction and to collect firewood and charcoal as ｓel仁suf-

ficient daily necessities。In such ａ case, farmers used the resources not only in Ｇｏｙａｍａ

(forest in common rights by local farmer) and Ｈｙakｕｓho-ｍｏｃｈｉ'芦ｍａ(privateforest) but

also in the Ｏｈａｙａｓhi.Thoughthe system of prohibiting the cutting of certain timber was

applied　in　Gθ芦別αandＨｙakｕｓho一所ぼ刎yαmatoo, the　Shogunate　did not　control the

farmers' utilizationof the natural forest resources for their production and lives. Also the

Shogunate admitted that only local villages under the Ｏｈａｙａｓhihadrights of common

forest land in the Ｏ/zαyashiand gave the permission to gather grass and to produce

firewood, charcoal,ｗａｓ，abi(Japanesehorseradish),ｓhiitａｋｅmushroom and etc., there. In

return for the Ｏｈａｙａｓhiutilizationby farmers, the Shogunate ordered that farmers pro-

tected the Ｏｈａｙａｓhiand planted trees to keep the resources｡

　　０ｎthe other hand, Ｇ卯α別αtoo,which was used ａ single common unit by the village,

was used as the basis for farmers' production and lives, namely gathering grass and

firewood. After the middle of the Edo era, firewood and charcoal were produced as the

main commodity accompanied with the growth of the commodity-money economy, and it

was increasing gradually to change farm into fuelwood forest, tｏｏ｡

　　Thus, in Izu-Amagi district,the Shogunate developed one-sided utilizationof forest

resources consisting of charcoal production in the ０haｗｓhi．while farmers did many-sided

forest uses for their production and living in the　Ｏ/zαyashi,Goyα別αandＨｙakｕｓho一

別θ湧かどz別α。
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