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熊沢蕃山 ・宇野円三郎 ・平田徳太郎と

山本徳三郎（ II ) 

一一山陽道の山野を背景として一一

丸 山 岩 ー
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3. 蕃山の森林荒廃論

狩野享二＼）は蕃山の研究において，森林荒廃の原因として，製陶と製塩 ・仏教の興

l経 ・民衆の困窮の 3項目をあげて考祭 している。本項では前記第 Iと第 3は新の問題

に限定することにして，第 2は仏教関係その他の用材の問題としてとりあげることに

する。本項はj守野享二によるところが多い。

(1) 製塩 －製陶

2.(2）の項で述べたように， 山陽道においては瀬戸内海沿岸・の製塩業と中国山地の製

鉄業の発達による莫大な薪の需要があった。製鉄盆は山陰側より少ないが，山陽側に

おいても備後・備中・美作などの国に多くの掘り崩し土砂量がでた。しかし，以下述

べるように蕃山が論じているのは製塩と製陶であり，製鉄がなく製陶が入っていると

いう差異があるので，まずその理由を考える。製鉄事業の薪の大量消費と掘り崩し土

砂の河川への流出と河床の堆砂について，蕃山が知らなかったとは考えられない。蕃

山が岡山藩を退隠してから，藩の新田開発や治水工事に尽力 した津田永忠が退隠後の

宝永 2年（ 1705）に藩の小仕置の上阪蔵人らにあてた手紙2）の一節に「作州にて鉄山

仕候故とやらんにて年々川埋り， 平瀬前並に地蔵岩之辺大野と申す所大分河原高く成

り候事は何れも存じたる事に御座候，依之大水出で申候はば岡山へ水入 り候事，無心

元奉存候」とあり，蕃山の没後10年以上経過しているが，鉄山の歴史は古く，河床の

上昇は長期間にわたる土砂流出の結果と考えられるので，蕃山のいう 山地の荒廃の原

因の中には製鉄卒業も含まれていたものと想像される。もしそうだとすると，蕃山が

製鉄を批判しなかった理由として考えられることは，第 1に鉄は生活に必要な鍋や
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釜，農民の鍬ゃ鎌，武ムーの万剣などの必需品を作るためにやむをえないことと考えた

こと，第 2に後述するように製陶の場合は一通りもてばすむものをむだに多くもって

粗末にすること，製I包の場合はそれほど多く生産しなくても生活に困らないものをむ

だに生産して，主再・焼き物 ・塩の余分の消費というむだを批判lしたもの と考えられ

る。要するに製鉄は生前必需品を必＇＆＇. 盈だけ作っているのであるから，やむをえない

ことで改善する余地はないと蕃山は考えたのではなかろ うか。

次にtiii述の2.(2）に製陶がなく ，蕃山が製陶をと りあげている理由である。鎌倉 ・室

町時代のいわゆる 6古窯は瀬戸 ・常滑 ・信楽・越前・丹波 ・備前引であって，備fiiJ焼

はこの中で段も西に位置し，山陽道ではここだけで，他の 5窯は近幾地方あるいはそ

れ以東にある。山陽道においては瀬戸内海沿岸の製塩，中国山地の製鉄はわが国の

塩・鉄の主産地であったのに対して，製陶の中心は近幾・ 東海地方であり ，山陽道に

おける新消費の比重からみても，製陶は製極－製鉄に比べではるかに小さかったので

あろう。蕃山の製陶の考察は備前とかつて近江国にいたことから信楽の両者が主たる

対象になったものと想像される。 。ifirlli焼の歴史の古いこ とは延喜式から明らかであ

り，？室町時代（ 15世紀）に生産が拡大している叫ので，燃料として多盆の薪の消費が

長期間にわたって継続したことは他かである。新の調達のためには少なく とも創業当

初は窯の近辺の山林が伐採の対象になったことだけは誤りでなかろう。以下蕃山の製

塩 ・製陶についての見解をみることにする。

集 義 外 書 巻 l;) 

五十年此かた，塩浜の出来たる事，むかしに三倍せりと老人の物語り き。又老農

の巾しは，塩の高直なる年は世の中よく，塩の沢山なる年は世の中あしく候。い

かんとなれば， 皐には塩多くやき，雨っきよければ塩多くやけず。しかれば塩浜

今の三箇ーを減じても，人の迷惑に及べからず。多によってい らざる魚鳥をも沢

山に喧して，魚、鳥まですくなくなり候。 X老人のかたりしは， 茶碗血よろづの焼

物の多事，五十年以前には二十倍なり。むかし一通もちたる者は，今は十通も持

候。沢山なる放に大事とせず，わりくだき候。是は猶以今の十分のーにしても人

の迷惑に及べからず。

として，「泡浜と焼物との山林を尽すことは大なる事jとして，「夫れ山林は国の本な

りjと続いている。

宇佐問答巻下6)

X山林によ りて磁穏をやくてJrを似酌すベし。いかなる深き山も磁器｛乍り のもの居

れば焼からすもの也。此放に天下の用を達すべき程に山のあれざるほどにすべ

し。又材木を切出す所にて木どもを谷に捨てくさらすもの有り 。其材木のすたる

を以て陶器をやかする方法もあり。

として，昔は瓢や木擦を使っていたが，今は 3通りも 5通りももつから，「夫放重量末
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にして割り砕きもする」として，「山林古木の害にならぬ程にして可也」と述べて

又塩浜を取広ぐる事，是処ある有り難き事也。塩浜は山林を尽すものなれば，天

下の用を達すべき程をえらぶべき事也。

として，昔は乾魚が多かったが，今は塩魚が多くなり，塩を多くとると 「牌胃を破り

虫を生ず」として，

少々宛用ゆるものなれば高直にても苦しからず。其上近年塩沢一むかしに三倍して

塩却てむかしより高直なり。 山次第に尽て薪高直なるがゆへなり。雨年には塩焼

かぬる者也。塩浜多くしても用に立たず。塩のやけやふ日でり年の五分ーも塩は

でねども，世上とかくして継ぐもの也。塩不足にて諸人の困窮するといふ事はな

し。其上ものには分数の有るものなれば大水毎に塩浜の堤を破り，塩の焼れぬ事

多し。

以上のことを整理するとおよそ次のようになる。第一に製塩・製陶による薪の需要

増による森林資源、の枯渇である。 2.(2）に述べているように，製塩事業の発展ととも

に， 中世までのよ長田附属の樹木山からの薪では不足になって，薪は購入するものとい

う形態が定着して，生産額の上昇とともに薪需要も増大して価格が上昇した。これは

墳の生産貨の約半分が燃料費であることによる。このために自家用消費以外に売却す

るだけの私有林をもっていた農民にとってはよい収入源になったのであろうが，私有

林が少ないかあるいはもっていない農民は，入会林に頼らざるをえないので，過度の

伐採による荒廃の危険性が大きくなったと考えられるし，薪不足の農民の薪の購入は

大きな経済的負担になったのであろう 。18世紀後半に石炭焚きがとりいれられて，製

忽用の新の需要は徐々に減少してゆくことになる。製陶用の薪の需要は山陽道全体か

らみる と，製塩・製鉄に比べて比重は小さかったであろうが，備前焼のような長い歴

史のある窯ーのある地峻の周辺山林は影響を受けたであろう 。蕃山がどんな深い山でも

磁器作りのものが居つくと， 「山を焼からすもの也」といっているのは，どこの窯を

みていっていたのかは知らないが， 一般的にもいえることと思われる。

第二に蕃山が主張しているのは，塩と焼き物の｛乍りすぎとその抑制である。塩の使

用量は少ないので高値でも苦にならないし，塩魚が多くなって，塩分を多くとると健

康を害するし， 1普加した塩田は災害時に破堤するという被害もでてくるとしている。

詐山のみていた17世紀は塩田ブームというべき時期であり ，何分の lかに塩田を減少

させても何の害もないといっていることは注目される。しかし，経済の原則には勝て

なかったという ことであろう。塩の増産も18世半ばになって生産過剰になり ，塩価が

下落して十州塩田同開で休浜法を とることになる。こうした塩田危機の頂点は宝歴 ・

llJJ和（ 1751～71）の前後であった7）。蕃山の主張した生産の抑制は彼の没後半世紀以

上経過して，製塩業者側の経済的理由によって行われたのである。焼き物についても

同様であって，多くもつようになって取扱いが粗末になってこわすことが多くなり ，
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fnfの益もないとしている点は犠作りと同様である。「夫れ山林は国の本なりJと考え

ている務山にとっては，世に絡別の利主主をもたらさない商品が多く生産されて，その

結果として山林が多く伐採されて荒廃が進行していったことを嘆かわしく思っていた

ことは他かである。

第三に対策であるが，根本策としては生産の抑制である。製陶には用材を生産する

ときの廃材の活用 をいっているが，；占的に大きいとは考えられない。

宇佐~，：J答巻下s ;

陶器作り塩浜等は山沢の事を司どる奉行役人の能き程を見斗らひ指簿すべき事

也。是は国主の心を用ゆる斗にもあらず，其職分の人の考によりて差別有ベき事

にや。

務山からみればはっきりしていることであるが，藩主が考えるべきであるばかりで

なく，相当役人の考えによ って，「差別あるべき事にやJとまでいっている。前述の

す佐問答の「天下の用を達すべき程に山のあれざるほどにすべし」という守るべき一

つの線があることをいっていることはいうまでもない。

新を購入する側からみると， 他？漆領からの購入は自藩の山林資源、に無関係であり ，

問題は売却する側にあるが，売却する側の経済的事情もあり，簡単にいかなかったの

であろう 。次の（2）の項で述べるように，製塩業者への弘有林の薪の売却によって，私

街林が涜廃したと は考え られないのであるが，この薪需要が山陽道全般の薪需給のひ

っ迫と林地の惰悪化と荒廃地化の大きな間接的要因となったと考えられる。蕃山の今

Hの言葉でいう治山治水・白然保護あるいは集境保全の重要性の指摘は，先見性のあ

る正論であったが，実現できなかったのはそれだけの条件があったことになろう 。そ

して蕃山は次のようにも述べているのである。

4長義外書巻 I• 1 

固に忠あらん人は，寝浜と焼物とを減ずとも増べからず。其上古人も山をつくす

ものは子孫おとろふと巾伝候。

(2）農民の困窮

岡山繕の農民の薪事情と対比するために， 他地域の例をみる。

緋稼春秋10

我一年関東に趣に，百姓の語る，千石の村有，山又は草刈場もなく ，本より山野

なくして薪なければ，下畑 下々畑をつぶし萩種を蒔， 一度植れば年を追て次第

に反り，毎年苅取雑穀ののからに交新に用ゆ。

これは宝永10年 （正徳 3年とすると 1713年）の著作であり，関東平野の中心部の農

村でも相当大きな村のことと恩われる。 苦労して耕地化した畑をつぶして，燃料採取

のために萩を値えて，何とかやりくりしているという生活の知恵である。同じ関東に
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おいても，次の箱恨の宿場の例がある。

民間省嬰 中編巻 311) 

此所深山の嶺に有て湖水に臨み，地狭く困地なし，弟lへ山中に居て百姓自身の山

林なし， 新は猶深山越て湖水を渡りて舟にして採り来るに，其路遠く，依て其伽i

?HIよりも高直也。

著者田中丘附は享保14年 （1729）に病没しているので，おそらく 18世紀はじめころ

のことと思われる。箱根宿で使用する薪の調達のために，採取地がしだいに遠くなっ

たものと思われ，芦の栂lを渡って舟で運ぶようになり ，価格も江戸より高くなったと

いうのである。

次に陸奥国の元禄 7年 （1694）の 「村々 差出書J"lの湯岐村（福島県東白川郡塙町）

の項をみると，

薪取場散在山にも山手は出し不申，此外湯入村山，貝原村山，水引村山， 右三カ

村よ り入相薪伐申候得共， 山手は出し不申候

他の主力村から山子 （山野入会料のこと ）も出さないで薪を伐っていることは，そ

れだけ伐採されても地元の湯岐村氏が薪に困ることがなかったこ とを示している。

次は飛騨国の1Jljl3）であるが，材績にして用材の 3,4倍の薪を伐っていたが，この

国の豊富な広葉樹資源はびく ともせず，ごく一部の村に薪不足を生じたが，国全i本と

して薪材採取のために尽山現象を生じたことは一度もなかったという 。

この陸奥・飛騨両国の例にみられるように，その地域たとえば潜の一部に薪不足の

村があっても，藩全体として余俗があればやりくりが可能であり，~でもその手段を

構じたであろう 。関東地方の例のように，平野部のような山林の不足地域では生活の

知恵、でやりくりしているし，箱根のような山中の不足地域では，採取地が遠くなって

ゆくのである。

以上の例と比べて岡山落では藩全休としても不足していたと考え られる。蕃山は武

士の生活については

宇佐問答 巻中14)

大小身共に武士はみなみなすりきり果て，難儀の余り取ベき所なければ百姓をし

ぼりとるより外の事なし。

として，農民については

集義外箸巻 915) 

百姓は年中辛若して作出したるものを，のこらず年貢にと られ，其上にさへたら

ずして， 未進となれば，催促をつけられ， 妻子を，田畑山林牛馬までもう らせて

とらるれば

ということで流離したりして，凶年になると餓死するほかはないというのである。商

品経済の発達してきた時代で，武士も生活に困っていたが，農民はそれ以上の因り方
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だったといっている。新については

宇佐問答巻中16

新はi佐のものなれども，もと山あきたる故に高直也。

として，薪の高値なのは山に木がなくなったからであり，そのほかのものが高値なの

は「商売の利を得 （射）る事多き」によるとみている。

集義外書巻 817 

今日の食だにゃうゃうとかせぎ出し，あすのたくわへなきもの多し。食なくいと

まなくば，何としてか秋冬の内に，明年春夏の薪を伐りをくべきや。薪材木をき

りて米にかへ，其日其日に妻子を養ふもののみなり。今も自然に立山ありて，草

木を｛主事を制禁するも，うり木こそは得せされども，面々に朝夕の薪はぬすみき

らずといふことなし。今明日の食だにともしきものども，何として薪をかひてた

くべきや。明日首をきらるるまでも，今日はぬすまでかなはず。かかる時節に，

山林の制祭おほくば，罪人｜浪なく出来ぬベし。武土町人等も，薪いよいよ不自由

にJi!<:て，朝夕のけぶりをあくることもならじ。

農民の窮乏と生活用の新の不足を示している。この外書の記述と前述の陸奥国湯岐

村の例は，新に対してこの両極端ともいうべき対照を示している。湯岐村では他村か

ら入会料も出さずに 入山して伐採していることは，薪が十分にあるので，商品として

の経済価値がなかったのであろう。 一方では「明日首をきらるるまでも，今日はぬす

までかなはずJという地戚もあった。蕃山はこのことに対して，「庄屋 －年寄もそれ

を知れば，見のがしにせんより外の事なし」18）と述べていることから，彼自身も庄屋

・年寄と同じように考えていたことは，前述の外警の「山林の制禁おほくば，罪人限

なく出米ぬベしJからも理解され，｜司山藩の新不足が慢性的なものであったことを示

しているとみられる。

岡山藩がこのような新不足の状況になった埋由はそれだけの自然、条件と社会経済条

件があったからと思われる。2.(2), 2 (3）の項で述べているように，自然条件として

は，岡111法領が備前一同と倫中国の一部であり ，その備前国を流れる旭川 吉井川両

川の上流山地の美作国が他藩領であったために森林資源に恵まれなかったこと，瀬戸

内海沿岸はわが国の少雨地域で林木の成長蛇が小さいことなどである。社会経済条件

としては，江戸時代初期から中期にかけて全国人口が2倍半に増加していること，中

期1の備1ili問の人口宿度が全国平均の 2倍半であったことは，人口の増加は白畑面積の

増加をともなって，その分だけ林野面積が減少していることのほうが，たとえ林野面

的が減少しな くて も， 人口の絶対数の楢加は平均 l人当りの林野面積が小さくなるこ

とを意味する。人口との関係については次の（4）の項でも述べる。さらに製塩－製鉄の

主！？需要が山陽道全般の需給をひっ迫させたほか，備前焼の新需要も関係しているであ

ろう 。こうした要因が総合されて，農民の利用可能な林野面積の絶対量が不足したの
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であろう。

薪炭林の不足を示す二史料を示す。日本林制史資料岡山藩に，万治年間 （1658～ 

60）に農民が自分の山林およそ 2町 5反を 「百姓自林ヲ御薪山 トシ留山トナスJi9）と

あることは，この年代にこの地方の薪炭林が貴重品であったことを示している。前述

の陸奥国湯岐村の例のように，薪に経済的価値がなければ林制史料にのるこ とがない

のは明らかである。次は正徳、 2年（ 1712）の史料である。

履要録巻 4201 

児島郡山田村之儀自林山所持不仕者又は少宛所持仕居申に付繕作事入用等御座候

ても足し材木可奉願様無御座其上下草山も無御座薪之作廻共迷惑イ士候村中之午飼

場を他山に仕儀不勝手之義も御座候得共右之通迷惑仕者多御座候故村中寄合相談

仕持来の自林余計所持候者共は差除其外御蔵御給地共害lj符仕此度午飼場之野山に

松を値生立候はば御用にも立又は預り主入用之節は本木弁校共奉願候様に被仰付

被下候はば難有可奉存候

これは児島郡山田村の例であって，私有林をもっていないか，あるいはもっていて

も小面積であることから，家屋の修繕などの木材，自給肥料用の下草や薪が全部不足

している状態になっている。そして20町余の牛飼場を，税有林を多くもっている家以

外の145軒に分割して，「野山に松を傾」えたいという願い出であって，最小 5畝，最

大 5反2畝となっている。1軒当り 平均して 1反8畝であるから， 1.(1）で推算した人

口l人当りの所要薪炭林面積 l反4畝に比べて余りにも少ない。これに「少宛所持仕

肘申Jす者の私有林を加えても，利用可能の林野面積がきわめて不足の状態にあった

ことは，農民からこのような願い出がだされていることが示しているとみて誤りはな

かろう。

森林と農民の経済との聞には

民間省要上編巻 221) 

諸国の村里を歴覧するに， 山林の茂りたるは稀也，其村の貧福，先は樹林にて知

らるるに似たりといへど，何れの国にも少く木立物ふりたるは，皆御林か又は

社地寺院の分にて，百姓所持の分に目に立つ程の山林は稀也。

村の緩済状態と私有林の森林状態との関係については，前述の陸奥国や飛騨国のよ

うに，人口の割に山林の多い開発後進地減では，必ずしも森林の繁茂が村の富裕を意

味しないであろうが，開発の進んだ地峻ではあてはまることと思われる。 山林原野の

多くが無立木地化あるいは裸地化している山陽道のような地域では，地力の減退によ

って，事時や刈草の収穫量が小さくなって，これが農業生産にも影響すると考えられ

る。

山陽道では製塩業者の薪の買いあさりによって，薪価が何倍かに上昇しでも，業者

はその上昇分を塩の販売価格に上乗せすれば支出増を回収できるが，薪不足で購入し
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ている農民には支出増が伴なうだけである。 蕃山が外喜で述べているように，生活困

窮農民が手持ちの薪を米に換えて，薪を資伐しなければならないようになるのは自然

のなりゆきである。製塩業者と地域の窮乏化の関係について，千葉徳爾22）は次のよう

に述べている。農村でも都市でも燃料が不足して，それが塩業者の需要に向けられて

いた事情を示す資料として，「私組合算津石村之内福石分寺山分共土地柄不宣貧者多

之場所ニ而，追年及困窮難渋仕候付来御加損米拝借米被仰付候得共，兎角行直リ不申

ニ付折入而吟味仕候処，両所共播州赤穂村々手近ニ而御座候処，去ル明和安永之頃よ

り追々御百姓所持之白林事多数赤穂領へ売波，或者致質入tL方之手段ニ尽銀主へ相波中

様に相成白林所持之者あまり無之年々困窮弥増中様子に相見申候jということで，赤

穂領の者が私有林を買収したり ，質入れされた山林を入手するようになって，一般農

民の生活を一層困窮させ， 入会林地の過度利用においこまれてゆくことがうかがわれ

るとしている。これは18世紀後半の史料であるが，蕃山はこれより l世紀以前に武土

と農民の生活の窮乏を述べている。農民が私有林を手離すならば， 入会林地に対する

負担がさらに大きくなって，林地の府悪林地化・荒廃地化が進行するのは当然、であ

る。

千葉徳爾23）によって岡山市街地の薪事情をみる。近世初期から薪不足がみられたら

しく，寛永19年 （1642）に国内の薪炭の備前国以外への販売の禁止，各部の村から岡

山へ出す薪についての非課税を命令している。承応 3年 （1654）にはこれまで薪を伐

りだしていた山林については，山留（伐採停止）を命令することをやめる。もしその

土地から知行を受けていた武士が勝手に伐採を停止させたならば，郡奉行まで申し出

るようにとの命令が出されている。さらに千葉徳繭24）は次のように述べている。岡山

藩の史料である「市政提要」に薪之部とい う項目があることに注目するとともに，安

永 2年 （1773）よりかなり以前から薪を積んでくる美作舟が岡山に入らなくなった。

より有利な沿海の薪問屋と取引きするためである。そして岡山地方だけが例外的に製

塩の石炭使用が遅れれのは，吉井川・旭川上流の美作山地からの薪の供給が豊富であ

ったためらしい。 こうした薪不足のため岡山市中の薪問屋が連署して，薪値を上げな

くては薪舟が入らないとして奉行所に願い出ている。以上の千葉の考察から，次の 3

点が考えられる。 第 lに岡山藩領内では薪の自給自足が不可能だった，第 2に近世初

期から薪の需給がひっ迫していたのは，製塩の需要が大きかったためである，第 3に

美作国の薪の供給能力が大きいことから，岡山・ 津山両穫のように，藩領が吉井川 ・

旭川の上流と下流に分けられたことから 下流の岡山藩が薪だけではなく木材を含む

森林資源に困るようになったものと考えられることである。

このように，岡山落の農民が薪に困るとと もに生活も窮乏していた。岡山市民も薪

に闘っていた。こうしたことにはそれぞれ原因があるが，これまでに述べたような自

然、条件と社会経済条件の総合された結果とみるべきであろ う。
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(3) 仏教の興隆なと

本項では仏寺の木材消費に限定しないで，用材の消費一般についてみることにす

る。後述の4.(1）で述べるが，蕃山の伐採に対する基本的考えは， 字佐問答25）の 「有る

べき人の百あるべき用にもちゆる山林は伐りても伐りても跡より生ひ育つ也」とある

ように，為政者が必要と認める分だけ伐採すべしということで，現在の言葉でいう計

画伐採を意味していると思われ，'lJ!するに伐採量を成長量以下に抑えることであろ

う。このように考える蕃山にと って， 実状は以下のようにうつるのである。

集義外書 巻1426)

日本を五十も百もあはせたるほどなる中国天竺の大国にて，作出したる堂寺を，

そのままにて日本の小国に多建ることは，何のわきまへもなき僧法師の所為な

り。

（中略）今出家の堂寺は，木（象を一つ置て，空々として人もおらぬ堂をたて，客

i没方丈庫裏などとて，人も少きに！｜多数物を建ならべ侍り。あるひは新数作り ，或

はたli直し，日本国中に毎年たえ問な くたつる事に候へば，其山林をつくす事勝て

”｜へがたく候

宇佐問答 巻下27)

JU・に仏氏の入用を加へぬれば百年にて尽る物をば五十年を過ずして尽る也。在

ベき人の在るべきよふにして （用ゆる処を）除けて日本の土地に過て伐り取所を

論ぜば，十にして七八は仏寺の尽す処也。

抄出文27）の 「其上にJはこの項のはじめの引用文25）に続くもので，必要とするもの

を伐採した「其上に」という意味である。中国やインドのような大きな国の寺院建築

を直輸入していること，寺院には人もいないのに広々としていること，必要以外の過

伐量の十中七八は寺院建築によるものと，その木材消費を大きくみていることと，上

記両国は国が広いのて、木材資源もf~li\ と思ったのであろう。

火災による木材消費については，

!lミ義外書 巻14201

大火事などと申事は，五卜年か百年に一度の事なれば，何ほど紗敷ても，山のつ

くるほどの事はなき物にて御座候。

として，それほど大きくみていない。大火事というのは，明歴 3年（ 1657）の江戸城

のほか町家400町焼亡，死者10.7万という特大の火災四）をいっているものと考えられ，

こう した火災はまれであろうが，江戸ではこのほかの大中小の火災が頻発し，大きな

木材1商代をしていたとは考えていなかったようである。

蕃山は仏寺の建設による木材の消費とともに，僧侶の精神面を強く批判している。

集義外書 巻1430)

上代は仏法さかんなれ共，得道の法あり 。末に成て其法を失ひ，｛曽になりたき者
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はなりて制止する事なし，ここを以て多は身すぎの出家にて，道をばたしなまず

として，堂搭をたてて中興，新寺をたてて／]fl山などと名をむさぼり，「人にたかぶる

を至極とせりjといっている。

このような蕃山の見解に対して，狩里子享二31）は，「仏氏を除けば他のしまり斗りに

ては砂にて淵を埋るたとへの如し」（宇佐問答）を引用して，一般に考えられている

都市建設による木材消費や火災による木材損失を山林荒廃の原因として重視すること

なし仏教関係の木材使用を山林荒廃の第一原因と考えていることに注意しなければ

ならないとして，「ここに彼の偏向的性絡の一端を窺ふ事が出来るとも云へやう」と

述べているほか，前述の僧侶の精神面については，「真の求道的精伸を忘れ，虚名を

4とめる｛曽侶の無自覚と墜落せる精神が無用の寺院建築と山林の荒廃をもたらしたと考

へた」とするとともに，蕃山が中国やインドは国土が広いので，その堂塔の主要材料

が木材であると速断した点に問題があることを指摘している。

次に蕃山が量的には小さいとみている寺院以外の用材の使用をみる。

集 義 外 書 巻14321

世間の騎て山林を尽す事，仏者のみにはあらず。禁中公家の御屋作もあれほどに

なく共成申べく

と述べているほか，武家に対しても

武家の屋｛乍も，古風にかへり侍らは、，今の様にはあるまじく候。其上木具へぎ台

など，むかしは今のやうには有まじく候。ぬり台一つあれば，其家にて音信物の

肴などすへ候事は済たると申候。今はあたらしき台に居候はねばっかはさず候。

禁中公家は京都ーヵ所であるが，務山は「箱と台とのつひえばかりも彩敷事にて有

ベく候」としているが，これは数は多くとも木材の消費量中にそれほと大きな比率を

占めていないのではなかろうか。なお，幕府がこのようなことで禁令をだしたことは

1.(1）で述べている。

富俗な町人に対しては

町人も富てかひこみ仕候ほどのものは，屋作奮候へども， これも数少く，間口五

間十聞の事に候へば，大方ほどあるなり。

として，それほど大きくみていない。さらに修理や施工にまで眼が届いている。

大学或問上冊33)

大道行はれば，程なく農兵の昔にかへるベし。其時は城も今の様にはあるまじ。

上屋敷分の十分ーも入らず。是亦余る屋をよくたたみおきて修痩せんに事欠べか

らず。近年公儀作事の神社・仏閣を見聞に，修理してよきをうち くづし，あたら

しく立直せり。其あたらしきは木の性あ しく，工匠の請取にて，切くはせ食相な

れば，程なく岐損せり。此故に公儀街l建立の間もなく，いよいよ山沢もあれ，川

も浅くなれり 。本のままにて修理せば，新らしくしたるより 三五倍も久しからん
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と思ふ所多し。

として公儀の財政に余分の出費となり， 山川も荒れるばかりだとしている。修理すれ

ば、まだ使えるもの，新しい悪い材を使って請負にするから，施工も粗雑で長もちしな

いとしている。このほか，農兵すなわち武土の帰農土着は蕃山の強い主張であり，武

土の農業生産によって経済的余裕もでるし，城も小さくてすみ武家屋敷も少なくてす

むから，余分の屋敷の木材は修理用材にといっている。このように蕃山の頭の中に

は，仁政あるいは大道という思想休系のほかに，上述の武士の帰農土着による木材の

節約と農業生産の増大などの具休策がみられる。 岡山藩の番頭時代には藩の財政難打

開のために藩主池田光政に 「諸士世禄の法の改革を意図し，まず番頭以上の家禄を三

分のーに減ずることを献策」34）するなど，そのどれをとってももっともなことと思わ

れるが，それが一般に受けいれられるような社会情勢であったかどうかは全く別問題

であったということになるのであろう。

段後に用材林の伐採と林地荒廃との関係をみる。江戸時代初期の城郭・都市の建設

や江戸の頻発する火災による木材の大量消費は，わが国の森林の蓄積を減少させ，森

林資源を枯渇させたことは確かであろう 。日本林制史資料35Iで名古屋落と岡山藩を対

比してみる。木曽山を領していた名古屋藩の類別編年目次の林地の荒廃関係の史料

は，宝暦 5年（ 1755）の 「砂留」と同 9年 （1759）の 「山林ノ荒廃ヲ．防グタメ木地挽

ヲ止ム」がある程度で少ない。一方農民が薪の入手に苦労した岡山藩においては，正

徳 5年（ 1715）「荒山入山禁止」， 享保10年 （1725）「荒廃セル御林ノ払下」 など荒廃

を示す史料が多い。両地域の荒廃発生の大きな差は，用材と薪の供給という 差異によ

るものでなく ，一般的には用材供給地には薪になる広葉樹林も多く人口密度が小さい

ことのほか用材林は伐採後放置すれば，再び！来林するであろう。薪の場合は需要が休

みなく継続するから，新炭林が不足ならば過度の伐採をせざるをえないようになる。

林業地の岐阜県治水史361をみると，「砂防工事が脚光を浴び問題となったのは，明治

維新以後の林政が緩みj監伐のため，水源地方到る所に禿山ができ，大雨の都度山崩土

砂の流失が移しく，洪水頻至の原因となってからであるJとある。木曽も共通と恩わ

れるが，岐阜県でも江戸時代には全然荒廃地がなかったとは考えられず，ある程度は

あって土砂流出もあったと思われるが，淀川流域や山陽道と異なるのは，大さな社会

問題にならなかったことであろう。要するに木曽や飛甥のような林業地における江戸

時代初期以降の大量伐採は，木材資源を枯渇させ荒廃地の発生とこれに伴なう土砂流

出もあったと恩われるが，淀川流域や山陽道などの荒廃先行地域に比べて，荒廃はは

るかに軽度であったとみ られる。

(4) 荒廃の推移

蕃山は本来川は平地より低いものなのに，現在は等しいかあるいは高くなってお
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り，「堤ばかりにでもちて有なり ，これ皆山のあれてなせる所なりJ"iと述べて，水源

山地の荒廃の進行に強い危機感をもっていた。この項では2.(1）で述べた江戸時代から

明治初年にいたるまでに山地の荒廃が進行したかどうかを考察する。

① 土砂留工事の効果

荒廃地を減少させる要因として，土砂留工事すなわち現在の治山・砂防事業につい

て，まず山陽道より荒廃も先行していたと思われる淀川水系についてみる。寛文6年

( 1666）に幕府が山川の錠を幕領の代官あてに出したこと は1.(1Iで述べているが，そ

の後貞享元年 （1684) 3月に山域 ・大和・摂津 ・河内・近江の御領・私領の山々が荒

廃しているということで，山）｜｜の援とほぼ同じ趣旨の指令をだし，その末尾に 「右条

々，御領 弘領共に堅相守之，従当春年々木苗 ・芝の根を植立，川筋え土砂不流落様

に臼［仕，其筋々え奉行被差遣，若違背之輩於有之は，詮議之上急、度曲事に可申付者

也J＇＂＇ とある。すなわち，御領・私領ともに守ること，この春から植樹・土砂留工事

をすること，違背した者は処罰するというのである。この史料の注には幕府は天和3

年 （1683）に若年寄稲葉正休らに調査を命じたが，その報告によって洪水の主要な原

因のーっとして，水源地の山林が伐り払われてはげ山になっていることが挙げられ，

その対策としてこの令がだされた。これはわが国の砂防工事史上重要なものであると

している。この調査団の中に伊奈半十位IIや河村瑞賢がいたことは新井白石の「畿内治

河記」39，にあり，調査コースとともに淀川流域山地の荒廃状況が述べられている。 こ

の調査の翌年の貞享元年に上記の法令がだされ，さ らにこの年の 8月にこれと関連し

て，淀川・大和川流域に関係のある大名にあてて，領内またはその近辺の御領・私領

ともに，「手より次第一ヶ年二三度宿，家来差遣，無油断林仕立候様に百I被申付

候j<O＇という法令をだしている。山川の錠に始まる幕府の一連の法令は，第一に当時

淀川｜ ・大和川も荒廃した流域であったこと，第二に荒廃が進行しているので，値樹だ

けでなく復旧工事の必要を認めていたこ とを示している。

明治以前日本土木史411によって江戸時代の土砂留工事をみる。享保15年 （1730）の

摂津国武庫川流戚の土砂溜工事においては， 谷関 水柵－石寄石恒・芝伏・木苗植

付などが随工されている。明和 6年 （1769）の近江国栗太郎の大戸川流妓の中山川筋

に石留 1カ所，砂留 7力所，胴木杭木留8ヵ所，その支谷と思われる 3本の谷に砂留

；十83ヵ所（胴木杭木留） などを施工し，植栽の記載がない。施工地の基岩が花崩岩で

あるとすると，この岩石田有のはげ山の特徴として， 小谷が深く侵食されているの

で，中山川筋の工事のように，最下流に石留 1本， 支谷に砂留を入れても，石留はと

にかく木製の砂匂ならば、材が腐朽するまでは土砂を抑えるであろうが，その効果はせ

いぜい10年程度であろう。 この大戸川の工事は，「去酉年洪水に而流申候故，其一節御

願奉申上，村方に而普請繕仕申候jとあって，この明和6年の工事は 4年前の同 2年

( 1765）の洪水で流されたものを村方で復旧したものである。市］述の「Jll筋え土砂不
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流落僚に可仕Jという幕府の指令の線にそった工事である。明治前日本土木史日）によ

ると，この時代の工事は「概ね苗木随付程度のものが多く，渓流に施設する石堰堤等

の工事；は稀であった」とあり，江戸時代の山腹工は実蒔留（上下 2尺間隔に水平の将

を掘り，木の種子を蒔く ），柵留連束柴工（編柵を作って土砂をためて苗木を植栽）

などがあったとしている。前者は 2尺間隔の水平待問の露出面から土砂流出が始まる

危険性が高く，｛走者は植栽木が土砂を抑えるようになるまで，編柵がもつかどうか疑

問である。このように渓床あるいは山腹の土砂の安定は，石積は洪水時に流されない

｜浪り，ある期間は効果を示したであろうが，大部分の木質材料を使用した現在の編柵

に相当する工作物などは，植栽木の本数の少ないこともあって，杭木などが腐朽する

までに，値生が地表面を被覆して保護するようになったとは考え られない。こうした

技術水準の問題のほかに，現在の治山・ 砂防事業に比べて， 一つの工事現場の事業量

が余りに少ないことである。校術水準と事業量という工事の質 ・量の両面からみて，

ごく 一部の条件の良い小規模の現場以外では，植栽による山腹の緑化に成功したとは

思われないし，渓床あるいは山腹の土砂留も，大部分の木質材料を使用した所は，材

料の！凶朽とともに土砂流出が始ま って，ある年数だけ下流への土砂流出を遅らせる効

果はあっても，長期間の土砂流出総量を減少させるほどの効果を示したとは考えられ

ない。なお，この時代の荒廃地の大きさは，明治以降たとえば昭和初期にみられた荒

廃地に比べて，その規模は一般に小さかったと想像される。明治以降に比べではげ山

化が始まってからの則聞が短いので，一般的に拡大する期間が短かかったと思われる

からである。たとえ荒廃地が小規模であったとしても，緑化が成功して土砂流出量を

減少させるほどの効果を示さなかったと考えられる点は共通である。このように，こ

の時代の山腹緑化や長期間の土砂流出総量の減少に目立つような効果を示さなかった

としても，この時代の土砂儲工事がむだだったとは恩われない。これは試行錯誤によ

る経験の集積という財産を後世に残したからであって，これは無視できるような小さ

いことではなかろう。

このような土砂陶工事は淀川流域の多くの場所で施行されたようである。大阪市

史43）によると，摂津 ・河内両国における正徳 5年（ 1715）の完工箇所は摂津国 3郡中

の要工事地87ヵ所中11ヵ所，河内国11郡においては同じく 644ヵ所中115力所であった

が， 享｛呆 7年（ 1722）にはその中の 6割が成功したという 。この工事については， 当

初は京都町奉行に管理させていたが，上記両国の実行がよくなされていないので， 元

禄 211'-( 1689）これを大阪町奉行の管理に移して見分させたという。このほかに山

峡 －大和 －近江3国の淀川・大和川流域で多くの工事がなされたことは想像に難くな

い。これら両川の流域においては，幕府から植樹と土砂流出防止を命令されて，違背

の輩は「詮議之上急度曲事に可申付」と いうことで各地で工事が進められた時代であ

った。



54 

土砂留工事の妓術的進歩が感じられるのは， 18世紀末近くになってからである。河

内国星田村出身で大阪在住の吉田屋藤七が天明 8年（ 1788）に奉行所に提出した建

言HIによると

根本川上山々之土砂留り不申候而者川下も如何様に御普請仕候而も無益之事之様

に乍恐奉存候

と水源山地を重視しているこ とは蕃山と共通であり

格別に土砂多く出申候はげ山之所え松木種稗種等を蒔其上え藁古俵を散し敷候者

五七年にて草木はへ付候ものな らは二三年にて木はへ付可申

と地表面の被覆保護と肥培を考えている点に進歩がうかがわれ，山のことをよく知っ

ている人を「土砂留御普請方下役人」にすれば「万事御勝手に相成可申Jとして

此儀はらんずをはき山奥大小谷々迄委く見廻り候ものにて無御座候而者乍恐行届

申間敷と奉存候御事

と役人もわらじをはいて山の谷々を歩き廻らないと， 行届いた工事ができないと建言

している。この史料の紹介者の内山慶二も，「主主ニ草鮭掛ケノ御役人トハ穿チ得テ岩IJ

切」といっている。これは藤七自身が山を歩き廻って山や工事のことを知っているか

ら書けたことである。貞享元年 （1684）の幕府の工事命令から 1世紀余経過してお

り，藤七が各地の工事の経験を集積したための進歩と考え られる。明治年代に入る

と，淀川流域における市川義方の「水理真宝」叫）あるいは岡山の宇野内三郎の「治水

舶林本源論J刊などにみられるように，さらに進歩することになる。

次に山陽道の工事をみる。岡山県砂防誌47)fこよると，今から二百余年前に旧備前藩

が元赤坂・津高 ・御野 （現御津－ 赤磐両郡）の三郡中，山林荒廃し土砂流出の最も甚

しい個所に，山巻と称し藩費で山腹に筋目 を付けて芝草を随え，渓間には石堰堤を設

け，専ら土砂流出を防止したのを発端とするとある。媛要録州で岡山穫の工事をみる

と，明和 3年 （1766）の和気郡小中山村の入会山論の裁定の中の境界の目標に砂留と

いうのがあり ，この時期より以前に施工されたことは確かである。次の寛政 7年

( 1795）の倫中国浅口郡上竹村の工事では村内の3カ所，下流の lカ所の砂留は石巻

であり ，は じめの部分には 「山裾松林出来候へば土砂流出候儀相止砂儲御普請願上候

にも及申間数」とあって，山裾が成林すれば工事の必要はないとしているが，ここが

はげ山化していたならば，荒廃の進行状況と立地条件にもよるが，よほど条件が良い

場合でない限り ，成林が困難だったのではなかろうか。

これが岡山藩の工事例であり， Li」陽道の他地域のことはわからないが， 日本林信IJ史

資料柑｝の岡山・広島・山口三藩の類別編年目次の林地の荒廃関係の項目を対比してみ

ると，岡山再審の荒廃が最大で，広島毒事 ・山口藩と西へゆくにしたがって，小さくなっ

ているように感ぜられる。岡山以外の藩の荒廃が軽度であれば， 土砂留工事の必要は

小さいことになり，岡山藩以上の規模の工事が施工されたとは考えられない。山陽道
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の中で最も多くの工事がなされたと考えられる岡山藩においても， 淀川流威の五ヵ国

に比べると，工事量は少なかったであろう。その最大の理由は，淀川では工事の実行

を幕府から命令されていたからである。荒廃状況については，岡山藩領内でも淀川流

岐に劣らないほどの荒廃を示した地肢もあったと想像されるが，淀川流繊の五ヵ国に

わたる地域的広がりに比べると，面積的には山陽道は小さく，工事量もはるかに少な

かったのであろう 。

以上のことから，多くの工事がなされた淀川流域においても， 工事が荒廃地を減少

させるほどの効果を示さなかったと思われるので，山陽道においても工事が荒廃地を

減少させるほどの効果を示さなかったとみてよいであろう。

② 森林の伐採・開墾と荒廃

前項（3）で木骨 ・飛騨のような林業地において，用材伐採による山地の荒廃はなかっ

たとはいえないが，大規模なものでなかったことを述べた。山陽道地域の用材伐採の

影轡をみる。日本林制史資料岡山首奪回）の究延 4年 （1751）の史料に「近年御林松木所

々賜方へ相渡候処，殊外山荒最早大木之分残リ少ニ相成候旨」竹木方より申出があっ

たので，「先ツ四五ヶ年御用捨被成候様申上度，員IJ別紙相添奉窺候Jといううかがい

が決裁されている。岡山落の用材資源のひっ迫を示している史料である。山口藩は岡

山藩より少しは余裕があったようである。

日本林制史資料 山口藩51)

fl.政 8年 （1796) 七木之内ニて杉之儀ノ、当時御立山え追々植付被仰付，尚給領

山建銀山等へも余分他付と相聞，以来不如意之儀ハ御座有間数相見候，依之杉

ニ限リ向後松木同様採用被差免

山口藩では松のほかに槻・杉・桧・椋 ・惰 ・桐 ・僅の七木を御用木として保護して

いたが，杉も以後図ること はなかろうということで，松同様伐採を許可している。山

陽道で木材が最もひっ迫していたとみられる岡山藩においても，伐採停止という手段

で保護することが可能であった。用材の伐採による林地の荒廃は，あったとしても少

なかったと考えられる。

これに対して生活用の新は農民には l日も欠かせないし，製塩などの産業用の新も

同様である。山地荒廃の段大の原因は人口の増加であろう 。1.(1）に述べたように，江

戸時代初期の1,200万人の全国人口が， 18世紀前半に2.5倍の3,000万人を越えたので

あるから，平均的人口増加の地主主ではこれだけで l人当り平均林野面積が，人口増加

前に比べて後は40%すなわち半分以下になったことになる。薪炭林に余裕のない地成

ではこれだけひっ迫するようになったであろう。

さらに人口の増加は耕地・林野という 土地利用区分にも変化をもたらした。三井議

次自11'21は郷里の備後地方について，「山林の減縮せし所以は幕府の頃は務めて開墾せ

しと民家に於て分家をなせしとによれり」と二つの理由をあげている。ニっとも人口



56 

増加に関係があり，第一の｜苅懇は新田開発が河岸そeいに止まるならば原野の減少が主

であるが，17世紀末の2(I）に述べたケンペルの旅行日記にみられるように，畑地が丘

陵の尾恨筋まで進出すれば林地の減少を伴ったことになる。第二の分家について， 三

井は「回聞のみならす必す山林をも分与すること也然、るに分家にては其分与せられた

る田岡のみにては不足なるか故に終に山林を開墾して田圃として其不足を補ふに至る

なりJと述へている。こうした分家による開墾は人口急増期の江戸時代前期に多かっ

たのであろう 。このほかに（2）の項で述べているが，岡山藩の東端の矯州赤穂に近い村

の農民が，生活に困って私有林を製塩業者に売却 ・質入れして手離している事例があ

る。このようにみてくると，江戸時代初期の人口増加によ って平均 1人当りの林野面

積が小さ くなったこと， 新田開発によって田畑が増加し，その分だけ林野が減少した

ことのほか，私有林は分家と売却によって減少している。

2.(3）で述べたように，！日l山務の備前国の人口密度指数は奈良朝時は433，寛延 3年

( 1750）に256であった。同 じ資料で計算すると，備後国は両時期に1I 1と98，安芸国

は同じく 88と104となる。閏単位でみる限り人口がさして過密とも思われない安芸国

において，次のような荒廃の事例53）がある。量豊田郡小泉村の沼田川の支流天井川は流

出土砂の准肢によ って耕地より 30尺高い堤防になったという 。水源山地は昔からのは

げ山であったのではなく，正使、（ I711～15）の頃はうっそうたる美林だったという

が，「以来人口の増加と文化の進展に伴ひ，無制限の開墾と，頻発する野火加ふるに

濫伐暴伐が続いた結果，山林は極度に荒廃するに到り降雨毎に多量の土砂を流出し水

害頻発するにいたった」と述べられている。広島県の地名川によると，天井川の荒廃

は慶安 3年（ 1650）に開かれた竹原塩田への燃料供給のための山地の乱伐などによる

と考えられるとし，荒廃の時期については， 寛文 （1661～73）頃から谷々の出砂がお

びただしく ，主主保 6年 （1721）の洪水で郷中の田はすべて川成になったとある。以上

のことから， 天井川化の原因は人口増加のほかに，塩田の薪需要もあったのであろ

う。なお，担田の薪需要と荒廃の関係については， 次に述べる千葉徳爾の考察があ

る。荒廃の時刻は広島県の地名の方が早いようになっているが， 享保 6年の洪水で荒

廃が大きく進行したよ うである。天井川というその実態を示す河川の固有名詞は珍し

いものであろう。

次に製塩用新と 山地の荒廃について，千葉徳飼55）は次の重要な指摘をしている。す

なわち，「瀬戸内海沿岸の塩田では幕末以後の燃料はほぼ石炭と なって林地の生産物

を燃料とすること は少な くなった。しかも林地の荒廃は進行を止めたようにはみえな

い」ことは，「I怠業とはげ山形成との直接関係を疑わせる一つの資料である」として

いるほか，附d''Iぞ栗村では「自家用林が繁茂している反面， 入会林地は典型的なはげ

山理荒廃地となっている」として，砂川 ・血吸川その他はここから流れて天井川とな

ったもので，「臼林が茂っているからこそ，それをもたぬ貧困者は入会林地を過度に
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使用せさるをえないJとして，しかもこの地成は最もはげやすい黒雲母花崩岩から成

っているとしているほか，製塩業者の薪の購入先は私有林であって，荒廃移行あるい

ははげ山の段階で土砂流出のみられる林地が私有林であるものは一例もなく，すべて

は村々 入会もしくは村持の野山すなわち柴草採取地に形成されたはげ山であって，以

上の考察から，「瀬戸内海沿岸のはげ山型荒廃の大部分は製塩業の燃料伐採によ って

できたとはいえないことが明らかになった」と述べている。

このような実情をふまえて，製塩用薪の需要が山陽道の農民と 山地に与えた影響を

みる。第一にその膨大な需要分だけ伐採が増加し，薪資源をひっ迫させた。さらに薪

佃1絡の何倍かの上昇をもたらして，薪不足で購入の必要な農民の経済状態を悪化させ

た。自家用のほかに販売余力のある農民には良い収入源にもなったのであろう。

第二に農民ーが新入手のために，前述のよ うに人口増加による関空Eと農民の窮乏で手

向性したなどで私有林が減少していた状況下において，私有林がないかあるいは不足し

ている良民は， 入会林地に求めるようになった。その結果として，掠奪．的利用がなさ

れた入会林地も多かったと考えられ，林地の荒廃が進行したのであろう。これは入会

林地だけでなく， 入会の採草地でも同様であったろう。

第三に製塩用薪の需要がなかった場合の状態を想像してみよう 。新の価格は少なく

とも何倍かのヒ昇はせず，値上りしたとしてもごく 小幅であったろう。 山林のつちから

みると， 農民が他から購入した分だけ入会林地の負担が軽くなるから，府慈、林地化・

はげ山化はきわめて少ない程度で止まったと恩われる。私有林の方は生活に困ったか

どうかが問題で，困らなければむりな伐採をしたり，手離すようなことをしなかった

であろ う。生活に困れば新値の高低にかかわらず伐採による販売収入をめざすからで

ある。

以上を総合すると，製塩用薪の伐採が林地荒廃の直接の原因になったことは，あっ

たとしてもごく 一部分と思われるが，間接的にはどこかの山林に需要量分の増伐をも

たらし，地力の減退と林地生産力を減少させ，痛感林地とはげ山を桶加させる原因に

なったとみられる。結果的にその対象となったのが入会林野であった。

荒廃の原因としては上述の用材 ・薪の採取だけでなく ，灯火用などのためのアカマ

ツの「似株掘取」が広範囲に行われていたことのほか，自給肥料用と思われる熊手に

よる「草恨燈切」なと林地保全上まことに好ましくないことが行われていたのである。

このことについては，後述5.(2）でみることにする。

入会林貯の荒廃は明治政府に大きな問題として引き継がれることになる。武藤博忠

ら56）は江戸時代末期の山の状態は現在と比べて著しく荒廃していたとして，土木建設

工事・製境 ・鉄などの鉱山経営などが原因としているが，「全国的に普遍的に山を荒

廃せしめたのは，皮業肥料を全面的に山に依存したことである」として，「極度に荒

廃した村持地 （のちの公有林）と， うっそうたる藩有林（のちの国有林）が明治政府
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に引き渡される」ことになって，明治後期には公有林野の治水事業と国有林野の開発

事業が開始されるとしている。明治林業史要57）＇こよると，明治 23年 （1890）の市町村

制の実施時に，従来の村を大字としてこの大字のもっている山林を市町村に引き継が

ずに，部落でもっ ているいわゆる「部落有林Jについて，「是等／林野ノ、県・郡・市

町村等他／公有林ニ比較シ最荒廃ヲ極メタ ルヲ以テ政府ノ、夙ニ之カ整理／必要ヲ認

メ」ていたとあり，この 「最荒廃」していたのが，江戸時代からの入会林野である。

結局この時代から掠奪利用を続けざるをえなかった地域の村の入会林野が，明治政府

に「最荒廃jの部落有林野として引き継がれたということであろう 。さらに同書では

大正 5年 （1916）府県に照会した結果， 部落有林野396万町は公有林野540万町の中の

73%を占めると推定している。1(1）で人口 l人当りの所要薪炭林面積0.14町，江戸時

代中期の全国人口3,100万人とみており，これから430万町という試算値がえられる。

上記の部落有林野396万町は近い値を示すが少し小さ い。たとえ全休で合致したとし

ても，人口の多い地戚 ・入会林野の少ない地域では不足したことであろう 。このほ

か，上記の0.14町は薪炭林だけで試算したもので，採草地が入っていないことも注意

する必要がある。

③ 荒廃の推移

千葉徳爾58）は山陽道の土砂流出や天井川について，岡山地方では蕃山が論じている

ほか， 宝永年間 （1704～10）から土砂留の記載があること，広島県から山口県にかけ

ての土砂流出はやや遅れるもののようであるとしている。これは2.(3）の項で述べてい

るように，岡山藩のおかれた自然環境（少雨であることと旭川・吉井川の上流山地が

他藩であったこと ）と社会環境（高密度人口など）によるもので，広島・ 山口両県よ

り荒廃が先行したことはやむをえないことであったろう 。このことは岡山県の水源山

地のはげ山化が先行したことを意味する。一度はげ山化すると花筒岩地帯では自然、復

旧は考えられない。土砂留工事 （①の項参略）も荒廃地を減少させえなかったとする

と，荒廃地は哨加することはあって も減少することはなかったことになる。実際に鯨

符的利用を余儀なくされた入会林野の中では， ft樹岩地峡で徐々にではあるが，持写悪

林地からはけ9山に移行していって，長年月の間に拡大していったであろうし，すでに

はげ山化していた荒廃地はその周辺が侵食されて拡大していったと考えられる。この

ようにして，拡大の急な時期とゆるやかな時期があったにしても，明治期になるまで

荒廃地面績は拡大していったのであろう。

はげ山の発生にはこうした表面侵食によるもののほかに，豪雨や地震時の山崩れに

よるものを考慮する必要がある。日雨量の最大記録59）をみると，岡山では 177m mと

小さいが， 広島の 340mm，下関の 337mmはそれほど小さ くはない。岡山県水害

史60）によると，蕃山の岡山藩在任rpの承応 3年 （1654) 7月の大洪水は「常水ニ三間

余増」とあり，域内 侍屋敷 ・町家の大被害のほか，破堤は152,390筒すなわち 5里
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6町半，死者156という大水害であるが，山崩れの被害はのっていない。宝永 5年

( 1708) 6月の洪水では山崩れ121カ所，正徳 2年 （1712）の洪水時に 3ヵ所とある。

山崩れの発生は豪雨地域に比べて少ないが，その自然復旧は基岩によ って難易があ

り，花崩岩地域では不可能であろう。山崩れ地がはげ山化することは， 表面侵食によ

るものに比べて，最的にははるかに少なかったと考えられる。岡山県に比べて，広

島 ・山口両県に多くの山崩れが発生したと思われ，はげ山の中に占める比重が少し高

いと思われる。

次に天井川についてみる。17世紀に蕃山がこの傾向を指摘している。天井川化傾向

の緩急を大きく みると，山地からの流出土砂量とこれを流送する流水すなわち豪雨の

大きさによると考えられる。山地からの流出土砂量は流域のはげ山面積に支配される

とすると，はげ山が幕末まで徐々にではあっても，増加していったと考えられること

から，天井川化傾向も時期があとになるほど，大きくなっていったことになる。降雨

は年によって異なり，豪雨洪水のあった年は河床の上昇が急になり，とくに多数の山

崩れを伴った洪水時に， 一挙に天井川化することは現在でもよくみられることであ

る。結局天井川化傾向は長期的には激化の度を加えたが，洪水とくに大洪水の有無に

よって，激化の急な時期とゆるやかな時期があったのであろう。このほか， 急激に大

面積の山地を荒廃させるような土地利用がなされた時期あるいは地域があれば，その

傾向が急になるのは当然である。

千葉徳官房61）は天井川の形成はきわめて短期間に高まることが知られ，高さ !Om内

外の河床が僅か40～50年で上昇すること もある とし，急激に河床が高まった時期とし

て， 17世紀の終りころと 19世紀の中ころのこつの時期のあることを文書記録から論証

している。山本徳三郎副は岡山県吉備郡の池田村 －阿曽村の人の話として，村内の砂

川の堤防は昔から七八間もある高いものでなかったこと，古老の話では昔は田植えを

しながら対岸の人と顔を合わせて話ができたこと，明治維新の時に乱伐して根株まで

掘ったためとのことである。以上のことは岡山では明治維新後の20～30年くらいの間

に河床が急上昇したことを示している。この時期は程度の差はあろうが，全国的に林

政がゆるんだ時期として知られているので，全国的な傾向だったのかも知れない。

天井川の例と して前述②の項で，広島県豊田郡小泉村の例をみたが，ここでは上述

阿曽村についてみる。 岡山県山林課の報告63）によると，阿曽村では明治維新後大水害

を含むいくつかの水害があった。明治17年（ 1884）以来昭和8年までに約200町の荒

廃林地復旧工事を施工，なお70～80町の荒廃地が存在するが，漸次河床が低下して，

l血吸川では18尺，砂川で5尺，他の川でも 1～2尺は低下した。約半世紀にわたる工

事で，荒廃地のほぼ70%に施工した結果がこれだけ低下させたことになる。流出土砂

量が荒廃地面積に比例するならば，流出土砂量の約3分の 2を減少させたことにな

る。 山本徳三郎64）は旭川の堆砂について，「往古岡山市川崎町河岸石垣下部より三十
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数尺の所に尚ほ石垣を存したりと云ふが如き川床の埋没実に淵需要の変を恩はしむるも

のありjと述べている。下音flの石垣のQi!i_L年代が不明なので， 三十数尺の河床の上昇

に要した年数も不明である。

蕃山が戦乱の聞は家屋や堂寺に木材を消費しないから，「其聞に山々本のごとくし

げり，川々皆のごとくふかく成ぬ」651と述べた河床の低下が，蕃山より 2世紀余の後

に実現することになる。彼が伐係の抑制I・ 木材の節約・造林などあらゆる面から努力

して実現できなかったことであり，しかも白然条件だけをみるならば，蕃山の時代よ

り宏、化していたと恩われるが，明治維新i去の社会経済条件が変化してきて， 治山 －砂

防事業によって実現したのである。

③要約

以上の考察からu:戸時代の山陽道を中心として，土地利用と山野の荒廃を総合して

決約すると，およそ次のようになると恩われる。

i 江戸時代前期に人口が急増 し，新聞｜摘発が進められて田畑が増加し，開墾され

た分だけ山林原野が減少する結果になった。

ii 減少した山林原野に対して，人口桶加による生活用な らびに製塩などの産業用

金持の需要が増加した。採草地からの自給肥料の需要も同様であった。

面 j . iiによる集約な土地利用の結果として，畑や林野としては生産力の低下し

た L地，すなわち熔悪林地あるいはこれに近い土地が増加して，薪や草肥の生産量も

減少した。入会林野に大きな負但がかかり ，むりな採取をして荒廃させるということ

にもなった。

tv 山陽道では木材・薪の森林資源は陥i山再審が最もひっ迫した。草資源についても

同様だった。

v 山陽道では花崩岩地域が多いので，掠奪的利用をした山林原野の惰悪地化 ・は

げ山化が徐々に進行していった。豪雨時の山崩れによる荒廃地も発生したが，表面侵

食によるものに比ベて少なかったであろう。

vi これに対して土砂留工事が施工されたが，はげ山を減少させるほどの効果は示

さなかった。

vii 地践的には岡山県の土砂流出と荒廃が広島 山口両県より先行した。多くの河

川で流出土砂の堆砂による河床の上昇がみられ，天井川が発生した。

viii こうした江戸時代までの土地利用の結果として，極度に荒廃した部洛有林野な

どが明治政府に引きつがれる。このほか明治維新時の乱伐もあって，天井川化あるい

はこれが進行した河川も多かった。明治則］に始められた治山・砂防事業が徐々に効果

を現わして，江戸時代からずっと上昇していた河床も，明治以降目にみえて低下する

ようになった。

こうした情勢に対して，政府はl明治 4年（ 1871）に「治水条目ヲ定ムJ，「山々開拓
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ニ付土砂ノ溢漏ヲ防キ其他）［山及川添山々等樹木下草伐採方ヲ定ム」師）という法令を

だしているし，官林規則もこの年に制定されている。治水条目は主に河川や庭防のこ

とを定めているが，後者は五畿内と伊賀国の府藩県あてのものであるから，淀川 ・大

和川流域を対象としている。内等は開拓と克山からの土砂流出の規制のほか，第 5項

に「川i:'J山々樹木ヲ殺伐ス／レ等IH命IJI通総テ宮前ヲ経可申事」とあり，ここにある｜円

制とは江戸時代の制度のことであろう。内容的にも寛文 6年 （1666）の山川の錠以降

の幕府の一連の法令と共通したものであり，淀川 大和川流成の荒廃を重視している

点も共通である。さらに 2年後の明治 6年 （1873）に 「淀川水源砂防法J67）がでてい

る。 このように明治政府が17世紀の江戸幕府と全く同 じ政策をと っていることが注目

される。これは17世紀より明治初期の淀川などの山川の荒廃は明治初期が激しかった

と思われるが，淀川 ・大和川流戚の荒廃が大きな社会問題であったことなど，自然条

件と社会条件に共通点が多かったためであろう。こうして制度的には明治29・30年

( 1896・97）に傘林法 ・砂防法・河川法のいわゆる治水三法が制定されることになり，

治山治水事業が進められてゆくことになる。

［文献1

1) 狩野平二 ：熊沢義山の林政思想に就いて（2）林業経済 76号 30年

2) 岩崎孫八：熊沢蕃山の治水策と岡山務の治水施設歴史地理 36巻6号大正

9年

3） 石井進：中世窯業の禦明 （講座・日本校術の社会史 4巻窯業所収）日

本評論社 60年

4) 前掲 3) 

5） 集義外ill 増訂蕃山全集第2冊 53年

6） 宇佐問答同第 5mt 53年

7) 渡辺自I］文 ：十州塩田 （日本産業史大系 7 所収） 東京大学出版会 46年

8) 前渇 6) 

9) 前掲 5) 

10) 土屋又三郎 ：耕稼春秋 日本経済大典 21巻

11) 田中丘附 ：民間省要同 5巻

12) 陵奥国会~1t郡村々差出 i':J 近世地方経済史料 4巻

13) 岐阜県 ：岐阜県林業史上巻岐阜県山林協会 59年

14) 前掲 6)

15) 前掲 5) 

16) 前掲 6) 

17) 前掲 5) 



62 

18） 大学或問 日本思想大系 列巻岩波書店 46年

19) 日本林銘I］史資料岡山稜

20） 宵回研一 ：撮要録上巻 日本文教出版 40年

2 1 ） 首IH~ 11) 

22) 千葉倍、防 ：はげ山の研究農林協会 31年

23) 同 ：はげ山の文化学生社 48年

24) 

25) 

26) 

27) 

而Hち 22)

前渇 6)

而Hち 5)

"lili掲 6)

28) 前掲 5) 

29) 日本消防新聞社 ：日本火災史と外国火災史 原書房 52年

30) 前掲 5) 

31) 前掲 1) 

32) nlH~ s l 

33) 前掲 18) 

34) 後蒸陽一 ：熊沢蕃山の生涯と思想の形成 （日本思想、大系 30巻 所収）岩波書

店 46年

35) 日本林能I］史資料名古屋藩 岡山藩

36） 岐阜県 ：岐阜県治水史 下巻大衆書房 56年

37) 前掲 5) 

38) 児玉幸多 大石慎三自II：近世農政史料集 I 吉川弘文館 52年

39) 新井白石 ：畿内治河記 日本経済大典 4巻

40) rliJ掲 38)

41) 土木学会 ：明治以前日本土木史岩波書店 48年

42) 日本学土院日本科学史刊行会 ：明治前日本土木史 井上書店 臨川書店 56年

43) 大阪市参事会 ：大阪市史第 I 大阪市参事会大正 2年

44) iJ主主告人吉田屋藤七氏天明年間砂防工事／建言 治水雑誌 9号 明治25年

45) 市川義方 ：水型真宝 惇文節・ 明治30年

46）宇野円三郎 ：治水殖林本源論野崎又六 明治37年

47) 日l山県経済部 ・岡山県砂防詑 岡山県経済部 I 1年

48) nli掲 20)

49) 日本林制史資料岡山藩広島藩 山口落

50）官lj掲 19)

51) 日本林制史資料 山口語審



丸山．熊沢蕃山 宇野円三郎平田徳太郎と山本徳三郎 63 

52) 三井豊次郎 ：濫伐は維新の際に止らず大日本山林会報 40号 明治18年

53) 広島県治山治水協会 ：広島県治山史 広島県治山治水協会 24年

54） 下中邦彦 ：広島県の地名 日本歴史地名大系 35巻平 凡 社 57年

55) 前掲 22) 

56) 武藤防官、・若江則忠 ：治山行政の進展（日本治山治水協会 ：治山事業50年史

所収）日本治山治水協会 35年

57) 松波秀実 ：明治林業史要大日本山林会大正8年

58) 前掲 22) 

59) 理科年表 56年版

60) 岡山県庁 ：岡山県水害史上 岡山県庁 3年

61) 前掲 22)

62) 山本徳三郎 ：天井川の成因及将来大日本山林会報 408号大正5年

63) 山林諜：荒廃林地復旧事業（砂防）の効果顕著なる事例 岡山県山林会報 37

号 9年

64) 山本徳三郎： 岡山県の砂害の河川に及ぼす影響 砂防 20号 7年

65) 前掲 18) 

66） 明治 4年 法 令全書

67) 建設省近畿地方建設局 ：淀川百年史 建設省近畿地方建設局 49年

（前新潟大学農学部教授・農学博士）
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