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吉野林業の森林管理における山守の実態とその存続に関する研究
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1 はじめに

わが国を代表する伝統的林業の一つである古里子林業は，

梅端な密植と弱度の間伐を数多く繰り返して長伐期とす

る施業によって，年輪幅が密で均一で，強度に優れた高

級材の産地として発展してきた。これは優れた育林技術

の結果であり，それを支えてきたのが吉野林業の特徴で

ある山守制度である。

山守とは，森林所有者からの委託を受け，山林の保護・

管理を短う者であり¥)村外居住の森林所有者に代わっ

て，植林・下刈り・枝打ち・除間伐の時期設定，現地に

おける労働者の手配と監督，素材の搬出と翰送，時には

その販売まで，一貫して森林を管理してきた九山守は

森林をお常的に管理しているため，その地域の地勢や土

壌条件などを熟知しており，永代木の選木にあたっては，

立木の校張り呉合，通直性，完満性等の外見で判断でき

る性質だけでなく，年輪幅の揃い具合，心材・辺材の色

といった，素材にしてからでないと分からない性費をも，

立地条件を考慮して判断できるとも言われている :ll。こ

のような山守の高度な技術によって， r~谷被・多間伐・長

伐期Jという育林体系が維持されてきたと考えられ，吉

野林業における山守の果たす役割は大きかったと言える。

しかし，全面的な木材価格の長期的低迷など，林業を

取り巻く状況は厳しさを増し，高級材産地である吉野林

業も同様の状況にある。この影響を受けて山守は昭和 50

年代後半頃からその機能的縮小が指摘されペその傾向

は今日まで続いているものの，現状でも吉野林業地域に

おける多くの森林において，山守による森林管理が行わ

れている九このことから，山守の森林管理能力の低下

が森林の管理状態の悪化をもたらしていると推測される。

これまで，山守が古里子林業の森林管理にどれほど寄与し

ているのかについて明らかにした研究は多くはなく，例

えば，井戸間 (2004，2005) は，山守による森林管理に

対する所有者の意識やへ管理商積別の山守の管理業務

の実態について 6) 明らかにしているが，山守と森林の管

理状態との関係性については言及していない。

そこで本研究では，吉野林業において，山守が森林の

管理状態に及ぼす影響を明らかにするとともに，山守の

存続のあり方について考察することを目的とする。

註方法

1 研究対象地

本研究の研究対象地を奈良県吉野郡川上村とした。)11 

上村は，東吉野村，黒滝村と合わせて吉野林業地域を形

成しており，その中でも)11上村は， 1500年頃に人工造林

が開始された，林業の歴史が非常に長い村である。

森林面積は 25，576haと村面積の 95覧を占め，耕地面積

は 33haと極端に少ない。林業労働者数は， 1990年度に

は合計 258人いたが，その後一貫して減少し， 2005年度

には 68人，そのうち 61歳以上の林業労働者の割合は

44. 1覧 (30人)となった7)。このように，川上村におい

ては，労働力の減少や，高齢化が深刻な状況にあり，森

林管理に及ぼす影響は大きいと考えられる。

2 調査方法

本研究では，まず， ) 11上村森林組合(以下，森林組合)

へのヒアリング調査を行い， ) 11上村全域を対象として，

49林分を抽出した。林分とは，樹木の種類とその密度が

ほぼ一様な樹木の集団と，それらが生育している土地を

総合する総称であり，最小作業単位のエリア 8) を指す。

各林分の管理状態を， rスギ長伐期優良大径材仕立脊林技

術体系J(奈良県農林部)に示されている脊林作業(以下，

育林)の実施頻度に基づき， 2つに分類した。一つは，前

田の育林実施から 10年以内に育林を実施している林分

を，管理状態が良好な「通常jとした。もう一つは，前回
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の育林実施から 10年を超えている，もしくは，ほぼ放置

状態にある林分を，管理状態が良好でなし、「遅れjとした。

林齢や大字に偏りがなく，管理状態が良好なものと良好

でないものがほぼ関数となるように， i通常J27林分遅

れJ22林分を抽出し，各林分における見呂りや育林の実

施者と各林分の管理状態の関係性を明らかにした。

次に，平成 23 年 9 月中旬~12 月上旬にかけて，所有

規模 100ha以上の大規模所有者の森林を管理している山

守 6名を対象にヒアリング調査を行い，森林管理におけ

る山守の実態を把握し，山守のタイプ分けを行った。最

後に，各タイプの上ヒ較を通じて，山守制度の現状の問題

を明らかにし，今後の山守のあり方について考察した。

なお，ここで森林の所有規模を 100ha以上としたのは，

吉野林業地域の民有林商穣の 7割以上が所有規模 100ha

以上の所有者によるものであり，これらの所有者の森林

を管理する山守が今後の吉野林業の森林管現に及ぼす影

響が大きいと考えたためである。

田 川上村における森林の管理状態

1 森林施薬の動向

川上村の森林面積のうち民有林は 24，900ha，97.5%を

占めている。民有林のうち，針葉樹人工林は森林部穫の

66.9弘(16，663ha)を占めている。スギ・ヒノキ人工林を

見ると(表1)，合計面積は， 1988年度目， 845ha，2008 

16，643haであり， 20年間でほぼ変化していない。

吉野林業における伐期未満の 80年生以下引の森林のう

ち， 21 ~60 年生は除間伐を必要とする林齢であり，その

磁積は 1988年度 8，361ha， 2008年度 8，142haと，ほぽ変

化していない。校打ちゃ下刈り，雪起しなど，種々の育

林作業が実施される 20年生以下では，その面積は 1988

年度 2，526ha，2008年度 307haで，合計面積に占める割

合は， 1988年度の 15.0%から， 2008年度には 13.2ポイ

ント減少して1.8誌となっており，近年は得造林が減少し

ていると言える。一方， 81年生以上の森林街積は， 1988 

年度1， 594ha， 2008年度 5，686haであり，高齢林が増加

していることから，主伐も同様に減少していると言える。

以上より， ) 11上村においては， 20年間で森林の更新が

進んでおらず，全体的に高林齢化しており，また，除問

伐を必要とする森林面積も変化していないことが分かる。

次に，公費補助を利用した造林・育林事業量の推移を

見ると(国1)，減少傾向にあり，最も多かった 1990

度の合計 1，188haから， 2009年の 413haにまで減少して

いる。近年では，川上村において，完全自己負担による

造林・育林事業はほとんど実施されていないことから，

図 1は， ) 11上村における実質的な森林施業量の減少を示
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表 1 スギ・ヒノキ人工林の林齢期l面積と構成比
Table 1 Area and component ratio of Cedar and Hinoki by forest 
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図 1 公費負扱による造林・脊林事業実績の推移
Fig.1 Transition ofplantation and silvicultural area by Public expense 

資料:奈良県林業統計

していると言える。

つまり， )川上村においては，除間伐が必要さな森林函積

は減少しておらず，森林施業量が落ち込んで、いることか

ら，森林の管理状態が悪化している可能性が示唆される。

2 林分の管理実施形態と管理実施者

抽出した 49林分の管理状態別にみた管理実施形態を

園 2に示す。乃島常」では，全ての林分において育林が

施されているが，見回りから脊林まで管理実施者が一貫

している林分が77.8% (21林分)と多く見られ，管環実

施者が一貫していない，見回り・育林男IJ々 及び育林のみ

が 11.1%(3林分)ずつであった。一方， i遅れj では，

質した管理実施者は全く見られず，克服りのみが

31. 8% (7林分)，管理なしが 36.4% (8林分)と 7割

弱の林分では育林が実施されていなかった。また， i通常J

における一貫した管理実施者の内訳は，山守 52.4弘(11

林分)，森林組合 28.6%(6林分)，所有者四%(4林分)

と，山守による管理が半分以上をおめていた。

以上より，一食した管理実施者による管理がなされて
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いるかどうかが，森林の管理状態に大きく影響しており，

特に，山守による一貫した管理が，森林の管理状態の健

全性を維持する上で，大きく貢献していると考えられる。

W 山守の管理業務の実態

1 山守の管理業務の流れと収益構造

(1)管理業務の流れ

山守の管理業務は，見回り・宥林・素材生産の 3つに

分類できる。見田りでは(図 3)，境界確認のための境界

巡視や，自然災害等が発生した後の被害状況の確認を行

う。これらは山守の独自の判断により行われるが。境界

巡視等の終了後，所有者へ被害等の報告を行う。

育林では(密 4)，山守が作業の実施時期を見言十らって，

事前に所有者への実焔提案や山林案内等を行い，所有者

の承諾を得る必要がある。育林作業については，公費補

助を利用する場合が多く，所有者が公費補助の申請をし

なければならないが，通常は，森林組合が行政へ申誇手続

きを代行する。この時，所有者に代わって，はj守が森林

組合へ申請代行を依頼する場合が多い。公費補助の申請

後，山守は自費により労働者を援用し，労働者を作業に

当たらせ，また自らも作業を行う場合もある。育林作業

完了後に行政による検査があり，検査完了の 6ヶ月後に

所有者が公費の交付を受ける。この 6ヶ月の聞に，山守

は自費で立て替えた経費を所有者に請求する。

森林から丸太(素材)を生産し，市場へ搬出する素材

生産では(鴎 5)，山守から所有者へ素材生産の実施を提

案し，間伐木選定についての山林案内等を行う。そして，

所有者の承諾が得られれば，山守と所有者との開で立木

d主欄巡視など匝盟 之被3寄害事幸霊祭

国 3 晃聞りの流れ
Fig.3 The flow of patrol 

Fig.4 The flow and profit structure of silviculture 

2王iU若

宮立木賞取り

Fig.5 The flow and profit structure of logging 

の売買額の交渉を行い，その価格が成立すると山守が所

有者から立木を貿取る。その後，山守と労働者が間伐作

業等に当たり，素材を市場まで運搬する。

(2)管理業務の収益構造

晃回りについては，山守に労賃等が支払われることは

ない。育林については，山守自らも労働者として作業に

当たった場合には，労賃が得られるが，近年の育林事業

量の減少から，収入は減少していると考えられる。また，

素材生産については，市場での素材叛売額から，所有者

からの立水質取額と，素材生産にかかった諸経費を差し

引し、て得られる利潤が山守の収入となるが，所有者から

の立木買取価格は，必ずしも市場価格を反映していない。

このような取引慣習の下での山守の収入は，素材単価が

まだ高かった頃には十分得られたが，以前よりも素材単

価が大幅に下落している現状では，労賃や集運材費用

の諸経費が以前と変わらなければ，収益性が低下するだ

けでなく，赤字収支となってしまう場合もある。

以上のように，現状の山守の収益構造は，十分な収益

を確保できるものとなっておらず，山守の継続を閤難に

している要因となっている。

2 山守タイプ別の特徴

(1)山守の概要

ヒアリンクマ調査を行った 6名の山守と森林組合の概要

を表 2に示す。山守 Aの管理面積は 237haであり，これ

には本来の管理対象となる山守山林とそれ以外に管理し

ている山林である山守山林外の両方が含まれる。山守山

林，山守山林外のどちらにおいても見回り・育林・素材

生産をすべて実絡している。また，労働者の常用雇用に

加え，臨時雇用もしている。

山守おは 6名の山守のうち，最も大きな管理面積

(5， OOOha) を有しており，他の山守に比べて 10倍以上

の面積である。山守 Aと陪様に，山守山林，山守山林外

のどちらにおいてもすべての管理業務を実施するととも

に，労働者も常用雇用，臨時雇用の両方を行っているが，

その規模は山守 Aよりは大きい

山守 Cは，山守 Aよりも大きな管理面積 (426ha)を有

しているが，管理業務については，JlJ守山林ではすべて

の管理業務を行っているものの，山守山林外では，一部

の管理業務しか行っておらず，そのため，労働者につい

ても臨時雇用のみであるo

山守 Dの管理面積は 135haであり，山守山林において

は素材生産を実施しておらず，山守山林外においても一

部の管理業務しか実施しておらず，それによる収入も得

ていない。労働者についても臨時雇用のみである。

山守 Eは，山守 Dと間程度の管淫面積(1l3ha)である
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表 2 山守の概主要
τable 2 Attributes ofYamamori 

管理山林 管王室体制j

山守
年齢 山守山林1) 労働者 森林組合 JjJ{入 後継者

(はi守 所有 管理荷積 管理主義務実施 管寝業務 雇用の
震用人数

への 依存度5) のヰ著書警6)

年数) 者数 (ha) 見回り 脊林 素材生産 笑施の有無 有無3) 作業委託4)

A 
68 

8 237 。 。 。 。 。
3名

X 。 X 
(50) 十数名臨時

s 67 
4 5.000 。 。 。 。 。

7名
X 。 。

(35) +1-10名磁E寺

c 47 
5 426 。 。

(23) 
。 O O 2-4名 X O ム

B 
59 

135 
(37) 

。 。 X ム O 1-3名 X O ム

E 68 
8 113 。 O (45) O ム X 。 O x 

F 67 
3 72.3 。 。(49) 

X X X x O X 

組森林合 5 548 。 。 O O 。 7名

j主1)山守山林管寝袋務実施の有無:(③すべて密ら実施 。一部自ら実施 ×実施せず

j主2)山守山本本外管王室重義務実施の手著書襲 。見回り~素材生産まで実施。一部l実施し，収入!ま労資のみム一部1実施し，収入はほぼなし×実施せず
主主3)庭用の有祭・ 0常照露霊殿あり m高時藤原あり xなし

主主4)森林絡会への作業委託:。あり ×なし

主主5)収入依存度 。5ilJ以上 05苦手i未満

注6)後継者の有無:(③あり ム未定 ×なし

が，労働者を雇用せず，山守山林における育林や素材生

産については，森林組合へ作業を委託している。山守山

林外の管理業務も山守 Dと同様である。

山守 Fは，管理面積が最も小さく (72.3ha) ，労働者を

雇用せず，山守山林における見田りと脊林のみを自ら

施しているだけである。

参考として森林組合について述べると，森林組合は総

管理面積が 548haと，山守 Bに次いで大きく，労働者を

常用雇用している。管理業務としては，見回り・育林・

素材生渡まで実施しているが，素材生産においては所有

との立木売買や，市場での素材販売は行わず，作業の

受託のみである点において山守とは異なる。

6名の山守の共通点としては，管理業務として必ず見

回りを実施していることであるが，これ以外は，管理業

務の内容や規模に差異が見られ，兼業も含めた全収入に
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占める管理業務の収入割合(収入依存度)が 5審IJを超え

ているのは，山守 A，Bのみである。また，後継者につい

ては，山守 Bのみが確保できているだけであり，後継者

不足が深刻な問題となっている。

(2) 山守タイプ別にみた森林管理の実態

山守を労働者の雇用の有無とその麗舟形態，管理業務

エリアによって，拡張型・従来型・衰退型の 3タイプに

分類した。各タイプの特徴や，そのタイプとなっている

・要因について明らかにする。

拡張裂には A，Bが該当する。拡張型は(臨 6)，労働

者を常用漆帰しており，山守山林だけでなく，大字外の

他の山守の山守山林でも管理業務を行っており，従来か

らの慣習によって大学内に隈られていた管理業務のエリ

アを越えるかなり広いエリアで、管理業務を行っているタ

イプである。

図 7 従来型の管理業務範圏
Fig.7 Management practice sphere ofConventional type 



額 8 衰退型の管理業務範臨
Fig.8 Management sphere of Declining type 

従来型にはC， Dが該当する。従来型は(国 7)，労働

者を臨時雇用しており，山守山林での管理業務だけでな

く，山守山林タトでの管理業務として，大字内での見回り

や，育林などを行っている。また，大学外の場合，基本

的には山守が存夜していない山林における育林など，

部の管理業務のみであり，管理業務のエリアが比較的大

学内に眼定されている。

衰退型には E，Fが該当する。衰退型は(簡 8)，労働

者を濯用しておらず，また，自ら労働に従事することも

なく，森林組合へ労働作業を委託している。管理業務に

ついては，拡張型や従来型とは異なり，一部の管理業務

を行っているだけである。また，大学外での管理業務を

行っていないことから，管理業務のエリアがほぼ大字内

の山守山林に隈定されている。

次に，各タイプの管理業務量を見ると(表 3)，拡張型

の管理業務量は，山守 Aが合計 588人日/年，山守 Bが合

計 1，519~1 ， 743人日/年となっており，他の山守に比べ

て非常に多い。特に，育林や素材生産のように，収入源

となる管理業務について，山守 Aは，育林 333人沼/年，

素材生産 250 人日/年，山守 B は，育林 240~480 人沼/

年，素材生藤 1，222人日/年と比較的多く，拡張型は，労

働者を常用雇用が可能な管理業務最を確保できている。

従来型の管理業務量は，山守 Cの育林(159人問/年)， 

素材生産(123人日/年)については，山守 Aの半分以下

となっている。また，下請け 27人目/年と，労働者とし

て他の山守に従事することで収入源を確保する場合もあ

る。しかし，山守 Dは，合計 42人日/年しかなく，収入

となる育林を 25人日/年実施しているのみである。この

ように，従来裂は，労働者を常用雇用できるほどの安定

した管理業務量を確保できていない。

衰退型の管理業務量は，山守 Eが育林 33人目/年，素

材生産 15人日/年，合計 60人目/年であり，山守 Fは，

育林 15入問/年，下請けが 23入日/年，合計 50人日/年

である。衰退型も従来型と同様に，労働者を常用雇用で

きるほどの安定した管理業務長まを篠保できていない。

各タイプの管理業務量の内訳を見ると，見回りについ

3 山守タイプ別の年度平均管理業務量
Table 3 Average quantity of management task per fiscal year by 

Yamamori type 

山守 陰耳霊祭務議((人日j:年)， 2008-2010年度の年度平均)
山守

タイプ J!回り 害事林 索材生産 下請け 合計

A 5 333 250 。 588 
鉱張裂

24~0 480 1‘5~19 1743 B 14 1，222 43 

c 5 159 123 27 315 
従来裂

D 17 25 。 。 42 

E 13 33 15 8 60 
者筆退霊2

F 12 15 。 23 50 

森林組合 2 844 623 。 1，470 
注1)E. FIま平成21.22年度の平均

注2)下翁けとは.f患の山守への労豊能力貸与のことであり. 山守自ら.もしくは
常用穫期の労働者を派遣することをいう

法3)森林級会iま下議Itを宵林.重軽材生産に含む

ては，いずれの山守も 5~17 人日/年実施していたことか

ら，山守が行わなければならない基本的な業務であると

言える。さらに，各タイプの山守は，自身の大字外で管

理業務を行う場合には，当該大字の山守へ境界案内を依

頼することもあり，山守の境界管理能力は，共通して高

いと言える。しかし，見回りは無報酬であるため，従来

型や衰退裂のように，管理業務量の少ない山守や，収益

性の低い山守にとっては，大きな負担となっていると推

測され，見田り以外の育林や素材生産による収入の確保

が課題となっている。

これに対して，収入源となる育林や素材生産の業務量

を十分得られているのは拡張型のみであることが分かる。

その重要臨として，従来からの慣習にとらわれない管理業

務を実施していることがあげられる。拡張型は，山守山

林での管理業務以外に，契約者である大規模所有者が大

字外や村外に所有している森林で、の管理業務を行ってお

り，そこでの業務量が安定的に得られるため，労働者の

常用濯用を維持できている。さらに，労働者の常用震用

が条件となる公共事業の入札への参加が可能なことから，

収入源の多角化を実現しているのである。このような拡

張型に対し，従来型や衰退型の管理業務は，従来からの

慣習に従って，原則的には大字内の森林に限られており，

業務量，収益ともに安定的ではないと言える。

現在でも，見回りの管理業務に見られるように，山守

は森林管理者として機能しており，その存続は吉野林業

にとって重要であるが，山守の管理業務における収益性

の低さや，それに超国すると考えられる後継者不足など

の問題を解消する必要がある。そのためには，拡張援に

見られるように，十分な管理業務量の確保を通じて，収

益性を向上させることによって，山守による森林管理の

持続可能性を維持することが可能になると考えられる。
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49林分の調査結果より，吉野林業においては，山守は

森林の管理状態に影響を及ぼしているが，一部の管理業

務しか実施されていない林分も多く，十分な機能を発揮

しているとは言えず，その維持も盟難な状況にある。こ

の背景には，従来からの慣習が阻害要国となっているこ

とがあげられる。兵体的には，無報割の見出り，素材生

産における市場価格を皮映しない立木買取，大字内に限

定される山守の管理業務範圏，世襲餅である。これらの

懐習は， 1980年代にも見られたものであり，当時とは大

きく環境が変化した現在においてもこれらの慣習が継承

されていることが，衰退型となる要簡とも言えるo

ヒアリング調査より，大字内の山守問土で見回りの結

果を報告し合うことが臼常的に行われており，山守が互

いの管浬業務範臨をカバーしていることが明らかとなっ

た。つまり，見回りは実質的に組織的に行われているが，

無報離のままであることが問題であると考えられる。そ

こで，見回りを組織化して，村域単位で管理を行い，組

織の運営費用を所有者から徴収することによって，見回

りの有償化が可能になると考えられる。

また，素材生産では，山守と所有者によるリスク分担

を考えるべきである。所有者からの立木賞取を廃止し，

市場で素材を販売した後，収誌が得られれば両者で分配

するという新たな取引システムへの見直しが重要である。

さらに，大字内に限定される山守の管理業務範囲につ

いては，山守と所有者をつなぐネットワークを形成する

必婆がある。ヒアリング調査より，中小規模所有者の代

稼わりに伴って，山守との関係性が希簿になったことか

ら，森林管理の委託先を山守から森林組合へ変えた者が

少なからず存在していることが明らかである。しかし，

森林組合が現状以上の森林管理を受託するには眼界があ

ることと，管理業務の受託拡大を希望する山守の存在を

時まえるならば，山守と中小規模所有者をつなぐネット

ワークの形成によって，従来の慣習により，自身の居住

する大学内でしか管理業務を実滅していない山守の大字

外での管理業務の展開が可能になると考えられる。

山守の高度な育林技指の継承のためには，広範囲に後

継者を募り，村域単位で育成するシステムの構築も必要

である。門戸を広く開放し，公的支援による経済的安定

性を確保することによって，従来の世襲帝IJに依存したシ

ステムよりも後継者確保の可能性が高まると考えられる。

最後に，以上の山守の存続に資する新たなシステムを

導入する上では，森林を地域の財産として管理するとい

う考え方が必要不可欠である。そのためには，文化的景

観にも選定された吉野林業が有する価値の周知を腐り，

吉野林業が果たしている役割についての認識を高めると

問時に，地域内で共有することが重要である。
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Summary : Recently. Yamamori who is the forest manager in Yoshino forestry has been declined functionaIly. but they continue still 

contributing to keep management state offorest. We classified Yamamori into 3 types: Extcnded typ己.Conventional type， Declining 

type. Because of the management practice which didn三restrictedby the conventional custom in Yoshino forestry号 onlyExtended 

type is able to get sustainability in forest management. In future‘it is necessary to reconsider the conventional custom， and prepare 

the system to support Extended type 
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