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Abstract 

 Until the end of the 16th century, there remained large primary forests in the 

Akaishi mountains. The forest area was under the direct control of the Tokugawa 

Shogunate throughout the early modern Japan (1600-1868; the Edo period). 

Ohkawara- village (now Ohshika-village in Shimoina-gun, Nagano Prefecture) was in 

the area, which was on the West-side of Mt. Akaishi-dake (3120 m) and Mt. 

Arakawa-dake (3083 m). Nearly 5 million timbers, usually called Okureki (Kureki) 
which were cut into trapezoid cross-sections from the Sawara cypress 

(Chamaecyparis pisifera), were harvested and carried out from the rich forests 

(usually called Okureki-yama, and/or Ohkawara-yama) in Ohkawara-village. The 

Sawara cypress in the forests were exhausted in about 150 years. In this paper I 

tried to estimate the number of Kureki-timbers and Sawara cypress trees logged in 

the Ohkawara-yama forests. The estimation is based on old documents about 

timber-logging from these forest areas. The number of the trees logged were at 

least about 320 thousand, which is a moderate estimate. The distribution of Sawara 

cypress, in a rather small area of the forests, was also described in another old 

document. 

   

Key words:幕府直轄林(Tokugawa forest);江戸時代の森林伐採(Deforestation during 

the Edo period);  槫木(Kureki-timbers); サワラ(Sawara cypress) 
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 材木奉行千村平右衛門の預かり所の一村である信州伊那郡大河原村（現在は鹿

塩村と合わせて長野県下伊那郡大鹿村）は江戸時代を通して槫木成村の一つであり

(1)、椹（サワラ、 Chamaecyparis pisifera）を原木とした槫木（くれき）と呼ばれる小材

木を年貢として幕府 に納めた。そのために大河原村にある御槫木山あるいは大河

原山と呼ばれる徳川幕府直轄林 から、江戸時代当初から宝暦四年(1754)までの間

に約140年も椹が伐採・収穫された。大河原山とは赤石山脈（南アルプス）の主峰、標

高3000m以上の赤石岳や荒川岳の西側一帯の山々を指し、極めて「深山嶮岨」な標

高約1000m以上の森林域である。18世紀初め頃になって長年の収穫により山に椹が

尽きてくると、田畑がほんのわずかしかない山村であり、度重 なる災害によって困窮

した大河原村は、幕府御用木や商木切り出しを請け負って御槫木山の 樅や栂類な

どの諸木を伐採・製材し、その手間賃などで生計を営み年貢を納めた。切り出された

材木は小渋川から天竜川に流して遠州掛塚湊まで運ばれ、そこから船積みされて江

戸などへ運ばれた。他の直轄林と同様に大河原山では、年貢槫木の原木になる椹を

はじめ材木と して価値の高い檜や黒部は、特に重要な樹木として厳重に守られてい

た。檜と黒部に加えて、 槻、樅、栂、栗、桂などの用材樹種の立木が御槫木山にど

れほどあるかについては、1720年 代以来1840年代まで『御林帳』または『書上帳』と

して、村方から飯田にあった千村平右衛 門管轄の役所を介して幕府勘定奉行所に

たびたび報告されていた。しかし、どういうわけか 椹の現存立木数が報告されるの

は、大河原山の場合は1812年以後のことで、その頃は年貢として槫木現物を納めな

くなって以来50年以上もたっていた(2-4)。 

 これまでに、椹以外の樅や栂類など諸木を採出したことについての古文書記録に

基づいて、 未開発原生林であったと思われる17世紀初めの御槫木山の林相推定を

行った(3,4)。この林相推定には、約140年間も切り続ける事が出来たほど豊富に分布

していた椹も加えるべきであったが、椹の場合は御林帳のような古文書記録による検

討ができなかった。この論文では、 大河原山から採出した槫木数と槫木規格などの

記録に基づいて、1600年以来少なくともどれほどの椹が伐採されたかを推計する。こ

れは大河原山全体における椹の分布量推定でもある。 さらに椹をはじめ諸木が御

槫木山全体にどれだけあったかだけではなく、御槫木山のどこに 生育していたかに

ついて述べる。植物生態学分野で言う植生表になぞらえることができるよ うな、大河

原山各区域における椹を除いた諸木の分布についての古文書記録が残されており、 

それについてはすでに報告した(4,5)。ここでは、大河原村内の人里周辺を除いた入

会山と御槫木山のほぼ全域を比較的小区域に分けて、各区域に椹、檜と黒部が有る

か無いかが、寛 保四年（延享元年、1744）『御公儀御用并郷中諸用書留帳』(33)に記

されているのを見出したので、それを記載する。この記録は延享元年(1744)の『書上

帳』(3)の提出のために山林調査した結果を書き留めたものと考えられる。これらによ

り、樅や栂類など諸木に椹を加えて、1600年当時の大河原山の林相を考察する。そ

して、江戸時代を通してそれら大河原山森林がしだいに変貌する様を、椹がどのよう

に枯渇したかを中心にして述べる。 

 

１. 槫木割り出し方 

 

1) 槫木規格 

 槫木の割り出し方や年貢としての品等評価などについては、大鹿村誌（上巻）(2)に

良く述べられている。長年の槫木納のために大河原山で椹をどれほど伐採したか、
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言いかえると大河原山にどれほどの椹が分布していたか、を推定するために必要な

槫木規格などの事項は大鹿村誌（上巻）から多く整理引用する。 

 事実上の槫木納が宝暦四年(1754)に終わるまでの間に、享保二十年(1735)から延

享元年 (1744)までの10年間の年貢は槫木現物納ではなく現金で代納した。慶長十

九年(1614)から元和五年(1619)の６年間は槫木納ではなく、代材木納であったようだ。

寛保四年（延享元年、1744）当時の大河原村名主前嶋右馬之丞による『御公儀御用

并郷中諸用書留帳』(33)の六月十一日の記事の中に、「慶長十九年ハ天下大乱ニ

而・・・右年ハ大坂ニ而天下分ケ目之大軍也（大事也カ）・・・其年ハ御年貢御槫木も

割納不仕候、翌年も同断、二ケ年分相送り、御 帳面ニ御代材木ヲ以御年貢上納ニ

有之、此の後段々取納候内、又元和六年(*)より又々御槫 木ニ成而、只今迄百四拾

六年ニ成候」と記述されている（＊上記『書留帳』には、慶安六年と記されているがそ

れは間違いで元和六年である、と述べられているので、ここでは元和六年とする）。慶

長十九年と翌元和元年の天下大乱とは、それぞれ大坂冬の陣と夏の陣である。 こ

れら槫木を納入しなかった16年間を除くと、大河原村は年貢として槫木現物を約140

年間 納入している。 

 槫木と称された材木は、「切り出した」というよりも「割り出した」と言われた。これは 

椹原木を槫木の規格の長さに玉切りして得た丸太材の木口に切り込みを入れ、そこ

にくさびを何本も打ち込んで割ったことによる。図１に示したように、二つ割り、四つ割

り、八つ割り（場合によっては六つ割りもあり得る）と、いわゆるミカン割りに割ってゆ

き、柔らかな髄と辺材部分を取り除き、断面が台形の材木を得た。その大きさはたと

えば、「長御槫木、長さ三尺三寸、三方三寸、腹二寸」というように表現された。「腹」

は「脇」や「一方」とも言われた。ここに述べるような槫木は、長さ一尺程に切り、木目

に沿って薄く割り柾目板にした。そのような板は良質の屋根板として使用された。 

 図１のような割り出し方の槫木は、辺材（白太）を含まず、槫木の断面からみて年輪

が平行になっているほど良質で、節無しが 上品等になったであろう。それはたとえ

ば大径木の根元近くから切り取った丸太材を八つ割りにして得られるものである。槫

木の品等は上、中、 下、下々または刎木というように付けられたが、それらの詳細な

判定基準は記録されていない。年貢計算は、上槫木米八合、中槫木６合などと定め

られており、中木に換算して総槫木納入数が記録された（中木あるいは中槫廻し）。

規格条件に合わない槫木は下々または刎木として受け取られず、代わりを現物か現

金などで納入しなければならなかった(6)。槫木原木の椹が尽きてくると、より小径木

の椹から割り出した槫木の品等も下がらざるをえない。 このことは後に詳述する。 

 慶安元年(1648)まで約40年間納められた槫木の規格は特に定法によって定められ

ていなかったかもしれない。天竜川河口の材木積み出し港であった掛塚湊における

記録では、大榑 木が長さ４尺２寸、三方５寸、脇３寸、中榑木が長さ３尺３寸、三方３

寸、脇２寸、小榑木が長さ２尺２寸、三方３寸、脇２寸であった(2,7)。慶安元年以前の

大河原村からの槫木納入を記録した文書は非常に少なく、槫木の上、中、下など品

等の記述はあるが(76,77)、槫木の大きさについて具体的に記述されたものはない。

納入されたのは大槫木であったか小槫木かについては、大河原村もその一村である

伊那の千村平右衛門管轄地から小槫木が割り出されたという記録がある(8,9)。年貢

の納め方についての不満を述べた文書が元和四年 (1618)に大河原村と鹿塩村の木

師たちから出されているが、その中に大槫木、小槫木の納入が述べられている

(2,10,21)。また『御公儀御用并郷中諸用書留帳』(33)に、「右御槫も先ニ始り之時分ハ

ほた槫と申而、申サハ板子也、長ケ六尺三四、是ヲ割納候、其後段々六尺ニ 
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割、・・・」とあるので、徳川家康が伊那を直轄領にして材木を納めさせた当初はさらに

大 材の槫木（ほた槫、保太、榾）を大河原山から割り出したのであろう。長さ六尺の

槫木とは、 『遠山先祖覚書』(11)に記されている、「慶長以前椹槫木、（長さ）六尺、三

方壱尺、厚さ 五、六寸」というようなものであり、これならば木曽山から出された「土

居」の約２倍の大槫木である。このように慶安元年までの約40年分は、実際に割り出

した槫木は大槫木であったり小槫木であったりで、大河原山から割り出した槫木規格

を特定できる根拠はない。そこでこの約40年分については、次に述べる古定法長槫

木の体積が上記の大槫木と小槫木の体積の平均に近いので、古定法長槫木規格を

採用して伐採した椹の 少数を推定する。 

 割り出される槫木の規格は幕府によって定められたが、時代によって異なる。その

理由は 後述するように、時代と共に原木の椹がより小木になり、数も減少したことに

よる。知られている限り、大河原村が割り出す槫木規格がはっきり定められたのは慶

安二年(1649)が も古く、古槫木定法と呼ばれる(29)。この規格で享保二年(1717)ま

での69年間納められた。古槫木定法の長槫木は長さ三尺六寸、三方四寸五分、腹

三寸、短槫木は延宝六年(1678)の定めで長さ二尺六寸、他の寸法は同じ、であった。

但し「椹若木弐割、白太、節木、堅伐申間敷候」(26)と条件づけられていた。すなわち、

若木を二つ割りしたもの、辺材（白太）を含むものや、節のある槫木の割り出しと納入

は禁止であった。 

 約140年間の槫木納のうち 後の27年間は享保三年(1718)と享保十年(1725)の新

槫木定法規格で割り出された。享保三年の規格（長槫木長さ三尺三寸、三方三寸、

腹一寸五分、短槫木長さ二尺三寸、その他は長槫木に同じ）は、理由は記録が見当

たらず不明であるが、短年月で廃止された。享保三年の規格は享保十年からの規格

（長槫木長さ三尺三寸、三方三寸、 腹二寸、短槫木長さ二尺三寸、その他は長槫木

に同じ）で割り出すよりは、無駄が多く出る規格であったと考えられる。新槫木定法で

は、「弐つ割、四つ割の若木、白太、節木、堅伐申間敷事」、又は「堅停止之事」、と定

められていた(30,31)。規格が小さくなると、四つ割りの槫木が禁止されたのである。 

 

2) 椹伐採数推定の基礎数 

 槫木の規格や、後に述べるどれだけの槫木が割り出されて納入されたか、大河原

村のどこに椹があったかについては、不完全ではあっても史料がある。原生自然林

から継続的に、何を、いつ、どこからどのくらい切り出したかの情報が得られることは、

人為による自然構造 の改変に伴い何が起こったか、起こりうるかを考えるために重

要である。しかし、切り倒した一本の椹木から何丁の槫木を割り出せるかについて、

具体的に記述された文書は全く見つけられない。また納入する数の槫木を割り出す

ために何本の椹を使ったかの記録もない。先に述べたように大河原山における椹の

生木数がはじめて『御林帳』で報告されたのは、槫木現物納をやめてから50年以上も

たっていた頃であった。1700年以来数多く切り出された諸木の場合、切り出し以前の

生木報告数から切り出し数を減数して次回の報告をしていた(3)。 理由は不明だが、

椹の場合は現存数や槫木割り出しに伴う椹減木数、あるいは伐採数のような報告が

まったくないのである。唯一大河原山で文化十三年(1816)から文政二年(1819)に行 

われた文化諸木切り出しの際に、槫木用ではなく２間長の材木原木として320本の椹

立木を 伐採し、文政四年(1821)の報告書において椹現存数をその分減らした例が

見られるだけである(3)。だからどれほどの椹を伐採したかについては、槫木規格と槫

木割り出し数あるいは納入数記録から推定するほかはない。そのために必要な椹木
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一本から何丁の槫木が取れるかの推定方法を以下に述べる。 

 まず、伐倒された椹原木を根元の方から槫木規格の長さに玉切りする。槫木一丁

分、二丁分の長さは、後にも述べるが、「一長ケ」、「二長ケ」と呼ばれたようである。

一長ケの丸 太を立てて、末口に槫木木取りをして割る（図１）。理想的に木取りが出

来たとして、図２ -(a)は古槫木定法規格の四つ割りと八つ割り、図２-(b)は享保十年

の新槫木定法規格の四つ 割り、八つ割りおよび十六割りの木取りの場合の 小丸

太直径を知るためのものである。但し十六割りは単純に十六割りするのではなく、八

つ割りを年輪の接線方向に割って得た内側の一片から一丁、次に外側の一片を年

輪と直角の方向に二つに割って二丁、計三丁の槫木を得る。これにより無駄が少なく

なり、一長ケの丸太から合計24丁の槫木が取れる割り方である。 

 図２において点線で表した半径が、それぞれの槫木規格の割り方に必要な 小半

径で、槫 木割り出しの条件に従えば心材の必要 小半径である。この半径に辺材

（白太）分を加えれば丸太の木部 小半径（無皮丸太半径）、さらに樹皮分を加えて

二倍すれば、必要 小の有皮丸太直径が得られ、それが原木として必要な立木の

目通りあるいは胸高直径を知る基礎数となる。合計80本以上の数十センチメートル

から一メートル近くまでの様々な径の椹丸太を実測した結果、直径の大小に必ずしも

依存せず、辺材の厚さは2～4cm、平均約3cm（丸太直径にして6cm）、樹皮は約1cm

（直径にして2cm）であった。これらの寸法を加えて、各規格の槫木を割り出すのに必

要な 小丸太直径（末口）を表１に示した。 

 古槫木定法では四つ割り以上で割り出すとされているので、必要 小丸太直径は

50cm弱である。これは末口の直径でなければならない。新槫木定法では四つ割り以

下は禁止されており、したがって六つ割りや八つ割りで割り出すとして、必要 小丸

太直径は40cm前後である。 このような必要 小直径の丸太がようやく一長ケ取り得

る椹立木ならば二長ケ目は条件に合う槫木は割り出せない。しかし、椹が山内に少

なくなると、品等は落ちて刎木になるかもしれないが、二長ケ目の丸太から一、二丁

の槫木を割り出したかもしれない。どの程度の大きさの椹立木から槫木を割り出した

かは、時代と共に異なる。時代がすすむにつれて椹が枯渇 していったからである。 

 図３はヒノキの細り表(12)を基にして作成したグラフで、様々な胸高直径の立木が根

元から幹の上端までの各高さにおいてどれほどの幹直径であるかを示している。長

野営林局管内の天然林ヒノキとサワラの材積表を比較すると非常によく似ているの

で、ヒノキの細りの特色はそのままサワラのそれとして使える。図中には上述の古槫

木定法および新槫木定法の規格槫木を割り出すのに必要な幹の 小有皮直径、お

よびそれぞれの立木の胸高直径が記入さ れている。 

 図３に示されている 大径木は胸高直径84cmであるが、これならば、末口がちょう

ど胸高の辺りの一長ケ丸太を使って古定法規格の槫木を十六割りで取ることができ

る。しかしこのような大径木は根元から１ｍ程度は残して伐倒したであろう。根元には

うろが出来ている場合が多いし、何よりも伐倒する際に材が裂けるのを防ぐ方法が取

られたからである(13)。伊那地方の遠山（大鹿村の南、現在の上村、南信濃村）およ

び野熊山（恵那山の伊那側）の林況調査報告書である享保三年『吟味伺書』には、

「慶長年中以前までは目通り壱丈（胸高直径96cm級）より六、七尺廻り（胸高直径

58cm、68cm級）までの椹沢山にて、長さ六尺、三方壱尺の保太に木取り仕り、土際

のうろ入りの所を八、九尺、壱丈余も残し置き申し候」と述べられている(14)。また「地

より三、四尺、五、六尺も上より伐取申候、其伐残しを株木と申候、株木ニて槫などを

作り候を株返しなど申候」(6)と述べられているように、切り株が利用されることもあっ
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た。前述した遠山や野熊山と同様に江戸時代当初の大河原山には胸高 直径1m以

上もの大径木のサワラが多く生育していたに違いないが、当然のことながら大径木 

の数は少なく、それらは真っ先に伐採されたであろう。また、17世紀前半の大河原山

から割り出された槫木の品等は上品等が多く、目通り六、七尺廻りの良木が主に使

われたであろうと推定できる。しかしまた、後に述べるように、17世紀の中ごろの大河

原山からの槫木産出はすでにだいぶ苦労するようになっていた。 

 根元から高さ約1mで伐倒されたとして、初玉（元玉、第一丸太）から古定法規格の

槫木を八つ割りで割り出すには、胸高直径64cmの大径木が必要である。二番玉（第

二丸太）は六つ割り、三番と四番玉は四つ割りで、五番玉ではもはや四つ割りでは規

格槫木は取れない。四番玉までは地表からの高さが約5mであるが、ここまでは利用

しなかったと考えられる。枝打ちなどして手入れされたわけではない天然生のサワラ

やヒノキの場合、 初の生きている枝までの地表からの高さ（生枝下高）は3～4mあ

たり(15)だからである。これより上では割り出そうにも節木である可能性が高く、品等

は低いものになって、刎木になる可能性があり、 槫木の割り出しと運材の手間を考

えると割りが合わない。三番玉までですべて利用できる槫木が割り出せたとして合計

18丁、四番玉で節を避けて取ったとしてもせいぜい合計20丁程の 割り出しであった

ろう。20丁程の槫木を割り出したとして幹材積にたいする利用率（歩留まり）を概算す

ると約13％である。残りは捨てるので、ひじょうに贅沢な材木の取り方である。 

 もし胸高直径64cmの大径木から新槫木定法規格で割り出すならば、その初玉から

は十六割りが木取りでき、24丁とれる。生枝下高の三番玉までは八つ割りでとれるの

で、合計40丁程取れる。しかし、新槫木定法は椹が枯渇してきたから定められたので、

むしろ初玉から漸く八つ割りで取れるような径木以下を考えた方が実際的であろう。

享保十年の新槫木定法規格で初玉から八つ割り(C8)の木取りが出来るのは、胸高

直径44cmが 小径木である。これならば二番玉は六つ割り、三番と四番は四つ割り

である。新槫木定法では四つ割りは禁止されていたが、品等は落ちても三、四番玉で

計6丁程取ったとして、合計20丁ほどの割り出しになり、幹材積に対する利用率は1

１％程度である。より小径木を原木にすればするほど、一定規格の槫木割り出しには

無駄が増大する。享保十年の規格で、ようやく一長ケ、四つ割りで 4丁の槫木を割り

出したとして、幹材積に対する利用率はわずか5％程にすぎない。 

 以上のように、任意の大きさの椹立木一本から、規格定法にかなう槫木を 大何丁

割り出せるかの推定数をもとに、伐採した椹の平均的大きさが違う各時代の 少伐

採数推定を行う。 

 

２. 槫木産出数、品等と各時代の椹伐採数推定 

 

 信州伊那郡大河原村は、江戸時代当初から幕府直轄林である大河原山の椹を原

木とする槫木を、主に年貢として割り出して幕府に納入した。それらの納入記録が

1680年辺り以後は良く残されている。それら古文書は、大河原村名主所の前嶋家文

書として飯田市美術博物館および大鹿村大河原前嶋家に所蔵されている。また、信

州伊那郡一帯の幕府直轄領を預かっていた千村平右衛門管轄の飯田役所にあった

文書（大久保文書）が、長野県下伊那教育会に寄贈されて保存されている。 

 割り出した槫木数や納入槫木数などが記録されている文書の表題は様々であるが、

概略次のように分類できる。 

 i)  槫木の数や品等だけでなく、どこの渡場に集積されたか、誰が割り出して納入し
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たか、 刎木数など、割り出された槫木について も良く知ることが出来るもの：『御槫

木木場帳』、 『御槫木棚狩帳』、『御槫木野帳』など 

 ii) 槫木の納入や川下げなど槫木の移動に伴う目録や計算書など。これらの数は必

ずしも 現地における割り出し数を記録していない。割り出し現場から帳場を経て川下

げ等の間に様々な理由で減数するからである。しかし通常は刎木以外の大きな減数

はなく、もし災害などで大きな目減りがあったときはその旨記録された：『御年貢書出

帳』、『御槫木廻之帳 （仕訳帳）』、『御槫木受取野帳』など 

 iii) 各村が出した槫木年貢を飯田御役所がまとめた報告書：『歳出申槫木帳』、『御

槫木ノ目録（留帳）』、『槫木手形』など 

 iv) 村方名主所で書かれた村日記類。様々な文書の控えなどが記されていることが

あり、 古来の慣例や様々な事件に日常的にどのように対処したかなども多く知ること

が出来る： 『萬日記』、『御用并村方諸用書留帳』、『御公儀御用并郷中諸書留帳』な

ど 

 v) その他村方や役所による覚書、陳情書、報告書など 

 このような文書に見られる、大河原山からの槫木割り出しと納入などの記録に基づ

いて、 各年代の槫木産出数と品等をそれぞれ表２-a～dと表３に整理して記載した。

大河原山からの槫木割り出しには、北隣りの鹿塩山からのそれと関わることが多い。

鹿塩村関係文書は大河原村関係文書と比べて少ないが、鹿塩山からの槫木割り出

し数も知られる限り共に示した。 

 

1) 江戸時代当初から慶安元年まで(1600 - 1648) 

 慶長五年(1600)の関ケ原の戦いが終わると間もなく伊那地方は家康の直領地とな

り、朝日受永が代官に任じられたが、彼の死後の慶長八年に、木曽衆の一人であっ

た千村平右衛門が後を受けた。以後幕末まで代々千村家は預かり地の材木奉行お

よび年貢徴収などの役割を果たした。慶長、元和の頃は大河原、鹿塩両村合わせて

600石（両村それぞれ300石）とみなされ、年貢は大豆200俵、これを５万丁の槫木で

代納した。これが延宝五年(1677)の検地の前年まで続いたという(2)（表2-a）。 

 槫木納ではなく代材木納であった慶長十九年から元和五年までの六年間を除いて、

慶長五年から慶安元年までの約40年間、大河原村からどれだけの槫木が出された

かを知ることが出来る文書は数点しかない。その内の一つが、伊那郡大河原・鹿塩

村の木師三名が年貢などについて代官千村良重の非法を幕府へ訴え出たときの元

和四年(1618)の文書、『乍恐以目安申上候』(1,10,21)である。この文書に槫木に関し

て、大河原・鹿塩両村合わせた御縄高は六百石で、年貢は槫木を五万丁納めてきた、

慶長十年からは大槫を納入したのに中槫並みに扱われた、借米の代金として慶長九

年に小槫を一万丁、慶長十年には大槫を一万丁納めた、ということが記されている。

これにより慶長九年までの五年間は大小槫木が納入されたであろうが中槫廻しで毎

年五万丁、慶長十年から十八年まで毎年大槫五万丁が納入されたであろう と推定

できる。外に少なくとも、慶長九年に小槫と十年に大槫がそれぞれ一万丁ずつ納入さ 

れた。 

 慶長十九年から元和五年の六年間は槫木納入はなかった。元和六年(1620)から慶

安元年までの29年間も大河原・鹿塩両村合わせて五万丁の槫木が納入されたであ

ろうが、中槫品等に廻して五万丁であり、実際には大槫小槫が割り出されたであろう。

この29年間の内、寛永十六年と十七年に、大河原と鹿塩村から出た年貢槫木の数を

記した文書がある。他の年の槫木 納入を記録した文書は慶安元年までのものは見
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つからない。 

 寛永十六、十七年の文書はどちらも飯田役所の文書(76,77）で、管轄の村々が納入

した年貢のまとめである。どちらも上、中、下、下々の品等の内訳数（表３）と、中木廻

し数が記録されている。寛永十六年分は大河原、小川、加々須の三村から合計

19,985丁（中木廻し 21,475丁）出たというもので、このうち12,167丁（中木廻し）は大河

原村の年貢槫として出された。総数に対する上、中、下、下々槫木それぞれの割合と

中木廻しの計算法から納入槫木実数（本木または元槫数と言われた）を計算すると

11,322丁になる。寛永十七年納入分は村ごとの納入槫木実数、品等などの内訳数と

中木廻し数が記録されているものである。いずれも上槫木が40％前後を占めており

（表３）、大径木の良木椹からかなり贅沢な割り出しを 行ったであろうことが伺い知れ

る。 

 以上のように記録文書不足なので、よりあり得る伐採数推定を文書に頼って行うこ

とはできない。そこで、江戸時代当初から慶安元年までの49年間の槫木割り出し数

は、槫木を納めなかった六年間を除いた43年間、両村合わせて毎年５万丁の半分が

大河原山からの割り出しであったとして、少なくとも約108万丁と推定する。寛永十六、

十七年の納入に見られるように、年貢槫木の他に御用槫などを納入していたと考え

られるので、これは 少推定数となる。椹伐採数推定のために、槫木規格は前述し

たように大槫木と小槫木の平均に近い古定法 長槫木規格を使う。地上から約1mの

高さで伐倒し、生枝下高は4mとする。則ち主に三番玉まで槫木を割り出すとする。伐

採した椹の平均的な幹の径は、1-2)で述べた胸高直径64cm級、 すなわち初玉一長

ケで八つ割りが取れるものとする。このように仮定すると必要な椹立木は 胸高直径

64cmの径木で、一本の立木から三番玉ないし四番玉までで20丁ほど割り出せる（表 

１、図３）。これにより43年間の伐採数は53,750本(2.5万×43÷20)で、約5.4万本と推

定する。年平均1,200～1,300本の伐採である。 

 江戸時代当初は大槫木を多く割り出しているし、槫木品等も良好だったと考えられ

るので、 初玉から大槫木を八つ割りや十六割りで取れるような、胸高直径1mを越え

る椹立木が多く伐採されたであろう。一方後に述べるように、万治二年(1659)には、

当時すでに大河原山の椹がかなり減少しており、より大径木からの割り出しが続いた

とは考えられない。したがってこの時期の 少伐採数を推定するには初玉から八つ

割りで取れるような径木を平均とするくらいが妥当であろう。 

 

2) 慶安二年から延宝四年まで(1649 - 1676) 

 古槫木定法が定められた慶安二年から、両村合わせて五万丁の納入が終わる延

宝四年 (1676)までの28年間も、槫木納入などを記録した文書はひじょうに少ない。延

宝元年 (1673)の槫木渡入以前の寛文年間(1661～1672)は、寛文元、四、七、十年と、

３年毎の渡入であった(84,85)。この時期に遠州舟明で扱った槫木数も年貢高をはる

かに越えて膨大なものであったので、大河原・鹿塩両村から出した槫木数も両村合

わせて年に５万挺という年貢 高以上であったろう。しかし、具体的に槫木数が記され

た文書は、延宝二年(1674)の『延宝二寅年御槫木廻し之帳』(22)がわずか一通あるに

すぎない。これは、大河原村から元槫 67,350丁（中槫廻し54,471丁）、鹿塩村から元

槫92,007丁（中槫廻し76,154丁）、どちらも 上、中、下、下々の品等内訳が記録され

ているものである（表２-b、表３）。 

 この時期に3)で述べる未進槫木の具体的な記録がなされはじめた。次は延宝三年

四月に千村平右衛門から勘定奉行所へ出された文書(79)の一部で、多くの年貢未進

 8



が出たが、当面納入は難しいことが述べられているものである。延宝五年の検地以

前に、両村合わせて五万丁ではなくなっていたらしいことがわかる。この文書冒頭に

大河原・鹿塩両村に関わって次のように記されている。 

「去年より当春迄御勘定所より切々被仰下候者、信州私御代官所御槫木成高四千

六百石余之分、寛文九酉より同十一亥年迄之御勘定、先早々仕上候様ニと御改ニ

候、右三ケ年之御勘定 当年可仕上候処、去冬口上書を以申上候通、御槫木割出候

百姓共未進槫者、 

山方 

  高弐百九拾五石 三ツ弐分五リン 山方大河原村 遠山之北上天竜川向東 

  高弐百九拾五石 同めん 同鹿塩村 同断 

右山方百姓共、近年打続旱損水損仕、事之外致困窮、御槫木三拾弐万丁余未進仕

候・・・」 

 延宝元年と二年の連続２年の槫木渡入に続いて延宝四年に渡入ということになっ

たため、 延宝三、四年分の山内に残されていた槫木が山崩れ・出水で流された。そ

の数は大河原山で 21万丁以上に及んだ(16,27,28)。延宝二年から四年の頃、明らか

に年貢槫木以外の多くの槫木が納入されていたことが分かる。 

 延宝二年(1674)の大河原・鹿塩山のどちらからの槫木も上槫木が10％以下でしか

なく（表 ３）、それほど良木の椹立木が使われたとは考えられない。このことは万治

二年(1659)三月六日付けの『乍恐御訴訟申上候御事』(78)により裏づけられる。この

文書は、この頃干ばつと水害に悩まされて困窮しているので、槫木などを取った残木

（うら木）の払い下げを大河原村が申し出たものである。そこには次のように述べられ

ている。 

「信州伊那郡千村平右衛門様御代官所、大河原、鹿塩と申両村者、木師共罷在候在

所ニ而御座候、右両村ハ山中之儀ニ御座候故、田地一圓無御座候ニ付而、御槫木

割出し御年貢御借米御算用仕、飢命をつき申候共、今程槫山遠罷成、いにしへ槫木

千丁弐千丁出し申所ニ而ハ、 纔弐百丁三百丁も出し申事成急申候、殊ニ近年之旱

損水損ニ百姓以之外飢ニ及迷惑仕候、・ ・・」 

 すなわち、昔は一カ所で千丁、二千丁の槫木が割り出せたのに、この頃はわずか

二百、三百丁出すにも苦労するようになり、しだいにより奥地から割り出すようになっ

たと言うのだ。 

もはや平均胸高直径64cm級の良木椹立木を伐採したとは考えにくい。初玉から六つ

割りで割り出せるような径木、すなわち例えば胸高直径52cm級か。これならば一本

の立木から二番玉までで上木を混じて古定法規格の槫木を10丁程割り出せるが、中

木と下木の品等槫木の割合が高いことを考えて、三番玉以上で節をできるだけ避け

て、ことによると三つ割りで割り出してでも、もっと多く15丁を割り出したとする。慶安

二年から延宝元年までの25年間の毎年2.5万丁と、延宝二年から３年間で284,818丁、

計28年間で少なくとも約91万丁もの古定法規 格の長槫木が大河原山から割り出さ

れたが、これだけの槫木には約6万本の椹を伐採したで あろうと推定する。年平均

約２千本の伐採である。しかし、品等が低いものが多いということはもっと小径木を伐

採したとするほうが妥当であると考えられるが、その場合はさらに多くの伐採本数に

なる。 

 

3) 延宝五年から正徳四年まで(1677 - 1714) 

 延宝五年に検地が行われ、大河原村はこれまでの高よりもやや少なく、 
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「高弐百六拾四石三斗七升七合、大河原村高辻此取米九拾五石一斗七升六合、高

付三つ六分、 此中槫木壱万五千八百六拾三丁、但し一丁ニ付六合宛」 

と定められた(23)。ここで言う中槫木とは中品等槫木である。年貢率の三つ六分（３割

６分）は、「定免三つ弐分大河原村、此村年免ニ被仰付候ハバ、世中能年ハ御成ケ

三つ五六分ニ取候而も、百姓困窮ハ仕間敷奉存候事」という、千村平右衛門による

勘定奉行所への具申により決定されたものである(80)。古定法規格の槫木がこのよ

うな免定に従って、災害による減免で変動しながら納入された。この時期から、槫木

割り出し又は納入数が分かる各種の記録文書が多く残されている。 初に も目立

つのが、割り出して山に積み置いた多くの槫木が山崩れと洪水により埋まったり押し

流されて紛失した結果、非常に多くの年貢未進が生じた件である(2,16)。 

 延宝五年から元禄十二年までの間に、延宝七年、天和三年、貞享三年、元禄二年、

九年と十二年に渡入があり、無事だったのは貞享三年(39,40,81-83)と元禄九年

(25,41)で、他の渡入の際はいずれも多くの槫木流失があった(27)（表２-c）。延宝七年

の渡入の際に大河原・ 鹿塩山から他村分の槫木を139,523丁割り出しているが(24)、

このうちの多くも被害にあったのであろう。記録に残っている流失数以上の槫木が割

り出されたであろうが、それがどれほどであったかについて分かるのは一例である。

すなわち、天和三年の渡入の年の大河原村流失数は127,057丁だったが(27)、この年

に出した槫木数は214,668丁であった(38)。 

 このような度重なる災害による槫木流失のため年貢未進が増大し村は困窮した。そ

のことを理由に槫木山から２回の大規模な諸木（主に樅と栂）の伐り出しが行われた。

元禄十三年から元禄十六年(1700～1703)の元禄雑木払い下げによる伐り出しと、宝

永五年から正徳三年 (1708～1713)の宝永御用木請負による諸木伐り出しである(3)。

元禄十六年には四年分の槫木として71,026挺が納入されている(42)。後者の宝永御

用木請負では運上槫木として宝永六年(1709)に20万丁、正徳二年(1712)に25万丁、

合計中槫木廻しで45万丁納入された(86,87)。 

 この運上槫木は年貢槫木と一緒に割り出される手はずになっていた(86)。宝永三年

の渡入の際は、長短合計28,620挺が青木渡場で出されている(43)。宝永七寅年一月

吉日付けの『中槫書記覚帳』(44)は、宝永六年に渡入された中槫廻し数221,491丁の

覚書であるが、宝永元年から六年までの年貢高はせいぜい中槫５万丁なので、約20

万丁の運上槫木が含まれていると考える。正徳二年辰年に渡入された中槫廻し25万

丁の具体的な記録は今までのところ見つかっていない。しかし、宝永御用木が 終

的に出し数不足だったことにより、前納した運上 槫木から約５万丁が返されているの

で(17)、予定どおり正徳二年に25万丁が納入されたのであろう。表２-cの宝永七年か

ら正徳四年の槫木数には、正徳四年の割り出し槫木数361,186丁にこの中槫廻し数

25万丁が加えてある。但し、納入した運上槫木実数は中槫廻し数合計45万丁より少

ないかもしれない。正徳四年渡入槫木数は、長短槫木実数361,186丁に対し中槫廻し

数は413,543丁だったからである(45,46)。 

 延宝五年から正徳四年までの38年間分は、槫木納入数、割り出し数あるいは流失

数など何れかの形で欠落する年もなく資料が残されている。この間大河原山から少

なくとも 1,889,311丁の槫木が割り出されている（表２-c）。但しこの数は槫木実数（長

短槫木）又は中槫廻し数を単純に足した数である。中槫廻し数は実数と見なしてもそ

れほど大きな違いはないので、少なくとも約189万丁の古定法規格の槫木が割り出さ

れたと考える。 

 これだけの槫木を割り出すのに何本の椹が伐採されたかを推定する根拠は、2)で
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述べた以上にはない。しかし、延宝四年以前よりはさらに奥地で椹を伐採したであろ

うし、享保三年に新槫木定法を制定せざるを得なかったほどにますます椹が枯渇し、

より小木の椹を使うようになったであろう。それぞれ一例にすぎないが、元禄二年

(1689)の槫木品等は低く、一方宝永三年(1706)に割り出された槫木の品等はそれほ

ど悪くはない(43)。ここでは、少なくともどれだけの椹が伐採されたかを概算しようとし

ている。そこで、延宝四年迄の時期と同様に、しかしより奥地から、初玉から六つ割り

で割り出せるような径木、すなわち胸高直径 52cm級の一本の立木から15丁の古定

法槫木を割り出したとする。それにより189万丁を割り出すには少なくとも12万本以上

もの椹が大河原山で伐採されたことになる。年平均約3200本の伐採である。これによ

り、この時期の終わりまでには胸高直径52cm級前後の径木椹木は、 大河原山の奥

地に至るまで一通り切り尽くされたと考える。 

 

4) 正徳五年から宝暦四年まで(1715 - 1754) 

 この40年間の大河原村年貢槫木の納め方は10年ごとに目まぐるしく変わった(2)。

その理由は長年の槫木割り出しにより、原木の椹が尽きてきたことにある。次の４期

に分けられる。 

  正徳五年から享保九年(1715～1724) ３年間の古槫木定法と7年間の享保三年新

槫木定法 

  享保十年から享保十九年(1725～1734) 10年間 享保十年新槫木定法 

  享保二十年から延享元年(1735～1744) 10年間 年貢現金納 

  延享二年から宝暦四年(1745～1754)  10年間 年貢槫木と代材木納 

この間に割り出された槫木数の記録文書は良く残されている。それらの数を表２-dに

抄出した。同一年の割り出しについて複数の文書がある場合は、 も多くの数を記録

しているものを採用した。割り出しから渡入や受け取りまでに様々な理由で減数する

からである。 

 正徳五年から７年分の年貢や御用槫など230,901丁（中槫廻し）の槫木が享保六年

に渡入されたが(47)、古定法と享保三年新定法の両規格槫木が納入されたかどうか

は不明である。 享保九年には大河原・鹿塩両村の享保七年からの３年分として、少

なくとも101,500丁は納入された(18)。このうち半分の50,750丁は大河原山からの割り

出しであったと単純に推定する。享保十二、十三、十五、十七、十八、十九年はそれ

ぞれ単年分の中木廻し又は長短槫木の納入記録があり(49-56)、それぞれ、21,949

（中木廻し）、56.542、77,477、111,821、 38,014（中木廻し）、と61,061丁であった。いず

れも年貢槫木数以上の槫木が割り出されている。享保十、十一、十四年と十六年の

納入記録は見つかっていない。 

 延享二年から宝暦四年までの10年間は槫木・代材木納期で、伊那地方槫木成村山

方六カ村 （大河原、鹿塩、小川、南山、加々須、清内路、の６村）で毎年槫木三万丁

と代材木三千本 （２間１尺角廻し）が、主として大河原・鹿塩両山から切り出された

(3)。延享二年(1745)は大河原山から21,231丁(57,58,60)と残りは他村から、宝暦四年

分は大河原山から16,237丁納入されたが(35-37,101)残りは不明である。寛延三年

(1750)と宝暦元年(1751)は清内路村からの割り出しであったのを除き、他の６年は大

河原・鹿塩山から毎年約三万丁が割り出されて納入された。この６年間、大河原山か

らの長短槫木割り出し数は延享三、四、寛延元，二年、宝暦二、三年にそれぞれ、

4,513、14,589、13,009、17,666、19,321、 11,172丁であった(32,59,61-75,93,95,96)。こ

の10年間の大河原山からの割り出しは長短槫 木合計117,731丁であった。これら槫
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木・代材木納期10年の間に納められた槫木の品等は、 初年の延享二年は上木が約

42％とかなり良いが、以後急激に落ち、 終年の宝暦四年にはほとんど上木は出せ

なくなってしまった。寛延元年と二年は根木を数多く出しており、現場では上木とした。

しかし根木を除くと上木はわずか1.1と4.9%にすぎず、すでに槫木原木となる良質の椹

は尽きていたと考えられる（表３）。 

 この時期40年間のうち10年間は現金納であったが、他の30年間で大河原山から、

古文書記録により分かるだけでも、少なくとも766,246丁の槫木が享保三年と十年の

規格で割り出された。これに古文書記録が見つからない享保十、十一、十四と十六

年分の推定数として、他の享保年間の納入数が年平均約６万挺なので、約24万挺を

加える。30年間で実に約101万挺が割り出されたと考える。これだけの槫木を割り出

すために、約8.8万本の椹立木を伐採したと推定する。年平均約2,900本の伐採であ

る。正徳五年から享保十九年までの新定法規格槫木は、初玉から八つ割りで８丁、

二番玉６丁又は４丁、三番玉以上で補って一本の椹立木 から15丁割り出した、延享

二年からの10年間で117,731丁は、初玉でせいぜい四つ割りで４丁を一本の椹立木

から割り出したとして推定したものである。このような推定基礎数を採用する根拠は、

大河原御槫木山における椹の分布状況に関して幕府へ出された願書などにおける

記述である。 

 先ず、元禄、宝永年間まで約100年もの長い間、より奥地の椹も使えるものは一通

り伐採し、切り株までも利用して古定法規格の槫木を多量に割り出して納入してきた

が、もはや古定法に合う槫木を割り出せなくなった。享保二、三年頃に書かれたと考

えられる『乍恐以書付御槫木御寸尺奉願候覚』(29)は、そのような時期の御槫木山の

状況を次のように記している。 

「・・・往古は立木の大木たくさん御座候、だんだん奥山へ入り込み伐り尽くし申し候に

つき、四、五十年巳来は右の伐り株，根木、埋木類取り添え割り出し申し候、二十年

巳来は十二、三里程づつ入り込み、嶽下水なしの辺までことごとく尋ね割り取り申し

候・・・」 

このような実情であるからこそ、古定法槫木規格の寸尺減についての願いが認めら

れて享保三年の新定法規格になった。古定法規格の槫木を四つ割りで取れないほど

の径木の椹立木でも、新定法規格ならば初玉で八つ割りに取れるほどのものである

（表１、図３）。しかし、 三方三寸、腹一寸五分の寸法は、特に腹一寸五分では、その

槫木を利用する側にとって不利であったらしい。享保十年の規格で腹二寸になるの

だが、このほうが無駄は少なく槫木を割り出せたであろう。椹が尽きてきたのにより大

きな規格で槫木を出さねばならないことに対する村方の心情と椹払底の事情は、伊

那の槫木成村山方六カ村の庄屋、組頭と惣百姓代連名の享保十年新定法槫木規格

についての口上書（文書１）により良く理解できる。また、新定法では四つ割りで割り

出すことは禁止されていた。しかし、実際には四つ割り槫木を出したらしいが二つ割り

は出さなかったであろう様子も分かる（文書１）。 

 

（文書１）(48) 

差上申口上覚 

御槫木中興之御寸尺ニ而ハ少（も）御用ニ立兼候ニ付、向後古御寸法之通割出候様

ニと、再三御吟味被仰付奉承知候、椹木段々と拂底ニ罷成、古法之通ニ者中々御槫

木出来不仕候、寝木株返り之類ニ而木性能所を以、上木割立、御寸法よりふとく出

来仕候分ハ、成次第余慶（余計）木取可申候、尤御寸法より不足木并白太二つ割等
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之御槫木交申間敷候間、新御定法之儘被仰付被下様ニ奉願候所、御槫木壱本之内

腹壱寸五分之方、壱寸程宛御捨リニ被成儀、悉御吟味之上被仰付候、尽山故難割

立と斗申上候而ハ難相立御事二候、此度御請不仕候ハバ、 若御年貢納方品替可

被仰出哉、然ル節ハ百姓悉迷惑可仕候間、身入慎出候、古法之四寸五分ニ叶候割

方、了簡（了見）可仕候旨、明要二御座候段、委細御書付を以被仰付候趣奉承知候、 

御書付之内何連ヘ被仰付候而も、山方之百姓難儀之至奉存候、往古より御槫木割

之外一切稼 無御座、山畑作り候分ニ而ハ元来御人頼渡世可仕様無御座、悉迷惑

可仕候、前々より段々申上候通、椹木拂底ニ御座候故、古法ノ通ニハ割立不罷成候、

然共此度被仰付候趣奉承知候而ひしと行当、百姓仲間寄合様々吟味仕候得共、外

ニ割立之方策も無御座迷惑仕候、随分慎出候、腹壱寸五分之方ニ而五分相増、当

巳之年より割立候様ニ可仕候、尤夫よりふとく出来仕候分ハ、成分余慶（余計）ニ木

取可申候間、此段御聞届ケ被遊、三方三寸腹弐寸之御寸法ニ被遊、御槫割納候様

ニ被仰付被下候様奉願候 以上 

享保十年巳六月       （小川村、加々須村、清内路村、南山村、大河原村、鹿

塩村                の各庄屋、組頭、惣百姓代連名、印） 

千村平右衛門様 御役人中様 

 

 享保三年と十年何れの新定法規格槫木でも、村居近くから奥地まで非常に多くの

槫木を割り出すべく椹を取り尽くし、ついに年貢は現金納せざるをえなくなった。その

願書類は当時の状況が縷々述べられていて興味深い。享保二十年閏三月『乍恐以

書付奉願上候御事』(91)はその中で も良く御槫木山における椹の状況を述べてい

るものである：享保十九年までの槫木割り出しで椹が尽きた、それまでの槫木規格は

「拾八年以前戌年」すなわち享保三年に減となり、「拾壱ケ年以前巳年」すなわち享

保十年に腹二寸に増となった（文書１）、昔は椹も多かったが近ごろは切り株まで使

い尽くして、この上は規格を減らしても割り出せない、だから金納を願うが、十年も金

納しているうちに小木若木も生長するであろうから、また御槫木納を願う、という内容

である。同じ趣旨の金納願書を大河原、鹿塩両村連名でも提出しているが(90)、「・・・

根木榾返シ埋木等迄、御用立候程之分ハ悉ク掘木仕、割出シ御上納仕候江共、

早右之類茂割尽、小木若木斗ニ罷成、御用ニ可立椹無御座、難儀仕候、・・ ・」と述

べられている。新定法規格の槫木を一長ケの原木から四つ割りで取るとすれば胸高 

直径34cm級の立木であるが、そのような径木の椹を奥山に至るまで取り尽くしてしま

ったのが享保二十年(1735)のころであった。したがって正徳五年から享保十九年の

椹伐採数を一本の椹立木から15丁割り出すとして推定したが、これは伐採数に対し

ては過小評価であるかも しれない。 

 年貢現金納の十年が延享元年（寛保四年、1744）に終わるにあたって、次の十年の

年貢は、 槫木成村山方六カ村で年に槫木３万丁（中槫廻し）、残りは樅栂など諸木

材木３千本（２間１尺角廻し）を納めることになった(2,3)。延享元年に大河原村から大

河原御槫木山の現況報告書である『書上帳』(2)が提出されているが、おそらくその準

備のためと、槫木を大河原山からどれほど割り出せるかが見積もり調査されている。

その調査結果が、大河原村名主の前嶋右馬之丞政俊による寛保四年（延享元年）

『御公儀御用并郷中諸事書留帳』(33)に記されている。この五月十日付に、飯田御役

所から『書上帳』の提出を指示する文書が来たことと、その写しが記録されている。

も興味深いのは村域における檜、椹、黒部がある場所の記録で、後に詳述する。こ

れら樹木のある場所の記録に先立って、次のような非常に興味深いことが述べられ
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ている。 

「一同月（五月）十五日、郷中寄合、山内之林之様子品々木数員数申合候、・・・随分

大木成木と申サハ、四ツ割ニても二長ケトハ取候ハバ稀成事ニ候、一日出候場所ハ

二日出候山丁場ハ無之趣申候、然共又広キ山内之事、能割申候ハバ一ケ年ニ青木

川谷ニ而十万、嶋川谷ニ而十万、二ケ年、四五万ツツも割候ハバ三四年、十ケ年も

とる事ハ続不申候、依之谷々可改 書付取候左之通候」 

すなわち良く割り出せば大河原村内青木川谷と嶋川谷とで合計二十万丁ほどの槫

木が割り出せるであろうが、一長ケ四つ割りでようやく取れるような椹立木であり、二

長ケ取れるような椹立木は稀である、という状況だったのである。これが、年貢槫木

代材木納の十年間で大河原山から117,562丁割り出すために、一本の椹立木から４

丁の槫木を割り出したとして、伐採数を推定した根拠である。このように無理な槫木

割り出しでは、それら品等は低いものにならざるを得なかったのである（表３）。 

 以上のように、江戸時代当初から約140年間で幾種類かの規格の大、小槫木、長，

短槫木を少なくとも約489万丁を割り出したと推計した。これは、文書記録が残ってい

ない年は年貢高以上の槫木割り出し分が不明なので、 少推定数である。これだけ

の槫木を割り出すために大、中径木合計約32万本以上の椹を大河原山で伐採したと

推定した。初期では胸高直径1m前後の大径木も多かったが次第に奥地で伐採する

ようになり、ついに宝暦年間には四つ割り、あるいは四つ割り以下でようやく一長ケ

の槫木が割り出せるような径木、すなわちその胸高直径がせいぜい30cm級かそれ

以下の径木までもほとんど取り尽くしたのであろう。 

 

５） 宝暦五年(1755)以後 

 文書２は、鹿塩村と清内路村の村役人の署名連印で飯田御役所へ宛てた、槫木・

代材木納期間終了後の10年間、槫木で年貢を納めることが出来ないので現金納を

願い出ているものである。そこでは、去ル丑年より当戌年迄拾ケ年、すなわち延享二

年から10年間の槫木・代材木納期に椹を取り尽くした、椹が少々はあるが一本の椹

立木から一長ケ四つ割りで槫木を取って残りは皆捨てざるを得ないような小木若木

であって役に立たない、と述べている。大河原村以外の槫木成村山方五カ村は皆同

じく椹が尽きたという理由で現金納を願った(2)。 このとき大河原村は、他の槫木成

村山方五カ村と違って槫木・代材木納期間終了後の年貢を、 自村分だけでも椹と檜、

黒部や姫子など他の樹種も加えて切り出して納めるという願いを出している。文書３

はそうした願い書の一つであるが、文書２に見られるように、椹尽山になっていること、

小木若木ばかりであるということは他村の御槫木山の状況と同じでも、深山嶮岨の場

所までも分け入って、小木若木の内までも使い、成るべきだけは割り立てるべきつも

りであり、続く限りは割り出すといっている。しかしさすがに割り出す槫木数を増加す

ることはできないと述べている。このような大河原村の願いは、槫木や材木を切り出

した稼ぎによる以外に、年貢を納める方策が立ち難いことによるが、幕府役人による

見分の結果、槫木割り出しは無理ということで許可されず、大河原村も現金納となっ

た。十年毎に年貢の納め方は切り替わるものだった。その後も例えば安永三年

(1774)には(19)、「御槫木山椹木も生い立ち、来る未年（安永四年）より御年貢納め方

の義、古来に立ち返り御槫木割納に相成り候哉」と尋ねられても、「御槫木休みも余

程の年数には御座候へども、未だ椹木生い立ちも宜しく相見えず候」として代金納を

願っている。以後幕末まで槫木が割り出されること はなかった。 

 その後年貢を納めるために大河原村は諸木切り出しを願ったが叶わず、代わりに
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宝暦御用木請負（宝暦十年1760～明和元年1764）となった。それから約50年後の文

化諸木切り出し（文化十三年1816～文政二年1819）の際に、目通り1.5尺から2.5尺

（胸高直径にして14～24cm）の椹立木が大河原山から320本切り出された(3)。この年

代でせいぜいこの程度の径木椹が大河原山に分布していたにすぎないと考えたい。

50年過ぎてようやく小木若木に生い立ったので利用したということであろう。 1750～

1850年を中心に、日本は寒冷期（小氷期）であったと言われる。標高1000m以上の山

岳部森林では樹木の年間生長はより小さい。 この程度の生い立ちであったと考える

のが妥当であろう。大河原山の用材立木現況報告書である『書上帳』に椹が初めて

記録されるのは文化九年(1812)のことだが(3)、そこには目通り1.5尺から3.5尺（胸高

直径にして14cmから34cm）の椹が13,000本とある。 

 

（文書２）(99) 

     御年貢御切替ニ付御槫木少々ニ而茂割出候様ニ再三御吟味被仰付候ニ付 

     書付を以申上候御事 

鹿塩清内路両村御山内嶮岨難場谷合岩間ニ而成共、御用ニ不相立椹木御座候ハ

バ、少々ニ而茂割出シ上納仕度奉存候得共、先達而茂申上候通、去ル丑より当戌

迄拾ケ年御槫木納仕候内椹割尽、只今小木苗木斗ニ而、御代米何程御増被下候而

茂、御用ニ可相立木一切無御座、尤 小木若木ニ而割立候ハバ、大積弐三千丁程宛

弐ケ年程茂、両村御山内ニ而可割出候得共、御 用立候木ニ而ハ無御座候、殊ニ元

伐リ壱本ニ而、御定法之御槫木一長ケ伐り候得者、其余ハ不残相捨申御儀ニ御座

候、行々椹木茂成長仕候ハバ、御用立候御槫木割立御上納可仕候、此 度御見分

之通、此上江戸御表より御見分御座候而茂、右申上候通相違無御座候、依之連印

書 付差上申候 

右之趣被為聞召訳、先達而御願申上候通、拾ケ年之内代金納ニ被仰付被下置候様

奉願上候  

以上 

宝暦四戌年八月         （鹿塩、清内路両村名主、組頭、惣百姓代署名 印） 

飯田御役所様 

 

（文書３）(100) 

御槫木山御見分ニ付差上申書付之事 

一大河原村之儀、先達而御槫木御吟味ニ付書付差上候通、村方吟味仕割出候積り

御願申上候 所、江戸御表より再應御吟味之趣被仰渡、猶又御槫木山御見分ニ付、

私共御案内仕山内御見分奉請候処、全躰尽山ニ御座候得共、所々ニ椹木立も相見

へ候ニ付、先達而御願申上候御槫木高之外、此上少々茂相増割出候様、段々御吟

味之趣承知仕候、当村之儀、御槫木割納相願候御儀ニ御座候故、深山嶮岨之場所

迄も吟味仕、小木若木之内迄も見立、可成丈ハ可割立積書上候御儀ニ御座候得共、

此上相増割出候儀難仕御座候、依之先達而書上候御槫木高其外御入用等、願之通

被仰付被下置候ハバ、続次第割立、御上納可仕候、此度御見分之上御吟味ニ付申

上候通、少茂相違無御座候、依之書付差上申候 以上 

（宝暦四）戌十月   （大河原村名主右馬之丞、傳左衛門 外組頭、惣百姓代署名 

印） 

飯田御役所 
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３. 椹有場所 

 

 140年間で推定約489万丁以上もの槫木が大河原村内のどの辺りから割り出された

かについては、割り出された槫木が大河原村の青木川または嶋川（現在の小渋川）

のどちらの渡場に集積されたかの記録からおおまかに知ることが出来る。表４は渡

場別に扱われた槫木数の記録を抄出したものである。青木川渡場に集積された槫木

は当然青木川に合流する各沢筋を経て運ばれた槫木である。また、嶋川奥の烏帽子

岳、小河内岳、大日影、小日影山などから小河内沢を下ろした槫木と、荒川岳や赤

石岳、奥茶臼、前茶臼の東側などから嶋川へ下ろした 槫木は嶋川渡場に集積され

た。表４に示した限りでは青木川渡場が扱った槫木数の方が多いが、これは青木川

上流域の椹分布数の方が嶋川上流域のそれと比べて多かったことを示していると考

える。これら椹がどの辺りに分布していたかを知ることができるのが、寛保四年 

(1744)『御公儀御用并郷中諸用書留帳』(33)に記されている「椹、檜、黒部有場所」で

ある。 

 これには、２-4)ですでに述べた「一同月（五月）十五日郷中寄合山内之林之様子

品々木 数員数申合候、・・・・依之谷々可改書付取候左之通候」に続いて、「嶋川谷

嶽迄、東側、小河内、飛な多、い多や、又、をくい多や、・・・」というように、嶋川谷およ

び青木河谷の各地沢名称などを順に記し、それぞれの場所に「右谷数椹有場所并黒

部檜共ニ左之通ニ候、 栂村山椹有所并黒部も交り有之候、木樽山椹有所并黒部入

交り檜も少々、・・・」というように、檜、椹、黒部が有るか無いかが記述されている。 

 記されている各地沢名称などの記述は次のようなもので、名称読み取りの便利の

ために番号を付した。前報(4)に記載した大河原御槫木山各地名称と多くは同じであ

るが、ここでは青田山西側や伊那山脈東の入会山であったはずの各地も記述されて

いる。大河原村の家々と畑がある区域を除いた全域である。 

 「嶋川谷嶽迄 

東側：1.小河内、2.飛な多゛飛な多、3.い多や、又、をくい多や、4.高山、5.飛なた日向 

山；此未ニ茂吉山、長あらしト言ふ山有惣名飛な多山、6.いぬ山井戸川ト言有、7.荒

川、メ 本谷数七谷小細ニ改候得者此分十一谷也 

西側：8.つかむら、9.下沢、10.かみ沢、11.く路ばい沢、12.きだる、13.をくきだる、 14.あ

ふぎ山；是レハきたぎだ共申候、15.ふつ川；是レハふく沢共申候、メ八谷 

 東側ニ入申小河内谷たけ迄両側谷数 

東側：16.黒の田、17.前戸井四、18.をく戸井四；是ハやけ山共申候、19.しなはき河、 

20.雨ごひだき、メ五谷 

西側：21.寺沢、22.こ飛かげ、メ二谷」 

 「青木河谷通りまて 

東側：23.勢田山、24.箸箱山、25.山鳥リ沢、26.青層山、27.柳沢、28.ぶな平、29.船久

保、 30.桧緒根、31.中山、32.葛久保、メ十谷 

西側：33.大白沢、34.小白沢、35.やめ沢、36.沢入り、37.下唐沢、38.上から沢、39.水

沢、 40.はりぎ沢、41.入野沢、42.上野沢、43.文ノ入、44.あらき沢、45.南沢、46.阿ん

かふぼ ら、47.阿嶋山、48.飯沼山、49.青なぎ、50.市之原山、51.南又、52.北又、53.地

獄谷、メ 廿壱谷、東西三十一谷、 

嶋川青木川両谷数五十三谷余」 

 これらの地名や沢名称などとそれらの場所の対応は、多くの場合前報(3-5)で採用

した資料によりできるが、青木川両岸沢名は建設省天竜川上流工事事務所発行の
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小渋川流域砂防平面図(1995)によりできる。いくつかは現在地名と対応し難いものも

あるが、文書にはこれらの名称が上記のように順番に記述されていることにより推定

できる。 

 嶋川と青木川谷各谷々等の名称の記述に続いて、「椹有場所并黒部檜共ニ左之通

ニ候」と して、各地名に続き、椹、檜と黒部の有無が記述されている。それらを表５に

整理して示したが、14.扇山と4.高山を除いて他は「椹有場所」であり、加えて檜と黒部

の分布状況が記事欄に示した程度に記されている。大河原槫木山の内、赤石本岳

沢や福川と奥茶臼山から板屋岳にわたって椹は分布していなかったようである。また、

伊那山脈東側は幕府直轄林ではなく入会山だったようだが、これら各区域は椹、檜、

黒部が分布している場所とは記録されていない。「椹有場所」は椹はあっても、「右

山々ハ沢山小木苗木有之候」、「右之山々谷々小木苗木程々有之候共用木無之」、

「右之谷々椹さえ有処、何連も小木苗木種々入交有之候」などと記されているように、

槫木を割り出すとしても「木勢四ツ割以下」でしかないほどのもの、すなわち胸高直径

にしてせいぜい30cm、あるいはそれ以下の椹でしかなかったのである。寛保四年（延

享元年）(1744)は延享二年から始まる槫木および代材木納期の前年で、この「椹有場

所」の調査は槫木を毎年三万丁納めることの見積もりになったと考える。 『御公儀御

用并郷中諸用書留帳』の五月十七日付けに、この調査結果を持って飯田御役所へ 

村役人が出頭した際のやり取りが記述されているが、そこにも槫木割り出しについて

次のように記されている。 

「・・・山内何万程ツゝ、可割出哉、見分致候哉と御尋被仰候、御槫木委細改見分仕

候、少々ツゝ割出シ候ハゝ、一ケ年ニ四五万ツゝ四五年ハ極候限、万高十万共割申

候ハゝ、一谷一ケ年ツゝ両年、木勢四ツ割以下、・・・」 

ここでは前述の「三四年」と違って「四五年」となっているが、青木川と嶋川谷それぞ

れ十 万丁程の槫木を割り出せるという見積もりは同じである。またここでは「四ツ割

以下」で割り出したらしいこともわかる。実際には十年間で両谷あわせて117,562丁は

少なくとも割り出したのであった。このような寛保四年当時の「椹有場所」は、もともと

椹が多く分布していた場所で、伐採後の自然更新がなされた結果の小木若木や苗木

であったろうと考える。 

 前報で記載した『御槫木山見分帳』による大河原山各地の樅や栂類など諸木の分

布状況には、椹と檜の記述はなかった(4)。ここに椹と檜が加わることにより、大河原

山における用材樹種の18世紀中ごろの分布状況の概略全貌を知ることが出来た。17

世紀初頭からの槫木割り出しと18世紀初頭から始まった大規模な諸木切り出しとの

記録を基礎として、17世紀初頭 のまだ開発されていない大河原山原生林が、どのよ

うな事情で、いつ、どのように変貌したかを述べてきたが、それらを次のように概括す

る。 

 

４. 近世大河原山の林相とその変貌概括 

 

 徳川家康の直轄領となる1600年以前も大河原山で樹木が伐採されたであろうが、

運材方法に制約されて大規模なものではなかったろう。江戸時代当初からの大きな

木材需要に応えるには、角倉了以による天竜川の開鑿を待たねばならなかったであ

ろう。それでも、「深山嶮岨」な大河原山から運び出す材木は、現地製材して運材をよ

り容易にした槫木のような小材木でなければならなかった。何よりも伊那や木曽に主

に分布する椹を原木とした槫木は良質な屋根材として大量の需要に応えたとともに、
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幕府にとっては大きな財源になったであろう。 江戸時代当初から50年ほども椹を伐

採した万治二年(1659)にはすでに、昔の十分の一の槫木を割り出すのに苦労するよ

うになった、と述べられるほどになった。しかしそれはまだ、古定法槫木を初玉一長ケ

から四つ割り以上で割り出せるほどの、胸高直径50cm級以上の大径木が少なくなっ

て来たからであった。それ以後はより奥地へ入り込み、古定法槫木が取れるような径

木の椹を伐採することでさらに約50年は持ちこたえるほど、大河原山には椹が豊富

に分布していた。17世紀中の伐採推定数はおよそ23万本である。槫木現物納が終わ

るまでの18世紀前半の約40年間でさらに推定9万本が伐採された。ただしこれはより

小さい規格の槫木にせざるを得ないほど椹が尽きてきた時代で、宝暦四年(1754)ま

でには胸高直径50cm以下、 30cm前後の小木若木の椹まで切り尽くしてしまった。こ

れら「小木若木」の椹のほとんどは、 江戸時代当初からの樹木伐採地周辺に自然更

新したものであろう。この宝暦四年頃には樅や栂など諸木も、大径木はあらかた切り

尽くしてしまっていたと考えられる(3,4)。大河原村の北隣りの鹿塩村は、槫木や諸木

の切り出しを多くの場合大河原村と行動を共にしたが、大河原山よりも先に鹿塩山の

用材樹木は尽きた。 

 大河原山からの樅、栂など椹以外の樹木の大規模な伐採は1700年から始まった

(2-4)。それ以前にも、災害により村が困窮した際に、その救済のために諸木が払い

下げられた歴史はあるが、大河原、鹿塩両村合わせてせいぜい一万本程度であった

ろう(3)。前報では、江戸時代当初の大河原山や鹿塩山は、まさに亭々たる大木が鬱

蒼と生い茂った原生林に覆われた御山と表現できる森林で、椹も含めて樅、栂類な

ど針葉樹諸木の大、中径木が70～80本/ha生い茂っていたであろう、と述べた(3)。こ

こでは100本/haと修正すべきであろう。椹は 沢筋に多く分布する特徴がある。大河

原山は中央構造線に沿った不安定な地域にあり、そこここに自然の崩壊地があった

であろうが、樹木伐採の歴史からは、１アールに１本は大、中 径木の針葉樹があり、

間をブナ、ミズナラやシデ類など落葉樹が埋め、沢筋には特に椹が多 く生育してい

るような樹林の様相が思い描けるのである。 

 

 前嶋家文書の調査では飯田市美術博物館の桜井弘人氏と下伊那郡大鹿村の前島

正介氏に、 また大久保文書の調査では下伊那教育会石川正臣先生にお世話になり

ました。お礼を申し上 げます。 

 

文献 

 

(1)平沢清人 伊那の槫木成村考 徳川林政史研究所研究紀要 昭和43年度(1968): 

125-169、 (2)大鹿村誌 上巻 昭和59年(1984) 大鹿村誌刊行委員会、 (3)松原輝

男 信州大河原・鹿塩両村御槫木山の近世における林相 その１：諸木伐出の歴史

に基づく検討 情報文化研究 (1997) 第６号：39-70、 (4)松原輝男 信州大河原・鹿

塩両村御槫木山の近世における林相 その２：明和三年の大河原立木数報告始末 

情報文化研究(1998)第７号： 11-44、 (5)松原輝男 赤石山脈荒川大崩壊地および

広河原の1760年代古文書記録 情報文化研究(1999) 第９号：9-21、 (6) 所 三男 

近世林業史の研究 吉川弘文館 昭和55年 (1980)、 (7)下伊那史 第７巻 昭和55

年(1980) p927、 (8)平沢清人 槫木山と入会  伊那455号 第14巻第4号(1966) 

p11-17、 (9)信濃史料補遺巻（下）p164 慶長十三年 (1608)『御槫木請取拂方』、 

(10)信濃史料 第22巻 p554、 (11)南信濃村村史遠山 昭和58年版(1983) 南信濃
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村 p138、 (12)『木材工業ハンドブック』（新版） 農林省林業試験場編 昭和48年

(1973)ｐ12 丸善株式会社、 (13)明治前日本林業技術発達史 日本学士院編 新訂

版(1980) 財団法人野間科学医学研究資料館、 (14)所 三男 江戸幕府初期の営

林事情―信州伊那山林の場合 徳川林政史研究所研究紀要 昭和51年度(1977) 

1-36  財団法人徳川黎明会、 (15)藤森隆郎 スギ、ヒノキ林の樹冠構造の解析 

JIBP-PT-F、 (1970) 44、7-15、 (16)松原輝男 近世信州大河原山より切り出した材

木の流失史 情報文化研究(1999) 第10号：9-23、 (17)飯岡正毅 遠州舟明におけ

る幕府の槫木処分 徳川林政史研究所研究紀要 昭和50年度(1975) 財団法人徳

川黎明会 p116掲載文書：享保九辰 年十二月 請取申御槫木之事、 (18)平沢清人 

槫木四、伊那446号第13巻第７号(1965) p3-7、 (19)長野県史 近世史料編 第４巻

（二）南信地方 昭和57年 p753；安永三年十 月『御預所村々御年貢納方来未年よ

り年季御切替御吟味ニ付申上候』、 (20)豊丘村誌 （上） p353；元禄二年『巳ノ御渡

入御槫木野帳写』 

 

大鹿村誌（上巻）(2)掲載文書 

(21)元和四年三月十日 乍恐以目安申上候 p415、 (22)延宝二年 延宝二寅年御

槫木廻し之帳 p551、 (23)延宝五年十月 延宝五巳年免定之事 p416、 (24)延宝

七年 延宝四辰年より御槫手ニ金米相渡帳 p555、 (25)元禄十年三月 子御渡入

鹿塩村目録 p418、  (26)元禄十二年九月 定 p388、 (27)元禄十七年（宝永元

年）三月 年々流失未進槫木書 出 p416、 (28)元禄十七年（宝永元年）三月 流出

槫之覚 p423， (29)享保二、三年頃 乍恐以書付御槫木御寸尺奉願候 覚 p389、 

(30)享保四年二月 定 p388、 (31)享保十 年 定 p388、 (32)宝暦三年十二月 酉

年御槫木数書上帳 鹿塩村 p398 

 

大鹿村大河原前嶋家所蔵文書 

(33)寛保四年（延享元年） 御公儀御用并郷中諸用書留帳 前嶋右馬之丞、 (34)延

享四夘 年正月十一日 当夘年御公儀様御触御用并村方諸用留帳 前嶋右馬之丞、 

(35)宝暦四戌年十一月 当戌年御榑木棚狩御改帳 大河原村（大久保文書21-115

の控え）、 (36)宝暦四戌年十一月 御榑木請取野帳（大鹿村誌（上）P399掲載文書）、 

(37)宝暦五亥年正月十八日 当戌年出御槫木木場改并中木廻勘定帳 大河原村 

 

前嶋家文書（飯田市美術博物館蔵） 

(38)貞享元年子ノ五月廿日 申酉戌亥御槫御勘定目録 大河原村、 (39)貞享四夘

年二月十八日 寅之御渡入出槫木仕訳目録 大河原村（大久保文書12-17の写し）、 

(40)貞享四夘年二月十八日 子丑寅三ケ年御槫木御勘定目録 大河原村、 (41)元

禄十丑年三月 子之御渡入御榑木目録 大河原村 （大鹿村誌上p417収録文書）、 

(42) 宝永元申年四月 未之渡入出榑木勘定目録 大河原村、 (43)宝永三戌年十一

月 戌之渡入御榑木請取野帳写 大河原村、 (44)宝永七寅年一月吉日 中榑書記

覚帳 大川原村、 (45)正徳四午年十一月吉日 御榑木指出之帳 大河原村、 (46)

正徳五未年二月 午之御渡入出槫木勘定目録 大河原村、 (47)享保七丑年 『丑

之御渡入出御榑木御勘定目録』 この文書の年号は記入されていないが、未から丑

までの７年間の年貢榑渡入であること（cf.大久保文書16-40）(89)、 文書中に「午御

渡入流失五分一掛」の記述が有り、これは享保弐年酉年『覚』(88)（大久保 文書 

16-19）にあるのと同様であることから、享保七年に書かれた文書の写しであると思 
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われる。 (48)享保十巳年六月 差上申口上覚 （小川、加々須、清内路、南山、大河

原、 鹿塩村）、 (49)享保十三申年一月 未之御渡入御槫木勘定帳 大河原村市場、 

(50)享保十三申年十二月 申年出御榑木請取野帳写 大河原村、 (51)享保十五戌

年十二月 戌年出御榑木請取野帳之写 大河原村、 (52)享保十六亥年一月 戌之

御渡入御槫木中木帳 大河原村、 (53)享保十八丑年一月 子之出御槫木場帳 大

河原村、 (54)享保十九寅年一月十一日 郷中小勘定木場帳大河原村、 (55)享保

二十卯年一月十一日 寅之出御槫木中木帳  大河原村、 (56)享保二十卯年正月

十一日 寅之出御槫木場帳 大河原村、 (57)延享二丑年十一月 御榑木場帳 大

河原村、 (58)延享三寅年一月 御榑木請取野帳之写大河原村、 (59)延享三年十

二月 寅年出御榑木棚狩帳 大河原村、 (60)延享四夘年三月 御槫木高誥勘定仕

上ケ覚 大河原村、 (61)延享四夘年十二月 当卯出御榑木棚狩帳 大河原村、  

(62)延享五辰年四月（寛延元年） 卯年出御榑木木場帳 大河原村、 (63)寛延元辰

年十二月 辰年大河原村青木川嶋川御榑木野帳、 (64)寛延元辰年十二月 寛延元

年出御槫木棚狩帳、 (65)寛延二巳年七月二十九日 辰年大河原村御年貢御高誥

帳、 (66)寛延二巳年十一月 御榑木野帳 大河原村、 (67)寛延弐巳年十一月二十

一日 当巳出御榑木棚狩改帳 大河原村（大久保文書20-106の写し）、 (68)宝暦二

申年十二月十八日 御年貢御槫木棚狩帳 大河原村、 (69)宝暦三酉年二月十九日 

御榑木受取野帳写 大河原村、 (70)（推定）宝暦三年の『当酉御用并村方諸用書留

覚帳』と思われる文書で、破損著しい。去る申年の御槫木・代材木数が記録されてい

る。この文書に「大河原14,300丁、鹿塩14,300丁、清内路 1,400丁の勘定」が記され

ており、このことは宝暦六子年『申年六ケ村立会御槫木御代材木勘定目録用留帳 

大河原村控へ』（大鹿村大河原前嶋家所蔵文書）に記されているものと同 じである。 

(71)宝暦三年十二月三日 当酉年出御槫木棚狩帳控大河原村、 (72)宝暦三年 酉

十二月 酉年大河原村御榑木請取野帳御写 大河原村、 (73)宝暦三酉年十二月十

二日  差上候一札之事 鹿塩・大河原村、 (74)宝暦四戌年二月八日 去酉年出御

木場改并中木廻勘定帳 大河原村、 (75)宝暦四戌年十一月 御榑木請取野帳 大

河原村（大鹿村誌（上） P399収録） 

 

大久保文書 下伊那教育会蔵 

【年号、文書表題、大久保文書目録（下伊那教育会、昭和57年）整理番号】 

(76)寛永十七年五月十一日 寛永拾六年夘ノ暮ニ出ル御槫木ノ目録 3-10、  

(77)寛永十七年 寛永拾七年辰年出申御槫木留帳 3-11、 (78)万治弐亥年三月六

日 乍恐御訴訟申上候御事 8-1、 (79)延宝三年 覚 10-14、 (80)延宝五年 信州

拙者御代官所年免願ニ付村々免付之覚 10-48、 (81)貞享四年二月十八日 寅之

御渡入出槫木仕訳目録 大河原村 12-17、 (82)貞享四年二月 寅之御渡入出槫木

仕訳目録 鹿塩村 12-19、  (83)貞享四年六月廿五日 寅之出槫木野手形之覚 

12-32、 (84)元禄二年六月 遠州舟明御槫木御勘定目録 13-10、 (85)元禄二年七

月 遠州舟明御槫御勘定目録 13-13、 

(86)宝永五年 差上申材木御請負証文之事 14-30、 (87)宝永五年三月 乍恐以書

付奉願候御事 14-53、 (88)享保二年九月 覚 16-19、 (89)享保六年 享保六丑

年出御槫木仕訳目録 16-40、 (90)享保二十年三月 乍恐口上書を以奉願上候御

事 16-111、 (91)享保二十夘年閏三月 御槫木休之願ニ付伺之節差出候諸書物留 

16-113 の内の文書の一つ： 乍恐以書付奉願上候御事（長野県史 近世史料編 

第４巻（二）南信地方 昭和57年  p737 掲載文書）、 (92)延享四夘年二月 覚 
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19-86、 (93)延享四夘年七月 覚  21-351（これは目録では宝暦九夘年としている

が、記述数量が19-86と一致していることなど内容から見て延享四年の夘年の文書

である。）、 (94)寛延二巳年二月 覚 千村平右衛門 20-36、 (95)寛延二巳年十一

月 当巳出御槫木棚狩帳 大河原村 20-106、  (96)寛延二巳年 覚 千村平右衛

門 20-112、 (97)宝暦二申年 覚 17-119（目録では元文五申年の文書としている

が、内容から見て宝暦二年の申年の文書である。）、 (98)宝暦三酉年十二月朔日、

二日、四日、七日 覚 21-34～37（葛嶋、月原（清内路）渡場で七郎兵衛受け取り槫

木数覚え）、 (99)宝暦四戌年八月(1754) 御年貢御切替ニ付御槫木少々ニ而茂割

出候様ニ再三御吟味被仰付候ニ付書付を以申上候御事 21-84、 (100)宝暦四戌年

十 月 御槫木山御見分ニ付差上申書付之事 21-107（21-101、21-104、21-110は

同文写し）、 (101)宝暦四戌年十一月 当戌年御榑木棚狩御改帳 21-115 
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図 1 榑木の割り方（享保十年規格） 



 
図 2 榑木木取り 

(a) 古定法四つ割りと八割り 
(b) 新定法（享保十年）四つ割り、八割りと十六割り 



 

図３ 立木の細り（ヒノキ） 

 A,B,C はそれぞれ、古定法、享保三年、享保十年の槫木規格で、四つ割り、六つ割 

り、八つ割り、十六割（添え数字４、６、８、16）の割り方で割るための立木幹の 必要

最小直径。 BH:胸高(1.2m) 



表１ 各規格の榑木を割り出すために必要な材料丸太の末口最小直径 

 

 規格年代  四つ割り 六つ割り 八つ割り 十六割り 

 古定法 

(1649～1717) 

心材最小直径(cm) 

無皮丸太直径(cm) 

有皮丸太直径(cm) 

 38.6 

 44.6 

 47 

 44.8 

 50.8 

 53 

 50.8 

 56.8 

 59 

 77.0 

 83.0 

 85 

 享保三年 

(1718～1724) 

心材最小直径(cm) 

無皮丸太直径(cm) 

有皮丸太直径(cm) 

 23.8 

 29.8 

 *32 

 26.8 

 32.8 

 35 

 30.2 

 36.2 

 38 

 49.8 

 55.8 

 58 

 享保十年 

(1725～) 

心材最小直径(cm) 

無皮丸太直径(cm) 

有皮丸太直径(cm) 

 25.8 

 30.8 

 *33 

 30.2 

 36.2 

 38 

 34.2 

 40.2 

 42 

 53.8 

 59.8 

 62 

 

*享保三、十年規格では、どちらも四つ割りは禁止 



 



槫木割り出し 

年号（西暦） 

榑 木 品 等 

上   中   下  下々  刎木

 槫木を出した村 

     備考 

文献 

番号 

寛永十六年(1639) 31.1 52.1 16.3  0.5  大河原、小川、加々須 76 

寛永十七年(1640) 

 

42.0 

28.8 

 0 

48.3 

41.1 

20.1 

16.9 

 2.7 

 大河原 

鹿塩 

77 

延宝二年(1674)  4.8 

 7.1 

17.5 

17.4 

46.6 

47.3 

31.1 

28.1 

 大河原 

鹿塩 
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元禄二年(1689)  2.0 57.0 36.0  5.0  大河原 20 

宝永三年(1706) 54.4 36.9  8.3  0.1  0.3 大河原 43 

享保十三年(1728) 66.0 29.9  3.0   1.1 大河原 50 

享保十五年(1730) 48.7 28.8 21.3   1.1 大河原 51 

延享二年(1745) 41.9 33.9 22.2   2.0 大河原 61 

延享三年(1746) 15.8 52.5 31.7   大河原、鹿塩：筏下げ 92 

延享四年(1747) 19.0 38.2 41.5   1.3 大河原村 34 

寛延元年(1748)  0.9 64.7 34.4   大河原、鹿塩 94 

 21.7 46.7 30.2   1.3 大河原、上に根木を含む 63 

  1.1 59.1 38.2   1.6     根木を除く  

寛延二年(1749) 17.8 50.5 30.8   0.9 大河原、上に根木を含む 66 

  4.9 58.5 35.6   1.0     根木を除く  

宝暦二年(1752)  9.0 50.6 30.1   1.3 大河原 69 

  5.9 56.5 37.5   大河原、鹿塩 96 

宝暦三年(1753)  2.5 49.2 48.3   大河原 97 

宝暦四年(1754)  1.0 23.0 53.0  23.0 大河原 75 

 

 

表３ 槫木品等 



表４ 渡場別槫木数 

 

 割り出し年号 

  （西暦） 

  槫  木 

 嶋川渡場 

 数（挺） 

青木川渡場 

 合   計  文献 

 番号 

元 禄 二年(1689)      4,891     4,891 20 

宝 永 三年(1706)     28,620    28,620 43 

正 徳 四年(1714)    91,390   269,796   361,186 45 

享保十三年(1728)     8,324    48,218    56,542 50 

享保十五年(1730)    20,546    56,931    77,477 51 

延 享 二年(1745)     7,372    13,859    21,231 57,58,60 

延 享 三年(1746)     1,719     2,794     4,513 59 

延 享 四年(1747)     6,768     7,821    14,589 61,62 

寛 延 元年(1748)     5,857     7,152    13,009 63-65 

寛 延 二年(1749)     8,618     9,048    17,666 67,95 

宝 暦 二年(1752)     7,350    10,983    18,333 68-70 

宝 暦 三年(1753)     5,677     5,495    11,172 71-73 

宝 暦 四年(1754)     5,053    11,184    16,237 35,101 

  合 計   168,674   476,792   645,466  

 



  場 所 名 称 椹 檜 黒部  分布状況記述 

 8 栂邑山（つかむら） ＋   ＋ 黒部も交り 

12 木樽山（きだる） ＋ ＋  ＋ 黒部入交り檜も少々 

14 扇山（あふぎ山）  ＋  ＋ 黒部山也檜も稚有之 

 4 高山  ＋  檜少々 

 5 茂吉山長あらし ＋    

 6 犬山 ＋ ＋  ＋  
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小河内山 

しな者き（しなはき河） 

小飛かけ山 

 

＋ 

 

－ 

 

 ＋ 

此谷者檜ハ無之 

黒部ハ稚有之 

 

23 せひだ（勢田山） ＋   ＋ 黒部入交り 

24 はしばこ（箸箱山） ＋ ＋  ＋ 右同断檜も少々 

25 やまどり沢（山鳥り沢） ＋ －  ＋ 右同断檜ハなし 

26 阿を曾を（青層山） ＋ －  ＋ 右同断 

27 やなざわ（柳沢） ＋ －  ＋ 右同断 

28 ふな平（ぶな平） ＋ －  ＋ 右同断 

29 ふ祢くぼ（船久保） ＋ ＋  ＋  

30 桧緒祢（桧緒根） ＋ ＋  ＋  

31 なか山（中山） ＋   ＋ 椹山黒部入交り 

32 つ多くぼ（葛久保） ＋   ＋ 右同断 

46 阿んかふぼら ＋ ＋  ＋  

47 

48 

49 

50 

阿じま山（阿嶋山） 

いい怒ま山（飯沼山） 

あをなぎ（青なぎ） 

市之原（市之原山） 

 

＋ 

  

 ＋ 

椹黒部入交り 

51 ミなみま多（南又） ＋ ＋  ＋  

53 ぢごく谷（地獄谷） ＋   ＋  

 

表５ 椹有場所并黒部檜共ニ左之通ニ候(33) 

＋：「有所」例えば「椹有所」、－：「無し」と特に記されている。 

分布状況記述：文書中に記述されている分布状況 

右同断：右に同じ（この表では、同上になる） 

カッコ内の名称は、谷々等名称一覧（本文参照）中の名称。 
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