
 

 

大規模山林所有者と自伐型林業は結びつきうるか？ 

 

森林政策学研究室 佐藤百栞 

 

1.背景と目的 

 農林業センサス(1990)によると、総林家数の約

0.13%に過ぎない 100ha 以上の山林を保有する大規

模林家が、林家山林面積の約 15%もの山林を保有し

ている。従って、大規模山林保有者の動向は、わが

国の私有林の経営管理を考える上で重要である。 

大規模山林所有者の経営状況を見てみると、施業

の請け負わせや雇用に多くを拠出していることが分

かる(林業経済統計、2018)。大規模山林所有者の研

究は多くの蓄積があり、主に戦後は、戦前の地主的

林業が資本家的経営に転化しうるか議論され、1970

年代には大規模林家の土地所有への後退が指摘され

てきた(佐藤・興梠、2006)。しかし、近年は大規模

林家に焦点を当てた研究が少なくなっている。その

一方で、大規模山林所有者に新しい動きが起こって

いる。主に小型機械を用い、自営的な小規模伐採を

中心とした林業を行う「自伐型林業」者とかかわり

始める事例が見られ始めているのである(中嶋、

2015)。自伐型林業とは、「『所有する山林を所有者

自らが管理・経営する』という自伐林業の形態に、

施業をする林地を所有林にとどめないこと、所有者

に限らず地域などのグループでの施業も含むことと

いった新たな特徴を加えた、新しい森林管理のあり

方」と本研究では定義する。 

一方、林政における自伐型林業の位置づけは低く、

林野庁の林政審議会(2020)では「地域林業を効率的・

安定的な林業経営の主体とともに、あくまで相補的

に支える主体」とされた。また、自伐型林業者が利

用しうる「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」

は里山ボランティアが主な対象であり、近年交付に

あたってのハードルも上がっている(高野ら、2021)。 

以上のように、自伐型林業は政策的には低い位置

づけにあるものの、大規模山林所有者が関わりを持

ち始めている点は注目される。しかし、自伐型林業

と大規模山林所有者がどのような関係性があるのか

に関して、実証的な先行研究はない。そこで本研究

では、大規模山林所有者が自伐型林業に関与する動

きが見られる 3 事例を取り上げ、両者がどのように

関わり合って活動を行っているかをそれぞれ明らか

にする。そして、大規模森林経営に自伐型林業が関

与しうる可能性について考察することを目的とする。 

 

2.調査方法 

 聞き取り調査(対面・オンライン)、文献調査、参

与観察を実施した。調査対象者は、NPO 法人自伐型

林業推進協会(以下、自伐協)で作業道研修を担当す

る O 氏の紹介で、自伐型林業との関係を模索してい

る、大分県日田市、奈良県吉野郡、山口県長門市に

それぞれ所有林がある大規模山林所有者 3 名を対象

とした。さらに、日田の事例では、関係する自伐型

林業者と研修事業を行っている者を加えた(表 1)。 

表 1 調査対象者の概要 

場所 調査対象者 
大分県日田市 大規模山林所有者 A 氏、研修事業

を行う B 氏、自伐型林業者 C 氏、
D 氏、E 氏* 

奈良県吉野郡 大規模山林所有者 F 氏 
山口県長門市 大規模山林所有者 G 氏 

*紙幅の都合により、D 氏のみ掲載 

3.結果 

(1)大分県日田市―大規模山林所有者と自伐型林業

がともに活動を行う事例 

(i)大規模山林所有者 A 氏と所有林の概要 

 A 氏(40 代・女性)は、家業である 1965 年創業の林

業会社で企画部長をしている。A 家は林業会社の他

に、同社の前身である他業種の製造業や、娯楽施設

を経営している。A 氏の母が現社長で、A 氏は大学卒

業とともに 3 代目として家業に携わるようになった。 

 会社が管理する社有林面積は 1,362ha であり、う

ち A 家が所有する山林は 1,080ha である。明治後期

から商家であった A 家が九州内の山林を購入・集積

し、九州内 12 カ所にある程度まとまった面積の山林



 

 

が分散している。経営理念は「循環型社会に適応で

きる経済林の育成、環境に配慮した持続可能な森づ

くり」であり、長伐期施業を基本とし、規模の大き

な皆伐は極力避けている。近年は、木材生産以外に

も、広葉樹の森づくりや森林教室を社有林で行って

いる。 

社有林での施業は、直営班（2 名）の他、森づくり

に関する理念が一致している一人親方、森林組合、

林業事業体に委託をしている。年間素材生産量は約

3,000 ㎥である。1970 年頃までは、社有林の近くに

住み、山の巡回や施業を行う「世話人」が各地にい

たが、2009 年時点までに 5 人に減り、現在は世話人

がいない。 

(ii)研修事業を行う B 氏、自伐型林業者 D 氏の概要 

B 氏(60 代・男性)は公務員を定年退職し、中津市

旧耶馬溪町へ U ターンをした。退職後に自伐型林業

を知り、2015 年に中津市で自伐型林業研究会(以下、

研究会)を立ち上げた。現在の会員は 30 名ほどで、

うち自伐型林業に積極的に関わっている人は約 10

名である。研究会では、自伐型林業をやりたい人に

向けた研修を行っており、B 氏は自らが作業をする

というよりも、研修で出会った人を A 氏とつなげる

役割を果たしている。 

D 氏(40 代・男性)は、2018 年に大分市から日田市

へ妻と移住した。D 氏自身で山林は所有していない。

移住して 1 年程は林業事業体で働いていたが、作業

中に怪我をしたことを機に、妻と 2 人で自伐型林業

をすることを目指し、事業体を退社した。現在は一

人親方として森林組合から委託を受けて、妻ととも

に作業をしている。A 氏とは、B 氏が主催する研修で

知り合い、A 氏の会社の社有林での間伐作業を希望

している。 

(iii)活動の概要 

約 3 年前に A 氏が研究会の勉強会に参加したこと

をきっかけに、両者は一緒に活動を行うようになっ

た。A 氏は自伐型林業をやりたいというよりは、理

念を共有して社有林で一緒に働いてくれる人を探す

ために自伐型林業者とかかわりを持っている。 

現在の活動内容は、研修の一環として、日田市内

にある A 氏の所有林で作業道の補修が行われている。

現在、D 氏を含む 10 人ほど(30 代～50 代)が作業を

している。2020 年度に発生した豪雨被害に対して、

激甚災害の指定を受けて得た補助金から、作業者に

は A 氏の会社から日当 1 万円が支払われている。作

業道の補修は自伐協が推奨する大橋式道づくりの講

師 O 氏を招き、研修会としても位置づけられている。 

(ⅳ)今後の展望 

 現在の活動は作業道の補修が中心であり、今後ど

う関わり合って活動するかについては、A 氏、B 氏、

自伐型林業者の間でまだ十分な話し合いができてい

ない段階であった。一方、山守による管理、課題に

ついての聞き取り結果は以下のとおりである。 

 ここで言う山守とは、山林所有者の所有林の近く

に住み、所有者に代わって所有林を継続的に管理す

る人を指し、A 氏の各地の社有林に以前にいた「世

話人」と同義である。A 氏は、「山守」のような人に

点在する社有林の管理を委託したいと思っている。

また、A 氏と自伐型林業者をつなぐ B 氏も、地域に

根ざし山守として活動していく人を増やしたいと考

えている。そして D 氏は、林地を確保して長期的に

安定して収入を得ていくことができる、一つの山を

管理することでその山に愛着が沸くといった理由か

ら、山守として管理をしてみたいと考えていた。 

課題に関して、A 氏と B 氏は、安全性の確保、人

材育成、信頼関係の構築を挙げた。一方 D 氏は、今

後継続的に仕事を受ける場合に必要な、機械の購入

や維持費用の捻出を挙げた。 

 

(2)奈良県吉野郡―大規模山林所有者が中間支援組

織を作る事例 

(i)大規模山林所有者 F 氏と所有林の概要 

 F 氏(40 代・男性)は、吉野林業地における旧家の

一つである F 家の 14 代目であり、家業の林業会社

の現社長である。F 家は林業経営の他に、不動産業

も行っている。 

 F 家が所有する山林は吉野郡に約 1,500ha あり、

それらは大小合わせて約 500 カ所に点在している。

また、北葛城郡周辺にも約 30ha の都市近郊林を所有



 

 

している。それらは、幕末期から商家であった F 家

が小規模な多数の山林に投資をして集積した山林で

ある。過去には最大 200 人程の山守が各所有林の施

業・管理を行っていたが、現在実質的に山守は機能

していない。F 氏は、山林管理や素材生産事業にと

どまらない、所有林でのフェスの開催等の多様な活

動を行ってきたが、過疎化と木材価格の下落で山守

制度が崩壊しつつある吉野林業を立て直すため、中

間支援組織を立ち上げ、現在は現代版吉野林業シス

テムを作り上げることに注力している。 

(ii)活動の概要、今後の展望 

 中間支援組織では、山守となる人の人材育成と、

森林所有者と山守のマッチングを行う。人材育成に

ついては、間伐・搬出スキルなど林業技術を有し、

起業家精神を持っていること、できれば長期での山

林経営を行う意志を持っている者を山守候補生とし、

地域を支える人材に育てていくことを目指している。

その際、山守としての収入だけで生計を立てること

は厳しいため、林業以外の副業も組み合わせること

を想定している。山守候補生として、自伐型林業者

が挙げられるが「自伐型林業者はあくまでも作業者

であって経営者ではなく、どちらもこなしていた今

までの山守に代わることは非常に難しい」と F 氏は

考える。そのため、自伐型林業者の育成をして経営

者になってもらうことを期待するのではなく、現状

の作業者のままでも参入できるような構想を練って

いる。森林所有者と山守のマッチングに関しては現

在まだ着手していないが、持続可能な現代版吉野林

業システムを作る上で必要不可欠な事業であると F

氏は位置づけている。 

 

(3)山口県長門市―大規模山林所有者がみずから自

伐型林業を行う事例 

(i)大規模山林所有者 G 氏と所有林の概要 

 G 氏(70 代・男性)は高校教師を退職後、70 歳から

本格的に林業を始めた。現在は、農業と林業を兼業

している。 

 G 氏は、遠縁の 4 戸の共有林の代表を 2021年の 2

月まで務めていた。共有林は、江戸時代は毛利家の

直轄領であり、明治以降は大財閥 T 家が所有し、昭

和の初めに 4 家が購入した。山林面積は約 400ha(実

面積は 600～800ha)であり、長門市内の一カ所に分

散せずにまとまって所在する。直近の約 20 年間は、

地元の森林組合に施業を委託していたが、管理や施

業方法に疑問を持ち、2018 年より委託を中止して所

有者みずから管理作業を始めた。 

(ii)活動の概要、今後の展望 

 所有者のうち、作業実施可能な 3 人が林内での作

業を行っていた。所有者の自宅が市外にあることや、

林業以外の仕事に従事しているため、週 1～3日程度

の作業実施であった。作業は、大橋式道づくりの手

法による作業道の設置のほか、支障木の伐採・搬出・

販売が中心であった。また、作業道作りの研修会事

業も林内で行っていた。しかし、2021 年 3 月に共有

林の代表を退いたことから、現在は所有林内での作

業は中断されている。代表に再度就任した際には、

知り合いの若い自伐型林業者に共有林の管理を委託

することを望んでいた。 

 

4.考察 

 結果を大規模山林所有者ごとに表 2 にまとめた。 

(i)自伐型林業と結びつきうる大規模山林所有者の

特徴 

まず、3 事例の大規模山林所有者はみな、代々続

いてきた林地を所有していることに注目したい。こ

のような代々続く林地を所有する大規模山林所有者

は、その山林を次の代になるべく良い状態で受け継

ぎたいという思いが強かった。そのため、大橋式道

づくりによる壊れにくい道づくりや長伐期多間伐施

業等といった、山林の資産価値を上げてくれるよう

な施業を行う自伐型林業への期待があるように思わ

れる。一方で、そのような自伐型林業の手法は軌道

に乗るまではあまり収入を得られないため、収益性

が見込めるようになるまでの、大規模山林所有者側

の経営的な体力が必要である。3 事例の大規模山林

所有者は、それぞれ山林経営以外の他分野の経営を

行っており、林業収入のみに依存していなかったこ

とが、自伐型林業に関する活動を可能にしたと考え



 

 

られる。また、一口に大規模山林所有者といえ、山

林の集積過程や所有形態は異なり、それに伴って活

動形態や取り組みやすさが異なっていた。例えば、

G 氏の山林は一カ所にまとまっており、最も自由に

活動を行いやすいと言えるが、共有林の代表を退い

た後は活動を中断せざるを得なかった。 

(ii)自伐型林業が大規模山林経営に関与する可能性 

 大規模山林所有者と自伐型林業者が今後どういっ

た形で活動を行うかについては、日田や吉野で望ま

れていた「山守」としての管理が想定される。日田

の A 氏は各地に点在する所有林の管理を、所有林の

近くに住む人に継続的に任せたいと思っており、自

伐型業者 D 氏は、長期的な林地の確保や、一つの山

を管理することでその山に愛着が沸くといったこと

を述べていた。それゆえ、自伐型林業者が「山守」

として所有林を管理することが期待されていた。そ

のためには、自伐型林業者は B 氏の紹介を経て A 氏

につながっていたことから、両者をつなぐ仲介者の

役割の重要性が指摘できる(図 1)。 

 

図 1 大規模山林所有者と自伐型林業者の今後のあり方 

一方で、従来の山守は技術を有するだけではなく、

他の所有者とのネットワークの構築や情報の共有と

いった別の役割も担っており、その役割を補完する

ことは単なる技術講習では不可能である。よって、

今までの山守のあり方の継承を目指すのではなく新

しい山守像を描く必要があると言える。 

本研究では、自伐型林業が大規模山林経営に関与

する 3 事例を取り上げたが、この動きは他地域にも

広まるものだろうか。本研究で取り上げたような活

動を行うには、大規模山林所有者の経営的な体力や、

自伐型林業者の初期投資の捻出といった課題が立ち

はだかる。しかし、A 氏の山林で実施した作業道補

修完成後の見学会に多数が訪れるなど、関心が高ま

っており、広がる可能性はある。そのため、やはり

国や市町村からの、特に資金面での支援が必要にな

ってくるであろう。背景でも述べたように、林政に

おける自伐型林業の位置づけは低い。ただし、国や

地域に影響力を持つ大規模山林所有者と結びつくと

なると、林政における自伐型林業の位置づけが変化

する可能性もある。 

本研究の 3 事例の取り組みは、始まったばかりで

ある。今後もそれぞれの動向に注目する必要がある。 
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  A 氏 F 氏 G 氏 

所有面積 1,362ha(A 家所有:1,080ha) 約1,500ha＋都市近郊林約30ha 約 400ha(実面積約 800ha) 

山 林 の 分 布 、  

所有形態 

九州内 12 カ所にある程度まと

まった面積が分散 

約 500 カ所に小規模な山林が 

分散 

一カ所にまとまっている、4 家

の共有林 

山林の集積の 

仕方 

明治後期から、商家であった A

家が九州内の山林を購入 

幕末期から、商家であった F 家

が小規模な山林を多数購入 

毛利藩所有→財閥が所有→G家

含め 4 家が共有林として購入 

自伐型林業との

関わり方 

自伐型林業者が研修を兼ねて

所有林内の作業道の補修を行

う、所有林の作業を自伐型林業

者が行う 

中間支援組織を作り、自伐型林

業者が候補となる山守の育成、

森林所有者とのマッチングを

図る 

みずからが自伐型林業の手法

で所有林の施業を行う 

(現在は中断) 

今後の自伐型林

業との関わり方 

自伐型林業者に山守として所

有林を管理して欲しい 

自伐型林業者が作業者として

参入できる仕組みの構築 

若い自伐型林業者に所有林の

管理を任せたい 

 

表 2 3 事例の大規模山林所有者のまとめ 


