
Ｉ．林野利用状況

　昭和30年代半ばまで、白山麓では独特の伝統的な生活文化が見られた。これは、基本的には山林原

野にある自然産物を巧みに利用して、自らの生活を成り立たせるとともに、生産手段としても利用し

た生活形態であった。

　白山麓に生育する植物、また豊富に生息する動物を採集・捕獲し、また自然の原野を伐り開いて農

耕を営み（ナギ畑）、そうした各種生産活動を有機的に結びつけた居住システム（出作り）が、当地

域においても見られた。これは、考えようによっては最も原初形態に近い生活で、人間がいかに自然

に適応してきたかを端的に表わしている。

　こうした山村文化も、近年の急激な生活の変化によって消え始めた。特に燃料革命と呼ばれるエネ

ルギー源の切替わり（薪炭→灯油・ガス）は、自然資源と有機的に結びついていた山村の生活を根底

から変え、折からの高度経済成長と相まって、山村における産業構造の変換や過疎化を促進した。こ

こでは、近年まで白山麓山村で普通に見られた林野利用に関する生活文化（出作り、ナギ畑、動植物

・樹木利用）を掘りおこし、記録する。

１．出作りと焼畑

（1）出作りの概要

　　①出作りとは

　白山麓山村の伝統的生活文化の一つである出作りは、現在当地域内でも僅か７～８戸に激減し（全

て白峰村）、昭和30年代までに見られた様な山間地に出作り住居が数百ｍ（時には数km）間隔で点在

するという光景は、もはやない。この間、山村の生活基盤や社会構造は激変し、出作り地は言うに及

ばず、山村全体がすっかり変容してしまった。ここでは、終末的段階を迎えて今まさに消滅寸前の状

態にある出作りの概要を説明し、次項以下の理解の一助としたい。

　出作りとは、簡単にいえば季節による住居移動を伴なった奥村の生業の一形態で、当地域では通常

焼畑（ナギ畑）とセットになって成立していた。夏期（４月～11月）には、山の奥地に建てた住居で

ナギ畑・養蚕・炭焼きなどに従事し、冬期（11月~4月）には本村へ帰る生活形態をいう。この間、

盆や秋祭りなどの行事を除いてはあまり本村に帰らず、約半年間山中で居住することになる。なお、

本村とは一定の規模を持ち、かつ出作り居住者の冬の生活の根拠地になる集落のことで、具体的には

白峰村白峰、同桑島などが該当する。また、こうした居住形態の他に、一年を通して山中で居住する

家もあり、これも出作りとされてきた。こうした形態を永住出作りとし、前述の夏冬交代の形態を季

節出作りとして、出作りを二種類に分類してきた。本書においても季節出作りのみならず永住出作り

も便宜上出作りに含めて考察する。

　なお、出作り地での住居はこれまで゛出作り小屋″と総称されてきたが、これは必ずしも正確な表

現ではない。第一に、出作り従事者自身が出作り小屋とは呼ばずに、゛山のイエ″または"山のウチ″

と呼んでいること、第二に、現存・既存の出作り住居の大部分は、家屋に柱を使った構造の家で、

地元ではこれを小屋として分類していない、といった理由で出作り住居と呼ぶことにする。小屋とい

うのは、あくまでも柱を持たない根葺き構造の家で、これは厳密に区別されるべきであり、事実、実

際にそうした使い分けがなされている。例えば、吉野谷村中宮では昭和20年代まで出作りが盛んであ

ったが、ここの出作り地では根葺きタイプの住居が見られ、これを゛コヤ″と呼び、柱のある住居を

　゛イエ″と呼んで使い分けていた。



　ところで、こうした出作りは一体どのようにして成立したのであろうか。これまでの説では、本村

の人口増加と耕地不足が要因となって、他所に耕地を新たに求めざるをえず、山に奥深く分け入って

農業（この場合は焼畑）を行なったのが出作りの始まりとする考え方があった。そして、当初は夏期

だけ出作り地に住み、冬期には本村に帰るという生活サイクルであったが、中には次第に自然環境に

適応して冬期も山中で生活する人もでてきて、年間を通して山で生活する永住出作りに発展したとし

た。このように、人口増と耕地不足により本村→季節出作り→永住出作りという居住形態の変遷が起

こったというのが戦前に提唱された出作り起源説である（図１－１－（１））。

　これに対して近年新たに、前記の居住パターンとは異なる出作り起源説がいわれている。すなわち、

本村の人口が増加する以前すでに

周辺山地に農業定住者が散在し、

年間を通してそこで生活をしてい

たとする（いわゆる永住出作りの

原型）。これを便宜上山中居住と

呼ぶことにする。次いで、これら

山地農民が生活の利便性を求めて

漸次本村に流入するようになり、

冬期は本村で生活し夏期は山へ行

くという生活パターンができ、季

節出作りが発生した。次に、本村

が生活上重要性を増すにつれて人

口が増加し、これが出作りの発生

を一層促したとしている。このよ

うに、山中居住（一種の永住出作

り）→本村→季節出作りという居

住パターンを経て出作りが発生し

たとするのが近年の説である（図Ｉ－１－（２））。

　どちらの説が正しいかということは、今のところ結論を出すことはできない。住居についていえば、

本村と出作り地の両方に住居がある場合と出作り地のみに住居がある場合があった。これから考える

と、近年提唱された説のほうがより妥当かと思える。ただ、永住出作り形態が見られたのは主として



白峰村南部であり、他の白山麓地域で見られた出作りはほとんどが季節居住形態であったので、地域

によって出作りが発生した（または伝播した）背景は異なると考えたほうがよい。そうした地域的差

異については（2）－③で考察する。

　　②出作り地の生活

　白山麓の出作り生活は、基本的には各種自然資源を利用することによって出作りは成り立っていた

ので、次表の通り一年中次から次へと仕事が待っていた。これは、白峰村字桑島から同下田原に夏期

出作りに行っていたＹ家の戦前の年間生活カレンダーで、当主から聞き取りしたものである。

　まず、白山麓の雪が解け始める春先の３月中旬頃になると、次の年の冬に使うための薪を山で伐採

・採集し、手ゾリを使って雪の斜面を運びおろす。主にナラなどの雑木が利用された。この作業を春

木山と呼び、灯油・ガスなどが山村に浸透する昭和30年代末までよく見られた。この時期、特に３月

中、下旬には、１週間から10日くらい地元の製材業者の所へ働きに行き、収入の足しにすることもあ

った。３月末ごろから４月にかけて、山中の出作り住居まで行って、入山のための下準備をする。５

月上旬から中旬にかけて家族そろって入山し、すぐナギ畑の準備にとりかかる。遅くとも５月末まで

にはナギ畑の火入れをして、ヒエの播種を済ませる。６月から８月にかけては養蚕の時期で、6～7

月が春蚕、その後８月中ごろまでが夏蚕のシーズンだった。７月末ごろになると、小規模な菜園型焼

畑のナナギに火入れをし、ダイコンの播種をした。

　９月中旬になると、１か月遅れの旧盆と秋祭りのた

めに１週間ほど本村（桑島）に帰り、その後、10月末

ごろまで炭焼きを行なった。10月末から11月にかけて

ヒエの収穫があり、11月になると炭俵の材料となるカ

ヤを刈り、11月中旬頃には出作りから本村に帰る。こ

れをジャーマ（出山）という。

　12月から２月までの深雪期には、本村の家でワラ細

工（ドーラン、ワラジ、フカグツ等）をしたり、家の

除雪などをしたが、これらは男の仕事であった。女は

機織りをして各種自家用衣類を織ったり、カヤから炭

俵を作ったりした。

　また、当地域の浄土真宗に対する信仰心の厚さはよ

く知られているが、冬の間に報恩講やお仏事（お七夜）

などの宗教的行事を行なった。戦前は２月１日を正月

としていた（表Ｉ－１）。

　　③出作り地の土地利用

　以上の様な年間生活が出作り地と本村で見られたわけだが、それでは出作り地の土地利用の詳細は

どのようなものであったのだろうか。ここでは現在でも出作りを続けている白峰村下田原の山口清太

郎家（セイシ山）と、昭和30年代まで白峰村赤谷で出作りをしていた山口芳行家（ジロキチ山）の出

作り地の土地利用を紹介する。

　ａ．下田原のセイシ山の土地利用

　下田原のセイシ山では、現在も当主夫妻が夏期に居住し、住居周辺のキャーチ（常畑のこと）で野

菜類を栽培したり、ナナギと呼ばれる小規模な菜園型ナギ畑でダイコンを栽培したりしている。ただ



しヒエ・アワ等を作るナギ畑はすでに行なっていない。この出作り土地利用図は昭和58年に計測した

もので、野菜類の作付面積は約３アールで、全部自家消費用に栽培されている。図Ⅰ－2で紹介した

野菜以外に、秋までに収穫された野菜類としてトマト、シソ、キュウリ、ナス、カボチャ、チシャが

あった。これらを加えると春から秋までにこのキャーチで栽培されていたのは、野菜15種類、穀類３

種類の計18種類の作物があった。この他に、図には載っていないが、少し離れた場所に約１反５畝

　( l,500㎡）ほどのナナギダイコン作付地があり、今も毎夏火入れをして栽培されている。



　この出作りの水源は対岸の沢にあり、ホースを使って住居まで引水している。また敷地内には炭窯

があり、自家用に100俵程度（昭和58年）焼いていたが、現在では焼いていない。かつて炭焼きが盛

んで、炭がよく売れた昭和20～30年代には、年間1,000俵も焼いたことがあるそうで、こうした炭の

地位の低下はそのまま出作りの衰退、あるいは山村自体の過疎現象を象徴している。この他、多くの

出作りで見られたクリがここにもある。これも自家消費用のみで換金されることはない。

　セイシ山の土地利用状況は以上の通りであるが、これはあくまでも出作り衰退期の終末的段階を表

わしたものであり、しかも住居周辺のキャーチを、主体とした図にすぎない。本来の土地利用景観を

把握する､には、やはり伝統的生活形態としての出作りが健在であった昭和30年代までの図を復元する

必要がある。そこで、次に紹介するのが、昭和30年頃までの赤谷のジロキチ山の土地利用図である。

　b.ジロキチ山の土地利用

　ジロキチ由は赤谷中流右岸にあった自作の季節出作りで、昭和30年代までナギ畑が行なわれた。所

有地の面積は約32haあり、その内17haが農業利用可能地であった。ジロキチ山は右岸にあったために

西向き斜面に位置し、対岸よりは日照面で不利であった。土壌は赤土であったけれども、作物の出来

具合いは普通であり、中程度のムツシ（ナギ畑適地のこと。次項で詳述）といえた。ここでは通常、

同一のムツシを３年間輪作し、１年目ヒエ、２年目アワ、3年目アズキという順序で栽培された。所

有地は標高550mから882mまで広がり、斜面やや上部に出作り住居（700m）があった。

　図Ｉ－３のとおり、住居の周辺は常畑になっており、自給用の野菜類が栽培された。常畑の周囲と

常畑内の土手には桑が植えられ、またカヤやクリの木といった生活物資の供給源も住居の近くにあっ

た。また雪崩防止のため、住居の南東斜面にブナやミズナラの巨木が伐採されずに残されており、家

屋を雪崩から守っていた。斜面下方部の水の便が良い場所には水田跡地があり、大正年間まで米作さ

れた。

　以上がジロキチ山の概観であるが、同一地内であっても作物のよくできる場所とそうでない場所、

つまり地味の良し悪しがとうぜんあった。図でいえば、昭和29、34年火入れ地を含む住居南方斜面、

昭和35年火入れ地上方にある斜面中・下部　昭和30、31年火入れ地斜面の下部、昭和23、24、25年火

入れ地斜面の中・下部が地味が良かった。これらムツシは"ジョウデン（上田）"とよばれる。その

自然条件は山地斜面の中・下部にあるということで、そこは土壌が厚く堆積して湿潤気味という特徴

がある。一方、地味の悪かったのは昭和28年の火入れ地を含む住居北方斜面の上部、住居東方にある

昭和20、21、22各年の火入れ地、昭和35年火入れ地上方にある斜面の上部、昭和19年の火入れ地、昭

和31、32年火人れ地斜面の上部である。これらばハクデン（白田）"とよばれ、山地斜面の上部に

あることが多い。そこは土壌が薄くて乾燥気味である。

　それではナギ畑の地味の良し悪しと植生はどのような関係があるのだろうか。図I - 4はジロキチ

山の現存植生図である。図Ｉ－３のナギ畑火入れ年は大体昭和20～30年代であり、ナギ畑の伐採・火

入れから原植生への回復期間は30年程度とされているから、現在では火入れ前の植生にもどっている

と考えてよい。従って、数十年前の火入れ地の地味の良し悪しを考えるに際し、図Ｉ－４の現存植生

を地味判定の資料としても差し支えない。

　図Ｉ－３で地味が良いとされている場所は、図Ⅰ－4では番号①、②、⑧である。これらはいずれ

も、タニウツギ、ミヤマカワラハンノキ、カエデ類などの低木林で、同時に、湿潤地でもある。場所

によってヤマハンノキ（①）やミズメ（②）が散在している。ハンノキが生えているのは良いムツシ

であると、ナギ畑経験者は口をそろえていうが、ジロキチ山の実例でもそのとおりであった。科学的

にみると、ハンノキは地中の根に根粒菌を持ち、空中の窒素を固定する働きがあるために地味が良い

ことが知られている。なお、タニウツギなどのウツギ類が生育しているムツシも作物がよくとれると



いわれている。

　他方、地味の悪いのは図１－４では④と⑨である。両者が乾燥気味であることが、地味の悪さと因

果関係があると考えられる。⑨は広大な面積を占めていて、どちらかといえば斜面上部や尾根筋にあ

たり、乾燥しやすい地形粂件にある。植生ではブナ・ミズナラの巨木が多く、仮にナギ畑をするにし

ても作業が困難である。雪崩防止の意味においても、伐採しないで残されるのが普通である。





　（2)出作りの分布とその考察

　出作りは、かつて白峰村の大部分に分布していたが、今日では下田原・赤谷・大道谷などに数戸あ

るだけであり、しかもいずれのケースも高齢者が従事している。体力的な問題もあって、あと何年か

で見られなくなる可能性が強い。同時に、出作りに関する各種情報所有者も段々と減ってきているの

で、出作りの分布や居住形態（季節出作り、もしくは　永住出作り）については、このまま放ってお

くとわからなくなる。



　というのも、これまで白山麓の出作りに関していくつかの研究成果があるが、出作り経営や農業生

産について書かれたものが多く、出作りの詳細な分布については全くといっていいほど触れられてい

ない。そこでここでは、出作りの分布をできるだけ正確に地図上に再現し、その居住形態や出作り従

事者の変遷を明らかにした。

　調査の対象は、白峰村の大道谷地区と桑島・下田原両地区である（図Ｉ－５）。両地区は居住形態が

対照的であり、出作りの起源を考察するうえでも好都合の地域といえる。なお、調査は両地区の出作

り従事者や経験者に対する聞き取りによって行ない、1/5,000森林基本図にかつての出作り地をマー

クした。調査の正確さを期すため、いずれの地区も複数の情報提供者に聞き取りをした。聞き取りに

あたっては出作りの情報を豊富に持っている70才以上の古老（多くの場合、読図が苦手）と、地図は

ある程度読めるが情報については古老ほどは知らない50才代以下の人の両方に位置を同定してもらう

方法をできるだけ採用した。

　　①白峰村大道谷の出作り

　大道谷の現居住者は３戸（すべて堂の森）で、他に夏期のみの出作りが３戸、一時滞在者が３戸

　（別荘等）あるが、今でも区長をおき一つの区として機能している。かつては、大道谷区の下に堂の

森・太田谷・五十谷・苅安谷といったより小さな下部組織があり、各種行事はそれぞれの組単位で行

なわれた。堂の森はさらに上堂の森・下堂の森に分かれていたが､組としては一つであった（図Ｉ－６）。

従って、出作りの分布も４組に分類して調査した。調査の結果。名前（屋号）・住居の位置・居住形

態等がわかったのは、堂の森で50戸、太田谷で33戸、五十谷で20戸、苅安谷で20戸の合計123戸であ

る。しかし、この中には住居移助（後述）による重複がいくつかあり、分家・養子・断絶といった家

系の変遷もあったので、実際の戸数はもっと少なく、大道谷の最盛期（明治末から昭和初期）には約

80戸の家があった。

　大道谷の出作りの特徴は、その大部分が通年居住

者という点で、堂の森では50戸中41戸、太田谷は33

戸中30戸、五十谷は20戸全部、苅安谷は20戸中19戸

が山中に通年居住していた。つまり、ほとんどの家

が冬の問も大道谷の地で生活していたわけで、同じ

白峰村でも季節出作りが大部分を占めていた桑島・

下田原地区とは好対照といえる。各出作りは、大道

谷地区の中心地で神社や分校が分布した堂の森にあ

る程度居住者が固まっていただけで、あとは数十～

数百ｍ間隔で分布していた。各出作り住居は、山地

斜面の平坦地で水の便のよい沢の近くにあり、雪崩

の危険性の少ない場所が選ばれた。

　大道谷の出作りを調査してわかったことの一つは、予想以上に住居の移動があったことである。こ

の場合の移動とは大道谷内部での転居のみを対象としたが、下記のとおり18例を確認できた。転居前

よりも交通等の立地条件が良い出作り地へ移るのが通常のパターンであり、誰かが転居するとすぐそ

の場所に移ることが多かった。これは、大道谷のような多雪地では空家をそのままほおっておくと、

すぐに壊れてしまうためでもあったと考えられる。総じていえることは、一所懸命という言葉に代表

されるような何か何でも土地にしがみつくという考え方はあまりなく、有利と判断すれば転居するこ

とが多かった。





　別の見方をすれば、焼畑・製炭・養蚕といった生産技術さえしっかり保持していれば、大道谷のよ

うに広大な土地利用空間のある山村では転居後も充分生活が可能であったことを示している。仮にそ

れが請作であっても、大道谷では金納よりも゛年貢払い″が普通であったので、地主に対する負担は

それほど大きくなかったそうである。この年貢は通常、地主が所有する山林の手入れ（下草刈りや枝

打ち）などの人夫労働とヒエ・アワなどの物納が中心であった。地主と小作の関係は契約主義的色彩

が薄く、より人間的・家族的な結びつきが強かった。以上の背景があったから、比較的容易に転居す

ることが可能であったし、また、通年居住を可能とした要因の一つとなった。

　大道谷には前述のとおり、最盛期には約80戸の居住者がいた。これは戦前の明治・大正にかけての

頃のことで、昭和30年頃には36戸、昭和40年頃（三八豪雪の後）には11戸に減り、これが現在では居

住者６戸（定住者と出作り）になった。昭和30年代以後の居住者の減少（36→6）については、燃料

革命（薪炭から灯油・ガスヘの家庭エネルギー源の変化）による製炭業の崩壊と、それに続く過疎の

進行によるものである。それでは、大道谷の旧居住者はどこへ転出したのであろうか。

　聞き取り調査の結果をまとめると表Ｉ－２のようになった。これは明治から現在まで大道谷に居住

したことのある人を対象に、聞き取りによって転出先を確認した。この転出先は最終的な落ち着き先

を示したもので、白峰本村（旧牛首地区）及び福井県（特に勝山市）が多い。本村が多いのは当然で

あるが、県外の勝山への転出者が最も多かったのは意外であった。大道谷と勝山が地理的に近いとい

うこともその要因の一つであるが、千葉（1983）の指摘する、数百年も続いてきたであろう白峰と勝



山との地縁・血緑関係的な結びつきの強さというものが、最大の要因と考えるべきである。また、そ

うした風土の中で形成された越前（今でも地元の古老は勝山・大野といった福井方面をこう呼ぶ）に

対する親近感というものも、転居先を選ぶ際に大きく影響したのではなかろうか。













　　②白峰村桑島の出作り

　手取川ダム建設に伴う水没移転問題により、白峰村桑島（ここでは下田原も含む）の居住者は昭和

49年から52年にかけて、白峰村内の桑島代替地・鶴来町桑島町・それ以外の地域（金沢、野々市など）

の三つに分散した。そして、当時すでに終末的段階を迎えていた出作りは、この移転によって更に衰

退した。

　現在、下田原に２戸、赤谷に６戸の夏期居住者がいるが、昔からの伝統的な出作りに近い生活形態

を続けているのは80歳前後の高齢者（下田原１戸・赤谷２戸）のみである。他は、一世代下の50～60

歳代の人達が通いや短期居住の形で、持ち山の手人れなどのために住んでいる。ここでは、下田原・

赤谷・桑島周辺（大嵐谷・小嵐谷・百合谷・向奥）の3地域に区分して桑島の出作りを考える。なお、

出作りに関する表（Ｉ－７～Ｉ－９）の中でダム移転者の◎印は、移転時（昭和52年頃）まで旧桑島

に居住していたことを示す。◎印のない人で転出先が金沢となっていれば、それ以前すでに金沢へ出

ていたことを意味する。

　a下田原の出作り

　下田原は江戸時代には牛首十八か村の一つで、明治以後は旧牛首村（現在の字白峰）や旧嶋村（現

在の字桑島）と共に白峰村として発足した。これからもわかるとおり、下田原は桑島とは別の集落で

あったので本来なら分けて記述すべきであるが、下田原のほとんどの出作りは桑島から来ていたので、

桑島の出作りとして紹介する。下田原で確認できた出作りは51戸で、明治から現在までの居住者をと

り上げた。このうち今も出作りに来ているのは僅か１戸（セイシ山）のみで、他に１戸が仕事のため

に短期居住している。いずれも夏期のみの居住である。

　下田原の出作りで特徴があるのは、いわゆる永住出作り（永住者）が元々の下田原居住者を除くと

１戸もないことで、実質的には季節出作りが全てといってよい。調査対象居住者51戸のうち、永住出

作りが７戸に季節出作りが43戸あり、後者のほとんどは桑島を本村として夏期のみ下田原に来ていた。

また、７戸の永住者は全て下田原在住者であるが、夏期には上流部の自分の゛山″に出作りに行って

いたので、実質的には季節出作りと考えてよい（図1－11、表Ｉ－７）。

　それではなぜ下田原には季節出作りが多かったのであろうか。橘（1984）はこの点について、下田

原共有地の請作年期が20年と短い事実に関連ずけて説明している。焼畑には毎年火入れをして新しい

耕地を造ると同時に、休閑地を造って植生を回復し、将来の火入れに備える。この際、〔１回の火入

れ面積×休閑年数〕分の山地面積が最低必要とされ、これだけの焼畑可能地がなければ安定した経営

ができないとしている。一般に、休閑による植生回復年限を30年程度とすると、下田原共有地の20年

という請作期間は短すぎて、植生は回復完了していない。必然的に、20年の請作終了時には同一地内

の山地はまだ火入れができないので、他の請作地を借らざるをえない。つまり、20年年期という請作

期間の短かさは、そのまま請作面積の狭小さを意味し、同一場所での安定した出作りを行なうには障

害となっている。これにより､出作りの定着性が浅くなり、季節出作りが多くなったと考えられている。

　次に下田原地内における居住地の転居についてであるが、確認できた事例は下記のとおり９例あっ

た。



　以上の転居例を分類すると、出作り地を変わった場合と、他人の出作り跡地に入居した場合がある。

大道谷の例でもわかるとおり、こうした住居移動は、その時々の実利的発想に基ずいておこった場合

もあり、それほど珍しいことではない。ただ、他地域と比較すると下田原の場合は全般的に作物の栽

培条件に恵まれていたといわれており、そうした生産性の良し悪しはそれほど転居の要因にはならな

かったと推察される。

　ちなみに、下田原地内での土地の良し悪しについては、（ｉ）左岸の方が右岸よりも良い（ii）ナ

カジャケ谷よりも奥が良く、特にヤロク（12）からヒョーイ（6）の間〔キンサ(25）サンロク（22）ヨ

ウヒチ（23）ヨヨモ（14）マツジロ（15）ヤサキチ（20)など〕が作物の栽培条件が良かったとされ

ている。ヤロクの例でいうと、一つのムツシを7年続けて耕作できたほど栽培条件が良かった。

　下田原の居住者の転出先については、福井県（勝山）へ出た人が多かった大道谷とは異なり石川県

内が多かった。これは、ダムで水没した桑島からの出作り者が多かったためにこうした結果となった。

また、関西・中京方面への転出者が意外と多かったのは、戦前まで行われた冬期の出稼ぎ先と関連が

あるのであろう。大道谷で半数近く見られた福井県（勝山）への転出は、下田原では４戸あるのみで

少ない。これは、下田原・桑島と勝山方面との人的交流が薄かったことを示している。実際、下田原

から直接勝山へ出るルートはな＜、旧・新丸村か赤谷を経由しないと行けなかった。

　こうした勝山方面との係わりの薄さは、下田原・桑島に季節出作りが多かったことと無縁とは言い

切れない。先に、大道谷の項で永住出作りと勝山の関係について示唆したが、それは、桑島と縁の深

い下田原に永住出作りが存在しないことによっても逆説的にも裏付けられている。つまり、本来下田

原における出作り形態というものは夏期のみ居住する季節出作りが普通であり、大道谷のように夏冬

居住する永住形態は受け入れられなかった。その要因の一つとして、前述の共有地の請作期間の短さ

があるのではなかろうか。仮に、ナギ畑とセットになった出作りの農場経営システムが白峰村の南部

から北部（字白峰から字桑島・下田原）へ伝わったとするなら、その時点で出作りの形態も永住から

季節居住に変わったと考えられる。ナギ畑を伴う出作りの農場経営システムを考えると、水田耕作や

畑作が主体であった手取川下流部から出作り文化が伝播したとは考えにくい。

　b.赤谷の出作り

　赤谷は手取川の一支流で、ダム水没前の旧桑島からは距離的にも近く、その後背地として多数の出

作りが分布した。赤谷流域は三つの地域に区分できる。手取川との合流点から小赤谷分岐点までを下

赤谷（地図では1～16）、分岐点より上流は小赤谷(17～29）と大赤谷（30～64）に分かれる。

　以上の三地域で合計64戸の出作りが確認できたが、当初予想していた「赤谷は桑島地内にあってそ

の影響下にあるために、下田原と同じく季節出作りがほとんどではないか」という考え方は全＜覆さ

れた。赤谷上流には16戸の永住者または永住経験者がいて、必ずしも季節出作りのみというわけでは

なかった（図Ｉ－12、表Ｉ－８）。

　その原因として考えられるのは、赤谷上流が作物の栽培条件に特に恵まれていたことである。赤谷

流域でナギ畑・常畑の作物がよくできたのは、（i)小赤谷左岸のキチ（23）より上流〔ゼンタロ（24）

ヘイシロ（27）サクザイモ（29）〕（ii）大赤谷左岸のジュウベエ(50）より上流〔サブロベ（51）イチ







ジロ（57）シロベ（58）セイロク（59）、オンメ（60)〕（iii）大赤谷右岸の最上流部〔ゴザイモ（55）

トウハチ（56）ヘイロク（61）〕である。これは主として地質条件によるものであり、前述の上流地域

は黒くて、湿り気のある土壌が厚く堆積するジョウデン（上田）である。また、右岸よりも左岸の方

が良いのは日照時間の関係である。（i）～（iii)の作物栽培良好地域には、赤谷の永住出作り16戸

中９戸が位置しており、こうした諸条件の良さが安定した出作り経営を可能とし、その結果永住者が

でてきたと考えられる。

　もう一つの原因としては、字白峰（旧牛首村）との関係の深さが考えられる。下田原と違って、赤

谷からは尾根を越えると大道谷に出られるので、その影響をいくらかは受けたと推察される。実際、

赤谷上流には字白峰出身者が約20戸居住したといわれ、今回の調査で確認できたのは９戸あった。そ

のうち永住出作りは５戸あり、字白峰（大道谷）出身者と永住形態との相関関係は全く無しとはいえ

ない。つまり、大道谷で一般に見られた永住出作りが隣接する赤谷へ伝わった可能性もあるというこ

とである。桑島の後背地としての地理的条件を考えると、赤谷は本来季節出作りの場所といえるが、

現実には永住者も居住した。この意味では、赤谷上流部は永住出作りと季節出作の両者の出作り経営

システムの融合地といえる。

　以上の二つの要因一栽培条件の良さと字白峰との関係の深さｰによって赤谷上流部に永住出作

りが分布したと考えられる。

　赤谷居住者の転出先をみると、全体としては石川県内への転出者が多い。県内では、白峰村12戸

　（桑島代替地10戸・字白峰２戸）、鶴来町桑島町11戸、その他16戸（金沢・野々市で14戸）の合計39

戸あった。県外へは福井県８戸（その内勝山７戸）あり、やはり勝山への転出が多かった。なお、赤

谷内部での転居例は下記のとおり８例確認できた。

　以上の例を見ると、ａとｂを除いて全て他人の跡地に入っており、全般的により条件の良い場所に

移っている。例えば（20）は小赤谷の上流に移り、一見不利な場所に思えるが、実際には（20）の方

が土地が良く、作物も良くできた。

　最後に赤谷全体で見れば、前述の土壌が良かった上流〔（i）~（iii）〕では、ナギ畑・常畑での農

業生産に力点を置き、集落まで距離があったのでワサビ・杉苗といった軽くて値段の良い商品が作ら

れた。これに対して土壌条件があまり良くなかった下赤谷では、集落に近いこともあって、重くて量

のある炭の生産が中心であった。

　c桑島周辺地域（小嵐谷・大嵐谷・百合谷・向山）

　この地域は、桑島を本村とする出作り地の内、下田原と赤谷以外をまとめたもので、確認できたの







は39戸(小嵐谷６戸・大嵐谷16戸・百合谷13戸・向山４戸)あった。いずれの出作り地も割合早い時

期に出作りをやめたので、古い時代の分布はあまりはっきりせず、39戸以外にも名前だけ確認できた

出作り者が11戸あった(図1 －13、表Ｉ－９)。

　この地で出作りが早く終ったのは土地自体の狭さが考えられる。小嵐谷・大嵐谷は土壌が良く栽培

条件には恵まれていたが、土地が狭くて斜面が急なために、大部分の出作りが戦前までに村(桑島等)

に帰った。また、百合谷は土壌があまり良くなく、栽培条件には恵まれていなかった。

　この地域で特徴があるのは、桑島からの出作りがほとんどを占めた小嵐谷・大嵐谷・向山では全て

季節出作りであったのに対し、字白峰と境を接する百合谷には同所からの出作りがあり、しかも永住

出作りも分布したことである。これは、赤谷上流に字白峰出身者と永住出作りが分布していた事(両

者は必ずしも重複しない)と実によく似ており、永住出作りの形態が字白峰方面から影響を受けたこ

とを裏付けている。百合谷の字白峰出身者は８戸〔(24).(25).(26),(27)､(28).(29),(31),(34)〕あ

り、その内５戸〔(26).(27).(29)(31)､(34)〕が永住出作りであった。

　この地域の出作り者の転出先は全体としては石川県内が多く、その中でも白峰村内へ出た人が14戸

と最多であった。小嵐谷・大嵐谷・向山からの転出者はいずれも石川県内に居住しているのに対して、

百合谷の出作り者の中には福井県や関西方面への転出者が若干いて、こうした点にも百合谷の特徴が

表われている。つまり、それほど県内に居住することにとらわれない点で、大道谷の出作りと似たと

ころがある。

　全体としては、この桑島周辺地域出作り地には白峰村の出作りの特徴が集約されているといえる。

永住出作りの傾向が強い字白峰の特徴は百合谷に、季節出作中心の桑島の特徴は小嵐谷・大嵐谷・向

山によく表われている。

　　③出作りの分布と形態に関する考察

　白峰村の出作りを調査してわかったのは、字白峰（大道谷）と字桑島・下田原では出作りの形態が

全く対照的であり、また転出先も大きく異なっていることである。大道谷では確認できた123戸中

　110戸が永住出作りであった（堂の森:50戸中41戸、太田谷:33戸中30戸、五十谷:20戸全部、苅安

谷:20戸中19戸がそれぞれ永住）。これに対し桑島では確認できた153戸中121戸が季節出作りで、

大道谷とは全く逆であった。この原因としていくつかの要素が考えられる（図I －14、表I －10）。

　第一に共有地に限ってのことだが、桑島・下田原では請作期間が20年と短かく、年間を通して安定

した経営が難しかったために夏期のみ居住の季節出作りが見られるという考え方である。確かにこう

した考え方は正しいが、同時に私有地での請作（建前上は一年ごとの契約更新）や自作地においても、

桑島・下田原では季節出作りがほとんどである。共有地での年期の短かさは、あくまでも季節出作り

の発生要因の一つとして考えられるべきであろう。ただ、桑島区として共有地を管理する立場からす

ると、共有林は区の財政上重要な地位を占めていたので、他村売りや永代売りを禁止する方向にあっ

た。こうした点にも桑島で永住出作りが発生しにくかった原因があると思える。



　以上の共有地に関する要因の他に考えられるのは、字白峰（大道谷）と字桑島・下田原における出

作りの形態が根本的に異なっていたということである。つまり、大道谷での出作りは本来永住形態で

あり、それにふさわしい居住文化・生活文化があった。一方、桑島・下田原では季節出作りをせざる

を得ないか、あるいは季節出作りこそ本来の出作り形態であるとして受けいれたか定かでないが、い

ずれにせよこの地にふさわしい居住形態として定着したのであろう。それ故、字白峰と字桑島の接点

となる二つの地域（赤谷上流と百合谷）で永住出作りが散見され、しかも字白峰出身者が居住した。

また、字白峰と直接境を接することのなかった字下田原では、元からの居住者を除いては永住形態は

見られず、また字白峰出身者もいない。これは単なる偶然ではなく、永住出作り形態が本来は字白峰

方面の生活文化であり、人の移動とともに永住出作りの形態も伝えられたと考えるのが妥当であろう。







　（3）焼畑の概要

　ここでは、今まであまり取り上げられることのなかった焼畑適地－ムツシ－について紹介し、合わ

せて焼畑に関する用語もまとめた。

　①白山麓の焼畑用地ムツシについて

a焼畑の呼称

　手取川水系の白山麓では、焼畑を「ナギハタ」ま

たは省略して「ナギ」と言う。語源は木・草をなぎ

倒して焼くからだという。ナギハタ・ナギの呼称は、

白山麓の石川県側ばかりではなく、福井県・岐阜県

側にも広く分布し、漢字は一般的に「薙畑」の字を

当てている。

　焼畑のため草・木を伐採する作業を「ナギ刈り」

と言い、建材・薪炭材用の樹木伐採と区別している。

火入れ作業を「ナギ焼キ」と言う。火入れ初年目に

稗を栽培する焼畑を「ヒエナギ」、大根を栽培する

焼畑を「ナナギ」、そばを栽培する焼畑を「ソバナ

ギ」と言う。

　b.「ムツシ」という呼称

　すべての山林原野が、焼畑用地として利用できるわけではない。例えば斜面が急傾斜であれば、一

連の農作業は出来ないし、尾根筋の山地は地力が劣るとして避けている。焼畑に適する山林原野を

　「ムツシ」とよんでいる。

　信頼性の高い民俗語彙辞典「綜合民俗語彙」第４巻（平几社, 1977）の「ムツシ」の項目には、ム

ツシの語源は、焼畑を荒らすことを意味する「ムズス」という動詞らしいと書いている。若林喜三郎

氏は『白峰村史』上巻（1962）で、ムツシの語源は「戻し」が転じたものらしいとし、焼畑として用

益した後放置した空間地であると指摘している。ムツシの語源について「ムヅス」または「戻す」で

ないかとする説は、共通して焼畑地が地力が劣ってきたので、作りをやめて草木の生えるにまかせて

放置しておくことだとしている。そこで、ムツシの語源とみなされる「ムヅス」「戻す」という動詞

が、現時点で伝承されているかを調査したが確認できなかった。

　しかし「ムヅス」「戻す」という動詞に代って同意語として「ナギを投ゲル」、「ナギを放ル」、

　「ナギをオク」、「ナギを荒ラス」等の動詞があることがわかった。『綜合民俗語彙』でいうムツシ



とは、「ムヅス」という動詞の連用形「ムツシ」が名詞化したとする原則を利用すれば、白山麓に現

実に存在する「投ゲル」「放ル」「オク」「荒ラス」等の動詞の連用形から変化した名詞が存在して

も良いことになる。この仮説的原則は、四つの動詞中「荒ラス」に該当し、この該当は尾添川水系の

尾口村尾添と東荒谷の二村落に発見できた。具体的には尾添では、焼畑を放棄休閑する動詞は「荒ラ

ス」、休閑中の焼畑用地の名詞は、「荒ラシ」とよんでいる。東荒谷では動詞は「捨てる」か「荒ラ

ス」、名詞は「アラシ」と「ムツシ」を併用するという。要約すれば「荒ラシ」と「荒ラス」の組合

せは現実に存在するが、「ムツシ」とその語源と考えられる「ムツス」という動詞の組合せは、発見

できなかったのである。

　焼畑用地をあらわす呼称として、ムツシの他に「アラシ」という呼称があることが分った。ムツシ

・アラシ両方の呼称を、『白峰村史』下巻（1959）、『尾口村史』第一巻の近世文書で調べると、圧

倒的にムツシが多い。そして地域性もはっきりしている。ムツシは、牛首川本流域、具体的には焼

畑核心地域ともいうべき白峰

村に断然多く、ごく稀にアラ

シがあった。対するに尾添川

水系ではアラシがムツシより

多いのである。文書ではムツ

シが牛首川本流筋に、アラシ

が尾添川水系に多く使用され

ている事実は、聞き取り調査

で把握した実態と同じ傾向で

ある。高沢裕一氏によればム

ツシ・アラシの文書初見は、

ムツシが天正10年（1582）であ

り、アラシは宝暦７年（1757）

である（高沢、1981)。

　要約すれば、焼畑休閑地の

名詞ムツシは、「ムツス」と

いう動詞が語源ではないかと

仮説的に考え、慣用語の聞き

取りや文書用語の検証を行っ

たがまったく発見できなかっ

た。『綜合民俗語彙』担当者

の調査時には、「ムヅス」と

いう動詞はあったらしいが、

現在は消失したのでないかと

推察する（表Ｉ－１１）。

　c.ムツシの意味する内容

　　『日本綜合民俗語彙』のム

ツシの項には、「石川県の白

山を中心として、岐阜・福井

と三県の山地では、焼畑耕作



をムツシまたはヤマムツシという。-」と記載している。「日本国語大辞典」（小学館, 1976）

のムツシの項には「北陸地方で焼畑耕作のこと」と書いている。この二つの文献の記載は、ムツシを

農耕（焼畑耕作）と考えている点で誤りである。

　焼畑体験者よりの聞き取り調査を総合すると、ムツシの実態は一言で表現すれば、焼畑休閑地その

ものである。旧新丸村字杖（現小松市津江、廃村）には「木ムツシ」、「草ムツシ」という言葉があ

った。木ムツシとは焼畑可能な樹林地を指し、草ムツシとは焼畑可能な草地を指している。すなわち

焼畑は、適当な休閑期間に植生が回復し、腐葉土ができ焼畑利用可能地に復元するわけであるが、ム

ツシは植生的に樹木ばかりの植生地と、草類が多く樹木が殆ど生えない草地の二種類に大別できる。

同じような基準で、白峰村下田原では、「ハシケムツシ」、「草ムツシ」に分けている。ハシケとは、

秋に紅葉が美しい落葉樹の総称である。また休閑年数が少なく草木の繁り方が十分でない状態を「若

ムツシ」、対するに十分な休閑期間を経過したので、植生が極相状態になり焼畑用地としていつでも

利用できる状態を「ヒネムツシ」と言う。このような慣用語彙が意味しているムツシの内容は、焼畑

を指しているのではなく、焼畑をする草地や樹林地を指しているのである（表I－12）。



　白山麓の焼畑研究の先学者は、ムツシについてどのように把握されていたのであろうか。幸田清喜

氏（1952・1956）はムツシとは、「一旦ナギ畑を作りて幾十年、及至数十年間放置せる土地の名称で、

焼畑可能な茅原や樹木林である。」としている。佐々木高明・松山利夫両氏（1979）は、ムツシとは

　「焼畑のため伐採・利用したのち適当な休閑期間をおけば、森林が回復して、再び焼畑に利用できる

ような土地。あるいはもう少し限定的には、現に焼畑に利用しているか、または間もなく利用できる

林地。」であるとしている。二つの概念規定に見るごとく、ムツシは焼畑そのものを指しているので

はない。

　以上の考察にたって、最終的にムツシをまとめてみれば、簡潔な表現では「焼畑適地または焼畑用

地」である。さらにムツシを概念規定的表現をすれば「狭義には、焼畑のために利用した後休閑し、

植生・地力が回復途中にあり、または回復終了した樹林地・草地を指し」、「広義には、狭義の休閑

中の樹林地・草地に加えて、現に耕作している焼畑の畑地を指す。」となる。

　d.焼畑の輪作体系とムツシの休閑年数

　白峰村の標準的焼畑は、一区画のムツシを毎年二～三反ずつ順次焼きはらって、一年目は稗、二年

目は粟、三年目は大豆、四年目は小豆、五年目以降は休閑し、20年または30年位で一区画を一通り作

ってしまうと、さらに20年前の所を焼きはらうのである（表I－13）。このようなムツシの20年・30年

を循環サイクルとする焼畑を、先学者は「輪作」として説明した。ところが現研究者の中には、四年

間農作物を栽培した後、五年目より休閑にはいる焼畑について、五年を循環サイクルとする輪作と誤

解する向きがある。

　焼畑の輪作の特色は、二十年・三十年とい

う長い休閑年数で循環するのである。この事

実を白峰村では「一生に一ムツシ」と言って

表現している。この言葉の内容とする意味は

　「自分が一家の生業の中心となって、焼畑・

炭焼き・養蚕等をとりしきる約三十年間に、

一区画内のムツシを一回使えば、焼畑の休閑

年数はおおまかに適合していて良い。」との

ことである。焼畑民はムツシを次々と利用し

ていく際、詳細に記録するようなことはな

く、「一生に一ムツシ」の基準でその利用を

把握し、ムツシを休閑させて植生・地力の回

復をはかっていたのである。

　e.ムツシと出作り

白山麓の焼畑は、出作り小屋に生活して経営されることが多い。「出作り」という言葉のイメージか

ら、親村がありそこより出むいて生業を営み親村へ帰ることを思いがちであるが、夏も冬もしかも永

年にわたり生業地に住む生活様式も「出作り」と言っている。

　ムツシは生活語彙として、日常生活の会話として使っている場合は、焼畑用地そのものを指してい

るが、貸借や売買に関する文書では小屋が建つ屋敷地をも含んで、ムツシを使っている場合が多い。

　ムツシ文書を論じる際、従来より『白峰村史』下巻（1959）記載の杉原亀十郎文書「嘉永二年、杖

村地内持分地見帳」が引用されてきた。この文書によるとムツシの良悪を構成する要素として「肥・

不肥、薪の手寄、水の手、雪なだれ、小屋場の様子、桑のそだち、蚕飼のよしあしへの勘へ、はけみ

もの手寄等」をあげている。「はけみもの」とは余暇をはげんで山菜・木の実・きのこ（こけ）類等



を採取することである。これらの要素の中、ムツシに直接関係する要素は、肥・不肥、桑のそだちの

二つだけである。文書に書くムツシは、ムツシを管理する小屋の立地条件を含んでいる。

　生活語彙として、出作り小屋と周囲の常畑を含めた屋敷地を指す時は、「コヤバ」と言っている。

すなわち生活語彙では、「コヤバに建つ出作り小屋で生活し、ムツシでナギハタをしている。」こと

になる。文書では、ムツシとコヤバを区別する煩雑さを省略して、一括してムツシとして使用してい

る慣行である。

　f.山ムツシ・桑ムツシについて

　近世のムツシ文書には、ムツシと共に「山ムツシ」、「桑原ムツシ（桑ムツシ）」の表記が多い。

　白山麓の焼畑民が、日常生活で「ヤマ」と言うのは、地理学や地形学ひいては平野部の人々が言う

いわゆる山地とは、まったく異なっている。白峰村では「出作り」と言う言葉はあまり使わず、「ヤ

マ」と言う場合が多い。白峰村の人々は、村人が日常生活で焼畑・山樵・木炭焼き・養蚕等を営む山

地領域を「ヤマ」とよんでいる。対するに春先、狩猟のため「ヤマ」より高度が遙かに高い奥山の山

地領域へ出向＜が、ここは「ヤマ」ではない。この奥山の山地領域は、各谷筋の出作り群では言い方

が異なり、大道谷五十谷では「ダケ（岳）」なのである。関連して自作永住出作りを「三右衛門山」、

　「忠ノ山」等と出作りを営む家の屋号をつけて命名する。この場合の「三右衛門山」とは、三右衛門

という峰（頂をもった山）の地名ではなく、「三右衛門家が代々焼畑や木炭焼、植林等を行ってきた

山地領域」という意味である。したがって白山麓で焼畑民が「ヤマ」と言うのは、広大な山地の中で

焼畑を中心とした生業を営む限定された山地領域を意味している。だから焼畑適地としてのムツシは、

当然「ヤマ」の領城中に存在する。ヤマムツシとは、焼畑民のいう「ヤマ」の中のムツシということ

で、ムツシを丁寧に表現した時は、「ヤマムツシ」となるのであり、ムツシとヤマムツシは同意語で

ある。

　桑原ムツシを説明するのに先だち、「桑原」より始める。桑原と書くが、生活語彙では「クワラ」

である。桑原の桑は「ヤマグワ（以下山桑）」と言う品種で、焼畑の山地斜面に植え、剪定作業もあ

まり実施しない山育ちの「立ち通し桑」である。養蚕を重視する出作りでは、火入れ初年目に稗の間

に山桑を植え付け四年目より葉を摘み始めた。焼畑が休閑期間にはいっても、山桑についてだけは簡

易な管理を続けていくと、山桑だけの植生地が育成され、これを「桑原」と言うのである。山桑を植

え付けたすべての休閑地が、桑原に遷移されるわけではなく、地力の良い所、平坦地や緩傾斜地、養

蚕場に近い所等、良い条件を満たした場所が桑原になる。したがって「桑原ムツシ」とは、ムツシ中

の一部に桑原が存在している状態をさし、「桑ムツシ」とは「桑原ムツシ」の省略語と思われる。

　g.ムツシの高度限界

　白山麓の各谷筋には、焼畑民が幾世代にもわたり体験的試行を繰り返した結果、これ以上の海抜高

度では生産性が劣るという高度限界が存在する。この高度限界を白峰村河内谷苛原、同村大道谷五十

谷では「ツクリザガイ」、旧新丸村須納谷（現小松市花立町）では「クワイリザカイ」と言っている。

作り境とは焼畑耕作の限界線であるが、これと非常に良く似た「ムツシサカイ」「ハエザカイ」等の

まぎらわしい境界線が伝承されている。

　これを大道谷五十谷の谷筋で説明すれば、永住出作り「忠ノ山」は海抜高度約785メートル、この

小屋場の尾根筋に小さなブナ林がある。これは「アワガキ」という雪崩防止のための樹林でありその

下部斜面のムツシとの間に極端な植生上の境界があらわれる。この植生上の境界を、「生え境」、

　「ムツシ境」と命名する。しかし五十谷筋の耕作限界線「作り境」は、忠ノ山より約１キロメートル

上流の「仙右門山」の高度約1000メートル付近に存在する。

　したがって生え境は、各ムツシすなわち各出作りの管理するムツシ内に存在する。作り境は谷筋の



最奥部、極高の出作りのムツシの生え境がこれに該当するわけである。だから生え境・作り境より低

地の領域は、焼畑用地のムツシである。対するに生え境、作り境より高地で、焼畑用地として利用し

ない領域は、苛原では「サンリン」、五十谷では「ダケ」、「ダケヤマ」須納谷では「サンパク」

　「フカヤマ」、尾口村東二口では「アラヤマ」等と言い、その呼称差が著しい。

　五十谷では、ダケはムツシに比較して寒く、そのため積雪が早く、残雪が遅くまで残って根雪期間

が長く、焼畑をするには時期が短いとしている。

②焼畑農耕における栽培適地について

　a.ムツシの植生

　白峰村大道谷五十谷では、ムツシの樹林を「ムツシワラ」または「ネゾレワラ」と言　う。「ネゾ

レ」とは、普通の樹木の幹のように垂直状に幹が成長するのでなく、積雪量の影響もあってか、幹は

根元より斜面を這うように成長し、水平状に繁茂する樹木の総称である。ネゾレの群落を「ネゾレワ

ラ」と言い、オバル・リョウボ・ウツギが優生樹である。

　五十谷ではムツシに対し、焼畑不利用地を「ダケ」「ダケヤマ」とよぶことは前で触れた。ダケの

木はいわゆる立木で、ネゾレワラに対し「タチキワラ」とよんでいる。ダケでも寒冷地にはブナ・ミ

ズナラ、地力の劣る場所にはクリ・ホウソナラのタチキワラが見られるという。

　ムツシの模式的植生は、「ネゾレ」の呼称をもつ斜面に沿って幹をのばす低地の樹林である。しか

し樹木がまったくなく、草類しか生えないムツシも焼畑に利用し、旧新丸村字杖では「草ムツシ」と

よぶことは、前に紹介した。草ムツシには、イタドリ・アザミ・ウド・オオウド等であり、白峰村で

はこれらの草を「ノマクサ」と言っており‘、ノマクサが生える所は、樹木は生えないという。ノマク

サが生える所に、樹木が生えない理由は一つには雪崩が落ちるので樹木が生育できないこと、他の一

つには湿気が多く土が柔らかいので草しか成長できないとしている。ノマクサワラは、ネゾレワラよ

り地力が肥えていて、作りが良いと伝承している。ところがクサムツシは、土地が肥えているが、火

入れ作業時の燃焼素材としての木の量が少なく、伐採作業の時「伐りこむ」と言って、周囲のムツシ

の樹木を伐って草地に運び込んだ後、火入れをせねばならなかった。

　b.地形とムツシ

　大道谷の上流部刈安谷では、「ムツシは人間の身体でいえばへそより下で、山の下半分にある。」

と言っている。すなわち焼畑適地は奥地斜面の下半部に、焼畑不適地は上半部に位置するというわけ

である。斜面上半部を焼畑不適地とする理由は、上半部の地表面は水分が少なく乾燥し、そのため土

壌がかさかさした状態となり、落葉が腐植しにくいとしている。このような尾根筋や斜面上半部の水

分・湿気のない状態を、白峰村河内谷では「カセ山」とよんでいる。カセ山の状態で、焼畑不適地と

なった山地を、「サンリン」「ダケ」「サンパク」とよんでいることは前で触れた。

　尾根筋や斜面上半部に雨が降っても、その雨水は大半が斜面下半部へ供給されるので、上の方は乾

燥する。降水が下方へ運び移される時、地表水は土を、地中の水は植物養分を溶かして下方へ運んで

いる。そこで尾根筋や斜面上半部は、乾燥し、腐植層も薄く、栄養分の乏しい土壌となり、焼畑不適

地となるわけである。

　山は、凸部の尾根と凹部の谷よりなる。したがってムツシも、凸部と凹部すなわち凸部斜面と凹部

斜面の二つで構成される。焼畑民は凸部の尾根に対し、主脈的な尾根は「オオオ（大尾）」、支脈的

な谷を「オボネ」、毛細管的な小さな尾根を「サシオ」と三階段に区別している。谷についても、水

が流れて大動脈的な谷川を「タニヤ」、支脈的な谷を「タニ」、さらに水の流れがまったくないが湿

気が多く、急な凹地を「ノマ」と、地形規模に応じた呼称をつけている。尾根・谷、換言すれば凸斜



面・凹斜面は、その末端微地形では「サシオ」「ノマ」となって凹凸を形造る。ムツシ中に、サシオ

・ノマが多くあれば、「ムツシのナミが悪い。」と言い、一連の農作業にとって障害となった。「ナ

ミ」とは、焼畑の水平的な凹凸を表現した語彙で、海の波浪の形に因んだものであろう。ムツシ中の

凹地ノマは、一般的に肥え収穫が良いとしている。そして「ノマではヒエが良くできる。」「サシオ

はノマより悪いが、アワは良くできる。」等と伝承している。

　c .ムツシの土質

　焼畑民は土壌の色、土壌に対する経験的直感で、ムツシの良悪・肥沃の度合いを判定した。肥えた

上位質の土壌を「ジョウデン」、痩せた下位質の土壌を「ハクデン」と言う。　表層にある黒色・黒

褐色の腐植土を、焼畑民は「クロ土」、または「コエ土」と言う。踏みこんだ足・わらじに、柔らか

い感覚になるような腐植層の厚い状態を「ジョウデン」と言う。クロ土の表面に、角ばった小石が散

らばっている場所がある。この小石は旧新丸村小原では（現小松市小原、廃村）「マナゴ」、白峰村河

内谷では「ジヤレイシ」または「ゴウロ」と言い、大きな岩から、ジャレイシになり、クロ土になっ

ていくのだと位置付けしている。そして土質的には、マナゴが混入したクロ土が分布する状態を、最

高のジョウデンとしている。

　表層の土が、赤色・黄色がかったものを「アカ土」と言い、この土を口で味わうと少し苦味がある

ことから「ニガ土」とも言う。アカ土のひろがるムツシは、水分が少なく踏みこんだ時固く感じる状

態を「ハクデン」と言う。肥えた上位のジョウデンと瘠せた下位のハクデンの中間位のムツシの土質

を、旧新丸村小原では「シラハタ」、白峰村赤谷では「チュウジョウデン」「チュウハクデン」と命

名している。そしてシラハタの土壌は、薄青色または薄緑色で粘土質であるという。

　白峰村赤谷の出作り群では、ジョウデンを好む草すなわちジョウデンの指標草類は、アザミ・ウド

・イタドリ・フキ等であり、ハクデンの指標草類はドリアン・カヤで、これらの草によりムツシの土

質とりもなおさず肥沃判定をしたという。因みに赤谷出作り群がジョウデンの指標草類としたものは、

　「ムツシの植生」で紹介した「ノマクサ」に相当する。

　e.ツヅレワラ・ジャムネワラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ダケ・フカヤマ・アラヤマが焼畑不適地となっている最大の因は、気温が寒冷で積雪量も多く、根

雪期間が長いことである。また焼畑不適地は、山地斜面の上半部に位置し、山の上半部は本質的に痩

せているのも一因であるが、その外の一因として落葉が腐植しないことを、伝承者は指摘している。

　より寒冷なダケでは、厚い落葉層が腐植せずカーペット状となって斜面を覆い、土が露出していな

いので、焼畑をする時はこれを除去しなければならず、大変な手数がかかる。落葉が半腐植で力－ペ

ット状の層を形成する場所は、尾根近くの上部斜面で南向きの乾燥の良い場所である。植生的にはブ

ナ・ミズナラの多いダケ地内に多い。しかしムツシ内で、凸地でタチキがタイボクワラを形成する場

所にも、カーペット状の落葉層が形成される。

　落葉がカーペット状の層を作る原因は、落葉する葉の分量より、分解・腐植する分量が少ないから

である。伝承者はその理由として三つをあげている。第一は、気温が低く寒いので腐植しない。第二

は、林床が乾燥し水分が少ないので腐植しない。第三は、ブナ・ナラ系の葉はカサカサしているうえ、

樹令五十年以上の木の葉は老齢化による固さが加わり非常に腐植しにくい等である。

　事例を白峰村河内谷大空の伝承で説明する。大空では、タイボクワラの樹木は、タチキと林床低木

のシバに大別する。タチキの代表は、ブナ・ナラ・クリである。他方シバの中で特に低いものを「コ

シバ」とよび、具体的にはツツジ・フクラシバ（ウシヤドメ）･シタマガリ・イワナシ等である。コ

シバの根は、地中の極く浅い部分で、数多＜、カーペット状落葉層の中にも水平的に広がっていると

いう。このような状態を大空では「ツヅレワラ」と命名している。「ツヅレ」とは、ボロ布をたくさ



んつぎ当てした着物のことで、その模様に因んでの命名で、コシバの根が、ツヅレの縫糸の役目をし

ていることになる。旧新丸村小原では、コシバの根を「ジャムネ」とよび、大空でいう「ツヅレワラ」

を「ジャムネワラ」といっている。

　ツヅレワラ・ジャムネワラともに、土が露出しない状態を作っているので、焼畑にとっては障害と

なっている。

　焼畑は固定した水田・常畑を利用するのとは本質的に異なっている。焼畑はムツシの森林原野を火

入れして新しい圃場を常に求めながら、他方毎年地力が減退した圃場を休閑する土地利用法である。

そのため毎年毎年、異なったムツシと取組まねばならぬ焼畑民は、生きていく手段として伐採や火入

れ作業前に、ムツシの良悪を判断しなければならない。例えばムツシの地力が、劣っていれば、広い

面積を伐採して収穫を多くせねばならないからである。だから焼畑民がムツシの良悪を判断する指標

知識を、多角的に、高度に発展させ、さらにその内容を確実に伝承していたと判断する。ムツシを総

合判断する知識伝承は、幾世代にもわたる焼畑民の体験を基礎として、帰納的に集約されたものであ

る。今後はこれらの伝承内容を学術的に検証したいものである。

　　③白山麓の焼畑語彙

◎アラハタビエ

　焼畑の火人れ一年目に作るヒエを指す。対語はコナビエ。

◎コナビエ

　同し焼畑地で、火入れ一年目のアラハタビエに次いで、三・四年目等にヒエを作った時、二回目の

ヒエを指す。

◎フルセビエ

　二年目のアワバタに、一年目のヒエが自生（人間が種を播かないで、自然に生える）し、できたも

のを指す。穂は収穫し食べる。

◎オンゾウビエ

　自生ビエの一年目はフルセビエ、自生ビエの二年目以降を「オンゾウ」と言い区別する。段々雑草

に近くなり穂・穀粒も小さくなり味も落ちるので食べない。

◎ホンビエ

　フルセビエ・オンゾウビエの対語で、一年目のヒエ。

◎ヨノコ

　オンゾウビエに相当するアワで、自生をくりかえして雑草化したアワ。

◎エイグサ

　エイ（エゴマ）は「ステヅクリ」といって焼畑最終年に作る。エイは完熟した実は落ちやすい性質

をもち、自生をくりかえして雑草化したエイ。「オンゾウのエイ」ともいう。

◎テリワルドシ

　ワルドシとは不作年。晴天が続き雨が降らないので不作となった年。

◎アメワルドシ

　雨天・寒冷の日が続いたので、不作となった年。

◎カゼワルドシ

　稗・粟の開花季に強風が吹き、受粉状態が悪くなり不作となった年。

◎ジョウデン

　腐葉土を「クロツチ」と言い、クロツチが多く適当な湿気を含み、地力の豊かな土壌情況を指し、



収穫高が多い。対語はハクデン。

◎ハクデン

　腐葉土が少ない土を「アカツチ」と言い、アカツチが多く固く乾き、地力の劣った土壌情況を指し、

収穫高が少ない。

◎ゴウロ

　ジョウデンの土には、黒色で角ばった小石が多く混ざっている。この小石を「クロイシ」「マナゴ」

　「ゴウロ」とよぶ。ゴウロが多いと、一見不毛の地に見えるが地力が良く、水はけが良いので収穫高

も多い。

◎ネソレワラ

　　「ネゾレ」とは、多量積雪のため根元より傾斜面をはうように成長した灌木で、オバル・ウツギ・

リョウボ等の総称である。「ワラ」とは「草わら」に見る如く群生地を指す。焼畑用地ムツシは、植

生的にはネゾレワラを最適とする。対語はタチキワラ。

◎タチキワラ

　いわゆる立木の樹林で、ナラワラでムツシには不適であるが、炭原木の供給地として利用する。

◎ツヅレワラ

　乾いた林床では落葉はくさりにくい。「ツヅレ」とは、落葉が半腐植のまま幾重にも層化した状態

をいう。ツヅレワラは、ムツシとしては避ける。利用できないこともないが、ツヅレをとりのぞくの

に手数がかかる。

◎ジャムネワラ

　ブナ・ナラのタチキワラの林床には、草が生えず、低木シバが生える。シバの根は地表面に沿って

広がり、この根を「ジャムネ」と言い、焼畑の邪魔になる。

◎アワガキ

　樹林を焼畑や炭原木に利用する際、尾根筋まで伐り上ると雪崩が発生しやすくなる。雪崩防止のた

め伐り残す分を「アワガキ」とか「トメバヤシ」と言う。アワとは新雪表層雪崩のことである。

◎ハナバス

　顔の鼻の先端を「ハナバス」という。これに因んで岩壁の最上部も「ハナバス」とよび、またムツ

シでは畑地に露出した岩、大石をも「ハナバス」とよぶが、省略して「バス」とよぶ場合もある。

◎ハナコキ

　ムツシの傾斜が急な状態を指す。意味はムツシに立っていると、急傾斜なので、鼻の先が地面に接

するという内容をもつ。

◎マメコロバシ

　大豆が斜面をころがると、止まらない位のムツシの傾斜を指す。ハナコキはマメコロバシより急な

状態。一般的には、ムツシを含め山地斜面が急で険しいことを「サガシイ」と表現している。

◎ムツシのナミ

　ムツシの水平方向の凹凸を指す。ムツシのナミが悪いと火入れ作業をはじめ仕事の能率が悪い。ま

た凹地は雨の強い時は水が通り、農作物の根が洗われ倒伏する。

◎ツクリザカイ

　一つの谷筋における焼畑の高度限界を指し、「クワイリザカイ」ともいう。

◎ムツシザカイ

　焼畑利用地と焼畑不利用地の境は、焼畑のため草木を伐採するため植生上の大差ができる。この境

を指す。



◎オザカイ

　自己所有の持山あるいは他人より借りる請山にせよ、ムツシまたは山には境界がある。「オ」とは

尾根のことで、「オザカイ」とは尾根を境界とする場合。

◎ノマザカイ

　谷までもいたらず、流れのない凹地を「ノマ」という。急なノマで冬季に雪崩が発生する場所は、

固有名詞付きの地名となる。ムツシ・山の境界をノマとする場合。

◎マブザカイ

　白山麓でいう「マブ」とは二つの意味がある。マブの本来の意味は、顔と頭の境を指す。具体的に

は眼の上の額、頭の髪の生え際である。オザカイの時、急峻で鋭角的にとがった地形の時は問題がな

い。ところが、尾根が馬の背のように円くなっている時の境界は問題が多い。円い尾根の時に「マブ」

という言葉を使う。円い尾根で分水嶺がはっきりしないが、ある所で急傾斜で落ちこむ場所は、人間

の頭・顔で例えれば「マブ」に相当する。「マブザカイ」とは、このようにムツシ・山で尾根の傾斜

急変地点「マブ」を境界とする場合で、「メブザカイ」ともいう。

◎イキオトシザカイ

　　「イキ」とは雪のことである。冬、円い尾根の積雪情況は、風下側に張り出すように積もる。風下

側の庇状積雪が段差をなす場所を「イキオトシ」とよび、この場所を境界とする場合。

◎クネザカイ

　　「クネ」とは大木の切株のことであり、境界の一つの目印とするため、掘り起しは禁止である。

◎ムスビザカイ

　境界に目印がない場合、フジを植えて大木にからませて、一つの境界の証とする。フジが大きくな

って巻きつき、結びあっている様から「ムスビザカイ」の名称が起こった。

２．林野産品利用

　これまで紹介した出作り・ナギ畑以外にも白山麓には伝統的生活が近年まで残っていた。例えば、

林野産品の利用はその典型である。特に野生の動植物の利用は、生活の隅々までいきわたっていたが、

高度経済成長期以後は中高年の世代しか知らない用途も散見されるようになった。ここでは、山麓で

採集・捕獲された動植物について調査したことをまとめた。

　（1）野生植物の利用

　白山麓では出作り、ナギ畑といった山林原野を利用した伝統的生活が見られた。他にも、山の幸と

もいえる山菜・キノコ・果実などの食用利用が伝統的に見られた。食用利用については、地方名・種

名・利用部位・採集期・利用方法を表Ｉ―14のとおりまとめた。

　表の中で、食用以外に利用法があるものについては、それも紹介した。一般的に、山菜類は早春か

ら晩春にかけて、キノコ・果実類は秋に採集される。山菜類は天日乾燥または塩潰けによって保存食

とし、通年食べられるようにした。キノコは塩潰けが主であった。果実の中でも、トチやクリは天日

乾燥させて保存し、救荒食糧とした。





　（2）野生動物資源の利用

　白山麓においては、野生動物は動物性タンパク源となるとともに、一部は薬用としても利用された。

いずれの動物も天然産を狩猟・捕獲したものであるが、食生活上はあくまでも補助的な地位を占めた

にすぎない。以下、動物ごとに用途を記す。



◎クマ（ニホンツキノワグマ）

　クマは白山麓で最大の大型哺乳類であり、肉は大量にとれた（歩留り６分くらい）。肉は野菜やト

ーフ（堅豆腐）と一緒に煮てクマ汁にされた他、塩漬けや味噌潰けにして保存された。薬用に使われ

ることも多く、クマ肉を一週間食べ続けると視力低下に対して効きめがあるといわれた。また、血を

飲むと心臓病に効果があり、小腸は安産の薬とされた。有名なクマノイは胆嚢を糸でしばってイロリ

で乾かし作ったもので、万病に効く。脂肪は一度煮つめてから、切傷やアカギレの薬として使われた。

　なお、毛皮は敷物に使われ、頭骨は場所によっては収穫儀礼の祭壇にまつられることもあった。

◎ウサギ（ノウサギ）

　戦後のある時期まで、ウサギは冬の代表的な獲物であり、正月のごちそうであった。食べ方はまず

肉と骨を分け、骨を石臼の上で叩き潰しながらマメ（大豆）を混ぜて団子にし、肉・野菜・トーフと一

緒に味噌仕立てで煮る団子汁が代表的である。他には、背中のロース肉を刺身で食べることもあった。

　夏ウサギの肉は暑気あたりや腹具合の悪い時に良いとされ、また背中の肉の塩漬けは腹痛にきくと

された。毛皮は戦前は防寒用に使われた。

◎カモシカ（ニホンカモシカ）

　カモシカは現在では保護獣となっているため、肉や毛皮を利用することはできない。戦前までは地

元でも狩猟された。カモシカはウシ科の動物であり肉は美味で、特に冬場は味が良かったそうである。

毛皮は防水・防寒性に優れ、冬の野外作業（狩猟や山仕事）の際にシリ当てとして使われた。

◎アナグマ

　地元ではシクマまたはムジナとも呼ばれ、肉は美味。秋の肉が良い。肉を食べると体が暖まり、ま

た、夜尿症にも効き目があるとされている。

◎タヌキ

　ハチムジナとも呼ばれているが、肉は臭いのであまり食べられない。冬場捕獲したタヌキを、腹を

裂くことなく手足をはずして雪の中へしばらく埋めておき、臭味をとってから食べたくらいである。

肉はアナグマと同じく夜尿症に効くとされた。毛皮は戦前にはよく利用され、例えば鍛治屋のフイゴ

の皮などに使われた。脂肪は床ズレによく効いた。

◎サル（ニホンザル）

　一部地域では昔は肉が食べられた。実際にはむしろ薬用が主であり、頭骨は粘土で巻いてヤカンな

どに入れて黒焼きにし、頭痛の薬などになった。乾燥させた小腸はヒャクヒロといわれ、安産の薬と

なった。

◎テン

　防寒用の毛皮に使うために捕獲されたが、肉を食べることは稀である。テンのイ（胆）は薬になった。

◎キッネ

　主に毛皮用に捕獲され、肉は食べなかった。

◎その他の動物

　イタチ（トバ）、ムササビは毛皮用に捕獲された。マムシは強壮剤の素で、マムシ酒にしたり串焼

きにしたりする。

◎川魚類

　白山麓で捕獲された代表的な川魚類は、イワナ・ゴリ・カワマス（サクラマス) ･アマゴなどで主

に夏に捕られた。かつて手取川やその支流に堰堤が少なかったころ（昭和初期まで）には、カワマス

は上流の出作り地帯まで遡上し、一抱ほどの大物を捕えることができた。いずれも夏期の動物タンパ

ク源となった。



　（3)樹木資源の利用

　　①　材の取得

　白山地域において、住民が利用する樹木はほとんど居住地区の近在、3~4km以内の距離で採取し

たものであった。これは当時の道路ならびに輸送手段が不備であったことによる（白峰村史編集委貝

会、1961；尾口村史編集専門委員会、1981）。したがって樹種については、居住地に近い森林の植生

によってほとんど決定されるといってよく、それらの樹種の範囲の中で必要な性質をもつものが選択

された。このことは、地理学で説かれた環境の限定の中で、いくつかの可能性のうちの一つが住民に

よってえらばれるという19世紀末に説かれた学説を実証するかにみえる。この地域の経済生活は19世

紀的段階に止まっていたということもできよう。

　そのような条件下で、特に大木であることを必要とする建築用材料については、乾燥や剥皮、さら

に製材・運搬等に時間がかかるため、実際の建築にとりかかる7～8年前から計画を立て、設計にも

とづいて柱・梁・貫その他の材料の所要量を定め、各所の山林を歩いて目的に応ずる樹木を見定めて

所有者と交渉し買い求め、適時伐採・製材・運搬等の作業を行った。これらの作業には必要に応じて

専門の大工・杣・木挽なども加わったが、たとえば梁・柱などの製作には大工に墨をひいてもらうだ

けで、その他の木取りは大方自分もしくは親族・近隣などで能力・技術をもつ人によってなされたと

いう。

　一般民具に至っては、ほとんどすべて素人が材料の採取から完成までを行ったのであり、市場や商

店で購入する商品は金属製のものを除いてほとんどないといってもよい。これは経済段階が未発達で

あるということだけではなく、それぞれの家庭の個々の人の条件に合せて、大小軽重の差を考慮した

道具を要するということが大きく加わっていたからであろう。ほとんどの作業、労働が人間によって

行われている場合には、その能率、継続時間、疲労度など個人の肉体条件に道具を適応させる必要が

極めて大きいのである。

　均質な材料を必要量そろえようとする場合には、それらの樹種を栽培することもあった。果実を補

食とするためのクリ、樹皮・幹材を建築その他に使用し、かつ商品化する目的に供せられるスギなど

がそれで、ことにスギの造林は早くからひろく経営されたのである（石川県立郷土資料館､1973；白

峰村史編集委貝会1959 ･ 1961）。この点は既に多くの研究者が指摘し、白山麓各村史や植生図（文化

庁、1977；石川県、1977）にも示されているところである。

　　②　調査地区の植生

　樹種の概観を行うために、調査地区として選んだ手取川西谷の小原（水没移転）、東谷の桑島（水

没移転）、白峰の各地区1)周辺部の植生状態を石川県の調査した植生図に従って示した。原図は５万

分の１地形図を着色分類したもので、本稿では地区住民が選択する樹木の概略的分布を示すのが目的

であるから、必ずしも細部にこだわらず、傾向を把握するため適宜省略を行った。また、ダム化した

小原地区については、現状に近づけるため若干の改変を行っている。

　両者を比較して概念化すれば、東谷地区は高度も高く、それに応じてブナ林の占める割合がより広

い。これに対して西谷ではコナラ・ミズナラ林がより大きい割合に達している。また、西谷では下流

にケヤキの群落が存在して低い丘陵地の植生に近づくのに対して、東谷の稜線付近にはクロベ・ヒメ

コマツ群落が成立して山岳的森林の様相を示すのである。

　なお付記すれば、本植生図の実地調査そのものは1977年よりも前に行われたが、なお民家・民具等

の資料はそれより古く採取・使用されたものであるから、資料の作製はこの環境もしくは植生よりも

原始的な林相において行われたとみてよい。したがって、資料の時期とほぼ対応しているとみなすこ





とができよう。

　ところで、この植生図のみでは、極めて概略の樹種を推定することができるだけなので、表I －15

に植生に含まれるおもな有用樹種を示し、ことに重要なものの用途のおもなものを記載した2)。森林

の配列は上にあるものが概して高度が高いことをあらわしている。樹種としては高木・亜高木・低木

までとし、庭園樹等の潅木は記さなかった3)。それらがどのような理由によって、それぞれの用途に

供せられてきたかについては、次節以下において樹種ごとに記述してゆくこととする。なお、地方的

呼称に止めて正確な学名を記載しないのは、素人がかえって誤を犯す場合をおそれたためである。

注

　1）このほか手取ダムによって水没した深瀬、五味島、釜谷、鴇ヶ谷などの民家・民具の一部が県立

　　歴史博物館に収蔵されているが、その量と質とは比較的少なく、かつ東谷の状況としては桑島地

　　区と大差ないので、植生図は省略した。

2）この表を作成するには、文化庁（1977）、石川県（1977）のほか、農商務省山林局(1916)の各報告

　　に記された用途を参考とした。

　3）民家としての樹木利用は、広義にとれば観賞用としての庭園樹、防風・防雪用の障壁樹等をも含

　　むことになるが、今回はそこまで調査することができなかった。今後の課題である。

　　③　民家建築に用いられる樹木

　a西谷

　奥の方（新丸村）では柱・梁などにゴヨウマツが用いられる。棟木としてはクリが用いられ、また



土台にもこれを用いる。屋根のカザシにはミズキが使われるが早く腐るので、小原では近年はクリを

用いることになった。これは昔はクリが食料として重要で伐採しなかったので、ミズキだったのであ

る。小原では柱・梁には一般にスギが使用された。また、西谷全域を通じて、建具・羽目板などはス

ギであった。また、摩擦されることの多い炉縁・敷居などにはナシが使われる場合が多い。掘立柱の

ネブキ小屋では柱としてナツツバキなどを用いる。この幹が屈曲した部分を組合せてアーチ状にする

と、積雪による横側圧に対して抵抗性が大きくなる。そのほかカツラも小屋材の柱用に供せられる。

これらを緊縛するネソとしてはマンサク、クロモジ、フジなどが多く使用された。

　b.東谷

　上流部の大道谷、苛原など出作り地区の民家では、柱・梁や板などにブナおよびゴヨウマツが多く

使われている。また、スギも柱・床・羽目板として多く使用した。屋根はカヤ（ススキなど）である。

やや低い土地ではスギがより多く用いられ、大黒柱にケヤキを用い、床にはクリが用いられた。仏間

の材にもクリが使用されることがあった。天井その他はやはりネソとしてマンサク、クロモジが使用

されることは手取谷全域を通して同様であった。

　白峰・桑島では、豪家は柱材にケヤキ、鴨居にマツ・スギ、敷居に主としてマツ、板敷の部分にも

マツ・スギが使用された。梁にはケヤキ・ゴヨウマツが用いられ、場合によってブナも使用されてい

る。仏間の材としてケヤキがかなり多く、一般の羽目板、戸、板戸はスギが多く漆が塗られている。

中流以下の家屋では柱以下ほとんどが大黒柱をのぞいてスギ・マツといってよい。天井は近年まで張

らず、棟木や土台の材にも近年までは稀にクリを用いたにとどまる。ただ、敷居にはケヤキ・マツな

ど堅い木を用いることが心がけられた。

　なお、ケヤキは宮・寺の建築ならびに仏間や玄関などの装飾材として使用され、それ以外では一般

民家には稀なものである。

　c.利用された樹種の特性

◎マツ　　手取谷ではアカマツ、クロマツはほとんどなく、ゴヨウマツが多い。真直な大材が得られ

耐久性がある。スギにくらべ腐敗せず、年輪も密で堅い。摩擦に耐える。

◎スギ　　安価で大量に得られ、加工しやすい。真直な材が得られる。節が少く漆が塗りやすい。た

だし芯が腐朽しやすく摩耗しやすい欠点があるから、敷居・炉縁・土台などに不適とされる。

◎ケヤキ　前述のように堅牢で杢目が美しいので、装飾的な部分である入口や仏間の柱・鴨居・敷居

あるいは客室の板戸などとして使用する。

◎ブナ　　手取谷では上流部や山腹のみに生育するので、大木は上流の出作地の家屋でないと得られ

ない。また、腐敗しやすいから土台には用いないが、比較的堅い部分が自在鍵・入口の踏板・床板な

どに利用される。

◎トチノキ家屋建築としては床柱・装飾材などに僅かに使用される。紋様と肌がち密な点が尚ばれ

るにすぎない。

◎クルミ　これも建築材としては稀であった。食料として重要であったのと白味の部分が腐りやすい

からで、これを削りとった赤味の部分はコバ（屋根板）として用いる。山刀で簡単に割って作れるか

らである。

◎クリ　　食用として重要だから古くはめったに伐採しなかったので、一般民家では新しく建てたも

の以外は稀である。豪家では土台および屋根葺材として使用され、棟木としても用いてある。それら

はすべて腐敗しにくいということで説明できよう。

◎ナシ　　堅牢であるから摩耗しやすい部分（敷居など）に用いる。量としては少ない。

◎ナツツバキ　　堅くて年輪がみえず、ねばり強いので、小屋の柱に用いるが、床柱などのほか家屋



－築には量が少ないのであまり重視されてはいない。

◎マンサク　　　材を緊縛するネソとして多用される。これは階層の区別なく、ねばり強く折れにく

い性質に注目しているからである。

◎クロモジ　　　これもネソとされるが量は前者に及ばない。

◎ミズキ　あまり利用されないのは腐りやすいからであると考える4)。

　以上、民家建築材の特性として重視されるのは堅硬、耐朽、耐湿など多雪・多湿という地域条件に

対抗できる性質であるようで、現在の家屋にもかなり古材を利用する場合がみられるのは、前代の建

築材の耐久力が大きいことを物語るであろう。

注

4）前掲2）による。

　　④　民具製作に用いられる樹種

　a.西谷

（ａ）臼その他大径木を必要とする民具

　これには食物調整用具が多く、臼はその最たるものである。ことに脱穀用のホガチウスは直径1m

以上のものが稀でない。その他キバチとしてスギ・ケヤキの大径木が用いられる。ホガチは容量が大

きくないと脱穀すべき穀物の穂が入らず、また貯殺用リンゾウの台にする必要から、ネズミガエシが

必要でその分直径が大きくなくてはならない。これにくらべ精白用ならびに餅搗用の臼はやや小ぶり

でも差し支えなかった。

（b）道具の柄、槌、棒、杖などの小径木の民具

　クワ、カマ、イブリ、コスキ、ニナイボウ、キネ、ナタなどに用いる。多くは堅硬で折れ、ねじれ、

ゆるみなどを生じない必要と、同じ品を数多く必要とせず、使用者個々の身長、体力などに合わせる

必要が大きかった。近隣で得られるものが多く、雑木の性質をえらんで使用者みずから作る場合が一

般的であり、使いやすさがもっとも要求される。

　雪除けに用いるコスキはケヤキ・クルミが多い。箱類は専らスギ、桶も同様である。大きなものと

して穀類を乾燥するためのアマボシがあるが（佐々木、1980；千葉、1980）、これもスギが大部分で

柱の下につけて移動させる車輪とその軸のみが雑木のナツツバキ、トチノキ、ブナなどであった。

　ｂ．東谷

　大体は西谷に類するが、こちらの方がより高度が高いので、ゴヨウマツ・ブナなどの材が多用され

る傾向がある。コスキがほとんどブナであり、汁つぎ、酒つぎのチョウジとする樹木のこぶをえぐっ

たものもトチノキのこぶが主となる。また、ヤマモミジ、ウリハダカエデなどを割いて籠を編む材料

としてのヘジナを製作するなど、竹の代用材として雑木を利用する場合もこの方面に多い。

　樹皮利用の民具としてはケヤキが多く、これの樹皮を円形にはいで子供をいれておくイヅメとし、

また粟穂を摘むガンギともする。そのほか雑殺を臼からすくいあげるシャクリバチの周り、さらにリ

ンゾウの周囲を包むには主としてスギ皮が使用された。同じく樹皮利用でも薬用にはキハダの胃腸薬、

ネムノキの洗剤などがあり、コナラは染料、シナノキの縄・蓑も重要であった。シナノキは半分（片

側）だけを剥ぐので枯れることはない。クロモジもネソやかんじきの縁にするほか樹皮と根とを煎じ

て、さしこみのあるとき薬として用いる。

　ヒノキは少ないが、東谷では深瀬で笠を編むほか曲物として容器とする。綴じ合せるにはやはりヤ

マザクラの樹皮が用いられる。樹皮ではないが、ヤマボウシ（西谷でイッツキ）の材を焼き、この灰

を陶器の粕薬に使用した。その実は食用となり、材は槌や柄、くさびなどにも用いられた。



　チシャ（エゴノキ?）の花は石鹸の代りになり、材は重いハンマー、かけやなどの柄に適する。木

炭としても良好な材であるが薪炭用材には種類が多いので、一々名をあげることは省略する。

　c利用された樹種の特性

◎スギ　　　軽く直い点ですぐれ、棒に用い、鎌の柄、横槌の柄、箱類（物入れ、書類函、机、仏壇、

こたつやぐら、あまぼし、神仏用具など）のほか棚、置板、麺棒などにひろく用いる。

◎マツ　　　ゴヨウマツを主としてヒキワリウスの歯にする。堅くて当りがやわらかく穀物が砕けな

いので賞用される。

◎ブナ　　　東谷でコスキの大半はこの樹種で、ソリの台もまたブナが用いられる。肌がこまかく雪

が付着せず、水分を吸収して重くなることがないので、この種の道具として使用される。西谷にはこ

の樹種が少ない。杵の頭にも用いる。杓子なども。

◎ケヤキ　　臼の用材として大径木が得られ、重量があることが理由である。樹皮堅く容器となる。

◎ナラ　　　鋤、鍬の柄に用いる。稀にコスキ。

◎クルミ　　西谷で主にコスキ、ソリに用いられる。ブナ代用で軽く粘性が大きい点で雪が付着して

重くなることがない。杵の頭にもする。

◎ハンサ（ミズメ）　堅硬かつ重く、臼ことにホガチウスとしてもっとも喜ばれる。また、敷居のよ

うな摩擦に耐える性質から家具、道具の柄などにも用い、クサビとしても良い。屋根茅を葺くとき縄

を通して縫いつけるハリとして枝が利用される。これも堅いからである。

◎トチノキ　臼として用いるのは大径木があり、重いことが理由である。家具の装飾材、肌のこぶは

銚子、盆などに用い、実はさらしてトチモチとし、食用に供する。肌文が美しく硬い。

◎カエデ・モミジ　　割いて薄片材とし籠類を編む。粘り強く腐朽しがたい上に木肌が密で美しいこ

とから、竹の代用として賞用される。この薄片材がヘジナで梅雨明けの季節に採ったものが割きやす

く、これを乾燥保存し所要時に水に潰ければ容易に細工しうる。ハンノキ・イタヤとも呼ぶ。

◎キハダ　１町歩（約1ha）に１本もないといわれるほど稀であるが、樹皮は胃腸病に効が大きい

ので民家の常備薬とされた。材は堅く道具の柄となる。

◎シナノキ　樹皮が繊維とされるほか、材を柄とする。

◎クロモジ　雪の降り積ったとき歩行するカンジキの縁木としてもっとも利用される。堅くかつ粘り

があって容易に折れない性質がある。樹皮を薬用とする。

◎シャクナゲ　ネソ、曲った穴を掘るシャクリバイ（棒）の柄とする。

◎ヒノキ　　香りがあり、柾が美しく粘りがあるので箱材・曲物・編笠の材料となるほか、死者の棺

材とする。量は少ない。

◎ネマガリダケ　　直く伸してアマに編む。根は堅いのでガンギとしても用いる。箸を作るにも用い

た。

◎サルスベリ　　堅硬で重いから槌の頭部として使用する。

◎クリ　　　前述の通り、実を食用とするのであまり伐らなかったが、堅いので焼畑に火入れをする

イブリの先として用いた。この柄にはジョウボ（リョウブ）の生幹が水気が多いのでよく用いられた。

◎ホオノキ　比較的少い。西谷でコスキとする。軽く滑らかな木肌で雪が付着しがたい。

◎ミズキ　　掛鍵として用いる。

　⑤　生育している樹木の利用

　民家・民具の材として利用する場合には、ほとんど伐採して枯死させ、樹木を利用することとなる。

これを生育させたたままで、枝、樹皮・樹実などを生活のために用いる場合をここに述べる。地域差



はない。

　a.樹実を利用するもの

◎トチノキ　　　実を拾い乾かしてアクをぬき、粉砕して水晒しとし、苦味がなくなったものをアワ

またはモチゴメと混ぜて炊く。　トチ1升にアワまたはコメ5合の割合で炊く。また、トチガユを作る

こともある。

◎オニグルミ　　殼をとって生食する。また、あえもの、つくだに、くるみ味噌などにもする。乾燥

して保存する。

◎クリ　　皮をむき食用とする。ゆでた後、干して、保存する。

◎チャボガヤ　カヤの樹実で食用とする。主として報恩講の膳に供する。ピーナツのような味である。

◎マタタビ　　蔓性。実を生で食べる。

　b.樹皮を利用するもの

◎キハダ　　　薬用。染料。

◎シナノキ　　皮を縄とし、草履を作る。

◎アカバレ（アカメガシワ？）　　染料。

　c.枝を利用するもの。

◎カエデ　　　蚕のまぶしとする。ことに若い分岐の多い枝がよい。

◎スギ　　　　9～10月に伐った青葉のついた枝をナビヤ（ネブキ小屋）の床に敷くと防虫効果があ

る。

◎ゴヨウマツ　冬の花がない期間に仏様に供える。12月の８日と28日にはフクラシバ（ソヨゴ）をこ

れに加える。これは山で多量に伐取って来て家の入口の雪の中に貯えてお＜。

◎ネマガリダケ　毎日の箸とする。しかし、これのみを箸にするときまっているわけではなく、自家

の付近の不特定の枝を用いることもある。

　白山麓における住民の植物利用は以上に尽きるものではない。樹木のみについても観賞用、信仰用、

および商品用（たとえばクワ→蚕）などがあげられるが、それらにはふれなかった。樹木利用のみに

限定してみても、白山麓住民の生活の大半は植物に支持されて成り立っていたといえるのであって、

その多くのものはナラ林からブナ林に成育する木を利用して成立した、ムツシとナギハタが組み合わ

さった農・林混用経営という土地利用経済である。したがって、もし、すべての自然を完全に保護し

たとすれば、この地域の住民は消滅せざる得まい。かように、植物に依存する経済が曲りなりにも約

半世紀前まで継続しえたのは、土地・植生の周期的利用と、生物の一部をとりつくさずに再生に必要

なだけを残しておく、という方式（というより自然と共存するための心がけ）によると考えられる

　（朝日新聞金沢支局、1986）。この場合の農としてのナギハタのみでは自給生活としての食物供給も

充分ではなく、他地にその欠除分を求めざるを得なかったが、樹木利用については必ずしも不足して

はいなかったと認められる。桑島・白峰などの堂々たる民家や多種多様な民具の残存は、その表現で

あるといっても過言ではあるまい。ことに自家労力と集落住民の援助によって専門家に任せず組立て

たそれらの耐久性と、木材使用法の合理性とは、50～100年以上の雪中生活にあって、なお使用上ほ

とんど差支えない現状を保っているのである。この点は白山ろく民俗資料館に展示されている民家群

を一見すれば明らかであろう。
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