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林業従事者の生活史的考察

生業 ・生活 ・自発的行為からの山村生活の再検討

江 南 健 志

0は じめに

日本の農山村において、人口の過疎化 と住民の高齢化 とい う社会問題が発生 して久 しい。

農山漁村 の中でも特 に山村の置かれた状況 は目を覆うばか りである。農山漁村 における主

要産業である第一次産業の斜陽化 は益 々加速 しているが、その中で も林業の衰退は著 し

いo

山間部に位置する集落は地理的特性のために水稲耕作には向かず、そのため、必然的に

周囲の自然環境 二山林 を利用 しなが ら生計を立てざるを得 なかった。 山林利用 による主産

業の一つである林業は農業 と較べて産業 として確立 したのは大変遅 く、近代になってか ら

だと言われている ω。明治初期の林野の官民有区分によって 「村持 ち山」 と呼ばれる共有

林の解体 と個人所有の明確化が行われ、集落が有 していた山林 は個人の経営に委ね られる

ようになった。太平洋戦争後か ら高度経済成長に入る頃 までは 日本林業が最 も栄 えた時代

であった。建築材や薪炭材需要による空前の木材価格高騰 により、 日本の林業は活況 を呈

した。 しか し、この好景気 は1963年 に外国からの木材輸入が認め られたことによって暗転

した。当初 は増加する国内需要への対応 と過伐防止のために輸入が行 われたと言 われてい

るが、外材輸入によって木材価格が下落 し、林家や農家の育林 意欲を奪 うことになる。そ

の結果、山村生活者は都市への移住 と職替えという決断を余儀 な くされた。 この様に、山

村 における生業である林業 は、マ クロな社会経済的構造の影響 を最 も受けて きたのであ

る。

一般に
、山村 を巡る議論 は政治学や経済学に見 られるように山村社会を政治経済的構造

か ら規定する視点か らの分析が主流である。 この分析手法では、マクロな構造 に規定 され

匙P例外的に京都 ・北山
、奈良 ・吉野、三重 ・尾鷲 といった地域 は近世か ら木材生産地 として独 自の

林 業 を確 立 していた。
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130 江南:林 業従事者の生活史的考察

て活気 を無 くした山村像、つま り 「山村の解体」 とい う議論に繋が ることが多い。しか し、

このパースペ クティヴは山村外か らの眼差 しに よって構成されたものであ り、これ らの議

論か らは生活者の視点に よる山村理解、つま り山村生活者の心性 を分析す るという方向性

が抜け落ちて しまっているのであ る。

1山 村理解への模索

1-1社 会学における山村研究

ここでは社会学 において、村落 と山村 がどの様に分析 されて きたのかを説明 したい。従

来、地域社会学 における農山村 ・村落研究 は農村社会学が主流であった。 日本の農村社会

学は鈴木榮太郎の 「自然村」概念や有賀喜左衛 門の 「同族団」 に代表 されるように、集落

内の社会構造の分析 と把握が社会学的な分析手法 となっていた。社会学による山村研究に

目を移 してみると、林業 と山村社会について分析 した代表的な研究 は潮見俊隆の 「日本林

業 と山村社会』である。潮見はここで、山村 の社会構造が 日本の林業政策 によってどのよ

うに規制を受けて きたかを考察 し、そこから当時の山村 の村落 ・家族 ・政治構造 を分析 し

た。特に、農業 と較べて林業の賃労働関係の発達を指摘 してお り、これが 山村の社会関係

の側面 を表 している と明言 したのは注 目すべ きであ るが、『日本林業 と山村社会』 もまた

林業 という産業を媒介項 とした村 落社会構造論的分析である。

マクロな経済社 会体制の村 落への浸透 と村組織の解体 ・変容 を説 明する手法 は、特に村

落の存立基盤が農業である場合、大 きな役割を果た した。何故 ならば、農業集落において

は水 田耕作 という単一生業 を基軸に して集落内の政治社会構造が規定 され、また農業 を生

業 とす る住民は村 落内での個人と個人、イエ とイエ、 といった関係 に拘束 されなが ら社会

生活 を送 ることになり、歴史的に固定 した人間関係、イエ関係 を構築 して きたからである。

山村の生活基盤は農村 のそれ より多様多種であるが、生活の基底条件 として山村 の農業生

産を過小評価す ることはで きない。山村 における農業は生活維持の必要条件 であ り、山村

社会構造が農村社会構造 と似通 う点 はた しかに多い。だがその反面、山村では農業生産の

みで生活の全 てを補 えないの も事実である。 山村生活者の生存条件 としての生業が多様で

あればあるほ ど、生活者個人の生業選択や他者 との交流関係 も多様 とな り、農村生活者の

人生設計以上に山村生活者の人生設計は複雑 を極め る。 よって、山村 を農業村落の相似形

と単純 に捉 えることには無理が生 じる。その為、農村社会学の社会構造研究 をその まま山

村 に適応することに齪酷が生 じ、山村集落の特徴 を抽 出しきれなかったのではないだろう

Kyoto Journal of Sociology XII / December 2004



江南:林 業従事者の生活史的考察 131

か。山村の特徴 として 「生業の多様性」 を視座の基点として捉えなおす作業の必然性が こ

こにあると思われる。

1960年 代後半か ら、村落研究において社会構造論的分析 は一定の限界に達 してきたと言

われている。 日本近代化の過程において農山村がマ クロな社会構造に包摂され、その結果

として農村 の解体現象が加速 して急激な村落構造の変化が起 こったため、従来の分析手法

では説明で きなくなってきたか らである。村落構造論的分析は静的な社会構造を分析する

のには効力を発揮するが、変動 ・解体 しつつある村落の実態 を描 ききれないのではないか

という批判が出て きた。

村落の社会構造論的現状分析が時代の流れとともに支流化 したと捉 えた12)の が徳野貞雄

である。徳野が指摘 してきたとお り131、従来の 「イエ ・ムラ」論に依拠する分析では固定 し

た結論 しか導 き出せないとするなら、新たな分析手法によって変容する村落を分析 しなけれ

ばならない。その一つの方法 として、集落内での主体的意志決定者である生活者個人の行動

や生活 を重視 した分析方法が取 られた。それが 「生活の論理」による村落分析である。

「生活の論理」 を農村社会学で提唱 したのは布施鉄治である。生活者の ライフヒス トリ

ー を通 して、彼 らの行動 実践 とい う主体 的な行為141に 着 目した。社会経済構造 によって

外在的に行動を規定されているとはいえ、生活者個人が主体的 に行動 している側面や、そ

の志向性 を生活者が保持 している事実を捉 える必要性を説いた。ここで特筆すべ きは、近

代化 に規定 されつつ も農村で生活す る人々の意志決定が主体的 に行 われ、生活者自身が社

会的関係 ・相互作用 を主体的に創 出する過程 を捉 えることで農村変質を新たに認識で きる

のではないかと提唱 したことにある。

布施は生活史を導入することで、イエ ・ムラ論等 に見 られる村落の静的構造研究に懊 を

打ったが、生活者の生活史 を活用することによ り、新たな生活者像へ接近する手法が取 ら

れるようになった。桜井厚は 『水 と人の環境 史』のなかで、 日常生活を明示化するために

は生活者 自身の語 りとモノの意味に注 目すべ きと考 えた。村落社会の構造分析や社会類型

論的な把握によって社 会変動 を捉 えるのではな く、特定の個人の生活史をその生活者自身

の主観的現実か ら理解 し、その状況 をリアルに捉 えることで地域社会の課題に接近 した19。

121『村 落社 会研 究』第30集
、1994、p.30-31

(31徳野 は
、構造 論的分析 の弱点を三点挙げている。第一が、当該地域社 会を精緻 に分析 して も、構

造的特 質は 日本全体 の社 会構造 と連関 して検 討 されるため、 どの農山村 で も 「金太郎 アメ」 的結論 になる

こ と。 第二 に、現在 の農 山村 に暮 らす 人々の内部社 会構造 の実態 を把握す る力 が弱 いこと。 第三に、分析

が現状 分析 であ り、現在 の農 山村 の諸課 題を解 決す る対応 的理論化が弱 いこ とを挙げている。
ql同 上

、p.65
``〕桜井厚 「川 と水道」 『水 と人の環境 史』1989

、p.166-167
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132 江南:林 業従事者の生活史的考察

桜井は 「個人の生活史をフ ォローすることは、その地域で生 じたい くつかの出来事をその

個人が関与する限 りで一貫 した連鎖(コ ンテクス ト)の 中に位置付 けること」が可能にな

り、「同時に個人の主観的現実の理解 は村 びとの意味づけや生活規範の理解 にもつなが る」

と唱えた。また、鳥越皓之は意志決定の過程において、い くつかの選択肢の中か ら選ばれ

た行為 を分析の基礎 単位 としてお くこ とに警鐘 を鳴 らし、行為論ではなく経験論 による分

析 を提唱 した ㈲。鳥越 は生活者の 目的や価値観がその人の感受性か ら出発 し、その後にそ

れにあわせて合理的論理が形成 されると指摘 している ω。

以上よ り、包括的な社会経済構造の影響 を前提 に、生活者 を分析 の基点に置 きつつ生活

者の文脈か ら村落論 を再構築する研 究手法が採 られるようになって きている。

1-2本 稿 の定位

筆者が基本的にとる態度 は、 山村生活者個人 レベルの視点か ら山村の社会構 造、生業、

生活を捉えるものであ り、山村を取 り巻 く諸状況を生活者の文脈か ら問い直す ものである。

山村生活者の人生設計や意志決定をマクロな社会経済構造の影響 による受動的行為 と見る

のではなく、村落や生活者を取 り巻 く諸々の条件 に対 して主体的判断によって とられた能

動的行為 として解釈する。

本稿で は、2003年10月 か ら11月 にかけての聞 き取 り調査 に基づ くデータを中心 に論 を進

めてい く。紹介する主な林業従事者は次の通 りである。

・Aさ ん 熊野市五郷町湯谷在住。現在85歳(1919年 生まれ)

・Bさ ん 熊野市五郷町湯谷在住。現在76歳(1928年 生まれ)

・Cさ ん 熊野市五郷町湯谷在住。現在74歳(1930年 生まれ)

簡単に説明を加 えてお くと、Aさ ん とBさ んはご く小面積の山林 しか もってお らず、義

務教育 を終えてす ぐに臨時雇いと して林業 に従事 した方達である。Aさ んは生 まれてか ら

現在まで湯谷から住所を移 したことがな く、湯谷 の変化 を生涯通 じて経験 された方である。

Bさ ん も義務教育終 了後に臨時雇い として各地の山林 を転 々とした後、1972年 頃に名古屋

へ転居 した。名古屋で会社勤め を経験 した後に、1977年 湯谷 に居を戻 し、現在に至 る。C

㈲ 鳥越 皓 之 「生 活 環 境 主 義 の 位 置 」 『環境 問 題 の社 会 理 論 』1989 、p.22

〔n同 上
、p.25
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江南:林 業従事者の生活史的考察 133

さんは元々奈良県吉野地方で生まれたが、5歳 の時に養子 として現在の家に移 る。その後、

今 日に至るまでCさ んは湯谷で生活 している。

本稿では、山村の生活 と生業を単線的関係で結びつけるのではなく、 より重層的な関係

性か ら山村 を捉 えるつ もりである。以上の ような問題意識をもとに山村の外在的構造 と生

活主体の問題 を山村生活者が 日々の営為の中で組み替える過程 と可能性 について考 え、山

村生活の 日常的な実践 を再構成する一つの試み として本稿 を理解されたい。

2山 村の変容 一熊野市五郷町湯谷の経験をもとに一

2-1フ ィール ドの概 要

熊野市 は三重県南部に位置 し、北東に尾鷲市、北は奈良県上北山村、下北山村 、西は和

歌 山県北山村に接 している。五郷町は熊野市の北西部に位置す る山間部の村落である。

熊野市の面積 は25762ha、 その うち五郷町が3974ha、 湯谷が約500haと なっている。本地

域 はその うち森林面積が481haで あ り、集落の90%以 上が森林 となっている。熊野市は全

体的に山林面積の占める割合が高いが、熊野市北西部 は特 にその割合が高 く、湯谷は典型

的な山村であ る。

交通のアクセスは、熊野市 と奈良県 を結ぶ国道169号 線が五郷町を横断 してお り、市中

心部の木本町 よ り車で40分 ほどである。湯谷 は国道169号 線か ら山間部に車で5分 弱ほ ど

入 り込んだ場所 にあ り、近年では車でのアクセスがか なり良 くなっている。公共交通機関

は三交交通がバスを運行 してお り、週1日 火曜 日に2本 だけ運行 される。

熊野地域 を含め、旧紀州藩統括地一帯 を 「紀の国」 と呼ぶが、 この語源が 「木の国」か

ら来たと言われるほ ど森林 に囲まれた地域である。紀伊半島南部 は法隆寺、東大寺建立の

折か ら木材生産地 として知 られてお り、江戸時代 には紀州藩が奥熊野の山林のうち適当な

山を藩の制限林 と設定 し、大庄屋毎に台帳 に記載 して管理することを義務づけるほど、商

品 としての木材の価値 を重要視 していた。

湯谷 と林業に関する資料がCさ んの家 に残 されている。 その うちの一つ、湯谷に唯一存

在す る寺である慈雲寺の帳簿によると、明治9年 五郷町大字湯谷村の全戸数は40戸 。その

内訳 は農家14戸 、木挽職{8)21戸 、大工1戸 、雑業4戸 となってお り、半分以上が木挽 を

営んでいたことになっている。当時か ら湯谷が林業労働 によって現金収入 を得ていた証拠

i困山林 内で木を伐
ってその場で板に挽いて しまう仕事 を 「木挽」 とい う。
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134 江南:林 業従事者の生活史的考察

にな り、少 な くとも近代以前か ら林業によって生計を立てていた。『熊野市史』 によると

かつてはどの村にも木挽職が1人 や2人 は居た とい うが、湯谷は特に多 く、木挽村 と呼ば

れていた とい う。

五郷町湯谷の人口は 日本の中山間地域 と同様に過疎化 と高齢化の傾 向が見 られる。以下

に世帯数 と人口の推移 を示す。この表か ら読み とれるのは、基本的に集落戸数が30戸 か ら

40戸 の間で推移 していることである。 しか し平成10年 か らは戸数が30を きり、筆者の現地

調査では現在25戸 に減少 している。最近の戸数減少の原因は、高齢者の逝去 と子供の家へ

移 り住むことが挙げられる。

湯谷の世帯数と人ロ

明治22年

大正10年

昭和35年

昭和61年

平成元年

平成5年

平成10年

平成15年

世帯数

39

38

34

33

33

28

28

人口

170

ail

205

61

55

53

43

40

昭和61年 か ら平成15年 までのデー タは熊野市資料か ら抜粋

昭和35年 のデー タはCさ ん調べに よる

大正10年 のデー タはCさ ん所 有の戸籍 帳よ り計算

明治22年 のデー タは 『熊野市史』 よ り抜粋

湯谷の人々に話 を聞 くと、最 も人口が多かったのは第二次世界大戦後 まもな くの頃であ

ったとい う。兵隊の復員者 と戦後のベ ビーブームのため、1950年 前後が最 も人の多か った

時期 になる(9)。 また、最 も人口減少が激 しかったのは1960年 代後半であったという。生活

者に よるインタビューでは、産業 としての林業の衰退が人口減少 に影響を与 えたのだとい

う。 これは従来の農山村研究に見 られる現象 と同様であると言っていい。

生活基盤 としての土地利用について述べ る。土地利用を見るのは、本地域における主産

業は第一次産業であ り、集落内の土地利用 を見ることで生活者の基本的生活スタイルが明

らかになると考 えるか らである。土地利用は主 に、①宅地利用、②農地利用、③山林の三

つ となる。湯谷の総土地面積 は480haほ どであ り、そのうち山林面積 が471ha、 それ以外

㈲ 熊野地方の大字単位 の人[や 世帯数 といった基本的集落デー タは農業セ ンサス によっ て調べ るこ

とが可能であるが、湯谷の基本的集落デー タは農業セ ンサスに記載 されていなかった。 この理由 として、

相当以前か ら農業で収入 を得ていた世帯がなかったのではないか と推測 される。
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が農地 と宅地になる。

農地利用について述べ る。湯谷全体で現在約0.7haほ どであ り、 その うち水 田面積 は

半分以下 となっている。稲作を行 っているのは現在2世 帯 だけであ り、水 田は3カ 所程度

しか残っていない。水田耕作の最盛期 は1945年 か ら1960年 にかけてであ る。湯谷全体で9

町歩(≒9ha)あ った という。その時期、湯谷の人口が最 も多 く、9町 歩でも余所に売 り

に行 くだけの生産力はなかった とい う。その他にジャガイモ ・サ ツマイモ ・カボチ ャ ・ナ

ス ・キュウ リ ・キビなどを自給す るために各家が畑を持っていた。現在で も多 くの世帯で

畑作 を行っている。米 を除けば自分の畑で全て まかなってお り、本地域の生活者は年金収

入だけで生活を維持 できるように食糧 を確保 している。以上、簡単ではあるが、本地域の

農業生産は集落の地理的要因か ら自給 自足程度 しか行われていなかった ことが分かる。

2-2山 林所有の変遷

次に山林の利用状況 につ いて述べるが、本稿の大 きな柱である林業労働 と湯谷の関係 を

見るために も筆者 は他の土地利用 よ りも詳細 に考察 を行いたい。 なぜ なら、湯谷に占め る

山林の割合がかな り高 く、山林の所有 と利用方法 を見ることで山村生活の一側面が浮 き彫

りになると思われるか らである。

湯谷の山林 は、その多 くがスギ ・ヒノキの人工林 となってい る。人工林面積 は380haで

あ り集落全体の86.7%に も当たる。現在では欝蒼 とした深緑の森林 と化 しているが、1950

年代 までは里の近 くは棚田、畑、野のいずれかであ り、里 まで森林が迫 っていなか ったと

いう。ここまで植林が進んだ主な要因は、当時 もっとも確実 でかつ高収入 を得 る手段がス

ギ ・ヒノキの素材生産であったか らである。戦後復興期には建築用材生産のために針葉樹

を、薪炭利用のために広葉樹が伐採 され、その後跡地に用材生産のためにスギ ・ヒノキを

植林 した。 もう一つの理由 として、減反政策の推進により水田を休耕田にする動 きが強ま

ったが、土地 を遊ばせるのではな く将来的に収入 を得るため、湯谷の人々が棚 田を林地へ

と転換 したことが挙げ られる。以上の理由により、かつて9ha以 上あった農地の多 くは針

葉樹 の人工林 となっている。

湯谷の山林所有状況 について概観す る。湯谷の山林総面積 は471haの うち、湯谷在村 者

が所有 している山林面積 は201.9ha、 不在村者 による所有山林面積 が184.9haと なってお

り、ほぼ同数に近 くなっている。山林面積の うち、スギ ・ヒノキによる森林面積 は381ha、

スギ ・ヒノキ以外の森林面積が90haと なってお り、湯谷の山林の殆 どはスギ ・ヒノキであ

る。 この ことか ら、湯谷の人々は山林利用 を木材生産のためにシフ トしてきたことが分か
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る。 ちなみに稲作や畑作の肥料 として用い られ る採草地(湯 谷ではノという)は わずかに

0.34haし か残 ってお らず、実際に利用 しているのはCさ んだけである。

山村 において、山を持つ ことはどういう意味 を持つのであろうか。先述 したとお り本地

域では、農地は自家菜園的位置づけであ り、農業 を主業 としての経済基盤整備 を行 うこと

は困難である。それゆえ木材生産 もしくは出稼 ぎによって家計 を潤す他なかった。自ら木

材を生産できるかそれ とも出稼 ぎで収入を得るかは、 山村生活者の経済基盤は山林所有の

規模 に規定される。端的 に言えば、山林 を所有 しているものは家計 に余裕がある 「ええ家」

であ り、 山林所有面積が分かれば家のかつての経済的基盤が分か るのである。

農林漁業基本問題調査会の 「林業の基本問題 と基本対策に関す る答 申」 によると、育林

経営が成 り立つ条件 は20ha以 上の山林 を所有す ることである とい うqo)。湯谷在住者で大

規模森林 を所有す る者 は圧倒 的に少な く、実 に76.2%が3ha以 下の森林所有に とどまっ

ている。20ha以 上の山林を所有す るのは2名 しかお らず、その2名 はCさ ん とその息子で

ある。湯谷外在住者で20ha以 上保有 しているのは5名 であ り、そのうち親族で所有 してい

るのが3名 である。つ まり、湯谷在住者で 山林 による収入で生活で きる世帯はわずか1世

帯であ り、それ以外の世帯では出稼 ぎによる現金収入が必要 となるのである。

では、山林 を売買する際、 どれ くらいの値段が付 くのであろうか。 ここでは、共有林野

にお ける株売買のケース、「五人共同」 と呼ばれている共有林について見てみる。

共有林地の面積は全部で3町4反 である。共有地 として登記 されたのは大正2年 、湯谷

の住民6名 が所有権 を持 っていた。森林所有権 を有することは即ち現金収入に繋がる大 き

な要因であるか ら、 これ ら6名 は当時の湯谷の有力者であったと言える。 この共有林の所

有権は持株 として売買 ・譲渡され、全部で36等 分 されている。現在では、湯谷内のある1

世帯がこれ ら全てを所有 している。

持株 は投機的に売買 されることがあ り、売買価格 はその当時の山林価値 を見 る上で重 要

な指標 となる。 ちなみ に、1953年 の取 引では一株 当た り75,000円 で売 買 され ていたが、

1971年 の売買取引では一株当た りの価格が205,000円 に上がっている。一株 当た りの所有山

林面積は約0.1haに なるため、単純計算で1ha当 た り200万 円を超 える額 になる。ちなみ

に所有者による と、高代山 と呼ばれるあた りは木材 を出すには便利が良 くな く、かつ木材

の材質 も良 くなかったため、優 良な木材生産林 とはいえないとい う。それで も当時 これほ

どの金額で取 り引 きされていた ことを考えると、湯谷で山林 を持つ ことの重要性が分かる。

但 し、現在では 「ただで山林 を受け取 って くれるなら、受け取って欲 しい」 と言われるほ

qOl山 崎 武 雄 「林 業 生 産 と林 業 労 働 」 『林 業 労 働 の研 究 』1963
、p.15
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ど資産価値が落ちている。その理 由が現在の木材価格の低迷 にあるのは論を待 たない。

以上 よ り、山林 を所有す ることは 「ええ家」 と呼ばれる資産家の証であった。1970年 代

までは所有 山林か ら出荷 される木材生産で家計を賄い、諸々の税金を払 うことができたが、

現在では山林の固定資産税 を払 えぬほ ど木材価格が下落 してお り、「山持ち とは金持 ちと

同義である」 とはいえな くなって きている。

2-3湯 谷 と林業 一製材工場の記憶 から一

湯谷の生活者に よる林業の記憶 を、湯谷集落内に存在 した木材の製材工場 に関す る語 り

か ら紡 ぎ出す。伐採や搬出 といった林業労働 を行った男性の語 りは次の章で詳述す る。 こ

こでの主な語 り手は女性である。

ここまで見てきたとお り、湯谷は林業 と密接 に結 びついた地域である。 山林内での作業

は男性 が請け負 うため、基本的には女性が林業 とふれあう機会 はかな り少 ない。女性が林

業労働 と関わるのは地持 えや夏の雑草取 り(=下 草刈 り)、 植林 といった比較 的軽い作業

になる。特に1940年 代後半か ら1960年 代 にかけて、木材価格が右肩上が りに急騰 した時期

であ り、山林価値 は増大 し、林業労働者の賃金 も上が り続 けた時期であった。Cさ んはこ

の時期 のことを次のように話す。

「女は、みんな百姓仕事に明け暮れたん じゃな。 その頃っちゅうの は、男女の仕事

が区別 されてて、男 は金取って くる人、女 は百姓 と トマ リヤマ。 トマ リヤマって言う

のは、(木 材の伐採 と搬出のために山小屋 に泊 まってい る林業労働者のために)山 小

屋 まで荷物 を運ぶ仕事 をしたんさ。」

「あ と、湯谷の人達は、スギの苗木担 いで さ、山もって運んで、植 えたんさ。それ

もええ値段 になってな、国か ら造林補助金が出て、み んなで植林 したん さ。その頃

(1950年 代後半か ら1960年 代にかけて)、(ス ギの)苗 木1本50円 。今で も1本70円 か

ら90円 くらいで売れるけ ど。 ええ商売 になったよ。 自分の(山 の)た めに苗 を作 って、

残 りを他に売るん。」

また、ある女性は自身の林業労働の体験 を次の ように話す。

「あ の と き は 、 み いん な 出 て 、 山 に い っ た の 。 うん 、 苗(二 苗 木)持 っ て 植 林 し に

い っ て 。 草 も刈 っ た よ。 暑 い 中 、 み ん な 出 て 」
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この他にも、植林 をする際の地拒 えや夏の炎天下 での雑草を刈 り取る下草刈 りなどが女

性や子供の仕事 として存在 した。この様 な仕事 は苦役であ ったためか、筆者が質問する以

外は積極的に話 しては頂けなかった。

女性が林業作業に携わるのは以上の ような作業が殆 どである。 しか し、湯谷の女性 が林

業の話 をするときは 「宮本の製材所」の話 になる。「宮本の製材所」 とは木材加工工場の

ことである。

熊野の山間部一帯 は林業が盛んな地域であったが、製材工場 を持っていた集落は少なか

った。その中で湯谷が製材工場 を持 っていたことは、彼 らにとって誇 らしい事であったよ

うである。Cさ んの証言によると、大正年 間には既 に製材工場が存在 していた らしい。当

時の動力はサ コ(=沢)の 水流を用いた ものであった。製材機の動力が水車であったため、

パ ワーも速度 も一一定でなかった と推測 される。それゆえ、商品 として製材す るのは決 して

簡単な作業ではなかっただろうとCさ んはいう。

昭和初期には蒸気機関 を動力 とする製材工場が二つ存在 した。一つは村外資産家が所有

す る製材所、 もうひとつ は在所 の宮本家が建 てた製材所である。現在、「かやの木館」 と

呼 ばれるCさ んの旧宅 には多 くの文書が保存 されているが、その中に 「宮本製材所職工名

簿」が存在す る。それによると、昭和10年 前後で約10人 ほ どが製材所 に勤務 してお り、半

分か ら3分 の2ほ どが湯谷の人であった。その他の工員は熊野市五郷町、飛鳥町、神川町

で 占められていた。在職年数は比較的短い場合が多 く、1年 ほ どで辞めている人が殆 どで

ある。 また、一度製材所 を辞めた人が再雇用 されている場合 もあ り、出入 りの多い職場で

あったことが伺い知れる。職工名簿に記載されている湯谷の人では3名 が存命 であ り、 う

ち2名 が現在 も湯谷で生活 している。

この時代の製材所の存在 は即ち雇用の安定確保 に繋が り、ひいては湯谷 の生活安定 に寄

与 していた と読みとれる。また、戦前 までは湯谷の山林では製材するだけの森林資源 を有

していた こととも言える。昭和7年 には湯谷区製材所の建設 を求めた決議書が行政に提出

されている。「区営製材工場設置趣意書」の中には、次の ように記 されている。

山林伐採二作業スルコ トヲ以テ生活 ノ主 トナス吾山村二於テハ、宜 シク進 ンデ工場

ノ設置 オナシ、一面 ニハ優秀 ナル技術者ノ錬磨 トナリ、延 イテハ失業防止 ヲ計 リ、

亦地方優秀ナル製材所ノ設置ハ資本家ノ伐採率 ヲ向上セシムル事 トモナ リ、以 テー

郷 ノ開叢向上ノー助 トモ信 ジ此際至急実現ヲ期 シタク

是 ガ第一要件 タル資金ハ大字学費金 ノー部及 ビ道路金ヲ借用 ナシ之 ガ設立 ヲ計 リ度
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ク(原 文には句読点な し。下線 と句読点と改行は筆者 による)

とあ り、当時の状況がわかる。この趣意書には湯谷住民50名 の署名があ り、いかに山仕事

に依存 していたかがわかる。 この時期 には先 ほどの2製 材工場 ともに稼働 してお り、村落

内での雇用確保が急務 であった。 しか し、この区営製材工場の設置は見送 られ、結局は2

製材工場体制の まま戦後 まで続 くことになる。戦後 は木材増産体制 によって湯谷山林の伐

採 も最盛期 を迎えた。

1940年 代の山仕事の記憶は、男性の証言に見 られる重労働 としての林業労働 と、製材工

場での思い出である。湯谷の人々の記憶 に残 る宮本製材所は、風 呂場 としての存在の方が

大 きい。彼 らに製材所の話 を聞 くと、殆 どは風 呂の話に終始す る。彼 らが話すお風呂の経

験談 は一様に明るい。その会話の中に一種の懐古 と現在 の寂 しさが読みとれる。ある女性

はその当時の思い出を次のように語 る。

「みんなの、職工 さんが帰 ってか らお風呂浸か りにい くんさ。みんな入 りにきとっ

た さ。混浴、混浴。 じっさん もばっさん もみんな一緒 じゃったよ。あ りゃ、良かった

よ。子供 もみんな一緒に入っての。お風 呂あるんとないんとじゃ、えらい違いやから

の。」

製材所の大浴場 では村の人々みんなが一緒に入ってお り、集落の住民が多数住居 してい

た ことと混雑 した大浴場の二つの記憶が渾然一体 として語 られる。Aさ ん も同様 に証言 し

ている。

「あんこうはよかったの。年寄 りも子供 もみんな行 ったすか らの。あ あ、えかった。

今 じゃ、そんなこと考え られんの。何処にで も風呂はある しさ。あの頃は湯谷 くらい

じゃったよ、お風呂あったんはさ」

集落の人々にとって製材所の思い出とは、お風呂 と林業労働の思い出 と同義であると言え

よう。湯谷の人々は製材所のお風呂を語るとき、同時 に 「山の良かった時代」と振 り返る。

「山の良かった時代」 とは 「皆 で風呂に入 る」 こ とであ り、けたた ましく響 くエ ンジ ン音

とも重 なっていた。

「宮本のね、製材所でお風 呂に行 くで しょ。そ した らね、エ ンジンが ゴンゴンって
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鳴ってるの。ちいちゃい子 とかみんな怖がってね。大 きな音で怖かったの」

1950年 代 は湯谷の最盛期であった。宮本製材所の存在 も湯谷の賑わいに一役買っていた。

この当時は湯谷に駄菓子屋、タバコ屋、農協 出張所が存在 し、農協では酒 も売 られていた。

この ような小売店が湯谷 という小 さな集落で商売がで きたのも、ひとえに林業収入が良か

ったか らに他 ならない。それほ ど当時は良かった と、全員が口をそろえる。現在では宮本

工場 もすでにな く、往事の股賑 を偲ばせる ものは残 っていない。

3山 村生活に見る三つの生活軸

本稿で山村 の活動 として取 り上げるのは、以下の三つの生活軸である。

まず最初 に、山村での生活が挙げ られる。ここでの 「生活」 とは山で生きることを指す。

衣食住、特 に食(=主 に農作業)と 住に関わる活動を指 している。山で生 きることを 「生

活」 としてまとめたい。

次に、山村での生業 を取 り上げる。山村 での 「生業」 としてここで筆者が想定 している

のが林業である。前述 しているが、本地域 では農業による収入が期待 できず、主 な経済活

動 として林業が採 られて きた経緯がある。 山で稼 ぐこ とを 「生業」 としてここでは定義す

る。

従来の研究では、以上の二つの生活軸を分析す ることで山村社会を説明 して きたが、 こ

こではそれ ら二つの生活軸では包含で きないもう一つの生活軸があることを述べ たい。そ

れが、山村 における自発的行為 とい う生活軸 である。「生活」 と 「生業」の生活軸 では包

摂 しきれない生活者のボラ ンタリーな活動 であ り、山村生活 にとって欠 くことの出来ない

生活軸 としてここでは設定す る。

3-1山 村 の生業

2002年 か ら2003年 にかけての調査において、3名 の林業従事者か らお話を伺 うことが出

来た。 ここでは、2名 の林業従事経験者(日 雇い)と1人 の山林経営者への聞 き取 り調査

をもとに、彼 らの山村生活の変化、特 に1950年 代か ら1970年 代 にかけての林業最盛期 と衰

退期における変化について、山村の近代化 と彼 らの主体的な行為過程の関連 を見 ながら論

を進めていきたい。

育林経営 が成立す る最低 限の山林面積 は20haで ある と前述 したが、Aさ ん とBさ ん2
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人の所有山林面積 は20haに 満た ない。つ ま り、 自家で山林経営 を営 むことが不可能 とな

り、必然 的に余所 に仕事 を求 めて山仕事 を して きた人達 である。Aさ んは五郷高等小学

校卒業後、す ぐに山仕事 に従事 した。Aさ んは自分が 山仕事へ 行った時期 を次の ように

語る。

「あの頃はの、学校出たらみんな山仕事に行ったの。」

「誰に(山 仕事の技術 を)習 うで もなしに。師匠なんて者はお りゃせんわの。みん

な、山に仕事出てった。ああ、長い ときは1年 にもなったの。短 けりゃ3ヶ 月 くらい

行ったすかの。みんな貧 しかったか ら、学校出 りゃ、長男か ら出稼 ぎに行 ったの。」

「五郷 ばか りじゃ、仕事がないか らの、上北山みて、下北山みて、十津川 にもいっ

たの。京都へ も行ったの。京都大学の演習林てあるじゃろ、あす ごにも行 ったすかの。

(賃金は)一 番北 山がええの。十津川 じゃと歩いてい くと一日仕事になる。」

Aさ んの発言か ら、湯谷は経済的にかな り貧 しか ったことが見て取れる。 しか し、彼 らは

当時かな り良い賃金で働 くことがで きた。その理 由として、一つ は奈良吉野林業地帯 に隣

接 しているので仕事 に困 らず、また他の林業地帯 に比べて高賃金であったこと。 もう一つ

の理由 として、彼 らが木挽の技術を有 していたか らである。

木挽 とい う職業が重宝された理由は、単 に木を伐るだけにとどまらず、木 を伐 った後に

原木をその場で板に挽 く事で製材の手間を省 くことがで きたか らである。出材が容易 な場

所にある木 は出材後 に製材工場で加工することが可能であるが、運搬 を人力 に頼 っていた

時代 に山中にあ る大木 を里 までおろ して くるのは容易ではない。そのため、伐木 した場所

で製材す る必要があった。以上が、木挽が必要 とされた理 由である。つ まり木挽 とは、伐

採 と製材 を一度 に行 うことができる職人であ り、一種の高技能林業職だ といえる。そのた

め、普通に伐採 をした り木 を搬出 した りす る職業 よりは賃金が高 く、湯谷の人々は木挽の

技術 を習得 していた と考 えられる。例 えば、Aさ んは自分の林業経験を次の ように述べて

いる。

「木挽の人 らもお ったの。儂 も一度やった よ。若いときには。稽古みたいには。こ

の家 らもの、みんなはつ った りの、こきに した材料 ばっか りじゃよ。あ りゃあ、木が

えかった(=良 かった)ん か もしれんが、こんな広い板でも釘で もうたんとの。」

この ように、 山仕事 を経験す る中で木挽 の技術 を習得 していった ようであ る。木挽 は
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1930年 代か ら徐 々に姿 を消 していった。木挽職の解体は諸要因が重なって生 じたと考 えら

れる 〔mが、一つの要因としてあげ られ るのが蒸気エ ンジンの開発 による製材所の誕生で

ある。Cさ んは湯谷に中規模の山林 を父親 と所有 していたため、在所を離れて林業労働に

従事す るこ とはなか った とい う。一方、Aさ んとBさ んはこの時期、主 に湯谷 を離れて

様 々なところで林業労働に就いていた。

ここで簡単 に2人 が就いて きた林業労働形態について紹介 したい。彼 らが就いた労働形

態を大 きく分 ける と、①地持 え、植林、下刈 りなどの育林作業、② 立木を伐 る伐採作業、

③伐採 された木 を運 び出す搬出作業の三つ に大別 される。 ここでは、イ ンフォーマ ントが

高収入を得るためにすすんで職 に就いた②伐採作業 と③搬出作業について説明する。

湯谷の人々が従事 して きた伐採作業 と搬出作業は多岐にわた り、それぞれの仕事 に名前

が付 けられている。②伐採作業で は、山林内で木 を伐 ってその場で板 に挽 いて しまう 「木

挽」、木 を伐 って角材 にする 「サキヤマ」、立木を伐採する 「キ リ」などが挙げ られる。③

搬出作業 として、伐木 された丸太 を集積場 まで持 ってい く 「ダシ」q2〕、河川で木材を集め

て筏に して流す 「筏師」 などが代表的である。

木挽 については前述 したが、基本的に山中深 くにある大木 を伐採す る場合 に必要 とさ

れた職業である。次 に、サキヤマ は立木を構造材である角材 に加工す る職業である。丸

太を角材 にまで加工す ることを 「はつ る」 という。最後 に、 キリとは立木 を林内で伐採

す る職業であるが、木挽 ・サキヤマ と違 う点は材木 をその場 で加工 しない ことで ある。

立木を伐採す る点ではサ キヤマ とキ リは同 じであるが、はつる経験 をしたサ キヤマ とハ

ツリを経験 していないキリとでは丸太伐採後 の出来が全 く違 ったとい う。ハ ッリが出来

るキリを山持 ちは重宝 した といわれてお り、丸太を美 しく仕上 げるハ ツリの技術が必要

とされた。

③搬 出業において、湯谷の人々が主に行ったのは 「木馬引 き」 と 「架線集材」の二つで

あった。ちなみに、筏師の経験者 は湯谷のインフォーマ ントには存在 しなかった。

湯谷では木馬のことを 「キンマ」 と呼ぶ。木馬 は雪車状の輸送道具の ことをいい、長 さが

約2.40mの 縦木2本 を幅約40cmの 横木3本 で結合す る。その上 に伐採 した立木 を組み、

山中か ら人力で木材 を引 き出す。木馬が通 るために専用の道をつけるが、それを木馬道 と

qD木 挽職の消滅の要 因と してあげられ るのは、林道 開設が進 んだことによって里 にまで木材 を運ぶ

手段が 出来たこ とである。但 し、林道 の開設や その他の 出材方法 の改善が木挽職 に影響 を及ぼ したと考 え

るよ りは、木挽技術で ある板引技術が機械製材 に取 って代 わられ たと考 えるのが妥 当であろう。

U2}ダシには多種多様 な方法が あ り
、「山落 とし」 「シュラ」 「野猿」 「架線」 「木 馬」 「筏流 し」 などが

ある。 これ らの方法 は全 て吉野熊野地 方で見 られた出材方法 であったが 、湯谷 でよ く見 られた形 は 「木馬」

と 「架線」 であ り、イ ンフ ォーマ ン トの話 で もこの二つ が中心 であったこ とを付 記 してお く。
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い う。木馬道は約1.5mの 幅で、道上 にバ ンギ(樫 の木で作 られる)と よばれる横木を

50cm間 隔ほ どに敷 き、バ ンギ に トボシ油(木 の実で取 った油)を 塗って木馬 引き職人が

その上 を引いた。木馬の上に組んだ材木はカスガイで留 められて組 まれた。木馬上 に組 ん

だ材木の中で1本 だけ前方に突 き出 して組む。 これをか じ棒 と呼び、木馬が進 む方向 をこ

れでコントロール した。

架線は大正時代 に入 ってか ら始 まったといわれる。山中か ら集積場 まで鉄線を2本 張 り、

材木のバ ランスを見なが ら材木 を下 に降ろしてい く方法である。木材 を山から降ろす とき、

山中と集積場の2カ 所か らの無線機の情報交換 によって降ろ していったという。無線の情

報が全てであるため、指示の タイ ミングや状況描写が的確でなければ材木が落下す る危険

性があった。また、 この危険な作業 を邪魔するために全 く別の者(関 係者によるとよその

山の関係者)が 間違 った情報 を流す こともあった。そのため、木材が落下 して商品価値が

な くなるなることもしば しばあったという。

山仕事 は総 じて辛い作業であった。 しか し、一言で山仕事 と総:称するが、此処の作業で

全 くその印象は異なる。

イ ンフォーマ ン トの語 りの中で最 もポジティヴな語 りが聞けるのは②伐採作業である。

実際、この作業を語る ときにはっ きりと 「面 白い」や 「楽 しい」 とい うフレーズを何度 も

耳にした。Aさ んはキリやサキヤマについて次のように語 る。

「大 きい木 を伐 るのは好 きじゃ。お お、京都 にもこんなのがあってな。 どこか ら入

れて、どう倒すとか。経験が必要になるの」

「大 きい木 を伐 るの も、1人 で伐 ったの。1人 で何 で も段取 りせん とならんけど、

それでもえがったの」

大木を伐った経験がある他の男性も伐採時の様子をこう語る。

「あ りゃ、神社 とかにある大 きい木はの、何 日かかかって伐 るんじゃ。上手 く伐れ

ばええ値段 になるしの。 どうやって伐 るかめっこu3>つ けて伐 るんじゃ」

大木 を伐 ることは即 ち高収入につなが ることでもあったが、それ以上に 自らの技術 を駆

使 し自在に伐倒す ることに魅力を感 じていた。大木の伐採 は言 うに及ばず、林 内で小径木

q3'予測やカ ンの ことを指す
。 「め っこが利 く」 とい う表現 を用いる と 「勘がいい」 という意味になる。
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を間伐する ときでさえ、伐採する木を どこにどうやって切 り落 とすか、 どの木を先に伐る

か、主伐する木を運ぶためにどうやってスペースを空けるか など、様 々な状況判断が求め

られた。また、それ らが伐採に関わる職人の腕の見せ所であった。伐採作業 を語る彼 らの

言葉 は常に弾んでいる。

一方で彼 らに苦行を思い出させ るのが木馬引 きである
。インフォーマ ン トとの会話の中

で木馬引 きの話が彼 らか ら自発 的に出てきたことは殆 どなか った。木馬の引 き方 と木材の

積み方 を実演 して くだ さった男性 はこう語 る。

「あの山みて、こっから(湯 谷 の集落か ら)1日 に三回往復 したん じゃ。本当にあ

れだけは大変やった。仕事のある 日は三回往復す るか ら。山に登 るだけで も一仕事や

で」

(それは大変ですね、 と筆者が答えると)

「この しんどさは、やったもん じゃないと分か らん」

彼 との会話の中で、彼が吐 き捨てるように言 ったのはこれ一度 きりであ る。木馬引 きは肉

体的過酷 さもさることなが ら、最 も危 険な職業で もあ り、木馬の暴走などで死ぬ木馬引 き

は少 な くなかった とい う。

これ らの伐出業 は山仕事 の中でも最 も高賃金であ り、それ故湯谷の男たちは働ける年齢

になる と集落内外で仕事 を探 した。仕事 はAさ んやBさ んのように自ら探 しに行 く場合 も

あったが、「親方」 と呼ばれる取 り纏 め役 に付 き従って各地の山林 を転々 とす るこ とも多

かった。筆者が調査中に聞いた親方はダシの技術 に秀でてお り、ダシ専 門で仕事を請けた。

山仕事で最 も高賃金 なのはサキヤマであ り、次 にダシ、木馬引 きも高賃金であったという。

戦後す ぐにこれらの仕事 に就 くと日給約50銭 ほどになった。昭和30年 になると日給100円

くらいは貰えた とい う。昭和40年 前後 には1日15,000円 を超す ようにな り、相当大 きな収

入であったと言 える。

戦後の木材需要 と木材価格の高騰 によって林業 は好景気 に沸 くことになった。山村 は山

仕事の増加 という幸運 を男性、女性の別な く享受 した。1950年 代後半か ら始 まる国家的な

一斉皆伐 ・拡大造林政策はは林相の変化 を促 し、山林 を持つ人々に植林への意欲 をかきた

てた。 しか し、 この状況は一つの政策によって暗転す る。それは、1963年 の外材輸入の解

禁である。 これは国内の森林過伐 を防止させ、木材価格を安定させるため とも言われてい

るが、外材輸入は 日本の林業に大 きなダメージを与 えた。その最たるものは木材価格の下

落である。それ に伴い、林業労働者の賃金が頭打ち とな り、 また労働の合理化のために山
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林経営 と林業技術の近代化が図 られることとなった。具体 的には、余剰人員の削減 とチェ

ーンソーによる立木伐採や トラック運搬 の普及が挙 げられる。

この ころになる と、「サキヤマ」 や 「キ リ」、 「ダシ」 といった用語は 「伐採」 「搬 出」

とい った用語 に取 って代 わ られ る。それ と同時 に、林業従事者の語 りも平板 な もの とな

って しまった。 これ以 降の話 について は、彼 らが積極 的 に話 をす るこ とは少 な くなっ

た。

Aさ んはこの時期か ら林野庁の臨時雇用職員 として山仕事 に従事 した。実際に行った作

業 はチェーンソーを用いた伐採作業であった。しか し、この時期のチェー ンソーは粗悪で、

Aさ んは白蝋病 になって しまった。 白蝋病 になってか らは 「山守」 とい う基本的に山林内

を見回る仕事 に従事するようになったが、現在で もその症状が出るらしく、調子 があま り

良 くないのだ と彼の奥様に教 えていただいた。Aさ んはこの劇的な社会変動の中、山村生

活を続 けなが ら林野庁の職員になるという選択を行ったことになる。

Cさ んはこの頃か ら徐々に離村者が増えてい くのを経験 し、次の ように語 った。

「山で稼げたんは昭和40年 頃までか な。山仕事で生活費稼 げたんは。あの頃の林業

は 日雇い じゃったんで、保証 もない、危険 も伴 うっちゅうんで、老後の保障 とか考 え

て、みんな職替 えしたんさ。補償制度の充実、手当 とか充実 させ ようい うんで国有林

はや っとったんやけど、(売 れる木をそれで)食 いつぶ して しまったんやな。第一次

産業では、企業並みの ことはで きんっちゅうことや。」

林業技術の近代化は山村 における 「林業労働の近代化 二熟練労働の解体」 を生 じさせ、

その結果 として林業労働構造の劇的な変化が起 きた。 この変化 によってご く一部の人々を

除いて離村行動 をとらざるを得 なくなった。

Bさ んもこの時期 に職替えを した1人 である。Bさ んは1967年 の7月 頃に山仕事 に見切

りをつけ、名古屋市内に移 り住んだ。名古屋 では様 々な試作品を開発する企業 に勤めるサ

ラリーマ ンになった。山仕事が変化 して会社勤めを行 うまでの経緯 については以下の通 り

である('%

・山の人は惨 めであった。歳 とって も、家では家族が芋 を食べた り粥をすす る程度

肺 筆者 はBさ んへの イン タビューを行 ったが 、事情 に より録 音デー タを全消去 した。 その為 、 ノー

トに記述 され た内容か ら再構 成 している。
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の食事 しかできなかったか らである。

・山がダメになった根本の原因は手当の不十分さにあ る。日当は確かに良かったが、

年老いてか らは惨めなものだった。

・自分は五郷尋常高等小学校 を卒業 してす ぐに山仕事 に就 き、その後昭和42年 に会

社勤めを した。その後、10年 間ほ どは会社勤め を続けていたが、こんなに楽 な仕事

でええ給料 を貰 えるとビックリした。

Bさ んは1977年 に湯谷へ と戻っている。 このときの理由は次の通 りである。

・仕事 を辞めたのは、尋常高等小学校卒で文字が読めないことともあ り、仕事が難 しくな

ってきたの と、 こんな楽 して給料を貰ってて良いのか と感 じたか らだ。会社の人達 はみん

な私 より若かったが、 とても優 しくして くれた。

Bさ んのケースは本当にまれである。彼は元の家 に戻って きて現在まで湯谷で生活 してい

る。彼のように過去の 自分の行為に対 して何 らかの合理的説 明を行 えるのは珍 しい。今 日

でこそIJUタ ー ン現象が脚光 を浴 びる ようになってきたが、1970年 代後半に山村へ戻 ると

いうのはあま り例がない と思われる。

1960年 頃からCさ んは自分の父親がやっている林業経営のや り方に疑問を持 った という。

彼の父親がやっていた林業は 「なすび伐 り林業」 とよばれるものである。なすび伐 り林業

とは一般 に択抜方式 と言われる林業で、山林内にある大径木 を選んで伐 りだ して売 る林業

である。なすびは太ったものか ら収穫 されて出荷 されることか ら、 この名前が付いた とい

う。なすび伐 り林業の良い点は比較的手間がかからずに経営で きることである。 この林業

経営 は技術的に も経営手法的にもプリミテ ィヴな方法であると考 えられてお り、かつては

五郷全域で見 られた伝統的な林業経営であった。

木材価格が高騰 したこの時代では、「拡大造林 ・一斉皆伐」 とよばれ る林業が推奨 され

ていた。簡単に言 うと、山に生えている木々を全部伐採 し、伐採 した跡地にスギ ・ヒノキ

の人工林を造る とい うものである。スギ ・ヒノキの木材生産 に特化 した この造林方法 は当

時林 野庁が全国的 に推 し進めていた方法であった。 また、三重県尾鷲地方 では従来か ら

「密植 ・多間伐方式」 とよばれる手間と人件費がかかる方法で良材 を生産 していた。Cさ ん

は尾鷲方式で林業を行いたいと思っていたのである。

「なすび伐 りは父親仕込み。わ しは、おや じが生 きとるときはなすび伐 りの良 さは
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分か らなか ったんさ。若い頃は尾鷲林業の柱取 りq5}の ほ うが良いとおもっ とったん。

それで、柱材 をとる方式 を自分でやる ようになったんや けど、(外 材輸入 を機 に)材

価が安 くなって しもうて、厳 しくなったんや な。で も、市場 に行って見てみると、え

え木は1本 で も競 られとる。そこで、柱取 りではな く、樹齢の高い木を大事 にするな

すび伐 りの良 さっちゅうんか、それに気が付 いたんさ。それか ら、 自分で作業道をつ

けて、作業 をしやす くしたんさ。」

Cさ んは現在 に至 るまでなす び伐 り林業を続けている。その技術 自体は決 して前近代 的な

ものではな く、様々な林業用マ シー ンを用 いることで機械化 と合理化 を進めている。

Bさ ん とCさ んの語 りか ら、彼 らはマクロな社会構造の変化 に翻弄 されなが らその社会

変動による経験 を能動 的に解釈 し、 自分の人生設計 を行 う意志 を有 していると言えないだ

ろうか。Bさ んのケースはとても稀 なケースではあ るが、 しか し人生設計の背景 にあるの

は 「この まま楽 して仕事 を続 けられない」 という愚直なまでの主体性 である。 もしか した

ら、彼が戻 ってきた理由は調査者である筆者へ の格好いい言い訳なのか もしれない。だが、

Bさ んが山村生活へ 回帰 した とい う事実は残 るのである。 また、Cさ んの発言 も、昨今の

環境保護思想の称揚 を知っていて、「なす び伐 りが環境 に優 しい」 という言説 を利用 した

ものか もしれない。 しか しそれでも、Cさ んが生業 として林業経営 を行い、現実の社会変

化に対応す る方策 としてなす び伐 り林業 を選 んでいる。 なす び伐 り林業が現在最 も優れた

林業経営 とは言い切れない中、彼はそれを敢えて選んでいるわけである。

3-2山 村の生活

先に触 れた ように、湯谷 は典型的な山間部の集落 となっているため、水稲耕作に向いた

集落ではない。そのため、彼 らは食生活を満たすためには稲だけに頼 ることが出来ず、野

菜や木の実 などの多様 な食物を得なが ら生活 をして きた。湯谷の人口の うち、4名 を除い

た全 てが65歳 以上の高齢者 と言われる人々であるので、湯谷の生活者の殆 どは年金生活者

であると言い換 えられる。

本地域 における食生活は茶粥が常食 となる。茶粥の作 り方は、茶袋 にいれたお茶の葉を

釜に入れてお茶 を沸か してそこに米 を入れて作 った。湯谷の各家ではこの作 り方 を守って

作 っている。茶粥には、畑で とれた麦、サ ツマイモ、里芋、 トウモロコシ、豆類を入れて

q51生産す る木材 を家の柱 に使 用する柱 角生産に特 化 させる林業方法
。
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食べる こともあ り、自分の畑 で採れた野菜 を茶粥に入れて食べることもよく見 られ る。湯

谷の各家では基本的に茶粥で3食 を済ませる。但 し、最近では白米 を食べることも多 くな

った ようであるが、年齢が上の人ほど茶粥で済 ませ る傾向がある。湯谷以外の客人が来た

ときなど、 白米 をわざわざ焚いて出す こともある。

かつては 「ク ド」 と呼ばれるかまどで茶粥 を焚いたが、現在では各家 にプロパ ンガスが

引いてあ り、ガスコンロで焚 くのが普通 になってきている。 しか し、湯谷の家の多 くは現

在 も昔 なが らのク ドを有 している。筆者が経験 した限 りでは、現在でもク ドを使 って料理

をすることがある。例 えば、コンニャクイモをつ いてこんにゃくを作 るとき等は今で もク

ドを使 ってこんにゃくを作 る。頻度の点ではク ドを使 うことは少ないが、未だにク ドを用

いて料理す ることもある。

この ように現在 でも食生活は茶粥が中心であ り、食卓 に並ぶのは自分の畑で採れた野菜

が中心 となっている。湯谷で作 られる野菜は次のようなものがある。麦、茶、大根、カボ

チャ、ナス、キュウリ、ネギ、豆、 トウモロコシ、 タカキ ビ、 コンニャクイモ、サ ツマイ

モ、 ジャガイモ等である。これ らは家によって種類や量が代 わって くるが、ほとんどの家

では数種類 の野菜類 を栽培 している。畑作耕地面積は家 によって様々であるが、i基本的に

宅地の周囲に数a程 度 しか所有 していない。その理由 として、平地が狭阻なために畑作耕

地を広げられなかったこと、過疎化高齢化 のために広い面積 は耕作で きないこと、獣害が

頻発するために 目の届 く範囲内で しか耕作で きないことが挙 げられる。

湯谷の農作業は基本的に女性に よって行われる。農作業における男性役割 は牛 などを使

って田をおこす作業や棚 田の石垣 を直す仕事など、女性 には困難な力仕事が中心であった。

湯谷の男性 は唐鋤で田んぼを起 こし、その後牛 に鋤を引かせて本格的な田起 こしを行った。

しか し、湯谷で男性が必要な時期 に必ず居るとは限らず、その時集落に残っている壮年の

男性が作業 にか り出されることになる。Aさ んは次のように話す。

(家に男性がいない ときの農作業は どうするのか と言 う問いに)「 それは、おる人

がやったっとったの。おる男の人がさ、その時 にやるんさ」

他 には石垣 を組 むことや水利関係の仕事、例えば溝の補修 などは男性の仕事 となってい

た。それ以外の作業(例 えば、種蒔 き、田植 え、刈 り入れ等)は 女性 と湯谷 にいた男性が

行った。男性が農作業 にあま り携わ らなかったのは、壮年期の男性は在所 で農業 をするよ

り林業労働で現金収入 を得 ることを求め られてお り、女性 に出来ることを在所に残ってや

ることは不経済であるか らである。つま り、生活戦略上の理由によって男性 は農作業 より
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も山で稼 ぐことを優先 したのであ り、湯谷の生活者全てがその点をよ く理解 していたqθ。

Cさ んはこのあた りの関係について、自身を例にこう語る。

「林業 は父親仕込み。親父は厳 しくて、頑固親父やったん。地拒 え、山刈 り、皮剥、

全部親父に仕込んで もらったんさ。百姓 は、儂の母親なん じゃけ ど、母親に仕込まれ

たんさ。今で も百姓仕事 は好 きやな。ああ、農作業はさ、林業 とちこうて 『作 ってい

る』って感 じがす るやろ。そう言う成果が出る楽 しみって言うのを味わってきたんや

な。それが百姓の楽 しみいうんか」

「田作 りは男の仕事やったんさ。女には田作 りみたいな力仕事はで きん。そう言 う

のは男の仕事やな。牛を使って作業するのはみんな男の仕事や ったな。女は農作業や

っ とった」

Cさ んの家は今で も水稲耕作 を続けてい るが、それはCさ んは湯谷で山林経営 を行ってい

たので在所で農業がで きたか らである。湯谷を含めた五郷町一帯では女性が農作業の中心

的役割を担っていたことは確かである。

山での食糧確保に農業は絶対不可欠であるが、その為の肥料採集 も当然重要 な作業 とな

る。湯谷では主な肥料 に草が使用 され る。草 は 「ノ(野)」 、 もし くは 「ノサ ン(野 山)」

と言われる雑草が生 える山の斜面か ら刈 り取 り、夏の間中積んで堆肥 として用 いた。 ノは

登記上 は個人の山で も実質的に共有地 として機能 してお り、ノが存在 していた頃まで は湯

谷集落に総有や共有 とい う概念が山村生活 にて顕在化 していた。 また、6月1日 は 「山入

りの 日」 と言い、湯谷の住人は湯谷のどの山林に入って草 を刈 って もいいことになってい

たとい う。その日ばか りは全ての山持 ちの山が住人に解放され、家族総出で草を刈るのが

年中行事であった。草刈 り仕事は当然男性 も行 うが、適宜必要な量を採集す るのはやは り

女性 の仕事 であった。「ノ」 と呼ばれる場所 は集落のす ぐ近 くの斜面 に存在 したが、現在

ではスギ林 と化 している。

当然、かつては糞尿 を腐 らせた肥 も使われていた。現在で も、多少は堆肥 を用いて畑仕

事を している。Cさ んの家では現在で も化学肥料を極力使用せず に堆肥 を中心 とした肥料

をや りなが ら水 田も畑 も耕作 している。Cさ んの家で堆肥 を使えるのは、彼の家が未だに

雑木林 を多少所有 していることと無関係 ではない。ノといわれた草刈 り場がな くなってか

ら、他の家では大量 に堆肥 を採集することは出来な くなって しまい、必然的に収穫量 自体

⑯ 男性 が農作 業をあ まりしない と言って も
、農繁期 に湯谷 に戻ってい る場合は農作業 に従事 してい

た。 しか しそれで も作業の中心は女性であ り、働け る男性 は須 く 「山仕事 に行 ってい た」のであ る。

京都社会学年報 第12号(2004)



150 江南:林 業従事者の生活史的考察

も少な くなった ようである。 しか し、現在 でも湯谷で農薬 を用いた農法 を採 る家はほとん

どないという。

湯谷の生活 において重要 な山林利用法の一つに、クリ、シイ、 トチの実などの堅果類採

集とキノコ類採集が挙 げられる。湯谷で も トチの実は重要な食材 となった。 トチを使 った

トチ餅 はこの地方では御馳走の一つ として好んで食された。現在で もトチ餅 を湯谷の人々

は作って食 しているが、かつて と較べて トチ餅 を作 ることが少な くなった。一つには トチ

やクリの木のような雑木を全て伐採 してスギ ・ヒノキを植 えたことに原因があるが、それ

によって食料 を奪 われた シカや イノシシなどが木の実 を全て食べて しまうため に湯谷の

人々が採取で きな くなって しまった。

それでも湯谷の女性 の何 名かは現在で も山に入って木の実やキノコ類 を採集 しに行 く。

木の実 もキノコ類 も収穫量が激減 したのは、雑木林が なくなったことが原因 と言われてい

る。

マツタケにしろシメジに しろ、 これ ら山で採れたキノコ ・山菜類 は日常の食卓に上るた

めに女性 や子供の仕事であった。彼女達 と山との関わ りは基本的に採集活動が主である と

言え よう。採集活動 は現在 も続 けられてお り、箒造 りに使 う蔓の類 を取 りに行った り、こ

けを取 りに行った りしてい る。蔓の類やコケにしても 「何時、 どの場所 に行 けば、どの様

な種類があるか」 を大体把握 してお り、必要量だけ採取す ることが可能 となっている。

湯谷の生活か ら浮 き彫 りになったのは、スギ ・ヒノキ といった針葉樹 による人工林化が

進んだに もかかわ らず、前近代的 とも言える古風 なライフス タイルを部分的に維持する山

村生活者 の姿である。 この ような暮 らしぶ りは、近代化の過程で衰退 していった林業 と対

峙させると、 より際だっている。

3-3山 対生活に見 る自発的行為

山村 と生業 との関わ りの中で、湯谷の男性が各種の林業労働に よって賃金 を獲得 して き

たことを既に述べた。 これ まで述べて きた賃労働=林 業労働 と農業 ・堅果キノコ採集以外

に、経済活動 として排除されるが山村維持 に欠かせ ない様々な労働が存在する。

Cさ んは、皮剥 と呼ばれる技術を有する数少 ない人である。皮剥 は 「カル コ」 と呼ばれ

る長 さ80cmほ どの棒 に 「シュロ」と呼ばれる2mほ どの縄 を結わえたもの使って木に登 り、

木の上の方から樹皮 を剥 ぎなが ら下 りて くる方法である。下 りる ときに 「皮 ムキ棒」 と呼

ばれ るもので皮 を剥 ぎなが ら下 りて くる。筆者が見たのはスギの皮剥であったが、剥いだ

皮 を屋根 を葺 くために用いるという。今 日の湯谷の家 は基本的に トタンや瓦 などで葺かれ
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ているが、1970年 くらいまでは杉皮で葺かれていた。現在では、Cさ んの所有する 「かや

の木館」 と呼ばれる旧家に用い られているだけである。

熊野一帯では、伐採方法の一つ として立木のまま樹皮 を剥 ぐ方法が採 られていた。 この

様な方法が採 られた理由は、材木の質が良 くなることと、林内か ら出材す る際に材木の重

量が軽 くなるため ダシの職人に喜ばれたこ とが挙げ られる。現在では皮剥 による伐採方法

は採 られな くなった。それはチェー ンソーによる伐倒 と集材機がある程度林内に入れるよ

うになったことで少々材木が重 くて も出せ るようになったからである。もう一つの理由は、

屋根 に吹 くための材料 として杉皮が必要 とされな くな り、皮剥 をする必然性がな くなった

か らである。現在では瓦だけでな くトタンで屋根 を葺 くことが多 くな り、手間をかけて ま

で杉皮で屋根 を葺 く必要性 はよ り低 くなっている。

かつて湯谷の里に近い斜面の殆 どは水田か畑 であった。 しか し、30年 ほ ど前から水 田に

競ってスギを植林 したため、集落の周 りはスギ林 と化 している。 スギ人工林は植林 して何

年か毎に間伐す る必要がある。間伐 しなければ下層に全 く日光が届かず、下層植生が貧弱

にな り地表の土壌 が流出す るこ とにな りかねない。山林所有者と しても間伐を行いたい と

考えているが、間伐材 を売却することで人件費をまかなうことはで きないために間伐 を行

うことはまれである。今 日、間伐材は相当安い値段で取 り引 きされてお りq71、作業す るだ

け赤字になる。その為、山林を所有 していて も全 く間伐 しないで放置 している林家は数多

く存在 し、手入れ されない 山林の荒廃が五郷町のみ ならず、 日本各地で問題 となってい

る。

この ような手間だけかか り経済的には何 の価値 も生 まない間伐作業 をBさ んは暇 を見つ

けて行 ってい る。Bさ ん 自身がチェー ンソーを用いて枝打 ちを行 った り、状況 を見ては何

本かの木を抜 き伐 りしている。それ らは全て林 内に放置 され、全 く商品 としての価値 を有

していない。 しか し、除伐間伐 を怠 ることで山林環境の悪化を招 くことを彼は良 く承知 し

てお り、全 く経済価値 を生 まないことを承知で木々を切 り続けている。

「この山は、昔 田んぼやってた ところ。 もう40年 生 くらいになるんかな。あの頃は

さ、植 えれば植えるだけ木が儲かるって言って、みんな田圃に(ス ギ ・ヒノキを)植

えたん よ。で も、今 こんな状況 じゃ、(原 木市場 に)出 したところでお金 にならんか

らね」

q71現在で は間伐材 を出 して売 る林 家が ないためあま り分か らないが
、森林組合 や熊野 原木市場 の方

に話 を伺 うと、1本 数千 円も値が付 けばか な り良い方である とい う。
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「で も、伐 っとかん と、山が荒れ るやろ。伐 りっぱな しに しとくんやけど、伐 らん

よりはええか ら」

間伐す る際で も、倒す方向の 「めっこ」をつけるのは難 しいという。思 った方向に倒すた

めにロープを用いて引っ張った りと臨機応変 に道具 を使い分 ける。切 り倒 した木は枝の部

分を大雑把 に切 り払い、幹の部分 も道にはみ出 した部分 を切 り離す。 こうして最低限の 山

林 と しての体裁 を保たせ てい る。「めっこ」 とい う単語 は林業の作業のみ に留 ま らない。

例えば、山の どのあた りに何が生 えているのか、 どこに何 を利用するのか、 山村の生活全

般で使われる単語である。めっこと言う単語はそれ 自体が山村生活の重要なキータームで

あ り、周 囲の自然環境 と上手 くつきあう事で 「めっこが利 く」 ようになるのである。

山に入って作業 をする者は鈍 を携帯する。錠 を持ってい くのは木々にまとわ りつ くツタ

を切った り、道をふ さぐ枝を払 うためである。スギや ヒノキにまとわ りつ くツタを放置 し

てお くと木が枯死 して しまうためにこまめに切 る。筆者がCさ んに林内を案内 していただ

いた時も、話 しなが らサ ッとッタを切っていた。山に入 るときに銘 を携帯す るのは男性が

多いが、女性 も気が付 けば枝 を払 った りする。 日本の森林 では、下層植生が豊富で良 く繁

茂するため、その都度刈 り取 らなければあ らゆる樹木の幼樹が育 たない。特 にササ は一気

に生えるためにこまめに刈 り取るのだが、この様 な作業は畑仕事や宅地周辺の山に入った

際に誰で も行 う。そ うす ることが山の木々を守 ることにもつながるか らである。

湯谷の山林は、昔 と較べると 「木が生えす ぎて、暗 くなった」 そうだが、他所に較べ る

と相当手 の行 き届 いた印象 を与える。Cさ んの所有 山林はCさ ん本人 とご子息、東京 出身

の作業者の3名 で手入れされている。それ以外の山林、特に里に近い山林は近隣の住人が

山に入ることで何 とか山としての体裁を保っている。 この様 な自発的な活動 によって、山

林の環境が保たれ、一般に言 う山林の公益的機能が保持されるようになるのである。

3-4小 括

本章において、生業、生活、 自発的行為の三つの生活軸が必要であることを説明 して き

た。生業 とは 「山で稼 ぐこと」、つま り経済活動 によって山村 生活 を継続 させる とい う生

活軸になる。生活 とは 「山に生 きること」であ り、衣食住 という生活の基底条件 となる諸

活動をここでは想定 している。最後の自発的行為は、それ単独で存在 しているのではなく、

生活のあ らゆる場面で現れて くるものである。 自然 と人間 との関わ りの中で、 自分の置か

れている立場、状況に よって自らが判断を下す 自発的な作業であ り、その技術 は林業作業

Kyoto Journal of Sociology XII / December 2004



江南:林 業従事者の生活史的考察 153

だけではなく農作業 に携 わっていて も必然的に身につ くスキルである。この ような作業 は

決 して固定的な作業ではないため、行 う順番 や優先順位 はその都度自分で決定 しなければ

ならない。 この ような労働を行 う技術を持たない ものは効果的 な山林利用 を行 うことは出

来ない。そのことは山村生活において不 自由を意味する。 この技術が特 に何 の経済的価値

も生み出さな くとも、この技術 を用いることは、山で よりよく活 きる事 に繋が ると言えよ

う。 このような認識を元に、 自発的行為 を 「山を生 きること」 と提起 したい。

敢 えてここで山村の生活軸 を三つに分 けたが、 これ らの活動 は独 自に存在す るのではな

く、相互補完的に存在する。稼 ぐことによって農業生産にも資本投下が行われ、「山で稼

ぐ」為 には山林の事情 をよく知 らなければならないか ら、「山を生 きる」技術 を有するこ

とが必要条件 となって くる。 また、 「山で稼 ぐこと」で 「山を生 きる」技術 は洗練 され、

よ り高度な熟練技術 として昇華する。山村の生活が山林内での採取活動を基層的条件 とす

るな ら、「山で稼 ぐこと」 はむ しろ 「山を生 きること」の延長線上にあるのか も知れない。

かつての山村生活では、これ ら三つの活動 は網の 目状 に結 びつ き、相互に連接 しなが ら存

在 していたと言えるだろう。

戦後の林業好景気の時代 に林業に関連す る部分、つ まり 「山で稼 ぐこと」が経済活動に

特化 し、この三つの活動の連関か ら分節化 して しまった。つ まり 「山で稼 ぐこと」が 山村

生活の中から遊離 し、山村生活 と別の視点で捉 えられるようになったことで林業 という生

業は山村生活の一つの営みではな く産業活動 として分析 されることを許 してしまったので

ある。

それは山村生活を維持す るための当然の選択であったかもしれない。 しか しそれによっ

て、集落が営々と築 き上げた棚 田や畑は欝蒼 としたスギ林 に変 わって しまった。社会情勢

の変化 によ り、植林 当時に期待 した経済的貢献は今 日全 く期待 できない。確かに、林業の

不振 は山村生活 に暗い陰を落 としている。 しか し、山村 生活の本質は 「山で稼 ぐこと」ひ

とつか ら見出 される ものではな く、これ ら三つの活動 を総合的かつ複合的に分析すること

で抽出 されるのである。

『《森林社会学》宣言』 において竹内静子は、山村の労働の特徴 を 「雑労働性」 にある

と規定 した。「雑労働性」 とは山村 を取 り巻 く自然 の持つ諸機能か ら多様 な価値 を引 き出

そ うとして生み出された山村的な労働の性格 であるというq8)。 自然の価値 を多様 に引 き出

しなが ら自然 と共生 してい く山民の 日常 的実践の延長線上 に、 山村労働の本質を見出 して

いる。 ここで は、「山で稼 ぐこと」 は山村生活者が自然 との関係 の中で習得 してきた技術

q8}竹 内 静 子 「森林 ・山村 の 労 働 社 会 学 」 『 《森 林 社 会 学 》 宣 言 』1989
、p.46
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を経済的価値 に還元する行為であ り、 「山で生 きること」 は生命維持 のために自然の持つ

再生産能力 を最:大化 させ る行為 であ り、「山 を生 きること」は 自然の持つ多様性 を引 き出

す技能や技術 ということになろ う。

内山節 は 『思想 としての労働』のなかで、彼 自身の山村生活での経験 に基づいて、「稼

ぎ」 と 「仕事」の違 いに注 目している。内山は、「稼 ぎ」 とはまさしく賃労働に出て日銭

を稼 ぐということであるが、 もしもしなくて もいいのならしないが現実にや らなければな

らない労働であ り、一方で 「仕事」 とは村 の営みにな くてはならないもの と捉 えてい る。

彼は、前近代の労働 と近代以降の労働 について、前者が 「人間の営みその ものである」の

に対 して、後者は 「労働 こそ人生であると言えな くなった人間たちが、労働が社会を支え

ていると確認することによって、 自分の労働に意味を見いだ」さなければならな くなった

行為 であると指摘 している。山村 における 「稼 ぎ」 と 「仕事」 とい う労働 の総体が人間の

営みその ものであ り、「山で稼 ぐこと」 とい う生活軸 は近代的 な労働であると位置づけ ら

れる。

2人 の論 を元 に三つの生活軸の関係 を述べる と、山村生活を再生産するため積極的 に経

済活動 にコミッ トしてきた事 によって、「山で稼 ぐこと」が他の生活軸 と乖離 し、意図せ

ざる結果 として 「山で稼 ぐこと」 とい う生活軸の分節化 を招いて しまった。だが しか し、

「山で稼 ぐこと」 という生活軸 は衰退 して しまったが、それを生み出 した 「山を生 きるこ

と」 と 「山で生 きること」 という二つの生活軸が近代的価値観 に取 り込まれずに今 日も息

づいている。

近代化の過程の中で 「山で稼 ぐこ と」 という一つの生活軸 を失いつつ も、「山を生 きる

こと」 とい う日々の活動の中で 「山で稼 ぐこと」の技術が想起 され、山林 との関わ りの中

で常 に引 き出される技術 や創意工夫が 日常的に立 ち現 れる。「山で生 きること」 とい う基

底 的生活条件 をライフワークとして維持 し続けなが ら、 日々の活動で 「山を生 きるこ と」

を無意識 に行 っている。内山節の論 を借 りれば、未だに前近代的な労働 を行っていると言

え よう。

4お わりに

本稿では、 山村 を農業集落の延長線上には位置付けず、山林 との密接 な関係性か ら生 ま

れる山村独 自の労働存在 を再定義 し、生活者の語 りか ら山村生活の諸側面について述べて

きた。

山村生活者は高齢化 し、かつ ての活力 を失って きている とい う事実は否定 しない。「生
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業」 としての林業は勢いを失い、「山持 ちは金持ち」 とい うかつ ての認識 も薄 れて きた。

スギ ・ヒノキ人工林型 山林経営は経済システムに包摂され、 山村の経済活動が縮小再生産

のスパイラルに入 り込んで しまった。山村は農業とい う生業 に収敏せず に多様な生業を営

むことで多様 な生活文化 を形成 して きたと述べて きたが、スギ ・ヒノキの一斉植林は山村

が林業 とい う生業 に収敏する事 を促 して しまった。山村生業の林業へ の収敏 は、それまで

相互に結びついた三つの生活軸から 「生業」が分節化して特権的な位置を与えられたこと

を意味 し、山村が社会経済構造 に取 り込 まれるとい う結果 を招いたのである。

山村生活では、常 に 「生業」「生活」「自発的行為」の三つの生活軸 を実践す る必要に迫

られる。 山村生活者 はそれ らを経済的背景や時代的風潮 といった外部状況に合わせ、そ し

て 自らの生活戦略に基づいて実践す る。何か 「や らされている」「生かされている」 とい

う外的強制力 によって生 きるのではな く、彼 らなりの感受性や蓄積 された人生経験か ら主

体的に選び取った生活の場 として山村は存在 し続けているのである。
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An Investigation into the Life History of Forest 

                Labourers: 

  Reexamining the Life in a Forest Village

Kenji ENAMI

     Rural sociology in Japan has studied rural mountainous societies mostly from 

the viewpoint of political economy. To understand the reality of people's life in a forest 

village, the introduction of the life history method should be helpful. 

     In this article, the situation of people in mountainous societies in Japan will be 

examined by focusing on life history. It will be argued that their everyday activity and 

their life plans (to drift off from wage work and/or to move away from big cities) cannot 

be explained from the perspectives of political economy. They should better be 

understood as active commitments of each individual. 

     I have conducted my research mainly in Yunotani, Mie prefecture. Yunotani is 

a forest village with a small population of about 30. Many of my informants, now aged 

over 65, have experienced working as forest workers, and now live on pension. In my 

interviews with them, I have asked what they actually did as forest workers, why they 

chose that job, and why they continued to live in Yunotani even after retirement. 

     From these interviews, three dimensions of their everyday life became 

delineated: "occupation", "existence" and "voluntary acts". "Occupation" means 

earning their bread as forest workers. "Existence" means maintaining their everyday 

life. "Voluntary acts" are the skills that inhabitants in mountainous villages have 

developed to maintain their environment. In other words, they are the skills to enrich 

their environment. 

     Each activity is indispensable to village life, and they are. related to one another 

very closely. In recent years, however, the category "occupation" has become detached 

from the other two. This isolation is caused mainly by the decline of forestry in 

general, and it had direct impact upon the life of Yunotani villagers. The inhabitants 

call it "collapsing forest villages". In conclusion, I have argued that the key to revive 

"occupation" should lie in the two remaining activities
, "existence" and "voluntary 

acts".
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