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山間にある長野県阿智村清内路集落では，集落中心部には耕地が確保できないため，日当たりの良い斜面の高地に耕作

地を求め，そこに夏の間一定期間過ごす「出作り」をしてきた。この風習の現代的な継承のために，経験者による「語り

部」の可能性とエコミュージアムの仕組みが考えられる。現在では本来の出作りも語り部もほとんど消滅している。この

数年の出作りの家の動向について記録しリストを再整理し，とくに山の家と里の家の距離やコミュニティ関係など，二拠

点居住のもつ意義についても考察した。また，その地域文化の伝承を進めるために語り部に対するエコミュージアムの役

割についても考察した。 

キーワード：１）出作り，２）語り部, ３）エコミュージアム，４）山間集落，５）二拠点生活，

６）文化継承，７）地域遺産，８）セカンドハウス，９）マルチハビテーション，１０）空き家

THE ROLE OF ECOMUSEUM FOR CULTURAL INHERITANCE OF 
OUT-GOING FARMING ”DEZUKURI” 

-A study on Seinaiji community in Achi-mura Village, Nagano as an ecomuseum -Part 2-

Ch. Kazuoki Ohara 
Mem. Yasuhiro Fujioka, Tadahito Emizu 

 Seinaiji district of Achi-mura village, Nagano have been keeping the custom of “out-going” farming called “Dezukuri”. With its steep 
slopes and deep gorges, it has few patches of plain-land. Under such circumstances, the villagers cultivate on the mountain slope and 
build a small house in which they stay during summer. But with the development of modern commercial economy and social change, 
the unique life style has declined with only a few exceptions. This study describes how they managed to maintain life both in the mountain 
and the gorge, and what ecomuseum should do to encourage interpreters who tells stories about the special life in the region. 

1．研究の目的と方法

1.1 はじめに 

本研究は，その１文１）に続き，長野県阿智村の谷合の

村，清内路集落（旧清内路村）で行われてきた「出づく

り」注１)についての調査研究の第二報である。「出づくり」

とは，「生活の本拠となる集落から遠く離れたところに耕

地があり，毎日往復して作業を行うことが困難な場合に

は，そこに小屋をたて，一定期間移り住んで農作業を行

い，収穫を終えた後，本拠とする村に帰ってくる」慣行

（日本民俗辞典）のことである。清内路集落では，４月

から 10 月までの夏の間，日当たりの良い耕地を求めて

山の上の家に家族全員で移住し耕作し，冬は耕作地の小

さな麓の集落に帰って生活をしていた。この習慣を，村

の貴重な財産と捉え守り伝えていく，エコミュージアム

活動「全村博物館」を阿智村全体では展開している文３）。

村民全員が学芸員として地域の歴史文化を伝承する活動

である。 

前報では，このことの実態を記録することの重要性か

ら多面的に情報を収集した。さらに，一家族に一住戸と

いう原則に固執することなく，複数拠点や地域全体を住

みこなすための居住の術が必要となっていることに鑑み，

そのユニークな事例としての二拠点居住としての出づく

り文化について考察をした。来るべき時代における住生

活の知恵を，これらの事例から学ぶことができたが，大

変残念なことに，その慣習はほとんど元のままでは継承

されておらず，実際は以前のような生活ではないが，か

ろうじて二拠点生活をおこなっているのは，高齢になっ

た１名のみとなっている。 

2015 年度から実施してきた研究では数軒の山の家の

実態調査は実施できたが，そのほとんどは使用されてお

らず空き家，廃屋となり，使用されているものであって

も所有者が変わるなどしており，もとの状態からは大き
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 村民が自ら保全活動へと参加することに少しでもむす

びつけるために，これまでの調査結果について，当該地

区の住民に対し実例の写真（図 1-1）などを紹介し，2017

年と 2018 年に，報告会とフォーラムを開催した。 

 2017 年の報告会では，昨年の集落の住民に対するアン

ケート調査の結果と，出作りの家の現状報告をおこなっ

た。調査結果について，修正点や新たな情報が数多く寄

せられた。この報告会では，出作りの意義と文化として

の個別性や重要性などを理解してもらうことはできたと

思われる。 

さらに，ワークショップとして，山の家と里の家（集

落の家，ムラの家とも呼んでいる）を結びつける作業を

おこなった。大きな地図上で，実際にどの家がどこの場

所に山の家を所有しているか（いたか）を紐付けした（図

1-2 の写真参照。なお，プロットについてはおよその場

所が想定されるだけで，すべての位置が特定できたわけ

ではない）。「縁」を表現するに当たって赤い糸で結びつ

け，視覚化した。80 件もあり，知らない家も多いと予測

され，当初は作業は比較的難しいと予想してはじめたが，

実際には村民の把握はほぼ完全に近く，ほとんどの家が

下清内路集落 

図 1-2 清内路地域の出作りの家の分布と「山と里の結びつけワークショップ」風景 

く変化している。調査に手をつけるのがすでに少し遅か

った感がある。現時点では，さらに継続して調べるほど

の原型を保った事例はほとんど無くなっている。せめて，

研究結果を残し，地域の人たちに自分たちの貴重な文化

があったことを知らしむための行動を起こすことが必要

と考える。 

そこで，継続研究としては，この大変重要な地域の財

産としての「出作り」文化について，可能な限りの現状

を調べ，それを，地域でとり組んでいる全村博物館（エ

コミュージアム）の活動のコンテンツに載せることによ

って，エコミュージアムとしての機能すなわち，地域住

民が自らの文化やアイデンティティを再確認するため，

その役割をいかにして発揮できるかどうかを考察し，フ

ォーラムなどを試験的におこなう研究として継続する。 

出づくりの山の家は，前回の調査文１）では現在 70 軒あ

まりが残っていたが，村の活動に携わっている人の話に

よると今でも夏の間に山の家に居住しこのような生活の

体験を持っている高齢者は極めて少なく，生活を語る「語

り部」としての期待はうすくなっていると思われる。 

使われていない山の家は都会からの山村移住者にも

貸し出されているなど，前報告では，既往研究文 4,5）の研

究をもとにこの家屋の現在までの変遷をまとめることが

できた。山の家を活用したエコミュージアム活動（地域

を丸ごと博物館として地域の文化歴史自然環境等を保全

継承していく仕組み）が，この文化継承に寄与する方策

となるか考察をすすめ，地域全体の活力向上策を探るこ

とを研究の目的としたい。 

 

1.2 研究の目的 

 これまでの調査文 1,4,5,13-16）から，すでに出作りの風習

は，当該地域においてほとんど消滅しかかっているが，

物理的には建築として多くは現存している。まずは，そ

の貴重な事例を記録することが喫緊の課題であると言え

る。これを何らかの形で伝承するためには，村民に対し

ての働きかけが必要であり，その資料や事実を記録し，

可視化し，一般住民に普及させることがまず重要となる。

本研究は，そこにおけるエコミュージアム活動の意義や

役割を，さまざまな試行をおこなうことによって考察す

ることを目的とする。つまり，現状を捕捉調査した結果

を，住民間で共有するために資料の配付や解説，フォー

ラムの開催や展示・普及活動などを試みて，当該地域の

住民の意識向上の契機とし，またその有効な手法として

のエコミュージアムにおける「語り部」についての意義

と役割について考察する。 

 

1.3 研究の方法 

前年度研究の継続として，これまでの成果をまとめ，

引き続き，具体的には，以下のような調査やワークショ

ップなどの手法で情報を付加し考察をすすめた。 

１）補足的な調査 ひきつづき実例についてさらに可

能な限り実地調査し，実測，記録する。 

２）地域住民からのヒアリングの補足 事例収集 

３）地理学等，他の研究者へのヒアリング 

４）現状の出作り民家のデータベース作成とその更新 

５）資料集の作成と配布 

６）出作り文化を考えるフォーラムの開催 

７）阿智村全村博物館（エコミュージアム）活動の現

状把握と考察 

８）他地域のエコミュージアム活動との比較考察 

などにより，住民に対しての普及活動をおこない，そ

のことによって，エコミュージアムや語り部による伝

承意識の啓発がどのように可能かを検証する。 

さらに，調査結果およびその活動の結果を，本として

出版し，記録として保存することともに，広く住民に対

しての周知をはかることを企画している。 

① 報告会とワークショップの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 出作りの家の写真の一例（桜井正彦氏撮影） 
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図 1-1 出作りの家の写真の一例（桜井正彦氏撮影） 
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家を本拠地として，住宅を建て替えるなどして，二拠点

を辞めてしまった例で，当初からみると 10 件ほどがそ

のような変化を見せ，道路が整備され自家用車で容易に

市街地に行くことのできる地域での住まい方の選択肢

として実施されている。 

 一方，現在利用されていない住宅については，いまや

空き家として放置されていた後に次々と半壊，廃屋にな

っていると見なされる。正確な位置も現在はわからず，

もはや通路も確認できない状態や，アクセスする道が無

くなり行くこともできなくなっている例も少なくない

状態となっており，すべての山の家を訪ねることはでき

ない。情報は，村の住民によるもので，それも数年前の

情報であるなど，実際には廃屋化は進んでいるものと見

られる。 

ここ数年間での変化について表 2-2 で，明らかに前調

査時点と変化しているもの 17 事例について一覧してい

る。2016 年の調査時点で通い耕作であったものも，その

頻度は少なくなっており，総じて利用状況は減少してい

る方向にあると言えよう。住宅は放置すると一層劣化が

進むとの考え方は周知されており，中には，自らの家族

が継続して利用するのではなく，他人に貸し出すことで

使用してもらっているものや，農林業を目指す I ターン

移住者のための住まいとして賃貸している例などもわず

かだが存在する。本来の居住者の高齢化などによって，

山の家の利用は少なくなってきており衰退の傾向にあり，

空き家から廃屋を経由して，すでに住宅としては消滅し

ているものも増えてきている。 

 

 2.2 山の家と里の家の位置に関する考察 

位置をほぼ確認することができて，地図上にプロット

できたものについて，それぞれの緯度経度をデータとし

て，山の家と里の家との距離を単純に直線ユークリッド

距離として算出した。両者ともに特定できたものは 67 事

例である。 

 まず，図 2-1 は，その距離の分布を見たものだが，

最も近いものが 404m であるが，ピークが 1.8km 程度で，

最大 3.75km の距離にあるものまで分布している。平均

距離は，約 2km（1.98km）となっている。この値は直線距

離だが，多くの山の家は沢伝いに山の斜面地を昇った上

に立地しており，道は曲がりくねっており，移動のため

の歩行距離，また負担感はこの２～３倍程度以上と考え

られ，４～６km に相当するものと思われる。既往文献に

よると「里の家から数キロから遠いところでは５キロほ

ど離れたところに耕地を求めた文 5」」「近い所で１キロ、

遠い所は８キロくらい文 6」」の距離とされている。幅があ

るが，直線距離で 400m から 4km 程度まで，現存するもの

も同様であると言える。 

 

 

 

 

図 2-1 山の家と里の家との距離の分布 

表 2-2 出作りの家（山の家）の２年間の変化 

2016 年は個別に村民から収集した情報，2018 年は公開の報告会・ワーク

ショップ参加者の情報により修正したもので，変化のあった事例のみ掲

載。番号は調査上の通し番号で、地名は地図での表記に合わせた。 
番
号 

地名 現 状 （ 2018
年） 

2016 年⽂ 1)からの
変化 

21 松⼭ 定住 定住→建替 
22 カタ草 賃貸 通い耕作→貸出 
16 くるみが嶋 廃屋 空き家→半壊 
12 弁天 消滅 空き家→倒壊 
53 ビヤ 廃屋 不明→廃屋 
49 古屋敷 季節定住 定住→季節定住 
76 細畑 廃屋 廃 屋 → 取 り 壊 し

予定 
26 松沢 通 い 耕 作

（稀） 
通 い 耕 作 → 通 い
（稀） 

61 ⼤桜 貸 出  賃 借
⼈が定住 

通い耕作→貸出 

63 ⼤桜 通い耕作 空 き 家 → 通 い 耕
作 

42 兎平 消滅 廃屋→倒壊 
1 平瀬 廃屋 空き家→廃屋 
2 平瀬 消滅 空き家→倒壊 
3 平瀬 空き家 通 い 耕 作 → 空 き

家 
4 平瀬 通 い 耕 作

（稀） 
通 い 耕 作 → 通 い
（稀） 

11 野⽥ 廃屋 空き家→半壊 
78 不明 廃屋 定住→廃屋 

関連づけをすることができた。この作業では，現地の住

民による情報の集約が得られた。個別に調査をおこなう

のではなく，ワークショップで一堂に会して作業をおこ

なうことが有効な結果をもたらした。 

その結果，および補足実態調査をおこなった結果をも

とに，翌年の 2018 年に，研究フォーラムの形式で再び現

地の廃校になった中学校を会場にして，報告会をおこな

った。 

報告会（研究フォーラム）では，住民の参加する中，

ひとつひとつの山の家についての調査結果を報告し，そ

れに関する現状の情報への更新，さらに細部の修正や新

しい情報付加などをおこなった。さらに新しい情報が得

られることとなり，データベースを更新することができ

た。さらに全村を対象とした研究フォーラムとして，出

作りについてだけではなく，これまでの清内路地域にお

ける研究としての，伝統的産業としての煙火づくりにつ

いての研究報告と全村博物館構想とその活動の実情等に

ついても報告をおこない，清内路地区および阿智村に関

する歴史と伝統的文化の継承についての認識を深めるこ

とができた。 

② 出作りの家 補足調査 

 ワークショップによって新たに集まった情報から，調

査未実施の家屋の実地調査を数軒おこなった。それらの

事例からは，山の家をより多く利用するようになった場

合，住宅としての快適性を向上させるための改修が必要

となり，その時には険しい山の斜面地や道路などの条件

によって，工事が難しいなどの実態を聞き取ることがで

きた。単純に利用を継承する家族の問題だけではなく，

具体的に保全活用をおこなうにあたっては，地形的条件

が大きな問題点として指摘される。 

③ 他地域のエコミュージアムにおける語り部の調査 

 国内のエコミュージアムのいくつかにおいても，語り

部による文化伝承の試みをおこなっている事例がある。

ここでは，他地域の取り組みにおける語り部の，エコミ

ュージアムにおける役割やけについてヒアリングをおこ

なった。これまで活発な活動がおこなわれている南房総

の館山エコミュージアムと宮川流域エコミュージアムな

どを対象とした。 

 

2．清内路地域における出作りの実態 

2.1 山の家の利用状況とその変化 

 山の家は，下清内路の集落から離れて山あいに分散し

て位置しており，図 1-2 にみられる地図プロットのよう

に非常に広範囲に分布している。 

前報告文 1)において 2016 年に山の家の存在を桜井正彦

氏らと確認し，2011～12 年の市川による調査文４）を参照

し，そこで得られた山の家の情報から，写真，存在場所，

所有者，利用状況などについてのデータベースを作成し，

2017 年のワークショップと 2018 年の報告会で広く地域

の住民と一緒に 1 軒ずつ所在や内容を確認した結果，出

作り先の家（山の家）については，今年度は 82 軒が確認 

できた（表 2-1）。大まかな傾向については前年度と変わ

っていないが，昨年との違いとしては１軒減少となった。

これは，その１軒については重複してリストアップされ

ていたことが，持ち主の名前を照合していたところで確

認できたためである。 

 出作りを実際に継続している家は 1 軒のみとなってお

り，これは，調査をはじめた 2016 年時点から変わらな

い。しかし，実施者は高齢で次の世代に続く可能性も無

いため，今後さらに旧来の形で続いていくことは期待で

きない。 

他の利用のされ方について見てみると，全数 82 件の

うち，約半数弱の 36 件が何らかのかたちで利用されて

いるが，空き家となっている 14 件を含み 46 件は利用さ

れていない。利用中の中で大半を占めるのが，通い耕作

として畑を利用しているもので 27 件あり，自家用車で

里から通って間欠的に手入れをしている。これらの中に

は，山の家の住宅を，趣味などを楽しむセカンドハウス

として利用しているものもある。昨年空き家であったも

のの中で１件は，通い耕作を次世代によって復活したも

のもある。 

比較的規模の大きい家の中には，普段は空き家である

が年に２，３回程度，合宿所として貸出するなどの例も

ある。また，定住の事例は，本来の集落にあった本宅の

家を引き払い，広い畑を確保できる環境条件の良い山の

表 2-1 出作りの家（山の家）の現状と推移 

2016 年は個別に村民から収集した情報，2017 年，2018 年は公開の報告会・

ワークショップによる複数の参加者からの情報により修正したもので作成    
2018

年 
2017

年 
2016

対象事
例 

出作り    利
⽤
中 

２拠点居住 1 1 1 1 

通い耕作 ２拠点利⽤ 27 28 27 27 
定住 １拠点化 

4 4 3 
2 

季節定住   1 
売却・賃貸   4 2 2 2 
空き家 ⾮利⽤ 14 15 19 19 
廃屋  利⽤不可 

31 32 24 
17 

 消滅 7 
 撤去  0 
不明      1 1 1 1 

合計     82 83 77  
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家を本拠地として，住宅を建て替えるなどして，二拠点

を辞めてしまった例で，当初からみると 10 件ほどがそ

のような変化を見せ，道路が整備され自家用車で容易に

市街地に行くことのできる地域での住まい方の選択肢

として実施されている。 

 一方，現在利用されていない住宅については，いまや

空き家として放置されていた後に次々と半壊，廃屋にな

っていると見なされる。正確な位置も現在はわからず，

もはや通路も確認できない状態や，アクセスする道が無

くなり行くこともできなくなっている例も少なくない

状態となっており，すべての山の家を訪ねることはでき

ない。情報は，村の住民によるもので，それも数年前の

情報であるなど，実際には廃屋化は進んでいるものと見

られる。 

ここ数年間での変化について表 2-2 で，明らかに前調

査時点と変化しているもの 17 事例について一覧してい

る。2016 年の調査時点で通い耕作であったものも，その

頻度は少なくなっており，総じて利用状況は減少してい

る方向にあると言えよう。住宅は放置すると一層劣化が

進むとの考え方は周知されており，中には，自らの家族

が継続して利用するのではなく，他人に貸し出すことで

使用してもらっているものや，農林業を目指す I ターン

移住者のための住まいとして賃貸している例などもわず

かだが存在する。本来の居住者の高齢化などによって，

山の家の利用は少なくなってきており衰退の傾向にあり，

空き家から廃屋を経由して，すでに住宅としては消滅し

ているものも増えてきている。 

 

 2.2 山の家と里の家の位置に関する考察 

位置をほぼ確認することができて，地図上にプロット

できたものについて，それぞれの緯度経度をデータとし

て，山の家と里の家との距離を単純に直線ユークリッド

距離として算出した。両者ともに特定できたものは 67 事

例である。 

 まず，図 2-1 は，その距離の分布を見たものだが，

最も近いものが 404m であるが，ピークが 1.8km 程度で，

最大 3.75km の距離にあるものまで分布している。平均

距離は，約 2km（1.98km）となっている。この値は直線距

離だが，多くの山の家は沢伝いに山の斜面地を昇った上

に立地しており，道は曲がりくねっており，移動のため

の歩行距離，また負担感はこの２～３倍程度以上と考え

られ，４～６km に相当するものと思われる。既往文献に

よると「里の家から数キロから遠いところでは５キロほ

ど離れたところに耕地を求めた文 5」」「近い所で１キロ、

遠い所は８キロくらい文 6」」の距離とされている。幅があ

るが，直線距離で 400m から 4km 程度まで，現存するもの

も同様であると言える。 

 

 

 

 

図 2-1 山の家と里の家との距離の分布 

表 2-2 出作りの家（山の家）の２年間の変化 

2016 年は個別に村民から収集した情報，2018 年は公開の報告会・ワーク

ショップ参加者の情報により修正したもので，変化のあった事例のみ掲

載。番号は調査上の通し番号で、地名は地図での表記に合わせた。 
番
号 

地名 現 状 （ 2018
年） 

2016 年⽂ 1)からの
変化 

21 松⼭ 定住 定住→建替 
22 カタ草 賃貸 通い耕作→貸出 
16 くるみが嶋 廃屋 空き家→半壊 
12 弁天 消滅 空き家→倒壊 
53 ビヤ 廃屋 不明→廃屋 
49 古屋敷 季節定住 定住→季節定住 
76 細畑 廃屋 廃 屋 → 取 り 壊 し

予定 
26 松沢 通 い 耕 作

（稀） 
通 い 耕 作 → 通 い
（稀） 

61 ⼤桜 貸 出  賃 借
⼈が定住 

通い耕作→貸出 

63 ⼤桜 通い耕作 空 き 家 → 通 い 耕
作 

42 兎平 消滅 廃屋→倒壊 
1 平瀬 廃屋 空き家→廃屋 
2 平瀬 消滅 空き家→倒壊 
3 平瀬 空き家 通 い 耕 作 → 空 き

家 
4 平瀬 通 い 耕 作

（稀） 
通 い 耕 作 → 通 い
（稀） 

11 野⽥ 廃屋 空き家→半壊 
78 不明 廃屋 定住→廃屋 

関連づけをすることができた。この作業では，現地の住

民による情報の集約が得られた。個別に調査をおこなう

のではなく，ワークショップで一堂に会して作業をおこ

なうことが有効な結果をもたらした。 

その結果，および補足実態調査をおこなった結果をも

とに，翌年の 2018 年に，研究フォーラムの形式で再び現

地の廃校になった中学校を会場にして，報告会をおこな

った。 

報告会（研究フォーラム）では，住民の参加する中，

ひとつひとつの山の家についての調査結果を報告し，そ

れに関する現状の情報への更新，さらに細部の修正や新

しい情報付加などをおこなった。さらに新しい情報が得

られることとなり，データベースを更新することができ

た。さらに全村を対象とした研究フォーラムとして，出

作りについてだけではなく，これまでの清内路地域にお

ける研究としての，伝統的産業としての煙火づくりにつ

いての研究報告と全村博物館構想とその活動の実情等に

ついても報告をおこない，清内路地区および阿智村に関

する歴史と伝統的文化の継承についての認識を深めるこ

とができた。 

② 出作りの家 補足調査 

 ワークショップによって新たに集まった情報から，調

査未実施の家屋の実地調査を数軒おこなった。それらの

事例からは，山の家をより多く利用するようになった場

合，住宅としての快適性を向上させるための改修が必要

となり，その時には険しい山の斜面地や道路などの条件

によって，工事が難しいなどの実態を聞き取ることがで

きた。単純に利用を継承する家族の問題だけではなく，

具体的に保全活用をおこなうにあたっては，地形的条件

が大きな問題点として指摘される。 

③ 他地域のエコミュージアムにおける語り部の調査 

 国内のエコミュージアムのいくつかにおいても，語り

部による文化伝承の試みをおこなっている事例がある。

ここでは，他地域の取り組みにおける語り部の，エコミ

ュージアムにおける役割やけについてヒアリングをおこ

なった。これまで活発な活動がおこなわれている南房総

の館山エコミュージアムと宮川流域エコミュージアムな

どを対象とした。 

 

2．清内路地域における出作りの実態 

2.1 山の家の利用状況とその変化 

 山の家は，下清内路の集落から離れて山あいに分散し

て位置しており，図 1-2 にみられる地図プロットのよう

に非常に広範囲に分布している。 

前報告文 1)において 2016 年に山の家の存在を桜井正彦

氏らと確認し，2011～12 年の市川による調査文４）を参照

し，そこで得られた山の家の情報から，写真，存在場所，

所有者，利用状況などについてのデータベースを作成し，

2017 年のワークショップと 2018 年の報告会で広く地域

の住民と一緒に 1 軒ずつ所在や内容を確認した結果，出

作り先の家（山の家）については，今年度は 82 軒が確認 

できた（表 2-1）。大まかな傾向については前年度と変わ

っていないが，昨年との違いとしては１軒減少となった。

これは，その１軒については重複してリストアップされ

ていたことが，持ち主の名前を照合していたところで確

認できたためである。 

 出作りを実際に継続している家は 1 軒のみとなってお

り，これは，調査をはじめた 2016 年時点から変わらな

い。しかし，実施者は高齢で次の世代に続く可能性も無

いため，今後さらに旧来の形で続いていくことは期待で

きない。 

他の利用のされ方について見てみると，全数 82 件の

うち，約半数弱の 36 件が何らかのかたちで利用されて

いるが，空き家となっている 14 件を含み 46 件は利用さ

れていない。利用中の中で大半を占めるのが，通い耕作

として畑を利用しているもので 27 件あり，自家用車で

里から通って間欠的に手入れをしている。これらの中に

は，山の家の住宅を，趣味などを楽しむセカンドハウス

として利用しているものもある。昨年空き家であったも

のの中で１件は，通い耕作を次世代によって復活したも

のもある。 

比較的規模の大きい家の中には，普段は空き家である

が年に２，３回程度，合宿所として貸出するなどの例も

ある。また，定住の事例は，本来の集落にあった本宅の

家を引き払い，広い畑を確保できる環境条件の良い山の

表 2-1 出作りの家（山の家）の現状と推移 

2016 年は個別に村民から収集した情報，2017 年，2018 年は公開の報告会・

ワークショップによる複数の参加者からの情報により修正したもので作成    
2018

年 
2017

年 
2016

対象事
例 

出作り    利
⽤
中 

２拠点居住 1 1 1 1 

通い耕作 ２拠点利⽤ 27 28 27 27 
定住 １拠点化 

4 4 3 
2 

季節定住   1 
売却・賃貸   4 2 2 2 
空き家 ⾮利⽤ 14 15 19 19 
廃屋  利⽤不可 

31 32 24 
17 

 消滅 7 
 撤去  0 
不明      1 1 1 1 

合計     82 83 77  
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区からはじめて人里離れた地区まで並べてみると，図 2-

4 のような順序となり，山の家間の距離平均として示し

ている。この図ではさらに，その地名の順で，先に算出

した個々の里から出作りの家（山の家）までの距離につ

いて，地区別平均を出してみた。これから，概ね里の家

と山の家の関係は，遠く離れるほど出作りの家も遠く離

れているが，いくつかの地区ではそうはなっていない。

カタ草，舟久保，松沢，ワデ，うつぼ等といった地域で

は，出作りの家としては不便な地域ではあるが，比較的

そこに近い家の人が出作りをしている様子がうかがえる。 

 図 2-5 では，家ごとに，里の家間の距離と山の家間の

距離との関係を見たものであるが，相関関係にはないこ

とが分かる。これらはどちらの指標も，（ふたつの重心地

は一致しているわけではないが）重心からの距離を示し

ていることから，これは集落の中の里の家の位置関係と

山の家の位置関係は，関係が無いことを示している。フ

ォーラムの際のワークショップにおいて里の家と山の家

を手作業でつなぎ合わせ地図上にプロットしたが，図 2-

6 は，各住戸の緯度経度を XY 座標において各住戸の位置

を図化したもので，山の家と里の家とのリンクを表した

ものである。隣り合った家が必ずしも同じ方向に山の家

を所有しているのではないことがわかる。 

これまでに出作り生活に関するヒアリングから，集落

の隣近所関係と出作りの土地の隣近居関係は異なってい

る，ということを聞くことができており，このことと符

号すると考えられる。すなわち，集落におけるコミュニ

ティと出作りの土地のコミュニティは異なり，出作りと

いう二拠点生活をすることにより，二重のコミュニティ

を経験してきたということが言えるのではないだろうか。

これは，より豊かな複雑な人間関係，より幅広い交流関

係を持つこととなり，出作りというシステムが山村部で

固定しがちな近隣関係をより柔軟にかつ一体的に保つ役

割も果たしてきたと推察される。 

  

3．エコミュージアムにおける語り部の意義 

3.1 阿智村全村博物館構想における語り部の位置づけ 

 地域全体を屋根のない博物館に見立てた「全村博物館

構想」にもとづくエコミュージアム活動「阿智村全村博

物館」では，各地区での自主的な取り組みを重視してい

るが，中でもこの清内路地域では，語り部を意識した活

動が進んでいる。 

新たな取り組みとして，村では，全村博物館構想を進

めるために，2015 年度から新しい取組として認定地域資

源制度と案内人登録制度をはじめた。認定地域資源制度

は，地域の方から申請のあった地域資源を村が認定する

もので，地域資源を多くの人に知ってもらうこと，実際

に守っている方々を応援していくことを目指している。

その一方で，案内人登録制度は地域を案内する人を募り，

登録し，来訪者に紹介していく制度である。 

村の目論見では，いわばモノとヒトの資源を登録し育

てていく仕組みとして推進させたいとの意図によるが，

実際には，認定資源は 15 箇所ほど認定されたが，案内人
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は，馬方会,栗矢の無礼講,備中原つつみ公園,おらほの夢
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を活かしたネットワークが必要となるが，主に予算上の

配分などで常にまとまりを取りにくい点が実情である。 

 案内人だけではなく，実際に出作りについては，実体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 山の家と里の家のリンク図 

高地への移動となるため，徒歩では農作業のために毎

日通える範囲ではない。出作りの多かった時期には，子

ども達は里の学校に通学していたということだが，通学

は時間がかかるが不可能ではない距離であると言える。

自家用車が無い時代においては，運搬の伴う農作業の目

的では通うことは無理だが，通学は可能というぎりぎり

の距離を設定していたことが推察される。 

 次に，図 2-2 は，その距離を山の家の利用状況別に見

たものである。まず，出作りを実施している家は，2.54km

の距離にあり，平均よりもやや遠いところに位置してい

る。実際には，近いところだけが出作りを続けていると

いうことでも無い。通い耕作，定住や季節定住は，それ

よりもやや近いところに立地している。利用の状況分類

別にみると最も近いところにあるのが，定住の場合とな

っている。これは，比較的集落に近い所なので，利便性

が高く住みやすいということではないだろうか。一方で，

空き家，廃屋や消滅といった，非利用系は，やはり里の

家から遠いところに分布している。現代では自家用車な

どでアクセスできるところも多いので，利便性の差は単

純に距離だけでは無いだろうが，距離も大きな要因のひ

とつとなっていることが想像できる。 

 次に，里の家同士の距離，山の家同士の距離を家ごと

に算出したものが図 2-3 である。これらは，例えば１番

というひとつの里の家に対して２番～78 番の他の家と

の距離を算出しその平均値を出したもので，里の家であ

れば集落の重心からの距離を表すものと言える。同様に

山の家についても，かなり広範囲ではあるが山の家の分

布の重心とそれぞれの家との距離と見なす指標として見

ることができる。 

里の家相互間の平均距離は，166m となっているが，半

数はだいたい 150ｍ以内の範囲となっており，近いとこ

ろに多く分布している。密集した集落内で個々の里の家

間の距離は，隣の家など最短の場合は 12m で，最長でも

443m となっている。一方，山の家相互の距離となると，

平均で 2.31km と遠く離れており，個々の山の家間の距

離は隣同士の最短 25m から別の沢沿いとなると最長は

5.9km となっている。平均値では最短 1.656km から最長

3.306km とまで，近い所と遠いところに二極化して立地

している。 

単純に山の家相互の距離は里の家のそれの 10～20 倍

となっている。耕作地のとれないという集落の稠密性と，

山の家までの距離の遠さがわかる値である。 

 ここで算出した，山の家の相互の平均距離について見

てみると，この距離が大きいほど，つまり中心から離れ

ているほど，不便な山奥の地域であるということができ

る。そこで，この平均距離を山の家の立地する地区名別

に並べてみると，距離が長い地区ほどすなわち地区が不

便であるということができる。比較的中心地から近い地
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図 2-3  山の家間距離と里の家間距離 

 

 

図 2-4 山の家と里の家の距離 山の家の地名別 

 

 

図 2-5 山の家間距離と里の家間距離との関係 
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高地への移動となるため，徒歩では農作業のために毎

日通える範囲ではない。出作りの多かった時期には，子

ども達は里の学校に通学していたということだが，通学

は時間がかかるが不可能ではない距離であると言える。

自家用車が無い時代においては，運搬の伴う農作業の目

的では通うことは無理だが，通学は可能というぎりぎり

の距離を設定していたことが推察される。 

 次に，図 2-2 は，その距離を山の家の利用状況別に見

たものである。まず，出作りを実施している家は，2.54km

の距離にあり，平均よりもやや遠いところに位置してい

る。実際には，近いところだけが出作りを続けていると

いうことでも無い。通い耕作，定住や季節定住は，それ
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が高く住みやすいということではないだろうか。一方で，

空き家，廃屋や消滅といった，非利用系は，やはり里の

家から遠いところに分布している。現代では自家用車な

どでアクセスできるところも多いので，利便性の差は単

純に距離だけでは無いだろうが，距離も大きな要因のひ

とつとなっていることが想像できる。 

 次に，里の家同士の距離，山の家同士の距離を家ごと

に算出したものが図 2-3 である。これらは，例えば１番

というひとつの里の家に対して２番～78 番の他の家と

の距離を算出しその平均値を出したもので，里の家であ

れば集落の重心からの距離を表すものと言える。同様に

山の家についても，かなり広範囲ではあるが山の家の分

布の重心とそれぞれの家との距離と見なす指標として見

ることができる。 

里の家相互間の平均距離は，166m となっているが，半

数はだいたい 150ｍ以内の範囲となっており，近いとこ

ろに多く分布している。密集した集落内で個々の里の家

間の距離は，隣の家など最短の場合は 12m で，最長でも

443m となっている。一方，山の家相互の距離となると，

平均で 2.31km と遠く離れており，個々の山の家間の距

離は隣同士の最短 25m から別の沢沿いとなると最長は

5.9km となっている。平均値では最短 1.656km から最長

3.306km とまで，近い所と遠いところに二極化して立地

している。 

単純に山の家相互の距離は里の家のそれの 10～20 倍

となっている。耕作地のとれないという集落の稠密性と，

山の家までの距離の遠さがわかる値である。 

 ここで算出した，山の家の相互の平均距離について見

てみると，この距離が大きいほど，つまり中心から離れ

ているほど，不便な山奥の地域であるということができ

る。そこで，この平均距離を山の家の立地する地区名別

に並べてみると，距離が長い地区ほどすなわち地区が不

便であるということができる。比較的中心地から近い地
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ども達は里の学校に通学していたということだが，通学

は時間がかかるが不可能ではない距離であると言える。

自家用車が無い時代においては，運搬の伴う農作業の目

的では通うことは無理だが，通学は可能というぎりぎり

の距離を設定していたことが推察される。 

 次に，図 2-2 は，その距離を山の家の利用状況別に見

たものである。まず，出作りを実施している家は，2.54km

の距離にあり，平均よりもやや遠いところに位置してい

る。実際には，近いところだけが出作りを続けていると

いうことでも無い。通い耕作，定住や季節定住は，それ

よりもやや近いところに立地している。利用の状況分類

別にみると最も近いところにあるのが，定住の場合とな

っている。これは，比較的集落に近い所なので，利便性

が高く住みやすいということではないだろうか。一方で，

空き家，廃屋や消滅といった，非利用系は，やはり里の

家から遠いところに分布している。現代では自家用車な

どでアクセスできるところも多いので，利便性の差は単

純に距離だけでは無いだろうが，距離も大きな要因のひ

とつとなっていることが想像できる。 

 次に，里の家同士の距離，山の家同士の距離を家ごと

に算出したものが図 2-3 である。これらは，例えば１番

というひとつの里の家に対して２番～78 番の他の家と

の距離を算出しその平均値を出したもので，里の家であ

れば集落の重心からの距離を表すものと言える。同様に

山の家についても，かなり広範囲ではあるが山の家の分

布の重心とそれぞれの家との距離と見なす指標として見

ることができる。 

里の家相互間の平均距離は，166m となっているが，半

数はだいたい 150ｍ以内の範囲となっており，近いとこ

ろに多く分布している。密集した集落内で個々の里の家

間の距離は，隣の家など最短の場合は 12m で，最長でも

443m となっている。一方，山の家相互の距離となると，

平均で 2.31km と遠く離れており，個々の山の家間の距

離は隣同士の最短 25m から別の沢沿いとなると最長は

5.9km となっている。平均値では最短 1.656km から最長

3.306km とまで，近い所と遠いところに二極化して立地

している。 

単純に山の家相互の距離は里の家のそれの 10～20 倍

となっている。耕作地のとれないという集落の稠密性と，

山の家までの距離の遠さがわかる値である。 

 ここで算出した，山の家の相互の平均距離について見

てみると，この距離が大きいほど，つまり中心から離れ

ているほど，不便な山奥の地域であるということができ

る。そこで，この平均距離を山の家の立地する地区名別

に並べてみると，距離が長い地区ほどすなわち地区が不

便であるということができる。比較的中心地から近い地
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区からはじめて人里離れた地区まで並べてみると，図 2-

4 のような順序となり，山の家間の距離平均として示し

ている。この図ではさらに，その地名の順で，先に算出

した個々の里から出作りの家（山の家）までの距離につ

いて，地区別平均を出してみた。これから，概ね里の家

と山の家の関係は，遠く離れるほど出作りの家も遠く離

れているが，いくつかの地区ではそうはなっていない。

カタ草，舟久保，松沢，ワデ，うつぼ等といった地域で

は，出作りの家としては不便な地域ではあるが，比較的

そこに近い家の人が出作りをしている様子がうかがえる。 

 図 2-5 では，家ごとに，里の家間の距離と山の家間の

距離との関係を見たものであるが，相関関係にはないこ

とが分かる。これらはどちらの指標も，（ふたつの重心地

は一致しているわけではないが）重心からの距離を示し

ていることから，これは集落の中の里の家の位置関係と

山の家の位置関係は，関係が無いことを示している。フ

ォーラムの際のワークショップにおいて里の家と山の家

を手作業でつなぎ合わせ地図上にプロットしたが，図 2-

6 は，各住戸の緯度経度を XY 座標において各住戸の位置

を図化したもので，山の家と里の家とのリンクを表した

ものである。隣り合った家が必ずしも同じ方向に山の家

を所有しているのではないことがわかる。 

これまでに出作り生活に関するヒアリングから，集落

の隣近所関係と出作りの土地の隣近居関係は異なってい

る，ということを聞くことができており，このことと符

号すると考えられる。すなわち，集落におけるコミュニ

ティと出作りの土地のコミュニティは異なり，出作りと

いう二拠点生活をすることにより，二重のコミュニティ

を経験してきたということが言えるのではないだろうか。

これは，より豊かな複雑な人間関係，より幅広い交流関

係を持つこととなり，出作りというシステムが山村部で

固定しがちな近隣関係をより柔軟にかつ一体的に保つ役

割も果たしてきたと推察される。 

  

3．エコミュージアムにおける語り部の意義 

3.1 阿智村全村博物館構想における語り部の位置づけ 

 地域全体を屋根のない博物館に見立てた「全村博物館

構想」にもとづくエコミュージアム活動「阿智村全村博

物館」では，各地区での自主的な取り組みを重視してい

るが，中でもこの清内路地域では，語り部を意識した活

動が進んでいる。 

新たな取り組みとして，村では，全村博物館構想を進

めるために，2015 年度から新しい取組として認定地域資

源制度と案内人登録制度をはじめた。認定地域資源制度

は，地域の方から申請のあった地域資源を村が認定する

もので，地域資源を多くの人に知ってもらうこと，実際

に守っている方々を応援していくことを目指している。

その一方で，案内人登録制度は地域を案内する人を募り，

登録し，来訪者に紹介していく制度である。 

村の目論見では，いわばモノとヒトの資源を登録し育

てていく仕組みとして推進させたいとの意図によるが，

実際には，認定資源は 15 箇所ほど認定されたが，案内人

の実績は芳しくない。実際には活躍中の住民団体として

は，馬方会,栗矢の無礼講,備中原つつみ公園,おらほの夢

先案内人,浪合史跡保存会などがあり，また認定資源の認

定条件のひとつとして，それを守っている住民団体があ

り，公開され，また案内できる人がいることが挙げられ

ているので，資源と同時に案内人登録も進むと考えられ

ていたが，実際には案内人登録が進んでいないのが現状

である。 

 「おらほの夢先案内人の会」では，2008 年から地域の

文化の案内を担って活動をしている。メンバーのうち２

名が I ターン者であり， 20～30 代の案内人もいるが，

地域主体の自主的な活動にとどまっている。 

全村くまなく展開するためには，村全域での組織的な

養成が課題となっている。もともと阿智村は現在５地区

ほどに分かれているが，それぞれは旧村単位の独立性の

高い地域性をもっており，日本では統一した組織づくり

の難しい形態の地域連携型エコミュージアムの典型例

（宮川流域エコミュージアム，三浦半島まるごと博物館

など）のひとつである。海外の自治体間にまたがる領域

をもつエコミュージアム（Ekomuseum Bergslagen, 

l’Ecomusée du Creusot-montceau-les-mines など文 7）

の例）とは異なり，このような形態は，各地区の自主性

を活かしたネットワークが必要となるが，主に予算上の

配分などで常にまとまりを取りにくい点が実情である。 

 案内人だけではなく，実際に出作りについては，実体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 山の家と里の家のリンク図 

高地への移動となるため，徒歩では農作業のために毎

日通える範囲ではない。出作りの多かった時期には，子

ども達は里の学校に通学していたということだが，通学

は時間がかかるが不可能ではない距離であると言える。

自家用車が無い時代においては，運搬の伴う農作業の目

的では通うことは無理だが，通学は可能というぎりぎり

の距離を設定していたことが推察される。 

 次に，図 2-2 は，その距離を山の家の利用状況別に見

たものである。まず，出作りを実施している家は，2.54km

の距離にあり，平均よりもやや遠いところに位置してい

る。実際には，近いところだけが出作りを続けていると

いうことでも無い。通い耕作，定住や季節定住は，それ

よりもやや近いところに立地している。利用の状況分類

別にみると最も近いところにあるのが，定住の場合とな

っている。これは，比較的集落に近い所なので，利便性

が高く住みやすいということではないだろうか。一方で，

空き家，廃屋や消滅といった，非利用系は，やはり里の

家から遠いところに分布している。現代では自家用車な

どでアクセスできるところも多いので，利便性の差は単

純に距離だけでは無いだろうが，距離も大きな要因のひ

とつとなっていることが想像できる。 

 次に，里の家同士の距離，山の家同士の距離を家ごと

に算出したものが図 2-3 である。これらは，例えば１番

というひとつの里の家に対して２番～78 番の他の家と

の距離を算出しその平均値を出したもので，里の家であ

れば集落の重心からの距離を表すものと言える。同様に

山の家についても，かなり広範囲ではあるが山の家の分

布の重心とそれぞれの家との距離と見なす指標として見

ることができる。 

里の家相互間の平均距離は，166m となっているが，半

数はだいたい 150ｍ以内の範囲となっており，近いとこ

ろに多く分布している。密集した集落内で個々の里の家

間の距離は，隣の家など最短の場合は 12m で，最長でも

443m となっている。一方，山の家相互の距離となると，

平均で 2.31km と遠く離れており，個々の山の家間の距

離は隣同士の最短 25m から別の沢沿いとなると最長は

5.9km となっている。平均値では最短 1.656km から最長

3.306km とまで，近い所と遠いところに二極化して立地

している。 

単純に山の家相互の距離は里の家のそれの 10～20 倍

となっている。耕作地のとれないという集落の稠密性と，

山の家までの距離の遠さがわかる値である。 

 ここで算出した，山の家の相互の平均距離について見

てみると，この距離が大きいほど，つまり中心から離れ

ているほど，不便な山奥の地域であるということができ

る。そこで，この平均距離を山の家の立地する地区名別

に並べてみると，距離が長い地区ほどすなわち地区が不

便であるということができる。比較的中心地から近い地

 

図 2-2 山の家と里の家の距離 現在の利用状況別 

 

 

図 2-3  山の家間距離と里の家間距離 

 

 

図 2-4 山の家と里の家の距離 山の家の地名別 

 

 

図 2-5 山の家間距離と里の家間距離との関係 
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るだけの語り部ではなく，どのように地域遺産を伝えて

いくか，その手法にも様々な工夫をすることができるよ

うにまで養成してきた。この養成については，設立当初

は県の予算があり専門家による研修が受けられたが，現

在は予算がなく年に一度簡易な研修をおこなっているに

すぎない。もっぱらの課題は次世代の育成への不安だが，

中でも専門家との連携が十分に取れていないことが大き

な不安要素として挙げられている。また，県からの補助

金が停止されたことにより，現在運営は非常に縮小され

ている。 

 

4．まとめ 

最後に，今回の調査研究で得られた知見をまとめる。 

 

4.1 清内路出作りの家の実情からの考察 

・山の家の実情と変化について，継続研究の間の３年間

ほどでも，次々に空き家化・廃屋化が進む傾向にある。

もっとも活用されているのが，通い耕作として，畑地の

農作業小屋としての一時利用には活用されている。しか

し，それも，現在の利用者の中心は高齢化が進み，世代

交代がうまくいかない場合には，通い耕作の利用頻度も

寡少化の傾向にある。 

・山の家を，出作りの文化のひとつの形骸として残すこ

とは可能だが，その生活を現代でも維持することは現実

的ではないと思われる。道路事情，交通機関，農業生産

形態，エネルギーや高熱水環境，生活形態などすべてが

現代では異なっている。出作りの習慣については，フィ

ルムに撮影されて残っており，その舞台となった山の家

の家屋は，実際の山間耕地の景観や位置などを実感する

ために，可能であれば空間としての保存も望ましいが，

現地における凍結保存は困難であろうし，それには利用

方法を検討する必要がある。 

・実態として，利用から非利用への流れは全体として避

けられない傾向かもしれないが，少なくとも家屋は利用

され続けることで，手入れされ，荒廃を回避することが

できる。この数年間で出現してきた事例としては，売却

や賃貸の形式で，他人に利用してもらう方法が少しだが

生じてくるようになった。親族と限らず，集落内の知己

などが引き継いで利用する例も出るようになったことか

ら，建物の存続期間を延ばすための方法としては，まず

データベースとしての空き家バンクならぬ山の家バンク

が必要となるのではないだろうか。 

・今回，地図上で山の家と里の家の関連づけをしたこと

から，いくつかの知見が得られた。ひとつは水平直線距

離ではあるが二者の距離が具体的に算出できたことで，

山の家と里の家の距離は，400m から 4km 弱であることが

分かった。実際に徒歩で行き来するには直線水平距離で

はなく斜面や回り道という条件が加わるが，ちょうど，

通学は可能だが日帰りで農作業に徒歩で通うのは難しい

という距離の範囲に，耕地を見出してきたのではないか

と推察される。また，山の家は単独で孤立しているもの

よりも数軒が近接して立地することもあり，その場合の

近隣関係は，里の家の近隣関係とは異なることがわかっ

た。二拠点居住をすることによって，交流関係を複数獲

得できるというコミュニティ形成上有利な，豊かな社会

生活を営むための仕組みとして機能していたということ

に注目できるのではないだろうか。 

 

4.2 語り部とエコミュージアム活動についての考察 

・各地の語り部は，ほぼすべてボランティアで実施して

いる。自発的に文化継承に対する意欲のある住民が一定

数いないと成立しないということでもあり，これは，担

い手となる人本人にとって自己実現につながらない限り，

動機付けにはなりにくい。 

・自発的な動きを待つだけではなく，各地の語り部の創

生には自治体による養成講座などが契機となっている。

これらの文化伝承のための講座などに，より多くの人が

来るように働きかけるなど，ボランティアの仲間を増や

していく方法も講じると良い。このためには情報を広げ

るためのネットワーク組織やその活動が必要となる。こ

の点は，本来，エコミュージアムが活躍するべきことで

あり，ますますの活動に期待される。 

・積極的な文化継承活動を構成し，企画，実践するため

には，単に経験を語るだけではなく，言葉を通じて文化

を解釈し伝承するインタープリターとしての技術も求め

られている。宮川エコミュージアムのように，語り部と

してだけではなく，エコミュージアムの活動を担う一員

としての養成が求められており，そのためには専門的な

研修などの必要性もあり，社会教育としての公的な支援

が必要となると言える。 

・さらに，館山の小谷家住宅の例や海外の事例文 8，9）に見

られるように，価値のある空間資産であれば，民間の個

人資産である住宅を開放しその文化遺産としての価値を

公的に知らせることも，所有者自らが率先して実施して

いくことも期待される。解説や語りの際にも所有者なら

ではの生活実感を踏まえた伝え方が可能となる。 

・国内外どこのエコミュージアム組織においても，次世

代の継承についての課題を抱えている。エコミュージア

ム活動や語り部として文化継承活動を行うことができる

のは現実的に，定年退職後などの世代が中心となること

が多く，また若者に語り継ぐべき文化を実際に体験して

いる世代は，すでに 80〜90 代と高齢すぎることがほと

んどである。前報でふれたように，世代継承性

（generativity）を満たすような活動に向けた若年層へ

の活動の引き継ぎは，まさに社会教育施設としてのミュ

ージアムの役割であると言えよう文 10）。 

験にもとづく語り部が居ることが好ましいが，その慣習

の終焉とともに，直接語る人は１～２名より増えていな

い。語り方は自由で，台本もなく，単なる出作りの解説

ではなく，それぞれの自身の体験や現代文明に対する思

いなどを語る。この自由なスタイルもまた，語り部とし

て自ら手を挙げる人が増えない要因のひとつでもある。

できれば，実体験をもった人に自ら語ってもらうことの

価値は非常に大きいので，何らかの養成の仕組み作りが

ますます必要とされているところである。 

 

3.2 他地域における語り部とエコミュージアムの役割 

実際に口伝継承や語り部活動に重きを置いてエコミ

ュージアム活動と連携した文化継承活動を行っている団

体へヒアリングを行い，取り組み実態における特徴や課

題を抽出した。 

3.2.1 南房総・館山における取り組み 

① 南房総語り部バンク 

「南房総語り部バンク」は，「槇の会」「桜貝の会」「郷

土史研究会」などの南房総地域にいくつかある語り部活

動をしている団体のコーディネーター役であり，ネット

ワークを作ることを目的としている。外部からは年に数

回語り部の紹介を頼まれることがある。また，紙芝居や

里見氏かるたや豆本を販売しているなど，ボランティア

であると同時に観光業としての仕事でコーディネーター

を行っている。地域で展開していくために，このような

横断的なコーディネーター組織の重要性が指摘できる。 

② 南房総語り部サークル『槇の会』 

市役所の主催する「語り部講座」が発足のきっかけと

なり，意欲がある住民が集まり，サークルという形で活

動がはじまった。「槇の会」で月に一度，図書館・神社の

社務所・お寺などで高齢者向け「お話広場」，小学校向け

に「放課後子供教育」などを行っている。各々が自分の

自己実現として行っており，活動をしていくことにより

自分自身の勉強にもなり，また地元のことで知っている

ようで知らないことを知りたいという思いで活動を行っ

ている。それまでは埋もれていた地域の文化遺産を勉強

する喜びもある。NPO 法人としてではなく同好会のまま

で活動することが望ましいと考えている。 

館山には多くの語り部活動を行う団体があるものの，

横のつながりは現状では語り部バンクしかない。メンバ

ーの１人に，「富浦エコミューゼ」で活動している者がい

て，かつて合同企画を行ったことがある。富浦エコミュ

ーゼは，エコミュージアムとしてエコツーリズムや道の

駅，枇杷クラブなどといった団体とネットワークを組み

様々な伝承活動をおこなっているので，このようなエコ

ミュージアム組織が重要と考えられる。 

③ NPO 法人「安房文化遺産フォーラム」 

館山エコミュージアムの活動を主体としておこなっ

ているのが「安房文化遺産フォーラム」で，登録会員は

全国，海外から 300 人ほど，その中で常時活動している

会員は 30〜40 人ほどである。街に住む人が自ら語るこ

とのできる体制を作ることが目的であり，学校関係者や

労働組合の平和人権研修などで聞きに来る人も多い。市

民が歴史から学び，現在を知ることで市民自身に住んで

いる地域への誇りが生まれていき，それが語り部活動を

行うモチベーションになっていくことを目指している。

構成メンバーは設立当初からの人がすでに 80～90 歳と

高齢化していることもひとつの課題である。次の世代に

引き継ぐには，今動いている人たちがビジネスとして成

り立つシステムを作らなければならないが，現状では行

政との連携が全く取れていない。ガイドの養成にも行政

は関与せず，団体の自主性に任せられている。 

④ 青木繁「海の幸」会 

 小谷家住宅は，館山エコミュージアムのひとつのサイ

トとなっている住宅で，洋画家青木繁が日本初の洋画の 

重要文化財となった「海の幸」を制作したアトリエとし

て使用した住宅である。小谷家の所有者は，自宅を当時

の姿に復元改修し，資料館として公開し，自分は別棟に

暮らし，その息子が土日には通ってきて解説を行ってい

る。つまり，自宅を資料館に転用してしまった事例で，

所有者は未だに資料整理や様々な史実の調査をして私的

学芸員のような仕事をし，その親族関係者自身が解説に

携わるという住宅のミュージアム化を成し遂げた事例で

あるが，単独・個人でそのようなことを実施することは

難しい。そこには，それを支える面的なネットワーク組

織である館山エコミュージアムの活動があったからこそ

実現したものと思われる。 

 

3.2.2 宮川流域エコミュージアム 

三重県の主導する事業「宮川流域ルネッサンス事業」

ではじまった宮川流域エコミュージアムの活動だが，こ

れを実質的に展開している住民組織が「宮川流域案内人

の会」である。年齢層は，50〜80 代のリタイア組と，子

どもから手が離れた主婦層である。会員が個人で企画書

を「エコミュージアムセンター宮川流域交流館たいき」

に送ると公民館や県庁などにチラシが頒布されるという

形で広報がなされ，それに興味のある参加者が集まる仕

組みである。個人は基本的にはボランティアで，会員同

士の横のつながりを強めている。これまで日の目を見な

かった文化遺産，歴史遺産が語り部の言葉によって，価

値が再発見され蘇ることに生きがいを感じている。 

この案内人は，プロジェクト開始直後には，本格的な

インタープリター養成講座がおこなわれ，その研修を受

けた者達によって構成されている。かなり密度の高い養

成プログラムであり，これにより，各自が様々な企画を

発案し実行することができるようになっている。単に語

186　　住総研   研究論文集 · 実践研究報告集 No.45, 2018 年版186　　住総研   研究論文集 · 実践研究報告集 No.46, 2019 年版



るだけの語り部ではなく，どのように地域遺産を伝えて

いくか，その手法にも様々な工夫をすることができるよ

うにまで養成してきた。この養成については，設立当初

は県の予算があり専門家による研修が受けられたが，現

在は予算がなく年に一度簡易な研修をおこなっているに

すぎない。もっぱらの課題は次世代の育成への不安だが，

中でも専門家との連携が十分に取れていないことが大き

な不安要素として挙げられている。また，県からの補助

金が停止されたことにより，現在運営は非常に縮小され

ている。 

 

4．まとめ 

最後に，今回の調査研究で得られた知見をまとめる。 

 

4.1 清内路出作りの家の実情からの考察 

・山の家の実情と変化について，継続研究の間の３年間

ほどでも，次々に空き家化・廃屋化が進む傾向にある。

もっとも活用されているのが，通い耕作として，畑地の

農作業小屋としての一時利用には活用されている。しか

し，それも，現在の利用者の中心は高齢化が進み，世代

交代がうまくいかない場合には，通い耕作の利用頻度も

寡少化の傾向にある。 

・山の家を，出作りの文化のひとつの形骸として残すこ

とは可能だが，その生活を現代でも維持することは現実

的ではないと思われる。道路事情，交通機関，農業生産

形態，エネルギーや高熱水環境，生活形態などすべてが

現代では異なっている。出作りの習慣については，フィ

ルムに撮影されて残っており，その舞台となった山の家

の家屋は，実際の山間耕地の景観や位置などを実感する

ために，可能であれば空間としての保存も望ましいが，

現地における凍結保存は困難であろうし，それには利用

方法を検討する必要がある。 

・実態として，利用から非利用への流れは全体として避

けられない傾向かもしれないが，少なくとも家屋は利用

され続けることで，手入れされ，荒廃を回避することが

できる。この数年間で出現してきた事例としては，売却

や賃貸の形式で，他人に利用してもらう方法が少しだが

生じてくるようになった。親族と限らず，集落内の知己

などが引き継いで利用する例も出るようになったことか

ら，建物の存続期間を延ばすための方法としては，まず

データベースとしての空き家バンクならぬ山の家バンク

が必要となるのではないだろうか。 

・今回，地図上で山の家と里の家の関連づけをしたこと

から，いくつかの知見が得られた。ひとつは水平直線距

離ではあるが二者の距離が具体的に算出できたことで，

山の家と里の家の距離は，400m から 4km 弱であることが

分かった。実際に徒歩で行き来するには直線水平距離で

はなく斜面や回り道という条件が加わるが，ちょうど，

通学は可能だが日帰りで農作業に徒歩で通うのは難しい

という距離の範囲に，耕地を見出してきたのではないか

と推察される。また，山の家は単独で孤立しているもの

よりも数軒が近接して立地することもあり，その場合の

近隣関係は，里の家の近隣関係とは異なることがわかっ

た。二拠点居住をすることによって，交流関係を複数獲

得できるというコミュニティ形成上有利な，豊かな社会

生活を営むための仕組みとして機能していたということ

に注目できるのではないだろうか。 

 

4.2 語り部とエコミュージアム活動についての考察 

・各地の語り部は，ほぼすべてボランティアで実施して

いる。自発的に文化継承に対する意欲のある住民が一定

数いないと成立しないということでもあり，これは，担

い手となる人本人にとって自己実現につながらない限り，

動機付けにはなりにくい。 

・自発的な動きを待つだけではなく，各地の語り部の創

生には自治体による養成講座などが契機となっている。

これらの文化伝承のための講座などに，より多くの人が

来るように働きかけるなど，ボランティアの仲間を増や

していく方法も講じると良い。このためには情報を広げ

るためのネットワーク組織やその活動が必要となる。こ

の点は，本来，エコミュージアムが活躍するべきことで

あり，ますますの活動に期待される。 

・積極的な文化継承活動を構成し，企画，実践するため

には，単に経験を語るだけではなく，言葉を通じて文化

を解釈し伝承するインタープリターとしての技術も求め

られている。宮川エコミュージアムのように，語り部と

してだけではなく，エコミュージアムの活動を担う一員

としての養成が求められており，そのためには専門的な

研修などの必要性もあり，社会教育としての公的な支援

が必要となると言える。 

・さらに，館山の小谷家住宅の例や海外の事例文 8，9）に見

られるように，価値のある空間資産であれば，民間の個

人資産である住宅を開放しその文化遺産としての価値を

公的に知らせることも，所有者自らが率先して実施して

いくことも期待される。解説や語りの際にも所有者なら

ではの生活実感を踏まえた伝え方が可能となる。 

・国内外どこのエコミュージアム組織においても，次世

代の継承についての課題を抱えている。エコミュージア

ム活動や語り部として文化継承活動を行うことができる

のは現実的に，定年退職後などの世代が中心となること

が多く，また若者に語り継ぐべき文化を実際に体験して

いる世代は，すでに 80〜90 代と高齢すぎることがほと

んどである。前報でふれたように，世代継承性

（generativity）を満たすような活動に向けた若年層へ

の活動の引き継ぎは，まさに社会教育施設としてのミュ

ージアムの役割であると言えよう文 10）。 

験にもとづく語り部が居ることが好ましいが，その慣習

の終焉とともに，直接語る人は１～２名より増えていな

い。語り方は自由で，台本もなく，単なる出作りの解説

ではなく，それぞれの自身の体験や現代文明に対する思

いなどを語る。この自由なスタイルもまた，語り部とし

て自ら手を挙げる人が増えない要因のひとつでもある。

できれば，実体験をもった人に自ら語ってもらうことの

価値は非常に大きいので，何らかの養成の仕組み作りが

ますます必要とされているところである。 

 

3.2 他地域における語り部とエコミュージアムの役割 

実際に口伝継承や語り部活動に重きを置いてエコミ

ュージアム活動と連携した文化継承活動を行っている団

体へヒアリングを行い，取り組み実態における特徴や課

題を抽出した。 

3.2.1 南房総・館山における取り組み 

① 南房総語り部バンク 

「南房総語り部バンク」は，「槇の会」「桜貝の会」「郷

土史研究会」などの南房総地域にいくつかある語り部活

動をしている団体のコーディネーター役であり，ネット

ワークを作ることを目的としている。外部からは年に数

回語り部の紹介を頼まれることがある。また，紙芝居や

里見氏かるたや豆本を販売しているなど，ボランティア

であると同時に観光業としての仕事でコーディネーター

を行っている。地域で展開していくために，このような

横断的なコーディネーター組織の重要性が指摘できる。 

② 南房総語り部サークル『槇の会』 

市役所の主催する「語り部講座」が発足のきっかけと

なり，意欲がある住民が集まり，サークルという形で活

動がはじまった。「槇の会」で月に一度，図書館・神社の

社務所・お寺などで高齢者向け「お話広場」，小学校向け

に「放課後子供教育」などを行っている。各々が自分の

自己実現として行っており，活動をしていくことにより

自分自身の勉強にもなり，また地元のことで知っている

ようで知らないことを知りたいという思いで活動を行っ

ている。それまでは埋もれていた地域の文化遺産を勉強

する喜びもある。NPO 法人としてではなく同好会のまま

で活動することが望ましいと考えている。 

館山には多くの語り部活動を行う団体があるものの，

横のつながりは現状では語り部バンクしかない。メンバ

ーの１人に，「富浦エコミューゼ」で活動している者がい

て，かつて合同企画を行ったことがある。富浦エコミュ

ーゼは，エコミュージアムとしてエコツーリズムや道の

駅，枇杷クラブなどといった団体とネットワークを組み

様々な伝承活動をおこなっているので，このようなエコ

ミュージアム組織が重要と考えられる。 

③ NPO 法人「安房文化遺産フォーラム」 

館山エコミュージアムの活動を主体としておこなっ

ているのが「安房文化遺産フォーラム」で，登録会員は

全国，海外から 300 人ほど，その中で常時活動している

会員は 30〜40 人ほどである。街に住む人が自ら語るこ

とのできる体制を作ることが目的であり，学校関係者や

労働組合の平和人権研修などで聞きに来る人も多い。市

民が歴史から学び，現在を知ることで市民自身に住んで

いる地域への誇りが生まれていき，それが語り部活動を

行うモチベーションになっていくことを目指している。

構成メンバーは設立当初からの人がすでに 80～90 歳と

高齢化していることもひとつの課題である。次の世代に

引き継ぐには，今動いている人たちがビジネスとして成

り立つシステムを作らなければならないが，現状では行

政との連携が全く取れていない。ガイドの養成にも行政

は関与せず，団体の自主性に任せられている。 

④ 青木繁「海の幸」会 

 小谷家住宅は，館山エコミュージアムのひとつのサイ

トとなっている住宅で，洋画家青木繁が日本初の洋画の 

重要文化財となった「海の幸」を制作したアトリエとし

て使用した住宅である。小谷家の所有者は，自宅を当時

の姿に復元改修し，資料館として公開し，自分は別棟に

暮らし，その息子が土日には通ってきて解説を行ってい

る。つまり，自宅を資料館に転用してしまった事例で，

所有者は未だに資料整理や様々な史実の調査をして私的

学芸員のような仕事をし，その親族関係者自身が解説に

携わるという住宅のミュージアム化を成し遂げた事例で

あるが，単独・個人でそのようなことを実施することは

難しい。そこには，それを支える面的なネットワーク組

織である館山エコミュージアムの活動があったからこそ

実現したものと思われる。 

 

3.2.2 宮川流域エコミュージアム 

三重県の主導する事業「宮川流域ルネッサンス事業」

ではじまった宮川流域エコミュージアムの活動だが，こ

れを実質的に展開している住民組織が「宮川流域案内人

の会」である。年齢層は，50〜80 代のリタイア組と，子

どもから手が離れた主婦層である。会員が個人で企画書

を「エコミュージアムセンター宮川流域交流館たいき」

に送ると公民館や県庁などにチラシが頒布されるという

形で広報がなされ，それに興味のある参加者が集まる仕

組みである。個人は基本的にはボランティアで，会員同

士の横のつながりを強めている。これまで日の目を見な

かった文化遺産，歴史遺産が語り部の言葉によって，価

値が再発見され蘇ることに生きがいを感じている。 

この案内人は，プロジェクト開始直後には，本格的な

インタープリター養成講座がおこなわれ，その研修を受

けた者達によって構成されている。かなり密度の高い養

成プログラムであり，これにより，各自が様々な企画を

発案し実行することができるようになっている。単に語
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「唐長」所蔵史料による京唐紙の研究

 
主査 小粥 祐子＊１

委員 斎藤 英俊＊２，平井 聖＊３，千田 堅吉＊４ ，吉野 敏武＊ ， 岩佐 奈美＊

 
建物・住宅の室内を装飾する材料の１つに「唐紙」という壁紙がある。現在，唐紙は京唐紙と江戸からかみの２系統に

分けられている。京都にある「唐長」では，京唐紙を寛永年間（ ）から，今もなお，家業として製作しつづけて

いる。この「唐長」には，江戸時代から伝わる史料群『千田家文書』がある。約 年におよぶ「唐長」の歴史の中で，

日本住宅における唐紙の需要と供給は様々に変化してきた。そこで，本研究助成では，『千田家文書』を整理するとともに，

時代により唐紙の需要が変化した際，「唐長」の経営・販売形態にどのような変化があらわれたのかを明らかにした。

 
キーワード：１）京唐紙，２）唐長，３）『千田家文書』，４），板木 ５）天明の大火，

６）唐紙仲間，７）薬種業兼業， ８）博覧会，９）モミ紙，１０）販売形態

 

HISTORY OF KYO-KARAKAMI THROUGH ANALYSIS OF KARACYO HISTORICAL DOCUMENTS 
 

Ch. Masako Ogai 

Mem. Hidetoshi Saito， HIRAI-Kiyosi， Kenkichi Senda， Toshitake Yoshino，Nami Iwasa 

Karakami is one type of interior material that decorates wall inside of building and residence. There are two types of Karakami， that 

have been developed in Kyoto and Edo. Karacho in Kyoto is a family shop that was built in Kanei period (1624-1643). Karaccho has 

kept historical Senda family documents from Edo era. Demand and supply of Karakami have been gradually changed in 400 year 

history of Karacho. With this research funding， Sendaida documents have been investigated to reveal the change in sales and business 

management at Karacho. 

 

はじめに

建物・住宅の室内を装飾する材料の１つに「唐紙」と

いう壁紙がある。「唐紙」とは，板木に彫られた文様を多

色刷りした装飾料紙で，平安時代中期に中国大陸から伝

わったとされている。元々は，御経や詠を書くための装

飾料紙であった。しかし，時代を経るにつれて，建物・

住宅の内部空間を仕切る装置である屏風・建具・壁を装

飾する紙として用いられるようになった。

これまでの研究により，日本住宅における唐紙の用例

がいくつか明らかにされてきた。例えば，中・近世の絵

巻物に描かれた上層階級の住宅の襖・壁には，色鮮やか

な障壁画が描かれるとともに，文様が多色刷りされた唐

紙が多数用いられていることが明らかとなっている注 ）。

また近世には天皇の内裏をはじめ公家・武家などの上

層階級の住宅で多用されていた注 ）。また，主査が長年に

亘り継続して研究を続けている徳川幕府の江戸城諸御殿

において，唐紙は壁や襖に用いられるだけでなく，主人

が日常生活を送る奥向建物の天井に多用されたことを明

らかにしてきた注 ）。委員の一人である斎藤が昭和の大修

復に関わった桂離宮においても，様々な文様の「唐紙」

が襖に多用されていることは周知のことであろう。桂離

宮に代表される近世および近代の住宅遺構からは、時代

により様々な唐紙が用いられてきたことがわかる。

「唐紙」は，板木または型紙に彫った連続文様を雲母

や顔料を用いて多色刷りした装飾料紙である。まず，板

木に「ふるい」と呼ばれる道具を用いて顔料をまんべん

なくつけ，地となる和紙を板木にのせ手で柔らかく包む

ようになでて摺る。「ふるい」とは薄板を曲げて円状にし

た枠に布を貼ったもので，この布の表面に顔料を付ける。

「唐紙」の地となる料紙は，和紙そのままの色を用いる

場合と様々な色に着色した和紙を用いる場合とがある。

この「唐紙」を日本で唯一，江戸時代から変わらぬ手

順で作り続けている「家（家族）」に「唐長」がある。「唐

長」は，京都市内に住居兼店舗と唐紙を製作するための

工房を持ち製作を続けてきた。現在も， 代目当主千田

堅吉・同女将郁子氏とその家族により製作を続けている。

・全村博物館の活動の一環として，近年阿智村では，い

わゆる先人達からの聞き書きを学ぶ講座が始まった。文

化財保護や観光，環境保護など各地のエコミュージアム

の重点の置き方は様々だが，阿智村においては，エコミ

ュージアム活動を何よりも，自治と協働のための地域作

り教育すなわち社会教育として位置づけている文 11,12)こ

とから，公民館活動などにおける中堅世代による地域づ

くり活動とあいまってのさらなる展開に今後も期待した

い。 

 

最後になりましたが，調査にご協力いただいた地域住民の

方々に，深甚なる謝意を表します。 

 

＜注＞ 

 1) タイトルでは，阿智村の出版物や教科書などに頻出する

「出づくり」を用いたが，他の地域の実例などにおける文献に

おいては「出作り」という表記が多いことや，下清内路を対象

とした文献でも少なくないことから，本稿でも，文中では後者

を使用することとした。なお，定義は坂口文２）

を参照した。 
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