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第 1報 14
)
では長野県におけ る水田の立地条件お よび刈取法について報告 した｡ 引 き続 き本報
告 は刈稲 の乾燥方法について,その地域性 を明 らかに し, さ らに各作業法の成立に関与 してい
る諸条件を知 る目的で調査を行 った ものである｡ なお,調査方法等は前報に示 した とお りであ
る｡
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第 1表 は長野県におけ る刈稲 の乾燥方法についての概要 を水 田面積を基準にその分布割合で
示 した ものであ る｡
第 1表 乾燥方法の分布割合
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刈稲の乾燥法については,地干 し,掛干 し,お よび地干 し後 さらに掛干 しす る併用法 (
地千
一拭干) の 3種 に大別 できる｡表示 の よ うに掛干 し法が85% 以上 の分布割合を 占め,各地に広
く分布す る主要 な乾燥法であ る｡地干 し法 ,地千一掛干法は 5‑ 10% 程度の分布 に過 ぎず各地
に点在 してい るが,その主 な分布地は地干 し法が北信地方に,地千一掛干法が木曽地方 と飯山
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地方に分布する｡
なお,地千一掛干法については戦後 も可成の割合で各地に分布 していた｡すでに産米改善事
業による行政指導が行われていた関係で,この地干 しには予備乾燥を目的 とした場合 と,作業
上の都合で放置 してあるものが混在 し,その後の指導の徹底 とバインダ‑刈 りの普及で予備乾
燥を目的 とした地干 しがほ とんどな くなった｡ したがってこの調査の過程ではその区分が判然
としなかったので,その後 この予備乾燥 目的の地干 し法が消滅 した地域については第 1表の計
算値か らは除外 してある｡

2
) 地干 し法
地干 し法は大別 して,ねせ干 し,立干 し,賃干 しに分類できる0第 1表のように本県では立
干 しが8
0
% 以上 の分布割合を占め,ねせ干 し,若干 しはわずかな分布にす ぎない. しか しなが
ら,これ らの地干 しは掛干 しが普及す る以前か ら千歯脱穀 と対応 してきた古 くか らの乾燥法で
あ り,各地にわずか点在 しているもののなかに多様な手法が存在 している｡
(
1
) ねせ干 し

刈稲を田面‑横に並べ乾燥する方法で,カ ッポシ,ヒラボシ,ジボシな どの地方名で呼ばれ
てお り,主要な手法について次のように大別す ることができる｡
(
a
) ひ ら干 し 刈稲を一手ごと広げるように うす く並べ,丁度短冊状に田面に干す｡
P) みの干 し 前のE
Bき列の株元上に穂部を重ね合せ,あたか
T
も,みの状に並べて干す｡

￠) 並置干 し 刈稲を 2‑ 3手 ごとまとめて (
小束の一束分)横に並べ置き干す｡
(
d) 束干 し 小束結束 した稲を田面に横に並べて干す｡
㈲

棚干 し

2‑ 3列 ごとに 1列分の稲を刈 り残 し,その立毛を矯めそれ‑穂部をのせかけ

て干すo または1
5‑1
6
c
mに高刈 りした刈株上に稲を横に並べて干す方法o
ひ ら干 し,みの干 しの両法は しば しば米質を損ね ることがあ り,また籾干 し乾燥を必要 とす
ることか ら掛干 し法に移行 した｡ しか し作業が簡便であ り乾燥が早いことか ら都市の周辺地や
砂質田地帯にわずか点在分布 している｡
並置干 し法は刈取 り,結束作業工程における刈 り置き塾の乾燥法であ り,なおこの名称は固
有の地方名が見当 らなか ったので, ここでは稲野13)の分類を参考に してつけた｡一般的に刈取
作業において次の結束を容易にす るため刈稲はまとめ置きされている｡ したが って このまま放
置 して乾燥 しても乾 きに くいため予備乾燥 として 2‑3日後,結束 してか ら掛干 し,あるいは
立干 しに移行 し乾燥する｡ また束干 し法 も同様に乾燥が遅いので乾燥中に束返 し作業が実施 さ
れる｡
棚干 しは前報1
4
)
での棚刈 り法で,二毛作麦の播種 と組み合せた乾燥でもある｡ また立毛や刈
株上を利用 した乾燥は降雨 日の刈取 り作業や湿田における乾燥法 として工夫 されてきたもので
あるが分布は極めて少ない｡
(
2
) 立干 し

刈稲を田面に立てて乾燥す る方法で, これを大別すると,穂を下に逆 さ立てにし株干 しす る
法 と,穂を上向きにす る穂立ての二通 りがある｡ さらに束 の寄せ方や補助支柱の使用によって,

写真 Ⅰに示す ように次のように分類できる｡
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(
a) 束立て (
木曾郡木骨福島)

O
)
) 寄束立て (
飯山市富倉)

(
G) 島立て (
長野市柳原)

(
c
O 寄島立て (中野市田麦)

写真‑ 1 立干 しの種煩
登 芸;て) ･
･
･
‑･
逆立 て

(
e
)寄立て (中野市江部)
(
a
) 束立て

一束 ごとに穂 部を 田面に振 り広げ て逆 さ立 てにす る.

Q
,
) 寄束 立 て 穂 を 田面に広げ左右か ら交互 に寄せ立 て列状 に配置 し,1
0‑20
束 で一群 に構
成す る｡

￠) 島立 て 小束 で 8束 (3‑10束 )を集 めて穂部 の下 で結束 し,穂 を上 向 きに株元 を開い
て立 て る｡
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(
d) 寄 島立て 支柱上に穂をのせかけ周囲か ら1
0束を寄せ立てる方法で,崩れ防止のためそ

の一束を開いて逆 さにかぶせる｡ この支柱役 には,二つ折に した稲束,叉木の小枝,棒を結び
三叉状 に開いて田面に立てた ものな どが使用 される｡
横木を 4
0‑5
0cm の高さに設置 し, これに片側あるいは両側 より穂を上向に し

(
e) 寄立て

て寄せ立 てる｡
束立てはフ リボシ (
木曽地方), 寄束立てはナ トリ (
飯山地方)に代表 され, 株干 しを 目的
に した もので,わ らの乾燥を促 し運搬労力の軽減と乾燥促進のための予備乾燥に用い られ,木
曾地方では稲架の掛け量が多いので蒸れの防止の役割 もある｡いずれ も逆 さ立てするので倒れ
易 く, 1‑ 3日の乾燥で掛干 しに移行 してい る｡県下の分布量では少ないが,束立ては木曾 に,
寄束立ては主に飯山地方に分布す る｡なお寄束立てには 3束 , 4束なども若干み られた｡
島立て法は立干 しの 7割以上を占め,主に北信地方の一帯に分布 してお り,県下の地干 し法
を代表す る乾燥法である｡ この島立ては不安定な気象条件にも適応性があ り,作業が簡略 で道
政にも便利なため古 くか ら分布 していた手法である｡かつては松本以北の県北半郡の地域 に分
布 していた ことが今度の調査で確認で きた｡な お この 名称 も,シャアマ,ジアマ (
長野市周
辺),シャマゴ (
信濃町),キ ノコダテ (
鬼無里,白馬村), ドゥタ,((
須坂市),ポッチ (飯山
市),ダ ックビリ,7 リプッチ (
佐久,上田地方)な どで県下に共通の名称はなかった｡
寄島立て法は主に中野市に分布 し, トワダテと呼び島立てよりも乾燥が早いこと,倒れが少
ないとして分布 している｡ また寄立ても同様に中野市な どの他都市近郊に若干点在 してお り,
これを ジ‑ゼと呼んでいるところがあった｡
さらに,立干 し法の主な分布地である北信地方も,それぞれの地域によって環境条件が著 し
く異 っているので,地域別に立干 しの分布状態 との関係についてまとめてみる｡長野盆地南半
部の地域は刈稲の乾燥に最 も県下で恵 まれた気象条件の二毛作地帯であ り,北半部の地域 は南
部 より気象条件ではやや劣る水田単作地帯である｡ なおその北部に位置する飯山地方は稲 の乾
燥には最 も不良気象条件下の湿田の多い地域である｡
この ように南半部の地域では島立ての稲が充分乾燥す るので,二毛作田か らの刈稲の移動が
容易な こと,稲架のための資材が不用で作業が簡略にできることなどか ら,掛干 し法が普及す
る今 も, この立干 しがつづけ られている｡北半部の中野地方では島立てより乾燥の早い寄 島立
ての分布割合が多い｡飯山地方では島立てが湿田における刈稲の移動,乾燥に便利なこと, 普
た充分乾燥できないため,半生脱穀 して籾干 し乾燥する場合が多い｡ なお島立ては掛干 しの予
備乾燥 としての利用 もあ り,予備乾燥を 目的 とした ものでは この他に寄束立ても山間地に分布
す る｡以上のように立干 し乾燥法は,気象,土地,作業な ど多様な条件に適応す る特性があ り,
それぞれの地域によって利用 日的が異 ってい る｡
(
3
) 積干 し

刈稲を山づみ した稲積みを県内では一般に穂 ニオ,稲 ニオと云 う,ニオは他にニュウ, ニ ョ
ウ, ニゴ, ミゴな どの地方名がある. この積干 しはその積み方で次のように大別することがで
きる｡
(
a
) 方形賃

穂を内向きに両側 より並べ横積みす る方法o

O
)
) 丸形積 穂を内に し径3
0cm程の気穴をを残 し周囲か ら円形に積みあげる方法｡
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いずれの賃み方の場合 も小束 のままと大束 (
1
2‑2
0
束分)を積む二通 りがある｡ また雨水の
内部‑の浸入を防止す るため,上部をわ らなどで,ふた掛けする｡
この積干 し法は主にほぼ乾燥済みの稲を脱穀するまでの問,一次的に貯蔵す るのが主な目的
である｡ したが ってその年の天候の状態によって分布量が変動す る｡なお戦後,脱穀横が高性
能化 したため,積干 しが急減少 し,分布量は極 く少ないが主に県の北半部地域に分布する｡
3) 掛干 し法

掛干 しは大別 して稲架による架干 しと棒掛け法1･7)に分け られ る｡県下では軽井沢の発地地
区で戦後の一時期の問,棒掛け乾燥を試み られた事実が確認できたそれ以外は,すべて稲架に
よる架干 し乾燥であ り以下架干 しについてのべる｡
なお,稲架については北信,京伝と松本以北を合せた県北半部においては,‑ゼ,‑屯と呼
び県下で最 も多 く使用されている地方名である｡上伊那南部 と下伊那,木曽地方の県南半部地
域では‑サ,‑ザが使用 されている｡ これ ら南北間に位置す る上伊那北部と諏訪南部の地域に
限 って‑ ゾが用い られている｡なおこの他に分布地域については特定できなか ったが,‑チ,
‑ダ,‑ズな どもわずかに分布 していた｡
稲 の乾燥法については第 1表で示 した ように,稲架による掛干 しが9
0%以上の分布割合を占
め,地干 しの分布は少ない｡ これは本県の自然環掛 こよる秋の不安定な気象条件が主な要因で
あ り,地干 しより気象変動にも適応性のある掛干 しが普及 したためである｡なお産米改善事業
による指導 もあ り,戦後の間 もな く米の生産県‑の移行により,その指導の徹底が掛干 しを広
く普及 した要因でもある｡
4) 掛干 しの位置

稲架の設置場所について,水田内部と水田周辺部および家屋周辺に分けて調査 した結果を第

1表に示 した｡ この場合の家屋周辺の区分は栽培 した水田より離れた位置にある稲架を使用 し
ている場合を基準 とした｡ したが って道路わ き,畑のすみなども含 まれる｡ また水田周辺部の
分布は認め られるが点在 しているため,分布地域 の特定が困難であったので,ここでは家屋周
辺の区分に含め検討す る｡
稲架の設置位置が水田内部の場合は,掛干 し面積の8
5
%以上を占め,一部の湿田を除 く平坦
部,中山間地 まで広 く分布す る｡刈取 り直後の稲は重いため,水田内の稲架は集束,稲架掛け
作業が高能率化できることが利点であ り,それが水田内に設置す る目的でもある｡県下には乾
田が多 く,そのほとん どが単作田であることか ら,水田内への稲架資材の搬出入およびその設
置が,容易な ことが このよ うに高い分布割合を示す要因である｡
家屋周辺の場合の分布割合は1
5
%以下であ り,県の南西部の下伊那,木曾地方 と北部の飯山
地方か ら安曇北部にわたる地域で,いずれ も狭院な山間地帯に分布 している｡ これ らの地域は
地形的に耕地が少な く,水田が分散 しているため,稲架を一 ヶ所に集めることで脱穀作業や収
納が便利になる｡ しか し刈稲の集束,運搬,稲架掛けの作業では不利である｡ これはその地域
での稲の乾燥条件に対応す るには多段架が必要なためである｡多段架は資材が大形で運搬や設
置に労力がかか ること, また構造上か ら水田内部に仮設す ることが困難な場合が多いので家屋
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周辺等 が選ばれてい る｡

5
) 稲 架 の段数および多段架 の形状
稲架 を その段数 に よって一段架 と多段架に分け,県下の分布割合を第 1表 に分布状態を第 1
図に示 した｡
一段架 の分布は9
0% を占め,各地の平 坦部
か ら中山間地 まで広 く分布す るO‑段架 は構
造が簡単で設置 も容易 なため,水田の中央部
に南北 の方 向に仮設 され る｡ したが って刈稲
の集束,稲架掛けが容易にできるので広 く分
布す る｡

0
%程 で主 に下伊那 南部,
多段架は分布割合1
木曾地方お よび安曇北部,長野西山 飯 山地
方にわた る山間地に分布す る｡ これ らの地域
は稲 の乾燥 には不良気象条件 の地域 であ るた
め,一段架 より不安定 な条 件に適応性 の高 い
多段架が使用 されてい る｡
なお これ らの稲架 の段数は下伊那地方 8段,
木曾地方は 1
0‑1
2
段,県北部地域では 6‑ 8
段 の ものが多い｡ また飯山地方 の平坦部 には

2‑ 4段の ものが分布す る｡
多段架はその形状 に よって,直立,傾斜 5),
合掌型 に分け られ る｡ 県下 の多段架 の主 な種
第 1図 ‑段架,多段架の分布

類 については写真 Ⅱに示 した｡ この分布割合
をみ ると (
第 1蓑), その大部分は直立型 で

あ り傾斜型はほ とん どみ られなか ったo これ は直立型 の構造が簡単で設 置 しやす いため と思わ

(
a) 直立型均等割掛け

O)
) 直立型,不均等割掛け

(北 安 全郡 白馬)

(下伊那 郡 平谷)
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(
G
) 直立型,はさみ掛け

(
(
Ⅰ
) 合掌型 (
更級郡上山田)

(大 骨郡 開 田)

写真‑ Ⅱ 多段架の形状と掛け万

一各地の多段架一
直立型
形状‑

合 掌型

傾斜型
そ の他

均等割掛け
掛け方

不均等割掛け
は さみ 掛 け

(
e) 稲 門 (
飯山市富倉)

れ る｡ この他に合掌型架 が長野南部の二毛作地帯に分布 してい る｡合掌型架は風雨に安定性が
あ り, また裏作 との労力配分で長期間の乾燥 に も耐 え るために分布 してい る0
なお,上記稲架 の他 に立木を利用 した もの,家屋 の軒下を利用す るものな ど,小数事例だが
多様 な乾燥方法が点在 してい る｡ また北信地方には家屋を直立型架 で囲み 出入 口をあけた もの
を稲門 と呼び民俗学上 の興味深い慣習があ る｡木曾地方 の多段架 は常設 であ り,稲の乾燥に用
い る他に乾草 の貯蔵 ,冬期 の風除け として利用 され るな ど地域 の生活 に密着 した関係 もある0

6
) 稲架 の材料
0‑1
5
cm, 長 さ 7‑1
0mの
一段架 は横木 と支柱 で構成 され, 稲束 を掛け る横木は元 口直径 1
丸太材で,県下では,ノ
､ゼギ,‑ゼサオ,ホ ソキ, ナルな どと云 う｡ 支柱 は径 5‑ 7cm, 長

0
m, 下部を削 り尖 らせた 材 で, ‑ゼアシ, アシギ, クイ ンポ ウ, クイ ゾな どと呼
さ1
.
8‑2.
ぶ｡多段架は横木 ,主柱 ,支柱 で構成 され,いずれ も大形 の丸太材が使用 され る｡主柱 は, メ
テバシ ラ, タテギ, タテナル,横木は一段架 と同 じ,支柱 は ソエギ,ササ‑ギな どと云 うが,
下伊那,木曾地方 では大形架 に用 いる先が二又状 の大形支柱 を スケと呼ぶ｡
稲架 の材料は木材が多 く,全国調査 では竹材 も多 く用い られてい るが,竹材 の使用割合は少
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ない｡ これは県下に竹林が少ないためと思われ る｡ただ戦後 ビニールの出現で竹が急に安価 に
なったため,可成の率で使用 した時期 もあった｡竹材は軽 く便利だが長期使用に適さないな ど
のため,その後再び木材が主に利用されてい る｡
さらに稲架材を樹種別に分布をみると,一段架の場合,横木は北信地方では主にスギと一部
竹が,東信ではスギの他に稲架材には不向きと思われ るカラマツ材の使用が 目立つ｡中信地方
ではスギ と一部 ヒノキ,マツなどが,南信地方ではサ ワラ, ヒノキなどが利用 されスギ材は少
ない｡ また一部南部には竹 も使用されていた｡支柱についても同様で北信ではスギと一部雑木,
東信では この他にカラマツ,アカマツ材が多い. また中信ではスギ,マツ,雑木,南信では主
にマツ材 で一部サ ワラ,雑木が使用されてい る｡
多段架 の場合,下伊那,木曾地方では主柱 と支柱に雑木の クリ,ナラ材を,横木はスギ, ヒ
ノキ,雑木が使用される｡稲架は常設,半常設では風雨に強い材種が選ばれている｡また飯 山
など県の北部地方では主にスギ,一部竹雑木が使用される｡
以上,要す るに稲架材にはそれぞれの地域 において,最 も手近で入手 しやすい材種を選び,
同時に設 置,運搬,収納条件 も配慮 して直材が使用 されている｡一方大形の常設架には クリ,
ナラ等の耐久性のある材種を用いている｡
稲架は各材を結び合せて組み立てるが,これを結束す る材料には,フジゾル,わ ら滝,わ ら
等を使用す る｡特にフジゾルは古 くか ら使用 されてきた もので,秋にクズのつるを採 り7‑1
0
日間水中に漬けておいて用いる｡緊縛状態が よく丈夫なため山間地で広 く利用されてきたが,
近年は一 部に点在す るに過ない.わ ら縄は製縄機の普及で最 も一般的に使用されているOわ ら
は水で湿 らせ一段架に用い られ,わ ら縄が主に使われる今で も,稲架を解体す る時に切 り捨 て
られる簡便 さなどか ら,上伊那,諏訪地方に分布 している｡
7) 稲架への掛け方と量

稲架上への稲束 の掛け方は,稲架の構造か ら稲束を分けて横木にまたがせ掛ける割掛け法が
一般的な方法である｡ この割掛けにも左右均等に分ける場合 と, 7:3, 8 :2など不均等 な
,折
割掛け法がある｡ また稲束を割 らずそのままで掛ける方法の事例 としては,積掛け法5･13)
掛け法6
)な ど知 られているが,他にも各種の方法がみ られ る｡ さらに‑稲架上に二種以上 の異
なった方法が 組み合せて掛け られているのが 実態である｡ このように‑稲架における 掛け方
を,その方法,様式を含めて,県下の稲架の掛け方を次のように分類す る.
一段架 の場合,写真‑Ⅲに示す ように 3様式 , 5方法に分け られる｡
(
a
) 一段掛け 横木上‑不均等割掛けを一重だけす る｡

0
3
) 重掛け (
割掛) 一段掛け した上へ重ねて均等割掛けをす る.
￠) 重掛け (
組掛)

一段掛け した株上‑稲束を左右側 より結束部で交叉 させるように組み

合せ,押 しつけなが ら重掛けする｡交叉部の上部にできるⅤ字溝は束を縦に並べ埋める. なお
この掛け方には地方名がなか ったので,ここでは阻掛け と仮称す る｡
㈹

覆掛け (
縦掛) 一段掛け した株上を覆 う (
ふたをす ると云 う) ように,稲架列の方 向

に前の束 の株上に穂を重ねて並べ る｡
㈱

覆掛け (
横掛)

前法 と同 じに稲架列 と直角方向にのせ,片穂の一束並べにする｡
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(
a) 一段掛け (
茅野市豊平)

0
)
) 重掛け (
割掛) (上伊那郡南箕輪)

(
C) 重掛け (
組掛) (南安登郡豊科)

(
α
) 覆掛け (
縦掛) (木曾郡山口)

写 真 ‑Ⅲ

一 段架 の掛 け方
一段 掛け
重掛 け‑I

‑

割 掛法
組 掛法

け ･
‑･
t 芸 冨芸

(
e
) 覆掛け (
横掛) (飯田市伊賀良)
多段架 の場合 , 3方法 に分け られ る｡
(
a
) 割掛け (
均 等割)

左右 の側 に均 等 に分け て掛け る｡

Q
)
) 割掛け (
不均等割)不均 等 に分け左右交互 に して掛け るO

(
o
) は さみ掛け

上 下 の横木 の問に稲束 の中間部 をは さみ込む よ うに押 し込 むO この とき穂

を両側 に出す の と片側 に出す場 合が あ り,稲架列 の方 向に よる｡ この掛け方 を木曾 では押 し掛
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けす ると云 う｡
一段架 における稲束 の掛け方について県下の分布状態を示 したのが第 2図である｡割掛け法
の重掛けは一段架の8
0
%を占め, ほ ぼ 標 高

8
0
0m以下の来信, 北信, 中信および南信の
上伊那地方に分布する｡ この掛け方は風雨に
よる崩落に強 く,多量に掛け られるため,県
下の代表的な掛け方 として広 く分布 してい る｡
同様に組掛け法の重掛けは松本平の南部地域
に前法の割掛け法の重掛けと混在 して分布 し
てお り,稲架材料の節約 と作業の高能率 化の
た釧 こ工夫 された掛け方である｡

0
%以上の分布割合で中央高地
一段掛けは1
の諏訪地方に分布す る｡ この地域は標高 8
00

m以上の高冷地帯で,低温条件のため重掛け
では充分乾燥できないので一段掛けにしてい
ると思われる｡
覆掛けは 5%程の分布割合で少ないが,主
に県南部の低暖地に分布す る｡その うち振掛
け法に よるのは極 くわずかで木曾南部に分布,
隣県と同 じ掛け方を している｡横掛け法 は主
に飯田地方に分布,上伊那南部地域にお よび
第 2図 ‑段架における掛け方の分布

そ こでは重掛けと混在分布 している｡なお こ
れ ら覆掛けは雨除けとして小雨の場合に効果

的だと古 くか ら行なわれてきた｡
多段架 の場合,割掛けの分布が多 く,その うち均等割 り法は多段架の4
0%程で,主に飯 山地
方か ら安曇北部にわたる北部県境の山間地帯に分布する｡不均等割法は下伊那南部 と一部長野
西山地方に分布す る｡ なお,はさみ掛け法は木曾地方の独特な掛け方で多量の稲が掛け られて
いる｡
稲架上 の稲の掛け量について,県下の分布の実態を知 るため次の調査を行 った｡なおこの場
合の掛け量は稲架の横木 1m当 りの稲の束数である｡,,
'
ィソダー刈の稲を掛けた稲架を対 象に
して,県下の主要な地域について,各地域 3‑ 4地点を選び, 1地点につき 3‑ 4基の稲架を
調査 した｡なお掛け量の参考資料を得 るため,束 の大 きさと掛け方についても同時に調査 した｡
束 の大 きさは結束ひもの周囲の長 さで, 1基当 り3束を調査 した｡ この調査結果について,料
け量を掛け方 と地域分布 との関係で示 したのが第 2, 3表である｡
一段架 の場合,最 も掛け量の少ないのは諏訪地方の場合であ り,これは一段掛けのためで他
の地方 と比べ約半量である｡なおこの一段掛けを他の地域の稲架の下掛けの場合と比べて も少
ない｡ この掛け量は高冷地の低温のための燥燥条件としての対応である｡
稲架の掛け方で最 も分布量の多い割掛け法による重掛けの場合,下掛け2
2‑2
4
束,上掛 け1
0

‑1
0‑

〜11
束 ,計34‑35束が掛け られ,各地域 間の掛け量はほ とん ど差がない｡ この ことか ら掛け量
の多 少は主に掛け方 に よって決 るよ うに思われ る｡ この数値 が示す よ うに県下 の平坦部 の稲架
は多量 の稲が掛け られ てい るのが実態である｡ なお松本平南部で42‑45束 と最 も多量 に掛けた
稲架 では組掛け法が とられ てい る｡ また この地域では乾燥安定化のため油紙 ,ポ リフ イル ム等
に よる稲架 の被覆が早 くか ら行なわれて きた ことも, この多量掛けが存在 した ことと無関係で
ない よ うに思われ る｡
県南部 の低暖地におけ る掛け量は他の地域 と大差 ないが, ここでは覆掛けが行なわれ,掛け
方は異 って もほぼ同 じ多い掛け量 である.ただ木曾南部 の縦掛法に よる場合は約 2割程少ない
掛 け量であ った｡
第 2表 一段架における掛け量の地域分布と掛け方

掛

け

方

掛 量 (
束/ 1m横木)

l地 域 別
下

掛 l上

掛 l合

(昭和51
‑53
年調査)

第 3表 多段架における掛け量の地域分布と掛け方

掛

け

方

1地 域
域
巨

叫
て崩妄c
e
m3
別庚(買/
/1
1m
m横
横栗
票)
)l
醸
霊

多段架 の場合,県北部 の飯 山
地方 におけ る掛け量が最 も少な
く,均等割掛けで稲架 に近ず く
と向が透いて見 える程 の掛け方
である｡ これは不良気象条件へ
の対応 であろ うが,また乾燥 日
数 10日間程で脱穀す る作業形態

(昭和51
‑53年調査)

があるためであ る｡下伊那南部
の掛け量は飯 山地方 の倍量 も掛

け られ,さらに木曽地方では最 も多量に掛け られていた｡ これは下伊那では不均等割掛け,木
曽地方 の場合は,は さみ掛 け法 で予備乾燥 した稲束 をつめ こんで掛けてあ る｡
この実態調査では,稲束 の大 きさが小束 で28‑29cm ,大束 31‑ 32cm あ りほ とん どの場合30
cm 前後であ った｡束 の大 きさは県北部 の飯 山地方 ,安曇北部 と標高 1,
000m 以上 の高冷地帯

に小束 の分布割合がやや多 く,そ の他各地 とも大差 のない ことがわか った｡ 以上 の調査結果 か

‑ ll ‑

ら稲の掛け量は地域差が認め られ,さらに掛け量 の多少には掛け方が主な要因 とな っている｡
8) 脱穀までの 日数

1
‑3
0日の分布割合が9
0
%以上である｡刈取 った稲を
第 1表 の よ うに,脱穀 までの乾燥 日数1
稲架上で乾燥す るには普通 の年で 2週間程かか り,さ らに安定す るには 3週間前後が必要であ
る｡その頃の天侯や稲の燥燥状態を見なが ら脱穀す る｡ したが って県下ではほ とん ど掛干 しの
ため この期問の分布割合が多い｡

0日以内の場合は1
0
%以下の分布である｡地域 としては飯山地方が多 く,立
脱穀 までの 日数1
干 し半生脱穀す る場合,掛干 しも1
0日間程で脱穀 され る場合がある｡ したが ってこの地域には
戦後早 く火力乾燥機が導入 された｡

0日以上に及ぶ こともあ るが,
なお,架干 しの場合,天候に よっては粗干 し乾燥,あるいは3
0日以上
早期栽培の普及で乾燥が容易にな った｡ また県南西部の多段架の場合には, しば しば3
になることもある｡

考

察

収穫期の籾 の水分含量は暗天 日で約2
0
%,降雨後では2
5‑2
8
%程あ り,約 2週間の乾燥で水

5‑1
6
%に下げ ることができ脱穀が可能になる｡ 刈稲を乾燥す る場合に籾ばか りでな く,
分を1
わ らの利用 も多い ことか ら,わ らの乾燥にも充分な配慮が払われてきた ものと思われ る9)｡ こ
のよ うな諸要件のもとで, 自然条件や社会的条件が関達 しあい,それぞれの地域 にふ さわ しい
稲の乾燥方法が成立 してきた ものと思われ る｡

0
%以上 の分布を占め,地干 しの分布割合が
長野県におけ る刈稲の乾燥法 としては掛干 しが9
極めて低 く, これは全国調査等 12) の結果 と比べても低い｡ 作業上簡略な地干 しが減少 し掛干
しが普及 した この歴 史的経過等をふまえてみ ると,地形,気象条件な ど稲の乾燥に とって恵 ま
れない 自然条件が主 な要因であ り,なお脱穀機の発達お よび産米改善事業に よる指導の徹底が
掛干 しの普及を早めた要因でもある｡

0
%の分布割合を占め,ねせ干 しの分布は極 くわずかである｡ねせ
地干 し法 の うち立干 しが8
干 しは関東以西では地干 しを代表す る乾燥法であ り4
)
,東北,北陸以北では少ない｡ 県下にね
せ干 しの少ないのは,冷涼な不良気象条件のためであ り,全国の分布傾向 と同 じ要因に よると
思われ る｡ なお本県においても,かつては千歯脱穀 に合致 した乾燥法であ ったため各地 に広 く
分布 していたが,脱穀機 と掛干 しの普及で減少 した｡
本県におけるねせ干 しは, 胴割米な ど米質を損ね る場合が多い｡ これは前報 14) に示 した よ
うに冷涼で気温較差 の激 しい気象条件のためである｡ また乾燥が不安定で籾干 し乾燥を必要 と
す る場合が多い｡ このよ うな要因か ら乾燥上安定性の高い掛干 しに移行 した｡ これには脱穀校
の出現,脱穀作業の能率化な ども関連 し,さらに産米改善事業による指導で掛干 しの普及に と
もな って,ねせ干 しが減少 し,戦後は予備乾燥のための並 匿干 しも急減 した｡ しか し,ねせ干
しは稲架材料 な ど不用な こと,作業が簡易で乾燥が早い ことか ら,気象条件のよい砂質 田の地
域 の一部に,小規模農家 に よってわずか存続 しているに過 ない｡
立干 しは分布量では少ないが,県下の地干 しを代表す る乾燥法であ り主に北信地方に分布す
る｡全国調査 12) に よると東北,北海道地域お よび裏 日本の北陸, 山陰地域 に 比較的多 く分布

‑1
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している｡ これ らの地域は,ねせ干 しの分布地域に比べ天候が不安定で土地条件の悪い場合が
多い｡ このことか ら本県の場合 もほぼ同様な成立要因によるものと考えられる｡ なお立干 し法
の うち7
0
%以上を占め る島立ては,かつて松本以北の県北半部に分布 していたもので,雨によ
り米質を損ね ることが少 く,わ らの乾燥が早い こと,架材などがい らず作業 も簡易なこと,あ
るいは稲の移動運搬に便利なことが成立要因としてあげ られる｡
ところで,青森, 秋田, 富山, 鳥取県などでは 予備乾燥を 目的 として立干 しすることが多
い7),ll)･15),一方関東地域では予備乾燥のための立干 しはないと報告 されている4)｡本県におけ
る立干 しは,充分乾燥可能な地域では予備乾燥を 目的 とす るようなことはない｡ しか し乾燥の
不充分な地域では一部掛干 しのため予備乾燥を 目的 とす ることもあるが,半生脱穀 される場合
が多い｡ また束立て,寄束立てなど予備乾燥を 目的 とした立干 し法 もある｡ さらに立干 しの ら
ち島立て法の場合,作業的な適応性があ り多面的利用が可能なため,掛干 しの普及す るなかで
この立干 しが存続 している｡
積干 しの分布はわずかであるが,かつては各地に分布 した乾燥法で もある｡ この積干 しは一
般にねせ干 し,立干 しな どと組み合せて実施され るもので,その乾燥の作用性に注 目し,稲束
1
) 積み方で雨を避けなが ら
の積み方,積み量等か ら次の三つに分けて考えることができる.(

2
) 雨を避けるために積み,積むことで乾燥む らをな くし乾燥を促進 さ
序 々に乾燥 させる法 ,(
3
) 雨露を避けるための 一時貯蔵法｡ この(
1
)
には 暖地に分布す る 小積み 法な どがあ
せ る法 ,(

る10)0 (
2
)
の法はねせ干などと組み合せで積んだ り広げた り繰返す方法6)0 (
3
)
の法は乾燥 した稲
を多量に積み野外貯蔵す る方法4)｡ かつては県下に(
2
)
と(
3
)
の方法があ り主要な積干 し法であっ
たが,掛干 しの普及で戦後は(
3
)
の方法が分布す るに過ないo Lたが ってこの積干 しは天候の急
変や脱穀作業の都合に よって行なわれ,戦後,動力脱穀機に よる作業の高能率化で急減 した｡

0
%以上の分布割合を占め,全国的にみても本県は掛干 しの分布割合の高い地域で
掛干 しは9
あ り,そのほ とん どが稲架による架干 しである｡架干 しの成立要因は本県の場合 も全国調査12)
とほぼ同一結果を示 している｡架干 しは天候や土地条件に比較的左右 され ることな く乾燥でき
る利点があ り,また架材の入手が容易であることが普及の要因 と思われる｡ しか し掛干 しは資
材の運搬および稲架の設置に労力がかか り,また刈稲を稲架に掛ける労力が余分に必要になる｡
その意味では地干 しの方が作業能率が高い｡ ところが架干 しに よって脱穀の作業能率があがる
ばか りでな く,籾干 し乾燥が不用 とな り,刈取 り,乾燥,脱穀の同時期繰返 し作業形態か ら分
離作業体系に変換でき作業能率が向上 し,他作物 との労力配分上に利があるなど作業的な要因
がある｡
前述 した ように県下の地干 しには不安定な乾燥の実態があることか ら,架干 しが普及 した主
な要因は秋の不良気象条件下でも,より安全性の高い乾燥法である架干 しが普及 し,またこれ
には産米改善の指導や脱穀機の普及が閑達 し広 く分布 しているものと考え られる｡

0
%を占め県下の主な平坦地に,多段架は山間地に分布す る｡全国調査
稲架の うち一段架が9
において一段架が稲の乾燥条件の よい関東以西に2),4)･12),多段架は北海道,東北,お よび北陸,
山陰な ど裏 日本地域に 比較的多 く分布 している5)･
7),
ll
)
｡ この全国分布 と本県の 場合は 平坦地
と山間地の相違はあるがほぼ同 じ成立要 因が考えられる｡それは一段架が多段架に比べ稲束の
乾燥は早いが吸湿 しやすい欠陥がある8
)
, したがって乾燥条件の比較的 よい地域に分布する多
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段架は初期 の乾燥はやや遅いが降雨に よる吸湿が少な く,天険が不安定であっても稲架に長 く
掛けてお くことができるため,天候の不安定な北海道,東北お よび裏 日本地域に多 く分布する｡
同様に本県の多段架は高冷山間地帯や県北部の裏 日本型気候の地域に分布 している｡ このよう
に一段架 と多段架のもつ乾燥特性の相違が地域分布や成立要因の中で主要な位置をな している
ように考え られる｡
一段架は架材 も細いもので足 り資材の運搬や稲架の設置,解体が容易で労力がかか らずほと
んどの場合水田内に設置される｡ また本県は水田単作地帯で乾 田が多いため稲架の設置が容易
で広 く分布するo Lたが って刈稲の集束,稲架掛け作業が高能率化でき,婦女子でも楽に作業
ができることなど作業上の有利性が高い｡ しか し一段架は気象条件等に よっては米質を損ねる
欠点 もあ り,当然その設置環境には限界があるが,稲の掛け方や掛け量を工夫することで広い
地域に分布 した ものと考えられ る｡
多段架は一段架に比 らべ架材 も大形で丈夫なものが必要であ り, しか も設置のために労力 も
かかることか ら,家屋周辺や水田周辺地に常設,半常設 される場合が多い｡ したがって刈稲の
運搬や稲架掛けに労力がかか り作業上一段架に比べて不利である｡ しか し地域の地形,不良気
象条件に困 る稲架の乾燥条件の限界か ら,不安定な天候にも適応性のある多段架が設置 されて
いる｡ これ らの分布地域はいずれ も狭隆な山間地であ り,地形的な要因か ら水田は小面積で分
散 し,かつ棚田が多 く谷間に位置するな どのため,刈稲を一 ヶ所に集めて乾燥 した方が脱穀や
収納に便利なこともあるO また一部に稲架が生活と結びつき別の意味での要因 となっているこ
とも無視で きない｡なお多段架は県下では一段架 より歴史が古い ようで,不良環境下での稲の
乾燥が容易でなかったため成立 してきた もので歴史的要因もあ り,下伊那の南部地方では多段
架を本‑ザ といい一段架を偽物の意を込めサル‑ザと区別 して呼んでいるところもある｡
多段架には段数の相違の他に種 々の形状のものがあるが,県下にはその うち直立型がほとん
どを占め,全国的な分布傾向とほぼ一致 している｡直立型架は構造が簡単で設置 し易い こと,
掛け稲が雨で濡れることが少ないために広 く分布 しているものと思われ る｡ またわずか分布す
る合掌型架は小面積の土地で多量の稲を掛け乾燥することができるため,後作の作付に田面を
広 く利用で き,また風雨による稲架の倒壊に安定性のあること,都合で長期間稲架上に稲を掛
けて置 くことも可能なため,長野南部の二毛作地帯に分布す る｡
稲架の材料は全国調査によると,木材の他に竹 も多 く使用されているが,本県では主に木材
が使用され竹は少ない｡ これは東北地域の場合1)･7),と類似 し寒冷地で竹林の分布が少ないた
めと思われ る｡ さらに架材を樹種別に地域分布を調べた結果では,各地域 とも手近で最 も入手
しやすい樹種が利用されている｡特に取扱い上か ら架材には不向きと思われる｡ カラマツ材で
も東信地方で使用されている｡なお多段架の場合には常設,半常設架共風雨に耐久性の強い ク
リ,ナ ラ材が使用されている｡ また稲架材を組み立てる際の結束の材料には,わ ら組を多 く使
用す るが,一部の地域に古 くか らの生わ らを用いる合理的な手法がつづけ られてお り注 目され
る｡
県下の稲架について掛け量の分布の実態を調査 し,さらに稲架‑の稲束の掛け方について分
粒を試みた ところ,地域に よって掛け量に差が認め られ,さらにその掛け量の多少は主 として
掛け方の相違によることがわかった. ところが稲架の掛け方,掛け量等について系統的な分損
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や用語の統一す らほ とんどな く,全国調査でも分布の実感が明らかにされていない｡上述のよ
うな小事例か らでは全 く地方的なものに過ないが,稲の乾燥法や作業の成立要田等を考察する
には必要条件と考えるので若干の検討を行な う｡
掛 け方は一段架の場合, 5方法 , 3様式の掛け方に,多段架の場合は 3方法に分類 した.一
段架 は‑稲架上に二つ以上 の方法を組合せた掛け方があるため複雑な分類 となったが, この う
ち割掛法の重掛けが8
0%を占め,県下の平坦地に分布す る｡重掛け,一段掛け,覆掛けの下段
は割掛法で掛け られ,束を割 ることで乾燥が早 まること,稲架の構造か ら稲束が安定す る基本
的な掛け方である｡ また覆掛けの上掛け分の横掛法,縦掛法および組掛法は束を割 らずに掛け
るので作業能率が高い特徴がある｡なお覆掛けは雨除け効果が要因で南部の低暖地に分布する｡
多段架の場合も割掛け法が多いが,はさみ掛け法は一段架 と同様に作業能率の高いことが要因
である｡
稲架の掛け量は一段架の場合,地域分布では少ないのが諏訪地方でその他の平坦地は多い｡
諏訪地方は中央高地に位置 し,雨量の比較的少ない高冷地帯であ り,地形上の制限が少ないた
め作業能率の高い一段架が分布する｡ したが って低温条件が主に乾燥の制限要因 とな り,この
対応で掛け量を少 くな くす る必要か ら一段掛け してい ると思われる｡なお平坦地では重掛け,
覆掛けで多量に掛け られているのは稲架 の節約 と気象条件に恵 まれているためと考える｡
多段架の場合,掛け量の多いのは県南西部の雨量の多い高冷地であ り,また掛け量が少ない
のは県北部地域で,曇天多湿の裏 日本型気象の地帯で,いずれ も稲の乾燥には不良気象条件下
の地域である｡ これか ら掛け量の相違は主に気象要因によることが推測できる｡掛け量の多い
のは多量に掛けることで稲架‑の雨水の侵入を防 ぎ,米の変質を避けなが ら長時間かけて乾燥
す る方法のように思われる｡一方,掛け量の少い方法の場合は,雨を避ける目的 よりも地表面
か ら高い位置に稲束を掛け,風を通す ことで乾燥を促がす方法のように推測 される｡あるいは
短期間の乾燥が必要で稲架上に薄 く掛ける場合 も考え られる｡
以上のことか ら稲架の形状ばか りでな く,各地の自然条件のもとで稲が安全に乾燥で きる限
界 まで掛け量を増減 し,そのための掛け方の工夫が行なわれているように理解できる｡ さらに
掛け稲の崩落等を配慮 し,作業の難易,能率等が掛け方の成立に関係 している｡ また掛け方の
ような作業法の普及には,例えば掛け方の分布で諏訪 と上伊那の境界は画然 としているのに,
上伊那 と下伊那では混在地帯がある (
第 2回)
｡ しか しこれ らの 境界域では同 じ方法が長年に
わたって続け られていることか ら地域の生活圏 と深い関係があ り成立要因を考えるには無視で
きないと考える｡
脱穀 までの日数 ,1
1日以上 1ケ月以内の場合が9
5
%以上の割合を占める｡ これは県下のほと
ん どが掛干 しで稲葉上で充分乾燥 させ,籾干 し乾燥を しない作業形腰をとっているためである｡
脱穀可能な水分1
5
‑1
6
%まで乾燥 させ るには通常二週間前後はかかる｡ この程度の乾燥では長
期の貯蔵に耐えないばか りか出荷限度水分の1
5
%以下に調整ができないため,架上で1
3
‑1
4
%
水分時に脱穀する｡ したが って天候状態を見計 らい2
0‑3
0日の頃に脱穀 している｡ただその年
の気象状憩によっては 1ケ月以上になる場合 もあるが,一段架では胴劃米や変質米を生 じやす
いので早 目に脱穀す る｡多段架の方が安定性があるため, しば しば 1ケ月以上になる場合もあ
る｡
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1
0日以内の場合は全国調査では 4割 もあ るが,本県は 5‑ 6% に過 ない｡ これ は主 にねせ干
し,立干 しで半生脱穀す る場合,飯山地方 の多段架 で短期乾燥,掛け替使用す る場合等 に限 ら
れ る｡

摘

要

1
) 長野県 におけ る刈稲の乾燥法は掛干 しが95% の分布割合を 占め,簡略で乾燥 の早い地干
しは少ない｡ これは本県 の地形 と不安定 な気象条 件に困 る他,脱穀機 の発達や産 米改善事業 の
指導が成立 の要 因にな ってい る｡
2) 地干 しの うち80% は立干 しで主に北信地方 に点在す る｡立干 しを代表す る島立 ては古 く

か ら存在 し,不安定 な気象条 件に も耐 え,簡略で稲 の移動 な ど作業上適応性が 高 い ことな どが
分布 の要因 とな ってい る｡
3) 掛干 しはすべ て架干 しであ り,その稲架 の うち一段架が90% を占め各地 に広 く分布す る｡

多段架 は県 の南西部 と北部 の限 られた山間地帯 に分布す る｡

4) 一段架 は設置や資材 の運搬が容易であ り水 田内部 に仮設 され る｡ したが って稲架掛け等
の作業が高能率な ことか ら,恵 まれた気象条 件の平坦部,中山間地に分布す る｡

5) 多段架 は架材が大形 で設置に労力がかか り,水 田内へ の仮設が困難 なた め家屋周辺地 に
設置 され る｡ したが って集束 ,稲掛け作業は非能率的であ るが,地形や不良気 象 条件下での稲
の乾燥 のため使用 され てい る｡

6) 稲架へ の稲 の掛け方は,一段架 では 5方法に よる 3様式に分類でき, うち割掛法に よる
重掛けが多い｡多段架 の場合は 3方法に分け られ,割掛けが多 く他には さみ掛 けが木曽地方の
みに分布 してい る｡

7
) 稲架 の稲 の掛け量 には地域 に よる差があ り,一段架では平坦地に多 く高冷地 で少ない｡
多段架 の場合は県南西部 の高冷地帯に多 く,県の北部地域は少ない｡ この掛け量 の多少には主
に掛け方が関連 してい る.
8) 脱穀 までの 日数 ,ll‑30日の場合が95% を 占め る｡ これは掛干 しの分布 が多い こと,稲

架上 で乾燥 させ籾干 し乾燥を行なわないためであ る｡
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