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語 りの中の職業 コミュニティ

ー 峯村杜氏のインビボ・コー ドー

第一節 内 側からの解釈の方法

人間が一見バラバラな諸出来事の集合に直面 したとき,そ れらの出来事に秩序を与えるやり方には,大 別

すると次の二つのやり方がある。一つは,個 々の出来事の全体像,あ るいは諸出来事からなる全体の全体像

をそのまま捉えるやり方である。今ひとつは,な んらかの外形的特徴の諸次元を発見し,推 論的,分 析的に

出来事を特徴付け位置づける方法である。前者によつて知られた出来事の秩序が暗黙知といわれ,後 者によつ

て知られた出来事の秩序が形式知と言われる。

暗黙知は直観的暗黙知と慣習的暗黙知に分かれる。直観的暗黙知は全体像を自らがたまたま置かれた状況

の流れから把握する場合で,慣 習的暗黙知は全体像を自らが成員である集合体の認知的慣習から把握する場

合である。

人々が,直 感的暗黙知に頼 り出来事の状況的意味を捉えたものが状況的 (文脈的)知 識である。また,慣

習的暗黙知に頼り出来事の慣習的意味を捉えたものがローカル 0ナ レッジである。そ して,形 式知にたより

推論的で合理的な意味を捉えたものが,脱 状況的 ・汎用的知識である (図1)。

図 1 三 つの解釈
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これらの,人 々が状況を介 して共有する状況的知識,慣 習を介 して共有する慣習的知識,言 語能力を介 し

て共有する汎用的知識を,観 察者はどのように解釈 しうるのか。解釈すると言うことは,人 々と同 じシンボ

ル体系を駆使 して,同 じ意味内容を伝達出来ると言うことに他ならない。

社会学で用いられてきた解釈の方法には大別 して次の三つがある。第一は状況的解釈の方法,第 二は内側

からの理解の方法,第 二は外狽1からの理解の方法である。そ して,外 側からの理解は,通 常,解 釈とは呼ば

れず,説 明と言われる。

状況的解釈としては,記 録的方法がある。 これは,あ る状況内の出来事や発話 (指標)の 流れから文脈を

読み取 り,そ の文脈に照 らして個々の出来事や発話の意味を,当 事者のや り方で解釈する方法である。これ

は,出 来事や発話の意味は状況の中で構築されてい くという見解に基づいている。これを相互行為状況の中

での行為の理解と呼んでおこう。

内側からの理解とは,繰 り返される同 じような出来事や発話の意味を,そ れが現れた個々の文脈を参照す

るのではな く,そ れ らの類似 した出来事や発話を発生させる,人 々の共通の世界観,集 合表象,信 念体系,

知識 システムから読み取る方法である。これは個人の内面的意味は理解不能であり,理 解 されるのは集合的

に共有 されたシンボルに表現された意味であ り, こうした意味は人々の相互作用の中で集合的に形成 され解

釈されるという見解に基づいている。 これを慣習 (practice Of community)の中にある行為の理解と呼ん

でおこう。

外側からの理解 としては,実 証主義の操作的定義の方法がある。 これは,研 究者たちがこれまで行つてき

た諸研究に基づき,概 念と命題からなる理論をまず構築する。次に,概 念を現実の現象に当て嵌めるために,

その概念に対応する実在の現象と結びつけて操作的に定義 し,そ の定義に合致するカテゴリー体系 (クロー

ズ ド・コーディング,あ るいは ビジョン・ホール)を 予め合理的に構成 し,人 々の行動や出来事を隈無 く分

類する。ついで,カ テゴリー間の数量的関連によって,諸 命題を検証するのである。これは,法 則的な行為

の理解 と呼んでおこう。

余談になるが,理 念型によるカジスティァクは内側からの理解 と外側からの理解を歴史主義の方法を援用

して結合 した方法と言える。

さて,上 で論 じた二つの方法論は,デ ータと概念および理論形成の面から見ると図 2の ような関係になる。

まず,状 況的解釈 (記録的解釈)で は,人 々が状況の中で相互行為 しながらカテゴリー装置を作 り出すが,

研究者はそのカテゴリー装置をエスノメソドロジー的無関心によつてそのままの形で取 り入れ,個 々の出来

事が指標となつて示す出来事の流れを記録的に構成 し,逆 にその流れが反映するままに個々の出来事の意味

を理解するという記録的解釈の方法を採る。つま り,人 々が状況の中で構成 した意味をそのまま無批判的に

吸収 し,そ の意味か らかれらの行為を解釈する。 この場合,理 論は人々の行為の説明に向かうことはなく,

人々がこうした諸行為か ら現実を構築する方法を説明する。

次に内側からの理解 (慣習の中にある行為の理解)で は,人 々が繰 り返 し生き,実 践 した行為を集合的に

表現 した生きた言葉 (インピボ ・コー ド)か らなる,人 々の世界観,信 念体系,知 識体系をオープン ・コー

ディングの方法によつて,感 受的概念に転換 し,そ うして構成 した感受的概念間の陳述である諸命題を分析

的機能の方法で琢磨 してい く方法である。 これは, シンボ リック ・インターアクショニズムに基づ く古典的

なグラウンデッド・セオ リーの方法に他ならない (ただ し,木 下はグラウンデッド・セオ リーは特定の理論

的パラダイムに依拠 していないことを強調 している,1999:47-55)。 ここでは,理 論は人々の集合表象から

人々の相互行為を説明するものとされる。この場合,内 側にいる人ならば慣習的に前意識的に了解 していて

説明不要だが,外 部の人ならば意識的に努力 して理解 しなければならないことを,人 々の視点に立つことで

理解させる方法といってもよい。

外側からの理解 (実証主義的定義の方法)で は,ま ず,研 究者の概念装置が存在 し,そ れに当て嵌まる人々

の行為,出 来事を収集 し,そ れらの概念で表された諸特性を数量的値に変換 し,数 量的分析の諸方法を用い

て概念間の因果的,相 関的関係性を明らかに し,行 為や出来事に主観的に思念された意味とは別の,客 観的

に存在するが,人 々が意識 しているとは限らない因果的,関 係的意味 (法則,原 因,機 能,構 造など)を 明

らかにする。 この法則的理解では,実 際に生きた人々の体験はバラバラに切断され,内 側からの統一は失わ

れ,外 側から秩序を与えられるといつてよい。
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本稿では,内 側か らの理解,す なわち慣習の中にある行為の理解の方法を採用 して,あ る名杜氏の語 りの

中から,か れがシンポ リックに構成 している職業 コミュニティを摘出する作業を行う。

図2 デ ータ分析と理論形成
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第二節 グ ラウンデ ッド・セオ リーの方法と絵画的方法

(1)古 典的な,グ ラウンデ・ソド・セオリーの方法

そこでまず,分 析的帰納法を重視するグラウンデッド・セオ リーの古典的な理論浮上的方法をB.G.

Glaser,&A.L.Strauss(1967)に よつて,ま た,GlaserとStraussが袂を分かつてから,演 繹 ・検証法を重

視する理論検証的方法をA.L.Strauss,&J.Corbin(1990)に 従つて,見 てみよう。そして,後 者の演繹 。

検証的方法が外側からの理解へと転 じやすい危険があるので,分 析的帰納の考え方を保ちながらデータ解釈

の手順を一部修正してみたい。特に, ミクロ分析をテキス ト分析に変えること,オ ープソコーディングと軸

足コーデイングの段階まではインピボコー ドやフォーク・タームを生かしてコー ド化を進めること,選 択的

コーディングの段階で初めてテクニカル ・タームによるコーディングを試みることなどの修正を行つた。全

体としてはナラティブ分析を行つていることになる (Denzin,N.K.,1988)。

古典的なグラウンデッド・セオリーは,T.パ ーソンズらの誇大理論 (Grand Theory)や 」.H.タ ーナー

の分析的理論化にみられる演繹的方法論と対照的な帰納的方法論を体系化 していた。それは事実に基づく理

論で,次 の二つのサブタイプがある。

① 実 質的理論 (substantive theory);患者のケアとか,人 種関係,職 業教育,非 行,研 究組織といつた

社会学的問題に関する,特 定領域あるいは経験的な領域のために展開されてきた理論。

② 形 式的理論 (forlnal theory);スティグマとかr逸 脱行動, フォーマルな組織,社 会化,地 位の一致,

権威と勢力,報 酬システム,社 会移動などのような社会学的問題に関する,抽 象的な構成をめざした,

あるいは概念的な領域のために展開されてきた理論。

デニタに根ざした形式的理論は演繹によつて得られた誇大理論よりも,予 測や説明を行うという実践的場

面で有用であり,信 頼できることが多い。そこで,実 質的理論から形式的理論へと展開するための方法とし

て,「書き直し」と比較分析が用いられる。書き直しは領域に密着 した固有名詞を排除して普通名詞に置き

換えていく過程のことである。比較分析については, グレイザーらは,「絶えざる比較法」を提起する。こ

れは次の四つの段階を踏む。

① 各 々のカテゴリーに適用可能な出来事を比較する段階。

データの中の出来事をカテゴリーにコード化し,同 じカテゴリーのコード化されている出来事ど

うしを比較する。

② 複 数のカテゴリーとそれらの諸特性を統合する段階。

出来事どうしの比較から,カ テゴリーの特性と出来事とを比較する段階へと移行する。そのなか

で,カ テゴリーの一特性に関する知識が集積され,関 連づけられ,統 合されていく。

③ 理論の及ぶ範囲を限定づける段階。
一つのカテゴリーに当てはまる出来事をそのカテゴリー特性と比較 していくと次第に大きな修正

を必要としなくなり,理 論は固まつていく。理論が固まつていけば,関 連のない特性を排除 して,

リダクションを行い,カ テゴリー群や特性群の根底にある同形性が発見でき,理 論の及ぶ範囲が

限定 される。

④ 理 論を書く段階。

(2)内 側からの理解を表現する絵画的方法 (il metodo pittoresco)

K.Chaェ11laz(1995,2000)によヤしば, B.G.Glaser(1992,1998,2000)も A.L.Strauss,&J.Corbin(1990,

1998)も認識対象は客観的に実在 し,そ れを認識 しうる唯一の方法は経験を通 してだとする実証主義的観点

に立つていて,両 者の違いは,前 者が帰納法や理論の浮上を,後 者が仮説 ・演繹法や理論の検証を重視 して

いる点に過ぎないとしている。そ して, 自らは,認 識対象は観念の中に存在 し,そ の把握は意識を通 してし

かありえず,対 象者と調査者の語 りと聞き取りという相互行為の中でのみ,そ うした意識の把握は可能であ
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るとして,構 成主義的なグラウンデ ッド・セオ リーの立場を主張 している。 このようにCha.11lazの場合に

は,第 一節で述べた状況的解釈に近づいてい くもの と考えられる。 ここでは,内 側からの理解を求めて,

B.G.Glaser,&A.L.Strauss(1967)の 分析的帰納の方法を生かすべ く,A.L.Strauss,&」.cOrbin(1990)

のオープン ・コーディングを,Geertz(1983)の ローカル 0ナ レッジを捉える解釈学の方法や柳田民俗学の

寄寓者の学の方法 (柳田国男,1980)に 基づいて,イ ンビボ ・コー ドゃ フォーク・タームに焦点を合わせて

行 う慣習的コーデ ィングに改編 し, ミクロ分析を行わずに,一 纏まりのス トー リーやエピソー ドごとの分析

を行 うナラテ ィブ分析の方法を採用 したい。

さて,A.L.Strauss,&」 .Corbin(1990)による理論検証型グラウンデッド・セオリーの手l贋は, ミクロ

分析,オ ープンコーディング,軸 足コーディング,選 択的コーディングの各技法から成つている (図3)。

まず, ミクロ分析,オ ープンコーディングでインピボ ・コー ドを感受的概念へと翻訳する。ついで,軸 足
コーディングで概念間の関係を見極める。とくにある現象 (カテゴリー)を 発生させる構造 。条件 (なぜ,
どこで,い つといった間の答えからなるサブカテゴリー)と 生じている行為/相 互行為のプロセス (誰が,
どのようにといった間の答えからなるサブカテゴリー)と に関係づける。さらに,選 択的コーディングで,
中心的カテゴリーを発見して,そ れを他の諸カテゴリーと関係づける理論体系を構築すると言われる。

ミクロ分析とは最初のカテゴリー (特性と次元を伴う)を 生成するため,お よびカテゴリー間の関係を示

すために,分 析開始時に必要となる,詳 細な一行ごとの分析のことであると言われる。 ミクロ分析ではオー

プン・コーディングと軸足 コーディングが併用され,そ の際に, メモが付けられる。メモは分析,考 え,解

釈,問 ,そ して今後のデータ収集のための方向性を記 した研究者の記録である。

さてこのミクロ分析において,イ ンピボ ・コー ドを直ちにテクニカル ・タームでラベルづけることは,分
析的帰納の方法から逸脱することになると考えられる。A.L.Strauss,&」.COrbin(1990)の方法に依拠 し

て行われたデータ分析の多くが,イ ンビボコー ドを直ちにテクニカル ・タームに置き換えている。テキス ト

を切片化 して直ちに概念化すると話者のひとまとまりの言説がズタズタに切断され,研 究者の概念装置に翻

訳され,話 者の世界の分節化の仕方,す なわち話者の社会的世界の話者自身による意味づけや解釈のやり方
が消え去ってしまう。話者のテクス トの持つ結東性 (coherence;R―A.de Beaugrande&W.U.Dressler,

図 3 グ ラウンデッド・セオリーの手順
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1981)を維持 しつつ, トッピクスについての話者の言説を保存する分析をするためには, ミクロ分析はむし

ろ有害であり,テ キス ト分析を実行すべきであると思われる。だから分析の単位はセンテンスではなく,少

なくとも段落,場 合によつてはエピソー ド全体であるべきだというのが私の考え方である。

オープンコーディングとはデータの中から概念を識別し,そ れらの特性と次元を発見する分析上のプロセ

スであると言われる。これによつて,デ ータはよりはつきりした諸部分へと分解され,綿 密に検討され,類

似と相違という視点から比較される。出来事,事象,事実および行為/相互行為の中で概念的に類似してい

るもの,あ るいは意味上関係があると思われるものは 「カテゴリー」と名付けられた, より抽象的な概念へ

と一括 りにされてい く。オープソコーディングはクローズ ドコーディングと異なり,す べての現象を何 らか

の範時に分類するために予め分類体系 (コー ド)を 用意するのではなく,諸 現象の分類を進める中で新たな

範疇が必要になればその都度そうした範疇を加えた り,分 類のや り方を変えた りして,現 実に沿つて可変的

で柔軟な分類体系を作つてい く方法である。だから,そ うした範疇は当然のこととして,新 たな現象に合わ

せてその内包と外延が変化 してい く感受的概念である。感受的概念というのは, フィルム上の像が被写体か

ら,の光によつて色を変化させる現象をもじつた命名であることは明らかだから,本 来感光的概念と訳すべき

かも知れない。

構造化された質問紙で収集された職業 コミュニティのデータがクローズ ドコーディングの方法で分類され

れば,概 念は厳密で,操 作的に定義された概念となる。そ して仮説演繹的な命題群を定立 し,先 のデータで

検証するなら既成の理論が検証 される。 しか し,職 業 コミュニティに関するデータ (語り)を 収集 しオープ

ソコーディングの方法で概念生成やカテゴリー化が図られれば,そ れらの概念は柔軟な感受的概念となる。

そ してそれらの感受的概念から分析的帰納の方法で命題群が彫琢 されれば, 自ずと理論が浮上 して くるとい

うのだ。

なお, ここで,概 念とは命名された現象のことで,イ ンピボ ・コー ドとは話者の生きた言葉を用いて命名

された コー ドのことであ り,カ テゴリーとは諸現象を分類する概念のことである。そ して,カ テゴリーは研

究者が被調査者にとつて重要だと思つた問題,事 柄,事 象,あ るいは事件を表す概念である。カテゴリー名

はフォークターム (その社会集団内の人々が標準的に用いる語)で 示す場合もあれば,研 究者が先行する諸

研究から理論的に構成 した概念の名称であるテクニカルタームで示す場合 もある。

木下 (2003)は 「オープソコーディングのオープンの意味はデータから可能な限 りのあらゆる解釈を 『論

理的に』検討 しコー ド化することだ」(p.156)と言つている。 これをもつと敷術すれば,オ ープソコーデイ

ングは, クローズ ドコーディング (ベールズの相互行為分析図式のようにすべての現象を予め構成された分

類体系のいずれかのカテゴリーに必ず分類する方法)と 対比 して言われる。そ して,諸 現象 (データ)の プ

ロパティに基づいて,サ ブヵテゴリーが作 られ,そ れ らのサブカテゴリーを類似性に基づいて上位のカテゴ

リーヘと括 つてい く。そ して,新 たに現れた現象 (データ)が , これまでのサブカテゴリーのいずれにも含

まれない場合,新 たなサブカテゴリーを作 り,上 位のいずれかのカテゴリーに含める。それが不可能な場合

には,新 しい上位のカテゴリーを構成する。 このように,サ ブカテゴリーや上位のカテゴリーは新たな現象

(データ)の 出現によつて追加された り改編 された りしてい く。だから,オ ープンコーディングの方法は感

受的概念や分析的帰納の考え方とセットになつていて,新 しいデータや新 しい事例の研究によつて,終 わ り

なく改編 されていくということだ。つまり,オ ープンエン ド・クエスチ ョンと同 じように, コーディングや

カテゴリー化は閉 じてお らず,追 加や改編がいつで も可能になつていると言うことだ。そ して,理 論的飽和

が生 じたところで,研 究は一段落 して,暫 定理論が措定される。 しか し,新 しいデータ分析は, この状態を

いつ突き崩すか分か らない。いつまで もカテゴリー,概 念,命 題の体系は潜在的にはオープンである。 この

ように,オ ープソコーディングの作業を重視 している限 り,古 典的なグラウンデ ッド・セオ リーは生きてい

ると言えよう。

軸足コーディングとはカテゴリーをそのサブカテゴリーに関係づけていくプロセスであると言われる。こ

のコーディングは一つのカテゴリーを軸としてその回りに他の諸カテゴリーを特性と次元のレベルで結びつ

ける。軸足コーディングの目的は,オ ープンコーディング段階でバラバラにされたデータを再度集め,組 み

立てていくプロセスに着手することだ。軸足コーディングでは,現 象に関するより正確で完全な説明を作り

上げていくために,カ テゴリーをサブカテゴリーに関連づけていく。
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ここで,サ ブカテゴリーとは現象そのものを表す概念ではなく,い つ, どこで,な ぜ,誰 が, どのように

行為 し,そ の結果なにが生 じたかといつた間に答えを与える現象を表す概念である。サブカテゴリーと関係

づけられることで, カテゴリーは明確さを高めていく。

言い換えると,軸 足 コーディングとはパラダイムを用いてある現象が生 じる構造 ・条件やプロセス (サブ

カテゴリー)を 明らかにする作業である。 ここではインビボ 。コー ド (フォーク ・ターム)を 用いて為され

た陳述を概念 (テクニカル ・ターム)を 用いて理論化 してい く作業であると言われる。

この軸足コーディングについて私見を述べるならば,サ ブカテゴリーと言われるものはすべて:イ ンビボ
コー ドあるいはフォーク・タームで構成し,そ れらを上位カテゴリーに纏め上げた場合に付ける名称はテク
ニカル ・タームにすることが望ましいと思う。こうすることで,先 行研究や,研 究者個人のそれまでの理論

的 ・実践的経験のなかで形作られている定義的概念や既存理論のデータとの不一致が明らかとなつて,そ れ

らと異なる感受的概念や新 しい理論の浮上が可能になるからだ。

次に,選 択的コーディングとは,理 論を統合 し,精 緻化するプロセスであると言われる。まず,最 初のス

テップは中心的カテゴリーを決定することである。次のステップは,そ の中心的カテゴリ_と 他の諸カテゴ

リーを関係づけていく。そ してこの体系化はカテゴリーが飽和状態 (これ以上新 しい特性,次 元,あ るいは

関係が生じてこなくなる分析上の一時点)に 至るまで続けられる。

中心的カテゴリーの選択基準は次のようなものだと言われている。

① 他のすべての主要なカテゴリーと関係づけられるもの

② データの中で出現頻度が高いもの

③ 抽象度の高いもの

④ 他のカテゴリーとの関係に論理的で一貫性をもつ説明が与えられるもの

⑤ 他のカテゴリーとの関係付けがなされ統合が進むにつれ,理論の説明力が増すもの

⑥ 完成された理論で諸概念の特性の可変性の範囲が説明されるもの。

本稿では先ほど述べた理由から,木 下 (2003)と 同様に, ミ クロ分析は行わない。 しか し,そ の理由や方法

論的立場は異なつている。データを切片化 しオープソコーディングを行 うことで,プ ロパティに基づ くラベ

ル付けが観察者によつて恣意的に行われ, コーディングの結果は観察者によって変わることになる。 これは,

Grounded TheOry Mapping(A.E.Clark,2003)や 1多正版M―GTA(木 下,2003)|こ 依っても同じことで

ある。また,私 は,状 況的解釈を行 うつもりはない。内側からの理解を目指 している。だから,観 察者には

聞き慣れない言葉 (ジャーゴンやフォークターム)や , よ く耳にする言葉だが一般の 日常的用法やテクニカ

ルな用法とは異なり話者達特有の用法をもつ言葉に着 目する。 ここでは, これ らの言葉をインビボ 。コー ド

と呼びたい。これらの言葉 こそ,人 々の 日常生活世界の分節化の仕方,認 識の仕方,情 緒の充填の仕方,信

念のあり方を表現 している。そこで, これらの言葉に着 目して,そ の言葉を含むテキス トの塊を,そ の トピッ

クスによつて分類することにする。つま り,イ ンピボ ・コー ド生か したままフォーカス ド・コ=デ ィング

(Glaser,1978;Charmaz,2006)に よってカテゴリー化を進めると言うことだ。 これは,私 が産地研究

(伊賀,2000)か ら一貫 して用いている,絵 画的方法 (il metodo pittorOs∞)に 他ならない。 この方法は,

概念化を進める際に,人 々の認識方法,す なわち世界の構成やその色づけを生か して,そ うした人々の概念

を研究者が理論的用語に翻訳することで,内 側からの理解の構図を最後まで保持 し続けるものだ。すなわち

軸足 コーディングの段階で初めて研究者が概念を構成 し, こうして構成された諸概念を上位のカテゴリーに

纏める時に先行研究で蓄積 されている共通概念を参照 してその異同を明らかに し,必 要が有れば共通概念を

修正する。ここでは,選 択的 コーディングの段階で,本 稿での研究テーマである 「職業 コミュニティ」とい

う既存の上位カテゴリーと,浮 上 し構成された, 自己イメージ,職 業文化,蔵 生活と農村生活の収飲, リク

ルー トなどのサブカテゴリーとを関連づける。木下 (1999)が 言うように,Glaser流 の理論浮上法では,人 々

の世界の分節化の方法,世 界の構造化の方法,す なわち認識方法から自由に概念を形成するために,人 々の

テクス トのもつ全体性や結東性を切断すること,す なわちデータの切片化 (ミクロ分析)の 作業が必要だと

される。これは,い わば木片や螺子で構成される工作の世界である。いいかえると,形 式知による外側から
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の理解である。内側か らの理解の前提はあくまでも,人 々の認識方法をそのまま生かす ものでなければなら

ない。我々は人々のフォークタームや職業語そ して慣用句を絵の具と して,彼 らの描 く構図に彩色 していか

なければならない。 この作業のデータとなるのは話者が描いたス トー リーやエピソー ド (スケッチやデッサ

ン)で ある。私は,こ れ らを合成 して一枚の絵を構成する (モンタージュ法,伊 賀,1986)。 そ してこの作

業をきつちりやつた後で初めて,絵 の コメン トを数行に倹約 して付記すればよい。 これが浮上 した理論であ

る。A.L.Strauss,&」 .Corbin(1990)や 木下 (1999,2003)は 抽象画を描 くが,私 は写実されたパーツは

残そ うとしている。

さて,聞 き取 りに際 して準備 した質問項 目は職業 コミュニテ ィの先行研究, と りわけ G,Salaman

(1974)の職業 コミュニティの要件,す なわち職業的役割に基づ く自己イメージ,準 拠集団としての職業集

団,職 業生活と職業外生活の収敏を探 り出すための項 目からなつている。その意味で,デ ータは話者が自由

に発想 し,構 成 した語 りによるものではない。明らかに,観 察者の介入があり,そ の意味では,オ ープンで

はない。 しか し,語 りの中に表現 されているように,話 者には,関 連すると思われるあらゆる脱線が奨励さ

れ,語 りはまさに 「自由に浮動 した」 といえる。このように,職 業 コミュニティが中心的カテゴリーになる

ように,イ ンタビューは予め設計 されていたが,語 られる項 目や内容,す なわちコー ド化される素材として

のデータの広が りは,話 者の自由な選択に基づいているといえる。

最後に,私 の絵画的方法を纏めてみたい。それは,次 のように言えるだろう。

① 構成 (表現)が入れ子状になつている。つまり,私が聞き取つた一峯村杜氏の構成した 「職業コミュニ

ティ」の語 リーを私が再構成 している。

② 語 りの脱線は許されているとしても,私 が聞き取り項目を設定していると言う点で,峯村杜氏の構成

(表現)は ,そ の トピックスが限定 され,方 向付けられている。

③ 元 々の録音の トランスクリプ ト (transcript)を提示 しているのではなく,私 が再構成 している。その

再構成のやり方は,ま ず,イ ンビボコー ドを標識として,結 束 しているテキス トをコー ド化する (その逸

話のテーマは何かを名称づけて分類する)。次に同種のコー ドとして括られるテキス ト群から成るス トー

リーに上位のカテゴリー名を付けて纏める。そして,最 後にそれらを一貫 した流れのある 「語り」として

再構成する。これは絵画におけるコラージュ (collage)の方法と対比されよう。また,元 々の語 りは,

第二者の個人的秘密に関わるために公開することになじまないテキス トを除いて,す べて利用されている

ので, グラウンデッド・セオリーが強調するデータの完全利用の要件は満たされている。

④ 以上のように,一見話者の構成した社会的現実を写実したかのように装いながら,実際には,その話者

によつて構成された社会的現実を私が密かに改窟して構成している。 しかし,再 構成においてインビボコー

ドをほぼそのままの形で残 していることと,私 の筋書き (第五節で述べる職業的コミュニティを生む諸要

因の循環的連鎖)を 話者が語 りの中で同意されていることから, この 「話」(tale)が全 くの私の告白話

(confessiOn tale)や印象談 (impressionist tale)(Van Maanen,」.1988)で はないことは了解される

だろう。

第二節 峯 村栄―氏のライフ ・ヒス トリー

今回,聞 き取りに応じて頂いた,峯 村栄一氏は全国で最も技能水準が高いと言われる関東信越局で昭和56

年に春秋二回首席第一位に輝いた名杜氏であり,杜 氏として50年間働いた中で,二 つの蔵 (静岡県の山中酒

造と新潟県の千代の光酒造)し か勤めたことがない,人 格が優れ,蔵 の主人に信頼されきつていた杜氏であ

る。そ して,平 成18年に杜氏を退職された。

調査は,平 成17年11月15日 (妙高市窪松原の千代の光酒造にて)と 平成18年9月 26日 (上越市頸城区中柳

のご自宅にて)に 行われた。調査は非構造的聞き取り法 (項目調査)で 行い,お もな聞き取 り項目は,ラ イ

フヒス トリーに関する項目,酒 造技法に関する項目,そ して酒男たちの蔵での生活, 自己イメージ,価 値意

識,母 村での交流などに関する項目である。

まず,峯 村杜氏の生きた言葉を手掛かりに,氏 のライフヒス トリーを再構成 してみよう。
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昭和 3年 1月 7日 新潟県中頸城郡頸城村中柳町で長男として生まれる。父は農業 (二町八九反で部落で一

二に多かつた)の 傍 ら酒屋に出稼ぎに出ていた。群馬の酒屋にもと屋で出ていた。親族では頸城の下増田に

唐沢勝 (まごじいさんの実家で又従兄弟)が 長野の湯田中の方に頭で行 つていた。

昭和17年 3月 大漬 (おおぶけ)尋 常高等小学校特修科 (高等科の中の一年 コースで野菜栽培や養豚を学ぶ

課程)を 卒業する。

昭和17酒造年度 静 岡県浜松市向宿町 山 下酒造場に下働き (ご飯炊き)と して勤務。蔵人14～18人で日

仕舞で仕込む蔵であった。造石数は不明。杜氏は三和村下越の福原さん。紹介者は近所の峯村 さん (高崎の

酒屋に麹屋に出ていたが,福 原さんのところに,栄 一 さんと行 くことになつていたが,都 合が悪 くな り山下
酒造場には栄一さんだけ行った)で ある。          ′

山下酒造に入られた時はまだ14,5歳でいらしたと思うんですけれども,

「そうですね15歳,数 えで16でしょうかね,高 等2年終わらして3年ていうのを1年入りまして,ほ んであんです
は,あ の予科練に志願 してみろなんて上の方から盛んに言われましてね,そ んで酒屋に逃げて,ほ んで最初の時は

直江津の方で,そ の次の次の年ですか甲種飛行予科練受けたんです。ですから十,二 十,二 十歳ですから2年後で

すね。そんで酒屋行けや兵隊に行かんでも良いと思つたらそうでもない。ははは,そ れで静岡の商業学校へ甲種飛

行兵,直 江津で受けたときは目が飛行兵1.0以上ねいと駄目ですね。その時分夏でしたから田の草取りしましてね,
日で葦突きましてね,そ んで目が片一方1.0無かつたんです。そんで落ちましてね,で 今度静岡へ酒屋行って静岡
の商業学校で受けましてね,そ してあんですは,そ ん時合格しましてね,ほ んで後で聞いたら,一 緒に受験 した連
中は,優 秀な, 1月か2月 に受験しまして優秀のは4月 ごろ皆入隊ですね,で わしは9月の入隊なつてきたけれど

も, 8月 15日終戦になりましてね,ほ いで後で聞いたらね4月 に入つた連中は3ヶ月4ヶ 月操縦得みんな覚えて,
そしてあの船にぶつかれて特攻隊みたいなんでしょ,そ いで帰りの燃料が無いんだって,あ と聞きましてね,た ま

げちゃって。そいでお前遅くて良かつたのう,早 く行つたのは皆戦死したなんてね,あ とで仲間で話しましてね,
運がいいや。そしてその時分親父あんでしょ,わ しにあにお前一人だから,お 袋も泣いて志願 しないでくれって。
ところがわし国のためにやらんきゃなあて,あ の時期頭こうなつたんですね。」

昭和18酒造年度 静 岡県浜北市貴布祢 太 田酒造場に働きとして勤務。頸城村で第一回の黄綬褒章を頂い

た鵜 ノ木の石田忠義 (第一回目の全国杜氏会長)が 杜氏を していた蔵で石田氏が連れて行つて くれた。
昭和19酒造年度 静 岡県浜北市貴布祢  日 本勢 (にはんいきおい)酒 造場に働きとして勤務。杜氏は石田

忠義氏。何工場かが合併 して 日本勢いになつた。蔵人は二十数人いた。

昭和20～23酒造年度 石 田氏から静岡県大須賀町 山 中酒造合資会社に行けと言われた。釜屋として勤務。

造石数は1500俵くらい。蔵人は11人。頸城出身者で固める。

いつ頃から杜氏さんというのを具体的にイメージして,や りたいなあなんて思われましたか ?

「そうですね,四 ・五年たって釜屋つてのを,こ の石田,鵜 ノ木から行つていらした石田忠義さんて方は,全 国第
一回 目の全国杜氏会長をや られま してね,そ いで黄綬褒章 もあの方は一番 目だつたんです。第一回 目。,もうとつ く

にあれですけどね, うちの親父と同 じあれですか ら, とっくに亡 くなられま して,そ れか ら大滝嘉久蔵 さんはこの

八月に亡 くなられて ,」

亡くなられましたあ?

「はい,そ れで葬式に行つてきましてねい,今 度十五日に四十九日の法要,そ れに行こうと思つてんですは。です
から偉い方に仕込まれたわけですね。そんで四 ・五年経って,そ の石田つて方はねい,君 今度釜屋にしるから,釜
屋やれと言うのでね,ほ んであのう,あ れ山中酒造行つて, 日本勢行つたんだけれども,そ こから杜氏さんが出て,
石田さんの親戚の方が杜氏になつたのでそこの釜屋にお前行けと,そ れであの時分二十円, うん三十円位だつたで
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すかねい,お 前に余計にくれるからて言われましてねい,そ の時からですねい。これどうしてもあれだなあ,今 度

酒屋じるつてととになるなら,や っばりお役にならんかなあ,あ の時分みなしかられていましたからねい,足 はあ

かぎれでで切れましてねい,ほ んでそら荒つぱい若い衆なんて,ほ ら木の鎚でばんて叩きますからねい, こりゃ偉

くならんかだめだなあて,い つまでもこんなことして下つ端にいりゃあ技術も覚えねいし叱られてばつかいるなて

思いして,そ の時分から, こりゃあまあ勉強して,ま あ杜氏にならなくても三役ぐらいはならんかならんなあと思

いましたねい。その時分からです。」

なるほど,

「それから勉強したつてたいしたことないですけどね,少 しずつ勉強じるようになりましたねい。はい。」

それは大体年齢で言うと20前後位のころでしょうかね。

「そうですね,え ―と私は3年 生まれで,昭 和より2年 下ですからねい。だから19位かな。釜屋ん時は。はい,19

歳かなんかで したねい。」

そうしますとその後に24年から麹屋兼頭になつて,

「それから今度試験場になつて」

それで,技 術的に一人で全部自分でこなせるなて自信がついたのはその頃で しょうか ?

「いや一,ま だまだあれですねい。まだまだ不安で したねい。ですから杜氏さんに聞いたり,そ れからその前の頭

さんてのが,向 かいで讐油を造つていたんですわ。あの山中酒造でねい。そんで,そ この杜氏さんの弟が頭やつて

たのが,讐 油の社氏になつて,そ いで私を頭にしてくなさつたんですねい。そんで,そ の方に聞いたりねい,で そ

の方こぶなつぐ人でねい。讐油を十年間ぐらい年間通 しでね。で酒屋の方辞めて向かいの讐油造りやりましてねい,

そんでまた醤油つてのは桶 も酒屋の古い桶使います し,別 の桶 も有 りましたですけどねい,そ れで袋も酒屋の古い

袋で絞られるんです。そ して釜も酒屋の古い釜もつてつて,酒 屋の方新 しい釜買って,あ れ便利ですねい。」

逆は出来ないですよね。

「はい,そ んで麹 もあんで しょ, フスマ麹でもう,酒 屋の麹と違つて,酒 屋の麹乾燥 して乾いた麹造るんですけど

ねい。響油の方は湿気てびしゃびしゃする物なんですね,で 中あんまり入ってますと汗たらたらかく,そ れで袋,

麹蓋,槽 もみんなそつちもつていくんです。はい,で あの粕絞る袋なんて古 くなつとみんなそつちやりましてね,

で醤油も槽で木の槽で酒屋と同じように絞るんですね。そんで,醤 油も一番最初のやつものすごく美味 しいんです

よね。それも買つてきたりねい,そ れから二番,二 番と絞るんですねい,あ れ。また塩水入れてねい。だからこれ

讐油の方が儲かるなつて思つたんです。酒の方はそう言う訳にはいきませんがね。そう言うこともございました。

そ してあんですは。釜屋4年 やらしてもらつたのかなあ。そ してあんですは麹 2年 やつて,頭 麹4年 やらしてもらっ

たんですかねい。そ してあんですは,最 初なんかねい麹なんか見てても実際自分なんか初めてで しょう,あ の固い

麹出ましてねい,あ の時分米なんかあんで しょ掛米はわ しら食べる米よりちょつと白い 1割 ぐらいですね, 1割 削

るだけ,い ま90%て 言つてますね。そんであの麹米でも1割 5分 から1割 7分 位,ほ んで米無い時代ですからねい,

黒いですから,ほ んで難儀でねい,麹 固くなりましてねい,杜 氏にぶつけられてねい麹を,室 はいるとバーと 『こ

んな麹あるか !』 てねい,あ れまあスパルタ式だつたんですねい。片一方にすれば教えるつもりですからねい。

『いや申し訳ありません』てねい,約 1月 くらい,あ の寝床入るけど寝ねいぐらいにねい勉強 しましたねい。そう

したらねい一月ぐらいもう必死になつて,ま あ他の連中もおい峯村さんこうやつた方が良いんだろうて,み んな釜

屋なんか仕事一人でふた仕事ですから,今 みたいに機械やこんなでないすからねい。そいでねい,手 伝いに来てく
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れてねい,そ れからこりゃあもう勉強 しなければならんと思いましてねい, こりゃあもう杜氏に麹ぶつけられても

そりゃ愛の鞭だから, こりゃ杜氏にならんから,杜 氏になつて恩返 し,そ れ以上に酒造らんかなて思いましたね。

そのころが一番勉強 したん じゃないですかね。」

その頃教本みたいなのは有つたんで しょうか ?

「講本もありました。あのこんな厚い本ね。でもねい,や っぱり本見ても,程 度が悪いで しょう。昔から杜氏なん

てほらあれで しょう,技 術は体で会得すんだけど,大 滝さんよう言いなすつたけど,『杜氏なんてあんなのはなあ,

みんな馬鹿ばつかだすけなあ,お まえらなんて体で会得 しなきゃ駄目だ』てよくそう言いなすつた。頭が程度が悪

いから体で覚えるよりしょうがないですねい。ほんで,あ んですは,講 本見てんですけれど,基 本は分かりますね。

でもやつばり実際ね, 自分の体で会得 しなきゃだめですね。温度とかこの,室 入りますと乾湿の差とか,温 度とか,

米の柔らかいのとか固いのとか色々その米その米で違うんですね。同じもの入つてこないですから,今 もう機械で

すからね,今 なんかわ し最近なんかね, ス トップウォッチで洗米なんか何秒でやんで しょう,だ からもう大概のも

のが出るんですけどね,ま あ昔はもうねいそんなありませんから,そ んで温度計だつて見ますけど流行ったばっか

りで,そ の前は手でこうやつてて, 自分の体温36度でこうやつて飯やつてええ34度か5度なりゃ 『おい仕込め』な

んてそう言つたぐらいですからね。ですから講本ありましたけれどねい,ま あ見てもこの眠たくなつちゃいます じ

ねい,夜 起きてますから,で すからやっばり講本も見ますけれど,講 本より現物の会得ですねい。はい,」

昭和24～27酒造年度 山 中酒造合資会社に麹屋兼頭 と して勤務。

昭和28～29酒造年度 新 潟県醸造試験所に伝習生 と して入る。同期に中川酒造元杜氏佐藤源司氏がいた。

そのころ嶋先生が広島か ら着任 し,以 来付 き合いがある。

ちょつと戻さして頂いて,あ の醸造試験場に伝習生で入られたときに,技 術的に何か得るものって有つたで しょう

か ?

「はい,そ れはもう,焼 酎,芋 焼酎までね,わ しら酒の本段ボールに幾つもあるんですよね。それ勉強になりまし

た。はい技術的なことはね,そ りゃわ しら今まで酒屋頭までやつて行つたんですけどね,ほ ら何だ分子記号から全

然知らんで しょう,そ れで試験場入ったら基本的なこと,全 部ほらね,そ れは勉強になりました。はい,た だこん

だ試験場出てからそれをいかに応用するかね,そ れだけですけどね。それはもう行つてまたたまげましたけもんね。

自分で我流で,杜 氏さんにさんざん叱られたりして,麹 ぶつけられて一生懸命なつたけれども,や つばり分子式か

らそういう基本のことを, こうそうりつか (酵素力価)か らそういうの知らんかつたですからね。わた しらですか

らね,酒 屋なんてただ仕事 してものの良いの造ればいいてやってきたんですからね。」

後で現場に出てまた造るようになつて,醸 造試験場で習つたことで一番役に立つたのはどういうことで したか ?

「そうですねい,ま あ,基 本的なことはすべて役に立ちましたねい。それと,そ うですね科学的て言つたつて別に

なんですけど,分 析なんかも試験場ですと今まで酒屋で教えられて覚えたのとやつぱりね,試 験場の方は基本にばつ

ちと,寸 分違いませんすけ,酒 屋の場合ほらね我流で,教 えるつたつて多少違いますわね。だからそういう点では

酒の基本は試験場ですねやつぱり。そ りゃあもう大変勉強になりました。はい,ま あすべてにねい,麹 造りも,そ

れから分析も,そ れから仕込み配合とか,米 の膨張具合とかそういうの,普 通の酒屋ではそういうのほらな,あ の

時分全然やりません。今もう, うちの酒屋あたりでもス トップウオッチで色々のことやつてますけどね。その時分

酒屋なんてのはね,た だ見よう見まねでねやってましたから,そ りゃもう試験場行つてたまげました。ほうらやつ

ぱり科学的で,試 験場だなつて思いました。そんでね,わ し22期生だつたけれど6人 ですかね。でね,30人 ぐらい

で試験やりましてね,そ れで試験場行つたら,知 ったのも二人ばかり居たつたかな。やハッキリ飲んできたとか,
一週間前からネギ食ってきたとか,試 験に落ちねいように。試験なんて受けること無いで しょう。そ したらあっこ

行ったらその人落ちちゃつたんですけど。『ばか,俺 一週間も二週間も前からネギ刻んで食つてんだ』そういうの
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もいたし,み んなで笑つたんだけれども,は はは,な かにねニソニクとニラとハッキリ食うて来たていうのもいた。

『高い銭出してハッキリ買つてきて,あ んでもよく分からんかつたな』て中には居ます じねい,そ うしてみんなで

笑つて,ま ああんたぐらいどっちみち落ちんだすけ,落 ちりゃ誰かまた行かれんだから,そ ういってたんですわ。

そうしたらね,わ しお陰さんで合格だ。そ して後で試験場に行つてね,み んな頭良いのばかり見えたら第二位だつ

て書いてあるの。はははは:そ れまたこういうの早いのは紙かなんかでこう,副 社氏かなんかあれかな,学 科なん

か大 したこと無い算数となんだ,な んかと四つばかり,で あと口頭試間とね,で 口頭試間で 『君は何で試験場に志

願 した』なんてのがありましてね,は はは,『いや,酒 造 りを天職と思つて,基 本的に勉強 したいので来ました』

『あ,そ うか』 『趣味は何だ』 『は,魚 釣 りであります』 『読書はじねいのか』 『はい,あ んまり頭が悪 くて』な

んてそんな質問でねい,ほ んであんですは,幸 いにねい,合 格 してそこらにおつた人,お いげんしょくしたかや,

さぼっちゃったななんんてそういつてたんです。後で聞いたらその人落ちちゃつて。二位とか聞かんたった,は は

は。そ したらおやおやハッキリ買つて飲んだとかそんなのばつか りでしょう。みんなその程度だつたんですねい。

そうしてあとみんな笑つてねい」

それで,当 時からですね伝習生になるとどこかの杜氏さんに推挙 してもらえるという仕組みになつてたんでしょう

か ?          ′

「はぃ,で すからねい,わ し二年卒業 しましたらねい,そ の時分星野先生て方が場長でね,そ の方がねい,石 田さ

んにそう言つて,わ し前に石田さんにもお世話になつたでしよ,山 中へは釜屋は石田さんの親戚の人が出るので,

この夏の石田さんとこの釜屋行つてくれ,給 料上げて心配 しよう,そ いで石田さんにその場長が頼んで,『大潟町

のふなこうの酒屋 (藤縄酒造)行 つて くんないか』,場 長。そ したらわ しそばで しょ,そ んで雪降んで しょう,で

石田さんに 『本当に申し訳ないですけども,わ し静岡で二十何年も勤めて,雪 のねいとこであんだし,勘 弁 してく

れて』そう言つた。『場長がそう言つてんのになぜや』,『勘弁 して頂きたい,で まあ,向 こうにもうちつと居たら

静岡の方にさんざんお世話になつたところに杜氏に,試 験場出たら杜氏に来いて大旦那さん言つてなるて噂も聞い

てます じ』,で ようやくやっと断つた。そこでそのふなこうの小せい酒屋,火 事なりましたね。今造ってません。

いま向こうのね霧ノ塔てところへ権利みんな売つたんですかねい。十何年も前になる。」

昭和30酒造年度 静 岡県浜北市貴布祢  日 本勢酒造株式会社に分析並びに もと屋 と して勤務す る。

昭和31～48酒造年度 静 岡県大須賀町山中酒造合資会社に杜氏 と して勤務す る。石田忠義氏が杜氏に推挙

して くれた。

昭和49～51酒造年度 京 都市伏見区黄桜酒造株式会社に副社氏 として勤務す る。紹介者は杜氏の大滝嘉久

蔵 さん (現97歳)で あつた。大滝氏は頸城村の社氏組合の会長を していていつ もあちこちの蔵に一緒に行か

ないか と声を掛けて くれていたが, よ うや く黄桜の話に乗せて頂いた という。頸城村か ら山中酒造にいた5

人の蔵人を連れて黄桜に杜氏補佐 と して入 った。造石数は25万石あ り全国で五番 目の規模であつた。従業員

は醸造関係で約100人,全 体で300人程度の蔵であった。

「大滝さん じゃないが,技 術を盗めて,大 滝さんよくねい,わ しら黄桜に行つたときもあの人全然聞かせねいです

ね。百人もいんで しょ,醸 造部で季節約50人48ん9人いて,常 勤も50人近 くいるんです。醸造部だけで1∞位いんで

すわ。黄桜,わ しお世話になつたとき25万石で全国五番目,月 桂冠が一番だつたですけどね。その方はねい,亡 く

なつた大滝さんはねい,大 杜氏で,全 然教えねいのね,聞 けや教えるけどね,『いいか技術なんてのはなあ,人 の

技術を盗むもんだ。俺なんか教えたつて,お 前ら頭悪いのに何覚えられる。』こうで しょ,ま あ技術には厳格な方

だつたですね。おんで,わ しら副社氏,今 度黄桜の話になつちゃつたですけど,吟 醸は他の者に見せねいのね。わ

しかね,常 勤の主任か, こつちから一人なんだ,畑 崎から上野てのが行つた, もうとつくに亡くなりましたけれど

ね,そ の人はねい,親 父さんが大滝さんと仲間なのかなあ,そ の倅わ しより二つ少なかったですかねい,そ の大将

には吟醸の麹はやらしたんですわ,ほ んでわ し,黄 桜いつたらねい,峯 村と二人でやれやて言つて,あ の人も極端

なんですね,そ んで他の連中はねい,吟 醸棟なんか見に行 くとねい,大 滝さんがいる時はいらんねいの。『おとつ

あん来た。』黄桜では杜氏さん 『おとっあん』,頭 を 『あんさ』て言うの。一 日に一回ぐらい足ちんばすけ, こうやつ
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て蔵回んなさんだ。『大滝,来 たぞ。』て言うと,み んな3階 か4階 あるで しよう, 1階 いきゃあ 2階行 く, 2階 行

きゃあ下さがるで,逃 げてぐるぐる回つて歩くわけ。あれ怒るすけ,そ んでねい,わ しとか頭とか側近は逃げらん

ねい。逃げちゃ今度叱られるから,わ れわれは側でねい。あの人は極端な人であんでね,そ んでねい,教 えねいで,

技術は盗めと,そ れで吟醸の所他の者行 くと,わ しら櫂たまこう取つてねい, く
―゙と出しましてね,こ う笑ってま

た掛けてねい,そ れで 『峯村いいか温度を 9度 にしておけ。』そ して今みたいにこの,な んだデジタル温度計ない

ですからね,水 銀のこの厚いで しょう,だ からちょつと曲げて見たりすると高 くなつたり,低 く見えちゃうんです

ね。そんで 9度 にしておけつて言うのを,大 滝さん来なつて 『なんで野郎 9度 1分 もあんねやつか』て怒ってねい,

9度 にしておけつて,見 方によつて 1分位違うよね,ほ ―いで胴巻きなんかば―て,私 下にいると頭に投げるの,

この布をば一つと,酒 に当たらんで人に当たるのあの人は。その代わ りあんですは,一 緒にそういうの仕事 してい

りゃあ,覚 えますからね。こうやるときはこうだどなんて言わんくても,や つばり自分で行つてりゃねい覚えます

から,そ う言うこともありました。ほんであんですは,吟 醸あれ,吟 醸の麹も,膠 も子守さして頂きましてねい,

わ しだすけ麹の時なんかねい,一 月位布団で休まんかつたですねい,そ の上野と二人でねい,あ の休憩室がまた温

度ついてんですわ。適温あの時分21度か22度くらい,そ こで結構畳敷いてあつて休まれるんです。それで,他 の連

中も二人か二人ずつ番ありますからね。そいでその連中も一緒に休憩 してねい,そ いでお茶飲んだ りねい,そ いで

大滝さんこうやつて来ますとねい,『みなしろ,大 滝来たぞ』そうしてこうやつて戸を開けて,『峯村いたか』 『は

い』 『何度だ』 『いま吟醸なんて麹三十何度』 『あそうか』電話でやんだけど,一 度だけ, 3階 上がつてきたのち

んばで,ま それ仕事ですからね,そ いて 『おい峯村さん,行 つたぞ』そう言つてるとね, ぐ―とまた戻つてくる,

ははは ・・・,い や面白いつて言うかどう言うんですかね。あの人はそういう所ひょうきんだつたかも分からんで

すね。そういうのもありました,で すから若い衆 『峯村さんふといつてね』 『ばかふといつたらまた叱られちゃう

わ, うちれて叱られちゃうわ』,そ 言つてあんですわね 『おまん,大 滝さんにちいとばつか逆らつてみれ』 『ばか,

逆らつたら大事だわ』そ したら,み んなが叱られんように注意 してるで しよう。か しらやわ しは偵1にいんすけ,

『たまに大滝さん怒らせ』ていうんです,ち ゃどんなんだ,そ いでねわ しもちよつと根性よかつたすけ 『峯村吟酸

覚えてか』 『こつちの耳からこつちへ出て行つちゃつた』そ したら 『馬鹿野郎, うちれ』て大滝さん怒っちゃつて

ねい。あの人パーつと怒んだけど,後 は良いんですよね。そいで二三時間たつと 『峯村,お れなうちれいつたつて

な,広 敷のうちれいつたんてんや』ころつと変わつちゃうんで,そ したら若い衆 『よくあんだねい,我 慢 しなんね』

『我慢 しなんねたつて,大 滝さん習いに来たがね,師 匠 じゃないか』 『いやあ,普 通もん我慢 してられんよ,お 前

良く我慢 してる』 『ばか我慢 じるつたて,勉 強 しに来たつてそんなにお前,あ の,人 は人にもまれて人になるて,

若いときからそう言われてんがねて』 『ああそうかない,や あわ しらみんなね感心 してるんらわ,普 通者そんなに

叱られりゃ,昔 ねい若いもん 5～ 6人 家に帰つたのいんだよ』 『ばか家帰れつたつて,家 なんかいられつか。家い

りゃ酒屋いつたもんなんて見損なわれちゃうわ』てな,そ う言うこともありま した。だから面白いやら,ま あ面白

いて言つたらあれだけども,な んかこうあんですはねい,そ の大滝ていう大社氏さんは端的なんですわね。端的過

ぎるつてかね, もうそのば一て怒るけどまたすぐ良くなつちゃうです。はい,そ ういう方なんです。そのかわりも

うあんですね。もう酒になりゃ,が 一つと神さん乗 り移つたみたいになつちゃうんですね。もう白衣着てね, 日え

もう上がっちゃいます しね,だ からもううつかりして,ま ごまごしたらこうしてやられちやうけどね。いや昔,神

杉行つてね。行つた人まだ生きてんだけど 『峯村さん,や かましいおとつつあんだね, よく二年も勤めたな』て,

『ばか, もうちよつと居たいけども,嶋 先生,あ そこいくすけ辞めたんだわ』 『お りゃ,二 十なんぼもと屋やつて

んだが,機 嫌悪い時,針 もみんな投げて,そ こらみんなぶつけていつたもんだ』そう言つてね,へ へへ。技術には

もう鬼なんですね。それだあわればねい,良 い人なんですけどね。ですからね, 4月 今年退職 してから行こうと思つ

ていたんですが,行 かんで。今まで年に4～ 5回 行つてたんですわ。そいで,会 えばね,『峯村ちゃ一ん』なんて

言つてんだ。酒の話になりますとね,『お前らわ しなんか幼稚園だ,駄 目だ』,な んてそう言つてね。で家帰るなん

て言うと,『峯村ちゃ一ん』なんてさ。酒の話になつと。まあああいう人は酒で生きた人ですね。だから近所付き

合いもあんまりありません じね,そ れで冬はずつと通 して酒屋行つてんで しよ。ですから,あ んまりね近所付き合

いないの。また家に何年も居ないし,田 んぼもしてませんじね,だ からねい,失 礼だけどこないだ葬式なんか近所

の人二人しか来てない。そんでさわ しら7～ 8人 も葬式に出ました しね,県 の会長から,連 合会からも来てくんな

たしね,そ ういう人なの。わ しら酒の神さん言つてるけども,酒 の神さんだけでこの一般の,社 会的には付き合い

もないし,一 般のことはしらない。もつとも知らんで良いわけですね。酒で生きてきたんだもん。そういう方なん

う
０

民
υ

２
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です。」                    ‐

黄桜 とはもう一年の話であつたが,新 井市長を していた現千代の光会長が醸造試験所で杜氏の斡旋を受け

たいと申し込み,嶋 先生と次期鈴木場長が共に推挙するということで千代の光に移ることになつた。

昭和51γ平成16酒造年度 新 井市窪松原 千 代の光酒造株式会社に杜氏として勤務する。造石数は最高時

に450回蔵人は 7～ 8人 いた。去年で380kι,今 年は200回蔵人は10人になつている。仕込みは半仕舞いでやつ

ている。

第四節 読 み取られた職業 コミュニテ ィ

次に,峯 村杜氏の語りの中のインピボコー ドを手掛かりとして,酒 男がどのような自己イメージを持ち,

どのような集団に帰属していると考え, どのような価値 ・行動規範を身につけ, どのような交流をしている

のか,を 1贋に見ていきたい。  ・

(1) 自`己イメージ

酒造従業員の方々が自分たちを何者であると捉えているのかを知るために,ま ず,酒 造従業員の世界で使

われている,人 々を分類するための生きた表現 (インビボコー ド)を 見ていこう。峯村杜氏の発話内でゴチッ

クで示 した言葉がインビボコー ドである。それらのインピボコー ドに関連する語 りを纏めて,カ テゴリー名

を付 して表題に してある。表題のカテゴリー名にはフォークタームを使用 した場合 もあれば,テ クニカルター

ムを使用 した場合 もある。

イ)杜 氏 ・蔵人 ・酒男

ちょっとまた話変わるんですけども,酒 男ていう言い方と,杜 氏さんていう言い方と,蔵 人ていう言い方あります

よね。それでわれわれ一般の世界では,酒 造従業員全体を杜氏さんて言うことありますけども,酒 男の世界では杜

氏さんと言えば,

「親方」

親方のことだけですね。

「はい,そ うです」

それから,蔵 人て言つた場合に,例 えば瓶詰めとか, ラベル貼 りの仕事をしているだけのパー トの女性の方とか,

「そういうことありません」

はいはい,入 りませんね。

「はい,」

事務員の方も入りませんね,

「はぃ,は い,店 の人て言う」
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ああ,店 の人ていうんですか ?

「はい,な んであれかねい,店 の人て言つた。で,蔵 は蔵,店 は店ね,は い,」

蔵の主人の家族も,や つてない限りは蔵人に数えませんよね。

「はい,入れませんね」

出稼ぎじゃなくて,若 い通年勤務の酒造工の方いらっしゃいますよね,あ あいう方は酒男て呼びますでしょうか ?

「い―や,言 いませんね。」

言わない,そ うすると酒男というのは昔の出稼ぎ時代のことを,言 つてるといつていいですか。

「ですね,酒 男ですね,」

それじゃですね,精 米専門の方は蔵人と言つたで しょうか ?昔 です。

「蔵人と言いませんね。」

それは米掲き杜氏とか ?

「揚き屋」

掲き屋つて言つたんですか。

「はい,」

成る程,

「ほで,黄 桜行きましたらねい,あ の掲き屋も杜氏て言うんですね,お いで,福 井県からね専門でね,10人 も15人

も連れてくるんです。それで,精 米杜氏て言つてね,わ しら知らなかつたんだけれど,あ の背の高い方でねい,わ

しらによく話 しなさつて,い い人でね,そ したらね, 自分で纏めて20人なら20人とか連れて来んだつて,そ いで,

黄桜にねいこんな年寄 りもねいみんな来んだわ,そ しておばちゃん方も瓶詰めの方へ,そ したら若いもんにみんな

任 して家を任 して,ほ んで年寄 りみんな用事ねいから,瓶 詰めの方へおばちやん方来たり,精 米に来たり,こ の腰

曲がつて,そ んで酒飲んで,飯 食らっかって寄宿舎で寝て,そ いでパチンコに行 くんですね。お―あの時分黄桜に

行くとよくパチンコに行つてましたね。金ほら家の若い者に任 してあるから,金 送らんで良いわけ,で , 自分取つ

たのをまあ,み んな使うてわけねいけどね,い や俺 3万 負けたとか,勝 つたとか言つてね,風 呂や行くとね, 9時

頃風呂や行きますと,わ しら仕事 して行 くとね,パ チシコに行つて来んだわ。そ して,お まんたあれかていうと,

『うん,お ら家のもん,若 いもんに任 してあるから我々はい用事ねんだ,取 つた りずかけだ』なんて言つてね。そ

いでおばちゃん方もねい,電 話掛ける,わ し守衛がね,横 の話なるけど,わ し車で行つたんです黄桜に,大 滝さん

乗せて,二 年往復 しましたね,車 向こうへもつてつてあんで しょう,で 守衛が知つててねい,『峯村さん今日守衛,

他の人間頼むけど,酒 ,俺 他人の酒10本も買うからあの家へ送つてくんねいか』て,そ の人がねい天理教の役員な

の,そ いでね30本ばかり他の人の分買つてねいそんでわ しの乗用車に載 してね自分も一緒に行くわけ,大 阪なの,

30分も行けば道ですからねい,で 行きますとね,『天理教の命』つて踊つてんですわ。そいで 『ここで降ろして く

れ』てそいでわ しと一緒に来んの,で わ し電話掛けるというとね,今 日は内緒の話だ,『峯村さん電話料いいわい』,
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あの自分ちょっと長 く掛けると2,000円位になつちゃうんですよ。京都から,で 『峯村さん電話料いいよ』,『あそ
うかいいか』,『ぃぃょぃぃょ』,『その代わり車賃全然出さんから』,『ああそんなの要らん』でわ し酒送つてる間は
ねい,他 の守衛下人交替するの居るのね,そ の人に頼んで,で わ しに電話代ただ,そ の代わり月に二回ぐらい,車
酒持つていかんならん。そんな本いたつたですけどね。」

その方もちろん蔵人に入りませんよね

「そぅです,」

それから,今 の話,糠 杜氏ですよね,

「そうそう糠杜氏」

越後には米揚き専門の人はいたんですか ?

「いませんね,頼 まつて行くのもいますけれどね,

んですね。」

そうしますとね,蔵 人と言いますと,広 敷番,働 き,

杜氏といった一連の方々が入るつてことですよね。

口)検 査技師

でもやつばりそういうのは杜氏が頼んでいくから一応蔵人でや

釜屋さん,二 番さん,槽 長さん,麹 屋さん, もと屋さん,頭 ,

それから,今 大手の蔵で大卒の検査技師みたいな方いますよね,あ あいう方は蔵人の仲間に入るんで しょうか ?普

通はいわない ?

「言わないですねい。黄桜は大学出はいつぱいいます。ほんでね,あ 余計な話だけど,蔵 の仕事わ しらと一緒にね,
黄桜の社長さんてのはねい,わ しちっと話 したけれど,大 学出た何出たていっても一年は造 りの方させるの,櫂 突
きから,ほ うでゎ し行つた時ね,大 学のね,30人 ぐらい志願あってそのうち5人 くらいか採らんでしょう, 自分た
ちはエリー トだと思つてるのねい,そ れが割烹前掛けして櫂突きさせんで しょ,ほ いでねわ しにね,『峯村さん,
わ しらこんな仕事あれかねい,櫂 突きなんかしたり,粕 抜きしねい,な かなか』割烹着着て粕抜きじるわけ,難 儀
仕事,『いやあんだね,わ しも聞いた話だけれども, ここの社長あんたがたねい,わ しらもう酒屋もんで終わりで
上がっても,杜 氏で終わ りだけれども,あ んた方もう全国の支店長になつたり,課 長,部 長になられんだから, こ
この社長てのはあんた方大学出を,あ んた方エリー トコースなんだけども, もうそこらへ全国へ出しても,造 る方
を全部お客からお聞きしても説明できるように,全 部やらせんだって』,『あそうかね』,『もしそれやらなかつたら

他のきゅういぃきなさい』,『あそうすか, じゃ一生懸命やります』なつていってね, もう全部させるんだ櫂突きか
ら粕抜きまで」

朝日山もそれやってますね

「朝 日山も,そ うしたら大学出は優秀のばっか来ていて,何 十人の中から試験合格 して入ったんで しょう,だ から
自分たちにしりゃあ天下の黄桜でエリー トだと思つてんのにねい,割 烹前掛け着たり,櫂 突きしたりさあ,な んか

みんなさせられる訳,そ いではら蔵の人もハッパ掛けるしさあ,こ んな仕事でなかったてたまげるんで しょう。そ
れでわ しらに聞いたんだけれども,『わ し杜氏補佐なんだけれども,他 で杜氏やってきたんだけれども,ス クラッ
プだて言われて来てんだけれども,あ んた方でもここ入れば 1～ 2年 はねい小僧と同じで掃き掃除,ヘ リコプター

なんて乗る者は三年もヘリコプター磨いてる,な んて聞いてんだよ』というと 『ああそぅですか』 もう二三年ぐら
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いねい櫂突きしたり粕抜きしたりしてハッパ掛けらつてそれで造る方を会得 して,そ れからもう販売も行つたり,

小売りも行つたりして部長になつたら,わ れわれはもうこの歳で終わ りだ』,て いつたら 『あそうですか』 『駄 目

だったら,あ んた早 く他行つた方がいいよ』ていつたら 『そういんですか,が んばります』なんて,そ んなのいっ

ぱいいましたねい。」

ハ)大 杜氏と名社氏

それで,ま たちょつと話変わるんですけども,私 色々の方に伺つてますと,昔 の立派な杜氏さんの中には,例 えば

酒造従業員組合の組合長やつたり,杜 氏さんを色々斡旋 したりする大杜氏 (おおとうじ)

「だいとうじ。」 (吉川町の富岡武二氏は 「おおとうじ」と言われていたが,頸 城村の峯村氏は 「だいとうじ」と

言われた。)

と,そ れから自分の酒造 りの世界 しか目が無 くて,人 間関係どうしようというよりも良い酒造 りたいという技術的

にぐ―と深めようという名杜氏さんていつたらいいのか,そ ういうタイプのかたと二通 りに分かれると思うんです

が,

「ああ,そ うですね。ありますねい。」

大滝さんあたりはどつちだつたんで しょうか ?

「大滝さんはでもねい,神 杉に居なつたときにねい,だ いぶねい, 5～ 6人 は出しなつたんでねいすか。はい,で

後もう,黄 桜に行きましてからはねい,弟 子一人も出さんのかなあ,神 杉いつた時は出すども一年ぐらいで戻つて

くるのいつぱいいるんだね,で そういうのは叱られてさ,あ の黄桜も入つたりねい,そ れから色々ありましたねい。

杜氏さんに出してもらつて, さんで してこういうの出来ましたていうたら,ぶ つけたとかね,蹴 つたとかあの人も

ねい,で すから初めは,あ んでも十人ぐらい出しましたかなあ,大 滝さんもね,そ いで後は局へ言つてくるもんだ

から出しなんでねい,そ いで我々みたいに杜氏やってきたのものは,で あのほら勉強に,そ いでわ しも行つたとき

に,わ しの前に2～ 3人杜氏辞めたのも行つたり出たりしたのかな。そいで,行 つた途端にねい 『いいか,峯 村,

俺んとこ来いやなあ,杜 氏やつてきた,頭 やつてきたてのは,全 部スクラップだど』初めに脅かすんですね。『そ

の代わり,い くらぼろはぼろでも金は金,銅 は銅で拾うど』なんちゃつてねい。一発脅かす訳よ,ふ ふふ,『まあ,

よろしくお願いします, スクラップでございます,弟 子一つお願いします』 『よし,あ のな, スクラップだすけな,

あのな,た だしな=生 懸命やれば金は金,銅 は銅で拾うど』あとひとやまの腐れです,は はは,い や初めぼろぼろ

にしちゃつたですは。その前にもね,わ しに研究会で一緒なんで しよ,ほ いとね 『静岡のそんなとこで腐つた酒造つ

てねいで,俺 んとこ来い』つて言うんです。あの人よく腐つた酒ていうんだ。ははは,そ いでわ し黄桜行つたとき

もねいちょつと怒るとねい,『峯村の野郎なんだ静岡で腐つた酒造つてきてなあ』,は はは,ち ―と虐めるてかねい,

叱るんですねい。『は,腐 つた酒造ってきました,弟 子一つよろしくお願いします』 『よしよし,い やいや』とか

言つちゃつて。もう 『こりゃ良い酒だ』なんて言うと 『馬鹿野郎』へへ,そ ういう人なんですわ。初めは出しなすつ

たんじゃねいすか, もうなくなつたけれど鈴木,そ れから外池,だ いぶいたな石神の内藤庄次郎 (石川の登代正宗),

それから十人ぐらいいるな,そ れあの時分神杉ていうたら有名だつたですからね,あ の時分神杉ていうとそこら中

に出しても賞に入らんこと無いですね,そ んで名杜氏だったですね。で他の酒屋,試 験場の先生方,『大滝さんど

うかうちの杜氏心配 してくれ』で しょ,で すから頭, もと屋とか三役ぐらいのね,お 前弟子だろうて出すんです。

そのかわり,ち ようと面倒見,最 初の時は面倒見てくなさんで しようけどね,そ ういうことありましたねい。」

石田さんはどうですか,や つぱり

「石田さんもだいぶ出しました。あの方もね,静 岡の近所ね, 自分の親戚なんかおつたり,そ んでも7～ 8人 も出
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しましたね。はい,」
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(2)所 属集団としての頭城杜氏

次に,酒 男たちが, 自分たちはどの集団に帰属 しているのかということに関連する,発 言を拾つていこう。

イ)頭 城杜氏

それで,先 ほど頸城村の酒造従業員組合の話,伺 つたんですけれども,杜 氏のあるいは酒男の方が自分が所属して

いると思つているのは,新 潟県酒造従業員組合連合会の各支部つて言いますか,頸 城支部とか,イ 千ヽ谷支部とか,

寺泊支部とか,そ こに所属 しているつていう意識が一番強くつて,実 際の交流もそこを中心にやつている。

「はい,そ うです,県 の方は役員だけですね」

そいで,新 潟の社氏さんの歴史みたいのものを読みますと,新 潟には昔,頸 城杜氏と刈羽杜氏と三島社氏ですか,

それで野積は三島社氏の一部に含めたというように書かれていると思うんですけれども,そ の頸城杜氏と言います

と,柿 崎から松代の方まで入りますよね

「一緒ですよね。」

それは,一 体感を持つために何かやってたと言うことはあるんですか

「特にありませんね,」

そうしますとね,た とえば自分は頸城杜氏であつて刈羽杜氏ではないとか,三 島社氏ではないといつた意識を持つ
て

場面は酒造りをしているときにあるんで しょうか ?

「いや,そ う言うときありませんね。」

流儀みたいなもので,三 島社氏はこういう酒を造るとか,頸 城杜氏はこういう酒を造るていう意識 もありませんか?

「うんと,別 にありませんね。」

じゃあ,越 後全体で考えて,他 のたとえば能登の社氏さんとか,南 部の杜氏さんとかと交流があつたりしたときに,

自分たちはこういう酒造りで,あ の人たちはこういう酒造りをしているという意識はありますか ?

「そういうの別にありませんね。わし静岡の時,南 部社氏,そ れから石川の能登杜氏さん方,七 場ありましたから,

そいであの時わしも役員やりましてねい,一 緒に飲んだり,話 するときもあるけど,別 にそう言う意識ありません

ねい。」

一般的に,個 々の杜氏さんは別として,全 体的に見て南部杜氏さんは越後杜氏と一緒で淡麗辛口を造ると思うんで

す

「ああ,そ ぅですね,」
'

能登の社氏さんどっちかと言うと,濃 醇
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「濃醇,濃 いんです。」

そう言うことは,お 互いに意識 しているんで しょうか

「別にあんですねい,そ の蔵蔵で違いますからねい。そうだね,今 でも開運ってねい,こ の前新潟で会いましたけ

どねい。」

土井酒造場,波 瀬さん

「まだ来てる土井さんへ,昨 年前にねい新潟へあこっからだいぶ来ましたわ,そ んで久 しぶ りに会いましてねい,

ほんでねいお前まだ杜氏やってんのかい,て ね,向 こうもお前さんて言つた りね,そ ういいますけね, ようし,会
いました。」

静岡の時にお会いになつたんですか ?

「隣の蔵にいたんです。」

隣なんですか,あ あ―

「はい,そ れで二人も二人も, もうとっくに辞めた人もねい,町 会議員かなんか しててねい,偉 いなつた人もいい

人でねい,そ う言う人さんざん一緒だつたですわ。向こうの人も話 し出すとねい,越 後の人間根性いいけど,向 こ

うの連中もいいんですよね,話 しよく合うんだ。南部の人とも一緒だつたけれどもねい,南 部の人はあまり喋らん

かつたですね,」

大人 しいかも知れませんね,

「で,・新潟の跡にどんどん食つて入つてんで しょう,だ からねいみんなあの,南 部に変えるつて良くそう言つたも

んです。何で,南 部ていつたら,南 部,家 いつてもなんも仕事ねいから,そ の給料安 く,長 く居たいんだって。で

新潟の社氏は,田 んぼで早 く行かんならんすけ,仕 事早 く,そ う言う評半1あった,静 岡居る時,だ からねい,あ の

なんだあ,試 験場のねい,あ れなんだぁ,あ の先生, もう亡くな?た 西条先生とあともう一
人,そ の先生方良くそ

う言いなさったもんだわ,南 部杜氏の蔵はあの長 く居るつて,ほ んでねい主人側からすれば給料安いから南部杜氏

いいけど,結 局計算すれば新潟のもんら,田 んぼあるから給料高いつたつて, 日数はいねいから安上がりだなんて,

言つたつた。よ―くねい,先 生方そう言いなつたわ,」

口)ラ イバルと仲間

それからちょっとまた話変わるんですけど,峯 村さんが酒造 りやつてて,同 じぐらいの年齢の方で,あ の人には負

けたくないとか,あ の人と競うぞていうようなライパルみたいに思つてた杜氏さんいらっしゃいますか ?

「そうですな一,別 にライパル,負 けたく,ま あ良い酒造らにゃとは思うけど,特 定の人に,あ の大将に負けられ

ないというのはあんですね,ま あ,関 信 もトップニ回なりました しね,良 い酒造るてのは一生懸命ですけどね,特

定の大将に負けられないというのは,わ し弱いかつたですね。ただ,良 い酒は造らんかなあと。」

峯村さんから見てあの人は良い酒造っているなあと思われた方は,

「うんそれは,い ます。」
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「鵜の木の鈴木 (鈴木健, S6年 生まれ,黄 桜酒造杜氏)と かね,あ の人はねわ しとね若い時,静 岡で一緒だつた,

最初の年かなあ.」

5年 の社氏名簿もつてるんですけど,鵜 の木てどこで しょうか,

「あの坂口記念館のそば,」

平成 5年 ころ行つてましたか

「はあ,」

あああつた,金 印黄桜

「大滝さんの後,わ しの後,わ しね千代の光後ね行きなったの,そ れで大滝さんの跡 もらったわけ,(ト イレで中

座される)・ ・・いままたあそこ行つてます,新 潟の,場 所ちょこちょこ変わる。え一とね,あ そこいたんだ,三

条のね福顔,福 顔を辞めて今度藤ノ井かな,だ と思いますがね。そこ行つてます。それと今でも仲良くしています。」

その他は,

「そうですな,仲 間いつぱいいたんだけどみんな辞めちゃつた。やってるのは柳沢明義 (頸城区天ヶ崎),そ れは

あの魚沼のほれあれ苗場山ですか。その人は今でもやつてます じね,そ れからあとは中城 (なかじょう)の 上原て

のはやってますわ,上 原義男。新井の猿橋の鮎正宗。あつこにもう4～ 5年 。その人も長野行ったり他行ったり,

今鮎正でずつとまた,」

先ほどお名前が出たのは内藤庄次郎さん

「ああ内藤庄次郎,あ れ辞めましたけどね石川の登代正宗 (とよまさむね)行 つてましたね。その人も大滝さんか

ら頭されて」

田中清一さん

「田中清一,今辞めて。神杉,その人は大滝さんの跡もらって,それで去年,今年辞めました。そうだ,田中清一

それみんな仲間です。」

そうしますと,あ れで しょうか, 自分たちがいつも研鑽 しあつた り,い つも情報を交換するつていうのは,頸 城村,

旧頸城村の社氏さん仲間と言うことになりますか

「はい,は ぃ,そ ぅぃうことです。」

(3)準 拠集団と職業文化

今度は, 自分たちが,酒 男として,蔵 人としてそうした頸城杜氏集団の中でどのようなことが重要で,

のようなことをやつてはいけないのか,に 関する発言を拾い集めてみよう。
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イ)人 は人の揉まれて人になる

「あの時分米なかつたすから,町 行ってねい,あ の時分女の方ひね り餅食うとお乳出るんだそうで,そ れくれいく

らて言うんだわ,親 方が,そ れで魚もらって,魚 屋行つて魚もらってきたりねい,そ んでわ しなんかねい,ま あ釜

屋やつた時分もまだ布団敷いたかなあ,杜 氏さんの布団敷 くわけ。釜屋夜なべ しねいでいいから,そ の代わ り朝飩
一時半ぐらいに起きるで しょう,み んな他の人八時まで夜なべつて言うのをやるんです。仕事あつてもなくてもあ

の時分,夜 なべやらせんですねいみんな,そ いでわしら早 く休む代わりに杜氏さんの布団敷 くわけ,布 団敷きに押

し入れ開けますとね,布 団出すで しょ,そ の上にねいこうなごとかね魚買つてきたのいつぱい,若 い衆がお前布団

敷 くんだから取つて来いて言いつけられるわけ,取 つてかんと悪いし取つて見つかれば大事で しょ,ほ いで杜氏さ

んぐ一つと蔵回つている間に布団敷き行つてね,上 の方こうなごとかじつと取つてねい均 して分からんように,悪

い事したもんだ,で 若い衆 『取つてきたかあ』てね,そ いでなわげてやつてさあ,そ れまたうまいとか レクレーショ

ンですね,テ レビもねいしラジオもねいで しょう。そいで若い衆,わ ―つて笑つてるで しょ,若 い衆飯食つてどっ

かで見てんで しょうね,『その上にスルメみたいなすけなあ,あ れも明日ちょつと分からんようにちょつと上手に

裂け』なんてね, 自分た見つかりゃ叱られるんすけ,わ しら早 く休まれるんで しょ,だ から杜氏は夜なべにずう一

と買い付け一緒に行つたり八時まで来ないの分かつてるんです,で すからねい時間十分あるわけ,取 る時間ぐらい

は。それ言いつけられましてねい,悪 いなあつて思つてもねい,ほ ら先輩に言いつけられ りゃあ,そ っちも言うこ

ときかんきゃならん し。あんですねい,ま あ見つけられればねい,ま あ謝るし,そ れから見つけられたらしょうが

ないすよねい。そういうのもありました。うんですからあれ賢 くもなるんですねい。だから要領もよくなつたり,

勉強もしねきゃならん し,品 物も良く出さんきゃならん し,そ れからまた上のものに言いつけらあれりゃあ,や つ

ぱりねい,要 領も良くやらんきゃならない。だから昔の人はよく言つたもんすねい。そいでわ しねい, こんなのあ

れかなあばか,釜 屋だか麹屋の頭来ましてね,『人は揉まれて人になるんだぞ,幾 ら叱られてもお前なあ怒っちゃ

だめだ。お前を教育 して,お らも杜氏もお前を教育 して人間にしねばだめなんだから』,『は,あ りがとうございま

す,』 『いいかお前 も百姓だろう。稲はなあ,稲 は水に揉まれて稲になる。人間はなあ,人 に揉まれて人になんだ

ぞ』 『はあ,あ りがとうございます』はははは ・・・」

「はい,わ し最初にねい, この17年に (山下酒造)行 つたときにご飯 しにいつた,飯 炊き。」

それを広敷番の仕事にしてるんですか ?

「そうそう,そ いでご飯炊いて,あ の時分煮物 して, こう一人ずつ付けるんですね,あ の当時,今 ならだんだんで,

ほいで鮭とか配給で しょう,配 給,店 の番頭さんかなんか貰つてねい,町 の魚屋に買いに行 く,は いで今度それ煮

て,そ れで昼飯の時七人いたつたかなあ。一人ずつ付けるんですよあれねい,皿 に。はいたら槽長てのはねい,昔

軍隊のご飯 しは軍曹ていうんだそうですね, ご飯するの軸重兵の一番偉いのが軍曹だそうですよ,で なんで軍曹だ

ていつたらね,そ ういう謂われ聞きましたこてね,そ うしたらね前の家にやつたのがねい,ま たわ しんとこ来てそ

れまた槽長だつて,ほ いでねい 『ご飯出来たか』てきてねい,い い肉でもなんでもぺろつて食つてつちゃうわけ,

それにゃあ困つちゃつた,怒 らんねいで しょう,配 給ですから,だ つけそれまた細かにしたりさあ, 自分のやつね

くしたりね,そ れねいまんがくなつて裸足で流 しから来てさあ,『おい軍曹ご飯出来たか, どうだ今日何だ, うん ,

あ味いいぞ, もう一つ』食つて行つちゃつうでしょ,『おい足らん』ていつたつてだめだろ,槽 長だつて偉いで しょ

う,ほ いでそれまた細かに切つてねい,持 つてさあ,俺 なんか自分のね くして,そ ういうのあったですね。また夕

方なつと来んだわ,ほ いで酒飲みに来て,は いで今度番頭さんに,『いやあ番頭さん申し訳ありません,晩 酌ねい

から』 『一週間分出したけな』 『はい,い や申し訳ありません,い や勘弁 してくんなせい』槽長来て飲んだて言え

ば叱られちゃうすけ,ほ いで 『いゃ申し訳ありません』,今 度新酒できて りゃねい若い衆ぼかばかつて入れてくん

だ, 自分ら飲んだだけ,出 来るまで番頭さんに謝りにいかなきゃだめ,『番頭さん今 日の晩酌無 くなりまして申し

訳ありません』 『う一ん, しょうねつかねい』 『はい,い やわ し今日よく見たら有 りません,ま あ測 り間違いした

のか,誰 か飲んだのわけねい』,向 こうは知つてんだけどねだどもわ しを虐めりゃ可哀想だから,『あそうか, じゃ

ほんとにいいから言つてやるわ,試 に落ちて』そういうこともありましたね。それ年中じゃまた叱られちゃうで しよ。
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いやあそういうこともありましたねい。一番下つ端だから,や っばり虐められる訳さ,そ れも人に揉まれて人にな

んだから,ほ いでわ しねい,あ の時分 しょつちゅう泣いてたのかなあ,そ いだら頭来て,『いつかいくら虐められ

てもなあ,お まえあんだど,戦 場だと思え』てね,へ ヘヘ ・●・。そう言つてねい,だ から他のもんにしると,ま

たゴーンとやられますさけね, 自分で堪えてねいか,そ したら今度はねい,あ の新酒出来ましてからねい,二 番か

なんかねい 『今さあ酒ねいわ』,『あそっかそつか,俺 行つてやるわ』つてね,そ して自分たち来ていつも試んとこ

行く,そ の新酒出来るまでは大変なの。一月ぐらい,そ れ番頭さんとこ頭下げに行く,番 頭さんも薄々は知つてん

だいね,『この軍曹は自分では酒なんか飲むことねつがね,誰 か飲んだんだあな』,つ てね。『あれ飲んだ, これ飲

んだ』て言やあね,足 下見られちゃう 『この野郎,馬 鹿だなあ』と思うすけ,『申し訳ありません,誰 も飲んでね

いと思うんだけど,わ しのはかり間違いかも知れません』,あ あ,『よしよし,そ れじゃ入れてやらあ』てね,そ う

いうこともありました。何だつて俺一番下ですからね,ほ ほは, ・・・。」

口)良 い酒

話ちょつと角度変えて,一 番いいて思うお酒ですね, こういうお酒だ, ど ういうお酒で しょう

「一番いいお酒ですか ?う ―ん,ま あ坂口先生 じゃねいか,

飲めなくなつたすけねい,喉 ごしが良くてあとが残らない,

それはあれでしょうか,新潟の杜氏さんはみんなそうおつ

「と思いますね。」

水の如く滑らかに飲めるなんて,あ の人終いに水 しか

さらつと入る酒で しょうね。」

しゃるんでしょうか ?

成る程,そ うおっしゃらない杜氏さんもあつちの方にはいらっしゃるんで しょうね

「薄つぺらなのはいやだつて言うかもしらん。」

それから,近 年大手の蔵で,融 米造 りとか色々やつてると思うんですけれども,地 方でも融米造りやつてるところ

あると思うんですけれども,あ あいう物はどうお考えで しょうか ?

「いや―,ま あ,色 々やつ出来てますけれどもねい,や つぱりうちの社長 じゃねいけど,米 もつたいないけど白く

してあんですかねい, さらっと飲みやすい酒の方がいいですかねい。わ しもゴッツイ酒嫌いですからねい,さ らつ

とした酒,飲 みやすい酒が良くなつちゃいますねい,」                         .

濃醇なお酒と融米造 りのお酒またちょつと違いますよね

「そうで しょうねい,違 いますね。だからこれから嗜好品だからどうなりますかねい。それぞれ人によつて違いま

すからねい。」

それから,峯 村さんの場合,吟 醸系のお酒と純米系のお酒つてありますよねい,お 酒の向いてる方向ちょつと違う

んじゃないかと思うんですけども, どちらのお酒がいいと思われますか ?

「う―ん,わ し,」

どうしてそんなこと伺うかというと,近 年特にあの新酒の鑑評会あたりは,匂 いの強い飲んだらあとちょっと苦いつ

て か ,
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「あんまり強すぎて,」

何杯も飲むとあんまり美味 しくないとか,い われますよねい

「|まい,」

でも売つてる吟醸酒てのは美味 しいですよね,鑑 評会みたいのとは違つて

「あれと違います。」

あれ特殊な変な香水みたいな

「香 り付けちゃう,雪 中梅の親父よく魔法の雫つていつたもんです。『魔法の雫,社 氏入んねいかだめだぞ』,な ん

てね。よくねい,そ れからうちの社長なんかねい 『あんなの入れて入るようじゃ入らんでいい』て昔よくそういい

なつたもんです。ヤコマンての,」

はい, ドレインですか,

「ドレイン,ま あ,わ しあれ入れたの嫌ゃいですけどな,」

Sさ んにもお話伺つたことあるんです。

「Sさ んはね,わ しら試験場一緒でねい,わ しより下だけれどもね。そいで嶋研の仲間,室 岡 (春隆,糸 魚川池田

屋酒造杜氏)ね ああいう連中みんな, Sさ ん二三年前に辞めちゃってねい,」

そうですねい,ち ょっと聞いた話ですと,Kの 若い主人があんまり良くないみたいで,

「ねい,奥 いって怒ったなんてそう言つてたなあ,そ してたんだら,三 年ぐらい前かなあ, もうはい去年あれ (倒

産)し ちゃつたけれども,な んだ酒売つて金入るとねい,米 買つてきてねい, これから精米するすけ杜氏造れてね,

そいであの,添 え,仲 ,留 めは仲でやめてねい,二 三 日したらまた造れつて,お いてね,『弱っちゃつた』てそう

言つてたんだ。年寄 りに泣かれすけ,『まあ杜氏さん来てくれ』,三 年ばつか前かな,『そいでも行 くわ』て,そ ん

だの若さんねい,若 い衆が金くれらんねいつて言つて,若 い衆首にしたんだつて,あ の店出る人,で 『来ねすけ何

だ』ていつたら,『いや俺銭払われねいから首に した』て,そ いでね奥に寝てて出て来ねい,そ いで杜氏怒つて,

中さあ起こしてきたなんてそう言つてましたけどね,あ の年寄りの旦那はねい利口な人だつたんですわ,な どもほ

ら株かなんかであの時分二千万ぐらいで, これやつちゃつた,そ れで帰る前の日までねい杜氏酒飲んできあ,杜 氏

家に来たら次の日, これやつたんだぢて,そ t、で家来たら,『大変だ酒屋へ来て くれ』て,『なんだて一緒に飲んで

たねつか』,そ の方はねい,わ しらよく局に一緒に行つたりね,あ の人はカップなんか四回か五回もらつたんねい

かな。ねい,だ から他の先生方,『おい峯村吟醸ばつか良いたつてなあ,局 ばつか トップなつたつて,他 の酒悪い

から潰れちゃうんだ,K見 れ』なんてね,ま た先生方さあ,そ う言うこという人もいたんだ。『いや,今 年入らな

かつた』 『ばか,お 前二回も入ったねいか,吟 醸ばつか良くつたってな,力 ・ソプばっか貰ったってだめらろ,他 の

酒悪いから,見 れほら潰れたねつか』て,ま た先生方ねむかつてそう言うわけ,」

嶋先生そう言うお考えみたいですよね

「嶋先生はね,そ うしてわ しには,わ しトップなつた時たからの日 『峯村, これなあ材料だわ,』 『材料とは何で
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すね』 『材料てあんだねいか;便 所の板なつたり,床 の間の板なんねいか,そ れやりかたど』そう言つてね。それ

がね,県 も一番になる,局 も トップになる。『こりゃ良くないぞ, こりゃ材料だぞ』,あ の先生はねああいうこと

言う。」

ハ)飲 むな

杜氏さん,お 酒飲まれる方と,飲 まれない方いますよねい,下 戸て言うか,下 戸を売り物にするつて言うことはあ

るんですか,私 変なとこで変な話聞いたんだけれど,あ るところの社氏さんがアル中になつちゃつて,で トイレで

倒れてたとか言う話で,い ま入院 しているていうんだけれども

「はあ―,ぁ っかもわからんですねい。」

飲ん じゃいますよねい,山 のようにあるわけだから,

「わ しらも,飲 んで りゃアル中になつちゃつたか分からんですねい, ここ7, 8年 ドクター ・ス トップですねい,

ちつとやりますけどねい,晩 方になりますとねい飲まんくてもねい, 口燿ぎたくなるんですよねい,で すから,薬

ず一っと。だから好きで飲んでりゃアル中になつちゃうんで しょ。いつくらでもあんだ。分析 した残 りだつて一升

だつてあんも,だ から,わ しも医者に体具合悪 くして,あ のままいかつたらアル中で死んだなあと思つてますわね,

そう言うこと有 りますね,思 つたこと。」

特に蔵の中には生の原酒があるから

「そいでね,わ し昔ね,そ こらから頼んだ時ね,原 酒を飲み出すともうあの体が病気みていに呼ぶんですよね,朝

飩,人 の起きぬうちに亀口行ってね, コップを隠 したら手でこうやつて飲む, もう飲みたくつて飲みたくつてどう

もならんくなるすね,味 が全然違うんですね。もう生飲みましたらねい,わ しらもさんざん飲みましたわ,亀 日の

生の酒飲みますとねい,他 の酒なんか飲まんなくなつちゃう。そいでねい,腹 の中が呼ぶんですねい。ですからね

い,わ し何人もそういうの見ましたよ。そ したら朝飯,酒 ,人 の起きぬうちに行つて,見 つかるでしよ,早 く行つ

て飲んで,そ れがまた,終 いには捕めたんだけれどもさあ,毎 日一週間隠れていつてねい,お 前飲んですけやめれ

て言わんねいで しょ,だ からねい,『杜氏さん,大 将飲んでて駄 目だ』,『そうさ,人 のやつ見たつて駄 目だから,

そうさおら確かめてよく注意するつけ』,そ うしたら毎日毎 日やりだしましたらね,朝 飯食わんねいの,食 つても

ちょこつとだけ,そ いでもう朝銅のあともう飲みたくつて飲みたくつてどうもならんすね,本 人にあとで聞いたら,

そいで足が自然と亀口向いちゃう,そ いでただ注意 したつてねい,飲 まんの人から聞いたなんて失礼だから,亀 口

の所毎日隠れていてもねい,初 め捕まえようかと,い やいやもうちつと待て,そ いで隠れて見えねい所にいるとね

い,来 てこうやって 『は一あ』て旨そうに飲んでいくで しょ, こりゃ使つてやんねいわ,そ いで今度若い衆コップ

隠 した,そ うすっと今度手で,い よいよこれ駄 目だ,今 度ね=週 間ぐらい見てたかなあ,ほ したら,な んか下血 し

たとかさあ,昭 和天皇で下血ての初めて聞いたんだけれどもさあ,『布団中血ある』て若い衆いつてるしさあ,そ

れさいよいよあんだわ,『捕まえてよく注意するわ』つて,そ いであんでさ,一 週間ばつか見たけどさ,と てもあ

んた,そ ば出てつてねい,手 をきゅと,『あああ―
』,手 捕まえた,『さあ今 日お前捕まえた』と,『ええ今日初めて

やつた』,『そうじやねい,お れも一週間もここで見て,お まん分からんかつたか』,『分かりません』,『とにかくあ

んだわ酒いくらでも主人のもんだすけ,い くら飲んだつてお りゃ困らん し,水 入れときゃいんだすけ,分 からんす

よ,分 からんけどお前体が問題 じゃ』と,『 このごろにしが』,『みえな,そ れ若い衆も知つてる,お れも聞いてん

だけれども』,本 当に人間は良い,社 長もねい,『初めはねい飯なんかも人の分まで盛つてさあ,あ れ良い大将だな

あ』てそう言つてたんだ,と ころが,亀 口出ちゃったら, もう飲み始めたらもう, 。・・良く聞いたら前の酒屋も

そうしてねい,飲 んでて首になつたんだって,帰 されたんだつて,そ いで捕めたらねい, ここであんだすけ,広 敷

呼んでさあ,『とにかくおまんあんだわ,お れ飲むなていうん じゃねいけど,お まん体さえいいからね,い くら飲

んだって良い,た だ怪我 しりゃ悪いすけ,飲 むな,社 長も飲ませんなてそう言うすけ,お まん飲むぐらいね,水 も
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一杯あんだ し,米 も一粒でも,一 滴の水も酒にしろつて,み んな書いてあんだすけ,お 前飲むくらい身上潰んねい』

と,『だが体あんだすけとにかくおまあんだわ, とにかくここちつと止めらんないかね』ていつたら,『杜氏さんに

そう言われれば,止 めます』,そ してねい一週間ばつか止めたわ, ところがねい止めたって飲みたくて大事のね,

そ してね,あ んだわ,お まん, うち,家 からねい,そ の奥さんから電話来んのね,そ したらね,『うん,そ うだ,

はい,そ うだ』,て いうだけれど飲むな飲むなてそう言つてんだけで しょ, こっちから言葉無い,た だ返事 してる

だけで しょ,わ また大将来たわ,お れ聞いてると,『う,そ うだな, う,分 かつた,そ うだな, うん』,『お前飲み

なんな,飲 んでねつかねい』そう言うんで しょ確か想像すると,『うん,分 かつた, うん,そ うだな, うん,分 かつ

た』,こ つちから何も言わんで しょ,た だ向こうに言葉で返事 してるだけ,そ したら若い衆,『ありゃあんだわね,

奥さん飲むな飲むな』そう言つてんだわね,そ うだな,『でまあもちいとばつかね,帰 つてきな』て言つたら,一

週間ばつか行つたわ,そ したらねい,『いやあ体調子よくなりました』なんてね,は ,は ,は ,は 。『ほ―ら見ろ,

お前こんだ飲んだつていい』と,『いいけど,と にかくきちんと飲まん,生 でゴクゴクと飲ん じゃ体悪い,悪 くなつ

ちゃうんだすけ』と,『前にもあんだよ,生 飲んでつて肝臓悪 くして,頭 に来て,頭 悪 くなつたの居るんだよ』て

言つたら,『はい分かりました』,人 間素直なんですよね,叱 られりゃ,『はい分かりました,今 度は飲みません』,,

てそういんだ,で も体が要求するんですね,ほ んでもね家帰つてきたら大分良くなつて,ま たね, ご飯も食べるし

良かつたんですけど,や つばり駄 目だ,ほ つてね,で も,早 く帰すけ, 3月 の 6日 ぐらいまで置いてくれって言い

たかな。そんで,若 い衆みんな 『可哀想だねい,帰 ってけ,帰 つてけたつて可哀想だがね』,『俺だつてせつかく頼

んできたがね,途 中で帰いりゃね,あ れ酒屋行つて勤まらんで帰つて来たつて言われるすけ,せ めて二月の声掛か

らんば,俺 帰されねいわ』,て 言つたら,『そうかい』て,そ いで二月入つてからね,ほ いたらねいや自分で 『いや

帰 ります,あ りがとうございました,お 世話になりました』,『おまんとにか くあんだわ,酒 飲まんだらはんとに,

俺も惚れ惚れする人間だつけも, もうとにかく酒が悪いんだ』つて,『酒はおまんの敵だ』て言つたら,『はい分か

りました, もう家帰つたら飲みません』そう言つたら, どうだらねい,そ ういうことありましたねい。もう飲み出

したらねい,わ しも若い頃そうだつたけど,飲みたくなつちゃうんですね。あの生のそのスーッとしたとこが美味

しい」

二)寝 坊

杜氏さんの話はあれなんですけど,次 に酒男自体に向いていない人つてありますか ?こ ういうタイプの人は蔵に入つ

ても駄 目だつて言う

「そうですね,」

結構昔のお話聞いていると,一 年ぐらい出ても二度と行かない人とか,

「有 りましたねい,そ ういうのも有 りますねい,そ うですにゃあ,今 寝坊だつて良いんだ。昔は寝坊の人はね,起

きてもねまた寝てねい,泡 こぼれてんのもあんだわ。昔はねい,昔 は静岡でもありましたけどねい。寝坊だていい

ますか,寝 癖悪いつて言いますか。番,頭 が一時間ごと番札書いて,お 休みなさいていつてみな休むんですよね。

そいで明け二とか,明 け二てのは。一番宵番てのがみんなが休んでから,自 分らが寝ねいうちに一時間やるで しょ,

それ楽なんです, ものすごく楽なんです。そいで明け一てのが一番楽なんです。青二とか,一 時間寝てすぐ起こさ

れるで しょ。そいで明け二てのは,明 けから二番目で,あ んだから起きてもあと一時間寝れたって,起 きちゃうす

け。だから一番嫌うのは明け二と宵二なんですわ。寝たすぐとか,宵 三とかはね起こしてもちゃんと起きんだそう

です, こうやつて,『えい分かった, うん, よし,俺 の番だねい』って,そ いで,次 の人に 『任 Lた よ』て寝ると,

自分でころつと寝てさあ,二 三時間寝ちゃつて次のもんも起こさんでねい,で 行つたら,ば ちゃん,ば ちゃん,ば

ちゃん,蔵 中濡れてた:」

泡吹いちゃつたら駄 目ですねい。
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「昔はねい,昔 は,ほ いではら。今泡消 し機ですからねい。だから電気だけ。あのこういうことあんですわ。泡消

し機の差 し込みを,泡 消 し機の電気は,電 灯消しても泡消 し機が消えねいスイッチがあるんです。そこへ差 し込ん

でおかんと。それ間違えて,他 んとこ同じと思つて入れたら,こ こで電気消すと,ぼ つて消えちゃう。そいで蔵入つ

てくるとき点いてんのに, 自分で向こう行つて消すと泡消 し機が回らなくなる。そんで困つたことがあんですわ。

はいで,よ く考えたら,俺 いつたら回つてた,回 つてたつて自分で蔵出るとき消 してた,違 う差 し込みに入れちゃ

うんです。そういうのもね,わ し蔵行つてからみんな×して,だ っけ昔そういうのあつたんですよね。そいで回つ

てた回つてたても行ったら,ば ちゃん,ば ちゃん,ば ちゃん泡こうこばれて,そ いでよく考えたら向こうで消 しゃ

消えるところへうつかりして差 しちゃつた,だ っけそういうのほらねい,ほ んとは×にしねいかならんのをほら,

移動 したりなんか しんとき差 し込みに使つてたんですねい,そ ういうのありましたねい。ですから,昔 の泡番ての

は,そ ういうのねい時は棒で消したんです。ですから,あ んですわねい,あ の寝坊で起きねいのはなんぼも困つちゃ

う,朝 飩までみんな掃除 して, 自分では寝らんねいし,他 の若い衆はみんな起きて掃除 しんねきゃならねい,そ い

で今度や,店 の方へ分かりゃあ,首 になつちゃうから,店 の方には戸をみんな閉めてて,そ いでみな拭かんかなら

ない。だから,昔 つてのはひでい目にあらたんですねい。だから,頭 の良いのはねい,泡 消 し機をタンクの下に入

れて,腰 掛けもつてってそんで休んで, タオル巻いてんのいた,ど うなつてんだ,ほ んとにこう,そ ういうのこう

あつて笑い話ですけどねい。そういうのもあつたですね。」

ホ)杜 氏の資質 ,人 の和 と帳面

さてそれで,酒 男の世界で,若 くから峯村さんみたいに杜氏になられる方と,生 涯なられない方いらっしゃると思

うんですけど, どういう点が違 うつて言うか,杜 氏の資質として大切なことつて言うのは,技 術とか知識つてのが

ありますよね,酒 造 りの,そ れから性格的な面も有 りますよね,そ れから人間関係もありますよね,そ れからあの

杜氏になると帳面付けたりもしなければなりませんよね,で 一番大切なのなんで しょう?

「どうで しょうにょう,み んな大切ですけどもねい,若 い人の統率かなあ,和 かなあ。」

そうおつしゃる杜氏さん多いんですけれども,蔵 の中がぎくしゃくしているようだと,い い酒出来ないつてことで

すね。                                              、

「そうですね,」

わた し,中 川酒造で佐藤源司さんにやらして頂いたときに,

「ああ源ちゃんね。」

泊まつて,実 際に造らせて,参 加させて頂いたんですが,

「あそうですか,」

その時に,見 てて思つたんですけども,た とえば, さきはどの役職で釜屋さんとか,麹 屋さんとか, もと屋さんと

か分かれていますけれども,実 際に作業する時はみんな寄つてつて,一 緒にやつてますよね,

「そうです,」

だから,阿 咋の呼吸でどんどん進めないと,巧 くできないんだなあて良く分かつたんですが,

「そうです,」
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そりゃ,当 然仲の悪い人が中に入つていれば,

「そうです,」

とつてもうまくいかない。

「うまくないです,ね い」
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そういうので,社 氏さんが誰と誰と連れて行こういうとき,

「そうせヽうの有りますね。」

あらかじめ考えて,

「はぃ,」

声を掛けるとか,

あの人とあの人ならうまくいきそうだ

「そうすね,い やねい,や つばりねい,あ の今はあんだけど,昔 は人間頼む時ね,あ の人どうだつてそういってく

れんで しょ, とやっばりねい,ち ょつと,本 当に頼むまでにちょつと聞いてね,ま あ我慢 しられる人とね,ま ああ

いつはちょつと駄 目だて人といますからねい,い や前の酒屋で喧嘩 したとか,酒 盗んできたとか,手 癖悪いとかさ,

蔵中金どっかいって問題になつたとか,い うのはありますからねい。それから,そ こらに飲みに行つて金払わんで,

なんか蔵まで警察来たとか,い や主人来たとかいうのありますけね,そ ういうの予めちょつとだけ聞いてね,あ と

まあ,酒 屋行って飲むのは困つちゃうけども,初 めは飲むつてのあまり分か りませんすけねい,あ とで良く聞いた

ら前の蔵でも酒飲んじゃつて,と ても駄目で帰されたとかねい,で も仲間が良いからあの勤まるのもあんですよね,

だから持つべきは友人なり,悪 友持つべからずっていいますけど,や つばり仲間がいいですとねい,あ の人間ちょつ

と前に聞いたら良くねい,そ う言つても,同 じような人で仲間が良いとね立派に勤めんのあるんですよね,わ し静

岡の時ありました。三四人。高校の同級生で,ほ いで一人ねい駄 目だつて話だつたけれども,二 人ぐらい仲間良い

とね結構立派に勤めちゃう,感 心 じるほど,だ からそう言うのありますからね,で すから,ま あその人によつてと,

その蔵によって,そ れから指導 じるもんと,で すからまあ和で しようね,和 と技術て言いますけど,和 が先でしょ

うねい,」

それから,さ っきの生涯杜氏さんにならないで終わる方いると思うんですけども,杜 氏さんになりたいと思われな

い方も酒男の中にはいらつしゃるんで しょうか ?

「う―ん,で しょうねい。」

たとえば,あ んな大変なのちょつと

「そうそうそう,帳 面面倒臭いてのもいますから。なかに, もう,麹 なんかものすごく上手に造るのいんですよ。

だけどやつばりねい,計 算なんぞ嫌だての。」

大変ですよね計算は,

「億劫なんでしょうね,だ からそう言う人もいますつけねい。杜氏やんねいか言うと,お れ杜氏なんかやんねい。」
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杜氏さんて最初蔵行くと醸造計画つていうんですか,何 日にどんだけ蒸米造るての,あ の表大変ですよね,ど うやつ

て作るんだろうつて,

「計画表作 りますからね,最 初ね。そうして,初 めての蔵行きますとね,わ し静岡とか黄桜なんかでつけかつたで

すからねい。あの高田の気温も低いで しょう,一 月ぐらいねい仕込み配合をみんな変えてね,税 務署でたまげたつ

て言うんだ。『あの峯村ってやろう,う んだらしょつちゅう申告変えってんがあれ酒になんのか』,て そう言つたく

らい。税務署でたまげるくらいですからねい, このまえも社長話 した,杜 氏さんあんたおらんち来たとき,さ んだ,

いやあのねい昔はありゃこうりちも口元にあつたり,昔 の配合ではとてもねい,そ いできんてきんててアルコール

ブレーキ掛けたり,切 れちゃうからアルコール途中で掛けるわけ,ブ レーキて言うんですわ,ブ レーキ入れてそん

なアミノ酸多くなつた酒なんかねいとても飲めるもんじゃないすからさ,お いで前のやつとね,静 岡んときと,黄

桜でつかくて22トンもありまから, もう何十倍で しょ,だ っけ,そ んなのも当てにならん じね,歩 合はみんな出し

たって,そ の配合 じゃやっばり駄 目ですね,ほ んでね一月くらいね,配 合一本ずつみんな変えたぐらい,で すから,

やっぱりその蔵変わ りますとやっぱり苦労 しますね,だ から普通の人そういうの妹なんで しょ,だ からものすごく

造るの上手だ し,仕 事上手だけれども,俺 杜氏にならんてのは,そ ういう億劫の嫌なんで しょうね。いやわ しもね

い千代の光来たときほんとに苦労 しました。初めは,ま あ,一 年だけですけどね,そ れから段々,段 々,十 年ぐら

いた経ちましたらねい,色 々のやんで しょ, もうはい今なんかねいそのままで結構,だ つけこの前も片桐君も家来

てこれどうだつて,い やとにかく俺三十年も練 り上げてきたんだすけ,そ のまま二三年絶対大丈夫だて,そ のまま

造つてもらつても,そ の次時代変わつて嗜好が変わつて くればね,ま あこんだ焼酎の臭いの入れつとか,純 米の,

今度三増もなくなんですわ,酒 税法でね,だ から色々変わつてくるけども,い まあお前 も二三年このままで大丈夫

だって,こ ないだ,そ う言うようなもんでね。やつぱり最初苦労 しましたね, もう今忘れてますけどね,そ いで税

務署なんかその時分,千 代の光の杜氏一本ずつ仕込み配合変えてんだら,あ あでもねい, こうでもねいつてイロハ

ニホヘ トチリヌルヲワぐらいまでいく,仕 込みの記号イロハでやんですわ,ハ がヨぐらいまでいつたんで しょ,だ

け昔の出すとき, もうはい,三 年保存で五年取つてけて, もうはい,前 のやつ燃 したんですけどね,だ けやつばり

なんですね,そ ういうの億劫の人嫌なんで しょうね。」

でも仕込み配合を変えるつてことは,毎 日出す蒸米の量とか,麹 の量とか,そ ういうの全部違つてきますよね

「はい,だ からそれを,今 度ね,変 えていく。」

レギュラー酒だけならともかく,本 醸造だの,純 米だの

「はい色々あります。」

そういうのやつてたら, ものすごく複雑になりますよね

「はい,で すからあの,酒 の発酵からねい,発 酵見て出来上がる前にちよつと変えたり,出 来た酒見てまた変えた

り,だ から一つも変わつちゃうわけ,出 来んの二十 日間でしよ,そ れから今度二年目から,そ の途中からは,毎 日

ださんくてもね,ち ょこちょこ変えて,そ いで次の年,前 の年の平均値みんな見ましてね,本 醸造はもうちつと麹

歩合多くしんとか, レギュラーは水をもうちつと伸ば した方が綺麗とか,次 の日変えて,ま た途中でも変えたりし

てね,で 三年ぐらい7JEつと大体固まつてきますわね,そ いで十年ぐらいの間までは大分変えてましたね,そ うすれ

ば段々,段 々その蔵に合つた,米 に合つた,気 候にあつた,量 が出てきますから,そ れからお客の要望と,そ れか

ら社長の指示と,そ れみんな合算 して,社 長 『今年こういうのやつてくれ』つて言つても,社 長言いなりになつて

もあんですわね,お 客の方からまた文句来 りゃ悪いし,だ から社長の 『これはこうして くれとか, もうちつとばか

り米を自くしいとか,い やもうちつと水いつぱい入れて薄くしてくれ』とか,色 々ありますわねい,そ ういうのも

一応主人ですから聞かにゃ,『お前は経営に従事 しているつて言うんですよね,杜 氏てのはなんも偉 くねい,た だ

経営に,千 代の光酒造の経営にお前従事 しているだけだから』と,日 の悪い先生言いますからね。『はい成る程そ
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うでございます』って,で すから最初は本当に苦労 しましたね。」

だから技術的に優れていても,杜 氏さんはいやだて方が出てくるわけですね,

「最後に,配 合とかね,仕 上がりを,杜 氏は担当しなきゃなりませんから,あ の温度のコン トロールとかね,で す

から。」

あの税務関係の書類も書くの大変みたいですね,

「はい,最 近は楽ですけどね。」

あそうですか,順 に前からやってったあれだど,最 後の帳尻が合わなくなるとか,最 後の方から前の方に,あ はは,

「てぃうか,こ ないだもねい,今 度の人さあ, どうだて言うと,い やそりゃねい合わんから合わした方が良いんだ,

だつて逆算処理しなきゃしょうもねいも,合 いませんとね。」

だから税務署の方もこの範囲なら良いていうもの持つてる

「そうそう,有 りますからねい,そ れから税務署なんてあれ固いですからねい, こっちで直 していけば,『ああそ

うか』て言いますけども,途 中で 『おい直せ』とか
゛
,『お りゃ直す』なんて絶対言いませんからね,税 務署はだか

らあんですわねい,そ こらあたりはちつときちんとしておっきゃならんですね,そ りゃなつてこいやねまあ,そ ん

なもんだ。だから欠減が一回あつて,あ のタンクの具合でそういうのあんですよね。タンクが検定 し直 しても,今

でも千代の光にもねい,90か ら100ι位違うのあんですよ。寸法でね。で,流 量計で検定 し直 したのでも違 うのあ

んですよねい。だっけ流量計の一
分間に何回,回 るとか色々流量計の機械測るのも有 ります じねい。はい,て 言う

か,み んな同じく無いんですわ。そいでその悪いのねい,わ しこの前直 して,再 検定 してくれって言つても,機 械

空いてても,酒 入つてる場合があんです。だから出来ないのもあります じね,ま あ二三本ちょつと狂ってるのもあ

んです。だから,そ ういうのはその通 りに帳面書かんねいんですわ。で他行 くとまた酒出てくるんだわ。たとえば

このタンクに入れとぃて1000欠 なりました,寸 法採つたら,ち っと計算 しても,で 他行 くとまた,他 のタンク行

くとこの減つた分がまた出てくる訳,正 規のタンク行く平らなタンク行くとそう言うのあんですは,だ から出つたっ

て帳面直しとって,ま たこっちいつたら付いちゃうわけいかん。全部そこへ,『おまえこぼ したん じゃねいか,盗

んだんでねいか』,そ ういうもんすからね。そういうときこれ直さんかならん,一 時,そ いてなるたけそういうの

使いたくないんですけどね, タンクにいっと掴まんかならん,だ からそういうのもうはいね,検 定 し直すんですけ

れどね。 したら流量計空いてねいとか,今 長野あたりから鑑定来るんですよね,新 潟の税務署あたりに有るんです

けどねい。やっぱり空いていないと駄 目なんですわ。流量計で実濃1やるんですね,水 いっぱい入れといて,沢1つて

いくんですよね。そんでも狂つてんのあんですからねい。だから40や50ι違 うタンクは多いですわ。ひどいの100

2位 違う。だから,そ ういうのはねい,な るたけ分かりますからねい,再 検定 してもらわなくつても,今 のしゃく

であつたり機械空いていないと出来ませんからねい,そ ういうことあんですわ。」

(4)蔵 生活 と農村生活の収散

イ)酒 屋仲間 ;母 村での蔵人同士の交流

さてそれで,今 度は蔵から戻つてきたときの話なんですけれども,お 互いに同じ蔵に行つていた人々というのは,

こちらの自分の家に戻ってきていた時にも,行 き来ていうんですか,相 談事 したり,話 しに行つたりとか,食 べに

行つたりとか,そ う言う日常の交流というのはするものですか ?

269
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「はぃ,ぁ 一っと,そ れありましたねい。酒屋仲間いいますかね。そいで昔はねい,杜 氏さんのところに田の草取

りにいつた。」

はい,そ の話良く伺います。

「はい,石 田さんの所へ,『峯村田の草取りに来てくれ』つて。そいで金は貫わんけどねい,終 わると,酒 一杯飲

ましてねい,そ ういうの随分ありましたねい。ははは。」

農作業の手伝いですね。

「手伝い。」

その他に,例 えば,ユ イとか日雇いに酒屋仲間を優先的に選ぶっていうこともやつてたこと有るんですか ?

「そうですね,そ りゃ,有 りましたね。」

それは,逆 に言うと,な るべく気心のあつた,仲 間とか,親 類を蔵に連れて行きたいということが,逆 にあつたん

で しょうか ?

「そ りゃ,有 りますね。はい,ま あ,知 り合いとかねい,そ れから血筋とか,は い,気 心の知れた人ですね。」

それが,一 番人間関係もうまくいく

「うまくいきますね。」

じゃあ,当 然のことですが,婚 礼とか葬礼の時の義理も出す相手だということですね。

「そうですね,」

口)夏 場の技術交流

それから,局 の鑑定官とか試験場の技師とかとは,ど ういう時に接触する機会があるんでしょうか ?

「そうですねい,こ れは前には,夏 の講習会あたり,静 岡行ってるときはねい,い つも指導官や先生方来ますとね

い,一 緒にねい,あ の近所の社氏連中とねい,「 杯やりましたねい。先生方招待 して。」 |  |

静岡へ行けば静岡の局の鑑定官          ｀

「試験場なります。試験場の先生。」

こちらの,新 潟の,出 稼ぎから戻ってきたときの,新 潟の醸造試験場の技師との交流てのも有つたんで しょうか ?

「はぃ,は ぃ。有 ります。それは,わ しら試験場の同窓会てのが有 りますから。」

伝習生の同窓会
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「はい,前 にはねい毎年,嶋 先生もそうだ,他 の先生方もねい観察に一泊行つたりねい,で しょっちゅう飲んでま

した。最近はあんまりそういうの無 くなつちゃですねい。それは, しょっちゅうゃります。一泊ぐらいでね,二 三

回。」                   ・

頸城杜氏で研修会みたいなのもあるんですか ?

「それ,今 まで,解 散する前は,愛 知行つたり,吟 醸研修会て名前でね。ほんで各蔵で見学,見 学なんてそ りゃま

あ出汁ですけれどね。 しょっちゅう行つて,あ のほら,な んかそこの有名な所の旅館行つたりねい,研 修という名

前でねい,そ れ毎年やってました。」

それはいつ頃やるんですか ?

「ええと,六 月から七月, はい。」                             ・

先ほどの伝習生の同窓会はいつ頃やつてたんですか ?

「それはねい,あ れ春と秋始まる前頃ですかにゃ。はい農閑期利用 してねい,盆 避けて,は い。」

で例えば,静 岡の鑑定官と講習会やるのは造 りの期間ですか ?

「いゃ,こ っちにねい,講 習に,よ くあの時分,夏 期講習会,向 こうから来る。試験場でねい各県の先生方を一人

ばつかずつ頼むわけ。」

お呼びして

「はい,そ れで,今 日は静岡の何々先生来たつて,そ の管内行ってる連中みんな寄つてさあ, うん,寄 ったり,一

杯やつたり,佐 渡へ行つたりねい,昔 はねい,八 月頃で したかねい,」

それは, こちらの酒造従業員組合で企画 したと,

「はい,頼 むわけです,そ うすると,そ う言うのは,そ の先生の県へ行つてる連中が,そ の管内行つてる連中だけ

が行つてね)で 一杯やるわけです。」

そうすると,頸 城の酒造従業員組合がやるのは,夏 の講習会と吟醸研修会ですか ?

「はぃ,は ぃ,そ ぅですね。」

で,伝 習生の同窓会は,醸 造試験場の幹事か何かが ?

「はぃそぅです。同窓生でね,」

第五節 職 業コミュニテ ィとはなにか

職業コミュニティの先行研究については別の機会に論 じる予定があるので,こ こではそれらを詳細には触
れず,G.Salaman(1974)の 概念定義を簡単に見てみよう。
G.Salamanによれば,職業コミュニティは,① メンバーたちが自分の職業に基づいて自己イメージを形

成し,その職業集団に対して帰属意識を抱き,②職業集団を準拠集団として,その価値・規範,信念,知識
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を内面化 し,③ その職業集団のメンバーたちとその職場を離れても交流 し合うために,職 業生活とそれ以外

の生活が収欽する, という特徴をもつているという。すなわち,職 業コミュニティとは,職 業的自己イメー

ジと職業文化を共有 し,職 業外の社会生活で共同する人々の集団だということになる。そ して,職 業コミュ

ニティが形成される条件としては,そ の職業のメンバー達が,① 労働に没頭していて,② 社会的地位で見て

上位の集団から境界的に扱われ,③ 職業的役割が非職業生活を包含するような,職業文化の浸透性,雇用組

織の取り込み,職 業的制約などが存在することだと論じている。必ずしも地域的近接性を要件としない

G.Salamanの モデルにせ よ,地 域的孤立が共同性の前提であるとするM.I.A.Bulmer(1975)の モデルに

せよ, ここでは, これらのモデルを検証するべ くデータの分析を行つているのではない。研究上の間として

は,職 業 コミュニティが地域的近接性の根拠な しにどの程度成立 しうるのかということをデータから知 りた

いということだ。そ して,比 較を進める中で,既 存の職業 コミュニティの諸理論を検証するのではな く,新

たな理論を浮上させたいと考えているのだ。ただ,手 掛か りとして,職 業 コミュニティを構成する要素とさ

れているものに関するデータを集めるべ く項 目を選定 して,聞 き取 りを開始 した。そ して,調 査項 目から脱

線 して話者が自由に語ることを求めることで,話 者の構成する職業 コミュニティの世界を垣間見ようとした。

こうして収集されたデータとしての語 りに,ナ ラティブ分析を試み,そ こから浮かび上がつてくる,彼 らの

重要な観念を コー ド化 して,後 で見る図 4の ような諸カテゴリーを得た。そこでは,先 行する諸研究では想

定 されて来なかつた,縁 故採用というリクルー トの方式とそれに基づ くクリークの形成が杜氏集団の職業 コ

ミュニティでは重要であることが明らかになつた。また,選 択的 コーディングによる理論形成を試みると,

これらのカテゴリー間の規定関係についても,先 行諸研究に見られるような職業 コミュニティとその形成の

前提要因との間に見られる一方向的規定関係ではなく,後 で見るような諸カテゴリーの循環的規定関係が浮

かび上がつてきた。

さて, これまでの峯村杜氏の語 りから読み取れる頸城杜氏の職業 コミュニティは,次 のような特徴を持つ

ている。

親方は,ほ ぼ支部 (旧町村)の 範囲内で自分の配下の蔵人を リクルー トする。 もちろん親戚関係や以前同

じ蔵で働いた知 り合いは支部の範囲を超えることがある。そこで,地 理的に近 くまとまつた範囲として,頸

城平野とか刈羽平坦地 とか越路 ・長岡 ・小千谷地域とか,野 積海岸などに,支 部を基礎として リクルー トに

よって緩 く結びつ く酒男ネットワークが形成 される。それ らは外部から頸城杜氏,刈 羽杜氏,三 島社氏,野

積杜氏といつた呼称で呼ばれたが,酒 男たち自身が帰属意識を持つ職業 コミュニティの範囲は,あ くまでも

支部 (旧町村)で あった。だから,頸 城杜氏 (頸城郡全体の酒男集団)と いつて も,実 際に酒男たちが帰属

意識を持つのはその内部の柿崎杜氏,吉 川社氏,頸 城杜氏 (旧頸城村の酒男集団),大 潟杜氏,松 代杜氏,

大島社氏,浦 川原杜氏,安 塚杜氏などの旧町村を単位 とする酒男の集団である。この集団は,同 じ酒屋で蔵

人として働 く機会が多かつた。さらに,杜 氏が蔵での人の和を重視 して,地 縁者,血 縁者を蔵人として集め

ているために,彼 らの間には夏場の農作業の共同や行き来 (付き合い)も 頻繁に見られた。そ して, こうし

た蔵と母村での緊密で頻繁な相互行為が行われる中で,彼 らの間には共通の価値 ・規範,信 念,仲 間意識,

酒造技術が身につけられていつた。

ここでは語 りの中で話者が構築 し,私 が読み取つた 「職業 コミュニティ」を軸足 コーディングと選択的 コー

ディングの方法で纏める作業を行いたい (図4)。 すなわち,峯 村氏の語 りから,中 心カテゴリー (職業 コ

ミュニティ)と サブカテゴリー (職業 コミュニティを形成する諸要因)を 析出 し,そ れ らの関係を,話 者の

解説にそつて説明することにする。

それは次のように,述 べることが出来るだろう。

① 蔵 での労働編成は,広 敷番 (ご飯炊き),働 き (雑役),釜屋 (蒸きょう),二番 (道具の清掃),麹屋

(製麹), もと屋 (酒母造り),頭 (作業の統括,測 定,検 査),杜 氏 (作業計画の立案ァ酒の設計)と いつ

た職位に基づく分業が存在するが,実 際の作業では,手 空きの者が順次物量の流れにそつて他の作業を手伝

うという協業が行われている。→

そこで,② 蔵の中では和を重視する行動規範が確立される。→

そのために,③ 親方請負制という雇用方式をとる蔵では,和を保ちやすくなるように,杜氏が地縁者,
血縁者中心の リクルー トを行 う。→
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図 4 職 業コミュニテ ィ (中心的カテゴリー)と サブカテゴリーとの関係

太字はインピポコード,中 抜きは         ,斜 字は:妻ガ算難:難:班彗

(中`心的カテゴリー)

(1)自 己イメージ     ・

酒造従業員 {́軍言:整牽喜鵞斑含造工

酒屋で働 く人々

蔵人 ;広敷番,働 き (わけいしょ),釜 屋,二番,槽長,麹屋,も と屋,

頭 (あに),杜 氏 (親方)

辮業路華締導揚紫 (サブカテゴリー1)
店の人 ;販売係,瓶 詰め工, ラベル貼 り

酒屋の主人 ・家族

検査技師 ;大学出

(2):卿    (サブカテゴリー4)

価値 ・規範 ;  人 は人に操まれて人になる。

信念 ;     良 い酒は水の如 く滑らか

カップ取った酒は材料

亀口酒は飲むな

寝坊で泡を温れさせるな

杜氏の資質;  若 い衆の統率 (欄猪:蒲壺群:轟:妻蒸準1(サブカテゴリー2))
帳面を億劫がらずに付ける,欠 減

(3)        参 聾麟妻 (サブヵテゴリー5)

酒屋仲間 ;同 じ酒屋に出稼ぎに出ている人々は蔵では蔵人と呼ばれ,母 村では酒屋仲間と呼ばれ

る。そして,彼 らは母村で農業などに従事 している間も様々な生活の共同や行き来が

ある。田の草取り

頸城支部では,吟 醸講習会,夏 の講習会を行い,醸 造試験所の伝習生は同窓会を行う。

(4)リ クルー ト

:理露基筆算荘聾馨療難榊 綺輔盤野饉基1を選ぶ(サブカテゴリー3)
認ジ:離:素:翻 轟孝潔場新(サブカテゴリー6)

また,④  蔵 での共同労働,共 同生活は蔵人特有の職業文化の形成を促す。→

こうして,⑤  結 東を強めた蔵人は母村に帰つても,酒 屋仲間として,農 作業の共同,冠婚葬祭の亭主役
から日常の話相手などの行き来をする。→

そして,⑥  こ うしたことで,同 じ酒屋・蔵で働いた酒男たちのクリークが形成され,その緩やかな連合
体 としての杜氏集団,す なわち職業 コミュニティが形成される。

これを,中 ′心的カテゴリーと周辺的諸カテゴリーで要約的に表記すれば,以 下のような経験的一般化が得

られる。

① 分業に基づく協業という蔵内の労働編成→②和という職業的価値→③地縁的・血縁的リクルート→④
蔵内の労働と共同生活による職業文化の再生産→⑤母村での酒屋仲間という共同生活→⑥母村でのクリーク
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図 5 暫 定的理論モデル

の形成→①クリークの緩やかな結合としての職業コミュニティの形成,い う循環的な出来事の連鎖が存在す

る。

このモデルでは, リクルー トの範囲や クリークの広が りが旧町村という比較的に狭い範囲の地理的空間内

に収まることから, さきに述べた研究上の間に対する答えは,「職業 コミュニテ ィの形成にも地域的近接は

欠かせない」と言うことになるだろう。

今回の分析は,一 人の話者の語 りから構成 した 「職業 コミュニティ」のモデルであるから,他 の話者達の

語 りというデータを追加 していって, こうした経験的一般化を修正 し,洗 練 していかなければならない。そ

して, スター トの現時点でこの経験的一般化か ら想定 される理論を示せば,図 5の ようになるだろう。すな

わち,親 方請負制という間接雇用方式と分業に基づ く協業という労働編成から成る生産関係を下部構造とし

て,和 の重視′ 中心 とする職業文化が形成 され,そ れを維持するために血縁,地 縁,職 縁のある気′らの知れ

た人々の リクルー トが行われ, このことが蔵人=酒 屋仲間というクリークを形成 し, このクリークがまた血

縁,地縁,職縁に基づくリクルートを強化するという循環的規定関係が発達する。こうして,①職業文化の

共有と②蔵と母村における社会関係の収散とを特徴とする職業コミュニティが形成される, ということだ。

今後の課題はこの暫定的な理論を分析的帰納の方法論に基づき,デ ータの追加 しなが ら理論的飽和に達する

まで修正を続けることだ。
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