
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
治25年）に椎葉村森林保護法が制定され，焼畑の耕作が再
び制限されたが（椎葉村 1994），依然として焼畑農業が主
たる農業形態であった。 
　椎葉村大河内地区（以下，大河内地区）に位置する九州
大学農学部附属演習林宮崎演習林（以下，演習林）内にも
演習林設置（1939）以前に焼畑が行われた跡が数箇所点在
しており（椎葉・内海 2009），演習林設置後も1965年頃ま
では造林のための地拵えでは火入れが行われ，1955年頃ま
で苗木の間で作付けに適した箇所に穀物が栽培されていた。
しかし，焼畑から造林地へ転換していく過程で大河内地区
から焼畑が次第に消失し，高度経済成長期末期頃の1970～
1975年には新たな焼畑は作られなくなった。その後30年以
上の時間が経過し，焼畑農業に詳しい地域の年長者が少な
くなり，これまで受け継がれてきた焼畑に関する文化が次
世代に継承されることなく消失する可能性が高まっている。 
　焼畑農業に関する報告はこれまでも多くあるが（たとえ
ば福井1974；橘1995），その様式は地域によって様々であり，
大河内地区での焼畑文化を記録することは地域固有の伝統
的な生活様式を明らかにする上で重要であろう。また，演
習林が管理する森林の遷移を理解するためには，過去に行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．は　じ　め　に 
 
　焼畑農業は稲作を行うことが困難な山地に暮らす人々に
とって自分たちの食料を確保するための重要な手段であり，
比較的近年まで日本各地で行われてきた。1950年の世界農
業センサスによれば国内に１万ha弱の焼畑が存在し，その
約四分の一が九州山地に分布している（佐々木1962）。九
州山地は日本の中でも焼畑農業が盛んに行われた地域の一
つだったといえる。しかし，戦後になると焼畑面積の減少
は加速度的に進み，1955年以後には，かつての焼畑卓越地
域である九州山地中部や四国山地西部などの奥地にわずか
に残存するものを除けば，全国の焼畑のほとんどすべてが
失われてしまった（佐々木 1972）。 
　九州山地に位置する宮崎県椎葉村は土地の大部分が急傾
斜の山林であるため水田の開設が進まず，住民の多くは焼
畑農業を生計としてきた。江戸時代には椎葉山中を支配し
た人吉藩により森林の伐採が規制され，焼畑の耕作面積が
拡大できず生活が困窮したが，明治時代に入ると体制の変
化により耕作の制限がなくなり，競って焼畑農業を行った。
その後，乱伐による森林の荒廃に繋がるとして 1895年（明 
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　焼畑は宮崎県椎葉村においてかつて生活の基盤であり，九州大学宮崎演習林が所在する大河内地区では 1970～1975年
頃まで行われていた。焼畑には火入れの時期に応じて「春ヤボ」と「夏ヤボ」の二通りがあり，大河内集落では春ヤボ
を行うことが多かった。春ヤボでは一般に当年にヒエを生産し，翌年からはアワやアズキなどを 2～3年作った。夏ヤボ
では当年にソバを作り，２年目にヒエ，アワ，３年目にはアズキやダイズを作った。春ヤボは集落から離れた比較的古
い林地の斜面に作られることが多かった。これに対して夏ヤボは多くの場合，若い林地に開設された。明治から昭和初
期にかけては春ヤボの場合は約 15～20年，夏ヤボの場合は 7，8年の休閑期間の後に再び焼畑が行われていたが，1940年
頃から積極的に焼畑にスギを植林するようになり，次第にスギの造林地に転換されていった。 
キーワード：ヒエ，ソバ，春ヤボ，夏ヤボ 
 
　Swidden agriculture was the major cultivation style in Shiiba Village, and it had been carried out until 1970s in Okawachi 
Settlement. In Okawachi, the forest was burned on spring or summer for cultivation. In the spring burn field, which was 
settled in old forest and dominant type in Okawachi, Japanese millet (Echinochloa esculenta) was produced in the first 
year, and foxtail millet (Setaria italica) and azuki bean (Vigna angularis var. angularis) were produced in the second and 
third years. In the summuer burn field, which was settled in young forest, buckwheat (Fagopyrum esculentum) was the 
first year product, and Japanese millet and foxtail millet were the second year products, and azuki bean and soybean 
(Glycine max subsp. max) were the third year products. The slush and burn cycle was 15 to 20 yeas in the spring burn field 
whereas the summer burn field had seven to eight years cycle during Meiji (1868-1912), Taisho (1912-1926) and early 
Showa (1926-1989) period. The burnt field have been replaced to tree plantation of Sugi (Cryptomeria japonica) since 
1940s.  
Keyword： Japanese millet, buckwheat, spring burn field, summer burn field 
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応じて「春ヤボ」と，「夏ヤボ」の二通りがあり，大河内
地区では春ヤボを作ることが多かったが，一年のうちで春
ヤボと夏ヤボを両方開設することも普通に見られた。春ヤ
ボはヒエヤボとも呼ばれ，夏ヤボはソバヤボとも呼ば れた。
春ヤボでは一般に当年にヒエを生産し，翌年からはアワや
アズキなどを２～３年作った。夏ヤボでは当年にソバを作り，
２年目にヒエ，アワ，３年目にはアズキやダイズを作った。 
　春ヤボは集落より水平距離で500～5000ｍくらい離れた
標高700～1200mの比較的古い林地の斜面に作られること
が多かった。これに対して夏ヤボは家の近くに作られるこ
ともあり，概ね標高600～900ｍ付近の比較的若い林地に開
設された。斜面の方向は日当りの良い南向きが多く西向き
にも作られた。明治から昭和初期にかけては春ヤボの場合
は約 15～20年，夏ヤボの場合は７，８年の休閑期間の後
に再び焼畑が開設されていたが，1939年に九州大学演習林
が大河内地区の土地を購入し，スギの造林を行うようにな
ると，演習林からスギの苗木を譲り受け焼畑に植林するよ
うになった。その後，焼畑は次第にスギの造林地に転換さ
れ 1970～1975年頃には焼畑は行われなくなった。 
 
3. 2. 焼畑における仕事 

１）開設地の選定 
　ヤボは尾根や沢をまたがないような場所に設定した。長 

われた焼畑農業を施業としてとらえ，その詳細を把握する
必要があると考えられる。そこで本論では大河内地区でか
つて行われていた焼畑農業についての詳細を記録すること
を目的とした。 
 

２．調査方法 
　宮崎県椎葉村大河内地区の焼畑農業について，著者の一
人（椎葉）が少年期であった1960年代以降に地域の年長者
から聞いた話と，演習林に雇用された1967年以後に大河内
地区出身者の職員・日々雇用者の方々から伺った話をもと
に記述した。同時に著者の一人（椎葉）の親族や，大河内
地区出身の知人から得た情報を参考にした。加えて焼畑開
設作業の詳細について，大河内地区で生を受け，幼少期か
ら現在にいたるまで当集落に居住している78～86歳の焼畑
農業経験者４名に2009年８月３，５日と９月11日，10月23
日に聞き取り調査を行い，蓄積した資料と照合して取りま
とめた。 
 

３．結　　果 
3. 1. 大河内地区における焼畑農業の概要 

　大河内地区では焼畑のことを方言で「ヤボ」，焼畑開設
のための天然木伐採を「ヤボ切り」，ヤボ切り後の火入れ
のことを「ヤボ焼き」と言う。ヤボにはヤボ焼きの時期に 

図１．焼畑内の場所名と着火順路 
　　　点線は着火者の移動経路，矢印は移動方向を示す。 
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った。また，つるが複数の木に巻き上がっている場合は伐
採木が途中で停止してかかり木となることでつるに張力が
生じ，つるを切った際にそのはずみで鉈や鎌が思わぬ方向
へ振られることもあった。当地区では大人１人１日の仕事
量を「１人ボシ」と言い，１haにかかる人員は約20人ボ
シであった。 
  
４）ヤボ焼き 
　春ヤボの場合は３月末～４月中旬に，夏ヤボの場合は８
月中旬頃ヤボ焼きを行った。ヤボ焼きは一連の焼畑作業の
中で危険を伴う最も重要な作業であるので各部落ごとのカ
テリーと呼ばれる共同作業とされた。１戸からヤボ焼の経
験がある者１人以上を無報酬で必ず出す取り決めがあり，
少なくとも10人前後は集まっていた。 
　周囲の林地への延焼を防ぐため，ヤボ焼きの前にヤボの
周囲の枝条を取り除き，帯状に防火帯を作った。この作業
をカダチ（火断ち）と言った。この作業では上方の辺（ヨ
コガシラ，横頭，図１）は５ｍ以上空けないと延焼の危険
が高いとされ，斜面両側の辺（タテグル，縦周，図１）は
２～３ｍ程の幅で取り除けば良いとされていた。ただし，
ヨコジリには防火帯を作る必要はなかった。 
　昼は炎が見えにくいのでヤボ焼きは行わなわず，火を識
別しやすい夕方から始めることが多かった。ヤボ焼きは，
その時期の一番乾燥したころを見計らって焼くので失敗す
ると大面積の森林を延焼してしまう危険性があり，経験が
豊富で火つけ作業に熟練した年長者が指示した。指示者は
ヤボ焼き当日の風向き等の気象状況を考慮して，ヨコガシ
ラへの最初の着火場所とその後の着火順を決定した。たと
えば風がカマサキからカマデの方向へ吹いている場合は，
カマデの角から斜面上方の右タテグルの内側を幅広く焼く。
これは後で火をつけながら横方向へ往復移動する際に，強
風により炎が右タテグルのカダチを越えることがないよう
するためである。指示者は火をつける役３名を指名し，あ
との人員はヤボからの飛び火によりヤボ以外が延焼するこ
とを防ぐため，消火役として火消し棒を持ち斜面上方のカ
ダチ上端左右の角にそれぞれ２名程度配置し，残りの人員
はカマサキ，カマデのカダチ寄りに配置した。火消し棒に
はスギやヒノキの生枝とヤブツバキやウラジロガシなどの
常緑樹の生枝および小径木の幹が使われた。全長が1.5m
ほどで手元の握る部分の直径が４cmくらいになる先端が
よく茂った枝を選び，手元から小枝を落として残った先端
60～70cmをつるなどで縛って箒状にした。 
　多くの場合，指示者はヨコガシラの中央を最初の着火点
とし，一人目に火をつけさせた（図１，①）。タケヤボ（竹
林の焼畑）の場合は容易に着火できたが，森林を焼く場合
は着火しにくいため火焚きの上手な者が一人目に指名された。
ヤボに火をつけてまわる種火を持ち運ぶテイ（ハチクやマ
ダケを長さ1.5ｍ程に切ったものを小割にし，手に持ちや
すい大きさにつるで束ねたもの）は火の勢いが強くないと
着きにくいことがあり，その場合はそばの木々を少し集め 

年の経験からこのような地形がヤボ焼きの際，ヤボの範囲
以外に延焼しにくいとされている。ヤボの形状はおおむね
正方形になるように切り，一方の辺が尾根や沢になるよう
に開設することが望ましい。一度に開設するヤボの面積は
概ね0.5ha程度であるが，1.0haをくらい切ることもあった。 
ヒエを作るための春ヤボには大きな木が成長している土地
が適地とされた。また，ハチクなどの竹藪やスズタケが優
先している林もヒエを作るのに適しており，竹の焼畑の１
年目は地下茎が残っていて扱いにくかったが，２年目は根
が腐り，良い肥料となった。 
　大河内地区の土地は 1906年に地区住民106名の共有地と
なり（九州大学演習林九十年史編集委員会2002），共有地
内で自由にヤボを作っていたが，1937年から1939年にかけ
て土地が各住民に分割されると，各所有地で作るようにな
った。 
 
２）神事 
　ヤボ切りや，ヤボ焼きを始める前に山の神の許しを求めた。
ヤボ切り場所が決定されたら，「山の神様，天の神様，氏
神様この山にヤボ切り申す。木を切らせてくだされ。」な
どと唱え，斜面最下部の切り始める場所（ヨコジリ，横尻，
図１）に御神酒（焼酎）を注いだ。また，ヤボ焼きの最初
には，火入れをするヤボの斜面上端左角付近（カマサキ，
鎌先，図１）の立木に，家に納めてある鎭防火災のための
宇納間地蔵尊（宮崎県美郷町所在）の札を取り付け「この
ヤボに火を入れ申す。火の神様，山の神様火の余らぬよう
お守り下され申す。」と唱え御神酒を注いだ。また，斜面上
端右角付近はカマデ（鎌手）と呼んだ（図１）。大河内地区
において山の作業に関する神事は作業現場で御神酒を注ぎ
ながら行うことが多い。祠や山の神を祀ってある箇所では
祈願することはなく，行き交うときに参拝する程度である。 
  
３）ヤボ切り 
　春ヤボの場合はヤボ焼き前年の９，10月に，夏ヤボの場
合は当年の７月にヤボ切りを行った。ヤボ切りは，ヨコジ
リから始め，斜面に対して横辺が概ね均一になるように調
整しながら上方へと林を切り開いた。立木や草本などを切
る場合は，できるだけ地際から切り，火を入れた際に地表
までよく焼けるように切った。また，倒した木々は枝条等
を小さく切り分け，斜面に対して横に置いた。ヤボの中で
枝条の厚みができるだけ均一になるように置くのが良く焼
くためのこつである。ヤボ切りの範囲内に直径10cm程の
燃えにくい木が５ｍ程度離れて斜面に平行にある場合は，
その立木を手の届く高さのところで切ってそのまま残して
置き，これを，秋の作物の収穫時にヒエやソバの束を乾燥
させるために掛ける竹竿の支柱にした。  
　ヤボ切り作業に使用する道具類は，鉈，腰鋸，下刈鎌，
草切り鎌などを使っていた。つるが立木に巻き上がって絡
んでいるところでの作業は，鉈や鎌を振り上げた時につる
に引っかけ，思わぬ方向に振り降ろすことがあり危険であ 
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加速度的に植林されるようになり，1955年頃には開設当年
からの焼畑への植林が定着した。春ヤボでは木焼き作業が
終了すると，スギ，ヒノキ，クヌギなどの苗を植え付けた。
植え付けは活着を良くするため雨天日に行うことが多かった。
大河内地区ではhaあたり3000本植えとしていた。夏ヤボ
ではヤボ焼き作業が８月中旬なので，この時期は植林には
適さないためソバの収穫後まで待って，11月過ぎころにク
ヌギ，ミズナラなどの広葉樹を植えた。スギ，ヒノキなど
の針葉樹は翌年の３，４月ころに植栽した。 
 
７）焼畑の作物 
　春ヤボの場合，初年はヒエを播種した。大河内地区では
ミズキの花の開花に合わせて３月末から４月中旬ころにヒ
エの種を蒔いた。先人達は経験からこの時期が播種の適期
であることを知っており，ミズキのことをヒエミズシと呼
称している。２年目からはアワ，アズキ，ダイズなどを蒔
いたが，大河内地区ではアズキが一番多く作られていた。
土地の良いところでは２年目も引き続きヒエを作ることが
あり，これをケエゲエシと呼んだ。ダイズは自宅近くのソ
ノとよばれる常畑に作ることが多く，焼畑にはそれほど作
られなかった。アワも同様であった。 
　夏ヤボでは初年にソバを蒔いた。ソバはヤボ焼き直後の
８月中旬に蒔いた。ソバは種蒔きから75日目には収穫でき
ると言われている。大河内地区では，その年の年越しソバ
に利用するために小規模面積ながら各家で作っていた。家
の近くの焼畑ではカブをソバと混植した。カブの葉は冬期
の貴重な野菜になった。翌年はヒエ，アワ，アズキ，ダイ
ズなどの種蒔きを行った。  
 

４．考　　察 
4. 1. 開設地の選定 

　大河内地区では，ヤボ切りの場所は尾根や沢をまたがな
い斜面であった。不土野地区でも尾根筋での焼畑農業は行
われていない。大河内地区ではヤボ焼きの際の延焼を防ぐ
ためとするのに対して，不土野地区では土壌や保水が劣り，
崩壊のおそれがあるためとしている（鎌田・高橋1992）。
いずれにせよ焼畑の開設とその後の耕作に尾根は適してい
ないことを経験的に把握していたのであろう。森林の焼畑
だけでなく竹林の焼畑が開設されていたのは川野（2007）
が指摘しているように九州山地の焼畑農業の特徴である。
竹林の焼畑は作物の成長に優れていたため積極的に利用し
ていたと考えられる。 
 
4. 2. 神　　事 

　大河内地区ではヤボ切りとヤボ焼きの際に山の神に対す
る神事を行っていた。同様の神事は焼畑を行っていた各地
で報告されており（橋尾2007），山人の一般的な感覚とし
て山を切り開き焼く行為には山の神の許しを得る必要があ
ったのだろう。現在でも大河内地区では山の神に限らず，
水神（水の神）や宇納間地蔵（火伏せ地蔵）を祭ることが 

て焚き火を作り，火の勢いを強めた。続いて，準備してお
いたテイに二，三人目に火をつけさせ，２人につけていく
方向を指示して移動させた。着火位置からそれぞれが逆方
向に分かれて概ね等間隔で火を順次つけていった（図１，
②）。このとき，お互いに見合わせて時機を測りながら燃
やしていき，ヨコガシラ両端に至るとそのまま火をつけつ
つ少々下った（図１，③）。あとは同様に斜め下方向への
往復移動を繰り返しながら畑地の上半分程まで下っていっ
た（図１，④）。 
　上半分程が焼けてしまうころに指示者が声をかけ，火つ
け役の 2人がタテグルの下半分に順次火をつけて下り（図
1，⑤），ヨコジリの中央付近で両者が出会うよう調整し両
者が出会ったところで点火は終了となった（図1，⑥）。こ
のヤボ焼きの最終段階を大河内地区ではヤボのつけまわし
と呼んでいた。  
　ヤボが斜面上方から焼けて下ると共に，火消役もタテグ
ルのカダチに待機しながら下りていった。最初に火をつけ
た者はカマサキまたはカマデのカダチ寄りに移動し消火役
に加わった。火をつけまわすと，斜面下部の燃え残ってい
たところで炎が斜面上方に燃え広がり，時には大きさは様々
であるが竜巻状に多量の火の粉を巻き上げる様子が見られた。
ヤボ焼き作業終了後は，カダチをひと回りして，延焼の恐
れがないことを確認してから全員引き上げた。焼け跡にオ
キ火は残っていても，それ以上燃えるものがないので誰も
心配せず引き上げていた。ヤボ焼き作業が終了するとヤボ
の持ち主の家に戻り，御神酒を酌み交わすダレヤメという
集いを行った。これには作業の疲れを癒すという意味と，
神々への感謝の意味があった。酒が入ると話がはずみ火の
つけまわし方や火の勢い，燃え方などについて相当盛り上
がっていたそうである。 
  
５）木焼き 
　ヤボ焼き後，焼け残りの木々や枝条を数箇所に集めて焼き，
植林や穀物の種蒔きが容易にできるようにした。これを「木
焼き」という。木焼き作業は，ヤボがよく焼ければ必要な
い作業であるが，ほとんどの場合焼け残りがあり，一日中
火の付近にいるので身体が非常に疲れる重労働であった。
ただし，燃え残った木を集めて木焼きしたところの土地は
灰の量が多くなり作物の生育は良好であった。 
 
６）苗木の植え付け 
　大河内地区では1930年代までは焼畑の開設当年にはほと
んど植林されることはなく，４～５年作物を作ったあと放
置されることが多かったが，場合によっては椎茸のほだ木
生産のためのクヌギが植林された。スギは木材を搬出する
道路がなかったため希に植林される程度であった。しかし 
1939年に演習林が設置されると，演習林からスギの苗木を
譲り受け，技術指導を受けて徐々に植林されるようになった。
1950年頃になると道路も次第に整備され（宮崎演習林1989），
国の拡大造林政策もあって，スギ，ヒノキ，クヌギなどが 

宮崎県椎葉村大河内地区における焼畑農業 37



て水田面積は0.16km2とわずか0.2％弱に過ぎず（椎葉村 
1994），水田開設はなかなか進まなかった。そのため大河
内地区では腹持ちの良いヒエが1960年代前半までは主食で
あり，コメを食べる機会は限られていた．生活を維持する
ために除草の手間がかかっても最重要作物であるヒエの作
付け規模を大きくする必要があったと考えられる．また，
大河内地区の標高700m以上の地域は 1980年代にニホンジ
カによる食害が顕著になるまでは下層植生にスズタケが優
先していた（汰木ほか1997；村田ほか2009）。スズタケが
ある林の焼畑がヒエの栽培に適していたことも，ヒエの作
付けが卓越した一因であろう。大河内地区のヤボ焼きでは
着火役よりもかなり多くの人員が消火役に割り振られており，
乾燥した土地を焼くことによる森林火災の危険性を認識し
ながら，ヒエを中心とした焼畑農業を行うために春ヤボを
主体にしてきたと考えられる。 
 
4. 6. 焼畑の方言 

　焼畑の場所や作業に用いられた方言は地域により様々で
あり，各地でかつて展開された焼畑文化の多様性を伺うこ
とができる。たとえば焼畑そのものを指す名称は静岡県島
田市大平では「ヤブ」（清水・小嶋 1989），石川県白山麓
地区では「ナギ」（橘 1995），熊本県五木村では「ヤボ」
または「コバ」（佐々木 1972），高知県旧池川町椿山（現
仁淀川町）では「ヤマ」（福井 1974）などと呼ばれている。
大河内地区では薮（ヤブ）が転じて「ヤボ」になったとされ，
焼畑耕地と焼畑を開設する前の自然林をともに「ヤボ」と
呼んでいる。これは大河内地区の人々が作物を作っている
焼畑と休閑地を同じ利用可能な森林として認識していたこ
とを示唆している。大河内地区における植林以前の焼畑は ３，
４年使用された後に７，８年から20年放置されて，繰り返
し利用されてきた。ヤボは長い目で見れば森でもあり畑で
もある存在だったのであろう。 
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日常生活の一部になっている。椎葉村不土野地区（以下，
不土野地区）でもヤボ焼きの時に「・・・宇納間の地蔵さん，
火事にならないように，おん守りやってたもうれ」と代表
者が唱えていた（鎌田・高橋1992）。山に囲まれ，自分た
ちで生活のための水道を整備し，消防団を組織して火災に
備える自然と密接した暮らしが，集落の人々の信仰心を高
いものにしているのであろう。 
 
4. 3. ヤボ切り 

　ヤボ切り時に選択的に立木をいくらか残すことでヤボ焼
き後に根が付いた支柱ができる。収穫した作物を掛ける支
柱を改めて作る必要がなくなり，また根があるため強風な
どで倒れ難くなる。地形，地質などによっては，地中に支
柱を深く打ち込み難いことがある焼畑での省力化が計られ
ているといえる。 
 
4. 4. ヤボ焼き 

　ヤボ焼きの手順は不土野地区の事例（鎌田・高橋1992）
と同様であった。ヨコジリのカダチを作らなかったのはヤ
ボがほとんど斜面にあり，原則的に斜面の上方から少しず
つ火入れを行うので，火が傾斜の上方に向かって燃えていき，
下方に延焼することがほとんどないためである。火入れを
夕方に行う理由としては炎が見やすいことが大河内地区で
は指摘されており，不土野地区では加えて風が斜面上方か
ら吹き下ろすので延焼を防げるとしている（鎌田・高橋
1992）。 
 
4. 5. 焼畑の作物 

　大河内地区では，前年の秋に切った焼畑を翌年の春に焼
いて春ヤボと呼称してヒエを作っていた。また，当年夏に
切って焼くヤボを夏ヤボと言って，ソバを作っていた。一方，
不土野地区では春と夏に焼畑に火を入れるが，夏の焼畑開
設が主体であり，春の焼畑開設はあまり行われなかった（鎌
田・高橋1992）。これは春の山が乾燥しているため山火事
の危険性が高いこと，また春に焼畑を開設するとその後雑
草が繁茂し，除草の手間がかかるためとされている（鎌田・
高橋1992）。熊本県五木村梶原地区でも同様に前年の秋に
切った焼畑を翌年の春に焼くことはほとんどなかった（佐々
木1963）。これは不土野地区と同様に春の乾燥に伴って山
火事の危険性があることや除草の手間などを考慮してのこ
とであった（佐々木 1963）。不土野地区や梶原地区では，
大河内地区で呼称されている春ヤボはほとんど作られない
ため，ヒエが最初の年の焼畑に作られることは少なく，大
河内地区で呼称するところの夏ヤボで大量のソバが作られ，
翌年にヒエが作られていた。また大河内地区では秋期に焼
くことはほとんど見られなかったが，梶原地区では秋期に 
焼くこともあった（佐々木 1963）。このように地域により
春ヤボと夏ヤボに対する比重が異なるのは必要とされた作
物の種類が関与しているのかもしれない。大河内地区では 
1888年（明治 21年）の時点で地区の全面積96.39km2に対し 
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