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明治、大正、昭和の海女のテングサ労働と稼ぎの行方
―伊豆半島の事例から―

齋藤

典子＊

はじめに
我が国の潜水漁に携わる人々の歴史は古く、数々の書物にその痕跡を残す。紀元前

年の『魏志

倭人伝』にアマを指す字句「水人」の記述がある。当時、
「水人」が男性なのか女性なのか、どのよ
うな獲物をとっていたかは、定かでない。歴史は下がり七世紀後半、律令国家が成立し、天皇が排他
的に利用する御厨と呼ぶ漁場 ができる。そして天皇や神社に貢納するための水産物や淡水魚の漁撈
を行なう特権的な海民が誕生する 。八世紀に書かれた『古事記』
（

年）や『日本書紀』（

年）

にもアマを指す「加豆岐」
「海女」「濳女」などの字句 の記述があることから、女性が潜っていたこ
とが分る。また、同時代に施行された養老律令（

年）では、公民が負担する調・庸は、主に正丁

（成年男子）だけに課せられていたため、男性も潜水漁に携わっていたと考えられる。一方、江戸時
代の『倭字古今通例全書』（

年）に「アマは海人女子」と記載されることから、江戸時代に海女

を生業とする女性が居たことも明らかである。
つまり、海女、海士とそれぞれの稼働分布 は異なるものの、潜水漁は古くから性別役割分業のな
い漁業労働として、確立されてきた。しかし、その後、潜水漁を行なう男性（海士）の記述は、散見
＊
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天皇家の内膳司に直属して水産物を調達する集団は贄人、雑供戸と称され、その漁場は「御厨」と呼ばれた。
年「御厨整理令」では、天皇家以外の貴族や寺社が私的に御厨を持つ事を禁止。数年後、内膳司に所属する
贄人は全国で自由な漁業特権を与えられた［秋道
： ］
。
網野善彦は、七世紀の律令国家の成立と共に、天皇や神社に供御や神饌として貢納するための鰒、堅魚、海
藻、脂、塩などの水産物や鯉、鮒、鮭、鮎、鱒などの淡水魚の漁撈を特権的に許可された『職人』的海民がいた
ことを指摘する。また一四世紀には、九州の松浦、五島の海で「海夫」集団が網を引き、海に潜って鮑を獲り、
海上生活を送っていたとする。そして、「済州島の『船を以て家と為す』と言われた鮑を獲る海民の末裔である海
女が明治以降、渡ってきた道こそが、『海夫・海部』の道であった」とする説は、「海女」が済州島周辺から日本
に伝わったのではないかという根拠となっている［網野
：pp ‐ ］
。
［額田
： ］参照。
NHK の朝ドラ「海女ちゃん」で話題となった岩手県久慈市は、海女が潜水する北限と言われる。太平洋岸の
東北各地では海士が多く、海女が潜る地域でも明治期以降からであった［最上
：pp ‐ ］
。
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されても、海女が書物に登場することは、瀬川清子の記述を待つまで殆どなかった。それは、女性の
潜水漁が記述に値するほどの労働とは見なされず、社会の中で看過されてきたか、もしくは優位な漁
場が開くとまず男性が潜り、女性はその周辺に排除されてきたからではないか と考えられる。
そこで本論は、これまでその分布や民俗、強靭な肉体的特徴、セクシュアリティーに関心が集ま
り、関心が低かった海女の経済的役割に着目する。そして、明治

年代から現代までのおよそ

年以上にわたって、伊豆半島で行われてきた海女のテングサ労働と海女が稼いだ金銭の使途について
論じる。伊豆半島では、江戸時代末期から女性がテングサ漁を行なってきた。江戸時代、その採取方
法は潜らずに岡からたぐり寄せて採るものであった。しかし、明治時代になると女性は潜水漁法でテ
ングサを採るようになる。また、本論で取り上げる時代は、戦後の復興から高度経済成長へと、日本
経済が大きく様変わりを見せる時期でもある。漁村が自給自足から商品経済へと大きく転換する中、
伊豆半島で行われていた海女のテングサ労働は、一家の大黒柱として家内経済を支えるだけでなく、
地域経済に多大な貢献を果たしてきたと考えられる。
本論では、歴史的過程の中で海女の稼ぎがどのような使われ方をされてきたのか明らかにすること
で、日本の伝統的な職業の一つである「海女」が地域社会で果たしてきた役割の一端を明らかにした
い。
尚、本論は、筆者が

年〜

年におこなったフィールド調査に基づき、海女の労働をジェン

ダー・エスノグラフィーとして描く。

調査地概要と研究方法
本論で取り上げる調査地は、伊豆半島（図 ）の南端に位置し、半径

km 圏内に隣接する。静岡

県下田市白浜地区（図 − ）、静岡県下田市須崎地区（図 − ）、静岡県賀茂郡南伊豆町妻良地区
（図

）である。

調査期間は、平成

年（

）〜

年（

トの語りの時代背景は、妻良、白浜が昭和

）にかけての、およそ

日間である。インフォーマン

年代から高度成長期時代が中心である。

調査方法は、次の通りである。①インフォーマント（海女を含む地域住民）への聞き書き②貝や藻
の採集活動、「改良」と呼ぶテングサの製品化までの作業労働の手伝いと参与観察③海女 H さんの家
計簿（昭和

年〜

年代）による調査④白浜・須崎・妻良地区の地域住民への個別訪問調査⑤古文

書史料及び文献調査である。
海女のテングサ労働の参与観察は、

年から

年の須崎が中心である。須崎の海女からは、

漁法、「改良」と呼ぶテングサの製品加工方法、採取したテングサ、貝、ヒジキ、ノリなど、

年

当時の取引価格を教えていただいた。

数

年当時、すでに妻良には現役の海女は無く、白浜は

名であった。そのため、妻良と白浜では、引退した海女へ稼ぎの使い道についての聞き取りを行った。

［最上

：pp ‐ ］参照。
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調査地位地図

先行研究の検討
先行研究は、次の

点について検討した。⑴海女についての調査研究 ⑵ジェンダーの視点からみ

た女性労働研究 ⑶白浜地域の地域研究及び村落社会研究である。

⑴

海女についての調査研究
海女についての調査、研究は少なくなく、それに伴う文献の数も多岐にわたる。中でも戦前の海女

たちの生態を詳細に記述した民俗誌として名高いのが瀬川清子の『海女記』
（三國書房、
女』（未来社、

）、『海

）である。瀬川は全国を旅する中で出会った女性の労働や生活を見事に描写する

が、その多くは、瀬川自身の視点で描かれており、登場人物の思考や内面は全く伝わってこない。ま
た、一連の著作には、海女労働の経済的側面についての記述は見られない。
一方、海女労働を扱った文献として、伊勢志摩地域の海女を扱った『
「海女」労働事情
摩半島』（名古屋地方職業紹介事務局、

三重懸志

）がある。全国の海女の数、海女労働の性別分業体制や

採取物の内容、海女の収入、出稼ぎ状況などが記載される。データとしての価値は高く、昭和初期の
海女労働の実態を知る上で重要である。また、同書には、
「海女は家父長制のもと、過酷な労働を強
いられている」といった記載があり、当時の海女労働を「家父長制」の枠組みの中で捉えている点で
も、興味深い。
海女には、韓国の済州島出身者が多いが、出稼ぎ海女を扱った文献には、金栄、梁澄子の『海を
渡った朝鮮人海女』
（新宿書房、

）がある。植民地時代から戦後を通じて、海女が出稼ぎあるいは

密航者として、海峡を渡り、大阪に住み着いた後、季節労働者として全国の漁場で潜水を行ってきた
様子が描かれる。引退後、房総半島で日本社会の一員として、暮らす様子が丹念に描かれる。本論の
妻良の事例の参考にはなったが、望郷の念を募らせる朝鮮半島出身のオモニのライフヒストリーが主
題であり、海女労働を女性労働研究の対象としては、描かれてはいない。
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一方、近年の日本の海女研究に関する論文の一つに Lessons From the Ama（Plath，David，
ある。同論は、プラスが

）が

年に行った伊勢志摩町布施田地域のフィールドワークをもとに書か

れ、フォーカスの中心が海女をめぐるジェンダーにある。プラスは冒頭で、志摩半島の海女がジェー
ムスボンド主演「

シリーズ」のボンドガールとして、登場することを取り上げ、海女が観光資源

として価値の高いことを指摘する。また、ウエットスーツが着用される

年代まで、腰巻を纏っ

ただけの海女が男性向けのピンナップ写真として、欧米地域に出回り、性的商品価値の高いことも挙
げている。海女の経済についても⑴一家の経済の担い手として、両親から当てにされ、好きな男性が
できると、両親から結婚を延期され、妻問婚が多く見られる。
（Plath，D，
性天国」（Plath，D，

：

：

）⑵志摩は「男

）であり、夫は海女の稼ぎに依存し、海辺で酒を飲み、ギャンブルに興

じており、「いかに海女の稼ぎが良かったかの証明でもある」
（Plath，D，

：

）。⑶海女は、仕事

上 で は 男 性 と 同 等 で あ り、船 を 操 る 漕 ぎ手 な ど か ら は 独 立 し て お り、搾 取 関 係 は み ら れ な い
（Plath，D，

： ）などの記述もある。Plath の論文は、志摩の海女の「性による搾取」と「家

庭内経済役割」についての言及はあるが、
「労働契約による金銭搾取」や「地域社会による搾取」に
ついては、全く言及されていない。

⑵

ジェンダーの視点からみた女性労働研究
日本の女性労働研究において、これまで、大きく二つの問題が議論されてきた。一つは、アンペイ

ドワークである家事労働を含む家内労働が女性を抑圧する問題である。二つめは、日本の市場労働に
おける男女間格差の問題である。特に二番目の問題は、市場労働における男性による女性排除 の結
果、女性は常に周辺化を強いられてきたと語られてきた。上野千鶴子（

：

）は、産業社会への

「家父長制的戦略」
（ ．女性を賃金労働から排除すること ．女性の労働を男性の労働よりも低く位
置付け、そこに封じ込めて置くこと）の導入が、男性による女性支配と女性の男性への従属システム
の形成に繋がったと言及する。
これまで上野をはじめ、多くの研究者は、日本の市場労働における男女間格差の問題を雇用の場に
「家父長制」を持ち込む形で女性労働者を管理してきたことが原因だと言及してきた。果たしてそれ
だけであろうか。そこに新たな視点を加えたのが三宅義子である。
三宅は、「『家父長制』を初期資本主義のパートナーシップの産物ととらえ、性差別を階級差別に比
して二次的な問題と矮小化してしまった結果、日本の資本主義が発展していく過程の中で、
『女性労
働の周辺化』が踏襲されつづけ、性別分業に男女の権力関係が織り込まれていくことに繋がった」
（三宅

：

）と指摘する。

さらに、「なぜとりわけ女性だけが差別されたのかという、女性労働者の搾取問題に焦点を合わせ
た議論がなされてこなかった」
（三宅

：pp

‐ ）と、女性労働者の搾取問題を分析する上で

世紀初頭におけるアメリカ、イギリスの労働組織及び、労働組合の歴史的事例を取り上げ、「女性の労働市
場への参加に制限を加える上で、決定的な役割を果たしたのは男性そのものである」と主張。
［Hartmann
］
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「家父長的家族制度」の他に「ジェンダー階層制」の視点も加えられるべきだと批判する。筆者の考
えもそこにある。性差を基盤にした差別や搾取は、その根源となるジェンダー・イデオロギーについ
て検証する必要があるからである。
国内における漁家の女性労働をジェンダーの視点で捉えた研究は、少ない。そこで同じ第一次産業
に従事する女性労働を取り上げた千葉悦子の「農家女性労働の再検討」
（千葉

）を参照する。

千葉は「農業労働のジェンダー間分業には、
『根深い不平等』を生み出すと見なされる労働編成があ
るとし、それがどのようにして形成されたのかイデオロギーの側面から迫っている（千葉
pp

‐

⑶

白浜のテングサ労働に関する研究

：

）。

賀茂郡白浜村（現、下田市白浜地区）は、村営で行っていたテングサ採取の利益を一般会計に繰り
入れ、村民に平等分配したことから、「村税を徴集しない『原始共産制の村』
」（潮見俊隆

：

）

として、研究者の関心を集めてきた。中でも『漁村の構造―漁業権の法社会学的研究―』（潮見
）、『社会学評論―漁村の構造

伊豆白浜の場合』
（阿部善雄・小沼勇

）は、歴史的考察を

踏まえ、テングサ漁が村に及ぼした社会構造の変遷を村の権力構造、階層区分の変化とともに詳細に
記述している。
しかし、両論とも海女労働に関する記載は極めて少なく、海女の賃金はおろか、就業時間などの記
載は全くみられない。また、潮見は「
『山の入り会い』と違い、商品として販売される『海の入り会
い』に特有な事情から、村そのものが商業資本として、その村民の

％ を占める生産者を搾取して

いる。そして、このような搾取を可能にするのは、まさに村落共同体的な強制である。この強制の裏
付けが

号専用漁業権としての村持ち入会漁場である」
（潮見俊隆

：pp

‐ ）と搾取を認

識している。
この潮見の言及は、次の

点で本論に重要な問題を提示した。⑴海女が採取したテングサの利益の

平等分配を可能にしたのは、村民の

％ を占める生産者の搾取である。⑵搾取を可能にしたのは、

村落共同体による強制であり、その裏づけとなるのがテングサ漁場は、村が専用漁業権を持つ、入会
漁場だからである。
ここで重要な点は、潮見は「テングサ利益の平等分配」の根拠を漁業権の問題だけに集約している
点である。テングサ労働の担い手は、海女を中心とした女性労働者だったという視点が潮見の論には
抜け落ちている。筆者は、テングサ労働に関わる人々に支払われる賃金の分析と搾取の対象とされた
村民

％ の階層分析が必要だと考える。

本論の目的
先行研究で述べたように、海女労働を経済的側面から論述した研究は少ない。さらに家内経済への
貢献のみならず、村落経済の基盤であった地場産業（テングサ労働）への貢献を女性労働の視点で分
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析した研究も少ない。
そこで本論は、以下の

点を明らかにすることを目的に論じる。

．海女の家内経済への貢献と女性の経済役割は、家庭内で女性の地位にどのような影響力をもつの
か。
．古くから性別役割分業のない漁業労働として確立されてきた海女が、なぜ地域社会で労働搾取を
受けなければならなかったのか。性差別や搾取の根源となるジェンダー・イデオロギーの解明。
．白浜でテングサ利益の平等分配を可能にさせた理由。

Ⅰ 伊豆半島の海女とテングサ漁
静岡県の伊豆半島では、

数箇所で江戸時代後期より昭和

年代まで、海士や海女によるテング

サ漁が盛んに行われてきた。特に白浜はテングサの大生産地として、その生産量は、最盛期には全国
の

％ を誇った 。白浜の海女の数は、昭和

少、平成

年に

年には

名であったが、昭和

年には

名に減

名となった。

一方、須崎は、明治

年当時、テングサ漁に海士（男性の潜り）と海女（女性の潜り）が従事し

ており、その数は海士だけで

名いた。また大正

性漁業従事者」がいた 。昭和

年には、

年の調査では、海女と推測される

名であった海女も平成

名の「女

年には、海士を含め

名と

なった。須崎ではテングサや貝の取引価格の変動で男性が潜ったり、止めたりを繰り返してきたと推
測される。なぜなら、

年以降、早期退職した銀行員や漁業権を持つ異業種から参入した海士の

増加がみられるからである。
妻良については、海女の数を記した資料は残っていない。
本項では、伊豆半島で明治

年代から現在まで続く、女性たちが主体となって行うテングサ労働

について述べる。テングサ労働とは、海女が採取したテングサを「改良」と呼ぶ地元の女性が加工
し、販売に至るまでの一連の工程を言う。

伊豆半島の天草漁の歴史と採取形態、生産量などについては、『白浜村心太草採収ノ顛末概要』
（加茂郡白浜
村、
）
、『白浜村沿革誌』
（賀茂郡白浜村、明治 年〜昭和 年）
、『天草の沿革』
（賀茂郡白浜村、
）
、「伊
豆地方に於ける石花菜漁業に就いて」
『静岡県郷土研究 』
（静岡県郷土研究会編、
）
、『静岡県水産誌』
（静
岡県、
‐
）に詳しい。
明治 年（
）
版『静岡縣水産誌』によると、「漁業者は少数ナリト老幼ノ漁業ニ従事スルモノ之ニ倍ス又他
ニ採藻者百八十二人アリ」
［静岡縣
： ］と記載される。採藻者数に女性が含まれるか否かについては、「石
花菜、栄螺ハ夏期ニ採取スル多く之ニ従事スルモノハ採藻者及び婦女子ニアリ」と、採藻者と婦女子が並記され
ていることから、採藻者数の中に、女性は含まれていないことになる。以上の記述から推察すると、須崎地区で
は、当時、乳児を除くほとんどの男性が何らかの形で漁業及びテングサ漁に従事していたことになる。大正時代
の採藻者の数は、大正 年（
） 月の『漁村調査報告（豆州の部）
』
［静岡県水産試験場：pp ‐ ］による。
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テングサ漁と製品化までの工程
伊豆半島の海女は年間を通じ、テングサ、貝類、ワカメ、ヒジキ、ノリを採取する。それぞれ、
「口開け」と呼ぶ、解禁日と「口止まり」と呼ぶ、最終日が設けられており、採取をする時期と禁漁
の時期が定められている。次にテングサの採取から販売に至るまでの工程を概観する。

⑴

海女のテングサ採取方法
海女は採取の方法でその呼び名が変わる。オカカツギ 、樽カツギは、岸から樽などの浮材を持っ

て泳ぎ、潜水する方法である。樽の下に「スカリ」と呼ぶ網袋を吊るし、採取物を入れる。スカリに
は

kg〜

kg のテングサが入る。海女の

前後まで潜る。 日に

回〜

回の潜水時間は一息、およそ

回潜り、作業時間は

〜

秒で水深

m

時間程度である。

船カツギは、漁場まで小船で行き、船上から錘を付けて潜る。海底に着くと海女はテングサを取
り、腰につけたスカリに入れる。 回の潜水時間はオカカツギと同じ
だけ深く潜ることがでる。水深

〜

秒だが、錘を付けた分

m 程の場所で作業をする。海女は、息が苦しくなると船上にいる

漕ぎ手のトマイに合図をし、トマイが滑車を使って引き上げる。船カツギの場合、トマイを夫や息子
に頼み、親族で操業することが多い。
面スイ（簡易潜水器方式）は、 艘の船にトマイと海女が乗り込み、海女は船上から圧縮ポンプで
送り込まれた空気を頼りに操業する。伊豆では昭和
キロの鉛のベルトの重みで潜り、エアを送る

年代に急速に普及した。海女は腰に付けた

m のホースの届く範囲内を廻ってテングサや貝を獲

る。

写真

写真

テングサで膨らんだスカリ

（

年

面水漁法を行なう海女。船の中央が滑車

須崎）

瀬川の『販女』には、女性の行商とそれに伴う運搬方法について、その方法と呼称、商い品について、瀬川が
各地を廻って集めた項がある。それによると、「海女が水に潜ることをカヅキという風は，伊豆（静岡県）
、志摩
（三重県）
、薩摩（鹿児島県）にあり。潜水の上手な海女を大カヅキともいう。諸例からカヅクという言葉は、潜
水、頭上運搬、被ること、負うこと、担ぐことに用いられたことが認められる。
」と述べている［瀬川
：
pp ‐ ］
。瀬川の調査は戦前から続けられていたわけだが、同書の三國書房版が出版されたのは
年（昭和
年）である。現在「カツギ」と呼ばれているが、瀬川の調査時の「カヅキ」とはやや異なる。
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尋（ 尋は ． m）の海底を ． 時間潜ることで、船カツギの

、

倍の収益をあげる。しかし、長時間潜ることで潜水病になる危険が増し、伴船のスクリューにホース
が絡まる事故で命を落とすなど、海女漁は常に死と隣り合わせの仕事でもある。採取されたテングサ
は、河口で塩抜きされ、計量場まで漁協のトラックで運搬される。計量と記帳は、漁協職員が行う。

⑵

テングサ干し
計量後テングサは、テングサ倉庫の前の広場で

時間程、天日に干される。ここまでがテングサ
を採取してきた海女の仕事である。その後の作業
は「改良」
（須崎では「砂フリ」）と呼ばれる海女を
引退した女性や潜りのできない女性が行う。
「改
良」は、朝

時から午後

時まで行う。また、禁

漁日に海女が改良作業をすることもある。期間は
例年、 月から

月までだが、豊漁時や

写真

年

テングサの天日干し

（

のように寒天ブームでテングサが高値の時は、

年須崎地区）

月まで延びることもある。
天気の良い日は、テングサは

⑶

時間ずつ裏表、干されテングサ倉庫に保管される。

テングサの選別と梱包

写真

テングサを樽に入れて踏み固め
「ポン」を作る。

写真

樽 個分の「ポン」を縄がけした
出荷用「マル」
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干したテングサは、テングサ倉庫内で付着したカキ殻やゴミを除去し、等級別に上草〔マグサ〕
、
鬼草〔アカ〕、鳥足草〔アオ〕、ドラ草、の

種類に選別する。上草はトコロテンや高級和菓子用の寒

天に、鳥足草は上草の半値で取引されるなど、選別は重要な作業である。選った草は、再度、干して
乾燥させる。乾燥したテングサは、採ったばかりのテングサの
生草を干すと収縮するため約 ／ の

．％ の量になる。つまり、 kg の

g になる。それを樽の中に

層程詰め、足で

み固める。踏み固められたテングサの塊は、「ポン」と呼ばれる。「ポン」を
ないように縄掛けし、
人で

〜

分かけて踏

つ合わせて、荷崩れし

kg の「マル」を作る。須崎・大間地区のテングサ倉庫では、 日あたり

本のマルを作る。

Ⅱ 海女の稼ぎ
海女は、潜水漁のほか、家業に合わせて、家族が行う漁業の手伝い、民宿経営、魚の小売、農作業
など、様々な仕事を行う。仕事の中身は調査地ごとに異なる。本項では、

年、須崎地区で調査

を行った時の海女の稼ぎについて述べる。

テングサ労働の報酬算定方法
海女の稼ぎの筆頭は、テングサ採取から得られるものだ。海女が手にするテングサ労働の稼ぎは、
どれくらいであろうか。テングサ労働の報酬は、次のようにして決まる。
テングサは、採藻から加工、入札を経て価格が決定するまでには、半年かかる。そのため、採藻者
には、テングサの販売代行を行なう下田市漁業協同組合（現伊豆漁協下田本所）から、採藻時の重量
に応じて、テングサ代金が暫定払いをされる。

年は、テングサ

キログラムに付き

円が支

払われた。
テングサは、県漁連が行う公開入札にかけられた後、主に全国の寒天製造業者に販売される。ま
ず、販売代金から、売値の

％ が下田市漁業協同組合（現伊豆漁協下田本所）と静岡県漁業連合会

に手数料として納付される。さらに改良員の日当 ，

円（

年）、諸経費が差し引かれ、残りが

海女と改良員の純益になる。海女と改良員には、採藻キロ数や「改良」キロ数に応じて精算金が年末
に支払われる。
年は、折からの寒天ブームもあり、乾燥テングサは、

キロ

，

ら人件費、手数料などの経費を引き、収縮率を勘案すると、生テングサ
海女に支払われた。須崎地区の平均的な面スイ海女は、 日
グサを採取する。つまり
時の暫定払がテングサ

日で

，

キロに付き

支払われた。改良員には、日当 ，
テングサ

円〜

，

キロに付きテングサ価格の

キログラムに付き

kg、樽カツギは、

円の稼ぎがあったことになる。

円支払われていたため、差額の
円（

円で取引された。そこか
円が

kg ほどのテン
年は、採藻

円が年末に清算金として

年）のほか、改良したテングサのキロ数に応じて、生

割、およそ

円（

年）が年末に精算金として支払われ
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た。
平成

年度（

売価格は、 ，

年）に須崎支所で加工され、販売されたテングサ（マグサ）は、
万円であった。テングサ

キロあたりに換算すると ，

，

円である（

kg。販
年下田市

漁協統計）。テングサは、海女の高齢化に伴い、採藻者が年々減少している。そのため、水揚げ量が
少なくなり、価値の高い商品として、その取引価格は年々、高騰の傾向にある。

利益幅の大きい貝漁
貝漁は海女にとって、潜水技術の良し悪しとともに、取引技術の才覚も発揮できる利益の大きい仕
事である。貝の取引方法には

通りある。①海女小屋に買付けに巡回してくる下田市漁協職員に卸

す。②「浜買い」と呼び、浜辺に買付けに来る業者に卸す。③「一般買い」と言い、漁業者がホテル
や飲食店、鮮魚業者に直接持ち込んで取引する。
どの方法を選ぶかは、海女によって異なる。
「浜買い」や「一般買い」の事を海女は「別ルート」
と呼ぶ。漁が終わり早々、「ちょっと」と言って、仲間内から離れるのが、別ルートで取引する合図
である。貝は、需要と供給による値動きの激しい商品である。また、アワビなどの高級品は、飲食店
でも「時価」と表示され、値が定まっていない。
年当時の海女と海士が取引した貝の価格を つの販売先で比較した（表 ）。箱メガネ漁法に
よる貝漁の解禁初日（ 月

日）、アワビの下田市漁業協同組合の買取り価格は、キロあたり ，

円であった。その年の平均買取り価格 ，
格は、アワビが ，

円の ． 倍である。一方、「一般買い」業者の買取り価

円であった。漁協の平均買取り価格のおよそ

倍の高値で取引される。トコブ

シやサザエ、シッタカなどの貝についても同様で、漁協ルートの ． 倍前後の高値で取引される。
海女や海士は、 月〜 月までの入漁期間中、

日間ほど入漁する。その間、アワビを一日に

kg ぐらい獲ることもある。貝の収入だけでも相当な額にのぼる。

表

販売先別貝の取引価格（

−

（筆者

作成）

販売先

漁協の解禁初日の

漁協の平均買取り

「一般買い」の買取り

種別

買取り価格

価格

価格

アワビ

，

円／kg（

年）

，

トコブシ

［事例 ］ A さん［昭和

円／kg（
，

サザエ、シッタカ

A さん

年）

円／kg
円／kg

年）

，

円／kg（

年）

，

円／kg

，

円／kg

年生まれ。須崎出身］の仕事暦と収入［インタビューは、

年

月、

歳の時に行った。］

A さんは、

歳の頃より面スイ海女として働いてきた。実家は、船を幾隻も所有する須崎でも指

折りの漁家である。結婚後は、漁師の夫と二人三脚で

年の大半を海の仕事に費やしてきた。A さん

齋藤：明治、大正、昭和の海女のテングサ労働と稼ぎの行方

の

日は、早朝

んの

時半に始まり、夜
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時の就寝で終える。須崎の海女の中でも名人中の名人の A さ

年間の仕事ぶりは以下に示す通りである。ここで、A 海女が海から得る収入の一部を紹介す

る。
①磯ノリは、解禁日の一日だけ摘む。その後、自分で「ハンバ海苔」に加工し、業者に売ると

万

円になる。
②テングサは、夫婦二人で一日あたり、
る。

年度は、出漁日が

キロ採る。金額にして

×

円／kg＝

，

円にな

日以上あった。

③貝類（アワビ、サザエ、シッタカ）の金額は、テングサ以上の収益を上げる。しかし、須崎の海女
は、貝の漁場と取引先、取引金額は絶対に他者には明かさない。また尋ねることは、タブーであ
る。
④伊勢エビは夫婦で行う。A の夫は、地元で評判の漁師のため、エビ網の収入も多い。
⑤磯モノ（ノリ、ヒジキ、ワカメ）などを採取。半分は、親戚への贈答に廻す。
A 海女は、テングサ漁のシーズン中で「口止め」の日は、改良の仕事も行う。そのため、年間を通
じての稼ぎは、相当な金額にのぼると推測される。須崎の海女は、その稼ぎを家の新築費用に当て
る。また、誰に気兼ねすることなくカラオケや旅行、ブランド品の購入といった自分の楽しみに金を
使う。その使いぶりはとてもおおらかである。

小括
海女の稼ぎを大きく左右するのは、稼働日数、漁業資源量、海女の健康、技術的なスキルである。
そして、高度成長期以降は、需要と供給で決まる販売価格の変動が海女の稼ぎを大きく決定付けてき
た。須崎のテングサ漁は、その加工から販売までを現在、下田市漁業協同組合（現伊豆漁協下田本
所）が管理運営する。そのため、テングサ漁に関する海女の稼ぎ額は、オープンである。
一方、貝は、須崎の海女の場合、漁協を通して取引するケースはほとんどなく、秘密裏に行う。そ
の時、海女は取引先や取引金額を他者には絶対明かさないため、稼ぎ高は見えにくい。しかし、須崎
の海女 A によると、テングサの稼ぎ高をはるかに超えるという。これらのことから、海女の稼ぎ
は、年収

万クラスの現役サラリーマンと同程度ないし、それ以上だと推察できる。

Ⅲ 海女の稼ぎとその使いみち
平成

年
（

） 月から海女の調査を始めた筆者が最初に訪ねたのは、伊豆半島の西伊豆町・小

下田地区（現在の伊豆市小下田）であった。断崖絶壁から下を覗くと海が見える、海岸のほとんどな
い場所であった。そのわずかに残る磯では、 −

代の地元の女性が自家用の藻や貝を採ってい

た。彼女たちは、「私たちはプロでないから、潜水漁の話なら志摩から嫁にきた海女さんが
から聞くと良いよ」と教えてくれた。しかし、その

人いる

人の海女は忙しく、かわりに妻良（静岡県賀茂
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郡南伊豆町妻良）には、志摩から嫁に来た海女さんが大勢いるという情報を教えてくれた。本項で
は、妻良と白浜の海女の稼ぎの使い道と家庭内の地位について述べる。

妻良の出稼ぎ海女
妻良は、伊豆半島の南端、加茂郡南伊豆町に属する集落である。人口
（南伊豆町統計

．）。高度成長期の昭和

年当時は、

世帯

人、世帯数

戸である

名の人口があり、

年以

降、過疎化が一段と進んでいる。江戸時代から風待ち港として栄えたことで、よそ者を受け入れ易い
土地であったと言われる。また、明治の頃より港に網を張り、船でゴンゾウイルカやクジラ、マグロ
を追い込む定置網漁が盛んであった。昭和

年頃まで、

人程の漁師が定置網漁を行っていた。彼

らは地元の M 水産に水揚げ量に応じた歩合制ではなく、月給制で雇われ、昭和

年当時、月

万

円程を貰っていた。また、定置網漁が暇な時期は男性が海に潜り、アワビやテングサを採っていた。
年

月、妻良にある

軒の民宿は中学生の漁業体験宿泊で賑わっていた。妻良では、

代から愛知や関西地方の中学生が東京への修学旅行の帰途、 泊

年

日の日程でアジの干物作りを体験

するコースが定着していた。その受け入れ先が志摩・相差出身の海女が当時、営んでいた民宿であっ
た。妻良の海女のほとんどは、志摩から妻良に嫁入りした人たちであり、地元出身の女性で海女をす
る者は、ほとんど居なかった。
妻良のテングサ漁の経営形態は、
「磯売り」と呼ばれるものであった。江戸時代、テングサ漁場の
磯を一括して業者に売る「浦請け制度」 を導入したことから、その伝統が昭和時代まで続いてい
た。「磯売り」は、沿岸の磯根資源を海中に繁茂させたまま、特定の業者に販売するもので、販売者
は漁業権者である部落又は漁業組合、買受け人は、問屋系列の浜仲買人であった 。浦請人にとって
「磯売り」が魅力的なのは、利益率が格段に高いからである。妻良の漁業組合は、買受け人に昭和
年は
端、村は

円、昭和
，

年は

円で磯を売っていた。しかし昭和

円の純益を得た。また昭和

年、村が自営方式に転換した途

年もテングサ相場が下がったにも関わらず

の純益を上げた。つまり、浦請人は、磯の買値のおよそ

倍〜

，

円

倍もの利益を得ていたわけであ

る。
妻良では M 水産が「浦請け」し、戦前は、韓国済州島から朝鮮人の海女 を連れてきて、地区外
れの子浦トンネルの先に海女小屋を建て、テングサ採取を行っていた。彼女たちは、現在も地元では
「韓国さん」と語られる。しかし妻良に来た海女は、「韓国さん」だけではなかった。大正期から戦後
にかけ、伊勢志摩から「志州さん」とよばれる海女たちが

人〜

人と、集団で出稼ぎにきた 。

江戸時代、領主は運上金を入札制度で決める場合があった。漁師側が入札値段を示し、漁業権を得た。そのた
め、近世中後期以降、運上金は「漁業権の使用料」となっていく。こうした中で、個人で入札し、運上金を支払
い、個人で漁業権を獲得する「浦請負人」が誕生する。入札で漁業権を得た「浦請負人」は、漁場に入る他の漁
民から使用料を取るほか、漁民が採った漁獲物を一手に買い上げ、売り、差額を自分の利益とした。［後藤
、
］
［五十嵐
：pp ‐ ］
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志摩半島の相差や石鏡出身の未婚の娘たちで、妻良だけでなく伊豆半島の各地で
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月〜 月まで海女

漁を行った。

⑴

地元で嫌われた「海女」の仕事
地元の女性がなぜ、海女にならなかったのか。いくつかの理由が推測できる。江戸時代からの浦請

け制度が明治、大正、昭和と続き、浦請人が志摩半島から海女を連れてきたことも大きな要因であ
る。しかし、最も大きな理由は、次の語りに凝縮される。
「終戦時分だったか、集団でね、鍋釜茶碗なんかの生活道具一式を背負い、晒し

枚、わらじ履き

で妻良に来て、部落外れの電気もない谷川の小屋に住んで、女どもが共同で飯を喰っていたよ。礼儀
作法なんてあったもんじゃなかった。」
地元の高齢女性の出稼ぎ海女への語りから、海女に対する地元民のイメージをうかがい知る事がで
きる。地元の未婚女性の多くは、高等小学校を出ると、京浜地域や伊東の旅館で女中奉公や女工とし
て働くのが、海女より「上等」と見なされた。特に沼津の紡績工場への女工勤めや、当時、妻良の多
くの家で飼っていた蚕の雌雄を判別する技術を身に付け、活かすことが妻良の女性にとって、憧れの
職業であった。
地元では、女性が海女になる慣習はなかったが、その一方で地元と都会を結ぶ「女中奉公のネット
ワーク」が出来上がっていた。つまり、妻良の海女漁は、出稼ぎに来て、地元に定着した志摩出身の
海女によって継承されてきた。そのため、彼女たちが高齢になった昭和

年代以降は、継承する者

がなくなった。

⑵

稼ぎが良かった「志州さん」
次に、昭和

年代から妻良でテングサ漁を行なってきた

人の海女の語りから、海女の家内経済

への貢献と妻良での海女の位置付けを検討する。
［事例 ］ I 子さん［大正
年

年生まれ．三重県相差出身］の出稼ぎについての語り［インタビューは

月に行った。］

韓国チェジュ島（済州島）からの海女の出稼ぎについては、金栄、梁澄子（
）に詳しい。
同書よると、昭和初期から浦請けした日本人にチャムス（海女）を斡旋する朝鮮人引率者がおり、その引率者に
連れられ、三宅島、伊豆半島、房総半島へと出稼ぎに来た。チャムスたちは、「静岡県内の磯から磯への移動生活
だった」
。［金、梁
： ］
。その後
年の日本の敗戦、祖国の解放後も日本に留まる者も多く、房総各地に
住みついた者、あるいは大阪生野区に住み、季節になると、伊豆半島に出稼ぎに来る者も居た。第 回文化庁映
画賞の文化記録映画大賞に輝いた長編ドキュメンタリー映画『海女のリャンさん』［桜映画社］の主人公・梁義憲
（リャン・イーホン）さんも戦前から、昭和
年代まで、伊豆に出稼ぎに来たことを作品の中で語っている。
出稼ぎ海女の歴史について瀬川は、志摩郡国崎の海女が日清戦争直前に北海道の利尻島、礼文島にテングサ採
りに来ている例や日清戦争直後には、志摩の男女 人が鰹船を自ら櫓を押しながらやって来て、隠岐島を足だま
りにし、竹島に渡り、在島の朝鮮人とつきあいながら ヶ月間、船住まいをして蚫を採っていた例を挙げてい
る。［瀬川
： ］
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才まで潜る。

人娘があれば蔵が建つ』と言われるくらい、村中の娘が年頃になると出稼ぎに出
麦を作り、相差で春磯が終わり、田植えの後にこっちへ来た。ここで稼いで、相

差に帰り、秋になると濃尾の農家（愛知県濃尾平野）に稲刈りに行った。稼いだね。娘っちは、その
稼ぎで晴れ着をこさえるのが習わしだった。相差で出稼ぎに出ない娘は、身体が悪い者ぐらいしかい
なかった。ここらの（筆者注：妻良）人は、なんで、テングサを採らないのか、
『バッカじゃない
か』って、志摩から出稼ぎに来た者同士で言い合った。私ら、相当いい稼ぎを持って志摩に帰るんだ
もの。」
昭和

年当時、わずか数ヶ月出稼ぎに来るだけで、一人あたり、

円〜 ，

円の純益金を持ち

帰ったと言う。
［事例 ］ Y 子さん［昭和
ビューは

年

Y 子さんは、

年生まれ。三重県鳥羽出身］の出稼ぎと結婚についての語り［インタ

月に行った。］
才で初めて妻良へ出稼ぎに来た。その後、伊豆の白田浜、初島と渡り歩き、海女

漁を行った。紀州にも稼ぎに出た。そして

才の時、松崎のカツオ船に乗っていた妻良の男性と結

婚した。
「鳥羽の母親は、『腰掛け（尻にしける意）男を捜せ』が口癖だった。『伊豆へ行くと、唐人に流さ
れる』と、嫁に行くことを母は、嫌っていた。しかし、
『妻良は女が楽な所だから良い所』と、夫よ
り妻良が良くて結婚した。夫は私がお金を稼いでいたので、金銭にうるさくなかった。」
Y 子さんが「妻良は女が楽な所だから良い所だ」と言う理由は、戦後、妻良の男性は定置網漁で稼
ぎが良かったため、女性は「遊んで歌って、踊るのが気の利いた人」と言われていたからである。事
実、筆者は老人会で踊りやカラオケに男女が和気あいあいと興じる姿をよく目にした。戦後、三重県
相差の出身者が

人程、妻良に嫁に来た。地元男性と志摩の海女の婚姻が縁で「浦請け」が行なわ

れなくなった後、妻良と志摩を結ぶ新たな「海女の供給ネットワーク」が出来あがった。
［事例 ］ M 枝さん［昭和

年生まれ。白浜出身］と姑との会話から［インタビューは

年

月

に行った。］
M 枝さんは、下田市白浜から

歳で嫁いできた。

歳の今日まで夫と「船カツギ」を続け、エビ

刺し網漁や民宿も経営する。
「海女をやっていたことで、姑から『おめえっちに会わせる人ではないと、客の前にも出してもら
えませんでした。ここでは海女をやる女は軽んじられたんです。私が姑に認められたきっかけになっ
たのは、稼ぎでした。昭和
に

年頃でしたか、定置網漁をやっていた夫の月給は ，

日間潜って漁業会から貰った報酬は

，

円。私は、月

円もあったんです。姑は私に海女などして欲しくは

なかったんでしょうね。それが『あらまー』と言うことで、それから嫁として、認められたんです
よ。」
この語りから、妻良では、海女をやることが女中奉公に出ることよりも軽んじられていたことが分
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かる。M 枝は

代の頃は、アワビとサザエで

姑に認められるのに

日に
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万円稼いだ腕の良い海女である。しかし、

年かかったという。

［事例 ］ K 子さん［昭和

年生まれ。妻良出身］と学校の先生との会話［インタビューは

年

月に行った。］
妻良出身の唯一の海女・K 子さんは、中学校卒業後、東京へ女中奉公に出た。
「私が東京に女中に出たのは、昭和

年。 ヶ月 ，

円貰った。 〜 年勤めた頃、伊東の旅館

に勤めた方が給料が良いと聞いて、同じ妻良のもん同士が伊東へ移って仲居として働いた。月給は
，

円になったよ。妻良に戻ってから、

歳で結婚して、昭和

年に海女になった。幼い頃、志

摩から来た海女さんに船の舳先に乗せてもらったことはあったが、潜り方なんて全くわかんなくて始
めた。最初は樽カツギ、後に面スイをやった。子供の通う学校の先生に『潜りさんは高給ですごい
ね』と言われたよ。年収で比べると先生をしのぐけれど、私ら下田の方へ行ってパッパと使っちゃっ
たからね。海女なんて鵜飼の鵜のようなもんだよ。」

小括（妻良の海女）
妻良の海女は、海女として地域社会から認められることなく生きてきた。その背景には、韓国や志
摩出身の出稼ぎ海女への強い偏見と差別があったことが分かる。
「女性は、遊んで歌って、踊るのが
気の利いた人」「女どもが共同で飯を喰っていたよ。礼儀作法なんてあったもんじゃなかった」とい
う語りから、女性に対する固定的なジェンダー規範が地域内では形成されており、海女は、その規範
から外れた職業であったことが分かる。そのため、都会で「女中」や「女工」という

女らしさ

を

活かした仕事をすることが好まれ、妻良の女性を都会に斡旋するための「女中奉公のネットワーク」
も出来上がっていた。それは地域の文化であり、海女への差別的慣習でもあった。
しかし、戦後、少数の海女が資源を独占できたことで、海女たちが稼ぐ金額は大きく、家計を支
え、その働きによって海女自身の裁量で稼ぎを自由に使うことができた。また、妻良の男性は、定置
網漁などによる定収入があったため、海女の稼ぎに頼るという傾向は見られなかった。さらに、高度
成長期時代、まだ「家父長制」が残る家庭内で「嫁」の立場である女性の地位を守ったのも海女とし
ての稼ぎであった。

家内経済を支えた白浜の海女
下田市白浜地区は、高度成長期頃までは、「スカリ乾けば銭が渇く 」と言われたテングサの最主要
生産地であった。人口 ，

人、世帯数

戸の地区である（下田市統計

． ．）。この地域一

帯は、山地と海岸との間にわずかな平地が見られ、もともとは農業を主体とした農村であった。で
は、なぜ、白浜で盛んにテングサ漁が行われたのだろうか。その理由は、
「村による自営方式」とい
スカリとは、海女が水中に潜る際に腰から下げる獲物を入れる網の袋である。つまり、スカリの中に何も入ら
ない状態であることは、銭が入って来ないことを比喩的に言った。
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うテングサ漁の経営形態にある。
前項で妻良の「磯売り」について述べたが、白浜では明治
年）の町村合併による共同漁業権 の放棄までの
本項では戦中から昭和

年（

年）から昭和

年（

年間、村営で続けてきた 。

年代にかけ、白浜で行われてきたテングサ漁と海女の稼ぎについて、海

女 H のライフストーリーを基に当時のテングサ関係者へのインタビューから明らかにする。

⑴

H さんのライフヒストリー

［事例 ］ H さ ん［大 正

娘時代から結婚、そして海女に

年 生 ま れ。白 浜 出 身］の語り［インタビューは、

年

月に行っ

た。］
「仲間は

まで潜ったのにさ、自分は足の手術で、

でやめたさ。今でも海が恋しくてさ。もぐ

りてぇーなって思ってさ。家は兼業農家で、両親は私に畑を任せ、船カツギをやってた。私は、結婚
前はカツギを全くやんねぇーで、百姓ばっか。全部で
青年学校で

年、学校行ったよ。尋常高等科の後、村の

年間、女は裁縫、男は木工や電気みたいなもの教わった」。

白浜村はテングサの収益金を教育に投入する 。明治

年の尋常小学校の建設を皮切りに昭和

年には『賀茂郡下随一』の講堂も建設した。また、教育の質の向上を図るため、給与を増額して優秀
な教師を集め、奨学金制度を設け、優秀な男女を中学や旧制高校へと進学させた。
「村が裕福だったから、若いモンが町へ仕事に行ってもすぐに戻ってくんの。だから下田ドックで
も『白浜の人は辛抱ができない』って使ってくんないの。家に金があるから、こんなところで働かな
くってもという気持ちがあったんだね。白浜の娘は結婚前にカツギをやっていた人はほとんどいな
かったよ」。
昭和

年、H さんは

歳で結婚したが、夫は戦死。嫁ぎ先に

代の両親と幼い娘一人が残され

た。戦後すぐに H さんは、元夫の両親の元に夫婦養子の形をとって再婚する。夫は結婚と同時に東
京の勤め先を辞め、下田の造船所に勤めた。そして、定年までサラリーマンとして勤め上げた。
「カツギをやり出したのは、結婚

年目からだ。人がやるだものワシもやるだにと、周りがやり出

年（元文 ）
に幕府から「磯漁は地付次第，沖は入り会」という、海の入会規定を定めた法令が出された。
これは、沿岸の磯の利用は、村が共有して排他的に利用することができるが、沖の利用は数村の共同利用を定め
たものである［秋道
： ］
。
この法令が明治期以降、「漁業権法」の下敷きになったことが推察される。「静岡県漁業調整規則」によると、
漁業権は行使権であり、どのように行使するかは、漁業協同組合の総会で決められる。共同漁業権は、 種から
種まであり、 種が藻類や貝類である。白浜地区は、現在、下田市漁業協同組合に属し、同組合が持つ共同漁業
権を行使することができる。その際、同漁協の組合員は、それぞれの地区の前浜で、 種だけ獲ることができ
る。つまり、海女は、地区の地先となる前浜でのみテングサや貝類を獲ることができるのである。
白浜のテングサ漁における歴史的経緯については、［齋藤
： ］参照。
白浜のテングサで得た「公益」を地域の学校建設や教育費に充当した例は、他にも見られる。管豊によると、
新潟県山北町大川郷のサケ漁の収益は大川流域の学校建設費の弁済に当てられている。明治政府は学制公布にと
もない，近代学校制度の推進を図ったが、財政難のために各地で学校林や学田などを造成し、費用を捻出した
［管豊
：pp ‐ ］
。
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すもんで、世間体が悪くて、どうしてもカツギをやらなきゃならなくなるの。ワシが嫁に来た頃は、
他に何にもしなくてもテングサだけで喰えたからね。」
H さんは、先輩海女の潜り方を見よう見まねで覚え、その後

⑵

年間、海女として働いた。

オカにあがっても大変だった白浜の海女
海女にとって、テングサを採った後のオカの仕事もひと苦労である。その様子を若い頃、テングサ

事務所に勤めていた男性の SK さんは語る。
［事例 ］ 元村のテングサ監理・SK さん［大正
ューは、

年

年生まれ。元漁協組合長］の語り［インタビ

月に行った］

「船が港に着いてからが大変だ。水揚げしたテングサを港から背負いあげ、白浜神社の向こうの事
務所まで運ばなくてはならなかった。水分を吸って重いテングサを担ぎ、砂浜を運ぶ。もちろん女房
一人でできるものではなかったんで、爺さん、婆さんから、子供達まで一家総出で手伝った。口開け
の日は

貫（

kg）、平均でも

〜

貫の収穫があった。海に潜った後の疲れた海女の身体に重

いテングサは、ことさらこたえと思う。」
当時、海女はテングサを海からオカに上げた後、テングサ事務所の係員が重量を量り、その日の勘
定伝票を切って貰っていた。しかし、実際の勘定は

日後に家長名義の帳面へと入金された。その

ため、当時のテングサ漁において海女が直接、現金を手にすることは少なかった。また、テングサを
干場まで担ぐのは、だいたい女性であった

⑶

海女の稼ぎの使い道

―子供への仕送り―

［事例 ］ 海女 H さんの語り［インタビューは、

年

月に行った。］

H さんには、 人の娘がいる。
「腹がいかくても出産までやった。 月に生まれた子もあるけれど、産むまで潜っていたよ。産ん
だ半月ぐらいは休むけどさ。周りの皆もそうだった。」
当時の白浜の海女にとって、妊娠中も仕事をするのは、当たり前であった。船カツギが船の上で出
産した話や、家へ帰るのが間に合わずに海女小屋で出産したといった話は、枚挙にいとまがない。
娘も大きくなり、H 家では三人の娘を東京へ就職させた。
「お父さんが白浜に置いたら、井の中の蛙だって言うんで、三人とも

年で必ず帰るという約束で

都会の空気を吸わせたよ。」
当時、H さんは、面スイを隣りの夫婦と行っていた。
「お父さんは面スイには反対だったが、私が欲深いからやったが。まあ、金にはなるんだよ。当
時、勘定を

日で 万円貰ったから。昭和

、 年頃の話だよ、家計簿をつけていたから覚えと

る。」
しかし、長女が帰省した折り、一緒に船に乗ることがあった。

１８２
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「私がスポンジを着て、眼鏡かけて、綱で海に降りてゆくのを娘が見てね、だんだん顔色が真っ青
になって、家へ帰るとすぐ『かあちゃん、そんなに金がいるだが、私はなにもいらんから、頼むから
面スイはよしてくれよ』と言った。子供が東京へ出るとなると、アパートの敷金や礼金で金はいる
が、娘の一言で止めたの。隣りには稼がせてもらったさ。」
他人の船に乗る面スイ海女の稼ぎは、船、トマイ（海女が乗る船の漕ぎ手）
、カツギの人数で分配
する。例えば、カツギ

名の場合、海女一人あたりの取り分は総収穫料の

分の

である。潜水病の

回避のため、潜水時間が

時間半以内と決められていたにもかかわらず、「欲が出て」 時間以上も

潜ることになった。昭和

、

〜

年頃は、 月から

月までの間、夫婦で

万円を稼ぐことができた。樽一つ持って潜る樽カツギはその

日ぐらい面スイをやると
分の であった。いかに海

女の稼ぎが家計に貢献していたかが分かる話である。

⑷

イエで大切にされた海女
昭和

年頃、樽カツギ海女のテングサ漁の収入は、

た、面スイ海女は、アワビを一日
が一キロ ，

円、サザエが

〜

シーズンで

キロ、サザエを

円だった。一日で

〜

〜

〜

万円ぐらいあった。ま

キロ採った。取引価格はアワビ

万の収益をあげる時代が

数年続いた。

そのため、海女の稼ぎで家が建った。白浜の海女の稼ぎは、男性をしのぐものであった。トマイを行
なってきた M・I さんは、海女の母と妻のイエへの貢献について次のように語る。
［事例 ］ トマイ M・I さん［大正

年生まれ。夫婦で面スイ、民宿組合長］の語り［

年

月

インタビュー。］
「白浜の女は苦労したですよ。ハッキリ言えば『女は奴隷』だったね。女が海へ潜り、男は船の上
にいた。男も遊んでいたわけじゃない。男だって苦労したよ。櫓を漕ぐでしょ。潜った後、船の上に
引き上げるんだから。明治

年生まれの母は、

歳ぐらいまで潜っていた。妻は、

歳の今でも

やっている。田舎は女衆が働かなければ金持ちにならなかった。上になる者が金使わないと、人は付
いて来ないでしょ。だからおばあちゃんと女房の稼ぎは全部、俺の付き合いに使っちゃった。」
トマイの M・I は、自分が民宿組合長や消防団長になれたのも妻や母親の経済的な支えがあったこ
とを認める。このように白浜の海女の家庭内における地位は、その経済力により、一様に高い。しか
し、自分が主になって稼いだ財もその使い道は、民宿を始める際の家の新築資金や夫の出世栄達のた
めの資金に回すなど、家のために使われたことが分る。
次にあげる事例は、白浜に嫁ぎ、海女と改良員として、テングサ漁に携わってきた二人の女性が白
浜の嫁の立場を語っている。
［事例

］ 改良員の M 子さん［昭和八年生まれ。稲梓出身］と海女 T 子さんの語り［

年

月

インタビュー。］
改良 M 子「私らが嫁に来た昭和

年代の終わりは、白浜で民宿が盛んになりはじめた頃で『白浜

には嫁に行くな』って言われた。実家のある稲梓から嫁にきている人は、私らの世代は結構いるよ。
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『白浜で務めができれば、どこでも務めができる』と言われ、ここでは、何でもやった。それでなけ
れば食えなかった。」
海女 T 子「その頃はカツギをやると神様みたいで、家では『カカア天下』でいられた。御飯の支
度も姑さんがやってくれたですよ。私らは分家だったから自分でやったけど、義姉さんのところは姑
さんが居たから皆、やって貰えたね。」

小括（白浜の海女）
白浜では、日本の農村の伝統であった三世代・四世代同居が慣習化され、最近まで続いてきた。本
家に嫁いだ女性は、テングサ労働や農作業に従事し、子育ては家に残る姑、舅、大姑の役割であっ
た。このような三世代同居による世代間補完関係が女性の家事や育児と海女労働の両立を可能にし、
安定化を図ってきた。なぜなら、テングサ漁のうち、面スイや船カツギは、家族単位で働く家族協業
の上に成立してきたからである。
家族協業というと、これまで農家の女性労働が取り上げられ、農家の嫁の家族内での低い地位が問
題視されてきたが、千葉は「農作業におけるジェンダー間分業は、女性を単純労働へと排除した従属
的労働関係や「家制度」を重視した日本の伝統的農家規範が原因」（千葉

）と分析する。

しかし、海女が従事する潜水業の場合、男女がともに「潜る」伝統やその経緯から、潜水技術と成
果物の多寡が問われ、男性／女性のジェンダー間分業による女性の排除は見られない。白浜の場合、
「カツギをやると神様みたいで」という言葉に代表されるように、海女が家族協業の中心的役割を果
たしてきた。

Ⅳ 「テングサ利益の平等分配」と海女労働
「テングサ利益の平等分配」を可能にさせた論理
白浜では、明治

年から昭和

年までテングサ漁で得た利益を一般会計に繰り入れ、村民に平等

分配してきた。海女が採ったテングサの利益を全村民で平等分配した理由について、以下に考察す
る。

⑴

採取した磯が「入り会漁場」だからという理由
「白浜の磯が『入り会』であったため、村民が共同利用し、そこで得たテングサ利益は、村民共有

の利益として村人に平等に還元された」
（潮見

：pp

‐ ）とする理由。つまり、磯を開かれた

「入り会」とする日本的コモンズ の歴史が白浜にあり、その一貫として、平等分配を行ったとする
管豊は「入会とは、限定された地域の住民が特定の権利をもって，山野河海などを共同に利用し、またそこに
存する一定の資源を共同に利用するあり方で日本的コモンズが表出したものである」と述べ、管の事例である大
川では、江戸時代初期には、共的な資源の利用が行われるようになったとしている。
［管
： ］
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考え方である。
しかし筆者は、潮見の「村民の

％ を占める生産者を搾取している」（潮見

：pp

‐ ）とす

る記述に注目するが「入り会」制度に依拠するだけでは、村民の合意を得る根拠として、説得力に欠
けると考える。

⑵

江戸時代の幕府の採藻政策を踏襲

筆者は、史料調査から新たな視点となる『白濱村天草沿革』 を見いだす。同文書は、大正六年
（

）に白濱村が当時、残っていた古文書を元にまとめたものである。同史料から磯の利用を巡り、

江戸時代より施政者が変わるたびに政策が目まぐるしく変わっていったことが明らかになった。同史
料によると、寒天の材料となるテングサが換金商品として価値が出て来た近世（

年代）に入

り、領主の海面支配が進んだこと。そのため、村民は、畑の肥料として使ってきた海藻の採取ができ
なくなった。その代わりに「畑地肥料助成金」として領主より、金が下付され、村ではその金を耕地
面積に応じて戸別分配したことが記される。
当時は、干鰯、〆粕、油粕などの金肥が流通した時代である。領主は、肥料購入のための金を村民
に与えることで、高値で売れるテングサの利益を独占するため、村民を磯から遠ざけるねらいがあっ
たと思われる。筆者は、ここにテングサ採藻で得た利益を村民に平等分配する村の政策理念の原点が
あると考える。村が行ってきたテングサ利益を全村民で平等分配した背景には、江戸時代に領主が
行った「畑地肥料助成金」の戸別分配の慣習をそのまま踏襲してきたにすぎないと考える。

⑶

村落階層制に基づくジェンダー搾取
「村民の

％ を占める生産者を搾取している」
（潮見

）の記述や「女性労働者の搾取問題を

議論する際にはジェンダー階層制の視点も加えられるべきだ」
（三宅

）とする示唆から、階層制

に基づくジェンダー搾取について考察を試みる。
図

は、昭和

に属する家は、

年当時の白浜村の階層構造 を模式化したものである。これを見ると、上層階級
戸で全体の

％ である。この階級から海女になる女性はもちろんいない。また、

テングサを加工する「改良」仕事を行う女性もいない。次の中間階級は、

戸で全体の

％ であ

る。この層に海女は属していたと考えられる。なぜ、海女が中間階級に属していたかと言えば、日本
の階層構造は、所得や家産（農地などの不動産）高を元に決められていたため、現金収入の面だけ見
れば、海女の稼ぎ額は大きく、当然、下層階級には属することはなかったからである。しかし、海女
『白濱村天草沿革』
「白浜の心太草に関する沿革の部心太草採取・来歴及び採取権専用に関する事実」原文書
羽原文庫参照
羽原文庫は、日本漁業経済史研究の開拓者の一人、羽原又吉博士の所蔵資料のうち、水産関係文献を収蔵した文
庫で、東京水産大学附属図書館内にある。
図 は、阿部善雄・小沼勇
「社会学評論―漁村の構造 伊豆白浜の場合」
『社会学評論』日本社会学会編
年 月号を参考に筆者が史資料からの歴史的考察も踏まえて作図した。
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昭和
）

１８５

年当時の白浜村の階層構造（総戸数

出典 白浜地区の史料及び［阿部善雄、小沼勇
基に作成

］を

の仕事は特殊であり、身体機能の高さが求められる。そのため、海女になり、テングサ労働に従事で
きたのは、中層階級の

％、

軒の家の女性だけであった。

白浜全体の総戸数でみると、テングサ労働には、村民のわずか

％ しか携わっていない。村の磯

で採れたテングサ利益を平等に分配することは、前述した江戸時代からの慣習行為であったにせよ、
村落階層制に基づいた女性労働の搾取に他ならない。なぜなら、テングサ労働は、
「監理」と呼ばれ
た村役人以外は、そのほとんどが女性によって行われていたからである。つまり、白浜村のテングサ
利益の平等分配は、ジェンダー搾取の上に成立したという見方ができる。

テングサ採藻者の反発と労働組合結成
テングサ利益の平等分配を巡っては、当然、反発が絶えなかった。先頭に立ったのは、海女と協
業する「トマイ」や「ヒッカキ」と呼ぶ竹製の道具で海底を掻き引いて採藻する男たちである。白浜
にテングサ労働者のための労働組合ができたのは、昭和

年頃である。

組合側は「テングサの採取料金を極力抑えることで、膨大な余剰金を生み出し、それを戸別配当し
てなお、一般会計へ繰入れるのは労働者搾取だ」と、村当局に採取料金の大幅な引き上げを迫った。
これに対し村は、「テングサ採取のための作業は、莫大な投資を必要とせず、技術の優劣はあるが、
白浜人であれば誰もが就業できる。現在の生産者のみがその利益を私することは非条理である」
（金
指

：pp

‐

しかし、昭和

）と、対抗した。結局、対立しながらも昭和

年まで平等分配は続けられた。

年の町村合併で、テングサ漁の経営が白浜村から漁業協同組合に移ることで、「平

等分配」の慣行も終了する。以降、テングサ利益は、労働対価に応じた分配方式となる。
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以下は、労働組合発足時の海女の発言権をめぐるやりとりである。
［事例

］ 海女 H さん、元テングサ監理・SK さん、海女 I 子さん［昭和

改良員の M 子さんの会話から［インタビューは、

年

年生まれ。須崎出身］、

月に行った］

海女 H 「労働組合ができてからは、テングサに従事する人は皆、入ったよ。女は会合なんかには寄
らなかったから、夫婦で船カツギをやって大量に採る人達が先頭に立ってやっていたよ。それからだ
よ、平等に分配するのはおかしいと言い出したのは。」
筆者

「組合で海女さんが発言する事はあったんですか。」

監理 SK さん

「なかったね。ヒッカキは、その家の親父さんが主体だし、船カツギの場合、女の人

が主体だけども、一家の経済の主体は親父さんがやっているんだよね。女性はあくまでも、男に従属
するものであったから。」
海女 I 「家庭の中では、女の人も経済力があれば強い発言もするけれども、やっぱり世間に出れ
ば、ここらの人はおとなしいよ。」
海女 H 「ねぇねぇ、ねぇねぇ。家の中だけ。今じゃ男女平等だから女でも発言できるけど、その
頃、女が喋ってみらっしゃい、『あのおっかあーは、しゃべろくだ。男をさしおいて』と言われるよ
うな時代だったよ。私らが嫁に来た頃は。」
改良 M 子

「あんた（筆者）が言うようにテングサの利益配当についての争議や話合い、価格の交

渉なんて、どこで誰が決めたのか、そんなことは全く聞かずにきたね。男がみんな決めてくれた。女
は、男に従ってきたわけだな。」

テングサ漁についての生産価格の交渉や採藻ルールなどの話し合いには、夫が出ることで必然的に
男性によって全てが決められていく仕組みであった。つまり、白浜の海女は、重労働をものともせ
ず、ただ「イエ」のために働いた。その結果、その経済的優位から「神様」のように家庭内では扱わ
れ、「私」の部分における地位は高かった。しかし、「公」においては、テングサ採取労働が家族協働
の性質が強かったため、常に男性が主導となり、海女としての意見が賃金や待遇面に反映されること
はなかった。そのため、海女労働は女性労働に特徴的な低賃金労働に位置付けられ、結果的には、村
落社会から搾取され続けることになった。

テングサ採取から民宿経営に業種転換した白浜の海女
昭和

年代、白浜はテングサの不漁に悩まされる。そして、昭和

年、伊東・下田間に伊豆急行

が開通した。すると、停車駅がないのに白浜の海を目指し、都会から多くの若者がやって来た。そこ
で民宿が始まった。海女 H は昭和

年、定員

それまでの海女の稼ぎとローンで家を

名の民宿を始める。民宿を始めるにあたり、H は

軒新築し、 年でそのローンを返済した。白浜の海女の多く

は、自分の稼ぎで家を新築することが多かった。民宿ブームも手伝い、H の家でも 、 月の
間で ，

人のお客が宿泊した。

円からスタートした宿泊料金も ，

円、 ，

円、 ，

ヶ月
円
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とまたたく間に値上がった。
［事例

］ 海女 H さんの民宿経営についての語り［インタビューは、

年

月に行った］

「民宿を始めて一番良かったのは、現金がその日、その日に入ることだったね。お客が帰る時に
払ってくれるら。それもお客と直接やり取りする女衆の手に入るんだから。
海女の稼ぎより、日銭が入る民宿はうれしかったね。民宿料金が

日ごとに勘定される

円だった当時、刺身は

円

だった。うちは、お父さんが勤め人だったから肉と刺身は買ったが、野菜と米作って、シーツも自分
で洗濯した。できるだけ出てく金を抑えた。海女の仕事は女の稼ぎにしてはいかかったよ。給料取り
の男の人以上に稼いだよ。皆が民宿やったんで海が汚れて、テングサも悪くなって、商売にならない
からテングサはよした。だがね、金に惚れて民宿を始めたけれど、やってみて面白いということはな
かったよ。やっぱり，海女の方がどれだけおもしろいか、しれないよ。」

昭和

年代、白浜のほとんどの海女がテングサ漁から撤退した。H が住む白浜・板戸地区では、

軒中

軒が民宿を始めた。しかし、平成

年に営業するのは、 軒であった。

結論
本論で筆者は、伊豆半島内で江戸時代より行われてきた地場産業のテングサ漁に従事する海女の経
済役割について、海女の稼ぎが家庭内経済と地域経済に多大な貢献を果たしてきたことをフィールド
調査から得たデータをもとに論じてきた。そして以下の点を明らかにした。

．海女の家内経済への貢献と女性の経済役割は、家庭内で女性の地位にどのような影響力をもたら
したか。
海女の稼ぎは、

代という高齢にもかかわらず、大企業に勤める

代の現役サラリーマンの収入

と同等に近いものであった。中でも、テングサ採藻から得られる収入より、採貝で得る収入の方が高
額であった。その背景には、テングサのように取引先を漁協だけでなく、海女の才覚で自由に選べる
こと。「アワビ」など、単価の高い資源が豊富に採れることが挙げられる。
家庭内経済への寄与は、【事例 、 】にみられるように妻良、須崎の海女は、その稼ぎが女の仕事
としては高額がゆえに、自分の裁量で稼ぎを自由に使うことができた。また、白浜の海女も男性をし
のぐ働きであったため、家の新築や子どもへの仕送りに使うことができた。そのため、家庭内での海
女の地位は、【事例

】の海女が語るように白浜でも「神様」のように扱われ、一様に高かったと言

える。
しかし、一方でテングサ漁が家族協業という側面から、現金が家長名義の帳面に一括して支払われ
るため、自分が稼いだ金を手にすることができない「嫁」の立場の海女もいるなど、個人個人の置か
れた事情により、海女の家庭内での立場は異なった。また、
【事例 】にみられるように、家長であ
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る男性が海女の稼ぎを自由に使うなど、女性の場合、経済力の高さが家庭内での権力と必ずしも一致
しない傾向も見られた。

．古くから性別役割分業のない漁業労働として確立されてきた海女が、なぜ地域社会で労働搾取を
受けなければならなかったのか。性差別や搾取の根源となるジェンダー・イデオロギーの解明。
性別役割のない潜水漁は、男性が優位な漁場を独占し、女性はその周辺に排除されてきた歴史を持
つ（最上

：pp ‐ ）との説もある。しかし、須崎ではテングサや貝の取引価格の変動で男性が

潜ったり、止めたりを繰り返してきたことから、ジェンダーによる差別は見られない。須崎のように
漁家の多い地域では、潜水技術と成果物の多寡が問われ、そこには男、女といった生物学的な性差は
あまり関係がなかったからだと言える。
一方、妻良では、海女は劣位に置かれ、
【事例 】のように海女は地域社会で認められることなく
生きてきた。そのため、過去に男性は潜っても地元の女性は潜らず出稼ぎ海女が潜水漁を行ってき
た。その背景には、韓国や志摩出身の出稼ぎ海女への強い偏見と差別があったことが明らかとなっ
た。
一方、海女の潜水漁が盛んであった白浜にも女性への固定的なジェンダー規範が形成されてきた。
【事例

】で改良 M が語るように、テングサ労働者の組合が発足しても、採藻価格の交渉などは、

男性が全て決め、女性は男性に従ってきた。その背景には、「女が喋ってみらっしゃい、『あのおっか
あーは、しゃべろくだ。男をさしおいて』」と、海女 H が語るように、白浜の社会には
従い、イエに従う

女は、男に

という性差別や搾取の根源となるジェンダー・イデオロギーの存在があったこと

が明らかとなった。
白浜のジェンダー・イデオロギーは、
【事例 】で海女 H が「どうしても世間体が悪くて。カツギ
はやらなくてはならなくなるの」と語るように、女性に「嫁役割」として海女になることも強制して
きた。ムラ社会に残るヒエラルキー構造に従い、海女を輩出してきた上層階層以外の家に嫁いだ女性
は、海女になることが決められていたと言える。それは【事例

】で改良 M 子が『白浜には嫁に行

くな』「白浜で務めができれば、どこでも務めができる」と語るように「イエのために働く嫁」とい
うジェンダー秩序が地域内に形成されていたからである。
このように、イエのために働くことが「白浜の嫁」として標準化される中で、女性にとっての海女
労働はイエの経済のための生産活動であり、ムラから搾取され続けてきたという意識はほとんどな
かったと考えられる。白浜村が、

年以上もテングサ労働で得た利益を村民で平等分配できた背景

には、白浜のジェンダー・イデオロギーと村落階層制に基づくジェンダー搾取が巧妙に働いてきたか
らである。

．白浜でテングサ利益の平等分配を可能にさせた理由。
本論で筆者は、なぜ、海女労働で得られた稼ぎが地域内で平等分配できたかについて以下の

つの
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理由に基づき考察した。⑴採取した磯が「入り会漁場」だからという理由 ⑵江戸時代の幕府の採藻
政策を踏襲 ⑶村落階層制に基づくジェンダー搾取
その結果、テングサ利益の平等分配を可能にできた理由は、
「村落階層制に基づくジェンダー搾
取」だけではないことが明らかとなったまた、江戸時代、年貢高で決定されたムラ社会の権力構造
（ヒエラルキー）に基づき分配された「畑地肥料助成金」の慣習をそのまま踏襲してきたことも確か
である。そしてまた、テングサを採取した磯が「入り会」だという理由も正しい。つまり、 つの理
由が複雑に交錯する中で白浜は、海女労働で得られた稼ぎを平等分配できたと考えられる。
本論では、紙幅の関係で論述できなかったが、須崎においても、
「採取した磯が「入り会」という
理由」で村民に平等ではなく、居住年、あるいは本家・分家の基準を設け、昭和

年まで分配を

行ってきた。さらに、調査を進める過程の中で明らかとなったのは、磯の利用と漁獲物の分配の指針
となる漁業権法 が江戸時代の慣習を踏襲して策定されてきた点である。そのため、現在でも不透明
な点が多々あり、磯の利用と漁獲物をめぐる紛争の種は絶えない。
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【Abstract】

Income Distribution among Female Agar Divers
in the Meiji，
Taisho and Showa Eras：
A Case from the Izu Peninsula
Noriko SAITO＊

This paper examines the gender roles in three Japanese seaside villages about a hundred kilometers southeast of Tokyo．
In
most fishing villages around the world，
men are generally responsible for catching fish，
whereas women tend to responsible
for processing and selling fish products．
Historical references to divers in Japan date back to Chinese documents from 268 B．
C．
However，
it seems that these ancient divers could be of either gender．
Focusing on the economic role of female divers in three small seaside villages，
this paper debunks some of the stereotypes
regarding female divers，
who have been actively collecting agar from the sea over the last 65 years．Profits obtained by agar
sales have not only gone towards individual household budgets，
but also the economic welfare of regional communities．
This
paper，
which is based on an ethnographic survey of divers from 2000-2009, considers the social structures of several seaside
villages in which profits from agar collection are distributed equally to the entire local community．
Keywords : ethnographic gender studies，
Japanese female divers incomes，
gender roles in agar production，
Japanese domestic
and regional economies，
seaside village social structures

漁業を生業とする海村では、男性が漁獲物を採取し、女性はその加工や販売という性別役割分業が見られる。
しかし、紀元前
年の『魏志倭人伝』にも登場する潜水漁に携わる人々は、性別に関係なく共にアマ（海女・
海士）と呼ばれ、貝や藻を採っていた。
本稿はこれまで、その民俗やセクシュアリティーに関心が集まり、経済役割が見過ごされてきた海女労働に着
目する。取り上げる事例は、明治時代から現代まで、
年以上にわたり、伊豆半島で行われてきた天草（テン
グサ）労働である。海女がテングサ労働で得た稼ぎは、家内経済のみならず、地域経済の中に組み込まれ、利益
を地域社会で平等に分配してきた。本稿では、海女の労働搾取を可能にしたジェンダー・イデオロギーについて
言及する。
本稿は、筆者が
年
年におこなったフィールド調査に基づき、海女の労働をジェンダー・エスノグラ
フィーとして描く。
キーワード：ジェンダー・エスノグラフィー、海女の稼ぎ、海女のテングサ労働、家内経済と地域経済，海村社会
構造
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