
棚田学会通信

棚田の芸術性すなわち美しさが最初に兄いだされたのは、恐らく妖捨の「田毎の月」ではないだろうか。遊行（観光）好きの 

国民性も後押しし、生産と生活のための棚田のひな壇状の造形が名月との組合せによって審美的価値を帯びたのである。この「田 

毎の月」のモチーフはその後も再生産され続けるのであるが、当初そこには、永田氏の言う「勤勉なる風景」の意味合いは必ず 

しも強くはなかった。そして今日、カメラを向け、絵に描き、時には詩や歌に詠む。これら棚田に向けられるまなざしにおいて、 

その「勤勉なる風景」にこそ審美性の原点があることを我々は十分理解しているのである。　　　　　（棚田学会編集委員会） 
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おぼすて 

「妖捨の棚田」をめぐる景観の歴史的変遷 

名勝妖拾棚日三順楽部代表　矢島　宏雄 

「妖捨の棚田」は、長野県の北部長野盆地（善光

寺平）の南端に位置する千曲市にあり、市域の中央

部を北流する千曲川左岸の三峰山東側斜面に拡が

る。開田は戦国時代（16世紀後半）に遡り、現在

見るように斜面全体が耕作されるようになったの

は、江戸時代の初め（17世紀前半）に、湧水を農

業用水に利用するため池の「大池」が築造されてか

らである。

写真1歌川広重作「信濃更科田毎月鏡台山」

頻捨は、「妖捨山（現冠着山）に照る月」「更級の

名月」として平安時代には、京の都人に月の歌枕と

して和歌に詠まれ『古今和歌集』はじめ『大和物語』

などに登場する。その後、室町時代には世阿弥作と

いわれる謡曲『妖捨』が作られ、さらに戦国時代に

は狂言本『木賊』に「田毎の月」の名が登場し、月

と棚田が信濃国の名所として善光寺や浅間山ととも

に数えられている。江戸時代には、浮世絵師歌川広

重が「信濃更科田毎月鏡台LL＝（写真1）の浮世絵に、

全ての水田の水面に鏡台山から昇った満月を描き

「田毎の月」を視覚的に表現し、広く「田毎の月」

が紹介された。特に、松尾芭蕉が貞享5年（1688）

に、月を見に妖捨を訪ねて以来、妖捨を訪ねる文人

墨客をはじめ多くの人びとが、妖捨の棚田から対岸

の鏡台山から昇る月を楽しむ、観月が娯楽となり一

般化されるようになった（写真2）。

写真2　鏡台山から昇る仲秋の満月

（千曲市教育委員会提供）

近現代においても、妖捨の月と棚田、妖捨からの

眺望を題材とした文学・芸術作品は枚挙に暇がない。

近世までは、「田毎の月」に代表されるように月と、

月明かりが照らす棚田の夜景が中心であったが、明

治33年（1900）、中央線の塩尻駅と信越線の篠ノ

井駅を結ぶ篠ノ井線が開通し妖捨駅が開設される

と、大正7年（1918）谷口梨花『汽車の窓から』

に「日本絨遺線路中に於ける三大展望」と記され、

以後「日本鉄道三大車窓」と呼ばれ、その眺望景観

が絶質されるようになった。

平成4年（1992）頃にはじまる世界文化遺産、

棚田ブームにより、棚田景観そのものが鑑賞の対象

となり、さらには平成5年（1993）に長野自動車

道妖捨サービスエリアの設置により月のみか、善光

寺平の夜景も棚田からの眺望景観と共に鑑賞の対象

となってきた。

千曲市では、農林水産省農都共生事業によるクラ

ブツーリズムとフォトコンテストを開催し、文化庁

が推進する「日本遺産」に“月の都　千曲”のテー

マで現在認定を目指して取り組んでいる。また、JR

東日本鉄道は更級の月と棚田景観を見どころに豪華

寝台観光列車“TRAINSUITE四季島”の運行を今年

の5月から始める。こうした観光化による地域振

興策に伴って、妖捨の棚田は昼夜それぞれの景観が

鑑賞の対象となっている。

その棚田景観は、代々営々として過酷な重労働に

よる水田耕作の継続があってこその景観であるこ
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と、また棚田景観の美しさは、その土地と人びとの

歴史により創造されたものであることを忘れてはな

らない。

棚田にカメラを向ける理由 

写真家　永田　博義 

若かりし頃のホンのチョイトしたことが人の一生

に影響を与えることがあるものだ。

九州の片田舎に生まれ育った私は義務教育が終

えると進学した。しかし、学費、交通費等々が重

なり貧乏な我家は賄いきれなかった。したがって

アルバイト先を探した。幸いにも高校を通して大

病院が写真現像をする人間を募集してきた。運良

く採用され、ほんのり灯る縁のパンクロ電球のも

とでフイルム現像することになった。困難な作業

であるが、数か月も続けているうちに仕事の要領

を覚えた。

自力がついた頃になると、借用したカメラで人

様や風景を撮影し、現像および焼き付けをするこ

との喜びを覚えた。考えてみると、これが病みつ

きとなり終生の趣味となったようである。趣味は

高じ、神社仏閣や観光地の写真集を完成させるに

いたったのである。ところで、自宅の周りは田圃

ばかり、初夏になると方々で田植えが始まり、手

伝いをさせられるのが常だった。その体験が体に

焼き付いていたのだろう、棚田への興味が消える

ことはなかった。

写真1長崎県福島町

本職の定年を迎える頃、新聞誌上に「棚田学会」

創設の記事がでた。－おもしろい学会ができたものだ

と考え入会させていただいた。入会すると「棚田百

選」なるものが全国に散在することを知った。そう

だ愛車を車中泊できるように改装し、撮影道貝一式

を積み込み、その資料を頼りに訪ねてみようと考え

た。棚田は日本中至る所に存在するが、それぞれの

棚田景色とじっくりと対時していると、景色の方か

ら私に話しかけてくるような気になるものである。

景色との対話を感じると、車から三脚を取り出しカ

メラをセットする。そしてシャッターを押し続ける

のである。このような自分勝手な棚田風景撮影に飽

きることもなく十年を経過しようとしている今日で

ある。

写真2　大分県久住町

撮影している被写体は、先祖たちが数千年にわ

たって開拓し、耕作しっづけてきた棚田であるが、

対時していると先祖たちの生活ぶりがにじみでて

くる。先祖の家族は日出前の早朝から鍬を担ぎ、

山肌に出掛け、斜面を平らにすることに専念し、

その作業は太陽が沈み暗くなるまでつづいたであ

ろうことが想定できるのである。モチロン昼飯時

は山肌で焚き火をたき、湯を沸かし、お茶漬けを

食っただろうし、寒い日は焚き火をたきながら開

拓することに精を出しつづけたであろうことが読

み取れるのである。現代の作家はペン持って小説

を書くのであるが、祖先達は鍬で山肌を原稿用紙

として、自らの生活ぶりや人間性をコツコツと書

き上げたのではないかと思えてくるのである。私

の写真は、鍬で表現された作品の読後感であるよ

うな気がするのである。

十数年にわたって撮影し続けた結果、棚田作品が

数多くなったが、それを私は一口に「勤勉なる風景」

と称している。こうした作品が意味を持つのかは知

れないが、方々の棚田が消え行くなかで映像だけで

も残したいものであると考えている。そして映像か

ら祖先たちの情熱・執念・人間性が読み取れればと

思うのである。
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写真3　山形県朝日町

さて、考えてみると、日本人は子供の頃から「勤

勉なる風景」の影響をうけて成長し、勤勉さが遺伝

子の一部になっていると思われる。しかし現代、都

会に住む子供達はコンクリートビルに囲まれた生活

をしているが、なんとしても夏休みの一定期間は棚

田を含む農村で生活することが重要であると思える

のであるが考えすぎだろうか。

写真4　福岡県星野村

棚田の魅力ー発見、表現、保全 

画家　酒井　英次 

○棚田の魅力ー発見

棚田と出会った時、最初に感じるのは、“色”や

“形”です。“色’’は春夏秋冬、あるいは暗曇雨雪、

朝昼夕夜により千変万化の様相を見せてくれます。

自然からの贈り物で棚田は一段と輝きます。“形’’

は田の形です。特に曲線に引かれます。地形に沿っ

た柔らかさは、安らかささえ感じます。これはまた

無意識に、人が作った（耕作した）事を感じるため

と思います。棚田の“色”と“形”は、自然と人が作っ

た景観であり、これこそ“文化的景観”だと思いま

す。

歩く民族学者と言われる宮本常一（1907～

1981年）の言葉を思い出します。「人の手が加わ

らない自然は、それがどれほど雄大であっても寂し

いものである。しかし人の手が加わった自然には、

どこかで噴かさがあり、懐かしさがある」（『風土記

日本』1957年）

棚田の魅力を見付けに出掛けましょう

「鳥形の見える棚田」（上越市安塚区信濃坂）

○棚田の魅カー表現

感じたことを表現する人は色々な試みをします。

写真や絵であり、詩を作る人もいます。私は棚田の

風景に、色や形を見出して、絵に描くことを喜びに

感じます。また表現する事に大きく影響するのは色

形だけでなく、稲作の作業一田植え、草取り、草刈

り、稲刈り、稲架掛など体験する事は、田の外側か

ら見ているだけでは得られない何かを得ると考えま

す。それが表現に出てくると思います。表現したも

のは、魅力の記録です。また、それを他の人に見せ、

魅力を知ってもらうという思いがあります。それが

絵ハガキや展覧会などになります。図は最近の作品
■‘古田図（助三郎）”です。これは佐渡市月布施の野

井さん（屋号＿助三郎）の田（19枚、2反8畝）

です。田の形や並び、沢からの水取り、田越の水配

りも描きたく鳥の目になりました。また田起こし、

田植、稔り、稲架で季節色を表しました。
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棚田の魅力を表現しましょう。

「古田図（助三郎）」

○棚田の魅カー保全

この魅力を維持し後世に伝えてゆく役割を我々は

担っていると思います。

特に小規模な、しかも古式を伝える棚田は周囲の

環境を含め、景観の維持を主眼として作業のサポー

ト等の具体策を行う必要があると考えます。“助三

郎，，の田も棚田ネットワークの“トキのビオトープ

作り”を行った10年あまりの間に出会った棚田で

す。このように人知れず、個人が耕す小棚田が各地

に、まだ多くあると思われます。中、大棚田は現在、

オーナー制度等で維持する策がとられています。小

和田も何らかの策を行う時に来ていると考えます。

今後も我々は、棚田の魅力を表現し、記録すること。

それを使って多くの人に知ってもらうことで保全活

動の一助にいたしたいと思います。

棚田の魅力を伝えてゆきましょう。

○今秋の展覧会予定：「じょんのびグループ＊」展

期日：2017年1－0月28日（土）～11月4日（土）

場所：新潟県柏崎市ソフィアセンター展示ホール
＊棚田学会会員による写真、絵画同好会

室谷棚田と芸術活動 
じん 

安来市加納美術館館長　神　英雄 

島根県西部の石見地方には、自然と人間が共生す

る優れた文化的景観が広がっている。浜田市三隅町

の大麻山（599m）中腹に広がる室谷棚田もそのよ

うな場所だ。標高60～220mの傾斜地の約28ha

に棚田が広がる。1976（昭和51）年に4，520枚

を数えていたが、1983年7月の土石流災害後の圃

場整備や転作などによって現在は約千枚余りに減っ

た。それでもわが国屈指の枚数を誇り、棚田百選の
一つになっている。

2001年秋、地元の石正美術館の呼びかけで棚

田写生会が開かれ、集落を訪れた約百人が思い思い

に棚田を描いた。その際、集落の人々のもてなしに

参加者が感激したのが契機となって翌年から室谷棚

田まつりが始まった。

写真1棚田を描く

写真2　石本正絵画教室
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収穫後の田んぼにつくられた舞台では石見神楽が

上演され、傍では棚田米のおにぎりや猪汁が振舞わ

れる。西条柿はじめ地元産品も販売された。集落の

集会所はこの日だけ室谷茶屋となり、苦から伝わる

料理を棚田御膳として提供した。観光コンシェル

ジュが参加者とともに棚田を散策した。畔道には棚

田の四季を写した写真や住民が作った案山子が並

ぶ。稜線に立つと、風に乗って石見神楽のお囁子が

聞こえてくる。棚田の一画にある石垣を指さして、

そこが司馬遼太郎の『花神』に登場する三浦家であ

り、1965年に世界で初めて缶コーヒーを販売した

三滴義武の生家跡だと話すと歓声があがった。

2002年4月には、当地出身の日本画家石本正氏

（1920～2015年）による絵画教室が開かれ、全

国から集まったプロアマあわせて33人の画家が巨

匠と一緒に棚田を描いた。この日の朝、棚田は深い

霧に包まれていた。時折、畔が姿を見せるがすぐ霧

に隠れる。石本氏はじっと前方を見つめ、おもむろ

にパステルを手にした。全体を灰色に塗り、消しゴ

ムを動かすと畔が浮かび上がる。さらに、鉛筆で取

水口を描き、白のパステルで着色すると棚田の絵が

出来た。見ていた参加者が感嘆の声をあげた。石本

氏は「ぼくの散郷にこんな美しい風景があったのか」

と呟いた。この時のスケッチは、参加者の作品とと

もに後日美術館で展示された。

写真3　棚田の写真展

写真4　棚田まつり

2003年には写真コンテストも始まった。棚田ま

つりで応募を呼び掛けると中国地方を中心に約200

点が集まった。稲束を背景に演じられる石見神楽や

田ばやしを写したものが多かった。これに地元のカ

メラ愛好家の作品を加えて美術館ギャラリーで公開

した。作品を見た方が「是非この棚田を訪ねたい」

と話し、学芸員が室谷に案内し、集落の人々を喜ば

せたこともあった。この写真コンテストは一昨年ま

で続いた。

室谷の人々は棚田を観光商品化せず、「遠来の人

が見に来るほどの宝が地域にある」と次世代に伝え

るふるさと教育の教材にしようと考えた。その思い

に共鳴した石正美術館はそれをサポートしてきた。

今年の棚田まつりは10月22日だ。多くの訪問客

が子ども達に棚田の喜びを伝えてくれるだろう。今

からわくわくしている。

日本の棚田百選紹介

三重県松阪市飯南町 

石積みの棚田　深野だんだん田 

松阪市嬉野地域振興課文化観光担当監　和気　清華 

1．はじめに

深野だんだん田は、三重県のほぼ中央部に位置す

る松阪市の山間地に所在する。棚田が形作られた地

区は、櫛田川の中上流域に位置し、江戸時代には関

西と伊勢をつなぐ伊勢本街道や、和歌山街道などの

街道に沿って開けた山村である。この他の生産作物

は江戸時代には、米、茶、桑などが生産され、他には、

和紙も生産され、広域的な交易が盛んな交通の要所



棚田学会通信　　　　　　　　　　　　　　　　　7

であった。

また、地形的な特徴としては、中央構造線に沿っ

て東西に山地が走り、急傾斜地が77％、傾斜地が

14％を占めるなど、耕地面積が少なく水利に恵まれ

ない条件の中、櫛田川北側の支流域に当たる深野地

区では、急峻な地形とふんだんに存在する山の花崗

岩を利用し棚田が形作られた。この棚田の成立時期

の詳細については不明であるが、江戸時代にはすで

に一定の耕地が確認されていることができ、地域の

伝承では、室町時代に石積みの棚田が構築されたと

考えられている。この急傾斜地に石垣を積んで確保

した土地の効率的な活用を図るため、小河川に近い

場所では食糧確保のための水稲が、小河川から離れ

た場所では現在は茶が栽培される。棚田全体の配置

は耕地と宅地がモザイク状に配置されながら棚田景

観を形成している（図1）。

区目　深野地区における土地利用の鳥略図

【水色：水田、緑色：茶園、▲：牛舎、橙色：宅地】

2．モザイク状の石積利用

白猪山（819m）の南斜面に位置する探野地区で

は、前述のとおり室町時代以降江戸時代初期にか

けて、山の花崗岩を積んだ石積みの棚田が形成さ

れている。この石垣の総延長は約120kmに及び、

石垣を積んで造成された土地は、農地だけでなく

宅地としても利用されている。急傾斜地における土

地の効率的な活用を図るとともに、限られた水資源

を有効に活用するため、棚田が形成された地域を

流れる小河川のみを水田用の農業用水として利用

し、各水田から、細かい水路や竹筒などを利用しな

がら水の供給を行っている状況にあり、巧妙な利水

システムを構築している。また水路から、水の確保

が困難な地域については現在は茶などの畑作作物

の生産がなされ、耕地をその土地条件に合わせた

作物を生産するなど土地の多面的な利用を施して

いる。

このように、土地利用が継続されることにより、

限られた水資源を農業用と生活用でバランスよく利

用するとともに、上流部から下流部まで平等に水を

分配することにつながっている。

3．石積み棚田の構造

探野地区にある棚田の石積みは、傾斜地下部に

厚く堆積した豊富にあった花崗岩を利用し石積み

棚田を形成している。棚田の積み方は、城郭など

利用される「野面積み」という方法で積みあげた

強固なものである。この「野面積み」は、近世城郭

が成立する時期に、城の石垣に用いられた方法で、

不揃いの大きさと形の石を積みあげて作られる。石

垣の中には2mを超える大型の石材が石垣の中に

組み込まれることから、計画的に土地利用を想定し

ながら水田を形成していたことがうかがえる。また、

急勾配地においては、石積みを二段・三段と複数

の石垣を構築することにより、高さ3m以上の石垣

を構築するなどがあることから、各段毎に幅40cm

程度の犬走りを形成し（写真1）、直列気味の石垣

に対して安定勾配で石垣を作っている。この犬走り

状の通路部分は日常の農業管理用の作業道として

も利用するなど、土地の有効活用を図る工夫が施

されている。

写真1犬走りを設けた石積み

このように深野だんだん田は、生産地である棚田

のみではなく、居住地と生産地が混在し集落を形成

している（写真2、3）。
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表1西日本の幾つかの棚田とだんだん田（飯南町）の比較

県名 市町村名 �集落 �平均勾配 �開発起源 �水源／法面構造 �面積（ha） �校数（枚） �1枚あたり 面積（a） 

三重県松阪市 �飯南町 �1／15 �近世 �河川・渓流／石 �4．7 �550 �0．85 

長崎県長崎市 �外海町大中尾 �1／20 �近世 �河川／石 �6．5 �300 �2．17 

兵庫県佐用町 �乙大木谷 �1／20 �中世 �天水・溜池／石 �23．0 �988 �2．33 

山口県長門市 �東後畑 �1／15・ �近世 �溜池／土・石 �7．0 �210 �3．33 

長崎県川棚町 �木場 �1／15 �近代 �河川／石 �6．0 �80 �7．50 

鹿児島県栗野町 �幸田 �1／16 �近世 �河川・渓流／石 �10．0 �102 �9．80 

写真2　深野地区の石積みの棚田

写真3　石垣を積んで宅地と農地を確保

櫛田川の北側に位置する旧柿野町は、白猪山

（819m）及び高須ノ峰（798m）の斜面に位置し、

その地形から平地に恵まれず、緩傾斜地に集落が形

成されている。最も傾斜地にあたる深野地区では、

傾斜角度が300以上の土地に石垣を積んで宅地と農

地を確保している。室町時代以降江戸時代初期にか

けて形成された石積みの棚田においては、硬度の高

い谷水を有効に利用し、棚田での水稲作とともに、

和牛肥育と茶・水稲栽培による複合農業が営まれ、

中世から近世の文化的景観を良好に伝えている。

探野地域での農業地と居住地を混在しながら棚

田、農業生産と居住を分離せず、地形や水利条件

にあわせた複合農業を維持することによって、良

好な地域コミュニティを形成し、中世における生

産地と居住地が一体となった農山村の原風景を維

持している。

棚田学会事務局増強中です。
・このたび、向笠晶子さんが事務局をお手伝い下さる

ことになりました。

会員管理・会費管理をご担当いただきます。
・学会ホームページは、従来より今井英輔さんにご担

当いただき、先般より、関口広隆さんに理事会書記

を担当いただいております。

・このように増強中ではありますが、学会の仕事は

いっぱいあります。

会員のみなさまのご協力をよろしくお願いします。

棚田学会大会

日　時：2017年8月5日（土）14時～17時

会　場：東京大学山上会館

テーマ：棚田の価値と企業・起業

【編集後記】

「日本の原風景」と言われる棚田の景観美は、誰も

が認めるものである。「棚田の芸術性」の背景には、そ

こで生活する人々の暮らしなど、日本人が積み重ねて

きた歴史がある。今改めて、この棚田がもつ芸術性に

価値を見出しておく必要があるのではないだろうか。
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