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棚田はお米の生産の場である。多様な生き物の暮らす場でもある。その人の営みと自然の営みの交差する空間を目の前にす 

ると、単に「落ち着きのある景観だなあ～」といった静かな調和世界の認識だけではなく、もっと激しい、スピリチュアルな 

高揚感を、時として電撃の如く受ける。そんな「棚田は我々人間の創作・創造活動におけるインスピレーションの源泉なのだ！」 

という確信の下、新特集企画「棚田は芸術」の始まりです。棚田の新たな価値の発掘と、人が集まることで新たな交流が始ま 

る機会にもなる、そんな「芸術」を切り口に第一弾として、棚田を舞台（ステージ）に用いた各地の様々なアート活動をお届 

けします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（棚田学会編集委員会） 
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棚田を舞台にすることの意味 
一比礼カカシ・プロジェクトを例にして－ 

長岡造形大学　上野裕治 

□はじめに

「棚田を舞台に」したイベントといえば3年にい

ちど行われる新潟県越後妻有「大地の芸術祭」が有

名なところであろう。この芸術祭は田畑や自然地な

ど屋外だけではなく、廃校、空き家など様々な場所

をアートの舞台として活用している。木や布などを

使用した単年度の作品もあるが、多くは毎回追加設

置されて恒久的作品として地域に集積され、地域の

景観的個性を創出している。なかでも棚田を舞台に

したアートとして、ほくほく線松代駅となりの能舞

台からのぞむ作品「棚田」（写真1：2000年、イ

リヤ＆エミリア・カバコフ作）が有名だ。昔ながら

の棚田での農作業をする人々の彫刻（鉄骨＋FRP

製）と、棚田の情景を詠んだ詩が実際の棚田を背景

として見事に調和している。その他にも棚田を生か

した作品はいくつかあるが、駅近くということも

あってこの作品の人気は高い。

写真1大地の芸術祭作品「棚田」

イリヤ＆エ三リア・カバコ72000年

しかし、「大地の芸術祭」ではなくても、日本人

は古くから芸術的な作品「カカシ」を作ってきてい

るではないか、と私は思う。「大地の芸術祭」作品

と「カカシ」の異なるところは、「大地の芸術祭」

作品はその多くが恒久的な作品であることに対し

て、「カカシ」はすべて単年度作品であるというこ

とであろう。田植えの時に立てて、稲刈りが済んだ

ら撤去する。したがって使う材料も日常的な素材や

不要になった作業着を使用する。

1．カカシとは何か、そしてカカシの持つ現代的意義

カカシは田を荒らす烏を追い払うことがその役目

と一般的に思われているものの、どうもその効果は

あまりないようだ。実際に農民に聞き取り調査をし

てみても、多くの農民はカカシがそれほど鳥を追い

払う効果があるとは思っていないようだ。柳田国男1）

は「半日見て居ればこれが人間で無いことは烏にも

わかる。雀なども引板鳴子には驚くが案山子の頭に

は折々は来てとまるかも知れない。」とまで言い切っ

ている。このような状況にもかかわらず、以前から

童謡や童話の題材にも使われるほか、全国的にも農

村イベントとして「カカシ祭り」が数多く行われて

おり、子供から大人までおそらく形態としてのカカ

シを知らない人はいないだろう。

農地において鳥獣を追い払うものとしては、カカ

シ（嘆がす）の書のとおり鳥獣の皮や羽を焼いて吊

す、カラスの死骸を模したものをつり下げる、農作

業中の人形や弓を持った人形を立てる、キラキラ光

るテープを張り巡らす、大きな目玉状の風船を下げ

る、苦響装置によって鉄砲の薯やパニック状態のム

クドリの声を流す、など様々な方法がある。しかし

人型のものが現在も一般的にカカシとして認識され

ていて、まだカカシを立て続けている農家の人々も

多いが、それはなぜだろうか。現代の稲作農作業は、

トラクターで代掻きし、田植機で田植えを行い、コ

ンバインで稲刈りを行う。田植え、稲刈りは親戚等

多くの人々が参加するものの、夏場の水管理や除草

などは孤独な作業だ。そんなときにカカシが立って

いると、作業中や休憩の時に「ひとりじゃない」「何

かホッとするなあ」などという感情が生まれるのだ

と思う。そこで、カカシの持つ現代的意義を「カカ

シは農民の友である」と位置づけ2）、この考え方に

基づいて筆者らが学生たちと製作している新たなカ

カシ像の実例を報告する。

2．新たなカカシの試み

カカシが「農民の友」であるとすれば、そのデザ

インはもっと自由であって良いはずだ。そのような

発想のもとに筆者らが長岡市比礼地区の棚田（表紙

写真）に設置しているカカシは、次のような条件で

製作している。
・人または動物を抽象化しそこにストーリーを考

える。

・農村景観と一休となって、農地とカカシの双方が美

しく見えるようなものとする。

・農民にとって共にいて欲しいと思われるような明る

く楽しいイメージものとする。

・田植えから稲刈りまで壊れずに立っていること。
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・製作材料はあくまでも端材（大学の工房から発生す

る不要材等）や身の回りのものを使用する。

このように一般的なカカシ祭りとは異なり、あく

までも「農民の友」としてイネの作付け期間中、田

の中に立って友としての仕事をしてもらう、という

ことを重視している。

3．これまでの経緯とプロジェクトの内容

「比礼カカシ・プロジェクト」は2009年より始

めて今年度で8年目となる。比礼地区の専業農家、

佐藤熊一氏が立てていた一体のカカシ（写真2）が

きっかけとなり、筆者がもっとカカシを増やしても

良いかと話を持ちかけたことに始まり、現在に至っ

ている。

写真2　佐藤熊一氏作のカカシ

現在ではカカシを立てさせてもらっている農家は

4軒であり、このプロジェクトは地区の集落事業と

もなっている。カカシは概ね大学の工房にて製作し、

5月末の休日に現地に搬入する。筆者らも自ら製作

するとともに、学生たちの製作にあたり、本体の構

造、6ケ月持つか、農作業の邪魔にならないか、な

どについて助言・指導を行っている。

当日は昼前に地区の集落センター前にすべてのカ

カシを集合させ、製作者がデザインコンセプトやス

トーリーなど30秒のプレゼンテーションをおこな

い、それを受けて地区住民の人気投票を行う（写真

3、4）。投票は子供から老人まで一人3票を持ち好

きなカカシに投票する。投票による優秀作品には地

区でとれた米（コシヒカリ）を区長より贈呈され

る（1等10kgから5等2kgまで）。そして表彰式

の後は、地区の皆さんが用意してくれた昼食をい

ただきながら、地区住民と学生たちは楽しく交流

会を行う。

写真3、4　プレゼンテーション風景

これまでの優秀賞の結果を見てみると、製作の精

度もさることながら、コンセプトやストーリーが地

区の人々にどう訴えるかがカギとなるようだ。そう

いう意味では「カカシは農民の友である」というコ

ンセプトが生きているといえるだろう。各カカシの

設置にあたっては、農村景観のランドスケープデザ

インという観点から、農作業者の視点、外来者の視

点などから、棚田の景観とカカシの双方ができるだ

け美しく見えるように、筆者が配置を決定している。

また筆者自身も毎年連作でカカシを制作し、おおい

に楽しませていただいている（写真5）。

8年が経過した現在、地区の住民達は、毎年、今

年はどんなカカシが立つのだろう、と期待をして

待っている。今後も引き続きこのカカシ達がこの地

域の農村生活の友となり、中越地域の特徴ある農村

景観となり、理想的には将来「トンネルを越えたら

カカシだらけだった！」と新潟を訪れる人々に言っ

てもらえるようになることを願っている。また、近

年では長岡市内はもとより県内外各地からの見学者

や写真撮影に訪れる人も増えてきた。そのことは都

市住民が農村景観や棚田の自然環境に興味を持ち、

ひいては中山間地稲作農業の現状と未来について考

えるきっかけとなるのではないだろうか。
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なお本プロジェクトは2012年AACA（日本建築

美術工芸協会）「風景のRe－Designコンペ」におい

て優秀賞（芦原太郎奨励賞）を受賞した。

写真5　筆者制作のカカシ

「逃げるタヌキとウサギ、それを追う犬、犬を追う私」

謝辞：本プロジェクトを推進するにあたり、長岡市比

例区の皆様、とりわけ田んぼにカカシを立てることを

快く了承していただいた4軒の農家の方々に感謝申し

上げるとともに、長岡造形大学上野ゼミ、境野ゼミの

諸君、多くのボランティア学生の諸君に感謝します。

引用・参考文献

1）柳田国男「案山子祭」定本柳田国男集第13巻、

筑摩書房、1969、（初出は1935）、P．119

2）上野裕治「案山子の歴史と今日的意義一新潟

県中越地域（長岡市比礼地区）における新た

な試み－」日本生活学会台41回研究発表大

会梗概集、2014年5月

棚田を舞台に一大地の芸術祭 

越後妻有アートトリエンナーレ 

NPO法人越後妻有望山協働機構事務局長 

薮田　尚久 

「大地の芸術祭」は過疎高齢化が進展する豪雪地・

越後妻有（新潟県十日町市、津南町）を舞台に、

2000年から3年に1度開催してきた国際芸術祭で

す。「人間は自然に内包される」を基本理念とした

取り組みは、文化による地域づくりのモデルとして、

いまや各地で開催される地方芸術祭の目標ともなっ

ています。

東京23区よりも広いこの地域には200を超え

る集落が点在していて、私たちはそれら個々の集落

との対話を通じて作品を制作・展開してきました。

アーティストがただ作品を持ってきて展示するので

はなく、おじいちゃん・おばあちゃんと集落の将来

について意識を共有し、可能なかぎり協働作業を

行って作品を制作していきます。そうしてできた作

品群は里山の美しさ豊かさを際立たせ、そこに積層

した人間の時間を浮きあがらせます。50日間の芸

術祭期間には50万人を超える人々が、アートを道

しるべに地域を巡り、五感を開放して、生の素晴ら

しさや記憶を全身に蘇らせるのです。

大地の芸術祭の面白さの一つですが、美術館のよ

うなアートのための場所にではなく、アーティスト

は他者の土地に作品をつくらねばなりません。芸術

祭がスタートした当時には地元の理解もありません

でしたから、公園や道路など、公共施設に設置され

る作品が過半を占めていました。やがてアーティス

トの熱意が伝わり、多くの来訪者が楽しげに訪れる

ことによって地元の気持ちも変化していきます。そ

のような積み重ねによって、集落の生活空間の中に

作品が浸透し、大地の芸術祭の大きな魅力を形作る

ようになりました。

写真1イリヤ＆エミリア・カバコフ

『棚田』と子どもたち　写真：H．Kuratani

中でもハードルが高かったのは、やはり田んぼで

す。農業者にとっては家よりもさらに大切で、作品

を設置するどころか、他者が立ち入ることさえ許す

人は少数でした。ただ、2000年当時に80，000人

を超えていた人口が、いま60，000人を切る過疎

化の中、担い手不足や耕作そのものの放棄がどん

どん進み、他者の関与がなければ地域が継続でき

ないことを皆が分かってきました。そして、越後

妻有の場合、芸術祭こそが他者の関与を惹きつけ

る存在として、地元の理解を得るようになったの

です。
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写真2　張永和＋非常建築『米の家』

中山間地の越後妻有には、大河ドラマ「天地人」

のタイトルバックに選ばれた「星峠の棚田」をはじ

め、多くの美しい棚田があります。私たちは、半年

間を雪に覆われる、地滑りだらけの土地を懸命に耕

してきた人と土地に敬意を払い、その歴史が来訪者

の目にまざまざと再現されるように、そして、それ

を見た人が価値を認めて「これを守りたい」と思え

るように、アートの力を役立てていきたいと考えて

います。ぜひ越後妻有にお越しいただき、この取り

組みをご覧ください。

写真3　担い手のいない棚田を維持する活動

『まつだい棚田バンク』

棚田を舞台に一棚田コンサート 

「美炎・馬頭琴の調べ」主催 

鹿田　充伸・美千番 

「素晴らしい青空の中、棚田に初めて入り、全て

がピッタリのセッティングに感動です。高い所で聞

かせて頂いたのですが、いい書が丁度良く入って来

ました。ずっと鳥たちが鳴いたり、トンボが舞う中、

時折吹き抜ける風と共に、演奏される害は心地良く、

山の谷全体が一体となっていました。準備や山の手

入れありがとうございます。そしてすべてにありが

とうございました。」

これは、栃木県那珂川町（旧馬頭町）の梅平地区

の山の棚田で、2011年から毎年10月に開催して

いる馬頭琴コンサート後のお客様の感想の一つで

す。周囲を山に囲まれたすり鉢状の地形の底に位置

する棚田が演奏会場（写真2）で、馬頭琴の生害（表

紙写真）はスピーカーを使わずとも谷全体に広がり、

田んぼの畦や山の斜面に座られたお客様は自然の音

楽ホールでの演奏を堪能されます。書響効果だけで

はなく、棚田の景色、お目様や雲や谷を渡る風、周

辺の木々や、トンビやトンボなどの様々な生き物ま

でが、不思議と馬頭琴の普色に共鳴し、まるで用意

された舞台装置の様に一期一会の演奏会を演出して

います。

お客様には集落の外れにある大きな駐車場から棚

田までの約1kmを、里の風景を楽しみながら歩い

て頂き、さらに、里の風景を守っている地域の人々

の暮らしも知って頂きたいと考え、棚田へ向かう山

の仕事道に周辺の自然や里の暮らしの写真を展示し

（写真1）、駐車場から棚田までの地域全体を大きな

苦楽会場として捉えて活用しています。

写真1里の写真を見ながら会場へ

運営には地域の方々の他、首都圏からもサポー

ターが参加して下さり、会場周辺の草刈り等の事前

準備や当日の駐車場案内、受付など運営全般を担っ

て頂けるようになった事が大きな支えとなっていま

す。また、コンサート後のスタッフ昼食会は、棚田

米のおにぎりや地元の方の手料理を囲んで、地域ス

タッフと首都圏サポーター、演奏者との年一回の大

切な交流の場となっています。

10年程前に東京から移り住んだ私たちにとって、

お一人で楽しみながら米作りされているシゲルさん

の昔ながらの山の棚田はお気に入りの場所となりま

したが、馬頭琴奏者・美炎（みほ）さんとの出会い



6　　　　　　　　　　　　　　　　　棚田学会通信

を棚田につなげた事で縁の無かった多くの方々が棚

田に集い、はからずも年に1度の楽しみや交流の

場が生まれる事となりました。これまで6回開催

し今後の継続も含め明確な目標は持っていません

が、私たち主催者もスタッフも無理をせず、お客様

も演奏者もスタッフも皆が楽しめるような運営を

し、多くの方に里の自然や暮らしに少しだけ触れて

もらい、その中から（例えば今回の寄稿の様に）新

たな出会いや小さな展開がたくさん生まれる事でこ

の地域につながる人が増え、過疎・高齢化に直面す

る地域の未来への希望のひとつになれば良いなと

思っています。

第7回「美炎・馬頭琴の調べ」は、2017年10月

15日（日）開催予定です。

公式サイト：http：／／hirocraRcom／miho

写真2　客席は田んぼの畦や山の斜面

秋の棚田に10万本のひまわり 

中山間地山田集落組合代表　眞子　生次 

夏ならぬ秋に10万本ものひまわりが山里の棚田

を彩り、約2万人近い観光客が訪れるなど珍風景

な季節外れの花に驚いている。ここは福岡・長崎両

県に挟まれた佐賀県みやき町の山田地区。県東部に

位置した標高100～150㍍の小さな集落。

平成12年、国の「中山間地山田集落組合」の認

定で受益面積66，434ni。このうち減反対象となっ

た一部の休耕田の耕作放棄防止対策として1年後

の平成13年から活用。春先は山間地だけに田植え

と重なることから秋に何かを栽培。当初はコスモス

などの話も出たが何処にもある花で面白くないこと

から「ひまわりはどうだろうか」と発案。「夏の花

なのに冬場に近い11月に咲かないのでは」「失敗

で元々」と半信半疑ながら取りあえず数枚の棚田に

栽培。結果は上々で面積も徐々に増やし、現在6，000

山に景観作物として約10万本を栽培する規模とな

り、「山田のひまわり園」として一般開放している。

2カ月で開花する習性を生かし秋に咲くよう毎

年、ドイツ原産の品種「ハイブリットサンフラワー」

を夏のお盆過ぎと9月上旬に種まきを実施。暑い

最中の種まきや追肥、土寄せ、消毒や水やり、畔の

草刈りと、開園まで一般の水稲栽培の傍ら、展望台

や転落防止のフェンス設置、観光客の安全のため歩

きやすいように年々、畦畔に生コン流しなどの管理

対策に努めている。

写真1ひまわりの種まき

開園期間中は毎年（その年の気候にもより変動）

11月いっぱい。テレビや新聞、広報等で広く報道、

紹介され、平成28年は観光客が19，850人と3年

連続1万人越え（あくまで受付入園者記帳のみの

計算数で記帳辞退者も含めると実際はかなりの数）、

バスツアーを含めた家族連れが来園。

近くの山肌にある約300本のハゼ紅葉と畔ぎわ

の真赤な炎のケイトウによる鮮やかなコントラスト

に感動されている。テント内では組合員による棚田

新米や野菜、大根などの農産物のほか町商工会によ

るひまわり饅頭やお好み焼き、焼き芋などを販売。

またウエディングや着物姿の花嫁さんらによる結婚

式の前振り（昨年は5組）が訪れるなど、園内は

華やぎ、世帯数103戸、住民303人と小さな集落

はひときわ賑わいを見せている。

問題点は同園周囲には数か所の駐車場があるもの

のマイカーによる来訪者の増加などで手狭となり、

昨年は約1km離れたリサイクルプラザ（約100台

収容）から2台のシャトルバスで対応に追われた。

このため町が早急に駐車場確保の対策を講じてい

る。このほかひまわりも同じ場所に16年間も栽培

してきたため連作障害が起き、堆肥や石灰、企業会

社の協力等で数年前から試験栽培、土壌改良を図っ

ている。また組合員も発足当時は18人だったが高

齢化で3人が脱退し、現在15人。しかし平均年齢

70歳で後継者もなく管理体制が危ぶまれているが、
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「とても椅麗だった。心が和み来年は仲間づれで来

ます」などと秋の珍風景に驚きながらも満足な笑顔

に癒され、組合員一同、身体が続く限り頑張ろうと

励んでいる。

写真2、3　ひまわり園開園期間中の様子

日本の棚田百選紹介

愛媛県松野町『奥内の棚田』 

松野町教育委員会教育課　班長　高山　剛 

愛媛県北宇和郡松野町は、四国山地の西南部に

あって、周囲を鬼ケ城山、三本杭、高月山などの標

高1，000m級を超える鬼ケ城連山に囲まれながら、

四万十川の支流である広見川と目黒川の流域に開け

ている。棚田の所在する奥内地区もまた山地地形の

典型で、広見川支流の奥野川、さらにその支流であ

る奥内川とそのまた支流群の流域に位置し、周囲を

遊鶴羽山や赤滝山等の500～600m級の急峻な山

並みによって閉ざされた空間に形成されている。3

つの谷に遊鶴羽、下組、本谷、榎谷の4つの集落が

展開する形をとっており、現在24戸が生活している。

「奥内の棚田」は、平成11年に日本の棚田百選

として認定を受けていたが、平成23年度からは町

が主体となって、文化庁の補助事業として文化的景

観調査事業を展開している。その結果、棚田として

はもちろん、その周辺を取り巻く農山村景観として

の奥内地域の新たな価値や特徴が判明している。

写真1奥内の棚田及び農山村景観（遊鶴羽集落）

まず、本地域の自然環境の特徴として、田は谷に、

宅地は尾根に、畑は宅地の周辺と山際にというよう

に、自然地形をある意味自然のまま利用した立地状

況が認められる。また、生物では希少種39科46

種を含む234科751種を確認したが、その中には、

伝統的方法での棚田営農の継続が要因となって残っ

たと考えられるミズマツバやホシクサ、カヤネズミ、

ヒメアカネやアキアカネ等が確認できた。多様な生

物相を生み出す背景としては、山林のうち5割程

度も残存する天然広葉樹林や比較的豊富な降水量に

地下の分水嶺からの流入も合わさった豊かな渓流水

の存在等が考えられる。

集落の始まりについては、弘法大師伝来の伝説を

もつ県指定天然記念物「逆杖のイチョウ」や五輪塔

の存在から中世以前に遡る可能性を残しているが、

確実には古墓や古記録の存在から江戸時代中期まで

には成立していた可能性が高いことが判明した。ま

た複数の古記録からは、少なくとも江戸時代には形

成された分散的な土地所有状況や、1軒あたりの耕

写真2　逆杖のイチョウ（下組集落）
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写真3　棚田での生業（本谷集落）

地面積等の共通性がほとんど変化なく現在に継承さ

れていることがわかった。

生活・生業面で特筆されるのはやはり棚田である。

地元採取の堆積岩系統の石材によって整美な石垣を

形成しており、最高所は4mを超える。「布積み」「乱

れ積み」など石積み方法の相違、城郭普請にも通じ

る「反り」や「輪取り」の存在、過去の災害による

巨石利用の痕跡も認められる。

なお、棚田経営にとって最も重要な水の確保につ

いては、当初からため池を所有せず天然の渓流水に

頼る形で継続している点が特徴的で、水に対する信

仰もすべての谷奥で白岩様（遊鶴羽）、赤滝様（本谷）、

竜王様（榎谷）として現在も残されている。また、

以上の棚田に加えて、耕作地の7～8倍の面積の

山野利用が明治期には存在したことも重要な要素の
一つで奉る。山野地利用の種類としては、生活燃料

の薪や炭、食料採取地としての「雑木山」や、肥料

や飼料、屋根材や食料採取地としての「草山」をは

じめ、「松山」、「柴草山」、「櫨畑」（蝋の原料採取）

と「伐賛畑」（焼畑）の存在が挙げられる。

以上のような、自然、歴史、生活及び生業上での

価値と特徴を有する「奥内の棚田及び農山村景観」

は、平成28年11月、国の文化審議会によって重

要文化的景観に選定するよう文部科学大臣宛に答申

が行われた。今回の調査成果をもとに、今後は集落

の維持、発展に向けて、住民との共働による地域づ

くりの方向性を検討していく予定である。

事務局ニュース

●春季発表会開催のお知らせ

日　　時：4月22日（土）13：30～17：00

会　　場：東京大学農学部7号館114／115教室

発表者：中島峰広氏

（棚田学会顧問　早稲田大学名誉教授）

「下々田以下の無位の田といわれた棚

田に価値を与えた人たち」

岡島賢治氏

（三重大学生物資源学部准教授）

「熊本地震による棚田と農用施設の被

災状況とその復旧の現状」

●現地見学会のお知らせ（共催：棚田環境大学）

日　　時：5月27日（土）～28日（目）

見学場所：大山千枚田（千葉県鴨川市）とその周

辺の棚田

27日：シンポジウム、交流会

基調講演：石田三示氏（NPO法人大

山千枚田理事長）

報　　告：林良樹氏（NPO法人うず

理事長）

28日：棚田見学

●棚田学会誌への投稿原稿募集

棚田学会誌（年1回7月末発行）への論文、事

例研究、報告など、随時募っています。

●平成28年度石井進記念棚田学会賞候補者を募集し

ています。〆切2017年3月31日。

※なお、春季発表会、現地見学会、学会誌投稿規

程、学会賞応募規定等、詳しくはホームページ

をご覧頂くか、または事務局までFAXでご請

求下さい。

【編集後記】

棚田は、テラス（平面となる水田）がひな壇状に

複数段連続するのが特徴です。すこし視野を広げれ

ば、地形の起伏に即して緩やかにまたのびやかに、

時には急峻に大小のテラスが展開するとともに、周

囲の山や集落などとの組合せも舞台の妙（たえ）な

のでしょう。新旧のカカシ、大地に置かれるアート

作品、音楽ホールに、草花による修岩など、各地の

棚田を舞台にした芸術活動を本号ではご紹介しまし

た。黒澤明監督の映画『夢』に出てくる「桃の節句」

の話を思い出し、このひな壇状の舞台形態と「芸

術（≒祭り）」の結びつきが頭をよぎり、興味が尽

きません。次号は、棚田そのものの芸術性に迫り

ます。　　　　　　　　　　　　　　（大澤哲志）
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