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秋吉台西台上のウバーレに展開する農村景観の考察

-江原集落の景観描写を通して -

吉田　優子

写真 1　江原集落の風景

図 1　研究対象地と周辺の断面図 図 2　江原集落図
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1.2．江原集落の概要

　集落内にある文献 3）によると 17 世紀前半に，現在

の寺付近から集落住民の先祖の入植が始まったとされ

ている。集落北部の南向き斜面の「屋敷」や「東屋敷」

といった小字名からも , 集落が北側から発展した様子

がうかがえる。

　藩の地誌である『防長風土注進案』（1841 年）には，

「水利が悪く稲作ができず畑作ばかりで困窮者の多い

村」という記述がある。一方で , 周辺地域では，人口

規模が突出して大きな集落だった 4）。集落内に大庄屋

は無かった。

1.3．江原集落の現在の空間構成

　集落は，南北に約 600m, 東西に約 200m, 標高差約

40m のウバーレの低い部分に位置する居住域と , その

1．はじめに

1.1．研究の背景と目的

　山口県美祢市秋芳町江
よ わ ら

原集落は , カルスト台地であ

る秋吉台の西台上のウバーレ 1）に展開する集落であ

る。写真 1 は，近辺の市街地から江原集落を訪れる際

にはじめに目にする風景である。ウバーレの複雑に窪

んだ地形の低い部分に , 建物が様々な方向で密集し，

その周囲を山が囲む景観が特徴的である。

　今日の日本において，景観は物理的で可視的な眺め

のみでなく，眺めを成立させている仕組みや歴史も重

要視され，耕作地や生業，水利や住居，交通網などの

要素を一体的に捉えた景観として保護する傾向にあ

る。本研究では，景観を上述のような意味を含んだも

のとして扱い，カルスト地形に立地する屋敷の集合と

山によって形成される江原集落の農村景観の把握を目

標とする。そこで，現在の景観の構成と形成の背景に

ついて領域ごとに描述・分析をする。なお，扱う情報

は，2015 年から 2016 年にかけて実施した集落空間と

建物の実測調査 2），2016 年 10 月から 2017 年 1 月にか

けて実施した現在の集落内の建物の概観や地形の観

察，集落住民への聞き取り，文献から集めたものであ
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周りを囲む山林で構成される（図 1）。居住域は , 屋

敷地と畑地から成る（図 2）。集落内ではドリーネ 1）

を利用した畑地や，石灰岩の露出があり，細部にもカ

ルスト地形を思わせる要素がある。以後，山林と畑地，

居住域の景観と屋敷地 , 建物群の順に考察を進める。

2．集落内の耕作の変遷と景観の変化

　まず , 集落の全体的な耕作について , 西台全体の傾

向と , 居住域の畑地の様子を含めてまとめた上で , 生

業の変化がもたらした集落景観の変容について考察す

る。

2.1．集落内における耕作の変遷

　田圃　カルスト台地上にある江原集落には，十分な

地表水がなく，稲作には不向だった。集落内では，明

治期の地籍図から，もっとも標高の低い場所で一時期

田圃を作ったことが読み取れる。現在は畑地や植林地

として利用されている。集落外では , 集落の南にある

ドリーネを利用した田圃や , 明治期から大正期にかけ

てカルスト台地のふもとに購入した田圃で耕作をして

いた。

　畑地　近代期に田圃を入手するまでは，畑作を中心

とした生業をしていた。江戸時代から麦などの穀物，

根菜類，豆類，煙草などの水はけがよく，痩せた地質

でも栽培できる作物を生産し，周辺地域で行商してい

た。また , 馬の育成を行う家もあった。近代初期の養

蚕を経ると，1940 年から 1980 年ごろは葉煙草の生産

が盛んになった。煙草の生産の終了後は，農閑期に煙

草乾燥小屋を利用して行っていた椎茸の生産に移行し

た。根菜類や豆類の生産を継続し , 時代の流れに合わ

せた商品作物を栽培している。

　山　西台では江戸時代より，馬の育成や放牧，石灰

石などの鉱山資源の小規模な採掘が行われていた。

2.2．山林と畑地の景観の変化

図 4　造成地の連続による地形 1（緩勾配部）

図 5　造成地の連続による地形 2（急勾配部）

1963 年 2016 年

図 3　山林と畑地の領域の変化

（国土地理院撮影の空中写真（1963 年撮影）と google 

earth(2016 年撮影）の情報から作図。/下図：地籍図，国土

地理院基盤情報より作成。）
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　山林と畑地による景観が大きく変化したのは，煙草

の生産が終了した 1990 年以降である。1960 年代には

標高の高い位置まで広がっていた畑地は，2016 年現

在，大幅に面積を減らし，集落域まで植林が進んでい

る（図 3）。また，山林の植生に着目すると，昭和初

期には松が植えられていた山林の内側に，畑地の単位

で植林が進み，杉，竹，広葉樹などの植生の違いや植

林の時期の違いで表情が異なっている。

　このように , 集落景観は畑地の増減や山林の植生に

よって大きく変化している。

3．居住域の分析

3.1．居住域の空間構成と屋敷地

　居住域は，斜面というよりは石垣を積むなどして造

成した屋敷地の連続で，屋敷地の間に畑が分布してい

る（図 4，図 5）。道の構成は集落中央を南北に走る道

から数本枝分かれする程度で簡単である。階段はほと

んど見られず , 急な斜面は急勾配の坂になっている。

屋敷より少し高い場所には，寺や神社，各家の墓や共

同墓地がある。

3.2．屋敷地と屋敷の建物

　1940 年の大火では集落の大部分の建物が焼失した

が，翌年から順次再建された。一方で , 屋敷地の形状

は , 明治期の地籍図で地目が宅地の筆と , 現在の屋敷

地の形状を比較すると , あまり変化が見られない。す

なわち , 建物の配置は変化した可能性もあるが , 屋敷

の立地は大火前後で大方変化していないと考えられ

る。以下は , 地形や屋敷地と , 現在の建物の配置の関

係についての考察である。

3.3．地形と建物の配置関係

　多くの山間部の集落のように，一方向の斜面に住

居が分布するのではなく，江原集落は複雑な窪地状

の地形に住居が分布する。しかし，ホンヤ 5）の玄関

のある方向をオモテとすると , ホンヤは基本的に南向

きで , 建物が斜面を背後にするように東西をとる。屋
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敷地の北側で道に面している場合でも , ウラである道

に対しては閉鎖的で , 迂回してホンヤには南から入る

（図 6）。しかし , 実際に住民やその親しい友人の使う

通用口は道を向いている。

3.4．屋敷地と建物の配置関係

　屋敷地の境界は，隣地との高低差や , 屋敷地の間に

ある溝である。地割は整頓された形状ではなく，地形

や道の形状に影響を受けているようにみられる。

　屋敷地内では石垣などで止めた土台にゆとりなく建

物が並ぶ。ほとんどの屋敷で , ホンヤとナガヤは直列

または直行して並ぶ。直列で並ぶ場合は , 釣屋を設け

て建物同士をつなげるような形態と , やや前後させて

ナガヤ前の作業空間を広くする形態がある。

3.5．居住域の景観と建物のまとめ

　居住域の景観は , 屋敷地とその間にある畑で構成さ

れている。屋敷地は , 明治期には現在と同じような形

状をしていたと考えられる。ホンヤは南向きを基本と

しているが，斜面の向きに合わせて東西に向いてい

る。屋敷内の配置に着目すると，ホンヤの向きに合わ

せて，ナガヤは直列か直行して配置される場合がほと

んどで , 統一性がある。つまり , ウバーレの形状が ,

建物が複雑に配置されている印象を与える。

4．建物群の分析

　大火後の建物の再建の際には，各々が持つ山から木

を切り出し，屋敷地の近隣で製材をしたという。その

ため，現存するホンヤやナガヤの多くは 1941 年から

図 8　典型的なナガヤの例

①茅葺屋根のホンヤ（大火前から）　断面図 1/400

①茅葺屋根のホンヤ（大火前から）　平面図 1/600

①茅葺屋根のホンヤ ②瓦葺き入母屋（二段）のホンヤ ③瓦葺き入母屋（一段）のホンヤ

断面図 1/400 立面図 1/400

平面図 1/400

②瓦葺き入母屋（二段）のホンヤ　断面図 1/400

②瓦葺き入母屋（二段）のホンヤ　平面図 1/600

図 7　ホンヤの例

竹田キミエ邸　1/200　2016/03/07 藤村愛子邸　1/200　2016/03/10

1960 年代頃に建設されたもので，その他の付属屋も

同時期またはそれ以降に建設されたものだと考えられ

る。

　現在の屋敷は，基本的にホンヤ，ナガヤ，その他ガ

レージや葉煙草乾燥小屋などの付属屋，畑・庭，天水

を溜めるサイロや水槽，井戸などの上中水設備で構成

されている。

4.1．屋敷の構成要素

　ホンヤ　6 畳から 8 畳ほどの居室で構成される四間

取りを基本とし，オモテに縁，ウラに台所などが付加

されている。土間には床が張られ，居室化している場

合もある。屋根の形状は大別すると茅葺で寄棟（①），

瓦葺きで入母屋二段（②），入母屋一段（③）のもの

がある（図7）。大火前から残るホンヤはすべて茅葺で，

大火後に建設したホンヤは多くが瓦葺きだが，茅葺き

も少なからず建設された。

　ナガヤ　周辺集落でも，屋敷には同様なナガヤがあ

るが，江原集落では，54 戸のうち 43 戸がナガヤまた

はナガヤと同程度の規模の付属屋を有する。近年ナガ

ヤを撤去した家もあるので，以前は現在よりもナガヤ

一

一

図 6　集落域の構成概念図

林

吸い込み穴

N



4-4

を持つ割合は高かった。多くのナガヤは，一階を作業

場と牛や馬の駄屋，物置，二階を居室または作業場と

している（図 8）。

　開口部の多い表側の軒は深く取り，少ない柱と太い

梁，出し桁で構成する。軒を支える梁や出し桁の意匠

は建物により様々で，出し桁に丸太を用いたり梁を支

える持ち送りや斜材に装飾を施したりしている（図

9）。現在，無柱の軒の下は自動車の駐車や作物の乾燥，

作業場所として利用されており，家畜を飼育していた

時も使い勝手が良かったと想像できる。

　煙草乾燥小屋　全国的には，集約化に向けて改良し

た乾燥小屋が普及する 1960 年代以降も，江原集落で

は，2 間× 2 間程度の小規模な煙草乾燥小屋が各家に

建設された。現在も物置や椎茸の乾燥小屋として，用

途を変えて集落内に残る。

　上中水設備　飲料水は井戸水，生活水は天水を利用

していた。井戸水が得られない家では共同井戸や近隣

の井戸のある家に水を汲みに行っていた。天水を溜め

るコンクリート製のサイロや水槽には，ホンヤの樋か

らの水が伝うようになっている。現在も屋敷や畑地に

はサイロや水槽があり，水が溜められている。

4.2．建物群の景観

　このように，ナガヤの軒の意匠に見られる個人の表

現もあり，細部に着目すると相違もあるが，江原集落

内には，同じような規模，外観をしている建物が多く

存在している。

5．おわりに

　本研究では，江原集落の景観を捉えることを目標と

【注釈】

1） カルスト地形において，岩石の地面が溶食されてできる凹

地をドリーネといい，複数のドリーネが連接した大きな凹地を

ウバーレという。さらに溶食が進行し，広がったものをポリエ

という。

2） 山口大学・九州大学が共同で実施した集落図と屋敷，建物

の実測の現地調査。

3） 稗田雪崖著，『長門國美禰郡別府江原村篠邨家系譜並二過去

帳』，1903 年：当時の集落の言い伝えや資料を基に作成された。

4） 同書には，他の小村が 4 ～ 31 戸であるのに対し，江原は

84戸という記述があった。

5） 当地域では ,主屋のことをホンヤ ,複合的な機能を持つ付

属屋のことをナガヤと言う。
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図 10　部分集落透視図
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した。ウバーレの縁に続く畑地と山林では，汎用性の

高い土地利用により，その景観は大きく変化した。居

住域では，ウバーレの特異な地形によって複雑に密集

している印象の強い風景をもつ。一方で，屋敷単位に

注目すると，南向きを基本としたホンヤとナガヤをも

つという規模と構成要素に共通性が確認できる（図

10）。

　限られた湧水に頼る生活では，人力による水の移動

があり，密集して居住することは合理的であったと考

えられる。川や水路といった地表の水利システムが存

在しない江原集落では，地形や方角が景観構成要素の

形成に強い影響を与えている。写真 1 の風景は，水の

制限された環境下において人々が暮らしてきた様子を

表出している。

図 9　ナガヤの軒
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