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隈ノ上川流域における山村景観と集落空間構造

河村　麻未

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

 近年、各地の農山村地域において、人々の生活を通

じて自然との関わりの中で形成された景観の保護に関

心が高まりつつある。わが国では 2004（平成 16）年

に制定された「景観法」のもと山村集落の景観に関し

ても景観構成要素の抽出から保存・検討によって景観

保護事業が推進されている。

　しかし、山村集落の空間には景観をつくり出す仕組

みが存在し、その外観は時代とともに変容してきた。

そのため、望ましい景観保存を考える際、集落空間の

変容や構造を含めて景観を理解する必要がある。

　そこで、本研究では集落空間構造の復元的考察に基

づく山村景観の考察を目的とする。

1-2. 対象地概要

　対象とする福岡県うきは市浮羽町新川・田篭には筑

後川の支流である隈ノ上川が流れ、その谷に沿って山

村集落が展開する。対象地域には新川の栗木野区・本

村区・分田区、田篭の馬場区・日森園区・美住区・中村区・

注連原区という 8行政区が存在している（図 1）。

2. 新川・田篭の景観構成要素からみる現在の景観

2-1. 現在の景観構成要素

(1) 水系

　隈ノ上川を軸に鹿狩川を始めとする谷川が山から流

れ込む（図 2）。さらに隈ノ上川・鹿狩川を起点に等高

線に沿った水系も展開する。

(2) ミチ

　現在の主要な道路を抜き出す（図 3）。隈ノ上川の谷

を走る県道朝田日田線が新川・田篭を貫き、県道から

複数の道路が枝分かれするツリー構造である。

(3) 宅地

　隈ノ上川の谷に沿って展開する（図 4）。その分布か

らは新川・田篭という二つのまとまりがみられる一方、

集落には明確なまとまりがなく、連続的に展開する。

(4) 農地

　隈ノ上川と谷川に沿って展開する（図 5）。集落域を

越えて途切れなく分布しているが、新川・田篭の境界

を越えた展開はみられない。

―浮羽町新川・田篭を対象として―
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の地籍図から水系と農地を復元すると、当時から堰堤

による農業水利が存在していたことが確認できる。こ

の地域では厳しい地形の中で、古くから川にいくつか

の「堰」と呼ばれる取水口を設け等高線に沿うように

緩やかに標高を下げながら「井手」と呼ばれる水路を

通し、その標高差を利用して川よりも標高の高い農地

へ配水してきた。

　新川・田篭における明治期の井手・堰とそこから配

水される農地を抜き出す（図 8）。堰・井手の展開と農

地の分布をみると、農地のかなり上流から取水してい

ることがわかる。

(1) 新川の井手

　新川では長距離にわたって井手が展開する。まず、

上井手・下井手、橋詰発電所水路、田代井手は集落の

領域を越え、複数の集落の農地にかけて配水している。

そして、桃迫井手は田篭の馬場から村の境界を越えて

三寺拂の農地へ引かれている。また、栗木野の農地は

妙見より上流の農地から連続して展開していながら鹿

狩川や山間部の人工的な溜池である堤を水源としてお

り、農業水利において他の集落から独立していること

がわかる。このように新川では隈ノ上川と鹿狩川とい

う二つの水系の軸に沿って長距離にわたる水の動きが

見られる。

(2) 田篭の井手

　田篭では新川で見られた長距離の井手はなく、比較

的短距離の井手が多数引かれている。これは隈ノ上川

の上流に位置する田篭の地形が新川よりも入り組んで

おり、川の流れにうねりが多いことと関係していると

考えられる。井手の展開と集落の領域との関係をみる

と、短距離の井手においても集落の境界を越えた展開

がうかがえる。したがって、田篭では隈ノ上川の入り

組んだ流れに対し、短距離の井手を集落の領域を越え

て多数設けることで対応していることがわかる。

3-2-2. 井手の管理

　井手の管理の一つに、田植え前に井手の草刈りや土

の除去を行う「カマアゲ」がある。「カマアゲ」はそ

2-2. 隈ノ上川流域の現在の景観

　以上の景観構成要素から、地形に沿って展開する水

系、新川・田篭というまとまりを保ちながら谷に沿っ

て途切れなく広がる民家・棚田、集落や山を貫く道路

といった現在の景観の構成をみた（図 6）。

3. 集落空間構造の復元的考察

3-1. ミチの復元

3-1-1. ミチの構造変化

　明治初期の地籍図から隈ノ上川流域における当時の

主要なミチを抜き出した（図 7）。現在のミチが枝分か

れによるツリー構造であるのに対し、明治初期のミチ

は隈ノ上川の谷を走るミチを中心として環状にミチが

展開するループ構造であることがわかる。

3-1-2. ミチの構造変化による領域の変容

　隈ノ上川流域のミチは、地形に沿って谷と山を巡回

するループ構造から新川・田篭の集落や山を貫くツリ

ー構造へと変化した。その背景として、人の移動が徒

歩から車へと変化し、交通の効率が優先されるように

なったことが考えられる。このことから、現在のミチ

が谷に沿って線的に展開する集落の領域から効率的に

村や集落どうしを結ぶミチであるのに対し、かつての

ミチは山間部までより面的に展開していた集落の領域

の中で生業や屋敷をネットワーク的に繋いでいたと考

えられる。その結果、かつて山越えのミチで繋がれて

いた新川・田篭の境界のように、ループ構造のミチと

領域との対応をみることができる。

3-2. 水系と農地の復元

3-2-1. 堰と井手による水利

　隈ノ上川は筑後川水系の中小河川の中でも古くから

灌漑面積が広く利水率の高い河川であり、現在多数の

堰堤の造築による農業水利を見ることができる。明治

図 7　明治期のミチの構造

新川 田篭

図 8　隈ノ上川流域の井手と堰による農業水利と棚田景観

栗木野 妙見

本村
金井原

分田 三寺拂

栗木野下井手

栗木野上井手

田代井手

上井手
下井手

桃迫井手

井手

農地

集落の領域

加知木井手

日森園井手

原園井手

注連原井手

中村井手

馬場
一ヶ瀬

小間坊 日森園
中村

注連原

堰

隈ノ上川

鹿
狩
川

新川 田篭

隈ノ上川沿いに伸びる井手 井手の取水口 堰

田代井手

上井手
下井手

井手の展開と棚田景観



8-3

4-1. 集落空間構造の復元的考察

4-1-1. 水系と屋敷配置

　水系と屋敷配置の関係を比較する（図 9・図 10）。

現在の本村区では隈ノ上川付近に屋敷が分布する。明

治期の水系と屋敷配置をみると、妙見では隈ノ上川に

平行に走る井手付近に屋敷が分布している。一方本村

では隈ノ上川に直交して合流する谷川付近に屋敷が分

布する。このことから、二つの集落が形態の異なる水

系を基盤としたことで、妙見・本村では全く別の集落

形態が展開したと考えられる。

4-1-2. ミチと屋敷配置

　本村区では 1926（大正 15）年頃に県道更正工事が

行われ、ミチの改変が起きた（図 11・12）。現在の本

村区では県道に沿って屋敷が連続している。明治期の

ミチと屋敷配置をみると、妙見・本村の二つの集落に

共通して往還・集落への引き込みミチ・各屋敷へのア

プローチというミチの構成が見える。妙見では往還か

ら伸びる複数の引き込みミチからアプローチが展開す

る。一方本村では往還から谷に沿って伸びる一本の引

き込みミチからアプローチが伸びている。いずれの集

落でも引き込みミチに沿って屋敷が展開し、地形に対

応して展開するミチに沿って集落が展開している。

の井手を利用して耕作する「関係者」によって行われ

る。そのため、集落の領域を越えて伸びる井手は複数

の集落によって共同で管理され、集落の領域を越えな

い井手は集落単位で管理される。共同で管理される新

川の上井手・下井手では「カマアゲ」の日時は井手単

位で決定されるが、関係者は各々の集落付近の井手を

整備し、それを複数の集落で行うことによって一本の

井手を整備しているという。また田篭では、井手が集

落の領域を越えて展開しながら、一本の井手が配水す

る農地の関係者のほとんどが同集落に属するため、結

果的に集落の単位を基礎として管理されている。

3-2-3. 農業水利からみる棚田景観

　以上、地形に沿って様々な単位で維持される農業水

利から、集落の領域を越えた水の動きが生み出すダイ

ナミックな領域が浮かび上がった。このように、この

地域に広がる棚田景観は農地の分布以上に広域に展開

する領域の中で生み出されている。

4. 本村区における景観の考察

　本章では新川の本村区を対象として、明治期の集落

空間構造の復元からこの区域の山村景観を考察する。

本村区は妙見・本村という二つの集落によって構成さ

れ、現在一つの行政区として扱われている。
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(3) 参道の変化

　高御魂神社では参道の起点にある鳥居の位置が県道

更正によって川沿いから県道沿いに移った。現在県道

から神社の本殿へ伸びる参道が明治期には往還から伸

びており、川沿いの往還から集落へ引き込みミチが伸

びるミチの構造において参道も例外ではなく、妙見の

ミチの構造の一部であったと考えられる。

4-3. 妙見・本村の景観

　本章では、本村区という一つの行政区における集落

空間構造の復元から、連続する景観の中に浮かび上が

る妙見・本村という二つの集落の領域をみた。妙見・

本村はそれぞれの地形に起因する水系の形態とミチの

展開の違いによって異なる集落形態が形成され、集落

空間には明確な領域が存在する。よって、棚田・民家・

河川といった景観構成要素によって一様に扱われる本

村区の景観の本質には集落を単位とした空間構造と領

域からなる妙見・本村の景観があるといえる（図 15）。

5. 隈ノ上川流域の山村景観

　以上、景観構成要素の集合として扱われる景観を集

落空間構造から読み解いた。隈ノ上川流域には、かつ

て面的に広がっていた集落を繋ぐネットワーク状のミ

チの展開や集落の境界を越える水の動きのようなダイ

ナミックな領域の展開がみられる。その一方で、集落

単位の構造からは現在の行政区とは異なる集落の領域

が浮かび上がる。このように隈ノ上川の山村景観は、

景観構成要素の分類や分布からは読み取ることのでき

ない多様な領域の重なりの中で生み出されている。

4-1-3. 農地の分布と集落の領域

　本村区には古くから本村・谷竿・春園・田代という

四つの字に農地が展開していた。現在の農地の所有か

ら、本村・谷竿は本村の農地であり、春園・田代は妙

見の農地であることがわかった。本村の農地は分田区

の田篭との境界付近から引いた水が上井手・下井手に

よって配水され、妙見の農地は分田区の本村区との境

界付近から引いた水が田代井手によって配水される。

このように、新川のダイナミックな農業水利の中で農

地にも妙見と本村という領域を見ることができる。

4-2. 空間の変容

本項では、前述の集落空間構造の復元を踏まえた集

落空間の変容をみる（図 13・14）。

(1) 地形の変化

　県道更正以前、この区域はミチの起伏が激しく坂道

が連続しており、「チャビンゴロ」と呼ばれていたと

言われる。このことから、本村区を貫く平坦な道路が

開通したことによって二つの集落の地形的な境界が希

薄となった現在の空間と比較して、明治期の妙見と本

村の領域は地形から見ても明確に分かれていたと考え

られる。

(2) 橋の変化

　本村区には本村橋と妙見橋という二つの橋がある。

　本村橋は妙見と本村の境界に位置する。この橋は県

道更正以前は現在よりも 2m ほど低い位置に架けられ

ていたが、県道更正によって現在の県道と同じ高さ・

幅の橋に架け替えられた。

　妙見橋の地点は元来、大きな石を人間の歩幅程度

の間隔に川中に並べ水面から出た石を飛びながら渡る

「飛び石」であった（図 16）。1955（昭和 30）年頃に

川沿いの往還の高さに木橋が架けられ、さらにミチが

拡張された 1979（昭和 54）年に現在のコンクリート

橋が架橋された（図 17）。この変遷から、かつては川

の一部であった「飛び石」から地形に沿って川を渡す

「木橋」を経て、現在道路の一部となった橋の変容を

見ることができ、川による境界がかつては明確に存在

していたと考えられる。
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図 17　木橋イメージ図 16　飛び石イメージ

図 15　妙見 ・本村の景観
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