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Abstract: The objective of this study is to analyze the spatial conditions around the terraced paddy fields from the 
visitor’s point of view, in order to gaining the inputs useful for improving the conditions. The 11 sites of the Kinki 
district among the 134 sites, which had been chosen nation-wide as the most beautiful terraced landscape, were 
investigated into scale, topography, distribution of roads and buildings, visibility, circulation, accessibility, and 
availability of information for visitors. The result shows several spatial problems, such as difficulties of public access, 
shortage of parking spaces and bathrooms, and trespass of visitors to the paddy field ridges. 
 
Keywords: terraced paddy field, scenery, viewing, visitor 

 棚田, 景観, 観賞, 来訪者 
 
１．研究の背景と目的 
 農村景観は、本来、景観を意識せず生活の行為の結果生まれた

ものである。それは、多くの人を魅了し、地域の文化、歴史を表

すものである。しかし、近年では、大量生産、大量消費の社会の

流れによる海外の低価格な農産物の輸入、また農村の高齢化、過

疎化、都市化などにより農村景観の質は低下している。その様な

状況の中、近年では、棚田オーナー制の導入、棚田百選の認定(1)

に見られるように農村景観の一つである棚田の魅力が見直され

つつある。 
 この近年の動きの中で、山本、牧山、山路（2003 年）は棚田
オーナー制 1）、また、鳥越、重松（2004 年）は棚田の石積み保
全活動 2）をそれぞれ対象として、棚田景観保全にむけた取り組

みの現状把握と課題について一定の成果を挙げている。これらの

研究成果や全国的に展開している棚田保全の取り組みをとおし

て魅力が見直され、今後、棚田観賞を目的とする来訪者の数は増

加することが予想される。しかし、棚田観賞の視点からのアプロ

ーチは既往研究にほとんどみられない。山本、前中（2003 年）
は畦畔部植生の視覚的効果をとりあげ棚田景観の特性を解析し
3）、観賞の視点からの研究としても評価される。景観評価に加え、

今後は観賞のための空間条件にも目を向けることが、来訪者と地

域との関係をよりよくし、保全の必要性に対する理解をより広め

ることにつながるのではないか。そこで、まずは観賞のための空

間条件を現状把握することが重要となる。現状を把握する作業を

とおして、来訪者と地域とのよりよい関係づくりに向けた空間整

備に資する有用な知見が得られる。 
 以上より、棚田百選に選ばれ来訪者の増加が予想される全国

134箇所のうち近畿2府 4県の11箇所を対象とし、（1）地形や
配置など棚田空間の特徴をつかんだうえで、（2）交通の便、案内
表示や休憩施設の有無、動線や視点場の状況など、観賞のための

空間条件について現状を把握し、（3）整備状況や来訪者によるト
ラブルの状況についても把握し、これらの結果を総合して、観賞

のためにいかなる空間条件の整備が必要であるか、計画上の有用

な知見を得ることを、本研究の目的とする。 

２．研究の方法 
 まず、対象地域の棚田の規模や地形を把握するために、国土地

理院発行白地図1：2500、農村環境整備センターホームページ4）

のデータをもとに、棚田の合計面積、棚田の枚数、棚田の平均勾

配や等高線の読み取りから地形の特徴を把握した。 

 また、1：2500の地図から、棚田、道路、建築物の配置を読み

取った。次に、観賞のための空間条件の現状を把握するために、

現地調査を行った。調査した項目は、眺望のきく場所の分布およ

び棚田の見え方、景観の質を左右すると思われる耕作放棄地と棚

田法面の素材、現地へのアクセス性として公共交通機関、道路幅

員、駐車場、観賞のための施設としてトイレ、休憩所、展望台、

誘導性として案内表示、観賞ルートの設定である。 

 以上の結果を総合し観賞のための空間条件の現状を明らかに

した。さらに、観賞に対する空間整備の実態や来訪者によるトラ

ブルの現状について、対象地域の町村役場担当者に対して聞き取

り調査を行った。この結果を加えて考察を行い、今後いかなる空

間条件の整備が必要であるか、計画上の有用な知見を得た。 

 
３．結果 
 対象11箇所の調査結果を項目別にまとめたのが表-1である。 
3-1. 棚田空間の特徴 
まず、規模についていえることは、棚田の合計面積では、最大

の乙大木谷（23ha）は、最小のあらぎ島（2.34ha）の約 10 倍で
あり、枚数では、最多の乙大木谷（988枚）は、最少のうへ山（39
枚）の20倍以上であり、百選に選定された棚田の規模にはかな
りの差があることがわかる。また、最も勾配が緩やかな乙大木谷

（1:20）から、最も急な西ケ岡（1:3）まで、勾配も様々であるこ
とがわかる。等高線については、谷にある棚田を谷形、扇状に広

がるものを扇形、棚田が二又に分かれているものを二又形とした

（図-1）。ここでの谷形とは断面図より、棚田の分布がV字とな
るもの、扇形は平面図より、棚田の分布が扇状に広がるもの、二

又形は、平面図より、棚田の分布が二又に広がるもののことであ

る。 
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【表-1】対象11箇所における調査結果一覧表 

棚田百選での名称 乙大木谷 うへ山 西ケ岡 岩座神 毛原 袖志 長谷の棚田 下赤坂の 

棚田 

あらぎ島 神奈備の郷 畑の棚田 

所在地 兵庫県 

佐用町 

兵庫県 

見方町 

兵庫県 

村岡町 

兵庫県 

加美町 

京都府 

大江町 

京都府 

丹後町 

大阪府 

能勢町 

大阪府 

千早赤阪村 

和歌山県 

清水町 

奈良県 

明日香村 

滋賀県 

高島市 

棚田合計面積 23.0ha 3.1ha 6.9ha 11.8ha 5.0ha 11.8ha 5.9ha 7.4ha 2.34ha 21.5ha 15.4ha 規

模 枚数 988枚 39 枚 126 枚 344枚 600 枚 400 枚 200枚 250枚 54 枚 315枚 359枚 

平均勾配 1：20 1：5 1：3 1：6 1：10 1：10 1：5 1：6 1：13 1：4 1：6 地

形 
等高線 扇形 谷形 扇形 扇形 扇形 扇形 扇形 谷形 扇形 扇形 二又形 

アクセス 下から 

アプローチ 

上から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

上から 

アプローチ 

上から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

下から 

アプローチ 

 

道

路 タイプ 通過型 Ｕターン型 Ｕターン型 回遊型 回遊型 回遊型 回遊型 Ｕターン型 Ｕターン型 回遊型 Ｕターン型 

 

 

配

置 
 

建築物 

道沿いに 

分散 

無 無 道沿いに 

分散 

道沿いに 

分散 

1 箇所に 

集中 

道沿いに 

分散 

無 無 1 箇所に 

集中 

道沿いに 

分散 

タイプ 1 212.5m 87.5m 162.5m 187.5m 125m 300m 112.5m 150m 12.5m 325m 275m 

タイプ 2 75m 0m 25m 437.5m 37.5m 187.5m 162.5m 50m 12.5m 587.5m 125m 

タイプ 3 37.5m 37.5m 162.5m 25m 137.5m 137.5m 50m 37.5m 12.5m 187.5m 200m 

タイプ 4 12.5m 12.5m 0m 0m 0m 0m 0m 0m 112.5m 0m 25m 

耕作放棄地 有 無 有 有 有 有 有 有 無 有 有 

 

 

眺

望

性 

法面素材 石積み  

土羽 

土羽 土羽 石積み 石積み  

土羽 

石積み  

土羽 

石積み  

土羽 

土羽 石積み 石積み  

土羽 

石積み  

土羽 

公共交通機関 

(1 時間の本数) 

無 バス 

0.5 本 

バス 

0.5 本 

バス 

1本 

バス 

1 本 

バス 

1 本 

バス 

2本 

バス 

1本 

バス 

0.5 本 

バス 

1本 

バス 

1本 

2 車線 0m 100m 0m 250m 100m 0m 225m 0m 0m 1500m 250m 

1 車線 1712.5m 150m 0m 1325m 1537.5m 1200m 1262.5m 225m 0m 650m 1837.5m 

道

路

幅

員 管理道路 不明 400m 500m 512.5m 962.5m 1162.5m 50m 687.5m 675m 3600m 3487.5m 

 

 

ア

ク

セ

ス

性 
駐車場 有：19台 無：側道 

に駐車可 

無：公会堂

に駐車可 

無：路肩 

に駐車可 

有：21台 無：路肩に

駐車可 

無：路肩 

に駐車可 

有：3台 無：路肩 

に駐車可 

無：路肩 

に駐車可 

無：路肩 

に駐車可 

施

設 

トイレ／展望台 無／無 無／無 無／無 有／無 無／有 無／無 無／無 有（仮設） 

／有 

無／有 有（仮設）

／無 

有（仮設） 

／無 

誘

導

性 

案内板／ 

観賞ルート 

有／無 有／無 無／無 有／無 有／無 有／無 有／無 有／無 有／無 有／有 有／無 

トラブル 無 オーナー 畦 無断撮影 無 無 無断撮影 作業妨害 写真家 畦 畦 来

訪

者

体

応 

対応策 無 無 無 マップ 無 無 注意書き 注意書き 無 注意書き 注意書き 

  

 

   
   谷形    扇形    二又形 
    断面形状がV字形  平面図で棚田が扇形に広がる    平面図で棚田の分布が二又に分かれる 

 
【図-1】等高線にもとづき分類した棚田の３類型 

- 92 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 4 2006年   2月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 4, February, 2006 

 

 

 さらに、配置についていえることは、道路では、棚田上部から

のアプローチ、棚田下部からのアプローチに分類でき、8地域が
棚田下部からのアプローチとなる。ここでの棚田上部からのアプ

ローチとは、地域外から来訪する際に最初に到着する地点が棚田

のある斜面の頂部のもの、棚田下部からのアプローチとは、地域

外から来訪する際に最初に到着する地点が棚田のある斜面の麓

部のもののことである。道路のタイプ分類としては、Ｕターン型、

回遊型が多くなる傾向が見られた。ここでの通過型とは、棚田を

通過するもの、Uターン型とは、棚田内の道路が行き止まりにな
っており、Uターンするしかないもの、回遊型とは、棚田内を回
遊できるように道路が走っているもののことをいう。 
建築物は、棚田と混在する場合としない場合がある。混在する

場合、集落が道沿いに分散する地域が多い。 
一方、眺望性についていえることは、視点場と棚田との位置関

係から、タイプ1：上から棚田を見下ろす、タイプ2：棚田を見
上げる、タイプ3：棚田を横から見る、タイプ4：棚田全体を見
る、という4種類に視点場からの眺望を分類できることがわかっ
た。表の数字は各タイプの眺望を得られる道路を現地で確認しタ

イプ別に計測した延長距離である。全体としてタイプ4の観賞ポ
イントが少ない傾向にあるといえる。また、上から見下ろす場合、

毛原の地域では耕作放棄地の多さが目に付いた。また、下から見

上げる場合、法面素材により見たときの印象が変わってくる。石

積みの場合は法面がはっきりと分かるが、土羽の場合は、雑草な

どによって法面が石積みほど分からないといえる。 

3-2. 観賞のための空間条件 
 まず、アクセス性のうち最寄りの駅からの公共交通機関につい

ては、全く無いところが1箇所、その他もバス便が1～2時間に
1本しかなく、いずれの棚田も公共交通機関による来訪は不便と
いえる。それでは自家用車での来訪はどうか、地域内の道路の幅

員を調べてみたところ、いずれの地域でも2車線道路は少なく、
対向車との離合が困難な1車線道路や管理道路が多くなる。ここ
での1車線道路と管理道路の違いは、アスファルトで整備された
ものを1車線道路とし、整備されていないものを管理道路とした。

駐車場については、3地域で整備の確認ができた。乙大木谷はオ
ーナー、来訪者のための駐車場、毛原は来訪者のための駐車場、

下赤坂の棚田は、地元の人、来訪者のための駐車場であった。そ

の他の地域では、まだ駐車場は整備されていない。 
 次に、施設についてであるが、トイレは4地域で確認できたが、
そのうち3地域では、仮設トイレとなっていた。また、展望台は、
3地域で確認できた。トイレの設置場所は、岩座神、神奈備の郷
は斜面の中腹に設置されている。下赤坂の棚田では斜面の頂部に

設置されている。畑の棚田では、斜面の麓部に設置されている。

展望台の設置場所は、毛原、下赤坂の棚田、あらぎ島、3つとも
斜面の頂部に設置されている。また、下赤坂の棚田では、トイレ、

展望台の両方が設置されているが、ばらばらに設置されている。 
 さらに、誘導性についてであるが、10 地域で案内板の存在が
確認できた。案内板の内容は、その土地の地名や歴史、日本の棚

田百選という文字であった。中には長谷の棚田のように案内板と

注意書きの混ざった物もあった。また、観賞ルートに関しては、

1地域のみで確認できた。確認できたのは、神奈備の郷で、毎年、
初秋に案山子を約60体、管理道路沿いに並べることから案山子
ロードと名づけられている。 
 
3-3. 来訪者によるトラブルと地元の対応 
来訪者と地元の間でのトラブルでは、来訪者の畦への侵入、カ

メラマンによる民家、人の無断撮影が地元の人の間で問題となっ

ていることが分かる。また、これらの問題の対応策として、1地
域で現地の案内マップ、4地域で注意書きが確認できた。岩座神
の案内マップでの対応は、案内板の近くにマップが自由に取れる

ようになっており、上手く来訪者の手に届くのではないかと思わ

れる。同様に、長谷の棚田では、案内板に注意書きが加えられて

いるため、上手く来訪者に伝えられると思われる。一方、畑の棚

田では、民家の壁面に注意書きが貼られているだけで、注意深く

周囲を歩かなければ、気がつかないと思われる。 
 
４．考察 
4-1. 棚田空間の特徴からいえる空間条件 
棚田の規模、地形、配置、眺望性の結果を総合して考察すると、

まず、眺望の得られる道路上の地点が限られていることがわかる。

例えば、畑の棚田では、道路全体に対する眺望のきく場所の割合

は、8.0%とごくわずかな場所でしか眺望がきかないことが分か
った。これは、畑の地域は、集落が道沿いに長く分布し視界を閉

ざしていることが要因であると思われる。また、畑の棚田に次い

で道路全体に対する眺望のきく場所の割合が少ない地域は毛原

の11.5％であった。これは、毛原の地域は耕作放棄地が多かった
ためであるといえる。また、その他の地域は、道路全体に対する

眺望のきく場所の割合は 20％～30%となった。例外は、西ケ岡
で道路全体に対する眺望のきく場所の割合は、70.0%になる。こ
れは、西ケ岡の斜面の平均勾配が 1：2.8と急なために、棚田上
部から棚田下部が見渡せるためだといえる。つまり、多くの場合、

棚田斜面の道路上のどこからでも棚田が眺められるわけではな

く、眺望のきく場所を求めてあちこち移動する来訪者の行動を生

 

 

  

 

   通過型    Uターン型     回遊型 
 

【図-2】棚田域内道路の形による３類型 
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む要因となると考えられる。 
 眺望の得られる道路上の地点が限られていることを考慮する

と、来訪者が最初に到着する地点での眺望性が重要だと考えられ

る。最初に到着する地点で眺望が得られるものは、棚田上部から

アプローチするタイプ、または、法面素材が石積みのものが挙げ

られる。 
 
4-2. アクセス性、施設、誘導性から言える空間条件 
 調査結果より、全ての地域で公共交通機関でのアクセスが難し

く、眺望のきく場所までの移動も含めて、自家用車によるアクセ

スに頼らざるを得ない現実が明らかとなった。しかし、道路の幅

員が狭く対向車との離合も困難で、地元の交通や農作業にも影響

することが予想される。加えて来訪者用の駐車場が未整備な場合、

眺望のきく場所付近での路肩駐車が発生し、これも交通の支障に

なりかねない。 
 また、駐車場、トイレ、展望台など来訪者のための整備はあま

り進んでいないことがわかった。しかし、ほぼ全ての地域で案内

板が確認できた。案内板の設置場所としては、多くが最初に到着

する地点で確認できたが、その内容は、その土地の地名や歴史、

日本の棚田百選という文字だった。案内板の中に注意書きを加え

れば、上手く来訪者に伝わるのではないだろうか。このことから、

調査対象地において、来訪者のための空間条件の整備の余地があ

るといえる。 
 
4-3. 眺望性の高い場所と空間条件との対応関係 
 展望台が設置されている3地域は全てが、眺望性の高い場所に
展望台を設置していた。また、毛原、下赤坂の棚田では駐車場も

眺望性の高い場所に設置されていたが、乙大木谷では、眺望性の

高い場所に駐車場は設置されていなかった。また、トイレの設置

場所に関しては、4地域全て眺望性とは関係が無いといえる。ま
た、岩座神では、眺望性の高い場所を知らせる、現地の案内マッ

プが作られていた。その他の地域では、眺望性の高い場所がある

のだが、地元の人しか知らない場所や、駐車場、駐車可能地域か

ら離れた場所のあるという地域も確認できた。これらの情報を上

手く来訪者に伝えるためにも、展望台の設置や案内マップの配布

などによって眺望性の高い場所が来訪者にすぐわかるよう工夫

をする必要がある。 
 
4-4. 来訪者によるトラブルと地元の対応をふまえて 
 来訪者と地元の人との間でのトラブルについては、来訪者が畦

に入るといった、棚田の維持に関わるもの、カメラマンの無断撮

影による地元の人のプライバシーに関わるものが上げられる。こ

れらの解決策としては、注意書きで注意をうながす。または、展

望台によって、眺望性の高い場所、撮影可能な場所を示すことが

有効であるといえる。 
 
５．結論 
・棚田斜面の道路上のどこからでも棚田が眺められるわけで 
はなく、眺望のきく場所を求めてあちこち移動する来訪者 

の行動を生む要因となると考えられる。 
・来訪者が最初に到着する地点での眺望性が重要だと考えられる。 
・最初に到着する地点で眺望が得られるものは、棚田上部からア

プローチするタイプ、または、法面素材が石積みのものである。 
・全ての地域で公共交通機関でのアクセスが難しく、自家用車に

よるアクセスに頼らざるを得ない。 
・駐車場、トイレ、展望台など来訪者のための整備はあまり 
進んでいない。このことから、調査対象地において、来訪 
者のための空間条件の整備の余地があるといえる。 
・地元の人しか知らない眺望性の高い場所や、駐車場、駐車可能

地域から離れた眺望性の高い場所。これらの情報を上手く来訪者

に伝えるために、展望台の設置や案内マップの配布などによって

眺望性の高い場所が来訪者にすぐわかるよう工夫をする必要が

ある。 
 
６．今後の課題 
 来訪者の行動追跡調査、地元住民、来訪者に対する意識調査な

どで今回の調査の実証が必要であることが浮上した。さらに、地

元住民、来訪者の棚田に対する認識の違いの調査、比較すること

により、両者の視点から棚田景観の空間条件の整備に向けた有用

な知見を得ることも今後の課題である。 
 
補注 
(1) 農林水産省は、1999年7月「日本の棚田百選」134地区（117
市町村）の認定を行った。これは、学識経験者により構成さ

れた「日本の棚田百選」選定委員会が、1）営農の取り組みが
健全であること、2）棚田の維持管理が適切に行われているこ
と、3）オーナー制度や特別栽培米の導入など地域活性化に熱
心に取り組んでいることを基準とし、各県から推薦を受けた

棚田の中から選定したものである。 
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