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Abstract 

 The yato-landscape, which is one of the traditional agricultural landscapes of Japan, is 

being lost due to various recent developments and reconversions of an agricultural 

management. This research, about a yato-landscape in Ichinomiya-cho, Hoi-gun, 

Aichi-prefecture, were mainly on the basis of field works, old documents, interviews 

with inhabitants and aerial photographs. The resulting data of the landscape, which 

had no historical photographs, were shown as visual image pictures in some 

particular epochs for the landscape. It was clear that the yato-landscape has been 

strongly influenced by the external pressure, such as the Second World War, 

reducing policy of the acreage under cultivation of rice, and pine wilting disease. 

The methods of analysis and expression of the landscapes as visual images was 

useful to consider such local environments. 
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1.はじめに 

谷戸(ヤト)とは、丘陵地が開析されてできた小さな谷のことである。谷戸は、農耕土

木技術が発達する戦国･近世時代以前は、最も好まれた農耕適地であった(樋口，1981)。

主に水田として利用され、それら水田は谷戸田と呼ばれた。谷戸田は小規模な段々畑す



なわち棚田であるが、両側の尾根によって日光が遮られるようなところが多く、したが

って日照時間も短く水も冷たい。水利は基本的に天水と溜池である(刈田，1997)。谷戸

田の利点は、水利開発が容易であり、かつ作物生産高が安定していることである(玉城，

1974)。大きな河川ではないため、大規模な治水工事を必要としない。また、周囲が台地

や丘陵に囲まれているので、水田の独立性が強く、水源が常に確保されている。 

谷戸田を囲む斜面林は、薪炭林や用材林として利用された。斜面林の落葉かきや芝刈

りで集めた落葉落枝なども、燃料や肥料として利用した。肥料とする場合は、堆肥にし

てから田畑へ撒くか、あるいは直接鋤き込んだ。 

谷戸には、谷戸口の山裾の微高地に住居が建てられる場合が多い。丘陵から湧き出る

清水を生活用水として確保することができ、また微高地であるため過湿や水害を避ける

ことができるためである。 

このように、谷戸地形の利用の仕方は自給自足的な生活を基本としており、その生活

様式は世代を超えて引き継がれてきたものである。そして、谷戸が隣接してできた集落

では、谷戸の自然環境を活かした生産活動によって、長期間一定の人口を維持していた

(刈田，1997)。このような谷戸景観は、自然環境を持続的に利用する様式によって成立

しており、日本の原風景の一つともいえる。 

高度情報化社会が進むにつれて、農村の持つ半自然の特質を｢人間性回復の場｣として

求める傾向が都市の住民に見られるようになった(武内ほか，1990)。農村の景観とアメ

ニティに対する関心が高まるなか、先進的なドイツの農村では、自然や景観の保護と再

生が急速に行われ、緑豊かな、質的に高い生活空間が再現されるようになってきている

(横山，1995)。谷戸景観は、このように重要性が再認識されつつある農村風景の一つで

あるにもかかわらず、諸開発や農林政策の変化により全国的に失われつつある。現存す

る東三河の谷戸景観を調査して記録することは、今後同様の形態をした他の地域環境を

考える際の基準となりうる。 

環境を景観という観点で分析するとき、そのスケールによって調査対象は変わってく

る。スケールが大きくなるほどに、その特徴は人間の日常生活の感覚とは疎遠なものに

なる。そこで、人間が普段の生活において実際に景観として認識できるスケールに注目

した。それは、現地に立って見渡せる程度の広さであり、このような範囲が景観の最小

基準単位として適切であると考えた。谷戸景観はこの条件を満たしている。そして、谷

戸には水田、斜面林、住宅といった様々な要素があるため、谷戸景観を調べることで様々

な土地利用の形態とその相互作用の関係を見ることができる。 

谷戸と言われるような地形を｢谷地｣｢谷津｣と呼ぶこともある。谷戸は、｢谷の戸｣つま

り谷の入り口を意味する。谷地は「谷間の土地」を表すものであり、谷津は｢谷｣を｢やつ｣

と呼んだ古代の方言の名残である(武光，1997)。このように谷戸は地域によってその呼



び名が変わる。今回調査した東三河では、谷戸地形に対する固有の名称は見つからなか

ったが、調査地の形態が谷戸地形の定義にかなうものであるため、本研究では谷戸と呼

ぶことにした。 

本研究では東三河の谷戸を調査し、写真記録のない時代から現在までの谷戸景観の変

遷をイメージ画として再現している。そして、人間活動と景観がどのように関係してき

たかということについて考察する。 

 

2.調査地の概要 

2-1.東三河の谷戸 

豊川下流域に広がる東三河平野周縁部には、更新世の河岸段丘や扇状地が発達し、こ

れらが洪積台地を形成している(山下ほか，1988)。谷戸はこれらの地形の端に多く分布

している。 

洪積台地には新旧 3 段の段丘があり、上位段丘面は宝飯郡一宮町に最も広く分布して

いる。一宮町にある弥生時代の集落跡は主に沖積低地と台地端や段丘端に分布しており、

台地端や段丘端に集落を作っていた人々は、付近の沼地などを利用して水稲栽培を行っ

ていたと想像されている。また、寛永 18 年(1641)から元禄 6 年(1693)にかけて行われた

長山村(現在の一宮町長山地区)の開墾記録には、水田は主として一の沢、二の沢などと

呼ばれる丘と丘とのはざまに造成されたと書かれている(一宮町史編纂委員会，1976)。

これらの地形は谷戸と推測され、一宮町では古くから水田開発のために谷戸が利用され

てきたことが分かる。そして、用水不足に悩まされてきた東三河平野全域において、一

宮町と同様に谷戸地形を水田として利用した歴史があると推測できる。 

豊川用水路が完成する 1968 年以前は、東三河には豊川を水源とする松原用水と牟呂用

水の 2 本しか用水路がないために、小河川、沢水や溜池に依存する水田が 6,000ha 余存

在していたとされている(日本地誌研究所，1969)。このことから、30 年ほど前までは東

三河全体で谷戸利用が続けられてきたと推測できる。 

 

2-2.調査地の谷戸 

愛知県宝飯郡一宮町の東部、本宮山南西斜面の麓にある谷戸を調査地とした(図 1参照)。

この谷戸は日吉原と呼ばれる扇状地の扇頂の一つである。本宮山麓には北東から南西方

向へ扇状地が幾つか隣接して並んでおり、日吉原はこのなかの一つである。これらの扇

状地は、更新世中期に豊川の支流となる河川が本宮山の南斜面を開析してできたもので、

主に領家変成岩由来の堆積物からなっている。 

調査地の所有者は鈴木家である。鈴木家の初代は天正 6 年(1578)とも万治 3 年(1660)

とも言われているが詳らかではない。鈴木家住宅は、三河地方における釜屋建の構えと



しては、新城市の松沢家と並んで現存中最古の建造物と認められ、建造年代は居宅が 18

世紀初頭、釜屋が 18 世紀末と推定されている(愛知県建築士会民家調査特別委員会，

1984)。これらのことから、調査地の谷戸は 18 世紀初頭にはすでに利用されていたと考

えてよい。 

現在、この住宅には女性(大正 8 年(1919)生まれ)と男性の親子 2 人が暮らしている。

所有地の谷戸田はすべて放棄されており、谷戸田周辺の斜面林も昔のようには利用され

ていない。しかし、谷戸田放棄以前の谷戸景観を十分推測できる程度に地形が残されて

おり、当時の生活様式を伝える住人が実際に暮らしている。現在では希少な「生きた谷

戸景観」である。住人は現在も裏山の湧水を利用して飲料水や風呂水としており、斜面

林の樹木を伐採して薪割を行い、この薪やスギの枝を焚物にして風呂を沸かしている。

ただし、米作りは谷戸田ではなく平地にある水田で行っている。 

調査区域である谷戸田周辺の測量結果を図 2 に示す。測量は、巻尺(50ｍ)、クリノメ

ーターと角度計を用いて行った。長い期間放棄された谷戸田に関しては、畔が確認可能

なものを対象とした。この谷戸田は平均傾斜 1/8 の斜面にある棚田である。谷戸田の東

には幅 2ｍほどの山道があり、その行き止まりには裸地化した広場がある。 

 

3.谷戸利用の変遷 

過去の谷戸利用についての情報は、主に聞き取り調査と航空写真の解析から得た。聞

き取り調査は住人 2 人に対して対話形式で行い、女性が先代当主と結婚して鈴木家で暮

らし始めた 1938 年頃から現在までの情報を得た。航空写真は 1961、1965、1972、1973、

1977、1983、1991 と、1995 年に撮影されたもので、建設省国土地理院から購入した。 

3-1.谷戸田の変遷 

調査地の谷戸を記録した明治時代（1877）の絵図面が残されている。この絵図面は、

表紙に｢明治 10 年 8 月 絵図面  宝飯郡大木村 鈴木善平｣と書かれており、調査地を含む

一宮町大字大木字小牧と字山の奥の両地域の土地利用が、詳細に記録されている。筆者

は現在から数えて 3 代前の鈴木家当主である。同じ筆者による明治 15 年(1882)｢三河国

宝飯郡大木村六千分之一縮図大略｣もある。1873 年に地租改正法が公布されたが、この

ように 2～3 種類の地図が作られるのは、改租事業に関連して制作された各県の地籍図に

見られる傾向である(桑原，1992)。これら絵図面も地租改正法に基づいて作成された地

籍図の写しと推測される。地租改正法に基づく改租事業では、一筆ごとの実測地籍図に

基づいて、さらにその検査がなされた。よってそれら地籍図の精度は比較的高いといえ

る。 

調査地の谷戸田は地籍番号の異なる2区画からなり、絵図面では分けて描かれていた。

それらを一つにまとめた図と、現在の谷戸田(跡)の測量結果(図 2)を対比させて図 3 に



示す。それぞれ対応すると考えられる 4 つの区画に分けた。区画 A は各谷戸田の形状が、

区画 B と区画 D は谷戸田全体の輪郭が、それぞれ絵図と測量結果でほぼ一致する。だが、

区画 B と区画 D は、測量結果の各谷戸田は絵図面に比べて面積が大きく、形状も直線的

である。区画 C に関しては、谷戸田全体の輪郭も変わっていることから、周囲を新たに

開墾したと推測できる。これらの変化は耕地整理事業に関係していると考えられる。耕

地整理事業は、生産力の増大や労力の軽減を目指して区画整理や灌漑排水などの土地改

良を行った事業であり、明治 20 年代(1887～)から盛んに行われた(玉城ほか，1974)。 

聞き取り調査によると、1938 年には既に現在の形状になっており、区画 A は放棄され

てササなどが繁茂していたという。また、先先代当主の妻も区画 A で稲作をしたことが

なかったという。以上のことから、鈴木家では 1877 年から 1920 年頃までの間に A 以外

の区画で耕地整理を行ったと推測できる。区画 A が放棄された時期は定かでない。 

1938 年以降の谷戸田の変遷を図 4 に要約し、詳細を以下に述べる。 

1938 年頃までは図 3 の 20 番を除くすべての谷戸田で稲作が行われていたが、1938 年

から 1945 年にかけて、一部の谷戸田（図 3 の 6～16 番）で転作して煙草栽培を行った。

煙草は主に戦争従事者に販売することを目的にしていた。この煙草栽培地は、戦争終了

と共に再び水田に戻された。鈴木氏はその理由として、日本専売公社により煙草栽培が

禁じられたこと、米の増産を優先させたこと、過湿であるため煙草栽培に向かなかった

こと、戦争のため働き手が足りなくなったことなどを挙げた。なお、谷戸田を畑作利用

する場合は、畔を切って溜水を流し、乾燥させてから行ったという。 

第二次大戦後から 10 年間(1945～55)は食糧難の時代であったため、イノシシの害が大

きくて生産力の低い土地(図 3 の 17～19 番)も水田利用されたが、社会が安定してくると

共に放棄された。また、同様の理由で二毛作も行われ、中ほどの谷戸田(図 3 の 11～14

番)の内の一枚を使い、冬に野菜を栽培していた。 

1970 年代に入ると、谷戸田の利用は大きく変化する。1965 年から 1972 年の間に半分

近い谷戸田(図 3 の 9～16 番)が放棄された。これは 1970 年に米の供給過剰の抜本的措置

として実施された米生産調整政策の影響である。この政策の結果、全国で水田の放棄や

転作、商業や工業利用を目的にした開発などが行われた。全国の水稲の総作付面積を比

較すると、1968 年で 313 万 ha だったのが 1973 年には 257 万 ha に減少している。これ

は主として生産調整の結果といえる (大島ほか，1975)。鈴木家では、減反に対する政府

の要求が年々強くなったため、イノシシの害がある谷戸田を放棄することにした。 

1973 年から 1977 年には休耕田とした谷戸田(図 3 の 11～14 番)で、切花の収穫を目的

としてモモ栽培がなされた。しかし、土地が湿潤であるため育ちが悪く、栽培は断念し

た。 

1979 年から 1983 年の間には、減反の要求が更に強まったため、湿潤で機械を入れるこ



とができない谷戸田(図 3 の 1～4 番)を放棄した。その後、栽培条件の良かった残りの谷

戸田(図 3 の 5～8 番)も、同様の理由で 1995 年より前に放棄された。 

 

3-2.斜面林の変遷 

谷戸田周辺の斜面林の変遷を表 1 に要約し、利用の歴史に基づいて斜面林を図 5 のよ

うに区分けした。詳細を以下に述べる。 

1938 年頃に所有地西部のアカマツ林で伐採を行った（図 5 の区画(A))。この区画は当

主一代につき一回程度伐採を行う薪用林として利用されていた。これより前の伐採は

1910 年以前だったという。樹種や太さに関わらず伐採し、それら木材は割木にしてすべ

て販売した。ただし、鈴木家が暮らす一宮町大字大木字小牧と山の奥の両地区では、ス

ギ、ヒノキとヤマモモは勝手にきってはならないと昔から言い伝えられていたことから、

この区画にあったヤマモモはこのとき伐採しなかった。禁止する理由は、スギとヒノキ

は用材として価値が高いため、ヤマモモは果実が食用となるためである。当時は私有地

であっても地区の財産として残す慣習があったという。 

伐採したアカマツの直径は太いもので 20cm 程度だった。アカマツに混じってコナラな

どの落葉広葉樹が少数散在していたが、コナラは燃料として優れているためアカマツよ

り高い値段で売れた。自家用の薪は販売用とは別に住居近くの落葉広葉樹を利用し、必

要に応じて伐採していた。伐採当時の戦況はまだ悪化しておらず、住人の生活も安定し

ていた。 

1942 年頃に、戦争遂行のための非常時伐採として、所有地北部のアカマツ林で強制的

に伐採が行われた(図 5 の区画(G)(I))。このとき伐採したアカマツ林は、鈴木氏の斜面

林のなかでも価値の高い用材林で、大人 2 人がかりで抱えるくらい太いマツが多数存在

したという。伐採の対象となったのはアカマツだけで、ほかの樹木は雑木として切り残

されたが、それらは小さくて細いものばかりだったという。伐採した木材は、谷戸田の

東にある山道と、所有地南東にある共有林の山道から牛車で運び出した。このとき、所

有地の山道は、木材を運び出しやすい地点まで延長され、幅も牛車が通れるように拡張

された。山道の行き止まりにある広場は、牛車が方向を変えるために使った場所の名残

である。こうして運び出されたアカマツは、太いものは船の建造用材に、細いものは家

屋の建築用材になったという。アカマツ伐採後しばらくして、航空機燃料となる松根油

をとるために地域の住民が松の根を掘り起こした。その跡には大きな穴があいたが、時

間が経つに連れて自然と埋まった。図 5 の区画(H)も、価値の高いアカマツ、スギ、ヒノ

キの用材林であったが、すべてを供出する義務はなかったので、手をつけなかった。 

非常時伐採には 1937 年に施行された国家総動員法が関係している。人的、物的資源を

統制運用することを目的にした国家総動員法は、1938 年 4 月の公布後、戦時体制強化に



利用された。これによって国民を強制的に軍事工場へ動員できる国民徴用令や、物資の

供出命令が定められた。一宮町からも大勢の町民が豊川海軍工廠をはじめ全国各地の軍

需工場へ徴用された。また、松の根のほかにも、農耕馬、軍用兎、肥料としての干し草、

アルコール燃料としての芋切干、飛行機潤滑油としてのヒマの果実、繊維原料としての

桑の皮などの供出が命じられた。 

戦後、スダジイ林で択伐が行われた(図 5の区画(E))。スダジイの樹幹に空洞が生じて、

倒木の危険が出てきたためである。この区画は宅地の背後にあることから、屋敷林とし

て代々保持され、ほかの区画のように伐採してこなかったと推測できる。大木だったた

め素人では伐採できず、職人に依頼した。伐採本数は 10～20 本程度だった。木材はすべ

て割木にして販売した。 

1950 年代半ばまで、落葉かきや芝刈りが斜面林全体で行われていた。当時、調査地付

近ではアカマツの落葉が肥料として最も好まれていた。アカマツの落葉は主に堆肥にし

たが、スイカを栽培する際にそのまま地面に敷くこともした。鈴木氏の斜面林はアカマ

ツ林が多かったため、落葉を求めて大勢の農民が山に入り落葉かきをしたという。利用

者は落葉の代価として、冬に鈴木家の農作業の手伝いをした。 

1960 年代前半にスギが植林された(図 5 の区画(I)(K))。非常時伐採の後に、大部分の

区域は雑木林として自然に回復したのだが、一部が裸地のままだった。この裸地部分と、

放棄されていた谷戸田(図 3 の 20 番)の畔に植林した。これは鈴木氏の知人が行ったもの

で、その後の管理はほとんどなされていない。また、この頃からアカマツ林の林床でセ

ンリョウが栽培された(図 5 の区画(L1)(L2))。センリョウを植えるときには、アカマツ以

外の樹木をすべて伐採した。アカマツ林で栽培したセンリョウは育ちが良く、上質なた

めに商品価値が高かった。これらは正月の飾りとして年末に販売した。 

1965年から 1970年の間、2回にわけてアカマツの疎林を伐採(図 5の区画(C1)(C2))し、

そこへ当地区では珍しいクロマツを植林した(図 5 の区画(C))。植林の目的は、クロマツ

が生長した後に林床でセンリョウ栽培を行うことだった。クロマツを植林してからは、

手入れをほとんどしなかったという。このとき、図 5 の区画(B)は、生育条件が悪いため

と防災のために伐採しなかった。 

1970 年頃に、調査地付近のアカマツ林で松枯れが始まった。斜面林のあちらこちらで

被害が拡大し、10 年ほどで所有地のマツはほぼ全滅したという。 

調査地で住人が最初に松枯れを確認した区画は、図 5 の区画(H)だった。当時、ここに

は非常時伐採をしなかったアカマツの大木が点在していたが、松枯れが確認されてから

数年ですべて枯れてしまった。1977 年の航空写真では、区画(H)の松枯れの様子がはっ

きりと確認できる。松枯れは植林して間もないクロマツ林(図 5 の区画(C))に広がり、こ

こも数年でほぼ全滅した。 



1970 年代後半には、センリョウ栽培をしていたアカマツ林(図 5 の区画(L1)(L2))でも

松枯れが進行した。日当たりが良くなったので、この区画はセンリョウ栽培に不向きと

なった。そこで、隣接するスギ、ヒノキ林とスダジイ林の一部に、亜高木層と低木層の

樹木をすべて伐採してから、センリョウを移植した(図 5 の区画(F)(H2)(L2)(L3))。そし

て、アカマツが全滅した区画の一部にスギを植林した(図 5 の区画(J1))。このころ、ク

ロマツが全滅した区画の一部にもスギを植林した(図 5 の区画(J2))。 

1983 年の航空写真では、調査地西部の斜面林(図 5 の区画(A))でも、松枯れが広く進行

した様子が確認できる。 

現在では、アカマツは区画(B)に点在する程度で、クロマツに関しては区画(J2)の東側

で 2 個体を確認するのみである。共に樹勢は衰えている。 

 

4.谷戸景観の現状 

4-1.谷戸田の植生 

  下流の谷戸田(図 3 の 1～16 番)では、各谷戸田の中心部に幅 2m のトランゼクトを谷線

と垂直方向に取り、2m ごとのコドラートに区切って植生を記録した。上流の谷戸田(図 3

の 17～20 番)では、面積が狭いため全域を調査対象とした。調査は春、夏、秋の 3 回行

った。 

木本類は、放棄年数が 30 年以上経過している谷戸田(図 3 の 9～20 番)で認められた。

一部の谷戸田(図 3 の 12～16 番)では木本類が水田の南東部分にのみ分布していた。これ

は、この区域が耕地整理を行った際に森林を開墾したところにあたり、もともと湿地だ

った北西部分に比べて乾燥しているためだと考えられる。 

放棄年数が 80 年以上経過している谷戸田(図 3 の 20 番)では、湿性植物は観察されな

かった。これは、スギ植林地の林床であるため日光が遮られていることが影響している

と考えられる。それ以外のすべての谷戸田で湿性植物が観察された。下流の谷戸田(図 3

の 1～8 番)では特に多く、水辺に生えるガマや、浅い池に生えるクログワイ、コナギ、

ホタルイ、オモダカなどが確認された。中流の谷戸田(図 3 の 12 番)では、オモダカが北

西部分で確認された。 

   

4-2.斜面林の植生 

調査地谷戸田周辺の斜面林では、各区画ごとにコドラートを無作為に設定して、確認

された木本類の種類と樹高、樹冠の平均直径を記録した。コドラートの一辺の長さは、

各区画の最大樹高とした。また、斜面林利用の変遷について聞き取りした情報の確認と、

斜面林の各区画の林齢を推定するために、各種構成樹木の樹齢を調査した。地面から 50cm

の高さの樹幹を生長錐でくりぬき、その年輪数を調べて、くりぬいた木片の長さを年輪



数で割った値を平均生長幅とした。くりぬいた高さで幹の周径を測り、幹の平均半径を

計算した。平均半径を平均生長幅で割った値を推定樹齢とした。これらの結果を表 2 に

示す。 

区画(A)はアベマキ林である。松枯れのピークが遅かった区画なので、現在でも立ち枯

れた松が多く見られる。高木層を占めていたアカマツが枯れたことから、林内は明るい。

ソヨゴとネジキも多いが、ソヨゴは約半分の個体の上部が枯れていた。この区画に存在

しているヤマモモの推定樹齢はほかの個体と比較して特に高い。これは、個人所有地の

薪用林においても、ヤマモモを伐採してはならないという地区の慣習が代々守られてい

たことを裏付ける。また、ヤマモモ以外の樹種の推定樹齢は約 60 年であり、これは割木

販売のために伐採してからの年数とほぼ一致する。 

区画(B)はアベマキ･コナラ林である。尾根部で生長環境が悪いため、疎林である。林

内は明るく、樹高も低い。1938 年以降伐採利用していないことを考えると、この区画で

観察された落葉広葉樹のなかで最も大きな個体であるアベマキの推定樹齢は低いといえ

る。これは、尾根部で生長条件が悪いため、多くの樹木が生長途中で枯れてしまうため

だと考えられる。この区画の生長条件が悪いことは、アベマキの平均生長幅が区画(D)

のアベマキの半分以下であることからも分かる。アカマツはこの区画でのみ確認される。

アカマツの推定樹齢は、最も大きな個体で 37 年、標準的な大きさの個体で 26 年だった。 

  区画(C)はスダジイ･アベマキ林である。クロマツの林床にあったスダジイ、アベマキ

やコナラが、松枯れのあとで生長したと考えられる。低木層は 2～3ｍのヒサカキが占め

ており、枯死したクロマツの残骸が所々に見られる。 

  区画(D)はコナラ･スダジイ林である。コナラとアベマキは、他の区画に比べて幹が太

くて樹高が高い。ヒノキは植林したものではないという。アベマキとコナラの最も大き

な個体の推定樹齢はともに 80 年弱、スダジイは 50～60 年だった。このことから、1930

年代以前に伐採利用をしていたことも考えられる。 

  区画(E)はスダジイ林である。高木層にアベマキやコナラのような落葉広葉樹は見られ

ない。スダジイで最も大きな個体は推定樹齢が 61 年だった。戦後行われた択伐では、若

木であるために伐採されなかった個体だと考えられる。 

  区画(F)はヒノキ林である。林床でセンリョウ栽培が行われている。ヒノキの最も大き

な個体の推定樹齢が 58 年だった。このことから、おそらく 1930 年代に先代によって植

林されたと推測できる。推定樹齢 177 年のヤマモモは、調査地内のヤマモモで最も直径

が大きな個体である。 

  区画(G)はスダジイ･アベマキ林である。非常時伐採の際に雑木として切り残されたス

ダジイ、アベマキやコナラが生長したと考えられる。スダジイの最も大きな個体が尾根

部にあり、この推定樹齢が 61 年だった。これは非常時伐採をしてからの年数とほぼ一致



している。 

区画(H)はスギ･ヒノキ林である。幹の太いスギが谷部に点在している。スギとヒノキ

を主体としている樹林だが、植林した記録はないという。林床でセンリョウ栽培が行わ

れている。スギの最も大きな個体の推定樹齢が 208 年、2 番目に大きな個体で 173 年だ

った。樹齢の高いスギの個体が多い背景には、スギやヒノキの伐採を禁じる地域の慣習

に加えて、スギはヤマモモと違い用材としての価値が高いため、鈴木家の私有財産とし

ても残そうしてきたことが考えられる。鈴木氏によると、1938 年以降はスギを一本伐採

しただけという 

  区画(I)はスギ･ヒノキ林である。スギを植林した区画であるが、ヒノキも多数混生し

ている。 

  区画(J)はスギ林である。スギとヤマモモ以外の樹木はない。 

以上から、調査地の斜面林には、構成樹種と林齢の異なる区画が混在していることが

分かる。 

 

5.イメージ画による景観の変遷の再現 

景観の変遷を調べる方法の一つとして、同じ地点を一定の時間を置いて撮影した写真

の比較がある。しかし、本研究調査地だけではなく、谷戸景観の変遷を継続的に写真記

録した例はない。ここでは、これまで述べてきた本研究調査地の景観の変遷をイメージ

画によって再現する。 

画像処理ソフト Visual Explorer を用いて地形図から調査地の地形データ(DEM 形式)

を作成し、同じく画像処理ソフト VISTAPRO で立体画像化した。VISTAPRO では、観察者

の位置を方位 180°(真南)、高度 15°、光源の位置を方位 100°(東 10°南)、高度 40°

と設定した。この角度から調査地の景観を眺める地点は、現実には存在しない。図 6 は、

この立体画像に水田と家屋の画像を加えて作成した本研究調査地のイメージ画である。

地形の立体画像は遠近法に基づいているが、谷戸田と家屋の画像は遠近法を無視してい

る。植生区画境界線と区画記号は地形図(図 5)と対応している。 

斜面林の林相は各区画ごとに各樹木を表徴する記号を配置して表現した。各記号の大

きさは樹木の大きさに比例している。各種樹木記号を図 7 に示す。これら記号も遠近法

を無視している。谷戸田は、水田、モモ栽培とタバコ栽培、荒地 2 種類(木本類の有無)

に分けて表現した。 

谷戸景観の変遷を画像化する季節は秋に設定した。秋は落葉広葉樹が紅葉するので、

他の季節よりも樹種の区別をしやすく、イメージ画から植生の情報を読み取りやすいた

めである。 

斜面林の過去の景観は、人間活動などによる変化がなかった区画は、現在の景観と等



しいものとして同じ記号を用いた。変化があった区画は、航空写真の分析と聞き取り情

報に基づいて記号を作成した。 

こうして作成した景観のイメージ画を図 8脚注 1に示す。これらイメージ画は、里山斜面

林に囲まれた美しい小さな棚田のある人間の日常生活空間を、一つの景観単位として表

現できていると思う。 

1942 年頃秋では、薪用林の伐採と非常時伐採のために、斜面林の広い範囲で地肌が見

えている(図 8‐2)。1972 年になると、非常時伐採跡地にも樹林が形成されてはいるが、

非常時伐採が行われる以前と比べると、林相、特に構成樹種が異なっているため、景観

は変わってしまった(図 8‐3)。松枯れが始まった 1972 年と、松がほぼ全滅している 1995

年を比較すると、斜面林の景観が大きく変化したことがわかる(図 8‐3 と 4)。 

また、谷戸田に関しては、1930 年代前半の谷戸田景観(図 8‐1)、1938 年頃から始まっ

た煙草栽培(図 8‐2)、1950 年頃の戦後の食糧難による全面での米栽培、米生産調整の影

響による 1972 年以降の放棄される谷戸田の急増(図 8‐3 と 4)、休耕田を利用した桃栽

培、木本類の侵入による谷戸田(跡)の荒廃(図 8‐3 と 4)など、約 120 年の間で実に様々

な変化が見られた。 

以上の結果から、調査地の谷戸景観が変化した要因は、次の二種類に分けることがで

きる。一つは住人の生活様式の変化であり、もう一つは社会状況などの強制的な外圧で

ある。前者には、農機具の発達などに伴い水田を拡張したこと、薪の需要が減少して販

売利益が見込めなくなったために斜面林の伐採を行わなくなったこと、田畑に入れる肥

料を購入するようになったために落葉かきや芝刈りをしなくなったことなどが挙げられ

る。強制的な外圧には、戦争による非常時伐採、生産調整による谷戸田の放棄が挙げら

れる。また、松枯れも谷戸景観を変化させた外圧とみなせる。その原因は、よく知られ

ているように、外来種のマツノザイセンチュウである。被害激増の誘因として、大気汚

染による樹勢の減退、戦中戦後の混乱期における松の過剰伐採なども挙げられる(山根ほ

か，1996)。 

社会状況などの強制的な外圧が谷戸景観に与えた影響は予想以上に大きい。 

 

6.結論とまとめ 

日本の原風景の一つとも言える谷戸景観の変遷を、愛知県宝飯郡一宮町、鈴木氏所有

の谷戸を例として、1940 年頃から現在に到るまで分析した。 

本研究調査地の谷戸景観の変遷を画像化するなかで、社会状況の変化という外圧が谷

                                                  
脚注 1 ：図 8 は本来カラー画像である。カラー画像は

http://www.urban.env.nagoya-u.ac.jp/~erg/index.htmlに、少なくとも 2005 年までは掲載す

るので参照できる。 

http://www.urban.env.nagoya-u.ac.jp/%7Eerg/index.html


戸景観に与えた影響の大きさが明らかになった。戦争の影響は、松枯れが発生する 1970

年代後半まで斜面林に明らかな傷痕を残し、米の生産調整政策によって、美しい谷戸田

は荒地へと変わってしまった。 

こうした外圧による景観破壊は決して過去の問題ではない。現在の破壊要因として、

ゴルフ場や工場、住宅地などの開発が挙げられる。事実、今回の調査地もバブル期にゴ

ルフ場開発のための売却話が持ち上がった。所有者の強い意志によって開発は免れたが、

今後も開発されないという保証はない。調査地の谷戸景観は、戦後かろうじて残されて

きた我が国固有の希少な景観ではあるが、その存在は現在も不安定である。いったん開

発されれば、ほかの谷戸と同様、跡形もなく破壊される可能性が高い。 

本研究では、写真記録のない景観の変遷を様々に調査分析したのち、情報と情緒を兼

ね備えたイメージ画として表現することを試みた。表や分布図を用いた表現や、現在の

写真映像を基準としてデータや文字表現で行う説明だけでは、景観の変遷について受け

る印象は実態と隔たりが生じやすい。こうした隔たりは、学術的表現に接する機会の少

ない人々ほど大きいものだろう。本研究のイメージ画を用いる方法は、生態学的、景観

学的な情報を分かりやすく表現することができ、多くの人々が景観の変遷を実感しやす

い。景観学的分析結果をより正確に直視的に伝達できる表現方法の一つである。 

景観の時間的空間的変遷をイメージ画として表現することで、本研究では人間活動が景観

に与えた影響を描き出した。こうした景観解析と表現方法は、景観破壊という環境問題に対

する社会の意識を高め、そして、景観の保全、保護方策ばかりでなく、快適な生活空間を構

築する手法を編み出す際に、有効だと考える。 
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表1.斜面林利用の変遷
年 人間活動（区画番号）

1938頃 割り木を販売するためにアカマツ林を皆伐…(A)

1942頃 アカマツ林を非常時伐採…(G)(I)

1950頃 倒木の危険回避のためスダジイ林を択伐…(E)

1960頃 スギを植林…(I)(K)

アカマツ林でセンリョウ栽培を開始…(L1)(L2)

1965 アカマツの疎林を伐採…(C1)

アカマツの疎林を伐採…(C2)

クロマツ植林…(C)

1970頃 松枯れが始まる…(H)

松枯れ進行…(C)

松枯れ進行…(L1)(L2)

1980頃 センリョウを移植…(F)(H2)(L2)(L3)

アカマツ全滅区にスギを植林…(J1)

クロマツ全滅区にスギを植林…(J2)

松枯れ進行…(A)

1990頃 斜面林のマツはほぼ全滅

区画記号は図5、図6と表2に対応する。



表2.斜面林の林相

区画記号
主な構成樹種(樹高(m)，樹冠の直径(m)) 構成樹木の推定樹齢

高木層 亜高木層 低木層 樹種
平均半径

(cm)
平均生長
幅(cm/年)

推定樹齢
(年)

A
アベマキ(12～14，
5)

ソヨゴ(6～10，4)、
ネジキ(8，3)、コナ
ラ(8，4)、サカキ(7，
3)

ヒサカキ(2，2)、ネ
ジキ(2，2)

スダジイ 30 0.5 60
ネジキ 10 0.2 59
ヤマモモ 27 0.3 106
ヤマモモ 36 0.3 139
ヤマモモ 35 0.3 139

B
コナラ(10，6)、アベ
マキ(8～10，4～6)

ソヨゴ(5，3)、ネジ
キ(5，2)

モチツツジ(2，2)
アカマツ 12 0.3 37
アカマツ 18 0.3 26
アベマキ 13 0.2 67

C
スダジイ(14～15，
6)、アベマキ(10～
12，4)

ヤマザクラ(8，4)、
コナラ(8，4)、アラカ
シ(6，2)

ヒサカキ(2，2) ― ― ― ―

D

コナラ(24，6～8)、
スダジイ(22，6)、ア
ベマキ(22，4)、ヒノ
キ(20，4)

サカキ(10，4)
サカキ(2，3)、ヒサ
カキ(2，2)、タブノ
キ(2，2)

アベマキ 32 0.4 80
コナラ 41 0.5 78

スダジイ 27 0.5 49
スダジイ 29 0.6 52
スダジイ 32 0.5 59

E
スダジイ(20～24，
8～10)

アオハダ(12，6)、
サカキ(8，6)、ヤマ
モモ(10，4)

ヒサカキ(2，2) スダジイ 31 0.5 61

F ヒノキ(20，5) スダジイ(6，4) センリョウ(1，1)
ヒノキ 21 0.4 58

ヤマモモ 46 0.3 177

G
スダジイ(24，8)、ア
ベマキ(20，6)、コナ
ラ(20，4)

ヒサカキ(6，4)、ソヨ
ゴ(4，4)

アラカシ(2，2) スダジイ 31 0.5 61

H
スギ(24，4～6)、ヒ
ノキ(22，3)

― センリョウ(1，1)
スギ 41 0.2 208
スギ 39 0.2 173

I
スギ(24，4)、ヒノキ
(22，4)

スダジイ(10，4)、ヤ
ブツバキ(8，4)、ヒ
サカキ(6，3)

― ― ― ― ―

J スギ(10，2) ヤマモモ(4，2) ― ― ― ― ―
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