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（３）地域の伝統的な知識システム 

 

丹波篠山地域は内陸性気候であるために“少雨”と“冬季の厳しい寒さ”という気候

的制約条件があり、技術的な対応策「堀作技術」、労働生産制約条件への人的対応策「ム

ラぐるみ生産方式」を生み出した。1 つ目は、少雨の中でもムラで協働して農業を営む

ために一定の農地を犠牲にして行う堀作のことである。2 つ目は、冬季の厳しい寒さか

ら、二毛作ができず、周辺地域へ男手が酒造りに出稼ぎする百日稼ぎ（丹波杜氏、酒造

工）が行われた。このため残された家族で農業を営むためにムラで協力し合う農業が体

系化された。以下では、それぞれについて詳述する。 

 

ａ 気候的制約条件への技術的な対応策「堀作技術」 

ａ-１ 犠牲田から生み出された堀作 

犠牲田とは、導水せず稲作をやめる田のことをいう。丹波篠山地域では、年平均降水

量が約 1,350mm と少ないこと、3 水系（武庫川、加古川、由良川）の上流域にあるた

め集水面積が小さいことから、河川水だけで農業用水を賄いきれず、ため池への依存度

が高い地域であった。このため、ため池から離れた篠山盆地の低地部ではしばしば水不

足に陥り、干害が多発していた。こうした自然条件への対応策としてすべての水稲が栽

培できない事態を避けるために、ムラの中で一部の農地にあえて配水せずに犠牲にする

農地を設けた。ムラで助け合いながら農業を営むための智慧としてこの犠牲田が生み出

された。 
堀作とは、この犠牲田で大豆などを栽培することをいう。丹波篠山地域では農業用水

が不足しがちな地域であるものの、農地は粘土質土壌かつ地下水位も高く排水性が悪い

ため湿田環境にあった（後藤ら 1955）。このため犠牲田を設けてもすぐに畑地として利

用できたわけではなく、土を堀上げ、高い畝をつくる必要があった。これが犠牲田での

畑作を堀作と称した由来である。 
 

ａ-２ 堀作から進展した伝統的農業技術：乾田高畝栽培技術と田畑輪換栽培技術 

丹波篠山地域での堀作は、さらに広域化・集団化して農作業の効率化を果たした（図

3-1）。これは、現代のブロックローテーションともいえる。最も古い堀作の記録として、

旧 多紀郡（現：丹波篠山市）のものがある。享保 3 年（1718）旧 垂水村（現：丹波篠

山市村雲地区）では、村高 168 石余に対して、その半分 88 石余を 4 カ年で堀作する計

画を立てていた。堀作は、ムラの中での協議の上、一区域に集団化し、1 年毎に場所を

移動させていた。 
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図 3-1 堀作の集団化。1つの地区内を 3年間でローテーションさせる。 

 
堀作における黒大豆栽培は、特徴的な栽培技術を 2 つ生み出した。ひとつは、「丹波

黒」栽培には欠かせない「乾田高畝栽培技術」である。堀作は農地の排水不良への対策

として堀上げたものだったが、黒大豆は湿害に弱いことから畝高 30cm 以上、畝幅 150
㎝、株間 45 ㎝とする丹波篠山地域独特の農法になった。 
もう一つが「田畑輪換栽培技術」である。黒大豆は、毎年、同じ田畑に栽培すると生

育が悪くなり、収量が低下する。いわゆる連作障害である。つまり、堀作の集団化によ

って水田－畑地を一定年数ごとに繰り返すことができ、効率的な仕組みとなった。また、

大豆栽培の特徴として根粒菌の作用により根粒が生じるため、翌年の水稲栽培の肥料と

なり、高い収量をもたらす。堀作の集団化は化学肥料に頼らない持続的な田畑輪換栽培

にもつながった。 
今では全国的に普及したこれら栽培技術は、丹波篠山地域では堀作を契機として約

300 年前からすで存在しており、持続的な「丹波黒」栽培の根幹的技術として現在の「丹

波黒」農家にも引き継がれている。 
 

１  深い周

囲溝で排水

性の向上 

稲刈り後には周囲に深い溝を設け、排

水を良くしている。 

 
２  田畑輪

換による連

作障害回避 

黒大豆栽培後は米を 2～3 年作付け

し、連作障害を回避している。 

 

３  高畝栽

培による根

域の確保と

湿害防止 

高さ 30cm 以上で幅 1.4～1.5ｍの広

い畝を作り、排水性を高めるとともに

根域を確保している。 

1年目 2年目 3年目 

堀 番 

堀 番 

堀作 

堀 番 
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４  移植栽

培で苗立ち

を確保 

丹波黒の種子は大粒のため直播する

と土中で腐りやすい。水はけのよい播

種床やプラグトレーに播種し、初生葉

が展開するころに本田に移植する。 

 
５  疎植と

摘芯で結実

性の向上 

「丹波黒」ではツルボケし易いた

め、肥沃田では生育により初生葉～本

葉５葉期に頂部を摘み取り、結実を高

める。また、1 条植えで 1,400～1,500
株／10a の疎植にする（普通大豆では

10,00～12,000 株／10a の密播き）。  
6 支柱を立

て倒伏を防

ぐ 

「丹波黒」は主茎長が 70cm を超え、

下位の枝が開張するため強風などで

倒伏し易い。また、倒伏すると細根が

切断され、粒の肥大が劣るため、機械

で２回培土する。このほか、第１、２

分枝を左右両側から支えるロープ等

を張り、倒伏を防ぐとともに、株もと

に土を寄せ、倒伏の防止と雑草の防除

を行う。  
７ 葉取り・

莢付き（枝付

き）乾燥・脱

粒・調製で年

内に出荷す

る 

脱粒後の乾燥ではしわ豆になりやす

いため、仕上げまで莢が付いたまま乾

燥（莢付き乾燥）を行い脱粒する。ま

た、正月需要に合わせて、11 月になる

と葉取りを行い、莢が黄化すると同時

に刈り取り、枝付きのままビニールハ

ウス内で予備乾燥し、黒大豆用乾燥機

（コンテナ型乾燥機）で乾燥する。そ

の後、枝付きのまま脱粒し、選粒機で

選粒後は手選別で仕上げ、出荷する。  
 
ａ-３ 「丹波黒」栽培の特徴的な技術：中耕培土技術 

良質の大豆を生産するための栽培技術として「中耕培土」がある（図 3-2）。この技術

は、子葉が自然落下した時、本葉が 5 枚程度になった時の 2 回で中耕培土（土寄せ）を

行う（丹波ささやま農協（2020）「特産栽培こよみ」）。これによる栽培上の効果は、ⅰ）

倒伏を防ぐとともに根量を増加させ、広範囲に成長させる、ⅱ）梅雨期の排水促進、夏

期の畝間灌水にも繋がる、ⅲ）畝の雑草抑制がある。 
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中耕培土を始めた時期は不明だが、『丹波黒大豆の栽培に関する 2,3 の考察』によれ

ば、干田高畝栽培において日置村及び南河内村の一部では「中耕土寄せを行う」とある

（図 3-2）。昭和 28 年（1953）頃には特定の地域ではあるものの土寄せを行っていたこ

とが伺える。 
今日では摘心技術や支柱立て技術が導入され、安定的な生産へと結びついている。堀

作は、優良な「丹波黒」とともに、さらに良くするための特徴的な栽培方法と工夫を生

み出した。そして、堀作の集団を運用したことから、ムラで協議して取り組むという風

土を醸成したといわれる。この風土は、栽培方法とともに、米の減反政策への対応、そ

して現代に受け継がれ、「丹波黒」の栽培を支えている。 
 

 

ｂ 労働生産的制約条件への人的対応策「ムラぐるみ生産方式」 

 
丹波篠山地域はもともと冬季に丹波杜氏や酒造工として出稼ぎにいかざるをえず労

働力が不足がちで、ムラで話し合い助け合う協働の風土が農家に共有されてきた。これ

があることで、高度経済成長期以降に大阪や神戸に通勤する兼業農家が多くなった今で

も引き継がれ、ムラで支える営農形態を柔軟に変えながら「丹波黒」栽培を維持できて

いる。 
昭和50年代に入って、転作の戦略作物として黒大豆を位置づけ、兼業農家中心の生産

組合を集落単位に組織化し、兼業農家を含めた担い手を分厚くつくりだすことによって、

地域農業を再建していこうとした。第2種兼業農家を中心とした各集落の生産組合を母

体に、労働の補完を行いながら、機械・施設を充実させ、丹波篠山地域の伝統的な黒大

豆や山の芋など特産物の産地を築く。あくまで、個々の農家が主体で、個別農家の農業

生産の生産性をあげていくことを目的に「生産組合」を結成する。これが「篠山方式」

である（表3-1）。 

図 3-2 中耕培土（土寄せ） 図 3-3 トラクターによる中耕培
土。畝の大きさがよくわかる（高
畝栽培）。 
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表 3-1 丹波篠山市の専兼業別農家戸数の推移（単位：戸（下段：%）） 

年次 総農家戸数 
% 

専業農家 
% 

兼業農家 
第 1種 第 2種 

昭和 50 （1975） 6,035 317 1,198 4,520 
100.0 5.3 19.9 74.9 

昭和 60 （1985） 5,666 494 586 4,586 
100.0 8.7 10.3 80.9 

平成 07 （1995） 4,091 644 595 3,852 
100.0 12.6 11.7 75.7 

平成 17 （2005） 4,567 725 222 3,620 
100.0 15.9 4.9 79.3 

平成 27 （2015） 3,774 871 19.7 2,706 
100.0 23.1 5.2 71.7 

※平成17年以降の第2種兼業は自給農家を加えた農家数（篠山市（2016）篠山市統計書） 
 
平成 30 年度（2018）の「丹波黒」の生産農家戸数は 2,660 戸あるが、その 8 割超は

作付面積が 30a 未満の小規模農家、第 2 種兼業農家である。そして「丹波黒」栽培の担

い手は農家の大半を占める第 2 種兼業農家である。 
「丹波黒」は、普通大豆に比べ栽培期間が長く、気象の影響を受けやすく、栽培管理

が難しく、また栽培に手間隙がかかる。草姿が大きく分枝も多いために強風により倒伏

しやすく、病害抵抗性や結莢率が低く 10a 当たり収量も少ない品種である。「丹波黒」

の 10a 当たり労働時間は、普通大豆 12 時間、米 16 時間に対し 72 時間で、11 月中下

旬から 12 月中旬までの 25 日ほどの間に労働時間の 60％が集中する（県地域農業経営

指導ハンドブック）。このような特性からして、「丹波黒」の栽培は兼業農家の小規模

栽培に向いていた。 
しかし、小規模経営では機械・施設の投資が大きく、採算が合わない。また、防除や

乾燥調製など多くの労力確保が難しいといった課題がある。この兼業農家の経営を助け

る工夫として江戸期から昭和中期に取り組まれていた集落での話し合いと助け合いの

「堀作」の風土が活かされ、生産組合（集落単位で農業の改善を話し合って進める任意

組織）が各集落に組織化された。 
集落営農（統計上の定義もあるが、ここでは個別農家の資格を残したうえでの、農家

の農業生産への集団的対応とする）の組織化は昭和50年代から始まり、昭和59年（1984）
には、篠山町農協管内126集落にうち90集落において組織化された。令和元年（2019）
では、市内231農業集落の51％にあたる118組織が活動し、組織率は兵庫県平均の31％
を上回る。 

これら組織の活動内容を種類別にみると、多い順に①農機具共同利用型、②農地・農

作業調整型（出役）、③農作業受託型、④法人組織型となっており、①+②で全組織数

の84%を占め、兵庫県平均の34%と大きく異なっている。一般的にいわれる集落営農は
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作業受託或いは自作・作業受託型といわれるもので、預かった農地を文字通り「営農」

するものである。しかし、丹波篠山地域の集落営農は農地農作業調整型あるいは機械利

用型（共同利用）が主体で、助け合い、相互扶助を主とする、いわゆる生産組合で、丹

波篠山市独特のものといわれている（図3-4）。 
 

 

 
この40年余の間、丹波篠山地域の黒大豆は、面積の拡大や正月前需要への対応、品質

の平準化と高品質化という中で機械化が必要となり、①生産費を抑える。②労力を補う。

③品質の高いものを生産する。④補助事業を活用するといったことを目的に市内の大半

の集落に生産組合が作られてきた。 
秋になると今も公民館の隣に建つ生産組合の倉庫に、農家は一生懸命に作った「丹波

黒」を持ち寄り、みんなで順番に乾燥機に入れ、脱粒し、調製する。米ならこれで出荷

となるが、黒大豆はそういかない、農家は家に持ち帰ってホームこたつの上で手よりし

てから出荷する。単に儲けることだけを考えたら、こんな手間暇かかることはできない。

丹波篠山には、昔からみんなで考えて、みんなで協力して、みんなで良いものをつくる

という風土がある。とはいえ、集落営農による「丹波黒」の生産の継続には、その経済

図 3-4 集落営農の形態。丹波篠山市では兵庫県と比べて、機械利用型と農地・農
作業調整型の割合が多い。平成 22 年の丹波篠山市のデータがないため、平成 24
年のデータを使用。傾向に大きな変化は見られないことから参考として掲載した。
（丹波篠山市調べ） 

（平成 24 年） （平成 22 年） 
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的メリットがなければならない（図3-5、3-6）。 
 

  
図 3-5 収穫した「丹波黒」の天日干し   図 3-6 脱粒機の共同利用 

 
「丹波黒」栽培における中型農業機械化体系の個別経営と集落営農の所得を比べると、

個別経営の所得がマイナス7,051円/10aと赤字に対し、農機具共同利用型は132,677円
/10aと、集落営農の方は黒字で米を大きく上回る所得となっている（表3-2）。 
「丹波黒」は栽培管理が難しく、栽培に手間隙がかかり、そのため規模拡大が困難で

ある等、営農面での制約がある中で、篠山方式による生産は、少数精鋭農家のみを育成

するのでなく、兼業農家を含めた多数の農家が農業で生活できるようにする、言い換え

れば地域の大半を占める小規模な家族経営の収益を支える、貴重な生産方式である。 
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表 3-2 「丹波黒」及び米の 10a当たりの経営収支（単位：円） 

 「丹波黒（子実）」 米 

設定条件 

個別経営※1 
 

水稲 78a 
黒大豆 22a 

集落営農※2 
農機具共同利用型 
水稲 400a 
黒大豆 200a 

個別経営 

種苗費 6,000 6,000 6,579 
肥料費 25,980 25,980 8,681 
農薬費 13,276 13,276 7,227 
諸材料費 16,800 16,800 1,369 
光熱水費 4,822 4,822 4,698 
出荷経費 640 640 

47,297 販売手数料 9,849 9,849 
修繕・小農具費 50,131 19,040 
償却費、水利費 160,953 52,316 32,540 
作業委託費 0 0 0 

経費 計 288,451 148,723 108,391 

販売金額 281,400 281,400 119,301 
収量 150kg 150kg 483kg 

収支 所得 △7,051 132,677 10,910 
（交付金加算）※3 27,949 167,677 － 

 
※1 個々で水稲 78a、「丹波黒」22a栽培したときの「丹波黒（子実）」の所得 

※2 個々で水稲 78a、「丹波黒」22a栽培した時に集落営農組織（生産組合）の機械・施設を

利用した場合の「丹波黒（子実）」の所得 

※3 経営所得安定対策等交付金（35,000 円） 

注）米の経営費は「第 67次兵庫農林水産統計年報」p104 

注）「丹波黒」の経営費は「平成 13 年度版地域経営指導ハンドブック」 

注）販売金額は JA丹波ささやま 平成 30年平均生清算価格より算出 

 

（丹波篠山市調べ） 
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（４）文化、価値観及び社会組織 

ａ 和食文化を担う「丹波黒」 

ａ-１ 御節料理と黒大豆 

平成 25 年（2013）12 月、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）無形文化遺産に

「和食；日本人の伝統的な食文化―正月を例として―」が登録された。1 年の始まりを

祝うお正月で家族が集まって御節料理を食べるといった年中行事との密接な関わりが

評価されたもので、この御節料理の「祝い肴三種」として関東圏、関西圏ともに黒大豆

の煮染が入れられる。確認できる御節料理の黒大豆の記録は、天保元年（1830）「嬉遊

笑覧」、明治 38 年（1905）「絵本江戸風俗往来」がある。こうした黒大豆の中で、丹波

篠山地域で栽培される「丹波黒」は市場で最高級品として取引されている。 
このように日本の食文化に黒大豆は欠かせない食材であり、全国の「丹波黒」生産量

の約 20％を栽培する丹波篠山地域は文化継承の面からも重要な地域といえる。 
 
ａ-２ 日常の献立とハレの食事・行事食の黒大豆 

多紀郡畑村奥畑（現：丹波篠山市奥畑）における大正時代の終わりから昭和時代の初

めころの日常の献立と晴れ食・行事食を紹介する（『聞き書 兵庫の食事』）。日常の献

立は、主食が麦ごはん、副食が野菜を主な食材とする汁・漬物・煮物、そして多少の肉

と魚である。日常の献立から伝わってくるの

は慎ましい食事の風景である。 
一方、晴れ食・行事食から伝わってくるの

は多彩な食事の風景である。伊勢講(1 月 11
日)の小豆ごはん、さびらき（5 月 10 日ころ）

の朴葉包み大豆ごはん、早生植え(6 月 5 日)
の小豆ごはん、七夕祭りの小豆ごはん、秋祭

りの黒大豆煮豆など年中行事にあわせて、巻

きずしやさばの姿すし・棒すし、かまぼこ、

大豆・小豆ごはん、かしわもち、ぼたもちな

ど、御馳走を作って親類近隣の人びとと共に

楽しむという喜びがあった（図 4-1、4-2）。 
黒大豆は希少品であったから、黒大豆の煮

豆は日常の献立には出てこないが、晴れ食・

行事食には出てくる。正月の祝い膳や秋祭り

の「ごっつぉ」（ごちそう）に黒大豆の煮豆が

欠かすことができなかった。 
農業が機械化し、村ぐるみの共同作業が少

図 4-2 煮豆 

図 4-1 黒豆ご飯 
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なくなったことを背景に、行事食を作って近隣の人びとと共に楽しむということは少な

くなったが、丹波篠山には季節の産物を使った料理が各農家に引き継がれている。 
 

ｂ 伝統行事に用いられる「丹波黒」 

ｂ-１ 「蓬莱山」に欠かせぬ「とじ豆」 

丹波篠山地域と黒大豆との結びつきを感じる正月行事は黒大豆の煮豆だけでない。床

の間に鏡餅と飾る「蓬莱山（ほうらいさん）」。これには「とじ豆」が欠かせず、つきた

ての餅に炒った黒大豆をからめ、丸く固めたものである。三方の真ん中に、黒松の枝を

立てた胴炭（どうずみ）を置き、その周りに橙（だいだい）や餅、栗や干し柿と一緒に

供える。とじ豆は小正月の後、切って焼き餅にする。 
 

ｂ-２ 丹波篠山の伝統的な祭り 

丹波篠山市内の伝統的な祭りを調べてみると、年間 210 件もの祭事が執り行われて

いる。人口およそ 4 万人の市としてはいかにも多い。祭事の大小は様々だが、のべ日数

で見れば 3 日に 2 日は祭りである。山車、造山、神輿が繰り出す祭りは 26 件、中には

神輿 3 台、山車 10 基という大掛かりなものもある。なぜこれほどまで多くの祭りがあ

るのかといえば、地域単位・集落単位でと祭りが営まれているからである。年 6 回以上

の祭事がある集落もある。 
丹波篠山三大まつりの一つ、佐々婆神社の例祭は、400 年の歴史を持つとされ、別名

「畑まつり」と呼ばれるように畑地区（かつての畑村）の祭りである（図 4-3）。宵宮祭

では、10集落からそれぞれ1基ずつの飾り付けられた山車や太鼓神輿が神社に宮入し、

場内を練り歩く。本宮祭では、御神楽の奉納、10 基の山車、3 台の神輿などによる御神

幸式の渡御行列があり、最後には流鏑馬（やぶさめ）が行われる。丹波篠山地域の中で

も、10 集落、415 世帯という小さな地域の壮大な祭りである。 
丹波の祇園さんといわれる波々伯部

神社は、社伝によれば 680 年の創建と

いうが、一説に貞観年間ともいわれ、ま

た天徳 2 年（958）もしくは承徳 2 年

（1098）に京都から祇園社（現八坂神

社）から勧請したという伝承もある。 
例祭、祇園祭では、波々伯部地区（日

置地区の東側の地域）8 集落から山車が

出る。山車は京都祇園祭の山鉾を模した

篠山城 

JR篠山口 

畑地区 

波々伯部地区※ 

※日置地区の東側を波々伯部地区という 

日置地区 

図 4-3 畑地区と波々伯部地区の位置図 
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雅なもので、見送り幕も豪華で美しい。神事の後、猿田彦を先頭にほら貝、獅子頭、踊

り子の行列が御旅所へ向けて出発し、8 基の山車があとに続く。田園風景の広がる畦道

を色鮮やかな山車が進む姿が美しい。 
本祭りでは、もち米 1 升と黒大豆とで作られたおこわを“ごく”としてお供えする。

黒大豆入りのおこわを神様にお供えするのは、黒大豆が正月等、特別な日の食事に供さ

れる貴重なものである。 
 

ｂ-３ ムラという社会組織が生んだ価値観、風土 

佐々婆神社の祭礼も波々伯部神社の祭礼も、地域（かつての村）の祭りに集落単位で

参加する、という形態である。古式豊かで大掛かりな山車は、祭りのたびにムラで組み

立てられ、美しく飾りつけられて引き回される。集落では、祭り以外にも境内の掃除等、

神社のお守りとしての作業に加え、農道や水路の整備・補修、川辺の草刈りなどを共同

で行う。祭事、農作業に関わらず、様々な共同作業をムラで取り組む中で、集落を基本

とした価値観、ムラで話し合い、助け合い、取り組む風土が醸成されてきた。 
 

  
 
『多紀郡誌』（明治 44 年（1911））では「多紀郡ノ地主ト小作人トノ関係ハ他郡ニ比

シテ円満ナリ」と述べられている。これは堀作の運営等、江戸時代から地主を中心に村、

集落で結束してきた表れであろう。江戸時代における多紀郡内の一揆の起こった回数が、

県内各藩の中で最も多かったとのこと、度々の飢饉の他、徳川譜代の大名として重きを

なし多くの交際費を必要としたためと『篠山町百年史』（昭和 58 年（1983））では述べ

られている。水不足の農業環境の中、厳しい年貢に対し、堀作の計画など、丹波篠山の

農民は地主を中心に結束して対応してきた歴史を持つ。 

図 4-4 波々伯部神社の祭礼。左が山車の飾り付け、右が山車の全景。 
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この価値観は、黒大豆栽培においても、江戸時代の堀作の協議、米の減反政策に対す

る町役場、農協、普及所の連携、現在の集落ごとの生産組合等、丹波篠山の人々が苦境

に陥るたびにみんなで話し合い、助け合い、取り組み、結果として丹波篠山独自のもの

を生み出し、その苦境を乗り越えてきたといえる。 
集落ごとに人のつながりを大切にし、伝統を守り、祭事を繰り返してきた結果が市内

で年間 210 件もの祭事になっていると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-5 田園風景の広がる畦道を通る山車（波々伯部神社の祭礼） 



別紙様式第１号別添１ 

40 
 

（５）ランドスケープの特徴 

丹波篠山地域の農業環境は「水不足だけど湿田がち」に由来がある。丹波篠山地域は

兵庫県の瀬戸内海と日本海の中間付近にあり、内陸性気候のため降水量が少ない。さら

に、瀬戸内海側に流れる武庫川水系と加古川水系、日本海側に流れる由良川水系の 3 水

系の源流域にあるものの、集水面積が小さいことから河川流量も少ない。このため市内

には 415 カ所のため池が江戸時代に築造されるなど、農業に利用できる水が不足しが

ちな地域である。 
その一方で、市内中心部を流れる篠山川（加古川水系）による浸食・堆積作用によっ

て沖積低地、いわゆる篠山盆地が形成されている。そこでは、河川争奪が繰り返され、

1～3 万年前には古篠山湖が形成されるなど（加藤 2006）、粘土質で保水力の高いグラ

イ土壌の農地が多い。こうした水不足な盆地地形に由来するランドスケープの特徴につ

いて、以下で述べる。 
 

ａ 山々がもたらした景観 

ａ-１ 山々に囲まれた盆地地形がつくる「丹波霧」 

丹波篠山地域では古くから、秋から冬に

かけて頻繁に発生する霧を「丹波霧」と呼

んできた（加藤 1922）。保水性の高い農地

などであるため大気中に水分が供給され、

放射冷却によって発生する。さらに、篠山

盆地は多紀連山などの 400～800ｍ級の

山々に囲まれて風があまり吹かず、霧がと

どまるため雲海を形成する。こうした農地

と盆地によってうまれる丹波霧の雲海は

秋の風物詩となり、今では観光資源ともな

っている。 
 

ａ-２ 「わち刈り」で維持された山裾までつづく農地 

丹波篠山地域には「わち刈り」と呼ばれる里山の景観を維持する仕組みがある。その

起源は定かではないが、里山の木々や落ち葉が貴重な燃料や肥料として利用されていた

江戸時代に、領主が里山を利用する農民に課された租税で山役があった。これらは、村

の共有林を対象に用益や産物に対して課された税であった（みたけの里、歴史さんぽ編

集委員 1991）。このうち、農地から里山に続く境界部分を「わち」とよび、隣接する農

地の所有者が木草や落ち葉を採取できる権利を持っていたという。その山裾の範囲は口

伝で「山裾から牛の手綱一本分」といわれている。木草を利用しなくなった今でも「わ

図 5-1 丹波霧の雲海 
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ち」の管理は続いており、集落や農地所有者による「わち刈り」で、山裾まで農地が続

く里山景観が維持されている（図 5-2）。 

 

 
 
 

ａ-３ 里山資源の地域循環システムである「灰小屋」 

灰小屋（はんや）とは、間口四尺～一間（約 30～
180 ㎝）、奥行き一間前後と比較的小型で内壁を土

や漆喰で塗り固めた泥小屋のことをいう（木村ら

2018）。ここでは、肥料などに用いる貴重な灰を収

納・管理するためのものである。丹波篠山地域では

山の粗朶や藁などを灰小屋の中で焼き、灰を作って

肥料として利用する地域循環型システムが構築さ

れている。現在、134 カ所（現存 90 カ所（うち灰

小屋として利用 2 カ所、別用途に利用 8 カ所）、消

失 44 カ所）の記録がある（図 5-3）。 
一般的に、草木灰などの灰肥料にはカルシウム成

分が多く含まれている。黒大豆栽培へのこのカルシ

ウム成分の影響は、茎疫病の発生率が約 20%以上低

下すること、収量が無施肥栽培と比べて 10～20%上

昇することが科学的に明らかにされている（Sugimoto et al. 2010）。このことから、江

戸期より実践されてきた灰小屋は持続的かつ有効な農法といえ、かつ地域の独自性のあ

る文化的景観を構成する特徴ある建築物といえる。 
 
 

図 5-2 わち刈り。農道と山裾の境の部分をわちとよび、
潅木が切られていることがわかる。 

図 5-3 現在も使用されてい
る灰小屋 
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ｂ 内陸性気候（少雨）への対応が生み出した景観 

ｂ-１ 畦畔の補強と自家用作物「畦豆」 

丹波篠山地域では畦畔栽培として畦に大豆（黄大豆の場合もある）、いわゆる「畦豆」

が植えられ、味噌や醤油として加工されてきた。この水田を額縁状に覆う「畦豆」の栽

培には肥料や地拵えが不要かつ税や年貢の対象でなかったため、一般的に作られてきた

（有田・木村 1993）（図 5-4）。この畦豆は農家にとって生計を支える重要な作物であっ

た。これと同時に、用水が乏しい丹波篠山地域にあっては水田の漏水防止のための「ア

ゼヌリ」したところに畦豆を植えることで、畦畔の補強・雑草抑制の役割をもっていた。 

 

図 5-4 現在でも栽培されている畦豆（令和 2年 6月撮影） 

 




