所在地

選定名称

岩手県遠野市

遠野

荒川高原牧場

土淵山口集落

仮訳

Tōno - Arakawa Heights Livestock Farm and Tsuchibuchi Yamaguchi Village

■文化的景観の区域・面積
選定年月日
平成 20 年 3 月 28 日
追加選定年月日
平成 21 年 2 月 12 日
追加選定年月日
平成 25 年 3 月 21 日

■位置

荒川高原牧場
1416.1ha

荒川駒形神社
2.4ha

盛岡市

土淵山口集落
名称変更
269.5ha

遠野市

遠野 荒川高原牧場
土淵山口集落

■解説
明治 43 年（1910）6 月に刊行された『遠野物語』は、

南方向へ延びる稜線上の一ツ石山（1,059m）を頂点とし、

民俗学者の柳田國男（1875 〜 1962）が、遠野出身の作

その南方に広がる標高 700 〜 1,000m の高原に牧場は展

家であった佐々木喜善（1886 〜 1933）からの聞き書き

開している。古生代から中生代にかけての古い地層から

として、古くから遠野に伝わる習俗および伝承などを物

成る北上高地は、早池峰山などの残丘とその周囲に展開

語風にまとめた著作である。序文および 119 の説話には、

する高原状の準平原により構成されており、後者の多く

近世から近代にかけて、遠野郷の各地域に展開した人び

は牧場として利用されてきた。遠野市域に計 13 か所あ

との生活・生業の実態が活写されている。物語の舞台と

る牧場のうち、荒川高原牧場は、面積、放牧頭数のみな

なったそれぞれの場所は、現在においてもなお『遠野物

らず、農用馬および乗用馬を合わせた馬の放牧頭数にお

語』の雰囲気をよく残し、往時の土地利用の在り方の一

いても最大級を誇り、伝統的な「採草夏季放牧」の方式

端を伝える独特の文化的景観を形成している。

を維持している貴重な事例である。

『遠野物語』に描かれる遠野の自然、信仰、風習が一

準平原上における放牧の土地利用は、もともと自然の

体となった文化的景観は、①物語の原点を成す「馬」「馬

シバ草地を利用して行われていたが、遷移に伴って落葉

産」に関するもの、②山岳と信仰に関するもの、③農耕

広葉樹林化が進み、これと並行してそれ以外の落葉広葉

に関するもの、④自然の脅威と静寂に関するもの、⑤集

樹林を伐採することにより形成された人工草地において

落に関するものの 5 種類に区分することができ、それぞ

行われるようになった。庇隠林として草地の随所に残さ

れに分野の代表または典型となる景観地の総体としてと

れた広葉樹林は、牛馬の行動を制御する結界施設として

らえられる。その中でも計 14 の説話に「馬」「馬産」に

のみならず、牛馬の休息場所としても重要な機能をもっ

関するものが見られることは、遠野の人びとの生活・生

ている。花崗岩質から成る土壌により準平原上の湧水は

業が「馬」ときわめて緊密な関係をもち、物語に描かれ

清浄を保持し、その結果形成された良好な湿地はモリア

た時代に遠野の産業を支えたのが「馬産」であったこと

オガエルなどの稀少生物をはじめ多様な生物の生息場所

を明確にしている。

となっている。また、準平原の縁辺部から河川に至る斜

「馬産」に関する代表的な景観地は、遠野市街地の北
東部に当たり、遠野市と宮古市川井との境界に接して存
在する荒川高原牧場である。早池峰山（1,917m）から東

面部分は、スギの植林を含め広く落葉広葉樹林に覆われ
ている。
遠野とその周辺の地域で放牧が開始された時期につい
作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

ては不明であるが、山麓付近に「牛馬上げ野」が転じた

所ある牧場のうち、面積、放牧頭数のみならず、農用馬

ものと考えられる「うしまげの」の地名が残されている

および乗用馬を合わせた馬の放牧頭数においても最大級

のをはじめ、荒川高原牧場内に採草地と関連して命名さ

を誇り、伝統的な「採草夏季放牧」の方式を維持してい

れた「千刈畑」「千刈」の地名が残されていること、山

る貴重な事例である。追加選定の対象とする荒川駒形神

麓に中世豪族である阿曽沼氏が勧請したとされる荒川駒

社は、荒川高原牧場の前身である千刈畑牧場と深く関連

形神社が現存することなどから、少なくとも中世には現

して成立した神社で、遠野市内に残る 13 の駒形神社の

在の荒川高原牧場の地域が採草地として利用されていた

中でも最も古い起源をもち、中世豪族である阿曽沼氏が

ものと推定される。近世には遠野を支配した南部氏が馬

当地に勧請したとされる。その境内と参道が立地する周

産を奨励し、特に江戸時代の中期以降は大型で屈強な軍

辺の緩やかな傾斜地は、「牛馬上げ野」が転じたものと

馬生産から輸送運搬に適した従順な馬の生産へと転換し

考えられる「うしまげの」と呼ばれ、少なくとも中世に

た。明治維新に伴って馬の所有および売買の制度が変わ

は荒川高原牧場の地域が採草地として利用されていた可

り、災害などに端を発した景気低迷により馬産事業も衰

能性を物語る重要な地域である。夏季に荒川高原牧場で

退したが、明治 22 年以降は産馬組合の結成・拡大によ

の放牧を行う際の起点となったのみならず、「荒川のお

り復興した。また、近世の南部藩では使役牛の生産につ

駒さま」と呼ばれて馬産の守護神として重要な役割を

いても奨励したことから、荒川高原の採草地では馬産と

担ってきた。

並行して牛の飼育が行われていたものと考えられる。昭

追加選定に係る文化的景観の重要な構成要素には、荒

和 41 年に千刈畑牧場、千刈牧場、荒川牧場が統合され、

川駒形神社の境内および本殿、拝殿、弊殿などの建築群

荒川高原牧場が成立した。

をはじめ、その前身である元駒形神社（本宮駒形神社）

荒川高原では、近世および近現代を通じて、夏季に山
へ家畜を放し、冬季に里の畜舎で育成する「夏山冬里方

の境内および社殿、両者を結ぶ参道とその沿道に林立す
る一群の鳥居、社叢林などがある。

式」の放牧が行われてきた。夏の広大な自然草地での放

以上のように、荒川駒形神社は荒川高原牧場と密接な

牧は、自然条件を生かして安価に畜産が行える利点が

関係をもち、『遠野物語』の時代における地域の基幹産

あったのみならず、平地における暑さや害虫から家畜を

業として継続的に営まれてきた馬と馬産の信仰に関わる

保護し、起伏のある地形により家畜の健康的な育成にも

文化的景観の重要な要素であることから、荒川高原牧場

有効であった。

に追加選定して保護を図ろうとするものである。

以上のように、荒川高原牧場は、早池峰山周辺の準平

出典 /『月刊文化財』545 号

原を成す高原の草地を利用しつつ、『遠野物語』の時代
における地域の基幹産業として継続的に営まれてきた馬

やなぎたくにお

日本の民俗学者を代表する柳 田国男（1875 〜 1962）

産の景観地で、「夏山冬里方式」に基づく独特の放牧に

の『遠野物語』には、遠野に生きる人びとの生活・生業

関する土地利用の在り方を示す稀少例である。わが国民

の実態を示し、特に自然・信仰・風習に関連する独特の

の生活または生業を理解するうえで欠くことのできない

文化的景観が描かれている。遠野市の北東部に位置する

文化的景観であるのみならず、馬の放牧総数が徐々に減

荒川高原牧場は、
『遠野物語』の原点をなす「馬」
・
「馬産」

少し、馬産地としての維持が困難となりつつあることか

に関する代表的な景観地で、早池峰山周辺の準平原に広

ら、「遠野」の文化的景観全体の保護に向けた第一段階

がる牧草地を利用しつつ、地域の基幹産業として継続的

として、重要文化的景観に選定してその保護を図ろうと

に営まれてきた独特の放牧に関する土地利用の在り方を

するものである。

示していることから、平成 20 年に重要文化的景観に選
出典 /『月刊文化財』第 533 号

定された。
ろっこうし

遠野の土淵山口集落は、六角牛山域に水源を発する山
このたび追加選定を行うのは、『遠野物語』に描かれ

口川が遠野盆地へと達する山麓の緩傾斜面上に位置し、

る遠野の自然、信仰、風習が一体となった文化的景観の

近世以降に遠野から三陸沿岸へと通ずる街道が整備され

うち、物語の原点をなす「馬」「馬産」に関するものと

たのに伴って発展した村落である。それは、『遠野物語』

してすでに選定した荒川高原牧場に深く関連し、
「馬」
「馬

の舞台となった「遠野」の居住の在り方を表し、重要文

産」への信仰を表す荒川駒形神社の境内と参道およびそ

化的景観「遠野」を構成する景観地の代表的な事例であ

の関連施設である。

る。

荒川高原牧場は、早池峰山（1,917m）の南方に広がる

土淵山口集落は、物語の題材となる数々の説話を柳田

標高 700 〜 1,000m の高原に展開し、遠野市域に計 13 か

国男に語り伝えた佐々木喜 善（1886 〜 1933）の生家が

きぜん

作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

残されていることでも知られる。東南方向に標高 1,294m
わ の が わ

が集まりやすく、多くの説話・伝承、不可思議な出来事

の六角牛山を望み、その西方に和 野川および山口川に

などを語り継ぐ条件に恵まれていたからである。居住地

沿って山域から盆地へと向かって谷地形が広がるいわゆ

とその周辺の随所にみられる小両・石造物・古墓、故事

る「山の口」に展開した農地を中心とする村落である。

伝承地などは、約 100 年前の『遠野物語』の世界を表す

おおつち

ふえふきとうげ

三陸地方へと通ずる大槌街道および笛吹峠から遠野盆地

具体的な要素であり、今なお地域の日常生活とも密接に

へと通ずる山口街道が出会う位置にあたり、両街道の交

関係しつつ、良好な環境のもとに継承されている。また、

通の要衝として発展した。馬による物資の運搬および人

土淵山口集落には、田植えの季節に薬師堂の大鳥居に祭

だ ち ん づ

びとの往来が進み、「駄 賃付け」などの収入の慣習が定

礼の幟を立て、盆には各家の前の庭にトウロウギを立て

着するのに伴って、村落は情報交換の場として賑わうよ

るなど、伝統的な遠野の習俗の景観をはじめ、冬季の干

うになっていった。

し大根・干し柿などの生活の特質を表す景観なども継承

土淵山口集落の居住地の周辺には、近世の畑作から近・

されている。

現代の水田耕作へと変化を遂げた農地が展開し、さらに

以上の理由により、遠野の土淵山口集落を既選定の荒

その外縁には、木の実および茸をはじめとする食料、燃

川高原牧場に追加選定するとともに、名称変更を行い、

料となる薪炭材、家屋の建築用材などの調達の場であっ

遠野の文化的景観として一体の保護を図ろうとするもの

た山野が連続する。居住地に近接するやや標高の高い位

である。

置には、かつて老人たちが終の住処として共同生活を

出典 /『月刊文化財』593 号

送ったとされる「デンデラ野」、囚人たちの処刑場であっ
たとの言い伝えがある「ダンノハナ」、薬師如来を安置
した薬師堂なども点在し、遠野における居住地と里山・
遠山との関係を表す典型的な景観構造がみてとれる。
『遠野物語』に土淵山口集落が数多く登場するのは、
人びとの往来および物資の運搬を通じてさまざまな情報

池峰山周辺の準平原に広がる荒川高原牧場 (2018.6)

夏山冬里方式の放牧がおこなわれている (2018.6)

馬産の守護神を祀る荒川駒形神社（2010.7）

荒川駒形神社に奉納された絵馬（2010.7）
作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

水田に囲まれた山口集落の古墓（電気柵設置前、2010.7）

獣害対策で設置された木柱の電気柵（2018.6）

街道沿いにある薬師堂の大鳥居（2018.6）

薬師堂山麓の鳥居とホウノキなどの巨木（2018.6）

薬師堂の内陣（2018.6）

薬師堂の力士像（2018.6）

『遠野物語』の話者・佐々木喜善の生家（2018.6）

老人が共同で余生を送ったと伝わるデンデラ野（2018.6）
作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

佐々木喜善も眠る山口集落の共同墓地（2018.6）

酪農家の民家と放牧場、行き交うトラクター（2018・6）

マンサード屋根の家畜舎（2018.6）

軒先のシカの角（2018.6）

シカに食べられたイチイの生垣（2018.6）

沢水を利用するためのカド（2018.6）

簡易的なカド（2018.6）

覆いのあるカド（2018.6）
作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

山口集落の茅葺き屋根の水車小屋（2010.7）

国庫補助金により修理された水車小屋（2018・6）

水車小屋横の水路の整備（2018.6）

山口集落内を流れる水路の整備（2018.6）

民家の前の沢水を利用したおもちゃ水車（2018.6）

暗渠化した水路の緑化活動（2018.6）

河川改修中の山口川（2018.6）

重要文化的景観の案内板（2018.6）
作成：奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室

