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①日本人の原風景としての農村景観

○ 我が国の歴史・文化は、二千年に及ぶ稲作を背景として展開されてきたことから、水田を基調とする農村景観は日本人の原
風景となっている。

○ また、農村では、水田等の農地や、二次林である雑木林や鎮守の森、用水路、ため池といった二次的な自然が有機的に連携
し多様な生態系や良好な景観が形成されてきた。

○ こうした日本の農村の様子について、明治時代に日本を訪れたイサベラ・バードは、日本の美しい田園風景を「東洋のアル
カディア（桃源郷）」として海外に紹介している。　　　

②農村景観の変貌と危機

○ 経済の高度成長を通じて、都市化・混住化による土地利用や水利用の秩序の混乱、過疎化・高齢化による農業と農村活力の
低下、地域の個性の喪失・画一化などが進み、日本の農村景観は悪化してきた。こうした状況に対して、農家や地域住民は、
無関心や或いは無力感を抱いている。

③農村に対する国民の期待の高まり

○ 近年、経済社会の成熟に伴い国民の価値観が変化し、ヨーロッパにおいて見られるように、ゆとりや安らぎを求め、社会全
体として環境を重視する気運が高まりつつある。国民全体として、豊かな自然と農業、伝統的な農村文化を有する農村の魅
力が再認識され、農村に対する期待が高まっている。

　　・農村の二次的な自然が、生物の多様性を確保していることを人々が認識し始めていること

　　・農村へのＵ・Ｊ・Ｉターンが増加するなど、農村生活に対して憧れや期待を抱く人々が増加していること

　　・食の安全・安心の観点から、食料生産の場としての農村における環境の保全が重視されていること

　

　１．背景

　（１）農村景観の保全・形成が求められている背景

１



○農村では、人間と自然が共生する二次的な自然を基礎として、農業生産活動、人々の生活、地域の歴史・伝統文

化が調和し、独自の景観を形成している。

○農村景観は、農業が持続的に行われるとともに、農村の活力が維持・向上されることにより保全される。

（２）多様な美しさで構成される農村景観

古くから農家に継承されたはさ掛けの景観は、今
では地域の代名詞ともいうべき風物詩。それぞれ
の地方において、永い歴史の中で培われてきた生
活の知恵が、地域固有の農村景観を形成。　

農業を営むことで維持される自然は、多様な動植
物の生育・生息環境を提供し、地域の豊かな個性
となって農村景観を形成。

【農業と農村の生活が織りなす農村景観】 【二次的な自然がもたらす農村景観】

【農業・自然・生活・歴史・文化が凝縮された農村景観】

【伝統的農法の継承がもたらした農村景観】

新潟県岩室村

緩やかな勾配に合わせたパッチワーク状の農地
と急傾斜地の細長い棚田による土地利用、窪地
や棚状の平らな部分に集居を為した集落が、地
形に適合した農村景観を形成。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

長崎県南串山町

富山県砺波平野

水田は、洪水の調節機
能や地下水の涵養機能
などの多面的機能を持
つとともに、農家住宅
の屋敷林は、防風林と
しての役割、ビオトー
プとしての役割などを
持ち水田農業との連携
により自然循環型の生
活を形成。

砺波平野の代表的な建築様式である「あずま建ち」

２

兵庫県豊岡市



（参考）農村景観の形成に「水」と「土」が果たしてきた役割

水道橋である「通潤橋」は、歴史的

水利遺構として有名である。水害の

常襲地帯であったことから、古くか

ら防災的な手段として石組みによる

堅牢な築造技術が発達し、この地方

一帯に石橋・石積法面といった石の

建造技術が現存している。それは伝

統技術の美として、農村景観に豊か

さを添えている。

熊本県矢部町

扇状地のため、地表を流れる水が

乏しく、明治に入って那須疎水の

開通により形成された田園地帯。

「水」と「土」を拓く技術により、

農村の骨格が形成されている。

栃木県那須の原

【水の利用】
【土の利用】

○日本の農村は、水田を基調とする土地利用と水利用により農村景観の骨格部分を構成している。

○水をコントロールする技術は、農業生産と農村生活を可能にする地域づくりの基本的な技術であり、また、水田や

畑、宅地などの土地利用は、地域経済の状況を景観として表している。

自然・大地

造形・状況

土地利用

（大地形状、気候、植生、土質など）

（水田・畑・林野・
宅地・工場用地など）

（水路・農道・公園・
家屋・公共施設など）

農
村
景
観
の
構
造

３

＜景観は「土地利用」によって基本的に規定される＞

・水田農業は大地に手を加える「土地利用」と水をコントロールする「水利用」によって成立している。

・地域の自然に適合した土地利用や水を制御する技としての水利用は風格ある農村景観を創り出してきた。

＜「土（大地）」の利用＞

・農地は、地域の自然に適応するように、先人達により開墾され耕作されてきた資産である。また里山などは

農業・農村に必要な資材を提供する場として、管理されてきたものであり、農村は自然を上手に活用して土

地利用を展開し、それが農村ならではの景観を創り出してきた。

＜「水」の利用＞

・水田農業は、水を制御する技術を不可欠としている。

・先人達は水と闘いながら田を開き耕作するなかで、堰、水路、ため池など水利用の技術を工夫してきた。こ

うした水利用は、日本ならではの農村景観を創出してきた。



（３）農村景観の課題

私企業、個人単位の経済効率性の追

求により、都市化・混住化が進み、

土地利用や水利用の秩序が乱されて

きた。

農業の衰退と農村活力の低下が中山

間地域等の耕作放棄を引き起こして

いる。

農業集落において伝統的な家屋と、全国的

に展開する住宅メーカーの住宅が混在して

いる。画一的な技術や製品により、地域の

個性が喪失しつつある。

地域住民は農村の景観に
対して無関心でいたり、
無力感を抱いている状態

住宅の中は、個人の空間と
して整理、景観の管理は行
政（公）が担うべきという
意識

土地は個人財産として強
く認識され、基本的に土
地の空間的な利用は自由
であるべきという意識

４

○都市化・混住化による土地利用や水利用の秩序の混乱、過疎化・高齢化による農業の衰退と農村活力の低下、

地域の個性の喪失・画一化などが進み、日本の農村景観は変貌してきた。

【都市化・混住化による土地
利用・水利用秩序の乱れ】

【画一的な技術や製品によ
る個性の喪失】

【農業の衰退と農村活力の低下
がもたらす耕作放棄の発生】



（４）景観保全の取り組み

５

　　　豊かな自然や美しい景観の

保全を求める国民の要請に対

応し、農業生産の基盤の整備

に当たり、環境との調和への

配慮を原則とした。

　　　

　　　高齢化、混住化の進行など

により、農村の魅力が失われ

つつあることから、健全で豊

かな自然環境や景観の保全・

再生を進めることとした。

　　　良好な景観の形成を促進す

るため景観計画を策定、景観

計画区域において良好な景観

の形成のための規制や誘導を

行うことが可能となった。

○ 国民の環境への意識の高まりから、土地改良法が改正され土地改良事業の実施に当たって環境との調和への

配慮が原則化された。更に「水とみどりの『美の里』プラン２１」において景観への配慮を明確にした。

　　また、美しい景観を保全・創造しようという気運の盛り上がりにより、景観保全の取り組みが全国で進み

始めており、この動きを受けて、景観保全の活動に法的根拠を与えるため景観法が制定された。

景観保全施策の流れについて

H13年　土地改良法
　　　　の改正

H15年　水とみどりの
　　　　「美の里」プ
　　　　　ラン２１の
　　　　　作成
　

H16年　景観法の制
　　　　定

景観法の特徴

景観計画：良好な景観形成を図るために、景観計画区域を定め各種規

　　　　　制措置や景観整備機構への支援措置を実施。

景観農業振興地域整備計画：景観計画区域のうち、農業振興地域内に

　　

　　　　　　　　　　　　　ついて、景観と調和のとれた良好な営農

　　

　　　　　　　　　　　　　条件を確保するため策定。土地利用につ

　　　　　　　　　　　　　いての勧告及び開発行為に対する許可を

　　　　　　　　　　　　　定める。

土地利用：景観農業振興地域整備計画に従って土地利用を行うように

　　　　　勧告できる。従わない場合、所有権の移転等に関し協議す

　　　　　べき旨を勧告。

景観整備機構：景観農業振興地域整備計画に従って土地利用を行うた

　

　　　　　　　め、委託による農作業や土地の管理等を行う。



（５）　農業農村整備における景観への配慮の展開方向
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主として農村景観の
保全・形成を目的と
した施策

•条例・集落協定・景観協定等による
農村景観の保全・形成

•景観保全活動の推進

•歴史・文化の保全・継承

•樹木の植栽や緑地空間の形成の促進

主として農村景観へ
の配慮を必要とする
施設等の整備のため
の施策

•土地改良事業等公共事業の実施にお
ける景観への配慮

•農村に必要な施設の緑化等農村景観
の修景
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施策の具体化
構想・計画

連携

○ 美しい農村景観を保全・形成するためには、条例、集落協定等による景観保全の枠組みの構築や住民活動、保

全活動の取組と、公共施設の景観設計などの施策を総合的に展開することが必要である。

○ 景観配慮は、生産性の向上など事業本来の目的を踏まえ、景観の特性を把握した上で、景観設計手法を通じて

農村景観が一定の秩序と調和を保てるようにすることである。

施策実施の動機

景
観
配
慮
の
手
引
き
の
作
成
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（１）手引きの目的

　・農村景観の保全・形成は、これまで観光や歴史・文化の保全活動として部分的には取り組まれてきたものの、今後は農村地域を広

く対象とした国民運動として加速化していく必要がある。

・このため、本手引き書では、日本の農村景観の現状や美しさの捉え方など農村景観を理解するための基本的な事項を「美の里づく

りガイドライン」を踏まえて取りまとめる。

　・その上で、農村地域の水・土・環境を対象として扱う農業農村整備事業の実施に当たり、景観の保全・形成を適切に行っていくた

めに必要な調査・計画・設計の考え方及び手法を明らかにする。

（２）手引きの利用方法　　　

・農業農村整備における施設等の調査・計画・設計の手引き書としての活用。

　・農業農村整備の実施に当たり、市町村における「田園環境整備マスタープラン」や国営事業実施地区における「環境計画」を作成

　　するための手引き書としての活用。　

・農村景観の保全・形成に向け、地方自治体が幅広い観点からの総合的な取組を行うに当たり、農村景観に関する基本的な考え方を

整理するための参考資料としての活用。

（３）手引きにおける「農村景観」の意味　

　・「景観とは人間を取りまく環境のながめにほかならない」（中村良夫(1977)「景観概論」）とされていることから、本手引きに

　　おいては、「農村景観」は人間の存在を通じて、人間を取りまく山や川などの自然、農地や水路に代表される農業の生産基盤、営

　　農や農村生活の状況などを視覚的に捉えたものとする。

２．手引きの構成



景
観
配
慮
の
考
え
方
の
深
度

（４）手引きで取り扱う範囲（構成）

農村景観の保全・形成のための調査・計画・設計

第１章　背景

第６章　調査

第３章　基本的考え方

第２章　手引きの構成

第８章　設計

①農村景観の美しさ

②農村景観の美しさの視点

③農村景観の美しさの視点を活かした景観の保全・形成

農村景観を捉える基礎的事項

①農村景観の保全・形成が求められている背景

②多様な美しさで構成される農村景観

③農村景観の課題

④景観保全の取り組み

⑤農業農村整備における景観への配慮の展開方向

①手引きの目的

②手引きの利用方法

③手引きにおける「農村景観」の意味

④手引きで取り扱う範囲（構成）　　　
第７章　計画

①計画の進め方

②基本構想の策定

③景観計画の策定

④維持管理計画の策

定

⑤住民参加による景

観の保全・形成

①設計の進め方

②設計の考え方

③詳細設計

④施工時における配
慮

①調査の進め方

②概査の実施

③精査の実施

④住民の意識と意向

の把握

第１部 第２部
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第４章　景観の捉え方

①景観における「地」と「図」の把握

②景観の概念を成り立たせる「視点」と「視対象」

③農村景観を捉える視点

④景観配慮の基本原則

⑤景観調和の方針

⑥景観設計の要素　　

第５章　農村景観への配慮の取り組み姿勢

①用・強・美の思想

②景観配慮に取り組む技術者の姿勢

③住民参画のためのコーディネーターとしての役割



（１）農村景観の美しさ

○ 農村景観は、地形的要素、土地利用的要素に建物の意匠などの造形・状況的要素が加わり成立している。

○ 農村景観は、農業の生産と農村の活力が持続されることにより保全・形成される。また、その美しさは、農村に必要

な機能を備えた上で、農村景観を構成する要素が造形的に調和することにより、発現されるものと考えられる。

・地形的要素
平地、台地、傾斜地、山、谷
など景観を形成する基本的な
要素

【人間の生存に必要な機能】

人間の生存に必要とされる機能の例とし

ては、

・食料の適切な生産

・眺望が確保され、自分の位置が特定できる

　　指標物が存在する空間

・危険を感じさせない空間

・多様な生態系の保全

・水、土、緑の存在

など。

【快適に生きるための機能】

快適に生きるための社会的・個人的な要因と

して望まれる機能の例としては、

・自然と共生した人々の生活

・農村景観の中に休息できる空間

・住民にとって経済的・機能的な合理性が確保され

　た空間

・農村の文化・歴史性のある空間

・利便性、ファッション性のある空間

・個人の原風景や経験等に基づく望ましい空間

など。

【造形的な調和】

造形的に調和した農村空間の例としては、

・家屋の形式や色彩・素材などに統一感があり、電柱などがないこと

・農地の区画形状などにパターン的な統一感があり、耕作放棄地など
がないこと

・農作物などによる色彩が美しさをもつこと

・「地」として山が見えることなど遠近感が存在していること

・木や人が景観の中に存在するなど「図」が存在すること

・変化のある道、辻の広場など景観にアクセントがあること

・大規模なデザインとして直線や曲線の美しさをもつこと

・時間的経過による風格の発現（エイジング）があること

など。

農村に必要な機能 造形的な調和

９

美しい農村景観

農村景観の要素

・造形・状況的要素
土地の区画形状や建物のデザイ
ン、管理の状態など地域の表情
を景観に反映

・土地利用的要素

宅地、道路、緑地、農地、水系地、森林など文
化・歴史を含めた地域の基本的な生活や生産活
動を景観に反映

３．基本的考え方



（２）農村景観の美しさの視点
　①　農村に必要な機能を備えた空間としての農村景観

○ 農村は、人間が生きるために必要な食料生産と生活を営む空間であり、また、多様な生態系を育む二次的な自然が形

成されてきた空間である。このため、「生きる」という視点から農村の美しさを考えることが適切である。

○ 農村に必要な機能には、人間の生存に必要な機能と快適に生きるための機能があり、美しい農村にはこれらの機能が

必要であると考えられる。

・食料を生産する畑

・山を背景とした眺望の良さ

・人間の活動に休息の場を与えている

　木々

など、生きるための機能を備えた景観。
　

・食料を生産する水田

・生物多様性を予感させる自然

・ヒューマンスケールの水田

・人間の生活を示す集落

　など、生きるための機能を備えた景観。

【北海道美瑛町の畑作景観】

【千葉県鴨川市大山の棚田景観】

農村に必要な機能を備えた空間としての農村景観の考え方

【人間の生存に必要な機能】Ｊ．アップルトンは、人間が環境から美的な満足感を

受け取るのは、その環境が生息するのに適した場所であることを象徴的に表現してい

ることから、人間の生きられる景観として「危険が回避できる場」 、すなわち「隠れ

場と眺望がある場」を持つ景観を人間が美しいと感じるとする考え方を提唱。
＊
　

・人間は景観を眺める場合、視覚的に捉えた景観要素が自分にとってどのような機能を持つのか常に連想。

・人間は、生きるという視点から、農村景観から連想する機能が生存するために望ましいものであるかどうかを、農村景観を眺めるときに

評価。

・現代社会では、より人間らしく生きるという視点から、快適性や利便性も農村景観の美しさとして評価。

・以上のことから、美しい農村景観を保全・形成するためには、例えば、広大な畑地の中の樹木や棚田などの農村景観が人間にとって持つ

意味を理解（機能を評価）し、その上で、見る人に農村に必要な機能を連想させることができるよう景観を整備することが重要。

【快適に生きるための機能】住みやすさの向上（アメニティの向上）を図るために

は、地域資源を生かしながら、自然と共生する環境づくりを進め、 快適性や利便性の

ある生活空間・生活様式を形成することが必要。人間は、快適に生きるための生活空

間・生活様式を連想させる景観を美しいと評価。

１０

＊J.アップルトン「眺望－隠れ家理論」（１９７５）



②造形的視点から見た農村景観

○ 農村では、地域の素材を効率よく農業生産や集落形成に活かした結果、調和と統一感のある景観が形成された。

このように形成された農村は、現代的な価値観から捉えた場合、造形的な美しさ（用の美）を持つ空間として評

価される。

・地域の素材を使った建築様式

・集落内の同一的な生活様式

などにより全体的にデザインが統一。

・季節風を防ぐための屋敷林

・営農単位としてほぼ等距離に構えられた住居

などにより散居村自体がデザイン的な美しいパター

ンを持つ。

【富山県砺波平野の散居村集落】

【京都府美山町の農業集落】

　【農村景観の形成過程】

・農村では、複雑な地形や様々な土壌、気候などにより地域性豊かな風土が存在。

・特に明治時代以前は、経済的、社会的に限られた営農手法や生活手段のもと、地

域の素材を効率よく農業生産や集落形成に活用。

・この過程において、自然と調和し、地域の特徴が活かされた統一感のある洗練さ

れた農村景観が形成。

造形的視点からの農村景観の美しさの考え方

・営農様式、建築様式、生活様式など、地域として統一感のある農村景観は、人間の

知恵と技術が自然と共生した結果としてもたらされたものであり、造形的に美しい景

観として評価。（「用の美」）。

・現代社会では、「必要な機能」を実現する技術・手段が多様化しているため、農村

全体で統一感のある「用の美」を発揮させるためには、多様な手段をコントロールす

る手法として、造形的な考え方を導入することが重要。

１１



（３）農村景観の美しさの視点を活かした景観の保全・形成

１２

【造形的な視点から美しい農村景観を保全・形成する考え方】

・農村空間を構成している要素間において、「形態・色彩・素材」などの

点から調和を図るのが造形的手法の目的。

・調和を創出するためには、整備対象施設とその背景となる景観との関係

を「地と図」の観点から、周辺景観の中での対象施設のあり様を把握。そ

の上で、形態・色彩・素材における調和方針としての「融合調和」「対比

調和」を選択し、周辺の景観要素との間に調和を構築。

農村に必要な機能を備えた空間として、農村景観の保全・形成を図る
ため、人間の生存に必要な機能及び快適に生きるための機能を抽出し、
整備内容を決定する。

造形的な手法

○　美しい農村景観を保全・形成するためには、農村に必要な機能を備えた空間としての視点から、機能を抽出するとと

もに、造形的な手法を用いて、農村における施設等の整備を進めることが重要である（「用の美」の実現）。

美
し
い
農
村
景
観
の
保

全
・
形
成
の
た
め
に
必
要

な
機
能
を
抽
出

美
し
い
農
村
景
観
の
保

全
・
形
成

造形的な視点から農村景観の美しさを検討し、計画・設計に活かす。

【人間の生存に必要な機能の捉え方】

「食料が適切に生産されている景観」や「眺望を確保できる景観」、
「危険を感じさせない景観」、「多様な生態系を感じさせる景観」など、
人間が生存するための環境として生態学的・生理的な望ましさの視点か
ら機能を抽出。

【快適に生きるための機能の捉え方】

「経済的、機能的な合理性がある景観」や「文化・歴史のある景観」

など社会・経済的な知識、地域の伝統や文化的体験により、人間が快

適に生きていくために必要な生活環境としての望ましさの視点から機

能を抽出。

機能の抽出手法

農
村
景
観
の
現
状

（
「
用
の
美
」
の
実
現
）



（参考）　

１３

水田景観の捉え方の視点

　日本の農村景観は、二千年に及ぶ稲作の文化を背景とし、日本人の原風景として定着してきたことから、日本人が農村景観を美しいと感じるのは、
生存できる空間として判断していることも一因。一方、カリフォルニアの水田は、水面が生物の生息域を連想させるが、集落や山などが存在しない
ことや広大であることにより、やや単調で人工的な景観となっている。

　人々は、農村景観の美しさを、機能面、造形面からの良さ・悪さに個人としての重みを付け、総合的に判断。

【解説】

食料を生産している水田

山を背景とした眺望の良い景観

集落が見えて安心感のある景観

水面が生物の生息を連想させる景観

食料を生産している水田が基調の景観

山を背景とした眺望の良い景観

山辺に集落が形成され生きるために適

切な場所を連想させる景観

農村に必要
な機能

食料を生産している水田

眺望の良い景観

手前の水面が生物の生息域を確保し
ている景観

生産の効率性が良さそうな水田

造形的な視点

遠くの山から、手前の山、集落、水田
により構成される遠近感

「図」としての北アルプスの山と屋敷
林を持つ集落

山の雪とのコントラストが明瞭なスカ
イライン

自然及び農地（二次自然）と調和した
集落から構成された景観　　　　　　　

水田の区画がヒューマンスケールを保
持

遠くの山を背景として、里山、集落、

水田、手前の斜面により構成される遠

近感

「図」としての集落

区画形状に規則性がない水田等

自然と農地（二次自然）に調和した

集落から構成された景観

水田の区画がヒューマンスケールを

演出

畦畔の形状により構成される遠近感

単一かつ壮大な水田景観

「図」としてやや不明確な手前の水面

全ての要素が自然と農地（二次自然）

から構成され調和した景観

畦畔の屈曲部の形状がややヒューマン

スケールを感じさせる景観

富山県立山町 長野県長野市（旧鬼無里村） 米国カリフォルニア州　　　視点
きなさ



（参考）　

１４

大規模な畑作景観の捉え方の視点

北海道富良野市北海道美瑛町

　地形を生かし、作物以外の緑の山や林などの要素を含む北海道の景観は、瑞々しく人間の活動を予感。一方、アメリカの農業地帯の景観は、広
大な平坦地に農業を展開しヒューマンスケールを超えた畑作景観であり、乾燥地の山々が人間が生きていくことを予感させない環境を醸し出す景
観。また、北海道の美瑛町と富良野市の景観を比較した場合、前者は、広大な畑地の中に木があることにより、人間が休息する空間として安心感
を醸成。

　水田景観同様　人々は、農村景観の美しさを、機能面、造形面からの良さ・悪さに個人としての重みを付け、総合的に判断。

【解説】

食料を生産している畑作景観

山を背景とした眺望の良い景観

２本の木が人間の活動に休息の場を
与えていることや自分の存在位置を明
確にしていることによる安心感のある
景観

食料を生産している畑作景観

眺望の良い景観

食料を生産している畑作景観

眺望の良い景観

遠くの山や手前の斜面の植物が乾燥

により瑞々しさを喪失

米国カリフォルニア州（果樹園）

遠くの山を背景として、手前の山、

２本の木、畑により構成される遠近感

図としての２本の木

規則正しい畑地の区画形状

全ての要素が自然と農地（二次自然）

から構成され調和

遠くの林と手前の畑により構成され
るやや弱い遠近感

「図」が不明確

畑地の区画形状の規則性が不明確

全ての要素が自然と農地（二次自然）
から構成され調和

畑作の境界によりヒューマンスケー
ルを保持

遠くの山を背景として、畑、手前の
斜面により構成される遠近感

壮大な俯瞰景の畑作景観

「図」が不明確な景観

手前の鉄柵や道路が人工構造物とし
て統一感をやや毀損

単一な畑作によりヒューマンスケー
ルを超えた景観

視点

農村に必要な
機能

造形的な視点



ほ場整備事業の構想

・農業生産上必要とする機能について検討し、事業におい

て整備すべき事項・方針を検討

【造形的手法による景観の保全・形成の検討】

景観の保全・形成に向け造形的手法を用いて、農業農村整備

事業等により整備する施設等の計画・設計を実施

【「農村に必要な機能」の視点から、農村景観の保全・形
成のための検討】

景観の保全・形成に向け、農村に必要とされる機能（或い
は必要と感じる機能）について検討し、事業で配慮すべき
事項を決定

＜人間の生存に必要な機能の視点＞

　安全性：安全に農作業・農村生活ができる空間か

　安息性：多様な生物が生息できる空間か

　安心性：周辺環境を一望でき自分の位置が確認できる空間か

＜快適に生きるための機能＞

　利便性：小休憩、散歩、親水等の使い良さはあるか

　歴史性：伝統的な水田景観を連想することができるか

　娯楽性：圃場内に集い憩える空間があるか

農道沿いに木を配置したことにより、広い田園の

中に休憩できる場所を提供するとともに、自分の

存在位置を明確にし、安心感のある景観を形成。

造形的な視点を活かした農村景観の保全・形成

樹木・緑地の構想内容（例）

・ほ場の区画境界に休息空間として樹木を植樹

・生態系の保全のため、鎮守の杜を中心に緑地空間を創設

鎮守の杜を中心に生態系保全のための緑地を創出

したことにより、精神的よりどころとしての機能

に加え、生態系保全の場として人々に安心感を与

える景観を形成。

計画・設計（例）

・区画形状が農業生産上持つ機能を踏まえ、造形的手法を用いて景観上か

らも区画形状のあり方を検討

・樹木・緑地の機能を踏まえ、造形的手法を用いて大区画ほ場における遠

近感の創出、景観上のランドマークとしての位置付け等に向け、樹木・緑

地の配置、樹木の本数、大きさ等について調査・計画・設計を実施

農村に必要な機能を備えた空間としての視点を活かし
た農村景観の保全・形成

【構想】 【計画・設計】

【実施】

【農村景観の美しさの視点を生かした農業農村整備事業の実施イメージ】

事業の実施

（参考）
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図の現れ方

１６

【群化の法則】

４．景観の捉え方
（１）景観における「地」と「図」の把握

○「地（認識されないもの）」と「図（認識されるもの）」は、視覚におけるものの見え方を成立させる基本的な関
係であり、「地に浮かび上がる図」が景観認識の基礎である。

○施設が景観上問題となるのは、施設が景観の中で「図」として明確に認識され、「地」としての背景に調和してい
ない場合である。

地と図の関係

・地と図とは、「図の見え方」を示す考え方でもあり、地の中
の図のありようによって見え方は異なってくる。

・上図は同じ３枚の図でも中に描かれた楕円の見え方は異なり、
左の楕円よりも中央・右の楕円のほうがより明確に楕円が認
識される。

・地に対して目立つことが図としての存在を強調することにな
る。

【地と図の逆転】

　図（ルビンの壺）において、図形の中央に着
目すれば左右の黒地が背景となって壺が見え、
左右の黒地に着目すれば、中央の白地が背景
となって向かい合った二つの顔が見える。こ
のように「地」と「図」は容易に転換する。

「感覚・知覚ハンドブック」
　1969

【図の把握】

・図となる対象が複数あるとき、対象相互が影響を及ぼし合い、
　一つのまとまった群として知覚される（群化の法則）。

・これは、景観把握において、景観的特質を説明するときに有効
な視点を提供。

近接の法則

近くにある対象同士ほどま
とまって見える

類同の法則

形状・色彩等が類似な対象
同士ほどまとまって見える

家屋の集合塊は一つの
図として認識される。
写真では２つの家屋の
集合塊が２つの図を構
成し、集落の秩序を表
現している。

類似する対象同士はま
とまって見える。同じ
形状、色彩、素材で建
築された民家が建ち並
んでいることで、整然
としたまとまり感のあ
る景観が形成されてい
る。



（２）景観の概念を成り立たせる「視点」と「視対象」

１７

＜ 視点場と視対象の関係図 ＞

対象場
(主対象や副対象を引き立たせる)

視対象（副対象）視対象（主対象）

視点場

視点

篠原による景観把握モデル
（シーン景観／1982）

見る－見られるの関係

【視点場の設定】

・「まなざし量」の多い場所の中から適切な場所を選定する。
　（例）展望所、道路、橋上、公共施設、山腹の駐車帯など

・対象物の高さＨを１とすると、対象物からの距離Ｄが２とな
る視点の位置を鑑賞適正位置といい、視点場設定の際のひと
つの目安となる。（メルテンスの法則）

・「見る－見られる」の関係から、視点場の整備にあたっては、
視対象と視点場は逆転する、ということも考慮して行う必要
がある。

・居心地の良い、魅力ある視点場づくりに留意する必要がある。

＜ 視点場の設定と景観配慮 ＞

同じ施設でも視点場の設定により見え方が変わる

景観配慮を検討するための視点場の適切な設定

複数の視点場で景観への影響を把握し、具体的な配慮を行う

近景からの景観 中景からの景観

【移動する視点】

　移動する視点からの見え方は、動画のように視対象の見えが多様

に変化する。移動の際の視点場は、道路・広場・農地などある程

度特定できるので、見え方にも一定のパターン（見え隠れのリズ

ム）を見いだすことが可能となる。

○景観は、見る側の「視点」と、見る対象である「視対象」の関係によって成立する。

○視点を取り巻く場を視点場といい、視点場の違いにより対象となる施設は多様な見え方をする。このため、視点場の設定は景観配慮を

検討するうえで重要であり、人が往来する道路や歩道、展望所など、まなざし量（見る頻度）の高い場所を選定する。

○農業農村整備では、土地改良施設や農地が視対象であり、様々な視点場から視対象である施設のデザインを考慮することはもちろん、

「見る－見られる」の関係から視点場自身もデザインの対象となることに留意する必要がある。



○景観は視点と視対象の距離によって、近景は「小景観」、中景は「中景観」、遠景は「大景観」という景観スケー

ルを創り出す。

○近景はディテールを把握することができるスケールであり、中景は施設群などの景観要素のまとまりを認識するス

ケール、遠景は地形と空間利用の関係を評価するスケールである。

○３つの景観スケールにおいてどのように見えるかを理解することが重要である。

景観のスケール

空間の見え方

地域空間の調和を捉える
ことができる遠景

集落や農地をまとまり
として認識できる中景

住民の日常的な視線で
集落を認識する近景

大景観 小景観中景観

調査、計画で主に検討するレベル
設計で主に検討するレベル

１８

（３）農村景観を捉える視点



　

景
観
配
慮
の
基
本
原
則

「除去」
景観の質を低下さ
せる要素を取り除
くこと

「保全」
調和のとれた状態
を保全し管理する
こと

「創造」
新たな要素を付加
したり再編するこ
とで新たな空間調
和を創り出すこと

１９

・形状、色彩、素材に地域のデザインコードを踏襲する

・対象施設にデザイン的な要素を加える

・植栽などの美化要素を付加し景観レベルを上げる

・現状の景観構成要素を保全する

・外観を残し内装のみを変更する

・水路や道路の線形を残す（素材や形状は修景や創造
が可）

・変化のない空間に新しい要素を追加する

・新たな秩序に則って施設個々を整備する

・土地利用などを再編する

・景観阻害要因を移転させる

・法規制などで阻害要因の侵入を防止する

・施設の計画地を変更する

・阻害要因の全部または一部を隠す（植栽や地中化）

「修景｣･｢美化」
景観阻害のインパ
クトを軽減するこ
と

○景観に配慮した計画・設計にあたっては、「除去」、「修景・美化」、「保全」、「創造」という「景観配慮の

基本原則」に基づき、適切な景観配慮対策を検討する。

（４）景観配慮の基本原則



融合 対比

主役

脇役

（５）景観調和の方針

２０

○農業農村整備においては「主役と脇役」「融合調和と対比調和」という２つの概念に基づき景観との調和を考える。

○２つの概念からはマトリックスを用いて考えると４つの組み合わせが導かれ、この４つが景観との調和の方針とな

る。

施設の素材や形状をなじ
ませつつ、周りを脇役に
施設自身を引き立たせる。

施設の形状と素材をな
じませ、景観構成要素
の一部として存在する。

大きな空間に囲まれた小
さな異質な要素が、景観
全体を引き立たせるアク
セントとなる。

周囲にない独自のデザイ
ンを用いることで、新た
な景観を提供する 。

・主役と脇役は視点場と視対象の距離によってその関係が入れ替わることがあり、例えば遠景におけるダム堤体は周辺景観の中

で脇役となるが、堤体に近づけば主役となる。また、施設の大小も同様で、施設のない広大な平野に配置される集落排水処理

施設などの小規模施設は、景観の中で主役として認識される。

・主役と脇役の決定にあたっては、その景観の主要な視点場を設定し、その視点場からの眺めを考慮して決定する。

主役と脇役

・調和とは形状、色彩、素材の選択により周辺景観との整合を図ることである。

　　融合調和：周辺の景観構成要素と同調した形状、色彩、素材を用いることで調和を図る考え方

　　対比調和：周辺の景観構成要素との差異を明確にし、対比的な調和を図る考え方

・融合調和か対比調和かの方針決定は、主要視点場からの見え方、周辺景観、住民の意向を考慮し行う。

融合調和と対比調和

２つの概念によるマトリックス 主役－対比 主役－融合 脇役－融合脇役－対比



・自然素材では融合調和を醸成

　木、草、石、土など

（６）景観設計の要素　

○景観設計は、造形における前提条件としての「容積」とデザイン要素としての「形（形態）」 「色（色彩）」
「素材（肌理）」を基本として行う。

○「容積」は、設計対象施設の景観的特性を基礎づける最重要要素である。
○「容積」を決定したら、「形」、「色」、「素材」という順序でデザインの検討を進める。

【容積の検討】

・自然地形に適合したスケールや
人間を圧倒しないヒューマンス
ケールを基準として施設規模を
検討。

【形状の検討】 【色彩の検討】 【素材の検討】

グランドスケール

農道や水路は農作業だけでなく、
日常生活の中でも身近な施設で
あるので、人を圧倒しない施設
規模とすることが肝要である。

ヒューマンスケール

・施設全体が一つの形として統合。

・施設構成要素間の「プロポーショ
ン（分割）」や「コンポジショ
ン（構図）」におけるバランス
を検討。

・見る人に美的な快感を与える色
彩構成。

・色彩構成は色相・彩度・明度の
３属性から構成され、一体的に
考えることが重要。

全体的に統一されたデザインへの配慮

・「多様の統一」を図るためには、全

体を統一するコンセプトが必要であ

る。　

・各要素が、個々に自己主張するので

はなく、多様でありながら秩序づけ

られることで全体が統一されると、

景観的な調和が図られる。

形状の統一による調和

色の3属性

色相：赤、青、黄などの色味・色合い

明度：色彩の明暗の度合い

彩度：色の鮮やかさの度合い

類同調和と対比調和

類同
の色

対比
の色

基調の色

２１

現景観を構成する色（基調色）の両隣
の色が類同（融合）の調和を、その対
角の色が対比の調和を成す。明度・色
彩も同様で、基調色調に対して類同・
対比いずれかを選択し決定する。

地形や空間の広がりに対して施設が
過大にならないようにする。

素材は施設に表情をつける役割
を担い、素材の持つ肌理を活か
すことが重要。

自然素材と人工素材

・人工素材では対比調和を演出
　ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾚﾝｶﾞ、金属製品
　など

自然石を用いた舗装

ブロックによる舗装



５．農村景観への配慮の取り組み姿勢　　

２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　

○優れた土木構造物が備える条件は用・強・美の３要素を兼ね備えることと言われている。これまで農業農村

整備事業では「用（機能）」「強（強度）」の考え方が中心になっていたが、今後は「美」という要素につ

いても十分な検討が必要である。

○農村景観との調和への配慮を行うには、地域の個性や性格に応じた設計を取り入れ洗練していくことが重要

である。このため、地域の歴史・文化を踏まえ、地域における構造物など設計対象が持つ意味を十分理解す

ることが必要となる。

○農村景観づくりの主役は地域住民であり、維持管理を行っていくのも地域住民である。地域住民が自主的に

景観づくりに取り組んでいけるよう、住民参画のための配慮が必要である。

①用・強・美の思想

○明治から昭和初期にかけ、「用」・「強」・「美」を兼ね備えた土木構造物が数多く造られ、風格ある施設として今なお残

されているが、高度成長期以降造られた施設については、「用」と「強」に力点が置かれ、景観要素として無味なものが多

い。今後は、農村景観の保全・形成に向け、技術者は常に持つべき視点として、「美」という要素についても検討を深め、

「用」「強」「美」の３要素を総合的に捉えて計画・設計を行うことが必要。

②景観配慮に取り組む技術者の姿勢

１）地域の景観が持つ意味を理解することの必要性

○地域の景観の特徴を把握するには、意識して地域の自然、農業、施設などを自分の目で確かめることが必要。また、地域の

人々が永い間守りつづけてきた文化や生活様式などが、しばしば地域の美しさにつながっていることから、その風土的背景

を含め、理解するよう努めることが必要。

　



（地域性に応じた設計）
○地域に応じた景観設計を行うには、地域において産出する素材や、地域の伝統的工法、地域で受け継がれてきたデザインな
どの積極的な活用を検討する必要。

（設計の洗練）
○施設の整備などに当たり、美しい農村景観を形成するためには、整備内容全体の構成、バランスなど常に洗練するための努
力が必要。

（周囲との調和）
○農村景観の保全・形成には総合的な取り組みが必要であり、整備しようとする施設だけが美しくても美しい景観はできない。
施設周辺を含め、全体として調和のとれた景観設計が必要。

○農村景観の保全・形成を適切に行うには、調査、計画の考え方が設計・施工に的確に継承・反映されることが必要。このた
め、調査・計画から設計、施工、維持管理まで継続した取り組みとなるよう、景観配慮に関する考え方や方針などについて、
各段階で整理、引き継ぎを行うことが必要。

２３

２）景観設計の留意点

３）景観配慮の継続性の確保

○ 美しい農村景観づくりの主役は農家を含めた地域住民であり、維持管理を行っていくのも地域住民。みんなが地域の環境・
景観について関心と愛着を持ち、地域作りに参加するようにコーディネートし、地域住民の自発的な活動を促進。

③住民参画のためのコーディネーターとしての役割

○ そのためには、調査・計画段階から地域住民が参加し、地域住民と考え方や知識を共有するとともに、景観配慮の考え方や
知識が地域で引き継がれていくような体制（地域協議会等）の整備が必要。

○ 美しい農村景観を創るには、様々な取り組みが必要であり、専門家や地方自治体の関係各部署、農家以外の地域住民、NPO
など様々な主体の参加と連携を促すことが重要。

○ 専門家など地域外の人と地域住民との間のバランスを図り、地域住民の声が適切に反映されるよう配慮。



２４

*　篠原修他「景観づくりを考える」（１９８９）から抜粋編集

　　　　　　　　　　　　　景観配慮に取り組む技術者の姿勢について*

【景観設計の５原則】

○ 格に応じた設計の原則：地域の個性、性格に応じた設計、地域性に応じた設計が必要。しかし個性をあまりに強調す
ると、施設の持つ普遍的な部分がおろそかになり非常に使いにくい施設になったりするので
注意が必要。

○ 洗練の原則：設計根拠の数値そのままに作られた施設は美しくない。美しくするには「洗練」が必要であり、全体の
　　　　　　　　　バランスなどを再検討しシェイプアップすることが必要。

○ 背景の原則：主役は何かということを考える。土木施設はあくまで脇役であり、人間や自然といった主役を美しく見
せる必要。

○ 首尾一貫の原則：景観とは総合的なもの。施設だけ美しくても不十分であり、周りと調和していなければ景観として
　　　　　　　　　　　美しくならない。周辺を含め全体として景観設計を首尾一貫させたうえで、どこにアクセントをつ
　　　　　　　　　　　けるかメリハリをつけるかを考える。また調査・計画の考えを設計に、設計の考えを施工にしっか
　　　　　　　　　　　り伝え、調査・計画から施工までの事業実施上の首尾一貫も重要。

○ 他力本願の原則：景観の設計は一人ではできない。他力にお願いするところが多い。良いものができるためには周り
　　　　　　　　　　　の協力が必要。

【参考】


