
●風土に支えられる農山漁村の美しさ

農山漁村の美しさは、そこにある自然環境

の健全さと豊かさに支えられています。

農山漁村では、人間が住み着いて以来、何千年

にもわたって生活と生産が営まれてきました。

人々は、自分たちの土地で、安全に暮らし、豊

かな恵みをえるため、山や川、平野や海などの

地形や気候、さらにはそこに棲む生き物たちと、

上手につきあい、うまく利用してきました。農林

漁業は気候や地形、水の有無など、風土の影響

を強く受けていますし、どこに家を構えるか、

どのような家にするかなどの住まい方も風土に

強く影響されます。その結果として育まれたの

が、今日見られる豊かな水辺と緑に囲まれた美

しい農山漁村の風景です。いいかえれば、地形

や気候など、その土地の風土は景観の土台を

支えていると言えます。

●風土の違いが育む農山漁村の豊かな個性

風土は地域によって異なります。それぞれ

の地域の風土とうまくつきあうための工

夫が、地域ごとに豊かな個性を持った農山漁村

の美しさを育んでいます。日本列島は南北に細

長く、また地殻変動により地形が入り組んでい

るため、地域ごとに様々な風土があり、人々は

自分たちの地域の風土に合った住まい方を工

夫してきました。例えば、富山県の砺波地方や

岩手県の胆沢地方では、扇状地を流れるこま
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1．農山漁村の景観を特徴づける地域の自然
景観の土台を支える地域の風土

農山漁村の美しさは、地形や気候など、その土地の風土に適した人間の営みにより形成されてきまし

た。各地に個性豊かな景観がみられるのは、風土が地域ごとに異なるためです。美しい農山漁村づ

くりには、まず、景観の土台となる地域の風土への理解が必要です。

自然堤防上に形成された集居村と後背湿地の水田
（岩手県花巻市）

奥山のブナ林、里山の雑木林と杉林からなる山村
（岩手県湯田町）



かく緩やかな小川を効率よく生活や農業に利用

するため、独特の散居集落を形作りました。逆

に利根川や北上川などの大河川のそばでは、

洪水から身を守るため人々は自然堤防などの

わずかに高い土地に集まって住む集居村が見

られます。また、関東地方など季節風の強い地

域では農家の周りを屋敷林が囲んでいます。

農林漁業も風土によって違いが見られます。

水の得られるところには水田が広がっています

が、水の得られない火山山麓や台地は広大な

畑地になっています。一方、山の中腹から水が

湧いているような場所では長い年月をかけて棚

田が築かれています。

●美しい農山漁村は地域の風土を知ること

からはじまる

健全で豊かな美しい農山漁村をつくるため

には、まず、地域の風土について知るこ

とが大切です。農山漁村の美しさは地域の風

土と上手くつきあうことで育まれてきました。し

かし、それぞれの地域で受け継がれてきた風土

とのつきあい方は、近代化や過疎化のなかで失

われつつあります。なぜここに家があるのか、

なぜここは田であちらは畑なのか、などを日常

生活のおりに考えてみるといろいろな発見があ

るはずです。また、各村々に伝わるタブーや災

害の記憶を古老から聞けば、そこには先人達の

風土とつきあってきた知恵が隠されているでし

ょう。個性豊かな農山漁村の美しさは、見た目

の美しさを飾り立てるだけではなく、身近な自

然についての認識を高めることによって育まれ

るものです。
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緩やかな扇状地の小さな流れを有効的に利用した散居景観
（岩手県胆沢町）

火山山麓の緩斜面を利用した大規模畑作地帯
（群馬県嬬恋村）
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地域の風土を知るために

地域の風土を知る方法

地域の風土を理解することは、必ずしも難しいことではありません。先人たちは地域の風土と上手

くつきあうことで農山漁村の美しい景観を育んできました。したがって、先人たちの知恵を理解するこ

とで地域の風土を知ることができます。

風土とは、ある土地の気候・気象・地形・地質・景色（ときに風俗を含ませる）などを総称する言葉

です。環境アセスメントなどの際には、気候、気象、地形、地質などについて専門家による綿密な調

査が行われる場合が多いのですが、その報告書は一般に図やグラフ、表などが多用され、地域住民

には理解しづらいものです。これに対して地域の景観は、先人達がその土地の風土とどのように向き

合い、どのように付き合ってきたかを刻み込んだ歴史の報告書とも言えます。たとえば、地域の中を

散策しながら次のような点を観察すると、風土について様々なことを読みとることが出来ます。

○古い農家や神社の位置 地質：引用水（地下水）の存在

地形：土砂崩れや洪水など災害時の安全性

○古い農家の屋敷林 気候：季節風の向きや強さ

○松林や杉林の位置 土壌：里山の地味（生産力）。やせた土地は松林

○ため池の有無や位置 地質：用水確保の手段（地下水、表面水、天水）

地形：ため池に水が集まる集水域

このほかにも、その土地で受け継がれてきた風土に関する知識は数多く存在します。そのような地域

の知恵は、村々に伝わるタブーや社寺の伝承、民俗芸能などとして伝わっていることが多くあります。これ

らの伝承は親から子へ伝えられていますが、近代化以降の世代には伝わっていないこともままあります。

地域のお年寄りが知っている伝承を受け継ぐことが重要です。さらに、土地につけられた名称（小字の名

前など）には、先人達による「地味」の評価が込められている場合が多く、このような、普段何気なく見過

ごしていることを改めて見直すことが、地域の風土を理解することにつながる重要な一歩となります。

地域に残された古絵図。そこに記された地形や地名、土地の使い方などには、先人
達の風土に対する評価が込められています。（埼玉県小川町の例：トレース図）

参考 参考 
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■農家や古老への聞き込み調査

5W1Hの残り、「いつ（when）」、「誰が（who）」、「なぜ（why）」、「どのように（how）」については、水

辺や緑と密接な関わり合いを持った経験のある人々から教えてもらうことが有効です。日常農地に接

している農家だけでなく、近代化以前に森林や採草地を管理したり、そこで遊んだ経験が豊富な古老

の話は、さまざまなヒントを与えてくれます。

空中写真による水辺と緑の把握（茨城県伊奈町：白黒1962年、カラー
2002年）
白黒の古い空中写真でも、集落（右上）、田（中央、谷津田）、ため池（左
下）、採草地（田周辺の白い場所）、松林（黒っぽい場所）など、さまざまな
種類の水辺と緑が組み合わさっている様子がわかります。現在の写真
（カラー）と比較すると景観の変化を読みとれます。

水辺や緑の種類と人々の関わりを知る方法

農山漁村の美しさを守り育てるためには、その美しさを演出する様々な種類の水辺と緑を把握する

ことが重要です。その際、ただ単に水辺や緑の種類や量を調べるだけでなく、5W1Hに基づいて、地

域の人々と水辺や緑との関わり合いを知ることが肝要です。

■空中写真の有効活用

5W1Hのうち、「どこに（where）」、「何が（what）」を知るには空中写真を活用するのが効果的です。

日常歩いたり自動車に乗ったりしている時には見えない水辺と緑の種類や量、組合せが把握できます。

「空中写真」などと言うと専門家用の難しいものを思い浮かべがちですが、自分が住んでいる地域の写

真であれば、まず自分の家を探すことから始めると接しやすいものです。自宅の次には、普段歩いた

り運転している道をたどり、その周囲に広がる農地や森林に目を向けると良いでしょう。そうして集

落全体を見てみれば、森林は畑に降った雨をため池に集めて水田を潤すなど、地域の人々と水辺や

緑との関わり合いが見えてきます。

空中写真は、国土地理院などによって全国全ての地域で撮影されていますので、必ず自分の家が

見つかるはずです。また、同じ場所が過去に何度も撮影されているため、自分たちの地域の変遷を知

ることもできます。



●ムラ（集落）を単位とした水辺と緑の

組合せ

農山漁村では、長い間のムラ（集落）を単位

とした自給自足的な生活が営まれてきま

した。そのため、ムラの中で衣・食・住を全う

する必要から、さまざまな種類の水辺と緑が、

ムラの中またはごく近くにつくられ、維持されて

きました。その結果として農山漁村では、比較

的狭い範囲に多様な水辺と緑が複雑に混在す

る箱庭的な美しい景観がみられます。このよう

な水辺と緑の組合せの美が、都市や山岳部と

は異なる農山漁村の景観の特徴といえます。

●生産と生活が育む様々な水辺や緑

地域の風土にあわせた生活、生産を営む

ために、農山漁村の人々はさまざまな種

類の水辺と緑をつくりあげてきました。田んぼ

の周りだけでも、イネを植える田面、畦、小川

やため池、農道の路傍にハンノキやヤナギのは

さ木など、さまざまな水辺や緑がみられます。

田んぼのほかにも畑や果樹園、牧草地などの農

地があります。農地以外にも、集落の周りには

農家の庭やそれを取り囲む屋敷林、神社仏閣

の鎮守の森などが、台地や丘陵地、低山地には

里山と呼ばれる林野が見られます。一口に里

山といっても、ナラ類を中心とした雑木林だけ

ではなく、土木材としてのマツや下草を堆肥や

飼料として利用した松林があります。もちろん、

建築材であるスギやヒノキの植林地も古くから

里山の重要な一部です。また、かつては、カヤ

場や刈敷場、さらには牛や馬の餌を確保するた

めの「まぐさ場」など、里山の多くの部分が草地

で占められていました。今日では乳牛や肉牛な

ど食料生産としての畜産を行う採草地や放牧地

が見られます。近くに川や湖沼、海があるとこ

ろでは魚介類や海草などの水産物を採取する

ため、ヤナや、藻場、港、さらには養殖場など

がみられます。
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生産と生活に息づいた農山漁村の水辺と緑

農山漁村では、長い間のムラ（集落）を単位とした自給自足的な生活のなかで、衣・食・住を全うする

ための様々な種類の水辺や緑がつくられてきました。農山漁村の美しさは、それらの様々な水辺と緑

が織りなす組合せの美にあると言えます。農地、家屋などの美しさを個別に考えるのではなく、ムラ

全体の景観をトータルに作り上げることが重要です。

▲
●
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谷津田を涵養するため池（茨城県土浦市）

水田とイネを干すためのはさ木（新潟県栄町）

ため池の水を田圃に潤す小川（茨城県伊奈町）

文部省歌に謡われた「兎追いし」里山の採草地
（茨城県つくば市）
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自然林 

採草地 

人工林 

水田 

雑木林 アカマツ林 

集落 畑地 

自然林 
人工林 
古くは、藩有林、
天領、今は国有
林などの森林 

谷津田（谷戸田） 水田と河川 集落 集落 畑地 谷津田（谷戸田） 

谷津（谷戸） 

丘陵地 

谷津（谷戸） 低山地 

山地 

（奥山） 

里山 里山 

低地 

段丘崖 

台地 

（里地・里山） 

雑木林 雑木林と採草地 斜面林 松林、雑木林、採草地 

「里山」の概念図

参考 参考 農山漁村の水辺と緑

里山
今日ブームのように「里山」という言葉は、一般的には、村の背後にあるコナラやクヌギなどの落葉

広葉樹からなる小高い山、というような概念で用いられてきました。しかし、元来、里山という用語に

は明確な定義はありません。過去から現在までの各種の文献資料を整理すると、里山という言葉の用

語法には次のような3つの特徴が見受けられます。

①樹種概念と空間概念

「里山」とは「奥山」に対する居住域との距離に基づく概念であり、樹種や林相に対する概念ではあ

りません。環境庁（1998）は「里山林とは、居住地域近くに広がり、薪炭用材の伐採、落葉の採取等を

通じて農村住民に継続的に利用されることにより維持管理されてきた森林であり、落葉広葉樹林、ア

カマツ林のほか、スギ、ヒノキ等の人工林を含む種々の森林から構成されている」としています。

②里山と地形概念

「里山」は「山」という地形と結びつけて画定することはできません。なぜなら「里山」も「平地林」も、

その使い方は同じで、薪炭、肥料、飼料、用材の供給源として利用されていた森林だからです。ちな

みに「山」とは林野に対する農村住民の慣用的な用語「ヤマ」であり、「ムラ（屋敷の立地する付近）」や

「ノラ（農耕地）」に対する概念です。

③里山と土地利用概念

「里山」は森林ばかりではありません。幕末から明治初年にかけての里山は「連々として続く草山」

という状態であったとされます。草山には、屋根材などをとる茅場、肥料をとる刈敷場、農耕用の牛馬

の餌を確保する秣
まぐさ

場などがあり、ススキの草原や、マツが点在した草原、落葉樹の低木林などから構

成されます。このような草山は多くの場合ムラの入会地として管理されてきました。文部省歌「故郷」

の歌詞にある「兎追いしかの山」はこのような草地の多い里山であろうと思われますが、今日ではほと

んど見ることが出来ません。
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裸地 
コケ、地衣類 

草原 

草　地 農耕地 

柴　地 

雑木林 

陽樹林 
（クロマツなど） 

200年以上 5～20年 4～5年 
極相林 

植生遷移系列 

二次植生 
http://www.chitanet.or jp/users/denno/1998/seni.htm

植生遷移と二次植生

「植生遷移」と「二次植生」

■植生遷移

植物の群落は、もし火山噴火にともなう溶岩の流出などで全く植物の存在しない環境が生じると、

まずその土地に微生物が侵入し、つぎにコケ類が生え、草が生えて、やがて森林となります。このよ

うな変化を植生遷移といいます。このような遷移は不安定な群落から安定した群落への変化として捉

えることができ、最終的に安定した植物群落をその土地の極相と呼びます。日本のような温暖湿潤な

風土では極相は森林であり、気候によって、関東地方以南の南西日本ではシイ、カシなどの照葉樹林、

東北日本はブナ林、中部山岳や北海道ではシラビソやトドマツなどの針葉樹林になります。極相まで

遷移の進む過程は遷移系列と呼ばれ、土地の自然環境によって異なります。遷移の途中でタケ類やサ

サ類などが優占した場合には、本来の遷移系列と異なる植物群落が成立する場合があり、これを偏

向遷移といいます。

■自然植生と二次植生

自然植生とは、原生林などのように人為的影響を受けずに自然のままの状態で生育している植物群

落で、極相群落は自然植生です。これに対して、本来の自然植生の代償として二次的に生じた植物群

落で、何らかの人為的影響によって成立し、持続している植物群落は、代償植生または二次植生とい

われます。アカマツ林やクヌギ・コナラ林などの二次林、火入れや放牧で維持されるススキ草原やシ

バ草地などの二次草原（半自然草原）、道ばたや畦などの雑草群落などはみな代償植生（二次植生）で

す。代償植生は一般に極めて不安定で、それを維持している人為が停止されると、他のより安定した

群落への遷移を開始します。なお、造成工事などによって土地の自然環境が改変されると、仮に人為

が停止されて遷移が進行しても本来の自然植生が成立しない場合があります。そこで、植物社会学

では、もし現在の人為が全て停止された場合に成立しうる理論上の極相群落を潜在自然植生と呼び、

本来の自然植生と区別しています。




