
●空間構成要素が全体としてまとまること

で創出される農山漁村の美しさ

田畑と宅地が入り乱れ、電柱や看板が無秩

序に乱立し、建物の色や形・大きさなど

がバラバラな状態の空間は美しい景観とはいえ

ません。逆に、農地は農地としてまとまり、住

宅は集落の中に建てられ、また電柱や看板も整

理整頓され、色や形も一定の範囲内で統一さ

れている空間は、見るものに安心感と落ち着き

感を与える美しい景観を呈することになりま

す。例えば、北海道美瑛町の畑地景観の美しさ

はまとまった広がりの畑地空間によって提供さ

れるものであり、京都府美山町の茅葺き屋根の

集落景観の美しさは、茅葺き屋根がまとまって

いることと、茅による屋根の統一によって作り

出された色合い、形状のまとまりによって成立

しているのです。このように空間的な美しさと

は、空間を構成している様々な要素がまとまり、

統一、整理・整頓されていることで生み出され

ているのです。

●多様な空間構成要素が調和的に結びつく

ことでもたらされる美しさ

農山漁村は実に様々な要素が結びつき組

み合わさることで成立しています。各要

素は、孤立して在るのではなく他の要素と機能

的に係わりながら存在しています。農山漁村を

構成しているほ場、農林道、水路、里山、河川、
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Ⅵ.農山漁村の空間的な調和
に向けて

1．農山漁村における空間調和
農山漁村における空間調和の考え方

美しく魅力ある農山漁村は空間的な調和が実現されています。農林漁業、自然環境、伝統文化、都市

交流等に関連するほ場、水路、家屋といった様々な空間構成要素が、それぞれの役割を十全に発揮

していると共に、各要素が対立・牽制するのではなく相互に調整・調和しながら結びつき総合化され

て一体的な空間を構成しているとき、農山漁村は美しさと魅力を発現することになります。

畑地景観（北海道美瑛町）
畑地が連なって広がる風景は空間のまとまり感や一体感を
創出します。

茅葺き屋根の集落景観（京都府美山町）
茅葺き屋根が連なることで連続性・統一性が醸し出され集
落空間を美しく演出します。



家屋、建物、漁港等はそれぞれで役割をもって

いますが、単体で役割を発揮することは困難で、

一定の空間範囲の中で他の要素と密接に結び

つくことでその機能を果たすことになります。

例えば、農道はほ場と農家（家屋）等と一体と

なってはじめて農道としての機能を果たすこと

が可能となり、そうしてはじめて空間構成要素

としての意味を持つことになります。

要素の結びつき方が、地域の風土に適合し、

地域住民の生活の質的向上に貢献していれば、

空間構成要素は全体としてまとまり、統一、整

理・整頓された空間状態となって美しい景観を

醸し出すことになります。例えば、京都府美山

町の茅葺き民家の美しい風景は、茅葺きの家屋

だけで成り立っているのではなく、自家菜園、

石垣、松のある庭、里山、それと水田風景が茅

葺き民家と全体として調和してまとまっている

ことで成立しています。茅葺き家屋が集落内に

点在しているからといって、自家菜園が荒れ地

になっていたり、コンクリートのブロック塀で囲

まれていたり、ほ場の中に廃車置き場があった

りすれば、決して美しい風景とはならないので

す。

各要素が個々バラバラにあたかも孤立したよ

うにあるのではなく、全体としてのまとまり調和

を目指して、それぞれが結びつき連携して機能

を十分に発揮することで、美しい景観を創り出

すことになります。
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家屋と農地と里山が一体となった農村景観（京都府美山町）
集落を形成しているそれぞれの空間構成要素が個々にそれぞれ孤立して
あるのではなく、相互に関連し結合することにより全体としての一体感が
醸成されることで美しい景観が成立します。



●空間を立体的に捉えること

住民にとって日頃目にしている景観は、家

屋、屋敷地、屋敷周辺そして通勤や日常

の必要に応じての沿道景観などごく限られた空

間です。しかも、普段は取り立てて景観やそれ

を成り立たせている空間等について考えるな

どということは殆ど経験しないことといえます。

ただし、そうした日常的な生活空間の中に、ゴ

ミの不法投棄や雑草の繁茂、看板の乱立や不法

駐車などによって不快な思いをすると、生活空

間を改めて見つめ直すことになるでしょう。そ

うして初めて身の回りの空間がいろいろな建物

や樹木、施設や土地の使い方によって構成され

ていることに気づくことになります。これが空間

を景観として認識することなのです。

それは、生活空間が見る場所によって様々な

景観を形作ることへの気づきといってもいいで

しょう。南に向ったときの景観と北、東、西に

向いたときの景観は異なります。視線を上下す

るだけでも景観は違う様相を見せます。見る

場所を集落から離れた地点に求めて集落の外

から集落を望むと、自分が暮らしている生活空

間を客観的に見ることが出来ます。例えば、近

くの山の中腹から集落を展望すると自分の家屋

や屋敷地の集落内の位置、周りの屋敷地と比較

することができます。

生活している空間は、このように実に多様な

見え方が出来るわけですが、空間調和に向け

た取り組みは、このように空間を様々な視点か

ら捉え、平面的ではなく立体的に空間を考えて

いくことが重要なのです。

私たちが生活を営んでいる空間は、個人を

中心に同心円状に広がっているといえます。ま

ず自分自身の身の回りの空間です。次に自分の

家と屋敷地の空間があります。そして屋敷地を

取り囲む近隣の家々からなる近隣空間、近隣空

間を取り囲む日常的な生活行動の広がりとして

の集落空間、その集落の外周に農地や里山が

広がっている地区空間、そして地区空間と山や

河川あるいは隣り合う地区で構成される地域

空間というように空間は広がっています。これ

らの同心円状に広がる空間は、それぞれが独

立しているのではなく、重なり合って空間全体

を作りあげています。

●3つのレベルから成り立つ生活空間

空間の調和に取り組むためには、このよう

に空間が立体的で重層的であることを認

識し、それぞれの空間レベルに応じて空間がど

のように見えるのかを認識することが必要とな

ります。この場合、身近な生活の場所としての

集落の状態を把握することの出来る空間の広が

りレベルと、自分の生活している集落をそれを

取り巻く状況とともに全体的に把握することの110

調和的な空間づくりのための空間の捉え方

農山漁村における調和的な空間づくりの対象は、空間の見え方によって3つのレベルが想定できま

す。第一のレベルは地域空間の調和を捉えることができる遠景のレベル。第二のレベルは住民の日

常的な視線での集落を認識する近景のレベル。第三のレベルは遠景と近景とを組み合わせたレベル。

調和的な空間づくりは3つのレベルそれぞれで独自の進め方が示されることになります。

個人 近隣 集落 地区 地域 

同心円状に広がる生活空間
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出来る地域としての広がりのレベルの2つのレ

ベルから捉えていくことが重要です。景観とし

ては前者が近景と呼ばれ、後者が遠景と呼ば

れるものです。この2つの空間の見え方を空間

理解の2つの極として、遠景は地域空間全体の

まとまりや一体感という観点から生活空間や生

産空間、自然空間などの連続性やまとまり感を

評価し、近景では屋敷周りや集落環境における

空間構成要素が調和的に連携できているかを

確認していくことになります。基本的にはこの2

つの空間の評価により空間調和に向けての取り

組み課題を見つけることができますが、具体的

な調和の実現のためには、近景と遠景とを組み

合わせた空間認識の視点が必要となってきま

す。集落というまとまりの中で家屋などの建物

の色使いや高さ、連続性などを評価する中景と

呼ばれるレベルです。

3つの空間認識レベルはそれぞれで空間調和

にむけての役割が在ります。遠景レベルは「私

の故郷」という感慨を持ち得る視点であり生活

空間のアイデンティティを育みます。このレベル

の対象とする景観（見る対象）は、大景観と呼

ばれるもので、故郷風景の骨格を成す風土の保

全として、地域全体の土地利用を大きく変えて

しまうような大規模な開発（大型宅地造成や広

域交通網の整備等）を検討・規制する視点を提

供します。近景レベルは日常生活の快適性を獲

得するための視点であり、また住民個々人や共

同体での空間調和の現実的な取り組みの対象

レベルとなります。ここでは家屋・屋敷周り、直

接目にすることの出来る道路や水路等の小景観

が対象となり、個別の要素に対する規制や個別

施設のデザインについて操作する視点を提供し

ます。中景レベルは、集落、ほ場、里地里山な

どの各土地利用のまとまりや一体性を認識する

視点であり、集落全体やほ場の広がりといった

中景観を対象とします。ここでは全体的な空間

調和にむけて空間構成要素の配置や連携のあ

り方を評価する視点としての役割を持つことに

なります。

中景 

中景観 

遠景 

大景観 

近景 

小景観 

空間の見え方 

見る対象 

空間の見え方と見る対象

遠景は地域全体の景観すなわち大景観を認識するもので
す。地域空間の骨組みや地形的特徴を確認できるのが遠景
です。（長野県楢川村）

中景は集落や農地をまとまりとして認識できる中景観の
視点です。空間構成要素の調和や一体感について評価で
きるのが中景です。（新潟県高柳町）

近景は日常生活で目にする小景観を認識するものです。空
間構成要素の一つ一つの詳細まで確認できるのが近景で
す。（新潟県高柳町）



●空間調和に向けた3つの方針

空間の調和を目指すためには、空間全体を

捉える視点と空間を構成している個々の

構成要素を見つめる視点、そして個々の構成要

素と空間全体とを繋げる視点の3つの視点から

調和のあり方を検討していかなければなりませ

ん。これを空間レベルに対応させれば、大景観

を対象とするのが大きな空間調和の方針、小景

観を対象とするのが小さな空間調和の方針とな

り、中景観は大小どちらの方針においても対象

となります。また大景観と小景観を結ぶ空間調

和の方針は、大・中・小景観を総合化する調査

方針といえます。

このような3つの方針があるということは、空

間調和は単一の視点から考えてはならないとい

うことを示しています。例えば、水路整備に際

して、小景観としての水路とその直近の環境と

の調和を考えれば空間調和が実現するというの

ではなく、直近の環境とその周辺の環境の調和

（中景観）、その周辺の環境と空間全体の調和

（大景観）についても一緒に考えることが必要と

なります。

そして、空間調和のあり方を考えていくため

には、まず大きな空間調和と小さな空間調和の

あり方について検討することから始め、次に2

つの調和方針を照らし合わせた大と小をつな

ぎ合わせるための調和のあり方を考えていく手

順を踏まえるようにします。

●大きな空間調和の方針

大きな空間調和の方針は、個々の空間構成

要素における調和を考えていく際の前提

ないし基本方針となります。従って、空間調和

に向けてまず最初に検討しなければならない

のが大きな空間調和の方針となります。

この方針では、空間全体を対象として、空間

利用のあり方について評価・検討・提案を示す

ことになります。空間全体を視野に収める方針

であることから、大景観の空間認識に基づいて、

地域全体の地形と土地利用における調和のあ

り方が問題となってきます。地形に適合した土

地利用になっているか、土地利用種間のまとま

りはあるか等の観点で、空間の利用状況を把握

し、利用上の問題点などを析出し、空間全体の

調和に向けた取り組み方針を示していくことに

なります。そのためには、空間全体を利用内容

毎にまとめていくゾーニングと呼ばれる空間評

価手法が有効です。

●小さな空間調和の方針

小さな空間調和の方針は、一軒の家屋、一

棟の倉庫の壁や屋根、あるいは水路の護

岸や法面、道路の舗装面等々の空間構成要素

の一つ一つについて、それらが空間調和に向

けてどのように在ればいいのかを指し示すもの

です。空間調和に向けての具体的直接的なテ

クニックを検討するのがこの方針なのです。

小景観を対象とすることから、ここでは構成

要素の色彩、形態、素材のあり方が問題となっ

てきます。個々の要素の直近の周辺環境との間

での調和的な色遣い、大きさや形状のあり方、112

空間調和を目指すための3つの方針

調和的な空間を目指すためには、空間全体の調和を考える大きな調和方針と空間構成要素個々の

あり方に関わる小さな調和方針、そして空間全体と個々の構成要素のつながり方を示す大と小を

結ぶ調和方針の3つの方針を踏まえることが重要です。
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の有り様などについて、具体的な技術選択

の方針が示されることになります。

技術の選択に当たっては、周辺環境の中から

デザインコードと呼ばれるデザイン上の約束事

を見つけ出すことが求められます。小景観の中

にあるデザインコードを読みとりながら、個別の

施設の色彩・形態・素材の技術的な選択方針を

示すのが小さな空間調和の方針の役割です。

●大と小を結ぶ空間調和の方針

大と小を結ぶ空間調和の方針は、大景観と

小景観及び中景観とをつなぎ合わせるこ

とを目的とするものです。ここでは、大・中・小

景観の相互関係が問題となってきます。それぞ

れの空間レベルの景観が他のレベルの景観と

組み合わさったときにどのような景観になるか

という視点から、各景観レベルの連続のあり方

を示していくことになります。方針としては、そ

れぞれの景観の見え方に留意しながら、小景

観からの中景観・大景観、中景観からの大景観

を望んだ時の景観構図の考え方が示され、とり

わけスカイラインの保全への取り組みが大きな

課題となります。

大きな空間調和の方針 
ゾーニング 

土地利用 

小さな空間調和の方針 
デザインコード 

色彩・形態・素材 

大と小を結ぶ空間調和の方針 
構図とリズム 

スカイライン 

空間調和を目指すために
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●景観の質を低下させる要素を取り除く

「除去」

ほ場の中に廃車が野積みにされている農

地景観、朽ち果てた廃屋が野ざらしにさ

れたままの集落景観、雑草が繁茂しゴミが不法

投棄された水路やため池の施設景観等々は、

農山漁村空間の景観を悪化させています。そ

れらは空間構成要素として、他の要素を疎外し、

要素間の結びつきを断絶させるものといえま

す。例えば、野積みにされた廃車があることで、

ほ場の農業生産としての機能が疎外されるとと

もに、農地のまとまりや一体感が損なわれます。

野ざらしの廃屋は、集落の衛生上や安全上に支

障を来すとともに家並みの連続感を途切れさせ

ます。雑草やゴミの不法投棄も、あるいは自転

車や自動車の不法な駐輪や駐車等もその場所

の本来の機能を阻害するとともに、雑然として

整頓されてない印象を与えてしまいます。これ

らは空間構成上不必要な要素であり、それがあ

ることで空間全体の質を著しく低下させること

になります。

「除去」という空間調和の考え方は、こうした

空間の質を低下させている要素を排除する、

取り除く、あるいは規制することで、マイナスの

空間構成要素を除去しようというものです。そ

れだけに空間調和を実現していく上での最も基

本的な視点ともいえるのです。

●調和のとれた状態を保全し管理する

「保全」

歴史を経て形成されてきた農山漁村の空間

は、長い時間を経る中で空間構成要素

の調和が図られてきたともいえます。京都府美

山町の茅葺き民家が立ち並ぶ集落風景や福井

県宮崎村の格子壁と切り妻屋根の家並み風景

などは歴史的に形成されてきた空間調和という

ことができます。あるいは北海道美瑛町の畑地

のまとまり、砺波平野や出雲平野の農地の中に

点在する家屋と屋敷林とが織りなす風景など

は、長い時間の中で地域の風土に適合するよう

に空間構成要素の結びつき方が切磋琢磨して

きたなかで調和を生み出したものといえます。

こうした調和は歴史的な継続によって成立して

いるものだけに、一度その継続性を断ち切るよ

うなことになれば台なしになってしまいます。

今後も将来に向けて調和を保ち続けていくこと

が大事なのです。

この他にもまとまりのある農地、整然とした

漁港、草が刈られ管理の行き届いている里山

や杉山、綺麗に清掃されている鎮守の境内等

もまた空間構成要素の調和がとれた空間です

が、こうした状態が継続され維持されることが

大切です。まとまっている、整然としている、管

理が行き届いているというのは、空間構成要素

の結びつき方に無理がなく互いに調整・均衡し

調和的な空間を実現するための基本的な視点

空間構成要素を調和的に結びつけていくためには、「除去」「保全」「創造」という3つの基本的な

考え方を踏まえることが肝要です。
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ていることで実現しているといえます。こうした

状態の中に、要素間の配置を脈絡もなく変更し

たり、あるいは空間利用を粗放化したりすれば、

空間調和は崩れてしまい景観を悪化させること

になります。

生産・生活活動が行われる中で逐次新しい

空間構成要素が生み出されています。家屋の

新築、道路の新設あるいは拡幅、公共施設の建

設、生産基盤の整備等は、従来までの空間に新

たな構成要素を登場させることになります。例

えば、切妻屋根の家並みで統一されていた集

落にコンクリート平屋建てが登場すれば、切妻

屋根での連続性という調和が壊されることにな

ります。あるいはまとまりのある農地空間を分

断するように道路が新設されれば、農地のまと

まりという調和はやはり崩れてしまいます。新

たな要素の登場はともすればこれまでの空間調

和を壊しかねないのです。こうした新しい空間

構成要素は、その登場の仕方において、独りよ

がりの、身勝手な自己主張をするならば、これ

らもまた空間の質を大きく低下させる要素にな

っているのです。

現時点で調和の取れた空間構成になってい

れば、それを乱したり壊したりすることを防止

することは、空間調和を実現する重要な視点で

す。「保全」とは、今ある空間調和を保ち守るた

めに、調和を乱す要素や要因の介入を防ぐ、ま

たはその要因を調和させることにより現状を保

っていこうとする空間調和の基本的な視点なの

です。

綺麗に掃き清められらた道路
空間調和は日常の掃除や管理の積み重ねで保たれます。
（京都府福知山市）

公共的な空間はともすれば目が行き届かなくなりゴミ捨て
場になってしまいがちです。住民参加で管理していくことも
一つの方法です。（富山県高岡市）



●新たに要素を付加することで新たな空間

調和を創り出す「創造」

屋根の形状が統一された家並みの集落に、

屋敷囲いの塀や壁を土塀や生け垣で統

一する、鎮守を取り囲むフェンスを地場産の木

材をつかった木塀に替える、あるいは新設する

公共の建築物を地場産の木材や陶器を活用し

て整備する、まとまりのある農地の周縁部に植

栽を施す、既存の公共施設を地域の伝統的な

様式に合わせて改築するということが「創造」と

いう考え方です。

現状の空間構成要素の結びつき方を調和的

なものにするために、新たな空間構成要素を付

加することで空間調和の実現をはかるというも

のです。歴史的に培われてきた空間的な調和

の中に、さらに高いレベルでの調和を実現する

ために、施設や樹木などの新たな要素を加え

るという方法です。

新たな構成要素は、独りよがりの自己主張す

るような内容であれば従来の空間調和を乱しか

ねませんが、その地域が伝統的に培ってきた調

和のあり方をしっかりと理解し、それを上手に

アレンジしながら付加していくならばより高い

空間の質を実現する極めて有効な足がかりとな

ります。つまり新たに付加する構成要素は新た

な調和を導き出す仕掛けとなって、地域の新し

い景観シンボルあるいは新たな景観アメニティ

を提供するものといえます。それだけに、付加

の仕方が重要なポイントになります。それがデ

ザインといわれるものです。空間調和に向けて

新たな要素を付加する時のデザインのあり方と

して、「なじませるデザイン（統一の美）」、「主役

とわき役のデザイン（強調の美）」、「対比のデザ

イン（乱調の美）」の3つの考え方があります。ど

のデザインを用いるかは地域の特徴を十分把握

した上で検討・選択しなければなりませんが、

具体的なデザインの技法については専門家のア

ドバイスが不可欠です。

「創造」という視点は、空間調和を実現して

いく上ではいわば高度な考え方といえます。ま

ずは「除去」「保全」という視点から実現をはか

り、その次にさらに高い空間の質を目指そうと

するとき「創造」という視点での取り組みが求め

られることになります。

116

屋敷周りや集落周縁部に綺麗に刈り込みのされた植裁を施すこと
によって、質の高い生活空間が創造されます。（埼玉県日高市）



117

Ⅵ.

農
山
漁
村
の
空
間
的
な
調
和
に
向
け
て

●調和的な空間づくりに向けた行動指針を

検討する

住民の空間に対する評価は、始めは個々人

それぞれの感想にとどまっています。個

人の思いでは、調和的空間を実現していく実践

力として結実しえないので、地域住民としてそ

うした思いを共有していくことが必要になって

きます。そこで環境点検活動や共同学習会など

を導入して地域空間に対する個々人の評価を

住民全体で共有するようにします。空間評価の

共有化が得られたら、次に評価を下した理由を

考えていかなければなりません。「何故不快と

感じるのか」「何故醜いと感じるのか」等々の評

価を下した背景すなわち空間構成要素の結び

つき方を読み解いていくのです。このとき、先

述した3つの視点（除去・保全・創造）や空間を

捉える3つのレベルといった考え方を導入する

ことで、自分たちが空間調和づくりに向けてど

のように取り組めばいいかを検討することが可

能になります。

つまり、空間調和を乱している要素を取り除

けばいいのか、新たに要素を付加することで調

和を創り出して行くのか、また、これは自分達

の日常的な生活の中で取り組めることか、行政

と連携することが必要か、といった取り組み方

や取り組みの広がりを導き出すことができます。

遠景レベルでの大きな空間調和に向けた取り

組みは行政的な対応が不可欠となりますが、近

景レベルの身近な生活空間における調和づくり

は住民の手による清掃活動や植栽活動によって

実践することが出来ます。

いずれにしても調和的な空間づくりの実践主

体は、なによりもそこで暮らしている地域住民

であり、地域住民の主体的な空間認識、空間評

価、取り組み方策の検討、そして具体的な実践

という一連の美化運動を中心にして展開してい

くものなのです。

自分たちの生活している空間を再確
認・再評価してみる。そこから美しい
農山漁村づくりが始まります。




