
●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）
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●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。



●地域全体の土地利用を認識する大景観

大景観は峠から眼下に見下ろす形での展

望や俯瞰、あるいは大地に立って遠くの

山並みなどを見た場合の眺望等の遠景によって

捉えられる景観を指します。

大景観では、山並み、山林や河川、海や海浜、

ため池や湖、農地、集落などが、それぞれにま

とまりあって空間を構成する要素として把握さ

れ、それらの配置や繋がり具合を理解すること

が出来ます。しかし一方で、それぞれの要素を

構成している細かな地形や植生、家屋・建物や

舗装具合や擁壁の有り様などの一つ一つのディ

テールを見分けることはできません。

つまり、大景観は地域全体の景観であり、地

域空間の全体的な調和や秩序について考える

ための景観ということが出来ます。地域の中で

農地がどのように配置されているか、その中で

集落はどのような位置づけになっているのか、

河川の流れに対して農地や集落は無理なく配置

されているのか、山と農地の繋がり具合、海

浜・漁港と集落の繋がり具合等について、地域

全体という観点から検討していくとが出来るの

です。

118

2．大きな空間調和の方針
大景観における空間調和の進め方

大景観は、山並みや集落、農地など、それが地域全体空間の中でどのような役割や意味を持ってい

るのかを把握することが出来る景観です。地域全体を俯瞰した大景観は、住民の抱く地域アイデン

ティティの基礎となることから、大景観を大幅に変化させるような人為的行為においては十分な検討

が必要になります。

峠からの展望（茨城県八郷町）

高い場所からの俯瞰（北海道東川市）

遠くの山の展望（福島県猪苗代町）

大きな空間調和方針の対象



●風土に適った土地利用の美しさ

地域全体の土地利用のあり方を把握できる

大景観は、地域における風土と土地利用

の適合具合を評価することが可能になります。

そして農山漁村の大景観の美しさは、地域の風

土に適合するように集落、農地、森林等の土地

利用が配置されることで醸成されるのです。例

えば、中国四国地方の中山間に多く見られる山

裾に集落が張り付いている大景観は、少ない

平野部と穏やかな勾配の山が組み合わさる地

形に適合して、集落は里山の裾に、農地は集落

の前面に配することで、風土に適合した魅力あ

る風景を醸し出しています。地域の全体的な地

形に適した土地利用であることは、美しい農山

漁村の基盤であり、農山漁村は本来そうした土

地利用を行ってきたのです。

しかしながら、地形を大規模に改変すること

が可能な技術の開発が進んできたことにより、

地形を考慮しない開発や整備が導入されるよう

になり、農山漁村の大景観が損なわれるケース

が増えてきています。農山漁村の大景観が損な

われるということは、一つには山を削ったり、

大規模な道路が地形の線形を無視して整備さ

れたりすることによる景観の骨組みを壊すケー

ス、二つには宅地や施設の身勝手な拡張により

農地や緑地などの土地利用を侵食（スプロール）

するケース、三つには適切な管理が行き届いて

いない森林、汚れた海などの自然悪化のケー

ス等による景観荒廃を指します。

農山漁村は、都市とは異なり、地域の地形・

気候といった風土に直接影響される大景観に

特徴があります。それは、生活を風土に上手に

適合させてきた歴史的な空間利用の産物とし

て、地域アイデンティティの基盤をともなってい

るのです。従って、美しい農山漁村づくりを進

めるにあたって、これまで大切に守られてきた

風土と適合した大景観の保全への配慮が求め

られることになります。
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地形に適合した土地利用がつくる

美しい農山漁村の景観

（北海道上富良野町）

（新潟県山古志村）

（長野県鬼無里村）



●大景観としての空間調和を実現するために

空間調和を実現するためには、大景観の成

り立ちを知ることから始めなければなり

ません。自分達が暮らしている地域がどのよう

な地形・気候条件の中にあるのか、地域はどの

ような空間要素から構成されているのか、それ

がどのように配置されているのかを確認しま

す。その上で、住民にとって特別な意味を見い

だしている山や川、あるいは建造物について、

それが地域空間全体の中でどのように位置づけ

られているかを確認します。こうした「地域空

間を知る」ことにより、大景観を構成している

骨格を把握することが出来ます。大景観の保全

は、この骨格を保全することに他なりませんが、

そのためには2つの視点が必要になります。

第一の視点は、前述した3つのケースを排除

することです。まず、大規模開発などによる地

形改変を可能な限り回避することが望まれま

す。特に住民に「故郷意識」を醸成しているよ

うな山並みを壊すことは極力回避すべきです。

また送電線などの鉄塔も往々にして地域のスカ

イラインを分断することが多いので注意が必要

です。次に宅地開発や工場・大型店舗等の開発

も空間全体の調和に十分配慮する必要がありま

す。地形や周辺空間に無顧慮な開発は厳しく規

制すべきです。そして、山、河川、海浜は大景

観の背骨ともいうべき要素なので、大切にいた

わる必要があります。粗放化され荒廃すると痛

ましい大景観となるので、適切な管理が求めら

れます。

第二の視点は、住民に大景観を認識してもら

うことです。大景観は地域アイデンティティの基

盤ですが、多くの場合住民が大景観を望む機会

は少ないものです。しかし、大景観は住民に地

域アイデンティティを喚起させる、あるいは醸成

させるものです。自分たちが暮らしている集落

をひとつのまとまりとして捉え、さらに地域全体

の中でどのように位置づけられているのかを把

握することは、美しい農山漁村づくりに対する

住民の積極的な参加態度の形成に資するもの

です。

そのためには、地域全体を展望・俯瞰できる

場所、美しい大景観を望めるポイントを設置す

ることが有効です。それは自分たちが大景観を

確認することができるとともに、自分たちの地域

を美しく見せる場所として、地域活性化資源と

しての役割も果たすものとなります。

大景観としての空間ガイドラインは、風土に適

った地域空間づくりを目指すものであり、その

ためには空間の骨格を阻害する要因を排除す

るという視点と、住民自身が大景観を認識する

という視点から空間の調和を実現していくもの

なのです。

120
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大規模開発による山並みの乱れ



●現況の地域空間利用のあり方を把握する

ためのゾーニング

地域全体の空間調和をはかるためには、ま

ず空間利用の有り方について把握するこ

とが必要です。そのためには、地域の全体空間

を「自然・地形（山岳・河川・湖沼や平野・丘

陵・山岳等）」、「土地利用（生産的利用、生活的

利用、社会的利用等）」あるいは「地域資源（歴

史文化資源やレクリエーション資源等）」といっ

た観点から仕分け（ゾーニング）します。地図の

ように平面的に捉えがちな全体空間を、特性や

利用という観点から複数の層に区分すること

で、地域空間の立体的な構造を理解することが

可能になる一方で、地形に適った生産的利用

になっているか、地域資源の分布と社会的利用

はかみ合っているのか等、各層が適切な関係の

もとに重なっているかを明瞭に評価することが

出来ます。

●土地利用によるゾーニングの重要性

空間調和に向けての地域全体空間での課

題を見いだすためには、現況把握のた

めのゾーニングの中でも特に「土地利用」によ

るゾーニングに注意を払う必要があります。土

地利用は風土に対する人為的な働きかけです

から、風土に適合的であるかどうかのバロメー

ターは土地利用の在り方といって差し支えない

のです。土地利用の種類は、生産的土地利用

（農地、農業施設、農道、水路等）、生活的土地

利用（集落、商業地、市街地等）、社会的土地利

用（公共施設、レクリエーション施設、工場、道

路等）とに大別することが出来ます。土地利用

のゾーニングでは、第一にこれらの土地利用が

自然・地形のゾーニングと適切に対応している

かを評価する必要があります。土砂崩れが起き

そうな場所に生活的・社会的土地利用が展開し

ていないか、農業生産に適する大きな面的な広

がりの中に工場団地や商業地が設置されてい

ないか等について見ていきます。この評価が風

土に適合的な土地利用か否かを検討する直接

的な材料になります。第二に土地利用種間の関

係を評価しなければなりません。ここでは住み

分け・まとまりという観点から、農地のまとまり

の中に宅地や工場団地といった非農業的な土

地利用が虫食い的に侵食していないかといっ

た点について評価がなされることになります。

これは土地利用秩序の強弱についての観察と

いえます。

●景観保全をテーマとするゾーニング

土地利用のゾーニングを評価することで、

地域全体の空間調和に向けての基本的

な方向を検討することが可能となりますが、さ

らにより具体的な方針を導き出すためには、景

観保全をテーマとするゾーニングを導入するこ

とが有効です。

地域空間の全体像を顕わす大景観は、地域

アイデンティティの基盤をなすものなので、そこ

に地域住民に愛されている場所や空間を見い

だすことができるはずです。最も高い山、水鳥

の飛来する湖沼、紅葉の美しい里山、桜並木、

郷社の森あるいは城趾等の旧跡、歴史ある街

道等々は、大景観の中ではスポット的な要素で

すが、地域住民にとっては大きな意味を持った

要素なのです。地域全体の空間調和を図って122

全体空間の調和をはかるためのゾーニング

地域全体の空間調和をはかるためには、空間を構成している諸要素を機能ごとのまとまりに区分して

整理（ゾーニング）する必要があります。ゾーニングすることで現況の地域空間のあり方の評価が可

能になり、また全体空間の調和に向けての地域の土地利用の方向が示されることになります。



いく上で、こうしたスポット的な要素は、将来に

向けても保全されるべきエリアとして捉えられ

なければなりません。この他にも、農地と里山

が一体となっている場所、断層の見える崖、連

続する山の稜線とそれを展望できる場所等々

も、美しい農山漁村づくりには欠かせない要素

といえます。これらの場所も可能な限り保全し

ていくことが望まれます。

景観保全をテーマとするゾーニングは、この

ような地域アイデンティティを醸成している要素

や美しい景観形成に貢献する要素等に、景観

保全あるいは景観形成という役割を与えてゾー

ンとして区分していくものです。また、国道沿い

に大規模店舗が進出している場所、市街と農地

が接している場所、農地の中に新宅地が点在

して建築されている場所等は、空間全体の調和

を乱し大景観を荒廃させている要素であり、こ

れらは景観保全という観点からは除去・修景が

求められるゾーンとしても区分することになりま

す。

土地利用ゾーニングによって地域全体空間の

調和に向けた大きな方向性を検討し、景観保全

をテーマとするゾーニングによって調和のため

の戦略を描くことで、調和のはかられた地域空

間実現に向けての大宗が示されることになりま

す。

●地域全体の空間調和を実現する規制と

誘導

ゾーニングにより地域空間における調和を

実現するための方向が示されたら、その

方向に則って空間構成要素を整序づけていか

なければなりません。

大景観における空間調和の実現は、主に空

間利用に対する規制と誘導によることになりま

す。規制は、空間調和にそぐわない土地利用を

抑制ないし禁止するもので、地形を大きく改変

する、まとまりのある農地や緑地などを分断し

たり虫食いにする、あるいは景観資源を台なし

にする、地域アイデンティティを醸成している眺

望を遮るといった開発行為が対象となります。

こうした行為を事前に察知し食い止めるために

は、例えば、熊本県の看板規制条例や群馬県新

治村の景観条例などのように、開発行為を行政

機関が事前にチェックする条例や協定の締結が

有効な手法です。また普段から地域空間に対す

る不法な利用を監視するために官民が一体と

なって空間パトロールなどを実施することを併

せればさらに効果が上がります。

規制はどちらかといえば守勢の手法であり、

美しい農山漁村づくりではもっと積極的に空間

調和の実現を目指すべきです。開発行為や施設

整備を空間調和の方向に誘導する手法を導入

すべきです。景観保全をテーマとしたゾーニン

グを下敷きにして、空間利用の在り方を提示し、

提示された内容に則った空間利用を指導して

いくものです。例えば、景観保全ゾーンでは現

況景観を保全することを旨として可能な限り異

質な要素を導入させない、景観配慮ゾーンでは

新たな施設や開発を行う場合周辺空間との調

和に十分配慮させる、景観形成ゾーンでの開発

には良質なデザインに心がける、といったこと

を空間利用規則として定めて行為を誘導してい

こうとするものです。

大景観を対象とした空間調和の実現は、対象

が大きいものだけに住民が担うには限界があり

ます。ここでは行政が責任を持って主導してい

くことが求められます。
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空間を立体視するオーバーレイ

空間利用の在り方を、機能や利用内容毎に区分してそれぞれを一枚の図面（レイヤー）に整理し、

現状空間を多層の図面に分解して把握しようとする方法が「オーバーレイ」です。

下図は、オーバーレイの手法で地域空間の利用構造を見たものです。地域空間の利用状況を、

生活的土地利用を整理したレイヤー、歴史文化要素をプロットしたレイヤー、生産的利用内容を整

理したレイヤー、自然の地形や要素を示したレイヤーに分解することで、各利用の空間の姿が違っ

て見えてきます。

124

生活的土地利用のレイヤー

歴史文化要素のレイヤー

生産的土地利用のレイヤー

自然の地形や要素のレイヤー

レイヤー
に分解

参考 参考 
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空間利用の複合されたゾーニングのための基図が完成します。この図をベースにして空間ゾー

ニングを検討することで、空間調和に向けての課題が把握され、取り組み方針を示すことが可能

になります。

レイヤーを
組み合わせるレイヤーを重ねる

〈オーバーレイ〉



●日常生活の景観を分解する

農山漁村は、里山や河川、集落や農地、水

路・ため池などそれぞれ機能的なまとま

りをもった構成要素によって形作られています。

大景観では、こうした要素を地域全体という広

がりの中で俯瞰的に把握したわけですが、小景

観は、構成要素そのものについて詳細な内容を

捉えることができる景観です。

それは地域住民の日常的な生活の中で普段

目にする景観であり、家屋、壁、塀、木々、水

路、道路、鎮守、防火用水等種々様々な要素か

ら構成されています。これらの構成要素は、住

民にとっては日常的な風景として溶け込んでお

り、要素を一つ一つじっくりと見るということは

殆どありません。しかし、景観は、これらの要

素がそれぞれ機能を発揮しながら相互に結び

ついて形成されているのであり、従って、美し

い農山漁村づくりでは、当たり前と感じている

日常生活の景観がどのように構成されているの

かを分解して見る視点が求められることになり

ます。

●景観要素を詳細に把握する

単純に家屋といっても、屋敷内と屋敷周り

ではそれを構成している要素は違ってき

ます。屋敷内は母屋、離れ、納戸、庭等で構成

され、屋敷周りは塀、門、道路、水路及び隣家

等があります。さらに母屋といっても壁、屋根、

窓、縁というように分解することが出来ます。

小景観は、見つめれば見つめるほど景観を構

成している要素を詳細に区分していくことが可

能となります。これらの要素はただそこに在る

のではなく、それぞれ空間の中で役割を持ちな

がら、相互に関連しあって景観を成立させてい

126

3．小さな空間調和の方針
小景観における空間調和の進め方

小景観は、住民の日常生活の場面としての景観であり、景観を構成している諸要素がどのような繋が

り方をしているのか、各要素がどのように組み合わさって日常的な生活空間を構成しているのかを理

解することが可能となります。

小景観としてのガイドラインは、景観構成要素をどのように捉えていくかが示されます。

生け垣の中に設えられた屋敷門は集
落景観に風格を与えます。日頃は何
気なく通り過ぎて見過ごしてしまう
門、塀、壁などを改めて見つめること
で集落のアイデンティティの根元を
再発見することができます。
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ますが、この繋がり方や配置の仕方は地域によ

って異なっています。屋根の様式、屋根瓦の形、

屋敷内の要素の配置の仕方、屋敷と道路の接

し方、家並みの色合い、植栽の樹種等々は、北

海道と沖縄では大きく異なりますし、隣り合う

集落で門構えの設え方に違いがある場合もあ

ります。これらの要素の在り方、要素の結びつ

き方は、地域アイデンティティを体現するもので

すから、小景観としてのガイドラインでは、まず

日常生活の景観がどんな要素から成り立ってい

るのか、景観構成要素を拾い上げることが基本

となります。ことさらに意識して日常生活の景観

を見直してみることです。

●要素間の結びつき方を評価する

景観構成要素を把握したら、それらの要素

がどのように結びついているか、要素の

組み合わせを見いだすことが必要です。

要素の組み合わせとして、要素の集まる範囲

というものがあります。母屋を構成している要

素の集まり、屋敷を構成している要素の集まり、

家並みを構成している要素の集まりというよう

に、個々の要素は集まりながら徐々にまとまり

方を拡げていきます。そして、調和のある空間

であれば、それぞれの集まりの範囲において、

要素の繋がり方に一定の約束事を見いだすこ

とができます。母屋の建て方、材料、方向等、

屋敷構えにおける建物の配置、門の作り方、生

け垣の形等、家並みにおける各家屋の向きや

大きさ、道路への接し方等が一定の約束事に従

っているならば、その小景観は美しさを醸し出

していることになります。逆に、それらが無秩

序に構成されているならば美しい景観とはなっ

ていないはずです。小景観のガイドラインでは、

このような要素間の結びつき方を把握し、それ

を評価することが求められます。

要素の結びつき方は、地域の自然条件、歴史

的経緯、伝統文化を背景として、地域に適合的

な生活を実現するために地域に特有な秩序を

作り出してきているものです。現状の日常生活

の景観の中に、このような秩序を見いだし、そ

れを保全し、あるいはその秩序を踏まえながら

新しい秩序を編み出していこうとする視点が、

小景観としてのガイドラインということになりま

す。それは、家屋を新築するとき、公共施設を

建設するとき、道路を敷設し水路を整備すると

きに、その形態、色彩、素材の選択の仕方を指

し示すことになるのです。

母屋を構成する要素は、この地域に共通する母屋の建
て方という一定の約束ごとにかなって、形や色・素材
が選択されることで周辺空間と調和した景観を創り出
します。

家並みを構成する要素もまた、地域に共通する家屋の
様式の約束事に適うことで、美しい魅力ある家並み景
観を生み出すことになります。



●個性ある要素と要素の結びつき方で形成

される個性ある景観

美しく魅力ある農山漁村は、個性豊かな景

観を見せています。沖縄の村々では赤瓦

屋根の家並みで統一された沖縄独特の集落景

観が見るものを惹き付けます。出雲平野では、

築地松に囲まれた屋敷が水田の中に点在して

いる田園風景が魅力的です。新潟県高柳町は、

茅葺き民家の立ち並ぶ伝統色豊かな家並みが

特徴的です。地域が地域らしさを遺憾なく発揮

していれば、魅力溢れる美しい景観を創り出す

ことになります。

ところで、このように地域個性を発揮してい

る景観を紐解いてみると、景観を創り出してい

る空間構成要素の一つ一つに地域性が見られ

るとともに、それらの結びつき方にも地域特有

の結合の仕方があることがわかります。沖縄独

特の赤瓦の風景は、赤瓦それ自体に地域独自

の素材が使われているところに個性が見いだせ

るとともに、赤瓦のうえにシーサーが座り、家

屋を琉球石灰岩の石垣で囲まれ、門にはいれ

ばヒンプンが立っているという屋敷が連なるこ

とで創り出される空間といえます。つまり、赤

瓦｜シーサー｜石灰岩の石垣｜ヒンプンがまと

まって創出されるのであり、赤瓦のみで個性あ

る「赤瓦風景」が出来ているわけではありませ

ん。

本来、地域には、沖縄の赤瓦と同様に地域特

有の空間構成要素の結びつき方を持っていま

す。富士山を展望できる集落には、富士山の眺

望を邪魔しないように各空間構成要素が繋がっ

ている場合があります。合掌造り民家が多く残

されている集落は、農地と里山と合掌造りが一

体となって地域特有の景観を創り出していま

す。
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空間構成要素を全体としてまとめるデザインコード

空間のデザインにおいては、構成要素単体その物のデザインよりも多様な要素の関係を総体的にま

とめていくことが重要になってきます。それぞれの要素が全体としてまとまっていくためには、要素を

つなぎ合わせる一定の規則すなわちデザインコードが必要になります。地域には地域固有のデザイ

ンコードがあり、空間デザインではこのデザインコードを読み取り、デザインコードに即して各構成

要素を結びつけていくことが求められます。

赤瓦、ヒンプン、石灰岩の石垣で構成さ
れた屋敷は沖縄地域の魅力ある集落風
景を創り出しています。

（沖縄県竹富島）

（沖縄県北中城村）



景観は空間の眺望ですが、その眺望を成り

立たせているのは空間構成要素とそれらの結

びつき方なのですが、往々にして結びつき方の

方は見落とされがちです。しかし空間デザイン

においては結びつき方にこそ注意が払われな

ければならないのです。空間全体としてのまと

まり、総合化された景観こそ空間デザインが目

指すものなのです。

●構成要素の結びつき方としてのデザイン

コード

空間構成要素の結びつきにおける一定の約

束事のことをデザインコードと言います。

デザインコードは空間要素の間における約束事

であり、沖縄を例にとれば、家の建て方と赤瓦

との約束事、屋敷の構成と赤瓦との約束事を指

します。沖縄では台風や夏の暑い日差しという

自然条件に適合するように家の建て方が工夫さ

れ、そうした工夫の一環として赤瓦が選択され

てきました。また風水という沖縄の伝統的な宗

教性からシーサーやヒンプンが屋敷地内に配さ

れ、また集落の家屋の配置も風水の考え方に則

ってなされています。このような空間構成を背

景にして赤瓦の家並みが成立しています。

つまり、沖縄の特徴である赤瓦は、単に瓦の

色合いというだけでなく、家の建て方、屋敷地

内の構成、集落の空間形態と一体となって赤瓦

の風景は成立してきたのです。それは沖縄の風

土性に適合した空間構成要素の結びつき方な

のです。沖縄の赤瓦は家の建て方・屋敷地構成

そして集落構成の在り方を指し示すデザインコ

ードといえるものであり、赤瓦を成立させてき

たデザインコードが保全されていれば、そこの

空間は調和していることになり、個性的で魅力

ある景観を形成することになります。

それぞれの地域には、その地域に固有のデ

ザインコードがあります。それは地域の外側か

ら提供あるいは強制されるものではなく、地域

の風土や生活の必要に即して地域住民に自然

に伝承され守られてきた建築作法や空間利用

のあり方であることから、往々にして見失い忘

れ去られてしまいやすいものです。美しい景観

となっていないところは、空間構成要素が調和

を乱し全体としてまとまっていないことによるも

のですが、それはデザインコードを喪失あるい

は無視した結果に他なりません。そうしたとこ

ろでは、その地域の本来有していたデザインコ

ードを掘り起こし、あるいはかつてのデザイン

コードを現代的にアレンジしながら空間構成要

素を再編成していくことが必要なのです。
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●地域に受け継がれてきた空間利用の作法

長い歴史を有する農山漁村には、地域固有

のデザインコードが存しています。茅葺

き屋根の家屋、山や海の眺望に配慮した集落

空間構成、農法と結びついた屋敷地の造り方

等々そこには長い時間をかけて風土に適しな

がら生活の必要に応えてきたデザインコードが

構築されてきているのです。

岩手県遠野市の「南部の曲がりや」、胆沢平

野・砺波平野・出雲平野における「エグネ」「カ

イニョ」「築地松」と散居の家屋、北関東のかつ

て養蚕が盛んだった地域に見られる屋根裏に

蚕部屋のある建築様式等は、それぞれの地域

のデザインコードを示しています。「南部の曲が

りや」は、母屋に厩を直角に接する建築様式と

してだけでなく農耕馬による営農様式をも示す

デザインコードであり、エグネ・カイニョ・築地松

は屋敷囲い様式を示す他にその地域における

植栽の在り方や樹種などについての約束事を

示すものといえます。また蚕部屋を屋根裏に設

けた建築様式は、農地・森林と一体となった中

山間地域での暮らし方までも指し示していると

いえます。また、地名や集落名において「富士
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地域固有のデザインコードを読み取るために

調和ある空間を目指すためには、空間構成要素が全体として一体性を帯びるように関連し結合して

いくためのデザインコードに則って空間を構成しなければなりません。そのためには地域に固有の

デザインコードを読み取るとともに、それを現代の生活の必要に適するようにアレンジして、空間デ

ザインの在り方を導いていく必要があります。

散居景観ならではの屋敷林は、その地
域ならではの空間利用作法で、植裁の
あり方や屋敷囲いの作法を指し示すデ
ザインコードなのです。

「
曲
が
り
や
」
は
こ
の
地
方
の
農
法
・
生
活
様

式
に
適
っ
た
建
築
様
式
な
の
で
、
屋
敷
地
の

空
間
構
成
は
将
来
に
も
受
け
継
ぎ
た
い
デ
ザ

イ
ン
コ
ー
ド
と
い
え
ま
す
。

（岩手県遠野市）

（富山県砺波市） （島根県斐川町）



見」「遠見」等の名称は、富士山が見える、海が

見えることがその集落のアイデンティティとなっ

て家屋の向きが富士山や海側に向いている、

建物の高さが一定に保たれている、道路の方

向がそれらに直行し（平行し）て眺望性を確保

しているといった空間構成の重要なデザインコ

ードであったことを示すものといえます。

デザインコードは、生活の必要に応えるよう

に空間構成要素が関連し結合しあう過程で生

まれてきたものです。こうして構築されたデザ

インコードは、伝統的な建築技法として、また建

物の配置や道路の貼り付き方といった伝統的

な空間利用の作法として、地域に継承されてき

ているものです。

●地域固有のデザインコードの読み取り方

地域固有のデザインコードを読み取るため

には、まず地域の地形・気候・植生とい

った風土を知ることが必要です。風土的な個性

がデザインコードをつくり出している基礎となる

からです。積雪量の多少によって家屋の建築様

式は変わってきます。平地と山間地では屋敷構

えが異なります。暖かいところでは広葉樹林が

寒いところでは針葉樹林というような植生の違

いは建築素材の違いとなって顕れます。風土的

特徴を知ることでデザインコードを読み取る眼

が養われます。

風土的特徴が把握できたら、次に地域内の空

間利用の在り方を眺めてみます。家屋の棟の

向き、建築素材、色合い等を一つ一つ拾い上げ

ていきます。切妻屋根や寄棟造、地域固有の土

を使った瓦屋根、暖色系寒色系といった色使い

等において共通する建て方はその地域に固有

なデザインコードです。また集落からの遠景を

様々な場所から望んでみることも有効です。遠

景の見え方に一定のリズムを見いだすことが出

来れば、そこには空間利用のデザインコードが

在るということです。今度は逆に集落の外から

集落を眺めることで集落空間全体を覆っている

デザインコードの把握ができます。家並みをま

とめあげている形や色合い、建物の高さや大

きさなどの範囲はデザインコードといえます。

つまり、全体空間を構成するために構成要素

がどのように関係し結合しているか、空間の一

体感・まとまり感を紡ぎ出すために構成要素は

どのような方向や傾向でまとまっているか、そ

うしたことを見いだすのがデザインコードを読

み取るということなのです。空間を眺めたとき、

まとまっている、連続している、溶け合ってい

る、あるいは美しい魅力があると感じる所があ

れば、そこには必ずデザインコードが見いだせ

るはずです。
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切妻屋根の家並みが特徴的な
集落では、妻側の向きが統一さ
れて空間全体のまとまりを演出
しています。このような妻側の
向きは、集落で家を建てる時の
デザインコードとして踏襲するこ
とが望まれます。
（福井県宮崎村）
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参考 参考 デザインコード

デザインコードは空間調和を図る上で基本的な確認事項であり、デザインをするための基本となる

方針や基準を意味します。デザインコードは、勝手に創り出すものではなく、読みとるものです。農山

漁村の空間利用は長い歴史の中で培われてきた利用の作法ともいうべき土地利用のあり方、道の張り

付き方、家々の配置、屋敷の構え方、屋敷林の設え方、建物の材料や垣根の作り方等々に、地域それ

ぞれの風土に適合する形で独自の様式を備えているはずです。このような利用の作法や様式の中に

その地域独自のデザインコードが示されています。

①家並みのデザインコード

福井県宮崎村や京都府美山町は家並みが統一されていることで美しい集落景観を形成しています。

ここでの家並みの統一からは、家屋が一定の方向に向いて揃っているというデザインコード（左写真の

赤い部分、右写真の黄線はそれぞれ一定の方向で揃っている）を読みとることが出来ます。新たに家

を建てる時は家の向きというデザインコードを踏襲することで調和を保つことが可能となります。

.

②屋敷構えのデザインコード　

伝統的な農家の佇まいには、様々なデザインコードを読みとることが出来ます。青く色付けされた

石垣は石の積み方のデザインコード、緑に色付けされた生け垣は塀や垣根のデザインコード、橙に色

付けの屋根は屋根勾配や材質あるいは家屋の向きを示すデザインコードなどが示されています。これ

らのデザインコードを活用することで空間調和が図られることになります。
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デザインコードの基本としての「用と美」

木曽街道の宿場町の木造家屋が連なる美しい街並み、一枚一枚の田が積み重なって天に昇ってい

く棚田の壮麗さ、船の舳先が海に向って整然と並ぶ舟屋の連なりが織りなす味わい等の美しさは、始

めから美しさを意識して家を建てたり、田を開いたり、船の格納を考えたわけではありません。生き

ていくため、あるいは地形や気候に適うようにするためといった生活の必要に即してきた結果として形

成され醸成されてきたものです。デザインコードは、このようなそれぞれの地域で長い時間を掛けて

生活の必要に応えるように空間の有り様を工夫してきた結果、地域に根付いた空間利用の作法を示し

ているのです。

生活の必要に適うというのは、生活の求めるところに素朴に純粋に応えていくということで、宿場町

は宿という機能のために軒先を道のほうに延ばして宿泊客が入りやすいように工夫した宿屋が連なっ

た結果統一された街並みが形成され、棚田は傾斜地に水を湛える平面を築くために階段状に田を開

いた結果耕して天に昇ると称される景観が創り出され、狭い土地の中に寝食の場所と船の格納とを

可能とさせるために家と舟庫とが一体となった舟屋が海に面して立ち並ぶ家並みが出現することにな

ったのです。生活をしていく上での有用性を追求していくことで美が醸し出されていくこと、これが用

の美といわれるものであり、デザインコードの本質といえます。

こうしたデザインコードを踏まえるということは、地域生活において本当に必要なのかを問い直すこ

とを手始めとして、デザインのためのデザイン、ものの本質とは関係のないデザイン、用を疎外し邪魔

するデザインを排除することのできる眼識を養い、機能性や利便性ばかりにとらわれないこと、ものま

ねやうそをさけること、地域に伝統的にそなわってきたデザインを見直すという心がけをもって空間づ

くりに取り組んでいくということです。

デザインコードを踏まえた空間デザインを進めることで、有用性と美とが調和した（有用性の中に美

が見出される）農山漁村空間が形成されることになります。

用と美
見るものを魅了するこれらの風景は、意識的に造形されたものではなく、その地域で暮らしてい
く上での必要に適うように造られた結果の産物です。有用性を純粋に追求するとそこには自ず
と美が醸成されてくることになります。（左：長野県南木曽町、右：京都府伊根町）

参考 参考 



●現代の生活の必要に合わせたデザインコ

ードのアレンジ

長い時間を経る中で培われてきたデザイン

コードは、その過程でその時々の生活の

必要や技術の在りようの変化に応じてその内容

をあわせてきたものです。デザインコードは決

して固定された不変のものではなく、あくまで

も生活の有用性と結びついて、有用性の移り変

わりに対応しながら構成要素の関連や結合の

仕方もアレンジしてきたことで、連綿と受け継

がれることができたのです。

現代の農山漁村はかつてないほどの大きな

変化を遂げています。機械化の進んだ近代的

農業技術の導入や都市的な生活様式の浸透に

より、ライスセンターやカントリーエレベーター

といった生産施設、鉄筋コンクリートの家屋、工

場や大型店舗あるいは自動車を使った行動様

式、直線で区切られたほ場や道路水路等これ

まで存在しなかった新しい異質な空間構成要

素が出現し、空間全体のまとまり方や一体感の

醸成においても新しい構成要素の関連の仕方

が求められるようになってきました。

家屋の建築素材や建築技術も茅から土瓦、コ

ンクリート製瓦へ、木材から鉄筋コンクリートさ

らに合成樹脂へ、工法にもたくさんの様式が導

入される等技術適用の選択肢の幅が広がり多

様になってきています。生産基盤も手作業によ

る整備から大型機械による大規模な整備が可

能となってきています。あらゆる建材や技術も

簡単に導入できるようにもなっています。これら

の技術の革新は空間づくりの手法を大きく変化

させることになって、空間構成要素を調和的に

繋げていくデザインコードの内容もそれに応じ

て更新されていかなければなりません。

屋敷づくりにおいて素材が土や木からコンク

リートや鉄に替わる場合のデザインコードのア

レンジは、新しい素材を土や木に似せるという

のではなく、新しい素材とこれまで継承されて

きた屋敷の形や屋敷地内の色調とを組み合わ

せて、例えば、素材による色調の変化がやむを

得ないのならば、屋敷の形は可能な限り残して

いく、色調の変化を目立たなくするように植栽等

で覆っていく等のデザインコードが編み出され

る必要があります。

つまり、デザインコードのアレンジは、継承さ

れてきたデザインコードを単に維持するだけで

はなく、残すものと変えるものとの間での新し

い結合関係を創り出していこうとすることなの

です。曲線で構成されていた田が、機械化され

た農法に適うように区画整備されて直線で区切

られた空間へと変貌するのは、ほ場空間におけ

るデザインコードの曲線から直線への変化に他

ならないのです。ただし、だからといってやみ

くもにほ場と里山の接合する周縁部までも直線

で区切るというのは、里山とほ場とを結ぶデザ

インコードが出来ていないことを物語ります。

里山とほ場の関係は、ほ場を越えた空間の広

がりのなかで自然と近代化された農業との新し

い結びつき方が示されなければなりません。例

えば、接合部に緩衝帯としての散策道や親水水

路を設置するということで、ほ場と里山の新し

い結びつき方が構築されることになります。こ

れは空間全体のデザインコードのアレンジの例

といえます。

デザインコードは、新しい技術や空間利用方

法を従来の空間構成のあり方の中に調和的に

反映させていく橋渡しの役割をするのです。継134

現代生活に向けてのデザインコードのアレンジ

デザインコードは、時代時代の生活の有用性に即する形で構成されてきたものです。踏襲するだけ

でなく、それを現代の生活の必要に適するようにアレンジして、空間デザインの在り方を導いていく

必要があります。



承されてきた地域それぞれのデザインコードを

読み取り、それらと新しい技術や素材、空間利

用の在り方とを調整しながらデザインコードを

アレンジしていくことで、具体的で実践的な空

間デザインの進め方が見えてくるのです。

●地域住民活動と専門家の活用

地域固有のデザインコードの読み取りとこ

うしたデザインコードの活用による農山

漁村景観の保全と継承には、地域住民参加に

よる地域の再評価と景観保全・継承等にかかる

合意形成が不可欠です。同時に、こうした活動

を行うに当たっては、外部から空間調和、景観

形成等に関する専門家を招き、専門家による情

報提供（アドバイス）を得ながら住民参加活動を

行うことで、景観調和の手法等について選択肢

を増やすことが可能となるとともに、専門家とし

ての見方を住民が共有することで、現状景観に

対しての新しい評価の視点（気づき）を得ること

ができます。

専門家を適切に活用することで、住民だけで

は達し得なかったより高いレベルの合意形成を

図ることが出来ます。
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名護市の市庁舎は、地域のデザインコードである赤瓦とシ

ーサーを現代建築様式の中にアレンジして活かすことで、

近代的な建物が地域空間の中に調和しながら、しかも新し

い景観を提出するのに成功した好例です。

赤瓦の色と素材を使ったブロックで建物の壁を装飾（上）。

市内にあるシーサーの形を全て集めて装飾に使っていま

す。それはシーサー博物館としても機能しています（下）。



136

●聖なる場所 ●斜面地 

●豊かな植生 ●敷地の修復 

●眺める場所 ●生きている屋外 

●静かなる背戸 

●海と触れる場所 

 

●斜面に沿う形 ●部材の接点 

●見つけの高さ ●終わりの所 

●段階的な外部の大きさ 

●窓の組み子 ●跡地との繋がり 

●重なる細部 

 

●舞い降りる屋根 ●日の恵み 

●守りの屋根　　 ●北側 

●木々の印象　　 ●地場植物 

●覆う　　　　 ●大きなバルコニー 

●実のなる木　　 ●ふさわしい色 

●少し見える庭　 ●格子棚の植物 

●青空階段　　　 ●程よい駐車場 

●歩行路の生態 

 

●自然な材料　　 ●地の生む材料 

●活きている材料 

建築は場所を尊重し、風景を支配し

ないようにしなければならない。 

 

 

 

 

全てのものの基準は人間である。ま

ず、人間の大きさと調和した比率を

持ち、次に周囲の建物を尊重しなけ

ればならない。 

 

 

建築は青い海と輝く緑の自然に調

和し、かつ町全体と調和しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

建築は町の材料を活かして使わなけ

ればならない。 

（場所の尊重） 

地勢　輪郭　地味 

雰囲気 

 

 

 

（尺度の考慮） 

手のひら　人間 

木　森　丘　海 

 

 

 

（調和していること） 

自然　生態　 

建物各部 

建物どうし 

 

 

 

 

 

（材料の選択） 

地場産　自然 

非工業生産品 

場　所 

 

 

 

 

 

尺　度 

 

 

 

 

 

調　和 

 

 

 

 

 

 

 

 

材　料 

基　準　　　　　手がかり　　　　　　　　　　基本的精神　　　　　　　　　　　　　キーワード 

「美の基準」の抜粋

参考 参考 神奈川県真鶴町の「美の基準」

地域に固有なデザインコードを読み取るためには、地域住民の間に共有されている地域空間の表現

の仕方（言葉、言い伝え／伝説、様式）を集めることが有効です。真鶴町ではリゾートマンションの大

量進出に町の伝統的な景観が崩されていくことへの危機意識を背景として、外部からの無秩序な建築

を規制するために、町独自の「美の基準（デザインコード）」にもとづく美の条例を制定しました。「美の

基準」を提示するために町では、行政と住民、外部から専門家を招いて地域空間を成り立たせてきた

デザインコードを掘り起こしました。それらは「場所」「格付け」「尺度」「調和」「材料」「装飾と芸術性」

「コミュニティ」「眺め」というキーワードで整理されて、それぞれの言葉には空間構成のあり方を示す

指針が提示されています。



多様なデザインのあり方

水路にフェンスを設置する場合、水路に人や自動車が落ちないようにすることが施設の主要な

目的となるので、強度や耐久性という観点から金属やコンクリート製の素材を選択することが一

般的と考えられます。そうした本来機能を果たした上で色彩や形状が検討されることになり、そ

の結果木の色合いや肌合いを模したコンクリート製の擬木柵を設置するのはごくありふれたデザ

イン配慮といえるでしょう。

こうしたデザイン配慮は、施設の本来機能とデザインとの折り合いの付け方の一つの方法とい

えますが、空間の質的向上をはかる空間調和のデザインという観点からいえばこの方法が唯一

というわけではありません。空間デザインの基本は、風土に適う、生活の必要に即することで結

果として空間調和が実現されていくという考え方にあります。

このことを踏まえれば、例えば、フェンスを設置する場合、フェンスの本来的機能に忠実に応え

ることが基本となり、次にそれを周辺空間と調和させる工夫を凝らすことになるのですが、木に

似せる、石に似せるといった工夫だけが調和のはかり方ではありません。素材の質をそのままに

露わにすることで調和が醸し出されることもあります。

空間調和に向けた施設整備のデザインは、多様な方法が考えられるので、柔軟な発想で取り

組むことが重要です。“似せる”“模す”は最もわかりやすい方法ですが、空間の質を高めていく

ためには、この方法に囚われることなく、新しいデザインを考案していくことが求められます。
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参考 参考 



●デザインコードに則った色彩・形態・素

材のコントロール（操作）

京都府美山町の北集落が人を惹き付けるの

は、茅葺き民家、集落前に広がる水田、

集落内の自家菜園、里山等が一体となって紡ぎ

出している空間調和が実現しているからです。

ここでの空間調和は、具体的には色使いにおい

て原色が殆ど見当たらず自然の色合いで統一さ

れていること、家屋の大きさや形が平均的で自

家菜園もほぼ同じ大きさで揃っていること、茅

に代表される地場産素材を導入していること等

によって、空間全体の一体感やまとまり感が醸

成されているのです。北集落のデザインコード

の一つは「茅葺き屋根の家並み」ということがで

きますが、それは自然色を基調とした色彩、ヒュ

ーマンスケールの形、地場産素材の活用という

デザイン手法によって具体化されているのです。

すなわち、デザインコードは全体空間の調和

を実現するための空間構成の繋がり方や配置

の仕方を示すものですが、それは具体的には

「色彩（色使い）」、「形態（形や大きさの在り方）」

「素材（強度と肌理）」の選択という操作を行う

ことで要素間の直接的な結合における調和を

実現し、空間全体のまとまりや一体感を具体化

していくことになります。

●要素間の相対的な関係で決まるデザイン

手法

要素の繋がり方や配置の在り方は具体的

には色彩・形態（形と大きさ）・素材とし

てあらわれてきます。家屋は基本的に壁・窓・

屋根・柱から成り立っていますが、それぞれに

色彩・形態・素材の選択・操作の方法がありま

す。個々それぞれがバラバラに選択・操作され

れば出来上がった家屋は全体としての統一感を

欠き、珍妙な建物になってしまいます。

デザイン手法は、それぞれの構成要素が全体

としてまとまっていくために、要素間で色彩・形

態・素材の選択や操作方法を調整することなの

です。従って、コントロール方法として絶対的な

尺度があるわけではなく、要素間の相対的な関

係によってコントロールの在り方も左右される
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デザインコードを踏まえた色・形・素材の選択

調和的な空間づくりに向けての構成要素のつなぎ方を示すデザインコードは、構成要素における色

彩、形態（大きさ・形）、素材の使い方を指し示すことになります。地域のデザインコードに即して、

建物や施設等の空間構成要素の色・形・素材を選択することが必要です。

「茅葺き屋根の家並み」はこの集落
のデザインコードであり、新設され
る建物等はこのデザインコードに則
って色彩、形態、素材を選択してい
くことで美しい集落景観は保全され
ることになります。（京都府美山町）



ことになります。例えば、壁と屋根のそれぞれ

の面積の対比によって壁よりも大きな面積を持

つ家屋ならば（寄棟造りや合掌造り等の場合）、

屋根の色彩は家屋全体の色彩に大きく影響する

ことになります。ここで採用された色彩は家屋

の基調的な色彩となって壁の色や素材の選択

肢を限定することになります。それぞれの構成

要素が全体としてどのような役割や意味を持

ち、またそれらがどのように組み合わされるの

か（上下関係か並列関係か）によって、要素間で

の色彩・形・素材の在りようも変わってくること

になります。

●デザイン手法の考え方

色彩・形・素材を選択・操作していくときの

基本的な考え方として、「なじませる（統

一・融合）」、「主役とわき役（強調・メリハリ）」

等のデザイン手法があります。

①「なじませる」デザイン（統一・融合）

「なじませる」デザインは、構成要素を全体的

調和に向けて類似の色彩、形、素材で統一しよ

うとするもので、落ちついた、しっとりとした空

間づくりに適したデザイン手法といえます。とも

すれば地域全体空間の中で目立ってしまうよう

な大規模施設（生産施設、工場・倉庫等）は、

「なじませる」デザインを採用して、可能な限り

周辺の空間構成要素に近づける色彩、形、素材

を選択し操作することが求められます。家を建

てるときに新建材を導入しようとする場合、旧

来の素材となじませることが家屋全体のまとま

り感を醸成します。同系色の色調に統一したり、

形状を合わせるなど色彩と形態のコントロール

で素材の非調和を補うことが必要になります。

農山漁村地域は伝統的に「なじんでいる」デザ

インコードのもとに空間調和が成り立っていた

ので、「なじませる」デザインは最も基本的なデ

ザインということが出来ます。
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「なじませる」デザインは、
いわば周囲の景観にとけ込
ませることといえます。
そのためには周辺空間に対
して異質な要素は隠すとい
うのもコントロールの有効
な方法です。

その空間が伝統的に培って
きた色・形・素材は空間調
和にむけたデザインコード
です。新しい施設や家屋を
つくるとき、そのデザインコ
ードに則ればそれは周辺景
観になじんだものとなり、
空間の調和は保たれます。



②「主役とわき役」のデザイン（強調・メリハリ）

「主役とわき役」のデザインは、ある構成要素

を他の要素から浮き立たせる、目立たせる、主

張させる場合に、主役となる構成要素とそれを

映えさせるためのわき役となる構成要素とに役

割分担をさせようとするデザイン手法です。い

わゆる「地」と「図」というデザインの基本的な原

理のひとつですが、空間構成には不可欠の要

素の結びつけ方なのです。植栽や花壇の設置

によって集落の美化を図ろうとするとき、ただや

みくもに木を植え花壇を設置しても集落全体と

しての美しさが生み出されるとは限りません。

植栽の間隔に粗密を工夫することで緑の美しさ

が映えることは、例えば、和風庭園を見ても樹木

の集まる築山と樹木のない砂原が組み合わさ

ることで築山の緑は引き立ちます。ヒマワリ畑

の全体としての壮観さはありますが、一方で緑

の草が生い茂る中での一輪のヒマワリは神秘的

ともいえる美を感じさせることになります。また

農山漁村には歴史や伝統の重みをもった構成

要素があることが空間的な特徴ですから、こう

した貴重な要素を主役とするようにその周辺の

要素はわき役となるデザインコントロールが求

められます。主役の色彩、形、素材を目立たせ

るように、わき役の色彩は彩度や明度を低くし

たり、主役の眺望を遮るような大きさや形は規

制したり、素材も可能な限り自己主張しないも

のを採用すべきです。空間全体に立体感と厚

み、深みを持たせるために「主役とわき役」の

デザインも不可欠といえます。
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（左上写真）この屋敷が落ち着いて見えるのは、主役の母屋と
脇役の庭木・石垣がそれぞれの役割をしっかりと守っているか
らです。（岩手県遠野市）
（左下・右写真）碑塔はそれ自体で歴史的存在ですが、空間の
中では添景（脇役）として、空間全体に歴史の彩りを与えます。
しかし、それが工事などで一カ所に集められ主役に回されると
何とも珍妙なものになってしまいます。こうした添景は在るべ
き場所にあってはじめて意味をなすものといえます。
（左下：長野県堀金村、右：鹿児島県祁答院町）



「対比」のデザイン（斬新）
デザインコントロールの特殊な手法として、「対比」のデザインがあります。従来から成立して

きた空間調和にあえて調和を乱す要素を加えることで、空間全体に斬新性や新味さを加えよう

とするものです。グリーン・ツーリズムや都市交流イベント等地域活性化を目指した施設づくり

に際しては、山の中腹の緑の中にひときわ目立つガラスと金属を素材とした都会的な建築物を

造ることで、空間全体にアクセントを配し、面白みを提供して訪れる人の興味を喚起しようと

するとき有効な手法といえます。対比ですから、周辺の空間要素から引き立ち目立せることが

デザインの目的となります。色彩は対立色、大きな彩度や明度により対比感を醸し出します。

形態では都市的な建築様式などを導入することでそれまでにない形態を出現させて異質感を

際立たせます。素材では金属、ガラス、コンクリートの質感をそのままにそこにはない異郷性

を演出します。

こうしたデザインは新しいデザインコードの創造を促す契機となり、農山漁村景観の質的向

上に寄与することが期待されますが、配置する場所、導入する対象について十分な検討が求

められます。非日常的な景観をつくり出すことになるだけに、可能な限り既存の集落内での導

入は避けるべきです。
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デザインコントロールの3つの基本
（1）色彩調和の基本
農山漁村空間は自然を基調とした空間であり、明度・彩度が低い色彩が基調となって、人工物は明

度・彩度を抑えることが空間調和の基本的な考え方となります。ただし、施設の存在を際立たせようと

する場合にはアクセントカラーとしての原色を導入して対比的効果を図ることも色彩コントロールの役

割といえます。

（2）形態（形と規模）決定の基本
農山漁村における個別の施設規模は「人間的な規模」が基本的なデザインコードとなります。人間に

威圧感を与えない規模という考え方を基本とし、機能的に大きくならざるを得ないものは配置を考える

などの工夫が必要です。つまり、施設づくりにあっては、機能性や利便性のみにとらわれると「人間的な

規模」というデザインコードを見失いがちとなって住民を圧迫するような施設が現れることになるので

（ライスセンターやカントリーエレベーターなど）、そうした施設は居住空間（＝集落）から離すなどして、

相対的に規模を小さく見せるなどの操作が求められます。

（3）素材選択の基本
生産と生活が近接している、あるいは一体化していることも農山漁村の重要なデザインコードといえ

ます。また、自然との上手な付き合い方、あるいは長い歴史を踏まえていることも農山漁村空間に特有

なデザインコードになっています。これらのデザインコードを踏まえれば、素材の選択においても農林

漁業をはじめとした地場産業の振興と結びつく素材、例えば、間伐材や和紙を活用することは調和的な

空間づくりを演出します。

本来農山漁村地域にはなかった色・形・素材を持ち込
むことは、空間の中に新しい可能性をもたらします。こ
のような斬新なデザインの導入は人々にワクワク感を覚
えさせて、楽しませてくれます。ただし、これを日常生活
の場の中に取り込むとちぐはぐな景観となって日常生活
を落ち着かないものにしてしまうので、そうした立地は
忌避されるべきです。



●動の視点が生み出す大景観と小景観の構

図と見え方のリズム

動の視点は、私たちが日常生活を送る上で

かかすことの出来ない視点です。歩きな

がらの視点、自動車に乗ったときの視点、農作

業をしながらの視点のように、動の視点から風

景を眺めていることはごく普通のことといえま

す。この時の視点から捉えられている景観は、

大景観と小景観が組み合わさったものです。農

道を歩きながら自分の家の在る集落に向ってい

るときの視点からは、間近に農地を見、その先

に集落を、さらにその先に遠くの山並みを重ね

て見ているというのが動の視点であり、その視

点で捉えられているのが大景観と小景観とを組

み合わせた景観なのです。

大小の景観が組み合わされた景観は、距離

の隔たった空間構成要素が構図をなして景観

になったものです。集落道から家並み越しに遠

くの山並みのある景観、あるいは小高い山の中

腹から雑木林を透かして集落を展望した景観

は、目の前の小景観と遠くの大景観がつなぎ合

わされ構図を成して一つの景観を形成していま

す。そこでは大景観と小景観とがそれぞれ独立

して在るのではなく、後ろの山並みは目の前の

家並みと組み合わさって認識され、目の前の雑

木林と遠くの集落も一体となって捉えられるよ

うに、二つの要素は分かちがたく結びついてい

るのです。それは前景と背景、あるいは主景観

と従景観という構図として捉えられます。

また、動の視点はこの構図にリズム感を与え

ることになります。例えば、集落内を家並みを

眺めながら歩いていると、屋根越しの遠くの山

並みの展望｜｜建物の高低や空き地の存在な

どによって山並みの見え方に頂上だけが見えた

り、山の全貌が見えたりといった山並みの見え

隠れのリズムを覚えることになります。こうした

小景観と大景観の織りなす構図の変化は、ビル

が連続する都会では構図の変化の少ない単調

で味気ない景観とは異なり、まさに農山漁村景

観に特有な奥行きの深さとリズムを感じる構図

として、魅力ある景観を創り出しているのです。

こうした豊かな味わいのある景観は、地域アイ

デンティティを育む役割を果たしているのです。

●大景観と小景観の組み合わせのガイドラ

イン

大景観と小景観の組み合わさり方は、前景

と背景、主景観と従景観としての構図を

創っていますが、一方で二つの景観は主役と脇

役といった関係も構築しています。主役と脇役

は位置関係によって規定されるものではなく、

小景観が大景観にくらべ手前にあるからといっ

て、常に小景観が「主役」となる訳ではないの

です。

例えば、「小景観としての菜の花畑が広がり、

大景観として残雪の残る富士山」という美しい

景観を考えてみれば、主役はやはり富士山であ

り、それを美しく見せるための演出（仕掛け）と142

4．大と小を結ぶ空間調和の方針
大景観と小景観を結ぶ視点に立ったときの空間調和の進め方

大景観と小景観を結ぶ視点とは、大小の景観を組み合わせて一つの景観として捉える視点のことで

す。この視点の特徴は、動いている視点（動の視点）から、距離の隔たった空間構成要素を構図とリ

ズムによってつなぎ合わせることで、空間を奥行きのある豊かなものとして認識させるところにあり

ます。大小の景観がつながって形成される景観のガイドラインは、豊かな景観を創造するために距離

を隔てた空間構成要素の組み合わせ方を示すことになります。



して手前に菜の花畑の広がりが配されていると

考えることができます。従って、小景観としての

菜の花畑の代わりに野積みの廃車があれば、主

役としての富士山が美しくても景観全体として

は、乱れた汚い景観と評されることになります。

また、小景観として新しい建物を建てたときに、

これが主役としての地域の人々に愛でられてい

る山並みを壊してしまったら景観が破壊された

ということになります。

このように、大景観の骨格をなし地域アイデ

ンティティを醸成しているような山並み、海辺な

どは主役となることが多く、小景観もふくめ周

囲の景観はいかに主役としての景観を阻害しな

いように、あるいは引き立てるように配慮すべ

きか、という視点で検討されるべきものと言え

ます。山並みや海浜などを引き立てるように、

例えば、小景観の中の水路整備において、良好

な眺望を提供するための仕掛けとしてのベンチ

の設置、ポケットパークの配置を検討する等の

工夫が求められます。

●スカイラインの保全

大景観と小景観の組み合わせのガイドライ

ンにおいて、大きな意味を持つのが、背

景となる山並みのスカイラインの保全です。ス

カイラインは、山並み等の稜線が形作る線を結

んだものであり、山並みと空を画す線のことを

いいます。そして、美しいスカイラインは空間の

質を高める重要な要素なのです。新たに構造

物をつくる場合など、こうしたスカイラインを分

断することがないように、高さや大きさを制限

することが求められます。例えば、送電線の鉄

塔やカントリーエレベーターなど非常に高さの

ある構造物をつくる場合、こうした施設がスカ

イラインを分断しないように、スカイラインの保

全という観点で検討されなければなりません。

ここで重要なのは、どの視点からスカイライン

の保全を考えるかという視点場の設定のあり方

です。構造物に近づけば近づくほど、構造物の

存在が中心となってきて、小景観の範囲で検討

すれば良くなってしまいます。こうした視点では、

背後の大景観はほとんど見ることができない

か、見えても無視できる程度の存在感であった

りして、構造物の効用だけを考えてしまい、そ

の結果スカイラインは構造物によって分断され

ることになりかねません。この場合、スカイライ

ンを展望する視点場を予め幾つか決めておい

て、構造物を造る場合は、そこからその構造物

がスカイラインにどのような影響を及ぼすのか

を検討するようにします。こうした視点場は、住

民にとっては地域アイデンティティを確認する場

所となります。良好なスカイラインは空間の質の

高さを証明するものであり、そうしたスカイライ

ンを展望出来る場所は地域の中で最も良好な

景観を展望できる場所であり、それは地域に対

する愛情を醸成させる場所ともいえます。こう

した場所を再確認することは、住民の地域景観

に対する意識を高めることになります。
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スカイラインを分断するような構造物はスカイラインの内部に取り込まれるような場所に設
置するように配慮します。



●調和的空間づくりを実践する主体として

の地域住民

美しい農山漁村づくりの主役はそこで暮ら

している住民ですから、調和的空間づく

りの実践主体も地域住民ということになります。

住民が日々の暮らしの中で、そこでの生活に快

適さや心地よさを感じているならば、その空間

は調和的だといえるでしょう。

ある住民が自分の暮らしている地域を歩きな

がら、落ち着いた佇まいの集落の中で安らぎ、

蝉の声を背景にして青い空を見上げてリフレッ

シュし、秋の黄金の稲穂が波打つ風景に感じ入

り、里山の色の移ろいの中に季節の移り変わり

を知るというようなアメニティに溢れる生活を実

感すれば、それは地域の空間の有り様に満足し

ているということであり、彼にとってその空間は

調和しているということになります。逆に水路

に散乱しているゴミを見て不衛生と感じ、ほ場

の中に野積みにされた廃車をみて雑然さを感

じ、狭い集落道で車とすれ違ったときに身の危

険を覚え、乱立した看板を前にして醜いと思っ

たら、不快な空間として評価したことになりま

す。住民が美しい農山漁村づくりの主人公であ

るというのは、このように日々の生活の中で知ら

ず知らずのうちに空間を評価しているからに他

なりません。このような評価から空間の調和づ

くりは出発することになるのです。

●調和ある空間構成要素の結びつきを実現

するために

美しい農山漁村づくりに向けて、空間構成

要素の調和ある結びつきを実現していく

ためには、何よりも住民自身が自分たちの生活

している空間がどのような要素によって成立し

ているかを自覚することから始まります。

まずは住民個々の宅地まわりの空間を眺め

てみて、そこにどんな要素があるのかを再確認

することが重要です。宅地まわりの空間を構成

している要素として、例えば、屋敷地内は母屋、

離れ、庭、農機具置き場、塀等から構成されて

いますし、その屋敷地の周りは道路、水路、樹

木そして隣家等々が取り巻いて空間を構成して

います。日常生活の中で何気なく過ごしていた

生活空間を改めて再認識することで、自ずとそ

の空間がまとまっている、一体的である、ある

いはバラバラで乱雑であるというような評価が

可能になってきます。このような空間に対する

評価意識を住民個々人が抱くことが、美しい農

山漁村づくりにとって何よりも重要なことなので

す。そして、この空間再確認の視野を身近な空

間から次第に近隣空間、集落空間、農地や里山

までも含む地域空間へと拡げていくことで、地

域空間全体の調和づくりの姿勢が構築されてい

くことになります。

構成要素を再確認し、それらが創り出してい

る空間全体の在りようを評価したら、次はその

ような空間の在りようを創り出している要素間144

5．調和的な空間を目指すために
調和的な空間を目指すための取り組み姿勢

調和的な空間づくりの実践主体は、そこで生活している地域住民です。美しい農山漁村づくりは

住民自身の生活空間に対する自覚から始まり、身の回りの清掃活動、地域住民の共同での美化運

動と発展していくことで実現されていくことになります。



の結びつき方を紐解くことが必要になります。

例えば、集落空間は住宅と生活関連施設から

成立していますが、それらが色彩や形態におい

てまとまりがなく、空間としての一体感を醸し出

していないとすれば、それは集落を構成してい

る空間構成要素の結びつき方に調和が取れて

いないことを理解しなければなりません。逆に

まとまりや一体感を感じ取れるとしたら、そこに

は各要素を調和的に結びつけている関係があ

ることを認識できる見方が求められます。

美しい農山漁村づくりは、このような空間構

成要素を把握し、空間全体の調和・不調和を感

じ取り、それをもたらしている要素間の結びつ

き方に気づく、という住民個々人の空間の捉え

方の態度の形成が出発点となるのです。
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