
●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。
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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。
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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。
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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〉




