
景観工学

1.景観工学を学ぶ意義
2.景観とは何か
3.景観を取り扱う技術



1-1 今、なぜ景観か…→ 時代の要請

■成熟化社会の要求水準

量から質へ。心の満足。

美しく、快適で居心地の良い生活空間。

多様な個性。

情報化社会のストレスに対する息抜き、やすらぎ、癒し。

物より想い出。思い出の背景となる景色。身の回りの空間。

■環境の時代 （環境共生、修復、再生、修景）

有限の地球環境。宇宙船地球号（Ｂ．フラー）。 Sustainable（持続可能性）

ＬＯＨＳ＝Ｌｉｆｅｓｔｉｌｅｓ Ｏｆ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ

自然環境の発するメッセージが景観に表れる。危険信号を五感で読みとる。視覚の

情報収集能力。景観として分析評価する力が地球を守る。

エコロジー（生態学）と景観。

景観の与える心理的ストレス、あるいは感動・喜び。景観芸術。



■景観産業

景観づくりによる活性化 （観光・都市リゾート産業の興隆）
日本のＧＮＰの30％を占めた建設産業は今や15％以下。将来は西欧並の７％。
国土のinfrastructreは公共部門の役割。公平性、公益性重視のゆえに
市場経済にまかせられないという理由。その結果、効率性悪く低サービス、

低センスで美・快適性より質実剛健。人気がなく低利用で財政悪化を招く。

小泉革命による官から民へ。

都市型産業サービス業の興隆。
魅力ある街に人々が集まり、お金が回る21世紀の産業構造。
街の個性。テーマパーク。観光リゾート、情報発信、芸能スポーツ都市。（パリ、ローマ、

京都等歴史の街。インディアナポリス、ロスアンジェルス、フロリダ）新時代の名所。

現代的都市八景づくり。
水と緑の自然が取り込まれた都会的センスの景観が基盤。

都市間競争激化。
美しく快適で楽しく、面白い街。サンアントニオのリバーウォーク、

サンディエゴのホートンプラザ（1985、ジョン・ジャーディ）
キャナルシティ（福岡）、 六本木ヒルズ、丸の内ｖｓ日本橋、 東京ミッドタウン

歴史的都市のもつ実力。革命的シンボル景観を創る新都市・シドニーのオペラハウス。



■学問・技術への要請 ・ 求められる専門家・技術者
数量化できないもの、人間的なもの、主観的なものを敬遠した従来の科学。人間の心理

や感情に関わるものが大きく影響する時代。巨大な構造物が空を覆うことによるストレス。

高層建築の林立により視界が閉ざされることの弊害。色や形の暴力。等がこれからの研

究課題。環境心理学。景観工学。

スーパーエンジニアの出現。

豊かな感性と緻密な分析力、両方をバランス良く備えた技術者。エンジニアは、本来総

合的判断力をもつ。それに加えて環境に対する深い洞察力、人間の心を理解する豊か

な感性、さらに政治・経済に精通した実行力を伴えば、社会のリーダーにふさわしい能力

をもつ。

ソニーの盛田会長、音楽家の大賀会長、指揮者カラヤン、

建築構造家オヴェ・アルプ。建築家ルイス・バラガン。

■豊かな人生のために
中国の諺。１時間幸せでいるためには酒。３日幸せでいるためには牛一頭、屠る。１年間

幸せでいるなら結婚。一生幸せでいるなら「庭を持つ」こと。

古代は景色を愛でる人は高貴な文化人。人生80年時代。四季を楽しみ、旅を楽しむ。歴
史風土の研究、街歩き。ガーデニングの楽しさ。インテリアも景観。ヨーロッパの建築家

は大部分が修復士、街づくりコーディネーター。トラスト活動。



美しく快適な景観（1）
静かな水辺のある住宅地（バンクーバーのウェストエンド公園）



美しく快適な景観（2）
イギリスの田園都市 100年前に理想の都市の住まい方を提唱し
実現した

レッチワース 1903年第一田園都市会社が設立 ハワードの
提唱する田園都市の第1号の建設が始まる

上：現在のレッチワースの景観

下：田園都市ミルトンキーンズ



歴史的建造物（グラナダのアルハンブラ宮殿のヘネラリフェ） 都心住宅地の路地空間の緑 （コルドバ）

美しく快適な景観（3）



美しく快適な景観（4）
超高層オフィス・ビルのアトリウム （マンハッタンのＩＢＭプラザ）



札幌市精進川改修前↓ 改修後→

ドイツ・バイエルン州での水路の改修

環境共生 （1）
ビオトープ（多種生命生息環
境）の造成



環境共生 （2） 高層ビルと自然換気、室内自然景観

フランクフルト

コメルツ銀行本社ビル

（1997 ノーマン・フォスター）



環境共生 （3） 地域の気候風土に適合させた建築

レンゾ・ピアノの設計によるニューカレドニ

アのヌメアにある文化センター（1998）は海
から吹く貿易風を捉え最適な自然換気を

行うようにコンピューターによるセンサーと

建築構造が組み合わされている。空気の

流れはナコスと呼ばれるルーバーウィンド

ウで制御され、そよ風を取り入れ、強風を

さえぎる。

全体の景観は地域の自然景観に見事に

調和している。



景観づくりによる活性化 （1-1） 商業施設
ホートン・プラザ（1985）複合商業施設 Jon Jerde 設計

８ｈａの賃貸床面積、２３５０台の駐車場、4つのデパートと150の専門店、
4つのレストラン、12のファーストフード、2つの劇場、７つの映画館４５０
室のホテル

サンディエゴの空洞化した都心を再開発し、郊外のショッピングセンター
に負けない集客施設をつくった。空調をしないオープンな構造。Ｓ字形と
斜めの歩行者路を組合せて中心の空間軸を作り、床レベルを変化させ、
人々が様々な角度からお互いに見て見られるという体験の中で街を歩く
楽しさを造った。全体の景観イメージを地中海的、ラテン的賑わいをもつ
ように計画。特徴である多様性を色、造形などデザインに応用。特に色
はロスアンジェルス・オリンピックのカラーデザイナー、デボラ・サスネン
が担当し、49色の豊富さで楽しさを演出した。細かなデザイン・ガイドラ
インにより街区ごとの統一感を保ち、かつ各テナントには個性を発揮す
るよう注文がつけられた。さらに音楽、匂い、イベントなどがオーケストラ
のスコアのように計画され訪問客が一日中楽しめる空間演出を行ってい
る。



景観づくりによる活性化 （1-2） 商業施設、テーマパーク

ある時代、ある場所の風景を人工的に造りだすことで集

客を図る。人々は懐かしい風景や憧れの風景の中に自分を置

いてみたいと思う。

横浜ラーメン博物館 昭和30年代の街の一角をそのまま室
内に映画のセットのように造りだした。夕焼けの空のもと、古び

たお店の中でラーメンをすする。

ラスベガスのフォーラムショップ

室内の街、空は天井に絵を描いて照

明により演出。これを取り入れた施設

が臨海副都心青海にあるビーナス

フォート



景観づくりによる活性化 （1-3） テーマタウン



景観づくりによる活性化 （2）
歴史的景観、都会的自然

歴史と伝統を継承した環境には多くの景観的魅
力が発見できる。ある場合は失われたものを求
め、ある場合は予期せぬ新しさを発見する。温故
知新の魅力は多くの人々を集め、結果的には長
続きする活力を維持できる。ヨーロッパの多くの
中小都市に世界中から旅人が集まる理由は、そ
れぞれの街が歴史と伝統を現代の生活の中に
生かしているからである。

歴史的景観を現代に生かすことが活性化に結び
つく。

下：京都東山三年坂（産寧坂） 右：高瀬川



景観づくりによる活性化 （3）
シンボル建築

オペラハウスのデザインはシド
ニーを象徴する景観を造った。



Ｊøｒｎ Ｕｔｚｏｎ ヨルン・ウッツォン（1918～

デンマークの建築家、ウッツォンのデザインしたシド
ニーのオペラハウスは１９５７年のコンペから１６年か
かって１９７３年に実現した。後半、ウッツォンは設計者
の立場を解雇されることとなったが、彼の功績は２００３
年のプリッカー賞で評価された。審査委員長ロスチャイ
ルド卿は、２０世紀の建築の聖像を設計したウッツォン
を評価した。



スーパーエンジニア Ｌｕｉｓ Ｂａｒｒａｇａｎ（ 1902-1988）

若きバラガンは、コルビジェに影響を受けたモダニスト。機能主義建築。しかし、突然建築の仕事を辞めて宅

地開発ディベロッパーを始める。

メキシコシティの郊外に「エル・ペドレガル」という広さ350ヘクタール、700区画の宅地に12万人が暮らす高
級住宅地を造る。「エル・ペドレガル」は、2500年前の噴火で生まれた溶岩の上にあり、誰もが宅地にはなら
ないと言う不毛の荒れ地。バラガンは、道路を建設し、水を引くことから始め、5年の歳月をかけて、切り出し
た溶岩で壁を作り、水を流し、池を掘り、緑を植えていった。バラガンは、風景の建築に挑んだ。

この宅地開発を通して、人間が住まうことの意味を見つめ直したバラガンは、新しい住宅のあり方を追及し

ていき、その実験室として自宅を建設。バラガン邸は窓を大きく取った近代建築とは違い、外に対して閉じる。

家の中に足を踏み入れると別世界。玄関のアプローチを抜けていくと、現れるのは、淡いピンク色のホール。

バラガンの家は、1度に空間が姿を表すことはなく、階段の向こう、壁の向こうに、少しづつ家の姿が現れる
という仕掛け。この家を支配しているものの正体は、静けさ。バラガンが長い時間を過ごした書斎。高窓は、

景色も外の気配も一切遮断してただ柔らかな白い光だけが、差し込んで来る。リビングルームは、唯一外に

大きく開かれた空間。庭の緑は、絵画のように切り取られ、外光は、木の葉を通して、柔らかく差し込んで来

る。このバラガン邸のクライマックスは、屋上。空しか見えない場所。一切の景色を遮断し、壁によって切り

取られた空。

バラガンの建築には、一見生活の機能とは無関係な場所が用意される。誰にも邪魔され

ず、感情を支配されず、心を見つめる場所。人間の肉体の為ではなく、心の為に作ら

れた第3の空間。



Ｌｕｉｓ Ｂａｒｒａｇａｎ（ 1902-1988） スーパーエンジニア

Luis Barragan was born in Guadalajara, Mexico. His training and schooling was in 
engineering, but he taught himself architectural skills. Barragan called himself a 
landscape architect, "I believe that architects should design gardens to be used, 
as much as the houses they build, to develop a sense of beauty and the taste and 
inclination toward the fine arts and other spiritual values."



『ヒラルディ邸』

35歳の広告会社を経営するアートディレクター、フランシスコ・ヒラルディの依頼。

敷地は、10mかける35m。約100坪。メキシコでは、大きな家ではない。完成までにかかった歳月は、実に3年。
当時72歳のバラガンは、もう10年も建築の仕事から遠ざかり、引退を決めていた。ヒラルディの説得に、「3ヶ月、
猶予をくれないか」と言ったバラガンの心を揺らしたのは、1本の木。ジャカランダは、春になると薄紫の花を咲
かせ、バラガンの好きな木だった。3ヶ月後、バラガンは、建築を引き受け、プランが出来上がったのは、その
6ヶ月後。1枚の紙ナプキンの上に書かれた家のデッサン。工事が始まっても、せっかく作られた壁は、幾度も壊
され、バラガンは、壁の高さや厚さを実際に作ってから調整するという方法を取った。さらに最適な色合いを見

つける迄、何度も塗り替えられた。ヒラルディは「これが私の家なのだと実感できるまで2年近くの時間がかかっ
た。当初どうしても親近感が持てず、この場所に馴染むことができなかった」と言う。ところが、やがて彼はこの

家の不思議な魅力に囚われていく。「私は毎日、毎日、何かを発見する」



1-2.景観工学が生まれてくる経緯
■工学の歴史

各時代の実務的要請。農業生産や戦争に必要な治水、灌漑、築城、道路、水道、資源、機械、造船、航空、

電子、通信等の技術体系に始まる。

Military  engineeringから Civil  engineering、 民生技術へ。

戦後の工学
●1945～1960。戦災復興。経済復興。産業重視。産業関連工学（資源、冶金・鉱山、船舶、産業機械等）ま
ちづくりはバラック。区画整理。道路。

●1960～1970。高度成長期。日本中が近代都市化。1964年東京オリンピック。新幹線開通。東名高速道
路。国土インフラ整備。1970年大阪万国博。未来の都市の建築。都市のスーパーストラクチュア。
●1970以降。都市の混乱。個別工学の調整。都市工学（1964）。欧米都市の水準にキャッチアップの時代。
道路率、公園率、下水道普及率、地下鉄網。大江戸線が開通して世界で始めて２つの環状鉄道が備わる

先進的都市・東京が成立。

しかし、出来上がった都市は、どこか魅力がない。日本中同じまち、歴史のある街までもその個性を失いつ

つある。景観保存問題。

一方で世界共通の都市問題。環境汚染。生産優先の都市づくりがもたらす公害、大気汚染、水質汚染、自

然緑地の破壊。過密の問題。交通事故で毎年1万人死亡。渋滞。住宅問題（ウサギ小屋）。都市犯罪。スト
レスによる健康阻害。車に占領された都市。1970年自動車死傷事故最高記録。

住みにくく、汚い都市から人が脱出。大都市の空洞化。

人間が歩いて快適に過ごせる街にして人々を呼び戻す。



■第一次景観論争 丸の内お堀端美観論争
景観という用語が用いられたきっかけ。高度成長のまっただ中、業務ビル高層化の幕開け。皇居前の東京

海上ビル高層化に際して起きた象徴的事件。都市の景観について専門家も一般市民も意識が低く、思想的

根拠も判断する基準もなく、すり替えられた議論がマスコミで展開。美観論争として報じられ、「都市の景観」

が初めて議論された。

＊猪瀬直樹「プリンスホテルの謎・ミカドの肖像」（小学館ライブラリー）
Ｓ41（1966）地上30階、高さ128ｍの東京海上ビル新築の確認申請提出。山本社長は事前にヘリコプター
で300ｍ上空からも皇居は見えないことを確認。宇佐見宮内庁長官や児玉誉士夫の了解を得る。瀬戸山建
設大臣もＳ40．12「丸の内景観対策懇談会」にて学識経験者の意見聴取。問題ないとする。ところが申請受
理直前に東京都は、突然、美観条例案を山田首都圏整備局長が議会に提出の用意をした。議会提出前日

に建設省から美観条例は建築基準法違反となると指摘され、異例の撤回。確認申請書類は都市計画審議

会の土地利用委員会へ回される。委員会では結論が出ず、審議打ち切り。この間、新聞報道は、皇居前の

美観を損なう高層ビルという見出しで、大勢は、規制に賛成など根拠のない報道。Ｓ42年末、皇居での年末
奏上の際、美濃部都知事は、陛下から超高層ビルは迷惑でないと言われる。しかし、都は確認申請を却下。

山本社長は不服申請。建築審査会にて却下は無効の判断。直ちに国の構造審査を受けるため38条認定申
請。１年８ヶ月もかかり、建設省は慎重にと。しかし、最後に佐藤栄作総理に呼ばれ反対だと言われ、帝国

ホテルの犬丸君も妥協したんだからと説得される。山本社長は、突然計画を撤回し、Ｓ45．9月、99.7ｍにて
申請再提出。許可。Ｓ49.3（1974）完成。暗黙の規準100ｍ以下ならよい。どこからか聞こえてきた規準は、
皇居御文庫から仰角4.．5度以下ならよい。それがたまたま100ｍ以下となる。100フィート（30ｍ）規制が廃
止になり、自由であるはずの高さが、ある人々の暗黙の「不敬」問題によって規制された。それをマスコミは

景観問題としてすり替えて報道した。



丸の内美観論争のきっかけとなった
東京海上ビルとその後の丸の内計画

明確な論拠がなく政治的に100以下に抑
えられた超高層ビル 計画はこれより約
30ｍ高かった。手前は高さ制限30ｍ以
下の時代の新丸ビル（現在は超高層ビ
ルに建替えられている）

1988年地権者である三菱地所が提
案した丸の内マンハッタン計画のイ
メージ写真 一帯を200ｍくらいの超
高層ビルに建替えるという案



■最近の実質的な景観論争
●自然環境における環境破壊＝景観破壊として、観光地や自然環境における開発と

環境破壊。富士すばるライン、等自然地の中の道路開発が生態系を破壊し、その結

果が景観的にも明らか。見た目に違和感のある景観の背後には、重大な危険。

●都市の内部の見苦しさ。緑や水辺を失い、潤いのない殺風景で個性の無い街をこ

れ以上増やすな。

●街の個性。中央集権による都市づくりを止めて個性あるまちづくり。喪失したアイデ

ンティティを取り戻す。

●歴史的な街並みの保存。1965年頃から倉敷、妻籠、祇園、の街並み保存。世界遺
産登録。白川郷。市町村の文化行政。１％アートシステム。1981年建設省「潤いのあ
るまちづくり」景観重視政策。

●近隣紛争としてのマンション景観、高層ビルの都市景観の実質的問題。地域の住

民が長年にわたって努力して創り、守り続けた景観に対する保護。

景観三法の制定。



江戸の景観 （水辺と自然が多かった）
赤坂溜池 愛宕山から北西を見る

牛天神から富士を見る日本橋雪景色 江戸城と富士



上：ﾍﾞｯｸﾏﾝの官庁計画（明治１９年）明治の景観づくり
右：エンデ、ﾍﾞｯｸﾏﾝによる司法省案。これ
に近い形で実現し現在に至る

下：明治１９年に描かれた明治１７
３年の東京



明治の景観づくり 銀座通り

英国人ジェームス・ウォートルスによる銀座煉瓦街。デザインはジョージアン様式で列柱

の回廊があった。完成後、入居者に払い下げられるに従って次第に和洋折衷化していく。

店主の頭の中には日本の伝統的店舗経営とそれに伴う店舗デザインが明らかに残って

いた。景観的には全く統一感のないごちゃ混ぜの街並みができつつあったが、包容力の

ある明治人は、それを受け入れ、以後日本の都市景観の主流になってしまう。



左上；国立マンション景観訴訟

右上；かつて議論となった富士ス
バルラインと自然景観

左下：東京都心から見た富士山

右下：最後の富士見坂

市民の景観意識の高まり


	景観工学

