
2．景観とは何か・・・・・・景観の概念

2-1．言葉の整理 風景と景観

風：風 流れ 様式 やり方 風流 風情 古風 洋風

景：見えるものの様子（分析・評価） 風景 情景 借景 水景 八景 遠景近景

観：見る意識（見方、見る方法） 観察 観劇 観光 主観 客観 観測

風景：景色の見え方 景色の流れ

人間とその環境の間に存在する視覚的な関係（ベルク）

景観：「客観的に対象化された風景」。地理学上の概念としては、風景を科学的、技術

的に取り扱おうとして説明する概念。

「眼に見える世界を、特定の視点から見て、何らかの評価を与えた眺め。」

壮大な景観、迫力ある景観、のどかな景観、単調な景観、都市的景観、殺伐たる

景観、果てしない景観。等

景 観借

風 主

察

色 光



2-2．外国語の類語
ランドスケープ。英語landscape 独語landchaft 蘭語landschap 仏語pysage
場所、土地、地域の状況を説明する地理用語。 ドイツの風景地理学

例えば、「シュバルツバルト（黒い森）」

その地域の地形、地質、気候風土、植生、動物等自然条件と人間の生活、暮らし方を含め

た地域の全体像を「黒い森」という総合風景として認識。 →風景から地域の文化構成を

判断し、地域づくりの目標や計画をつくる。

類語

■landscape  townscape  seascape  skyscape ……scape soundscape
ある視点から見渡した山野・海岸の風景

■view：「眺め、光景」を意味する最も普通の言葉。 A  view of  the countryside
■sight：印象的な光景、特に名所 see the sights 名所見物をする
■scene：絵のような構成のまとまりを感じさせる光景 beautiful scenes from the train 
window
■scenery：ある土地の地理的外観の全体 the scenery in the Alpsアルプス山脈の景観
■prospect：高いところから遠くまで展望した光景 the hill commands a splendid 
prospect of the ocean
■vista：通景 並木道などに沿った細長いながめ a pleasant vista of the promenade
■perspective：遠近、透視図、眺望、見地、見通し、見込み



シュバルツバルト（黒い森）

その地域の地形、地質、気候風土、植生、動物等自然条件と人間の生活、暮らし方を含めた総合的風景が「黒い

森」。樅の木の黒っぽい樹林が特徴的。



2-3．景観認識の始まり
■防御と攻撃。

人類共通の景観認識の始まりは、文化による差異化が生じる以前の動物行動学的次元。

ジェイ・アプルトン（イギリス、地理学者）『風景の経験(Jay Appleton, The Experience of 
Landscape, London, 1975) 』
人間における風景の美的感覚は太古の行動のメカニズムに由来する。本来、種の存続を

目的とする防御、そして攻撃において戦略的価値を持つ場所の景色は、素
晴らしいという認識→美しい風景。原始人にとっては、見られずに見ることのできる場所か

らの景色に価値がある。隠れ家からの開けた眺望がベスト。隠れ家の発展として、園亭、

四阿ｱｽﾞﾏﾔ、植え込み など公園内で身を隠して休む場所。眺望の発展として、ル・ノート

ルのベルサイユ等におけるパースペクティブな軸線。

■見ると籠もる（中村良夫）。

中国文学における「隠逸」（世を避ける）の世界 「小隠は、陵藪（ﾘｮｳｿｳ）に隠る、大隠は朝

市に隠る」。

見るは目射る（大言海） 見るには外界に対するなにがしかの攻撃的気分が含まれる。人

間は、安んじて籠もり、かつ見張るという、環境に対する防衛的と攻撃的、陰陽二つの姿

勢を、目前の視野のなかで同時に充足しうる場所を好む。

品田 穣（ﾕﾀｶ） 他『都市の人間環境（共立出版、1987）』遮蔽物のない土地で50ｍ～100
ｍの間の距離を「逃走距離」として、人間が安心感を得るために樹木等を配置し園地を造

ると風景として見た目に落ち着く。



右：「小隠は、陵
藪（ﾘｮｳｿｳ）に隠
る、大隠は朝市
に隠る」

北京の雑踏

隠れていながら見晴ら
すことができる風景
（1）
都市に隠れる安心感

全地域が見渡せる安心感

下： 防御、そして攻撃において戦
略的価値を持つ場所の景色は、素
晴らしいという認識→美しい風景



隠れていながら見晴らすことができる風景（2） カナディアンロッキー



庇が深く、十分に隠れること
のできる日本の住宅

京都の町屋の庭を見る

京都嵯峨野の家から月と
鹿を見る風流



見られずに
見る（３）

窓辺の画家
トーマス・
マックナイト



■視線による領域支配（オギュスタンベルク）
古代の天皇による国見 国に対する主権を表明する儀式。見るというのは聖なる行為
原始の王＝聖職者によって行われる儀式 contemplate凝視する、瞑想する→temple

■イメージの所有
ある領域の所有をその領域の具体的な表象により確認する。世界中の権力者の庭園。
ハドリアヌスの別荘は、ヨーロッパ遠征の想い出の景色。エジプトのカノプス港など。イメー
ジを所有することで現実の所有を主張する。 地図、航空写真、設計図を常に眺めている
人は、対象物を支配している感覚を持つようになる。

■環境の支配あるいは人間化
自然に包囲された人間が、自らの安心を得るためにとってきた戦略。未開な自然に背を
向けて、人間化された閉鎖的空間、好みによって厳選された棲み場所に籠もる。庭づくり。

安全な場所から眺める安全な場所から眺める 見える領域を支配 見える風景を所有・制御

■感情移入
自然美の発見を言葉と造形による芸術的様式に固定し継承することで、自然を一定の安
全な枠に押さえ込む。 と同時に自然に慣れ親しみ、自己の感情や精神をそこに投射して
一体化する。これを感情移入と言う。不安定な生を超越しようとする衝動がひとたびことば
と視覚芸術に造形されると、人は初めて自然に対する感情移入的親和感をいだく余裕が
出てくる。
中世キリスト教の修道院の中庭 パラダイス。 gardenは、ヘブライ語の防御であるgan＝
defendと快楽を意味するeden＝pleasure, 



視線による支配

城と城下町

世界遺産 姫路城

姫路城天守閣からの眺め



イメージ
の所有

古代ローマ皇帝ハドリアヌスはメソ
ポタミアからイングランドまで遠征
をした。その壮大な旅の思い出を
このティボリの丘の別荘の庭に再
現した。エジプトのナイル川支流の
港町カノプスを写した水面。エーゲ
海を思い起こす海の劇場等。



エデンの園

取り囲まれた自然は楽園となった

右：古代ペル
シャの庭・パーリ
ダエサ。これが
東西の地域に伝
播しパラディソス
となる

下：エデンの薗の中央の泉から水が流れ、薗を潤し、
分かれて4つの川となった。ハビラ地方へ流れるピ
ション、クシュ地方に流れるギボン、そしてチグリスと
ユーフラテス。（ｱﾀﾅｼｳｽ･ｷﾙﾋｬｰの図）

右下；中世の
修道院の中庭
（パラダイス）
薬草園が多い。



2-4．感情移入と抽象衝動
■感情移入

感情移入説は、ロマン派の芸術的直感にその発想の基礎。

ルネッサンス、ギリシャの古典的な自然主義芸術に関しては説得力がある。

しかし、東方諸国の抽象芸術や装飾芸術、あるいは古代エジプトや原始的段階にある諸

民族の芸術などを説明できない。

文明の原初的な状態にある諸民族が自然との間に平和で親密な関係を結んでいたと考え

るのはルソー流のロマンティシズム。近代人の勝手な推測。

原初の人間は、自然との否応なしの激しい対決。途方もなく巨大で絶対的な自然の力の

前で、人の生命というものがまことに不安定でたよりないものであることを切実に感じてい

た。自然と人間の親和状態は、理性の勝利によって、外界との間に余裕をもって生活でき

るようになってからである。

■抽象衝動

古代人や東洋人は未開の自然に対して積極的介入をおこなうことにより不安定な人間の

生の問題を克服。ヴォリンガーは自然環境に対する根底的な不安をうち消すために古代

人は抽象衝動を行使することで積極的介入を行ったと言う。（ヴォリンガー『抽象と感情移入（1907）』）

感情移入の対極にある芸術衝動としての抽象衝動が感情移入に劣らぬ普遍的価値をも

つ。日本庭園における抽象的形態の多用も、自然の流動的、生命力に対する一つの積極

介入であり、アンチテーゼによる自然とのバランスとりではないか。



抽象衝動あるいは自然に
対抗する理性 →天文学
そして宇宙の神への信仰

地球の軌道（黄道）の北極に対して

23.5度地軸が傾いていることにより
起こる歳差運動。黄道十二宮が72
年に1度ずつずれていく。1周する
のに72×360＝25,920年。星座一
つは2,160年間同じ位置に宿る。現
在は春分の日の夜明けに水瓶座

が太陽を宿す、水瓶座の夜明けの

時代。紀元前10,500年は獅子座の
夜明け。スフィンクスは春分の日の

夜明け獅子座を見つめていた。ピラ

ミッドは南のオリオン座に向き合っ

ていた。

72という数字の600倍は43200とな
り、ピラミッドを43200倍すると地球
の北半球の大きさとなる。（グラハ

ム・ハンコック）



自然の中に人間の領域を確
立する。理念的形態の設営

マヤ文明のピラミッド。
11～14世紀ユカタン半
島のチチェン・イツｧ。

階段の手摺のところに
羽のある蛇（ケツァルコ
ルトル）が浮き出てくる。

ヒンズー教の寺院遺跡。
9～14世紀にクメールを
治めた王たちによって水
の都アンコール寺院群
が建設された。



2-5 景観は文化である

■地域により異なる景観評価は、蓄積されて景観文化。

生存のための知恵からはじまり、高度な精神生活上の楽しみにまで高め景観文化を

創り上げた。

■集団表象

人間が創り上げた環境像として記憶され、伝えられ、想像力で発展、高度化された

景観シンボル（象徴）は人間どうしが楽しみあう集団表象として認識される。

人生の記憶の背景としての景観。 人生を豊かにする景観文化。人生そのものが風

景と共にある。人生を思い浮かべる時、すべては風景とともに目に浮かんで来る。そ

の場所の風景は、出来事を想い起こさせる。

「様々な場所は、情緒、追想、人々、そして理念を心に招来させることができた。場所

の特質は、文化がはぐくむ知的な素養の一つなのであった。……場所は、思い出せ
る空間であり、思慮深く扱うことのできる空間であり、人生の一部となりうる空間であ

る（チャールス・ムーア）

■風景・景観の認識メカニズム。

環境の知覚→脳における知覚情報の整理・分析（文化の特性によって整理されたパ

ターンとの照合）→新たな風景の類型化あるいは再確認により認識→感動・鑑賞→風

景美として記憶に蓄積→風景文化の成熟



景観認識のメカニズム

受容、整理分析、照合

感動 実感 鑑賞

驚き 安心感 美しさ
恐怖 安らぎ 面白さ
美しさ 喜び 楽しさ

不思議さ

景観のイメージ

として認識、

類型化されて記憶

（イメージ パターン）

環境の知覚

本能的、
意識下の情念

文学・美術・
音楽等、
教育・教養
による

先験的類型

景観文化＝蓄積された景観類型

知識・教養から造り上げたイメージ、
体験により認識されたイメージ



2-6. 集団表象としての景観
■地理的文化景観

地域の人間の営みが必然的

につくりだす人文地理的景観。

例えば、関東平野、富山、出雲

の「屋敷林」。アニミズムと「鎮

守の森」。山岳地の水田耕作・

「棚田」。日本全体は「葦原瑞

穂」の景観。

砂漠地域のオアシス景観。ノル

マンディー地域のボカージュ

（ポプラ並木等の境界林に囲ま

れた畑地、牧草地）。オランダ

の風車。

こうした風物といわれるものは、

長い時間をかけて人間が自然

に適応した生存の形態。

風景美は特定の文化集団に固

有の歴史・習慣・好みなどの複

合したものとして表現される。

棚田



砺波平野の散居村と屋敷林をもつ農家



■「風景の集団表象」が高度に洗練されてくると、伝承、文学、音楽、思想、宗教などにお

いて言葉で表現され、それに共通のイメージが伴う。理想郷、故郷、名所。理想郷あるい

は天国と地獄。西洋には、ミレニウム（千年王国）、アルカディア、ユートピア、エル・ドラド

（黄金郷）などがあり、仏教、道教の世界では、蓬莱山、普蛇落山、極楽浄土、桃源郷

（シャングリラ）、仙境。その原型はリグヴェーダのヤマ、ウパニシャッドの梵天世界。共有

される理想の風景。

●理想郷。共通のイメージは、官能的安息感。高い倫理的超越性に包まれた世界。

周囲を深い山に囲まれ、水辺が広がる。穏やかな水面、清流、別天地のイメージ。２

つのタイプ、のどかな農村的人里と工芸的な極みを尽くした都市型の環境。竜宮城、

シャングリラ、美女の笑い声。

●故郷・原風景。人それぞれのもつ故郷のイメージ。幼い頃を過ごした生活環境のイ

メージ。かつての日本人の故郷は、小学校唱歌、童謡に歌われていた。「うさぎ追いし、

かの山、こぶな釣りし、かの川」 さくら 花 荒城の月、 茶摘み 春の小川 夏は来

ぬ 海 夕日 ゆうやけこやけ 紅葉 あかとんぼ 椰子のみ お正月 雪

●名所。地名に顕れた風景感。東京は、坂と橋のまち。武蔵野丘陵とそれを刻んだ中

小河川。谷から谷へ坂を通って行く。大きな河川の沖積低地。水辺の多様な形態。渋

谷、四谷、市ヶ谷、千駄ヶ谷、清水谷、茗荷谷、新橋、京橋、江戸橋、日本橋、板橋、

飯田橋、



理想郷 シャングリラ 天国

静かな山々に囲まれ、明るく穏やかな水面に清流が流れ込む。たくさんの草花
や豊富な果物が実り、かわいい野生の小動物に取り囲まれた世界。

湖水地方 グラスミア湖 湖畔詩人Ｗ．ワーズワース兄妹が遊んだ湖

イングランドのリンゴ



故郷 写真家・前田真三の｛里の風景｝より



■芭蕉の手紙。 「笈の小文」の紀行のおり、京都から伊賀上野の惣七にあてた書簡。

三月十九日伊賀上野を出て三十四日。道のほど百三十里。此内船十三里、歩行路（ｶﾁ

ｼﾞ）七十七里、雨にあうこと十四日。

滝の数。七つ。

竜門 西河（ﾆｼﾂｺｳ） 蜻鳴（ｾｲﾒｲ） 蝉 布留 布引 箕面

古塚。十三。

兼好塚 歌塚 乙女塚 忠度塚 清盛石塔 敦盛塚 人丸塚 松風村雨塚 通

盛塚 越中前司盛俊塚 河原太郎兄弟塚 良将楠が塚 能因法師塚

峠 六つ。

琴引 臍（ホソ）峠 野路小仏峠 くらがり峠 当麻岩や峠 樫尾峠

坂 七つ。

粧（ｹﾊｲ）坂 西河上ぢいが坂 うばが坂 宇野坂 かぶろ坂 不動坂 生田小野坂

山峰 六つ。

国見山 安禅獄 高野山 てつかひが峰 勝尾寺ノ山 金竜山ノ山

此外橋の数、川の数、名も知らぬ山々書付ニもらし候。以上

卯月二十五日 万菊

惣七様 桃青

日本語の風景表象の様式的秩序と言い伝えについて、わずかばかりの心得があれば、あとは

風雅な地名を与えられるだけで、実景に接した経験がなくてもイメージが湧く。



■風景体験の継承と革新。

共有化された風景イメージは、言語や諸芸術のかたちで客観化、外在化し安定する。そ

うした風景の集団表象は時代を越えて伝播する。

実景が消滅しても「実に名歌は、名所よりも長持ちする。（小林秀雄）」

山紫水明 白砂青松 桃花流水 日本三景 近江八景 金沢八景
浜田昇児 画

浜辺の歌

林 古溪作詞 成田為三作曲

1.あした浜辺を さまよえば

昔のことぞ 偲ばるる

風の音よ 雲のさまよ

よする波も 貝の色も

2.ゆうべ浜辺を もとおれば

昔の人ぞ 偲ばるる

寄する波よ かえす波よ

月の色も 星の影も



平山郁夫 画
赤蜻蛉

三木露風作詞

山田耕筰作曲

1. 夕焼 小焼けの

赤とんぼ

負われて見た
のは

いつの日か

2. 山の畑の

桑の実を

小籠に摘んだ
は

まぼろしか



里の秋

作詞 斉藤信夫 作曲 海沼 実

１．

しずかな しずかな 里の秋

お背戸に 木の実の 落ちる夜は

ああ かあさんと ただ二人

栗の実 煮てます

いろりばた

２．

あかるい あかるい 星の空

鳴き鳴き 夜鴨の 渡る夜は

ああ とうさんの あの笑顔

栗の実 食べては

おもいだす

山岸 純 画



蛍の光

作詞 未詳 作曲 スコットランド民謡

１．

ほたるの光 窓の雪

書（ふみ）よむ月日 重ねつつ

いつしか年も すぎの戸を

明けてぞ けさは 別れゆく

２．

とまるも行くも 限りとて

かたみに思う ちよろずの

心のはしを 一言に

さきくとばかり 歌うなり

鈴木 恒世 画


