
4． 西欧の自然景観
4-1．古代～中世
■野生の空間

元々の森を切り開き、農業・牧畜を始めたヨー

ロッパ平野部。

農地・牧草地・森林が風景の三要素になる。

ギリシャでは、都市（Polis）、と周囲の耕作地
（Agros）と遠くの境界地帯（Eschatiai）すな
わち野生の空間。ギリシャ人にとって森は神と

人と動物の交叉する場所で、アルテミス（狩猟

の女神）、パン（家畜と放牧の神）、ヘルメス

（旅行と商業の神）らの支配する境界領域。先

住民であるケルト人にとっては、森は狼や猪や

盗賊の潜む危険な場所であると同時に、聖な

る宿り木や人を癒したり殺したりする植物に詳

しい魔術師の領域。神秘的で豊かな、聖なる

空間。日本人にとっても神聖な場所。もののけ

姫の往来する場所。

ギリシャ・ローマの神話

森を支配する狩の神、アルテミス（ダイアナ）



神々の住まう古代の自然

先住民ケルト族のドルイドによ
る聖なる宿木の儀式



■中世

キリスト教では、森や砂漠などの

野生の空間は悪魔の領域。

砂漠はヘブライ人にとっては、乾

きと死と悪魔の誘惑の空間。

ポジティブに捉えるようになるのは

12世紀のフランシスコ派の修道院
活動による。

ダンテ「神曲」地獄編挿絵（Ｄｏｒｅ）

ダンテ「神曲」の挿絵

悪魔ルシファー



城壁内の街と周囲に広がる耕作地が中世の人々関心のある空間。

それより遠くは野生の自然で人間の立ち入りにくい場所。
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1492年、アントワーヌ・ド・ヴィルが国王シャルル８世の命によりアルプスのエギーユ山（2097
ｍ）に登頂したことにより、これまで魔の山と見なされていた高山が身近なものとなる。

アルピニズムの始まり。

スイスのグリ
ンデルワルト

イトラーメン



4-2．ルネッサンス（１３，１４，１５、１６ｃ）に始まる風景画
■ルネッサンス
古典古代文化の復興、人間中心主義、キリスト教に歪められた世界観から脱却。

主体の出現により自己と環境を区別。

写実性。透視図法。自然美と現実世界の価値の再発見。

ダ・ヴィン
チのマギ
の戦いの
透視図法
スケッチ



■絵画で写実的

な山岳の表現
コンラート・ヴィッツの

「奇跡の漁」の背景に

モン・ブランが描かれ、

その後はデューラーや

ブリューゲルなど、アル

プス越えをした画家た

ちが山岳風景を描いた。

しかし、ロマン派的なア

ルプスの風景の魅惑か

らはまだ遠い。18世紀
の初頭にアルプスを越

えたモンテスキューでさ

え、「グラーツからデン・

ハーグへの旅」で「相変

わらず山と山の間」でう

んざりすると述べてい

る。

Konrad Witz , The Miraculous Draught of Fishes,1444



■ルネッサンス以前の絵画
たとえばジオット。キリスト教物語。ルネッ

サンス初期、盛期でもイコノロジー（図象

学）な表現が主流。

正確な遠近法を用いたダヴィンチでさえ受

胎告知、岩窟の聖母等図像のシンボルに

溢れた背景。

ジオット
の宗教
画

物語を
説明す
るための
背景

糸杉、松、
オリーブは
聖母の象徴

咲き乱れる花々、
特にチューリップ
は聖霊による恩
寵の象徴



ダ・ヴィンチに影響を受けた
ジョルジオーネのテンペスタ
（1505）
アダムとエヴァであるとかバッコスの生

誕とか解釈される。アダムはなぜ服を

着て長い棒をもっているのか。追放さ

れたばかりのエヴァになぜもう子供が

いるのか。二人の間になぜ川が流れ

ているのか。若桑みどりさんの解釈で

は、女は「大地母神グラン・マードレ」。

天空の雷光と嵐は自然の破壊作用と

力を表す。そのエネルギーで文明が破

壊され、人間が投げ出されている。男

はまだ若く、測量棒をもっている。自然

を測り建設しようとしている。文明をつ

くる知性を表す。女性は「産む力」、す

なわち大地の豊饒と生殖のシンボル。

左を文明、右を自然な生命と豊饒。川

は生命の水。

たくさんの象徴を盛り込んでいる風景



■フランドル地方の絵画
新教徒が多く、毛織物工業と貿易で潤い、市民階級がいち早く台頭していたフランドル

地方は油彩技法を発明しリアルで精緻な表現が可能であった。

オランダのヤン・ファン・アイク。

ヨアヒム・パティニール（1480頃～1524）の
円熟期の作品やヤン・ファン・アイク（1390
～1441）、レオン・バティスタ・アルベルティ
（1404～1472）に代表される一般的な風景
画の登場。

ブリューゲル。メンデルト・ホッベマ。

ジェラール・デザルグ（1593～1662）による
近代幾何学の創始。

それまで風景は物語の中の人物に従属す

る背景にすぎない。

風景画の登場とともにLandschap（風景）と
いう用語がフランドルで現れ、ドイツ語の

Landschaftとなり、
風景を対象化し、近代景観の概念が成立。



現実の風景が注目
されるようになる

オランダのヤン・ファン・

エイクの「」ニコラ・ロラ

ンの聖母」（1435） 室
内と外景の完全な統合

が見られる。



オランダや北方の画家たちの

自由な風俗風景画

ブリューゲル「雪中の狩人（1565）」

メインデルト・ホッベマ「メッデルハルニ
スの並木道（1689）」



■もう一つの風景画の流れ
風景画の技法の上に、田園詩の

伝統を背景にした古代的理想に

彩られた風景表現で理想風景を

完成させた17世紀フランスの画
家・クロード・ロラン。

イタリアに滞在して神話的人物や

古代的廃墟などを風景の中心に

描く理想風景を完成させた。



■グランドツアー・ブーム
こうした理想風景は、当時、英国の富裕な家庭の子弟がヨーロッパを旅行するグランドツ

アー・ブームでイタリアを訪れた彼らに大変な影響を与え、帰国すると理想風景そのものを

自邸の庭として実現し、後の風景式庭園流行のきっかけともなる。（ストア・ヘッドなど）

英国のブリストル近郊、ウィルトシャー州。18世紀の最も美しい英国式風景庭園。ロンドンの銀行家ホアー
一族の手で造られ、当時の英国上流社会が美しい田園風景と見ていたもののモデル。



■18世紀を通じてすべてが変化
アルプス風景の美化。 自然へのアプローチ。

文学における自然賛美、例えばルソーの新エロイーズの人気。

クロード・ロランの理想風景への憧れとグランド・ツアー・ブーム。

自然に親しみ、風景を愛する心が生まれてくる。

英国では、レイモンド・ウィイリアムズが「田園風景の発見と農民の消滅」と要約。

英国の大領主は、自分の城からの展望を整備するとき、必要に応じて視界を妨げる村全

体を躊躇無く移動させた。

マリーアントワネットはプティトリアノンにアモー（田舎屋）をつくる。

都会人が田園を風景として見る図式を獲得、田園風景の美を発見。
ふだん田園の中にいる農民には景観意識は生まれにくい。

セザンヌはプロヴァンスの農民は、サント・ヴィクトワール山を山として見たかどうか疑わし

いと言っている。



■ヴェルサイユ庭園のアモー。

18世紀末、マリー・アントワネットは、ヴェルサイユのプチトリアノンで1774年から英国式庭園を造ら
せ、田舎風の小集落（アモー）を築かせた。 荒壁土の外壁と藁や平らな瓦の屋根をもつ田園的な

趣を模した小屋。彼女はそこで羊飼いの真似をして遊んだ。日本ではこれより約１世紀前、後水尾天

皇がやはり京都郊外で野遊びをし、その後修学院離宮として田園景観を楽しめる場所を造った。



4-3．近代景観思想
■ロマン的風景観の２

つの流れ。

①18世紀に翻訳され
たケルト叙事詩「オシ

アン」に描かれている

荒寥として崇高な自然

哀愁をおび、神秘的で幽鬼じ

みた、尋常でない自然美の

世界。「オシアン」というキリ

スト教渡来以前の土着の自

然思想が改めて人に知られ、

その衝撃が伝統的なのどか

な田園詩の映像に新しい空

間的拡がりと豊かな彩色を

施すことになった。

ジロデ「国のために命を捧げた英雄たちの霊魂を迎えるオシアン」



Village Landscape in Morning Light (The Lone Tree)

1822, Caspar David Friedrich

ドイツのロマ
ン派の画家、
フリードリッヒ
の絵。

孤独感

荒涼感

孤高、神秘性

などの概念に
当てはまるロ
マン性



②古代ギリシャ叙事詩以来ずっと続いてきた絵のように明るく甘美な田
園詩に描かれる懐かしい人里の風景。 牧歌的アルカディア。

依然として甘美な田園詩の風景は愛され、人里離れた自然ばかりが歌われたわけではな
い。

ルソーも「孤独な

散歩者の夢想」に

おいて日常的田

園風景を愛し、魑

魅（ｽﾀﾞﾏ）の潜む

浪漫的自然は、む

しろ垣根越しに遠

望されるように描

いている。人間く

さい道具立てに

しっかり囲まれて

いるからこそ安心

して自然を楽しめ

る。背景の手つか

ずの自然と親しみ

やすい田舎の自

然。



荒涼として崇高、神秘的な自然を背景とし、牧歌的な人里の美しさを展開するアルプスの風景

（イタリア、ドロミテ地方、背景の雪山は石灰岩のラヴァレードの峰は2998ｍ）



■新たな自然のビジョン
ヨーロッパ・アルプスとイングランドの湖水地方で発見され熟成された自然のビジョン。

バーン・Ｂ・シェリー、ジョン・キーツらの芸術を育み、アルピニズムを盛んにした。

そして、この旧大陸の新思想がアメリカ新大陸の大自然の中でラルフ・ウォルドー・エ

マソンやヘンリー・Ｄ・ソローを生みながら自然の野生に神の啓示を見る目を人々に

与え出す。

この新しい精神が開発によって消滅しつつあった大自然を保護しようというかたちで

フロンティア精神に有終の美を添える役を果たした。

すなわち、1872年、イエローストーンに世界最初の自然国立公園が誕生し、時代精
神の一端がここに一つの社会制度として定着することになる。

ここは、イングランドの湖水地方とは、うってかわって間欠泉と泥火山と化石林のまさ

に「自然の驚異」に彩られた世界であった。

後発の産業革命によってヨーロッパを追い上げるアメリカでは急速な都市化の精神

的補償が求められていた。これが消滅しつつあるフロンティアの自然の親しげなまな

ざしで見つめ直す気運をあおった。

一方、現実をあるがままに客観的に捉える地理学の「景観学」がドイツを中心に進ん

でいた。（19、20世紀）



アメリカの国立公園の一つ ヨセミテ国立公園

アンセル・アダムス「冬のハーフドームとマーセッド川（1938）」

写真家 アンセル・ア
ダムス（1902～1984）

ピアニストを目指して
いた少年はヨセミテの
高潔な美しさに魅了さ
れ、いつしか２０世紀
最大の風景写真家と
なった。



4-4．湖水地方から生まれたアメニティ概念
ＢＣ３０００頃は一面が森林と荒れ地と湿地帯であった湖水地方。人々は何百年もかけて美しい
牧草地に造り変えてきた。その美しい田園風景を最初に紹介したのは詩人のトーマス・グレー
が１７６９年に発表した『湖水地方日誌』。以来自然派の英国ジェントルマンがここから新しい景
観思想を発信することになる。

カンブリア州周辺にある湖水地方
氷河によって造られたたくさんの湖



“Though nothing can bring back 
the hour of splendor in the grass，

of glory in the flower，
we will grieve not. 

Rather find strength in what 
remains behind.”
草原の輝きも 草花の栄光も

再びそれは還（かえ）らずとも

なげくなかれ

その奥に秘められたる

力を見い出すべし

（ウィリアム・ワーズワース)



グラスミア湖 ワーズワースと妹のドロシーがこよなく愛し、散歩した湖



ラスキンが感動したダーウェン湖の眺め



人間環境の美を表現し、追求し、訴えたジェントルマンたち
■湖水地方に生まれた詩人・Ｗ．ワーズワース

湖水地方生まれの詩人ワーズワース

ケンブリッジに学んだ一時期を除けばその生涯のほとんどをこの地方（ウィンダミアの近く、

ライダル村）で過ごし、その美しさを詠い、1813年、ここを終の栖とした。
■ヴィクトリア朝後期の思想界の巨人・ジョン・ラスキン

1820年頃、富裕な商人であった父と巡回馬車でこの湖水地方をたびたび訪れていたジョ
ン・ラスキンは幼い頃フライヤーの崖縁から見下ろしたダーウェント湖の眺めに感動。

工業国家として驀進するイギリスが分業と機械化によって功利を追求し、全的な人間と美

を蔑視する産業優先社会になってしまったことを批判した。

■ウィリアム・モリスWilliam Morris （1834～1896）
ラスキンの「中世建築論」を読み、影響を受け詩人でありながら工芸の理論を追求し実践し

たウィリアム・モリスは、社会主義運動にまで進んでいく。中世をモデルとする物と人間の

正しい倫理関係を主張、新しい生活の用に従って次々に現れる物どもに正しい形と相貌を

与えること、つまり正しいデザインの必要性を訴える。

絵画、彫刻のような大芸術・グレイトアートよりも建築からカーペットに至るこまごました日

常の生活実用品、モリスのいわゆる小芸術・レッサーアートのあり方に重要性見出し、「人

の命の根元」にかかわる「趣味の思想化」を主張。

■ビアトリックス・ポター（１８６６～１９４３）『ピーターラビット』



■英国ジェントルマン思想から生まれたアメニティ概念

猛進する経済の陰で、自然美と伝統的生活美が危機に瀕し、英国の中流階

級の良識をもつ人々（ジェントルマン）は環境の精神的価値を取り戻そうとし

て苦悩していた。

ロマン的精神風土に育った二人のイデオローグ、ラスキンとモリスは

「人間環境の美的秩序と社会経済機構の正しいあり方は表裏一体なのだ」

と喝破し、ジェントルマン達の魂を内面から揺さぶる迫力ある思想を提示す

ることで彼らを勇気付け、

近代的都市計画の初期唱道者の間にアメニティ概念（環境衛生、生活環境

の快適と美、歴史的環境保全）を浸透させた。

モノは何故存在し、どう存在すべきであろうか。

人間に必要とされるように環境に美しく適応して存在すべきである。

手造りの場合、人間はこのことに最大限、注意を払ってモノの存在を許す。

美しく存在しなければ意味がない。



■アメニティの実現へ
モリス自身も1877年、古建築物保存協会を創設。歴史の試練に耐え、人々に愛され存

在し続けた歴史的建造物はそれなりの美しさを備えているとして古建築を保存し、都市景

観問題に貢献。

1895年、都市アメニティ問題の黎明期の代表は、オクタヴィア・ヒル女史が
ナショナル・トラストを創設。基金をもとに国民の信託を受け環境遺産を守る。

一方、Ｒ．オーウェンの農工結合型の理想都市建設も推進され、

1898年には、ハワードの田園都市構想も発表された。
その計画第一号がレッチワースとして実現され、こうしたねばり強い努力が

1909年の都市計画法にいたる一連の先進的都市政策となっていく。
これらの人々は専門家というより一般知識人（ジェントルマン）であることが、

英国が高いアメニティ水準を維持している最大の秘訣。誇りと哲学と行動力。

日常の自然を愛し、ガーデニングに熱心なイギリス人。アメニティは自然と共に。

イギリスのニュータウンは、密度が低く、自然の中で生活する集合住宅。

日本でも、かつて江戸時代までは、日本的な美の基準が身の回りに存在し、

伝統工芸などで手造りのモノの美が最高水準にまで達していた。

西欧文明を取り入れる際にその基準は大きく揺れ動き、次第に何でもありの風潮。



ナショナル・トラス
トにより守られる

ピーター・ラビット



ワーズワースの愛した環境を保存する
トラスト

ワーズワース・トラストの看板(下）
とワーズワースが暮らしたダブ・コ
テージ（右）



■Ｗ．モリスとアーツアンドクラフツ
混乱した装飾を嫌い、「総合芸術」として統一されたデザインを考え、その実践として結

婚して新居を構えるときに「赤い家」をつくった。建築家フィリップ・ウェブの設計、ケント州

ベックルリー・ヒースに1859～1860年に建設。中世的なデザイン。テーブル、ベッド、椅
子、絨毯、壁掛け等あらゆる日用品をウェッブ、モリス、バーン・ジョーンズらモリスの仲

間達でデザインした。

1862年のロンドン万博、1867年のパリ万博に日本の工芸品が展示され、その簡素で美
しいデザインに彼らは影響を受ける。ジャポニスムの始まり。

1880年代にモリスの活動に影響を受けた人々が登場。
1882年には、Ａ・Ｈ・マクマードが「センチュリー・ギルド」という工房を設立。
1884年には、Ｗ・Ｒ・レザビーが「アート・ワーカーズ・ギルド」、
1888年には、Ｃ・Ｒ・アシュビーが「ギルド・オブ・ハンディクラフト」をそれぞ

れ設立。
1888年に「アーツ・アンド・クラフツ展示協会」が結成され共同の展示会を

催す。
20世紀になってからは、北欧や日本の民芸運動などに影響を与える。

「赤い家」



モリスの生活とデザイン

コッツウォルズ地方にあるケルムスコット・マナー。

この夏の館の庭の草花からデザインのモチーフを採用

「イチゴ泥棒」とし
て有名なカーテン
デザイン。庭に咲
く蛇イチゴを食べ
にくるツグミをデザ
インした。



同じくコッツウォ
ルズにある荘園
ビラ・ホテル「ア
ウルペン・マ
ナー」の中にあ
る「マーガレット
王女の部屋」



湖水地方には、アーツ・アンド・クラフツ運動に参加したジェントルマンたちの作品や生活
の足跡がある。

グラスミア湖



英国ジェントルマンのアメニティ思想から生まれた田園都市構想

1898年、エベネザー・ハワードという無名のジャーナリストが都市計画に関する本を出版した。この現実的
な理想主義はその後まもなくレッチワース田園都市として実現する。



レッチワース田
園都市の住宅
（上は計画案、
下は実現した住
宅）

一般の労働者
階層が緑に囲ま
れた都市生活を
送ることができ
るような住宅とし
て考えられた。


