
川の流れによってできた平
地のひとつ・扇状地

5．日本の自然景観
5-1．地形と気候の特徴

■国土の７割が壮年期の急峻な山地

高温多湿で雨量が多い。東京で100ｍｍ／月、ロンドン50ｍ
ｍ／月。

河川は急流。信濃川＝1200ｍ／400ｋｍ＝１／333、荒川は
1400ｍ／200ｋｍ＝１／142、セーヌ川は、400ｍ／700ｋｍ＝
１／1,750。
すなわち、水の力による浸食が激しく、気温が高く植物の繁殖

も旺盛。樹木は鬱蒼と茂る広葉常緑の照葉樹林が基本。魑魅

魍魎の住むところ。地形の造形密度が高く、細やかな造形と

早い変化、明確な遠近感覚が養える。自然に見とれしばし活

動を忘れる。受動的感性的人間を育成。

ヨーロッパ、例えばイギリスは、老年期の地形、氷河が造った

なだらかな平原、丸みを帯びた山、変化の少ない地形。見る

人を伸びやかにする一方、自然に飽きて人間活動に専念する。

山から川が海へ流れ落ちていく過程に造られるまとまった平

地の部分に人が住む形態が何段階にも構成される。山間の

高原や盆地。扇状地。谷沿いの段丘平野。河口の三角州。



豊富な水と強
い日照による
自然景観

萩市の指月山

国の天然記念物・
暖温帯照葉樹林



富士川上流に開ける甲府盆地



■古代人の求めた定住地の風景

最初の古代国家が成立する頃の都市は、海から川を遡り、山々が連なる地域へ入り込む

前の平坦地を選定。折口信夫は、やまとを「山へ入り立つ口」の山門と説明する。日本書

紀には、神武天皇が瀬戸内海を経て大和川を遡り、ついに「東に美（よ）き地有り。青山四

周れり。」と古代人憧れの理想郷を発見したことを描いている。つまり、四周を青垣山が取

り囲み、そのうちに清流の流れる明朗広潤な平野を見つけた（明日香地域を含む奈良盆

地）。



大和川と奈良盆地

大
阪
湾
（
難
波
の
海
）

大和川

平城京

藤原京

飛鳥京



「東に美き地有り。青山四周れり。」神武天皇が大和川を遡り、発見した理想郷 飛鳥の里



風水と気の流れ

中国には古くから土地には特有の
気が発生し、山脈に沿って流れて
いくという考え方がある。山脈の流
れと中心から湧き出て流れる水脈
とが重要な要素。それぞれの要素
に方角に合わせて星占いの四神
信仰が結びつく。

崑崙山から流れる龍脈

それをうまく取り入れて留まるよう
な位置に都を置くのが良い。



日本に伝わる四神思想

中国の風水による適地選定

の根拠・四神思想は「周礼」

「礼記」に記述があり、天文思

想から黄道を28に分けて月
の宿とし、それを東西南北の

四宮に分け、各宿に守護神を

おいた。日本への渡来は220
年以前だが初めは装飾として

理解され、星辰信仰と結びつ

いて理解されたのは７世紀頃。

高松塚は、当時の最新の思

想のもとに造られた。

高松塚の内部（上から見たところ）



708年元明天皇の平城京遷都詔の
中で「方今平城の地は、四禽図に叶

い、三山鎮を作す。亀筮（きぜい）並

に従う。宜しく都邑を建つべし」（続日

本紀）

那羅山、春日山、生駒山？

藤原京の場合は歌にも読まれている

有名な山々がある。

畝傍山、耳成山、香具山

平城京

藤原京



5-2．日本人の風景観 （アニミズム 万葉集 神道 雅と鄙 松尾芭蕉）

■自然との融合

自然に囲まれた生活。穏やかで細やかな自然。多様な変化。

感受性が繊細になり、受動的。自然の変化の面白さにうっとりして、自ら動かない。

万葉集以来、「寄物陳思」（物に寄せて思ひ偲ぶ、心を自然に映す）の傾向。

自然への愛、信仰（自然崇拝、アニミズム）。擬人化して表現。

うつそみの 人にあるわれや 明日よりは

二上山を 弟世（いろせ）とわが見む
大伯（おおく）皇女

石（いは）ばしる 垂水の上の さ蕨の萌え出
づる春になりにけるかも 志貴皇子



大和三山を歌った中大兄皇子

香具山は 畝傍を愛（を）しと 耳成（みみなし）と
相争（あひあらそ）ひき 神代より かくにあるらし
古（いにしへ）も しかにあれこそ うつせみも 妻を
争（あらそ）ふらしき （長歌）

香具山と耳成山と 闘（あ）ひし時 立ちて見に来（こ）し
印南国原（いなみくにはら） （反歌）
（出雲から阿菩大神が印南国原まで止めに来た）

畝傍山

耳成山

香具山

春すぎて 夏来るらし 白栲（しろたえ）の
衣干したり 天の香具山 持統天皇



■風景の認識

風景のはっきりした概念は、平安時代のエリート層によって確立。自然鑑賞の美学を確立

して鄙（ひな）びと雅（みやび）の区別をする表現技術を磨きあげる。

柳田国男「風景の成長」。

農民の語彙には風景の観念を表す言葉は極めて貧弱。「眺め」「見晴らし」くらい。

芭蕉は風景を観賞する術をわきまえる（造化に順ひ＝自然に従う）ことを説く。農民層の教

養度も高い。

■日本人の見方の特長

線的・連続的な西欧の古典的遠近法。場面的な遠近の受け止め方。借景の例。

とりあえず見えない中間部分は意識しない。

たくさんの視点で見た合成図で矛盾を感じない。

風景の連続的な場面に適応できる。絵巻物や連句的な風景。

消失点を持たないアイソメトリック透視図（源氏物語絵巻）。

矛盾する現実は見ないことにする。心の目を持って見る。都合の悪いことは黒子として扱う。



■日本人の自然風景観

１．基本的な自然観 アニミズム

聖なる山 聖なる森 聖なる自然物 秘境 結界 注連縄

２．愛すべき里（住環境）

里山 故郷の川 鎮守の森

３．教養・学問としての風景

詩歌（短歌、俳句）の対象
古代には中国から明治期にはヨーロッパから輸入された文学・美術の風景図式。
五嶽思想や道教における自然。山水画。陶淵明、李太白、白居易等の山の美。
「日本アルプス」は、英国の地質学者Ｗ．ウィンストンの命名。
札幌農学校の志賀重昴は、初めての景観論。
小島烏水（ｳｽｲ）の日本山水論（1906）には植物学上の詳細な説明。
ヨーロッパ文学からの影響。国木田独歩、徳富蘆花
西洋画からの影響。日本画によるオリジナリティの発揮。。
日本の風景画には、中国の、近景・中景・遠景で構成される広大な風景に比べ、
自然のひとつの相、ないし断片や近景を描く傾向（東山魁夷「風景との対話」 ）

４．娯楽、観光旅行の対象
好まれる海 海との生活が基本の日本では古代から海岸風景は好まれ、
文学、絵画、造園などに登場。日本三景も松島、天橋立、厳島とすべて海岸風景。



御神体としての
山：三輪山

中国から導入さ
れた山水景観

ヨーロッパ文学（トル
ストイなど）に表現さ
れた軽快な自然林景
観

尾瀬ヶ原のシラカバ



田園風景の美を取り入れた修学院離宮

そこに登場する農民も風景の一つ。農民自身は美として鑑賞する技術を持たない。



5-3．古代から近世の風景思想 （八景型景観 水墨画）

■中国文化の影響

一揃いの美的図式が導入され、平安時代の日本のエリート層に深く浸透し、風景を成立さ

せた。例えば瀟湘（ｼｮｳｼｮｳ）八景（揚子江中流の洞庭湖周辺）は、宋代の文人画家、宋迪

ｿｳﾃｷの山水画が始まりとされ、平沙落雁 遠浦帰帆 山市晴嵐 江天暮雪 洞庭秋月

瀟湘夜雨 煙寺晩鐘 漁村夕照がある。

日本の近江八景は、これに準じて近衛政家が1500年頃作ったとされる。堅田落雁 矢橋

帰帆 粟津晴嵐、比良暮雪 石山秋月 唐崎夜雨 三井晩鐘 瀬田夕照。

さらに、明の禅僧、東皐心越が1694年頃作った金沢八景は平潟落雁 乙艫帰帆 州崎晴

嵐 内川暮雪 瀬戸秋月 小泉夜雨 称名晩鐘 野島夕照。
江戸八景 羽田落雁 広重 江戸八景 行徳帰帆 広重



5-4．明治以降の日本の風景思想
■西欧文学の影響。

西欧文学に登場する白樺林や雑木林に影響を受ける。

ソローの「森の生活」の影響を受けた国木田独歩の小説「武蔵野」。雑木林が流行の風景。

エマソンやヘンリー・Ｄ・ソローの文学がきっかけとなりアメリカの国立公園開設。

その影響を受け、1931年、日本でも国立公園が日の目を見た。
徳富蘆花は、シェークスピア、ワーズワースの表現やトルストイの生活をまねてキリスト教

と田園生活に帰依。西欧の知覚形式が徳富蘆花の作品を通して日本人の自然観を大きく

変えた。…ヨーロッパの文化は私たちに新しい風景を与えた。（大岡信）。
■北海道の田園は、札幌農学校の影響で最も端的に西欧化

卒業生である志賀重昴はこうした状況の中で日本の景観のアイデンティティが失われるこ

とに危機意識をもち、1894年に「日本風景論」を書く。日本の風景の特異性を強調し、ヨー
ロッパ的な美意識の規範を排斥しようとしたが、そのこと自体が既に西欧地理学に学んだ

景観という客観的な視点を持つこととして十分西欧的であった。日本の風景として固有な

美的範疇として「跌宕（ﾃﾂﾄｳ）」「瀟洒」「美」を規定しようとしたが、それがある意味で西欧

が取り上げた「崇高」の単なる随伴的モチーフになってしまっている。志賀に続いて1906年、
小島烏水が「日本山水論」を書いた。さらにウェストン牧師が日本アルプスを命名し、西洋

流の自然賛美と保護、そして近代登山の考えが広まり日本の風景論に一時代を画するこ

とになる。



西欧文学から影響を受けて見直され
た雑木林や軽快な景観

国木田独歩「武蔵野」に出てくる雑木林

北海道は気候的にも西欧に近い

西欧景観への憧れがいつしか北海道への憧れとなる。



北大（旧札幌農学校）のポプラ並木



■日本の景観の混乱と矛盾
日常生活環境の美的整序という問題

が国民文化にかかわる思想上の課題として真剣に受け止められたことはほとんどな

かった。

アルピニズムと共に導入された自然景観思想は、たまたま古来の庶民的山岳信仰に

おける自然崇拝の様式にうまくはめ込まれてしまう。

生活景は、矛盾を矛盾として飲み込んでしまう近代化の方式の中で関心を持たれない。

■日本の近代化
早急な西欧式近代化を目指す。日本古来の価値体系を崩すという犠牲を払う。

近代化実現の中で並外れた苦労をしたのは言語生活。

西 周（にし あまね）の翻訳により、日本に存在しない概念も何とかあてはめられた。

精神生活における言語の偏重が生活空間の精神性に関する感覚を鈍らせる。（観念

的事柄を重視）

身近な川を汚しておきながら、美術館の門前に人垣ができる。

教養主義としての美の鑑賞。



■日本のオリジナリティ喪失の理由
１．思想の輸入に追われ続け、生活空間と風土に込められるべき思想性を追求しな

かった。

２．日本人の伝統的な日常生活環境における美を追究し、思想にまで高めた北大

路廬山人などの活動は大衆化していない。 日本イデオロギーの展開過程で和辻

哲郎の「風土」は、業績を残したが、国民的課題として街を美しくするという段階にま

で到達しなかった。

３．日常的生活の用においてこそ美は感得されるという日本人の最も得意とする茶

礼的生活美学が今日ではむしろヨーロッパの街の窓辺で見かけられる。

４．西欧から来た近代は、思想性において対決することなく日本に定着した。

思想上の「雑居性」と「無限抱擁性」（丸山真男）という日本文化の体質はここにも

ある。

５．「ものの光」や「ものの吐息」に心を澄まして「物」の姿を直覚する日本の美的精

神は、計画的合理性のもつ抽象的概念性と制度的虚構性に対立し、都市計画の不

徹底を招き、街の風景を混乱させた。

６．細やかな部分だけに集中し、離れて遠くから客観的に見れない。

７．伝統的で、オリジナルな景観の評価ができなかった。

８．古い景観秩序を生活文化の西欧化に合わせて壊してしまった。



思想とならなかった生活景観 日本人の伝統的な日常生活環境における美を追究し、思

想にまで高めた廬山人と日系彫刻家、イサム・ノグチの運

動は大衆化しなかった



思想上の「雑居性」と「無限抱擁性」（丸山真男）が
そのまま街の景観となり、混乱は続く



■数少ない生活文化美学のイデオローグ（思想家）
日本固有の生活景にかかわる民衆レベルの思想的遺産を残した人の代表的例として、

南方熊楠と柳宗悦がいる。

熊楠は、神社のもつ環境生態系の要の存在に注目し、人・社会・生態・地相・経済の織り

上げる壮麗な博物学的曼陀羅の風土生命体を守る運動として、政府の神社合祀令反対

運動を起こした。

その生命体の景観として「大字毎の神社は、欧米の高塔と同じく、村落の目標となる大

功あり」「大字中、望最佳の地にあれば、宗教心と風流を養うのに一挙両得」と述べてい

る。

特に重要なのは、神林の内にひとたび入れば、その神韻ひょうさの趣により「何事のお

はしますかを知らず」に、説教・講釈の言説によらずして人心が感化されるという考えで

ある。

一方、宗教学者・柳宗悦は、民衆的工芸運動の範囲ではあったが、日常座辺の美に関

するいわゆる「無事の美」とその思想的有効性は、民芸を越えている。千利休直伝の揺

るぎ無い伝統に根ざしていた。

専門家と市民を結ぶ言葉の欠如、細分化された専門分野の郷党的割拠性により座辺に

まで届かない。広い国民的基盤にたつ思想風景、「生活環境に対する好み」という「生活

教養」の育成が必要である。

柳宗悦、濱田庄司、宮本憲吉、河井寛次郎らによる民藝運動とバーナード・リーチ



南方熊楠（1867～1941）
1886年アメリカに渡りほとんど独学で菌類の研
究、その他博物学を勉強。鎮守の森となっている
地域の森にはその環境に必要な生態学的意味
があるので政府の進める合祀令は間違っている
と反対した。



5-5．ジャポニズム かつて日本の生活景が個性的で素晴らしかった頃

■日本の風景観が西欧に与えた影響

美的図式の枯渇から、何か新しいものを求めていた西欧美術界にジャポニスムが流行し、

風景の描き方、色彩の活用などの影響を与える。

北斎漫画が陶器や工芸品の輸出の際に、パッキングとして利用され急激に広まったという

こともあり、浮世絵の表現技術が大きな影響を与える。



■浮世絵の影響

より鮮やかでコントラストのある色彩の使用、非対称の尊重、俯瞰的視点の採用などが衝

撃的な表現技法として受け入れられた。

モネの「サン・タドレスのテラス」は、俯瞰的視点、色彩のコントラストにその影響を見る。

ホイッスラーの「紫と緑のバリエーション」は、広重の絵のような俯瞰的展望。

カイユボットの「ヨーロッパの橋」も広重などのクローズアップ技法が感じられる。

モネ「日本の娘

（1876）」、マネ「エ
ミール・ゾラの肖像

（1868）」、ゴッホ「タン
ギー爺さん（1887）」
などは、直接的影響

を受けたもの。

印象派の誕生、アー

ルデコの流れは、ジャ

ポニスムの影響であ

る。

モネの「サン・タドレスの
テラス」



浮世絵の特徴

■鮮やかでコントラストのある色彩

■非対称の尊重 ■俯瞰的視点

■大胆な前景のクローズアップ



グラフィカルでシンプルで美しい日本の紋章や装飾柄

漆の見本板（19世紀に西欧に持ち込まれた）

1854年創業のルイ・ヴィトン

モネ「ラ・ジャポネーズ1876」



印象派

アーツアンド
クラフツ

アールヌー
ボー

アールデコ

ジャポニス
ムの影響

Ｃ．Ｒ．ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ（1868-1928）ジャ
ポニスムの要素を取り入れ英国モ
ダン・デザインの先駆者となる

ティファニー


