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本稿は，地域住民を主体とした景観の計画・運営のための実践理論を基礎づけることを目的とする．本

論では，ベルクの風土論を基礎として風景の持続性の概念とその意義を示した上で，木岡による風景認識

の構造論的な把握と動態論に基づき，「語り」による風景価値の発現と共有，実践へと展開する景観の計

画・運営の理論的枠組みと方法を示した．また，風景の持続性の根拠となる通態的関係（風景の見方と構

築環境の相互関係）を取り上げ，いくつかの具体的な歴史上の風景の価値づけと造景表現の関わりを示す

とともに，暗黙的実践のなかからの風景の表象化の可能性について論じ，風景の持続性を支える景観研究

のアプローチと課題を示した． 
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1. はじめに 

 

 日本の社会は今，大きな転換期にある．環境問題，経

済的衰退や高齢化などの社会問題に対し「持続可能な社

会」の構築が目指され，一方では近代思想を超える哲学

が求められている．人々が自らの「生きる意味」を考え

直す必要性が生じており，それと同様に，われわれの生

存基盤のあり方を考え直す必要性が生じている．大災害

によって失われた風景を再生する試みはその一例といえ

よう．われわれにとっての「郷土」の景観，さらには

「日本」の景観の意味を再考することが求められている．

これらの問題に対して， も有意義な議論を展開してい

るのが，西田や和辻哲郎の流れを組むオギュスタン・ベ

ルクの風土論であり，それを基礎とする木岡の風景論で

ある．彼らの哲学的考察の成果は，風景づくりの実践の

理論的基礎に十分なり得ると考えるが，実際には計画理

論としてこれを論じ展開する試みはほとんどみられない．

本稿は上記の問題意識に基づき，この風土論を再評価し，

これをもとに日本における景観の計画・運営のあり方を

考察する．本論の意義はこの点にある． 

 人間は自身の生きる環境を，いろいろな象徴を通じて

理解し，さまざまな技術をもって利用してきた．ベルク

の風土論においては，自然の環境と人間の風土とが明確

に区別され，「風土」とは「大地の拡がりに対する人間

集団の関係」，「人間が，地球の拡がりに対して生態学

的，技術的，象徴的にもつ関係」であるとされる1), 2)．

この関係としての風土のおもむき（風土性）を再構築す

るという視点は，構築環境の均質化や没個性化に対抗す

る風景の持続・再生において不可欠である． 

 本稿では，ベルクと木岡の風土論/風景論を基礎とし

て，風土性を尊重した景観形成を目的とする実践理論の

枠組みについての考察を試みる．まずは，ベルク風土論

の再検討を通じて「風景の持続性」という概念を示し，

それを評価する意義について論じる（2章）．次に，ベ

ルク風土論を理論的基礎とする木岡による風景認識の構

造論的な把握と動態論に基づき，「語り」による風景価

値の発現と共有，実践へと展開する景観の計画，運営[1]

の理論的枠組みと方法を示す（3章）．さらに，風景の

持続性の根拠である通態性（風景の見方と構築環境の相

互関係）について，歴史上の風景の価値づけと造景表現

の関わりを示すとともに，暗黙的実践のなかの風景の表

象化の可能性について論じ，風景の持続性を支える景観

研究のアプローチと課題を示す（4章）．考察対象は，

文学作品等にみる伝統的な風景表象や近代風景観に基づ

く言語的風景表象，景観形成上の型としての造景的表現，

非言語的感覚としての場所への愛着，学術知による新た

な風景的表現である． 
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2. 風景の持続性について 
 

(1) 持続可能な開発と景観 

 環境と開発に関するリオ宣言（1992）以降，国内外に

おいて環境の持続可能性の原則が主張され，「生活の質

を成長させることをあきらめない」成熟都市のあり方が

模索されている．日本では近年，地域の歴史・伝統・文

化の復権を掲げた事業化が進められつつあり，都市の歴

史・文化やそれを表す景観が都市戦略上においても重要

な意義を持ち始めている．今後さらに多元化する社会の

中で，地域住民がその地域の風土的個性を背景に，文化

的独立性と自立性を獲得していくことが期待されている． 

 欧州においては，国際条約として 2000 年に欧州ラン

ドスケープ条約（The European Landscape Convention3)）が

成立し，以後各国の景観計画を基礎づけている．用語の

概念における議論では，ランドスケープとは領域であり，

空間であり，眺め，イメージであること，また，実体で

ありかつ表象であり，これらは相互に連関し合い切り離

せないことなど，その概念の多面性，複雑性が認められ

ている4)（芮, 2010）．条約の目的には，文化遺産として

のランドスケープの保全の基盤となる社会の持続可能な

発展が明示されており，目標として個人/社会の安寧

（Indivisual/Social Well-being）やアイデンティティの確立

が強調されている．身の回りの日常の景観（意識されに

くい風景，醜い風景も含む）が施策対象として重視され，

文化景観（Cultural Landscape）の保全，育成は主要な取

り組みとなっている5)． 

 景観施策上の課題としては「総合性」が挙げられ，ラ

ンドスケープの計画を広域および都市計画に総合し，文

化政策，環境政策，農業政策，社会政策，経済政策など

の関連する政策において，総合的に実施することが主張

されている．このような施策上の課題や基本的な概念は

欧州と日本において多くが共有できるものである．  

 

 (2) 風土論からみた風景の持続性 

 ベルクと木岡は地理哲学としての風土学を提示し，体

系的に論じている．本節では風土論の考察を通じて，風

景の持続性の概念を明確にするとともにその意義を示す． 

a) 風土における通態性 

 風土論の枠組みにおいて，風土と自然環境ははっきり

と区別されている．人間は客観的な環境（Umgebung）

の中に生きるのではなく，ある種特有の環境世界

（Umwelt）を作り，その中に生きる．すなわち，環境が

人間によってある形に述語化（西田哲学の述語世界の

説）されて風土が成り立ち，風景とは環境を「風景」と

いう述語として捉えることで生まれるものである，とい

うのが風土論の立場である．風景は特定の風土のうちに，

特殊な文化的背景のもとで「発見」されて生まれる歴史

的所産であるとされる6), 7)．  

 さまざまな風土において固有な知覚の図式が成立し，

その型にしたがって風景的なものの見方が展開している． 

風景は表現されることで他人に伝えられ，それが集団

的・社会的な表象・表現になれば，その風景の見方を規

定する働きをもつようになり，さらに，この見方にもと

づいて現実の環境を保護・保全整備，改変整備し得る8)

（樋口, 1989）．環境は文化をもつ社会によって知覚さ

れ，その文化特有の仕方で理解される一方，社会の側か

ら環境への物理的な働きかけが行なわれ，構築された環

境が知覚をより方向付ける．この繰り返しが起こり風土

性が成り立つ．ベルクはこれを<通態性>と定義づけた9)．

風土においては，物理的環境と人間の知覚の図式・観念

とは相互に通い合う構造を持つ． 

 風景の持続性は風景の見方と構築環境の間の通い合う

関係性<通態的関係>のなかに認められる．風景が持続す

るとは，環境をある状態で保持することを意味するので

はなく，発見され育てられてきた見方で風景を眺められ

る状態にあることにほかならない．それは，環境のなか，

身体（見方）のなかに，風土のおもむきを受け継ぐこと

ある．景観の計画・運営においては，環境とその環境に

対する人間の認識のあり方の双方が重要である．  

b) 存在の基盤としての風土 

 ベルクは認識論から存在論へと議論を展開する．人間

は空間的・時間的（もしくは地理的・歴史的）に限定さ

れた存在であり，我々の身体は風土に根ざしている．風

景はわれわれ自身の暮らしの履歴を表している．さらに，

風土が人間の「存在の自己客体化，自己発見の契機であ

る」という和辻の考え10)に基づいて，ベルクはさまざま

に異なる風土を生きる人間にとって，風景が自己了解の

手がかりとなること，人間の生きる感覚を動機づける力

になることを示した[2]．さらに，自らの生きる風土を意

識し，積極的に実践において表現しなければならない，

と実践の意義を訴える． 

 われわれのアイデンティティの拠り所は風景のなかに

認められる．風景の持続性，独自性を認めることはわれ

われ自身のアイデンティティを支えることを意味する．

一方，風景を風土性に基づき持続的に整備することは，

われわれの，また将来世代の存在基盤を強固にすること

にほかならない．特に多元化する社会においては，より

重要性を増す．環境倫理と公共性の議論は，風土性を，

そして風景の持続性を認めてはじめて可能となる． 

c) 風景づくりの実践の意義 

 以上をふまえると，風土を理解し風景を適切に計画・

運営することは，アイデンティティの確保ならびに持続

的な安寧社会の実現において不可避であるといえる．で

は，風景の持続を実現するための方策はどのようなもの
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が考えられるであろうか． 

 第一に，人々が環境との間に築いてきた関係，すなわ

ち「生態学的，技術的，象徴的にもつ関係」を理解する

ことが も基礎として重要である．各時代において発見

してきた風景やその見方を客観的に評価し，現代に生き

る我々の知識とすることは，風景の持続性の評価の基礎

となる．また，自らの生きる風土を客観的に理解するこ

とは，将来世代も含めて，自我の発揮，自己実現，相互

承認，文化創造の基盤となる．第二に，風景づくりの実

践により，風土性の再構築を目指すことが重要であり，

その方法論上の課題が本研究の主題となる． 

  

 
3. 景観の計画・運営の理論的枠組み 
 

(1) 風景づくりの実践としての「語り」 

 風景とは基本的には個別的で主観的な経験であり，そ

れ自体は共有可能な客観的な経験にはなり得ない．しか

し，個別の経験もそれが語られ，複数の主体間で共有さ

れることで，共同的な経験へと変化し得る．景観の計

画・運営においては，風景はそこで暮らす地域住民によ

って認識され形成されているため，地域住民の「当事者

性」を考慮する必要がある．さらに特定の風景の価値づ

けに基づいた社会的規範を形成するためには，住民が自

らの生きる風土に対する意識や関心を拠り所にして，共

同的な経験を形成するほかない． 

 木岡はベルクの風土論を理論的な基礎としながら，風

景の経験を分析的に記述するにあたり，構造論的視点を

とり，風景経験を三つの構造契機（基本風景，原風景，

表現的風景）の連続的展開によって説明する独自の立場

をとった．すなわち，風景経験を，1)  <原型> に根ざし

た経験のうち，未だ「表現」の契機に至らず，日常的生

における個々の暗黙的な実践のうちに生きられる風景 

<基本風景> の段階，2) 言語的媒介としての「語り」

（物語）の集団的実践をつうじて具体化する経験となり，

ある社会集団にとって意味をもった風景 <原風景> の段

階，さらに，3) そうした共同的・社会的な経験の中から

集団に対する個の自覚によって生み出される <表現的風

景> の段階，の 3つの契機[3]から説明した11)（図-1）． 

 これまでも，風景が発見され共有されて，ある型をも

って環境を改変する，という図式はさまざまな論者によ

って論じられてきた12)．これに対して木岡は主体的実践

による風景経験の変化を構造契機間の変化として認め，

風景経験の動態論として展開した．すなわち，風景経験

は，個々人の経験のなかから，「語る」という相互的な

言語行為を通じて，個別の経験は共同的な経験へと変容

し13)，集団的経験としての原風景が成立するというモデ

ルを示した．契機間の変化は，個の自覚に基づく表現的 

   
 

 

経験が成立する<上昇の過程>と，一度成立した表現的風

景が下位の原風景を規定するような<下降の過程>による．

この過程のなかで，風景は「語り」により物語性を帯び，

「語り合う行為」により，共同的な経験を支える「物語

の空間」が出来上がっていく． 

 この木岡の風景の構造論的な整理と「語り」による動

態論の概念は，風土へのまなざしに基づいた「わがま

ち」風景の発見，その価値共有と共同的実践という風景

づくりの実践理論の基盤となり得る[4]．風土のおもむき

（風土性）の再構築を目指した風景づくりの実践におい

ては，「語り」に基づく風景の表象化と各契機を導く方

法が課題となる． 

 

(2)「語り」の計画論への展開 

a) 景観の計画論の枠組み 

 景観の計画・運営においては，環境に向けた自身の視

線を客体化することで風景を維持管理するという視点が

必要である．実際の風景づくりやそのワークショップの

場などにおいては，ややもすると目的や目標が曖昧にな

りがちである．完全なものでなくとも，明確な枠組み設

定は客観的な計画・運営には不可欠である．木岡の「語

り」を軸とした風景の動態論を理論的基礎とすれば，景

観の計画論の枠組みとして，以下のような計画論的各段

階を仮説的に示すことができる． 

1) 風景に対する無意識（の段階，以下同様）， 

2) 風景の個人表象化， 

3)「語り」を通じた風景の集団表象化， 

4) 風景づくりの実践，景観の保全・整備への参画， 

である．ただし，この枠組みの有効性は実践のなかで検

証される必要がある．この枠組みが有効であるとすれば，

各段階においてはどのような計画・運営が期待され，い

かなる手立てが有効となるか，その具体的方法が課題と

なる．木岡の「語り」の概念から，景観計画における方

法論へ展開することを試みたい． 

 景観計画は，住民の意識の変化やその変化のプロセス

を考慮したダイナミックな計画として運営されなければ

図-1 風景経験の諸契機の構造（木岡，2007） 
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ならない．一方で，計画における各段階，すなわち価値

発見の段階，意見交換・交流・提案の段階，問題解決や

社会活動の意思決定・合意形成の段階においては，それ

ぞれ目的や目標が異なるため，方法を分けて検討する必

要がある．  

b) 風景価値の顕在化 

 風景に対する意識を育てる初期段階（風景価値の「顕

在化」の段階）においては，環境を風景として眺めるた

めの対象化の作業が重要となる．様々な風景価値のあり

方を参照し，風景に対する見方を鋭敏にしつつ，身の回

りの環境に対する潜在的な価値意識を掘り起こし，それ

らを風景として再発見し再定義していくことが求められ

る．このような風景価値の発現のきっかけづくりなどの

支援を行いながら，住民を中心とする多様な関係主体の

出会い，話し合い，学び合いを通じて，人々の多様な関

心や想いの共有や理解が進むことを重視する必要がある．

また，言語や概念によって表現の難しい精神的景観や暮

らしの価値については，その感覚の共有を図ることや，

共感を促すための対話の場を設けることも重要であろう．

風景に対する価値づけの段階においては，景観に対する

様々な側面からの学習が有効であり，専門家にはこの支

援も期待される． 

 各計画的段階において実際に有効であると考えられる

手法について整理した（表-1）．いずれの段階において

も，実践行為は風景への関心を拠り所にするため，風景

に対する人々の関心を育て，その価値が内面化されるこ

とが重要である．一方で，社会的実践においては，選

択・意思決定の自由，多様性と非排除の確保をしておく

ことも必要であろう．そして，様々な活動を通じて，住

民の主体性や担い手としての当事者性が育まれることが

期待される． 

c) 風景価値の規範化 

 特定の風景の価値づけに基づいた風景価値の「規範

化」の段階においては，目指すべき目標像の設定，価値

の序列化とその共有，シナリオもしくは戦略の設定，施

策実行に向けた合意形成のための対話と協議，アクショ

ンプランの実施や事業（整備，管理）への参画・協働な

どが期待される．このような風景の規範化に関わるコン

センサス形成の方法については，ユルゲン・ハーバマス

の理論的基盤14)の上に，パツィ・ヒーリー15)らによって

理論化が進められている協働的計画理論16), 17), 18)が参考に

なる．本理論は「知識や価値は社会的相互作用的過程に

よって積極的に構成される」という社会構成主義の考え

に基づき，複数で多様なステークホルダーの関心のなか

から問題を定義し，知識資源を引き出して解決策を表出

し，それを実行するためのアイディアを展開する社会的

プロセスとして計画を捉えている．その背景には，知識

や推論のコミュニケーションは合理的体系的分析に限ら

れず物語や感情表出的表現も含みうること，個人の選好

は独立に存在するのではなく社会的文脈や相互作用の中

における学習によることに対する認識がある19)．競争的

な利害交渉では解決できない問題に対して，協働的なコ

ンセンサス・ビルディングが必要であることが主張され

ており，そこでは，対話を行い諒解が形成されることに

対話的合理性（communicative rationality）が認められてい

る20)．対話においては，価値の多様性の認識と，様々な

ステークホルダーの創意の結集が計画上の課題となる．

コンセンサスの形成においては，知識や推論のコミュニ

ケーションは合理的体系的分析に限られず物語や感情表

出的表現も含みうること，個人の選好は独立に存在する

のではなく社会的文脈や相互作用の中における学習によ

ることも積極的に認められている 16)（角松，2010）． 

 また，実践の段階においては，多様な景観資源の活用

や創出が重視されるべきである．その際，吉村が指摘す

るように，対話と交流を通じた想いや方向性を共有した

上で生み出された様々な活動 (action) が基軸となり, その

表-1 風景経験の動態論に基づく景観の計画・運営の枠組み 

 

風景づくりの各段階  目標  有効な手立ての例  

1)風景の個人表象化  

  

景観の対象化，発見・気づきの支援  

景観に対する意識の育成  

景観の成り立ちや仕組みの理解  

景観資源調査への参画  

ワークショップ等による意識化の機会形成  

学習，専門家/外部者との意見交換  

2)「語り」を通じた集団表象化  

  

「語り」の場づくり  

多様なステークホルダーの参画  

多様な風景価値の発現，認識  

ソーシャルキャピタルの形成  

住民主体の活動等を通じた対話の場の形成  

大規模なアンケート，フォトコンテストの開催  

  による発意機会の拡大と発信情報の共有  

活動を通じた住民間の信頼・協力関係の構築  

3)風景価値の共有と規範化  

  個の表現と積極的実践  

  

目標像の共有，価値の序列化  

実行計画の方針策定・実施  

事業への参画と協働体制の構築  

価値規範の構築  

ビジョニング，シナリオ・プランニング等による 

  目標像の設定・明文化，既存計画への適用  

住民主体の事業化の支援，各種事業の活用  

ガイドライン等による変化許容量や 低確保  

  基準の設定，ルールづくり  
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編集作業の結果として計画（plan）が構成されるような

景観計画（もしくは風景づくり）のあり方も想定される

べきである21)．計画が活動先行型（action-oriented）で進

められる場合には，その活動の方向性を緩やかに合わせ

るという合意形成の仕方も重要となる． 

d) 価値規範の担い手としての住民の役割 

 風景づくりの実践においては，地域住民が自ら，景観

の評価，計画，管理の一部を担うことも必要となる．し

かし現実の都市においては，同じ地域に住んでいる住民

の間では，仕事もライフスタイルも趣味教養も，様々で

ばらばらである状況にある．このような状況において，

風土性を支える社会集団はいかにあるべきか．この問い

に対して，ジーバーツの視点は示唆に富む22), [5]．すなわ

ち，地域住民が，生活に必要な行動に根ざした集団とし

てではなく，生活様式・ライフスタイルとして特定の生

き方を「選択」することによって，文化的社会集団とし

て都市空間の再生に関わるという視点[6]である．ここに

は，まちづくりや風景の再生といった「共通の関心」を

通じて地域住民が自ら「選択して」共同体を形成する可

能性を示している． 

 風景づくりの担い手となる組織（Association）の形

成・連帯においては，社会関係資本（Social Capital）が

基盤となる．社会関係資本は，人びとの社会的なネット

ワークのなかで共有される規範，価値，信頼を含み，そ

こでの関係性を通じて人びとの協力や共同行動を推進し，

共通の目標と相互の利益を実現するために貢献する23), [7]

（吉村, 2006）．風景づくりの実践においては，社会関

係資本の成熟が不可欠であろう．このネットワークは利

己心ではなく，同感や共感を中核とする道徳感情のシス

テムによって支えられるため，同感や共感を促す場づく

りが求められる． 

 風景の規範化は，社会関係資本に基づく社会組織

（Association）の主体能力に依存するため，風景づくり

のプロセスを通じて主体能力の構築（capacity building）

は重要な課題である．そのためには，さまざまな機会の

拡大が望ましい．この機会とは，資源の発見，地域の学

習，価値共有や合意形成をめざした対話，発意，事業参

画のようなものである．施策面からいえば，質の高い対

話を有む上記のような機会を与えること，政策へと発展

できる環境を整えることの重要性を指摘できる． 

 

 

4. 現代における風景の表象化の可能性  
 

(1) 風景表象の多様性と可能性 

 これまで持続可能な風景づくりの実践の枠組みについ

て考察してきたが，実践においては風景がいかに発見さ

れ表象化されるに至るか，何が「語る」べき風景表象に

なり得るか，われわれが環境を構築する際に何が拠り所

となるか，という課題がある．このような課題に対して，

歴史上の風景表象の内実を再吟味し，表象と構築環境

（造景行為）の間の多様な関係<通態的関係>を学術的立

場から検証し評価することは，風景の持続性の根拠とし

て不可欠である．また，暗黙的実践のなかの表象以前の

風景から，新たな風景の表象化の可能性を探ることは，

より意識的な風景の「語り」を導く上で意義がある．こ

れらは現在の風景づくりの実践における「動機づけ24)」

になるとともに，風景表現の可能性をより大きく開く．

しかし，本主題に関する研究は様々な分野において散見

されるが，体系的なものにはなっていない． 

  たとえば歴史上の風景表象の典型として，ヨーロッ

パの古典的風景，崇高，ピクチャレスク，ロマン主義，

アメリカのウィルダネス，日本において神話，歌，物語

に表れてきた豊葦原，雪月花，花鳥風月，深山幽谷，八

景，白砂青松，奇岩怪石，山紫水明などが代表的なもの

として挙げられる25), 26)（西田, 2011 など）．一方で，風

景の表象化に至らないが重要な感覚がある．たとえばア

ニミズム，カミ，精霊などの見えない存在に対する畏れ

のような感覚であり，また，場所への愛着も表象化され

にくい感覚である． 

 近年では，生業や産業の風景など日常の風景の価値づ

けが行われ，文化的景観という枠組みでの景観の再評価

や景観保全・修景の取り組みが進むなど，風景表象の枠

組みが拡張し続けている．以下では，これらの風景表象

の多様性と可能性について論じる． 

  

(2) 言語的風景表象と造景表現 

 風景体験においては，知覚のみならず心象や観念など

が深く作用する．神話や伝説の風景，神仙境，浄土の風

景など，日本人は自然に対して宗教的，歴史的，文学的

な意味づけをおこなってきた．環境に対する特定の表現

や観念が文学作品などの表現に表れ，それが環境に対す

る支配的なイメージとして鑑賞者の態度を規定すれば，

特定の意味づけを有した表現も<型>として受け継がれ固

定化される．このような見方となった文学作品などにみ

る風景表現がいかに集団表象化され景観を形成したか，

また，言語的表現に至らずとも社会に特有の観念が，ど

のように景観形成に影響を与えたか，というのは景観研

究の重要な主題である． 

 ベルクは，風景の「発見」を認めるための独自の基準

を 6 つ挙げ[8]， 初の風景の誕生は五世紀の中国におい

て，謝霊運（385-433）の詩作品等に自然についての考

察がみられることとし27)，文官階級の余暇が隠遁の趣味

を生んだ関係を論じる28)．以後の風景の表現は，和歌，

漢詩，物語などの文学29)，謡曲などの芸能，倭絵などの

絵画などに引き継がれながら30)，後世の人々の風景の見
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方や，見方に基づく景観形成に大きな影響を与え続けた．

一方，寺院においては宗教的世界観の投影によって，そ

の周囲の景観に特有の意味が与えられたことも明らかに

されている．浄土教寺院における浄土の光景31)，禅宗寺

院における境致32)はその代表的なものである． 

 以下では，歴史上の風景表象を体系的にではなく，筆

者のこれまでの研究との関連に限定して，いくつかの事

例を取り上げて考察を行う． 

a) 山と神社仏閣 

 たとえば「山」に関して様々な風景表象が確認できる．

高橋康夫は，京都の山に対する観念的イメージについて，

神なる山（神の住む山），国見の山，歌垣の山，青垣山，

葬地としての山（死者の住む山），修験の山などの伝統

的・土着的な観念に基づく見方と，須弥山，玄武の山

（北岳），神仙の山（三山，五山と南山），鎮めの山

（五嶽，五岳）などの渡来思想に由来する観念に基づく

見方を挙げる33 )．このうち，神なる山，国見，歌垣の山，

青垣山はいずれも「万葉集」にしばしばみられる表現で

ある．万葉集の時代は，中国六朝時代の南朝文化におけ

る自然や山水の賛美の態度から影響を受けつつ，山やそ

の周囲の自然に対して，親しみを込めたまなざしでその

精神の清浄さや生産の豊穣さが詠まれた34)（上垣外， 

2002）．山は古く信仰の対象であったため，神への信仰

や浄土思想などの宗教的世界観を背景として，深山など

の独自の山の風景の見方も生まれた35)（笹川, 2004）．日

本の密教も自然崇拝的な傾向が強く，日本の豊かな樹林

に覆われた深山の木々，岩峰に特徴づけられる雄大，神

秘で深遠な大自然への没入の傾向がみられる36)など，山

に関する風景表象は宗教的観念とは切り離せない． 

 このような山に対する意味づけは，眺望景観を含む庭

園の意匠や造形表現37)や，庭園と周囲の山や敷地内の建

築，時に周囲の川に至るまでのランドスケープの設計に

影響を与えてきた38)．たとえば，浄土宗寺院における浄

土世界の視覚化においても，無量光院における金鶏山な

ど，山が用いられた39)（本中, 1997）．山の形姿とそれに

対する意味づけについて，齋藤は「神としての山」の意

味づけが山岳の頂部の尖鋭性と関係すること，「仏とし

ての山」の意味づけと（こちらを向いた）平滑な斜面と

の関係を示しつつ，山の見えと社寺の立地の関係を示し

た40)．また，神山は風景記述と山容形状の分析を通じて，

京都の北山において視覚的に優れ，明瞭な山容が見える

場所のほか，山への入り口，山の麓，山に囲繞される場

所において葬送地，社寺，山荘が立地し，これらの場所

において霊山，浄土，神体山，風水の主山などの様々な

風景表現がみられたことを示した41)．このほか風水思想

は都市の設計にも影響を与えたとされる42)（黄, 1996）．

このような地形が形成する眺めや空間と，そこに人間が

見出した意味やイメージ（神聖性，精神性など）との対

応関係を把握することは，現代に生きるわれわれの山々

の風景に対するまなざしを豊かにするとともに，その風

景の再価値づけに貢献する． 

b) 四季・草花と景物の名所 

 和歌文学や物語文学にみられるような四季の風景に対

する日本人の感覚による風景表象の豊かさは，咲く花に

時勢や人生の全盛を重ね，落葉に長楽を，秋の夕暮れに

寂寥を重ねるなど，その表現は様々な意味づけを得て，

固有の景物を数多く生み出した43)（唐木, 1970）．花鳥風

月の景物も宗教的な観念の影響を受け，たとえば平安期

に万葉歌人が も親しんだ梅から「散る桜」へと人々の

関心が移ったのも仏教的無常観の影響が大きい44)（西田, 

1972）．なかでも本居宣長の説く「もののあはれ」，す

なわち事や物の心を理解するにはこちらの側の心（情）

において同感，感受するほかないとする考えは，日本人

の風景の見方の特徴を簡潔に示す．面白いことや嬉しい

ことよりも悲しいことや恋しいことの方がより心を動か

す，といった日本人の選好の性格は，散る紅葉，時雨や

露などの景物に感情の翳りと深みを与え，多くの景物と

それを愛でる名所を生んできた．そこには古来の景物と

イメージの間の豊かな関係が見出すことができる． 

 たとえば嵯峨野には，祇王寺（平家物語），時雨亭

（藤原定家の山荘），野宮神社（源氏物語）などの旧跡

が，近世以降も幾度の再興を経て受け継がれ，それぞれ

紅葉や柴垣などの景物を維持してきた．その周囲の景観

も，山深い囲繞景観や草庵風の屋根や垣などの意匠など，

和歌や物語の表現と合致する様に形成・維持されてきた

ために，物語の心象風景を追体験できる名所として継承

されてきた45)（山口ら, 2007）．ここには文学表現を契機

とする風景表象と構築環境との密接な関係（すなわち風

土の通態的関係）と，その再構築のあり方をみることが

できるため，風土性の継承という視点でみればその好事

例といえる． 

c) 山里・仙境と別業・山荘 

 平安時代の初期において既に，眼前の山水を眺めて神

仙境を想起する表現がしばしばみられる．急峻な岩壁，

渓流，古木の茂る林などは山水画に表れる理想郷として

の仙境の風景の典型である．俗塵と山水とを対置させる

考え方は，道教的山水思想や老荘風の隠遁思想，および

山水仁智の儒教的自然観の影響を受けたものであり，六

朝時代の「文選」などを通じて，道教的自然観の顕著な

「懐風藻」(751)や平安初期の勅撰詩集へ大きな影響を及

ぼした46)（家永, 1947）．  

 「古今集」(905)の時代の平安京の郊外においては，都

に対する仙境，寂寥や孤独の地，憂き世からの逃避先と

してのイメージに基づき「山里」という象徴的場所が形

成された．その後時代を経て文人貴族の趣味的な隠遁生

活の場と捉えられるようになった47)．そこで選ばれた場
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所が野であった．内藤湖南は日本の風景の特徴として，

桜花，松樹に加えて「裾野の景色」を挙げている48)が，

野の山里の興趣は，中世以降の隠遁詩人らに引き継がれ，

厭世・末法思想の中で，さらに発展され，茶の湯，数寄

へと展開していった49)（西田, 1979）． 

 このような風景表象は単に文学上の表現にとどまらず，

別業の庭園の意匠や立地選定にしばしば関わった．実際

に平安時代の貴族は漢詩・和歌や管弦・主宴の場として

別業を造営したが，これらは京都の特に著名な庭園の起

源となり，日本の風景史上きわめて重要な位置づけを有

する．その造営地には山に囲まれ視覚的に閉鎖された領

域空間の内側にあり，見通しに優れた場所が選ばれた50)

（山口・川﨑, 2008）が，これは都とは異なる場所とし

て認識されるために必要な空間的条件であったと考える．

古典文学の舞台となった場所は，地形を主とする景観特

性によって強く性格づけられており，このような性格が

文学表現等より明確に意味づけられ，生きられた場所と

なっていった．山の辺，山裾，谷口など，その景観に特

定の意味づけが与えられてきた場所では，その場所の性

格を風景資源として，開発や保護において配慮すべきで

ある．  

d) 近世の名所における風景の生成 

 近世において講，開帳，年中行事などに基づく寺社参

詣を中心に庶民の旅が盛んになり，多くの名所が形成さ

れ，その旅は旅文学（旅・巡礼回遊・漫遊など）や絵

画・版画などにさまざまな形で表れた．紀行文の風景記

述に表れる風景鑑賞形態をみると，たとえば近世の嵯峨

野では，鑑賞対象としての歌枕・四季の名所，物語・故

事の旧跡，眺望地点や神社仏閣などにおいて，文学的イ

メージの追体験，視覚的風景の観賞，舟遊などの遊び等

の風景鑑賞形態が確認できた51)（山口ら, 2010）．歌枕・

四季の名所においては古歌の引用やそこに詠まれた景物

の探索・鑑賞が行われ，物語・故事の名所においては文

学的イメージの享受やあはれの追体験が行われ，いずれ

も表現された景物を探索・鑑賞する態度がみられた． 

 同じく近世の文人たちの風景鑑賞形態として，大室幹

雄は，文人たちが漢学の教養を背景とする江戸シノズワ

リの風景作法と美意識をもって，風景を享受していたこ

とを膨大な事例の考察を通じて示した52)．たとえば月ヶ

瀬に遊んだ中村栗園らは花月の奇，梅花と流水，雪梅の

清，夜月における梅花奇麗の観などを嘆賞したが，これ

らは風水雪月花の定型を逸脱しない範囲に限られた． 

 また，西嶋・仲間は，近世の瀬戸内海の風景について，

洞庭湖・瀟湘八景の風景の見立てから神仙境のイメージ

への拡大と，意味づけの深長化が行われ，新たな風景が

生成される過程を確認している53)．これは型となった見

方をもって眼前の景観を体験する際に新たな風景が生成

する可能性を示している． 

 近世には出版の興隆を背景にさまざまな古典文学が流

布するとともに，故事来歴を並べた名所案内記の類も多

く出版された．古典の中のテクストを読み解き，追体験

する風景鑑賞形態が教養人の間で広まっており，近世に

おいても風景の再解釈とそれにともなう新たな風景の生

成が常に行われていたと考える．これと同時に，文学的

表現や史実に基づく造景行為もみられ，これらの内実は

検証の必要があるが，通態的関係の再構築のあり方を探

る上では重要な研究対象となる． 

e) 近代的風景と景観保全 

 日本の近代における風景観の変化については，既に多

くの研究の蓄積がある54)が，その論点として 3 つの視点

を取り上げる． 

 第一に「武蔵野」にみられる雑木林や平凡や農村風景

の風景の発見に代表される，自然主義的，ロマン主義的

な文学表現や作家のまなざしによる風景の発見（小寺55)，

柄谷56)や加藤57)，川本58)，樋口59)の研究など）が挙げられ

る．この武蔵野は大正 6 年の井の頭恩賜公園，同 12 年

の多摩霊園の開園のほか，昭和 5年の風致地区指定（善

福寺，石神井，洗足）など，雑木林の風趣や湧水池景観

の保護へとつながっていった60)（山根ら, 1990 ）． 

 第二に，アルピニズムの流入や自然地理学の発達にと

もなう山岳や奇岩，渓流の景観の鑑賞対象化61)（大室, 

2003）と，名勝としての保存運動の展開62)（黒田・小野, 

2004）が挙げられる．旧跡・史跡は古社寺と同様に保護

の対象とされた．名勝も同様であるが，庭園などの対象

にとどまらず自然風景地の保護へと展開し，大正期には

名勝の「展望地点」までもが保護対象として取り込まれ

るに至った63)（上村ら, 2010）．昭和 2年の日本新八景や

日本百景には海岸，湖沼，山岳，河川，渓谷，瀑布，温

泉，平原の 8つの部門が設けられたが，この分類は当時

の風景観を端的に表している．自然風景地において見出

された新たな風景は，国家観の形成や国策としての観光

施策の推進を背景に，国立公園運動や，各地の公園指定

運動と結びつけられていった64)（西田, 2011）. 

 後に「ふるさと」の風景を取り上げる．尋常小学唱

歌（文部省唱歌，1911-14）の歌詞は，そのほとんどに

里の風景や自然の描写があり，それらは特定の場所を舞

台としないきわめて抽象的なものであった65)（小野, 

2005）．小野は，唱歌や昔話が農村に日本のふるさとと

いうイメージを付与したと指摘し，それが現在の日本の

ふるさととしての「里山」のイメージに受け継がれてい

ると指摘する66)．同様に，小学校国定国語教科書には田

園景を主とした無名の景観美がしばしば描写され，国民

的原風景としての定着に影響した67)（勝原, 1979）．さら

には，地域景観イメージを代表する校歌においては，全

国の調査によると，山，川，海の出現率が高く，加えて

野や丘がしばしば歌われており，地形要素が卓越してい
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ることが示された68)（矢部ら, 1995）．このような国民の

アイデンティティとなる風景イメージは歴史的に創造さ

れ，現在にもなお大きな影響力を与え続けている． 

 このように新たな風景観の誕生は，政策と結びついて

景観の「保全」を推し進めた．保全も特定の価値づけに

基づくものである．一方で，旧来の風景観の衰退とそれ

に伴う構築環境の変容により，風景は大きく変容した．

この時代の風景の変容の実態を明らかにすること，また

近代人のまなざしの地域性や多様性を明らかにすること

は重要な研究課題である． 

 以上，断片的ではあるが，ランドスケープの形成に関

わる風景表象とその背景となる観念について概観した．

風景を成り立たせてきた見方，象徴体系やそれらを支え

る世界観には様々なものがあり，現在失われた価値観も

多い．それを現代において再び価値づけするための研究

と実践の双方の蓄積が期待される． 

 

(3) 造景表現の表象化 

 言語的表現によるものではない非言語の支配的なイメ

ージや造形による風景の表現も，景観形成上の様式や一

定の型として定着することがある．  

 洋の東西を問わず，理想郷としての庭園の造景は，文

学上の表現や特定の世界観の影響を受けて，それぞれの

文化圏で異なる様式化の過程を示してきた．都市景観も

庭園の景観表現から影響を受けており，よく知られるよ

うに，西欧において 17 世紀頃から長い直線街路のヴィ

スタや幾何学的な広場が都市設計の手法としても用いら

れるようになる．これは 15 世紀の始めの画家による遠

近法の再発見，16 世紀の透視画法の流行の影響を受け

てのものである69)．また，ロマン主義文学やイギリス風

景画の影響を受けつつ，19 世紀前半にはジョン・ナッ

シュのリージェント・ストリートに代表されるようなピ

クチャレスク風の都市デザインが誕生した． 

 西欧においてはピクチャレスクの伝統を受け継ぎなが

らも，カミロ・ジッテ70)やレイモンド・アンウィン71)ら

によって，歴史都市の景観構造の分析を通じて伝統的な

造景表現が概念づけられ，また技法として明確化された．

20 世紀後半には，機能主義的な観念72)に基づく都市建設

に対して，前近代的な人間の豊かな暮らし方への回帰へ

の動きが活発化する．たとえば，英国のタウンスケープ

学派は歴史都市が有する有機的な空間構造と，そこから

得られる視覚的な喜びを認め，分析的な手法で，相互の

景観要素の間にある関係の技法を「再発見」し，<連続

する視覚>や，<ここ>と<あそこ>の効果など，都市景観

の視覚的な効果を発見的に示した73), 74)（Cullen, 1961 な

ど）．このような既存の景観構造から造景表現を発見的

に解釈し計画言語化する研究活動自体が，一種の風景表

現となり，現在にいたるまで都市景観の形成に影響を与

え続け，また西欧の景観の持続性に貢献している． 

 このように空間言語として未だ確立していない景観上

の表現に着目し，伝統的な都市形態とその意味の解釈や，

風土に固有の造景的作為や意匠を読み解きを通じて，空

間言語を発見しようという動きは，日本においては

1960年代の都市デザイン研究体の活動に見出せる75), 76) ．

以後も，たとえば宮本による城下町の研究77)のように，

日本のいくつかの城下町においてヴィスタに基づく空間

設計がなされたこと，街路設定の見通しの基準点として

の機能のほか，軍事上の意味や景観上の目的を持ってい

たことが示されるなどした． 

 日本におけるこのような研究は，都市よりもむしろ自

然風景地や歴史的名所を対象としたものが目立つ．樋

口・杉山78)，日高ら79)，谷本ら80)の研究などは，時代や

場所，目的によって建造物の立地選好に差異や多様性が

あることを示す．京都の神社仏閣においては，その造景

技法として，山との距離感に応じた敷地演出や，遣水利

用における段階的な作法秩序があることが示され81)（山

田, 2008），京都の古庭園においては，近傍地形特有の

地形の空間特性を活かして囲まれ感と奥行き感の両立を

満たす敷地構成の技法が示された82)（図-2：山口ら, 

2009）．  

                                図-2 成就院庭園における視覚的構造と敷地構成  

b.成就院本庭（北庭）方向の地形の見え方 
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 以上のように，非言語的な景観の形成原理や構成技法

をその都市形態から発見的に導き出し，計画・設計のた

めの言語化を行うという方法は，風景の表象化という点

でみれば言語的風景と同様のアプローチといえる． 

 

 (4) 非言語的感覚の表象化 

 言語として表現されたり，型として受け継がれたりす

る風景が認められる一方で，人間は自らをとりまく構築

環境には多くの場合無意識である．表象化に至っていな

い，場所に対する愛着や情緒的な感覚の享受，場所との

感情的な結びつきなどは，暗黙的に享受されて，容易に

は言語化できない対象であるが，景観の計画や運営にお

いても考慮すべき重要な主題である．そのような典型と

して「場所への愛着」を取り上げ，考察する． 

 地域のあらゆる場所はどのように平凡であろうと，過

去との連続性を表現している．その景観は，そこに長く

住む人びとにとっては，愛着を抱く対象であったり，日

常生活のなかで拠り所となっている場合がある．場所へ

の愛着（place attachment ）は， Low&Altmanによる定義83)

では，1) 心理的には，特定の場面や環境に対する個人の

認知的・感情的連結を意味するもの．2) 文化的には空間

や土地の片隅での体験を文化的に意味深く共有されたシ

ンボルに変化させるものとする．また，人と特定の環境

との間の「感情的な絆」とも表わされる84)（園田, 2002）．

場所への愛着については，自己と場所との一体感（自分

が住区の一部であり，住区が自分の一部であるという感

覚）がいくつかの事例とともに報告されており85)，「根

づきと関与（rootedness and involvement86)）」（Taylor et al., 

1985）の重要性が指摘されている．実際，われわれは物

理的に特色のある判別しやすい場所を好み，そこに感情

と意味を付与する．そのような場所はくつろぎと安定感

を与える．そして強い場所の感覚は私たちの自己認識

（personal identity）の支えになる87)（Lynch, 1976）．また，

レイモンドは，個人的な愛着と，共有された歴史や関心

に基づく共同体的な愛着を区分し，場所愛着の四つのカ

テゴリ，1) 場所への帰属，2) 場所への依存，3) 社会との

絆（家族，友人），4) 自然との絆，を示した88)（図-3：

Raymond et al., 2010）． 

 このような場所への愛着は，風景の表象化の基盤とな

る．人間と場所を結びつける要因としての，個人的なな

じみ，過去の印象の強い体験，個人的/共同体的な帰属

意識，景観の過去との連続性に対する認識などは，これ

までの景観計画においてほとんど考慮されず，研究のア

プローチも未だ成熟しているとはいえない．これを計画

のなかで扱うには感覚の言語化により「語り」の次元の

語彙とすることが望ましい．一方で，感覚の言語化・表

象化には限界がある．言語化が不可能な場合も，たとえ

ば地域の祭事のように，場所に対する感覚を共有する場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

を設けることは意義があるであろう． 

 先人の歴史や自分たち自身の歴史（ライフヒストリ

ー）が環境の上に残した「痕跡」は，それを通じて先人

との対話や過去の想起が可能であるという点で重要であ

る．痕跡を有する場所は物語を後世へ伝える「記憶媒

体」であるのみならず，物語を体験として伝え，新たな

「語り」を生み出す基盤となる．個々人の記憶の中に埋

め込まれている場所に対する個人的・集合的記憶を記述

し蓄積性をもたせ，風景の持続のための手がかりとする

ことも模索されるべきである． 

 

 (5) 学術知による表象化 

 風景の価値づけにおいては，政治や学問が果たす役割

は小さくない．学術知は景観の保存や計画・設計行為の

根拠づけを担い得る．近年の風景の価値づけの典型とし

て「文化的景観（cultural landscape）」を挙げることがで

きる．人間と自然との相互作用によって形成されてきた

文化的景観の評価方法は複雑であり，景観の歴史・文化

的構造や，その景観の背景にある社会構造の理解を通じ

て景観を評価する必要がある．  

 日本においては文化的景観に関する議論は，文化財保

護法や景観法に基づく景観保護施策を中心として進めら

れている．しかしその前提として，伝統的な生業のあり

方や，開発にともなう景観変容の歴史，それに伴う景観

認識の変化などを主題とする研究は，歴史学や人文地理

学の分野にとどまらず，1980 年代以降の社会学や民俗

学，1990 年代以降の環境史など各分野において研究の

蓄積があった89)．これらの研究は，従来の風景に対する

審美的な見方をこえて，様々な生業や風土によって培わ

れてきた生活文化という視点から景観を捉え，それらを

図-3 場所愛着の概念モデル（Raymond et al., 2010） 
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価値づけてきた．たとえば，佐野は資源管理という観点

から，生活や生業により形成された景観の成り立ちやそ

の維持管理のあり方を明らかにし，人間と構築環境の間

の複雑な関係を示した90)が，このような学術研究は景観

に対するより深い理解や関心の基礎となる．もはや景観

評価の方法は，審美的印象評価などから大きく拡張して

おり，様々な側面から景観が捉え直され表象化されつつ

ある． 

 また，風景に対する価値づけは，広く価値が認められ

たすぐれた景観にとどまらず，どこにでもある平凡な地

域の「日常の風景」に広がりつつある．特にまちづくり

の現場において，身近な景観に対するまなざしが重視さ

れ，生活文化の痕跡の再定義とともに，その景観価値の

発見が試みられている．生活景の議論の中では，コミュ

ニティによる日常的な維持管理の重要性が示され，場を

中心としたコミュニティ自体のあり方までもが景観の議

論の対象となるに至っている91)．さらには，景観のなか

に社会関係資本の豊かさや，社会自体の健全性を見出す

など，新たな視点からの景観価値の定義づけや概念化が

進められつつある． 

 

(6) 景観研究・実践の課題と専門家の役割 

 前章で述べた景観の計画・運営の枠組みは，風景づく

りの実践のなかで検証されることが必要である．また，

風景価値の顕在化・規範化を導く手立てについても同様

に，その効果が客観的に評価，検証され，改良されなけ

ればならない．実践のなかでの風景の表象化をめぐって

は，適切な観察と客観的評価によって，そのメカニズム

についての知見が深められることが期待される．  

 そのほかにも景観に関わる研究者や実務家は，さまざ

まな役割を担うことが期待される．主な役割として以下

の4点を挙げる． 

1) 知覚的な質の記述とその手法の開発 

2) 伝統的景観資源の評価，現代的再解釈 

3) 風景の新たな価値づけの視点の提示と概念整理 

4) 空間像の提案，景観計画の立案 

1) ケビン・リンチは地域の感覚（Sense of a Region, 筆者

訳）という概念を示し，人びとが住んでいる場所の知覚

的な質や人びとにとっての意味に着目し，そこで景観の

体験が他のいかなる因子にもまして根本的であること，

観察者と観察対象をともに考慮し，体験される環境の質

を地域の尺度で計画すべきであると論じた92)（Lynch, 

1976）．このような環境に対する「知覚的な質」を都市

や地域のスケールで評価・計画するための方法論はいま

も確立されるに至っていない93)．表象化に至っていない，

ある特定の社会集団が感じている潜在的な知覚的環境を

記述すること，その集団が心理的満足を得る環境条件を

探り，それをつくるように努めることが期待される． 

2) 風景表象の読み解きを通じて，人間と構築環境の間に

構築されてきたある時代と場所に固有の象徴的関係を把

握し，その関係の保全や，現代への再生を試みることが

期待される．客観的な評価・検証を通じて，まなざしを

知識として身につけることで，はじめて人々はそれらの

見方を学び育てることを選択できるようになる．象徴体

系から見方を再び自らに埋め込む（還元する）ことも可

能であり，それは新たな文化創造の基盤ともなるだろう．

専門家は客観的評価と現代的再解釈の双方を慎重に行い，

高い専門性に裏付けられた知見による影響評価を通じて，

風景の見方に基づいた風土的関係の再構築を図ることが

期待される． 

3) 前節で述べたように，景観の理解に関わる歴史学，人

文地理学，民俗学，社会学などの様々な分野を横断し，

景観の成り立ちやその社会・文化的構造の観点から，学

術的な新たな価値づけの視点の提示や概念整理が期待さ

れる． 

4) 専門家が実際上の景観の計画や設計に関わることも重

要である．計画の面では，都市や農村などの社会と環境

の関係のあり方を把握し，景観形成のメカニズムを理解

するとともに，景観の維持や持続可能な形成の方法を開

発することが求められる．たとえば農村の田園風景にお

いて，その景観を支えてきた伝統社会や自立的な共同社

会，既存の土着的・伝統的システムのあり方を明らかに

し，それを価値づけつつ，現代における代替的維持の方

法（持続可能な観光，維持管理の負担軽減など）を構築

することが期待される．一方，暗黙的な実践が必ずしも

良好な景観形成に至っていない場合においては，その要

因を把握し，制度設計を含み制度の改善や根本的対策の

実施を行うことも重要である．また，実際の修景計画に

おいては，客観的な事実に基づきつつ，地域に住む人々

の感覚や動機を理解した上で，物語性や意味に基づいた

象徴的な組み立てや，集合的記憶の可視化や実空間化を

行うことが考慮されてよいだろう． 

 以上に述べたように，風景の表象化をめぐる議論とそ

の景観の計画・運営への応用にあたっては，きわめて多

様で幅の広い専門性が必要とされる．特に，風土の理解

とその再解釈を主たる研究対象とする風土学もしくは風

景史学の学術的展開が期待される． 

 

 

5. おわりに 

 

 本論では，ベルクと木岡の風土論/風景論を理論的な

基礎として，地域住民を主体とした景観の計画・運営の

ための理論を基礎づけること，その方法と課題を示すこ

とを試みた．以下に考察の概要を示す． 

 第一に，ベルク風土論に基づき，風景の持続性の概念

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp



 

 

の明確化とその意義を示した．風景は特定の風土におい

て発見されるものであり，自己了解の手がかりとなるこ

とから，風景の持続は自らの/将来世代のアイデンティ

ティ形成において重要な意義がある．風景の持続性は風

景の見方と構築環境の間の通い合う関係性<通態的関係>

のなかに認められ，風景の持続は地域住民が自らの生き

る風土性を意識し，積極的に実践することで支えられる．

その評価においては<通態的関係>が根拠となるため，風

景表象と造景表現の間の関係を探ること，それを新たに

見出すこと，が研究の主題となる． 

 次に，木岡による風景経験の構造論的な把握と動態論

に基づいて，「語り」の観点から，風土に基づいた景観

の計画・運営の理論的枠組みと方法を示した．すなわち，

風景経験の各段階に対して，風景に対する無意識の段階

から，1) 風景の個人表象化，2)「語り」を通じた風景の

集団表象化，3) 風景づくりの実践，の計画論的段階を仮

説的に示し，この各段階の変化を導く風景価値の「顕在

化」と「規範化」について，目標と具体的な手段，専門

家の役割を明示した． 

 後に，風景の持続性の根拠である通態的関係（風景

の見方と構築環境の相互関係）を主題として取り上げ，

現代における風景の表象化の可能性を探った．伝統的な

風景表象や近代的な風景観については，風景の価値づけ

とそれにともなう環境構築（造景行為）との関わりにつ

いて考察し，歴史的な見方の発掘や現代的再解釈の必要

性を示した．また，暗黙的実践のなかの風景の表象化の

可能性を探り，景観形成上の型としての造景的表現，非

言語的感覚としての場所への愛着，学術知による新たな

風景的表現，について，景観の研究・実践のアプローチ

と課題を示した． 

 以上，本論全体を通して，風土に対する理解や風景に

ついての「知」を，学術面で発展させること，ならびに，

地域住民自らがそれを意識し，実践（計画・運営）する

ことにより，各地の風景の持続と新たな創造を目指して

いくことの意義と方法について示した． 
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補注 
 [1] 景観の「運営」とはなじみのない言葉ではあるが，景観とは一

挙に形成されるものではなく，地区社会を基礎として日常の意

志決定のなかで形成されていくものである，という立場から，

この語を用いている． 

[2] 和辻は，人間は「人」という個人の次元と，「間」（あいだ）

という共同的・共通的な間柄の次元の，二つの次元をあわせも

って生きている（「人間」となる）とした．ベルクは和辻のこ

の考えと，ルロワグーラン(André Leroi-Gourhan)の，人間は社会身

体（corps social）をもつという考えに基づき，風土に生きる人間

にとって，風土性は人間の半分を意味する，と考えた．人間は

動物身体と風物身体の双方をもつ，とも表現される．（オギュ

スタン・ベルク：「日本風土の教え」，2011 年度国際交流基金

賞  日 本 研 究 ・ 知 的 交 流 部 門  受 賞 記 念 講 演 ， 

http://www.jpf.go.jp/j/about/ award/11/dl/augustin_ berque.pdf, (Accessed 1/8/ 

2012）） 

[3]「契機」とは，事物の動的過程において，その変化・発展を規

定する本質的・必然的な通過段階，をいう． 

[4] これは近代的風景観をこえた，あらたな現代的風景観の出現を

予見させる．今では，人びとの関心は，私たちが住む環境その

ものに向けられ始めている． 

 [5] ジーバーツは，フェイス・トゥ・フェイスの出会い，現実の知

覚的体験，そして直接的関与のための生活空間として認識され

る「アゴラ」に着目し，生活のための文化的，場所特定的な空

間を意味する「アゴラ」としての都市空間の再生を主張する． 

[6] ジーバーツの視点は，遺産，記憶，言語，非言語文化，からリ

ージョナル・アイデンティティを見いだし，その文化の中で

「生きること」の実践を通じて，自己のアイデンティティを見

出していく生き方が可能であることを示唆している. 

[7] 吉村は，ソーシャルキャピタルを機能面から類型化し，1) コミ

ュニティ構成員の結束力を高め，組織内での協調行動を促す結

束型，2)コミュニティと，行政，NPO，市場などの外部との関

係を構築する連携型，3) 同質的な外部のコミュニティの関係を

構築する橋渡し型を挙げる． 

 （吉村輝彦：都市計画とソーシャル・キャピタル，都市計画の

理論－系譜と課題，学芸出版社，2006.） 

[8] ベルクが挙げた基準は，1) 場所の美しさを歌う文学．地名表現

も含む．2) 観賞用の庭園．3) 眺望を享受するように設えられた

建築．4) 環境を表現する絵画．5)「風景」を言い表す単語もし

くは語句．6)「風景」についての明白な反省，である． 

 （オギュスタン・ベルク著，木岡伸夫訳：風景という知 -

近代のパラダイムを越えて，世界思想社，2011.） 
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A STUDY ON SUSTAINABLE LANDSCAPE 
—LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT IN LOCAL MILIEU— 

 
Keita YAMAGUCHI 

 
This article aims at developing the practical theory of community-based landscape planning and man-

agement in local milieu based on Mesologie expanded by Augustin BERQUE and Nobuo KIOKA. Firstly, 
I summarized the points of Mesologie as the theoretical foundation, and described the notion of “Sustain-
able Landscape“ in local milieu. Secondly, I enunciated the practical theory of “narrative-based” land-
scape planning and management on the logical foundation of the epistemological framework of KIOKA 
to manage discovering and sharing the landscape value. Finally, I dealt with trajectivitet, which represent 
the mutual relations between representation and construction of the landscape, by means of conducting 
historical case studies on landscape valuing and constructing, and seeking the possibility of symbolizing 
the landscape in a tacit living and practice. 
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