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風景論雑考 
yakateru 

【風景 1】今後の展開における景観デザイン指針への一考察（第 1号） 

公共施設の景観デザインを検討することへの一種のもどかしさを少し払拭するために、その前提条

件を再整理しなければならない。 

そのひとつの視点は、現在使われている「風景デザイン」という言葉が指し示す「風景」における

公共施設のありかたと、すでに風景とは無縁な場所性を失った空間における公共施設のあり方の問題

である。 

後者は、いわゆる舗装や植栽等の街路空間のデザインをどうするかというような一種のプロダクト

デザインのように場所の固有性をほとんど意識することなく、一般的な美しさを兼ね備えた空間作り

におけるデザインである。ここには、マニュアルや指針のような一般化が可能であり、必要とする機

能を失うことなく、街路空間としての美しさや快適さを確保するための方法論が記載されることがで

きる。 

しかし、前者のいわゆる固有の場所性を維持している空間のなかに設けられる公共施設の場合にお

いては、一般的なデザイン指針というものは有害なものでさえあるであろう。ここでは、その空間の

場所性を考慮することなしにはデザインを考えることはできない。また、地理学的にいえば、その場

所の意味を洞察し、その上で、場所の意味を損なわないデザインを検討することが必要となる。この

場合は、あきらかに風景をデザインすることであり、「風景デザイン」という手法に基づくことになる。 

今、この指針で試行錯誤している多くの内容は、この風景の場所性をいかに捉え、風景として成立

する、あるいは風景を破壊、解体しないためのデザインのありかたを模索しているところにある。 

福岡、筑豊等の地域性が持っている固有の景観のアイデンティティについて、どのように捉えるか

が必要であるということである。しかし、福岡の場所性は、すでに天神の中心部等では失われており、

それを見出すことは、山笠などの歴史的なイベントととの関係性の中でしか見出せないと思われるし、

そのような関係性の中でみいだされた景観デザインへの配慮は、山笠が電線に引っかからないように

考慮する等の制約ということでの記載程度となる。ただし、これもあきらかに風景の一部であり重要

なことではあるが、電線への対処のみであれば固有性という点ではきわめて薄い。しかし、無理して

街路空間に山笠の歴史的なシンボル性を取り入れようとして、モニュメントやレリーフ等で表現する

ことは、すでに、その場所性を破壊し、記憶の中に押し込めてしまう行為であり、生きたデザインと

はならない。ひとつの課題が浮かび上がる。それは、都市という没場所性を基本とする空間において、

公共施設のデザインにおいて、その固有性を表現することはいかなること、あるいはいかなる行為を

指すのであろうか。 

これは例えば筑豊地方におけるデザインの場合にも同じ問題ではあるが少し変形した問題が同様に

発生する。例えば、すでに過去のモニュメンタル的なシンボルとなったボタ山を背景にした橋梁をデ

ザインする場合、そのボタ山はすでに過去のシンボルであり一種の象徴でしかない。記憶に押し込め

られた存在であり、その存在を保存すべきことは重要ではあるが、その地域の固有性としていかなる

評価を行えばいいのかについては、モニュメンタル的な存在ではあるが、それが今の筑豊という場所

の意味を表しているものではないと思われる。あくまで、今の息吹としての筑豊の存在を表出してい

るものが何なのかを理解しなければ、筑豊地方における生きたデザインは生まれてこない。そしてそ

れは、なになのか。これこそが、筑豊という場所の固有性、あるいは意味を考えることになると思わ

れる。おそらく、これは筑後とは違う視点で選択される。筑豊という場所のイメージ（幻想）のシン

ボルが過去の石炭産業であるということで収まるのであれば、筑後は、現在も息ぶく田園地帯のイメ

ージが存在する。農業も石炭産業もどちらも人間の営みであり、また、その時代の趨勢というものは

当然受けるものではあるが、その場所性を考慮する際には、現在の営みと過去のシンボルでは当然意

味合いが異なる。これをいかにデザインの中に消化させるのか。筑後と筑豊の比較において考察でき

る。また、前段で示した没場所性のデザインのあり方として、同様に福岡と北九州が比較される。 

今回の４地区のそれぞれの存在は、福岡県における公共デザインを考慮する際のキーポイント（場

所性と没場所性、現在と過去）ともなるべき存在である。 

参考図書：「場所の現象学（ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾚﾙﾌ）」 
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【風景 2】偽物のデザインと本物のデザイン（第 2号） 

その場の意味を捉えることなく、機能的、効率的に経済性を考慮したデザインは、少なくとも場所

性を踏まえたデザインとはいえない。工業デザインや衣装のデザインであれば、廉価でいいデザイン

のものを生み出すことができるが、空間におけるデザインにおいて、そのような姿勢で取り組むのは、

場が本来持っている意味やアイデンティティを破壊する行為につながるため危険である。すでにその

ような行為は多くの経済活動の場で実践され、多くの意味ある空間が破壊されてきた。 

ここでは、その場の持つ意味について考えてみる。場所性を大切にするためには、個人や地域社会

の生活と価値観を捉えなければいけないとﾚﾙﾌはいう。生活とは、そこで住み働き、人生のいろいろな

経験を積み重ねている人々のことであり、過去のメモリアルなものや、その過去の記憶により支えら

れている現在の価値観を示す具体的なもろもろのものである。例えば、川辺に植えられた桜に、何ら

かの思い出を持っている場合もあるし、あるいは、その桜の木一本に対し、毎年の開花に生きている

ことの支えを求めている場合もある。つまり風景とは、公共あるいは大衆として多くの人が共通に見

て感じるものという思い込みは危険である。風景は、そこに生活している一人一人の人たちに個別に

意味をもって存在している。そこで生活していない人々の目線で、景観をデザインするとどのような

ことになるのか。それは、観光地の景観の矮小さに代表される。観光地では、何らかのシンボル的な

ものを外からきた人々に対し、表層的に印象を与えることにつぎ込まれ、そのため、偽物の場所性が

例外なく取り付くこととなる。そこに住んでいる人は、来訪者のサーバントとなり、生活そのものが

その場所性から言えば偽物のものとなり、生きた風景は失われる。風光明媚な海では、本来であれば

漁師の生活があり、その生活が織り成す景観が自然と作り出されていたはずである。しかし、それが

いったん観光地となることで、風景は、看板の絵柄と同じ物となり、死んでしまう。経済活動を営ま

なければいけないことから言えば、これらはやむ得ないことかもしれないが、公共デザインとしての

活動が、経済活動と同じ事をしてはいけない。公共が生み出すデザインは、その場所性を大切にし、

その場の価値を破壊することなく、できればより魅力のあるものにするべく配慮する必要がある。 

さて、それでは、公共施設のデザインは、どのようにあるべきであろうか。まずは、そこで生活し

ている人々の延長線上にデザインの目的を置くべきで、決して分断してはいけないということだ。田

園風景が広がっているのであれば、その農業生産活動を新しく生み出される風景を疎外しないことで

ある。風景の中に溶け込む、あるいは一体的になるということでもいい。少なくとも、田んぼの中の

けばけばしいモーテルのような存在ではいけないということだ。 

ただし、すでにその場所が没場所性の場合であれば、形式的なデザイン技術で対応することはあま

り大きな問題を引き起こさないであろう。つまり、都市のなかのデザインは、スマートさや美しさを

一般的に表現したものであれば、その空間の中には問題なく溶け込めるはずである。それというのも、

もともとの空間自体が、特有の意味を持っていないのであるし、もともと、そのような活動から生ま

れた空間であるのだから。 

もうひとつの疑問に答える必要がある。それでは、その生活を考慮した景観というのは、表層の状

況からの理解だけでいいのか、あるいは人々の内面にまで踏み込む必要があるのかという疑問である。

少なくとも、そこで生活している人々の一人一人の内面に踏み込むことはできない。しかし、表層と

して感知される景観の中に、その意味付けを捉えることはあながち不可能ではないかもしれない。そ

れは、地域において守られつづけた風景、大事にされてきた風景というものがあると考えるからであ

る。風景の美しさそのものの価値は、そこに住んでいる人々に客観的に理解されているとはいえない

かもしれないが、自ずと大切にしている風景は、美しい存在として表出している。精魂込めて作る農

作地の風景、地域のために血と汗を流して完成した堰堤の風景、あるいは、日常の生活の場として利

用している道の風景等である。 

今回の各地域の景観特性については、その骨格となるもの、例えば山や川あるいは海、そのような

自然の構成物については把握することができている。しかし、生活の過程において大切にされている

風景というものは、筑後の田園風景や柳川の掘割等はあるものの、あまり収集されていない。個別に、
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公共施設のデザインをする際には、そのような地域が大切にしている風景を探し出すことも大切であ

り、そのプロセスを忘れてはいけないということをここに記録しておくものとする。 

参考図書：「場所の現象学（ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾚﾙﾌ）」 

 

【風景 3】 風景と人間(第４号) 

18世紀の人々が名所といわれる場所に行くときに、例えば、海を題材とした風景絵画を見て感動し、

その場所を見たいということで出向くことがあったという。そして、絵画のようにダイナミックな海

ではないことを知り、落胆して帰ってくる。つまり、その人にとっての海の風景の美しさは、絵画の

中に表出しているということであり、それは現実の姿としてではなく、絵描きの心の中の風景を見て

いたということだ。これは、今の時代に置き換えると、韓国に旅行するおば様たちが、ヨン様の映画

のシーンの場所を見ることで、満足することに通じるものがある。その場としてのドラマ性を、空想

（仮想）の世界というものを自分の中で構築し、その場を体験することで、現実の自分の世界に置き

換えて見るということである。このときの場所性というものは、当然、美しいものとは限らない。そ

のドラマでシーンそのものであれば納得するのだ。美しくないものは美しくないことで感動するのだ。 

場所の特性とは、このように時代背景や人それぞれで持っている意味が異なり、その意味に応じて

場所の価値が変わるということである。そのような場所性を問題にするときに、コルバンはいう。「現

在の美しい風景であるから、絵に描かれたから、歴史的な舞台であったから、あるいは個人的な思い

出の場所であったから、という理由で、その風景を博物館化する必要があるのか。これは、美の問題

ではなく、政治の問題だろう」と。さて、こう言われるとどうしましょう。しかし、美の概念はその

時代や場所で異なるし、構造主義者が言うように考える尺度や方法論さえも時代や場所で異なるもの

である。今、この場所に生きている自分たちがどう考えるかが問題であり、逆を言えば、それしかで

きないのだ。時代や場所を超えた美の概念なんて言うものを構築することは不可能である。したがっ

て、コルバンの考えに従うとすれば、これは、つまり風景デザインのことを考えるのは、「美」を求め

るあるいは保存する行為ではなく、政治的行為なのだ。現在、この社会に属する人々と、近い将来受

け継ぐ子孫が、安寧に生きていくための方策を考え出すことであるのだ。今、自分たちの価値観や生

活体験の中で幸せ感や満足感、あるいは安心感を感じる生活空間、社会活動空間を構築することであ

る。そう考えれば、より深い美の哲学の議論を経ずに、実践的な方法論を定め、実行し、考えを引き

継いでいくことに注力すればいい。 

とはいうものの、風景デザインを考える際には、風景そのものの評価の軸というものが必要であろ

う。その際、やはり「美しい」という視点での評価は欠かせない。ただ、前述したように、ここでの

「美」は、人々が生活をしている営みの中で培われ、洗練されてきた美しさであるべきで、芸術家の

創造的表現としての「美」ではないだろう。生活を営んでいる現実として目の前にある健全な風景を

「美しさ」として感じることが必要で、その民衆が作り上げてきた美が、風景デザインの基本であろ

う。したがって、今道友信の講座「美学」全 5 巻を買って読み、芸術としての「美」を理解すること

より、柳宗悦の民芸美、生業の美の考えを理解するほうが、風景デザインの考え方に合っているのか

もしれない。そして、このような考え方は、極めて日本的な美に対する考え方でなかろうか。パリの

街並みのデザインは、人間の自力による芸術作品としての美しい街並みである一方、日本の農村風景

を代表とする里の風景は、民芸美として成り立つような他力的な、「美」を構築しようとはさらさら考

えていない人々の営みの積み重ねである歴史と、彼らを取り巻く自然が織りなす風景である。確かに、

ヨーロッパの田園風景の美しさはあるが、私たち日本人は、それを里の風景に置き換え評価している

一方、ヨーロッパの人々は、現在は芸術作品となった風景絵画の作品の表出として評価しているので

はないか。これこそ構造主義的な見方かもしれないが、そんな気がする。虫の音を雑音として聞く欧

米人。パリのデザインを評価し、日本に持ち込むと失敗するのは、こんなところに原因があるのでは

ないだろうか。日本の風景デザインは、柳宗悦の「民芸美」を基本とすべきでないのか。 

参考図書：「風景と人間（ｱﾗﾝ･ｺﾙﾊﾞﾝ）」 

 

【風景 3-2】 風景と人間 

現在は、視覚的な経験は、映画等のビジュアルな娯楽を通して、鳥瞰的であったり、カーチェイス

のような急激な変化を伴うシークエンス景観的であったりと、きわめて多様なものとして理解できる
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ようになっている。このように、単に、静的なパノラマの眺めだけが美しいのではなく、裏町の佇ま

いや赤瀬川源平のトマソンのような見過ごされていた眺めがひとつの風景として捉えられるようにな

ってきた。ただ、このように多様化してきた風景の捉え方を、私たち技術者が現場においてどのよう

に受け止め、そして、実践の中に生かすのか。具体的には、この検討は、ほとんど進んでいないので

はないかと思われる。ただ、少なくとも、客観的な視点ということを持ち出し、その視点で美しいも

のといっても、それは、極めてある一面の話であって、そこに求められる風景の価値とは、結びつい

ていないということを理解することが必要であろう。 

参考図書：「風景と人間（ｱﾗﾝ･ｺﾙﾊﾞﾝ）」 

 

【風景４】 パブリックデザインにおける健康美（第５号） 

多自然川づくりも風景デザインのひとつと考えると、そこで実践しているのは、川本来の持つ健康

美を取り戻す手伝いをしているということだと考えられる。川それぞれの個性はあり、また、流域に

おける人々との関わりが流域の固有の文化を生んでいる。そのような中、川本来の風景は、川の持つ

本来の姿を取り戻すことであり、それは、人間にたとえれば健康美である。都市河川のようなおしゃ

れな河川空間を作り出すことはあってもいいが、これは人間にたとえると、お化粧をほどこした美し

さといえる。さて、この川のデザインのあり方を、道や街に当てはめることができるのか。街におい

ては、健康な風景とは何か。それは、人の賑わいをもち、元気のある空間として存在することであろ

う。そして、シャッターどおりの商店街は、これは明らかに病んでいるあるいは老体の状況である。

街のデザインを行う時には、このような人との関連、それも賑わいや集いというものが決め手になる。

こぎれいにしても、そこには健康体としての街の姿にはならない。ひどい場合には、死に化粧となっ

ている場合もあるかもしれない。観光客相手のデザインであっても、そこにはそれを生業とする人が

生まれるであろうし、それはかまわないが、人が集えない街のデザインというのは、失敗例としてみ

なせる。 

次に、道のデザインに健康美が持ち込めるか。道のデザイン、橋梁のデザイン、これらの求めるも

のの基本は何だろう。橋梁のデザインであれば、シンボリックな姿を求めるし、道路のデザインとい

う場合には、自然環境の中を連続的にぶった切る構築物との関わりで、極力影響を与えないような環

境と調和したデザイン、つまり、景観アセスメントとしての考慮ということになろう。公共建築物の

デザインの場合にはどうだろう。民間施設としての建築物の場合は、その固有性というか、目立つこ

とが条件として挙げられることも多いであろう。これは、公共建築物にも当てはまるが、少なくとも、

周辺の街並みとの調和や、あるいは周辺の街並みに対する先導的な役割を持たせるということだろう。

かつては、威厳や、安心感等のメンタル的な意匠目的があるかもしれない。つまり、健康美としての

デザインは、人間、あるいは自然という生きているものの存在との関連が大きな場合に強くイメージ

化されるというしごくもっともな理解が得られる。繰り返すと、健康美を必要とする公共デザインと

は、人間との関わりが大きな街のデザイン、そして、自然の存在として人間とのかかわりで健康部を

奪い取られる傾向がある川のデザインの場合に適応できるのではないか。逆に、デザインを行う際の

目的が、化粧をしてきれいにする（「修景」ともいうが）とか、ひどくなったところを極力目立たなく

するようにすることとか、デザインを行う本体（対象）が、その空間には、もともと存在しないもの

（道路、橋梁やダム等の構造物や建築物）である場合は、健康美という概念は必要ないのかもしれな

い。 

風景デザインを考える際には、ひとつの視点として、「健康美」という概念を導入することが可能で、

これは、街のデザイン、川のデザインの場合のように、人々が集う空間としての街、あるいは、自然

の営みの多様性で生まれている川という自然物の存在を、より健全なものにするデザインという視点

で、デザイン検討を行う必要があるということであろう。2009.07.20 

 

 

【風景５】 贅沢な風景、庶民の風景（第 6号） 

赤瀬川原平の「少年とグルメ」「ごちそう探検隊」という随筆を読みながらふと思った。原平氏は、

自分はいわゆるフランス料理のような高級食材のグルメではない。何万円もするコース料理をたべて

も、そのおいしさが良く理解できない。しかしというかむしろ、世間で日常的に食べるもの、たとえ

ば、ホカホカのご飯と辛子メンタイのおいしさや、おいしい天丼、そんな庶民のたべものについては、



 

5 

おいしいものとそうでないものはわかるという。特に、幼児期の生活において形成されてきた感覚は、

大人になった今、評価する物差しを手に入れており、判断ができるが、幼児期・少年期に経験してき

ていないコース料理の評価は、自分の中にその判断基準を持たない。原平氏は、貧乏人の子として生

まれた自分の感覚をそのように訴える。 

この感覚を風景に当てはめてみる。コース料理のような景観とは、例えば、海峡に架かる長大なつ

り橋にみる美しさであり（橋そのものはメインディッシュのステーキのようなもの）、懐石料理のよう

な景観とは、歴史的な趣を残した郡上八幡の街並みのような美しさである。一方のオムライスやカツ

カレーのような景観とは、身の回りにあるちょいとお洒落に気取った街並みであったり、そして、ご

飯と明太子の景観とは、いまでは裏路地の景観のような庶民感覚のようなもの。 

風景デザインとは、その場の環境を生かすということであろうが、それは料理としてみれば、食材

の魅力を最大限に活かす和風料理のようなものであったり、さまざまな工夫で原形はとどめないがよ

り繊細で創造されたフランスコース料理のものや、ざっくり食材そのものを食べる地中海料理のよう

なものがあるように、人間との営みで作りこまれた風景にも、これらの料理と同じようなかかわりが

あると思われる。。 

今、景観デザインという中で、景観デザイン技術や方法論として話題となっているのは、フルコー

スのデザイン論であり、庶民感覚のデザイン論というものは、裏路地の発見のような計画としてでは

なく、存在の価値を認める作業程度にとどまっている。なぜ、おいしいオムライスを作ろうという動

きが生まれないのか。日常的な景観についての技術論をしっかりしようという気風が生まれてこない

のはなぜか。おそらくは、日常的な景観というものは、その町々の大衆食堂のようなところで生み出

されるものであり、そのような庶民の店では、その店のおばちゃんの味がつくるもので、料理の専門

家（三ツ星レストランのフランスで修行してきたようなコック長）がつくるものでなく、学んだり伝

えたりしている技術ではないからであろう。しかし、大衆食堂というもの自体がなくなり、全国どこ

で食べても同じ味というチェーン店の存在だけが目につくようになった現在、チェーン店にそのよう

な庶民の贅沢を求めるのは無理だろう。全国どこに行っても同じ味付け、安心感はあるが、ちょいと

した発見や驚きのような贅沢感はなくなり、おおげさにいえば生きていること自体が薄っぺらく感じ

るような気もする。いま、日本の景観づくり、風景づくりで求められているのは、そんな大衆食堂の

おばちゃんたちの味をどのように世代を超えて伝えるかということではないのか。このレベルに視点

を落としてこない限り、観光日本といっても、点在する名所旧跡だけが観光地であるという、テーマ

パークづくりとしての観光日本で、日本という風土性が基本となる観光日本には到達しないであろう。

そして、その行為は、急がなければ大衆食堂のおばちゃんたちは、どんどんチェーン店に駆逐されつ

つあり、あっという間に絶滅種になってしまうのではないか。 

参考図書：「少年とグルメ（赤瀬川原平著）」 2009.08.23 

 

 

風景６【日本の景観：樋口忠彦】 

日本の景観を「盆地」「谷」「山の辺」のように地理的な条件（環境）に基づいて区分わけをし、

それぞれの持つ景観の特徴を記述している。 

確かに、地理的な要素は大きく、それを土台にした景観であることは十分に理解できる。 

ただ、ここで述べられていることは、日本の景観について分析することで、景観デザインとして

どうあるべきかとの話には触れられていない。 

この図書の活用方法としては、具体的に景観検討を行うべき場所が、「盆地」なのか「平地」なの

かで持っている景観の特徴が異なるので、それを事前につかんでおくという点においては有用で

ある。 

 

風景 7【風景の哲学：佐藤康邦】  

風景画ということに着目し、どのような状況で風景画が描かれるのか。そのひとつに、自然その

ものより一部に人の手が入ったような風景に魅力を感じるということがある。また、歴史的に存

在する風景として長年、人々の生活の跡が刻み込まれた趣のある風景は、第二の自然といった姿

を呈しているという。 
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風景 8【練塾 日本の方法：松岡正剛】 【電信柱と看板、コンクリート護岸について】（第 7号） 

この本に具体的に描かれていたわけではないのだが、この本を読みながら考えたこととして、

風景という舞台について考えてみる。 

日本の風景をだめにしている 3 大悪党といわれるものは、「電線・電柱」、「看板」、「ガードレー

ル」あるいは「コンクリート護岸」そんなところであろう。しかし、これらの設備は、生活に欠

かせない電気を供給し、必要な情報を提供し（どうでもいい情報も当然あるが）、私たちの生命や

資産を守る社会生活を営む上で必要な装置である。 

ここで、自然や人間が織りなしてきた空間である風景を、人間が日々の営みを送る舞台として

みると、その舞台を支える装置というものが存在する。そして、装置とは、これら電柱であった

り、河川の護岸ということになる。これらは、装置としてそれぞれ役目や目的があるものの、本

来は、表舞台に出てくる必要のないものである。むしろ、生活の空間を「舞台」として考えるの

であれば、これらの装置が表に出てくると興ざめするようなものである。 

私たちが住む家屋にも、いろいろな装置や配管があるが、それらは目に見える最小限の範囲で

表に出ている。自分たちの家の感覚で考えたとしても、仮に配管や電線がという装置むき出しの

状態の中では、落ち着かないし、なんとか隠したいと思うだろう。治水の装置としての護岸は、

まさしく配管・配線のようなもので、修景護岸のような美しさを考える前に、隠すことを考えな

ければいけない代物なのである。多自然でいうところの「隠し護岸」は河岸に生息する生き物の

環境を保全するという目的はあるが、基本は、護岸そのものが装置であると考えるのであれば、

これらは無粋なもので隠さなければいけないということだ。一方、護岸と似たようなものに石垣

があるが、石垣も装置には違いないが、石垣には土地造成という目的がそこにあり、土地は、私

たちが生活する舞台そのものであり、これを隠すこと自体が逆に不自然なものとなる。演劇の舞

台でいうところの大道具であり、これは舞台に必要なものである。ちなみに、中小河川の場合の

護岸は、土地造成としての機能を持っているため、大道具でもあり、隠すこと自体が困難である

ということは、表舞台に出てくるものである。 

また、街並みにおける電柱や看板も、生活に必要な装置ではあるが、街という舞台においては、

本質的なものでないというところで、余計なものとみなされているのだと思う。また、「舞台」に

必要な看板であればそれは小道具として認められるということであろう。 

 

さて、ここで問題は、最初の設定、生活の空間を「舞台」とみなしていいかということである。

風景は「舞台」なのか。お芝居の「舞台」は、仮想の現実である。実際に生活を営んでいる空間

を、仮想現実である「舞台」とみなし、装置を隠すことはどんな問題をはらむのだろう。 

電線が地中化され小奇麗でも人気のない空間と、電線は入り乱れる賑やかな商店街の空間とで

は、当然、賑やかなほうがいい。買い物客で賑わう場では電線は気にはならないし、看板は賑や

かな空間に色を添える。しかし、一方で、きれいに整備されたおしゃれな空間というものも人気

スポットとして賑やかな空間となる。その空間というのは、週末にちょいとオシャレして出かけ

る空間であり、そこには「舞台」性が逆に求められる。仮想現実の世界というよりは、デパート

のなかのように非日常の世界である。 

また、川のデザインの場合、その空間は、自然の息づく場であり、当然、「舞台」ではない。し

かし、私たちが川を眺め、魚釣りをし、川遊びをする空間としての川は、人と川のかかわりあい

という意味で、「舞台」であることを求めているのかもしれない。人は、ピクチャレス、絵画とし

ての川の風景を求めており、川のデザインというものは、川の本来の姿を求めるというよりは、

人が川と触れ合うその姿を追求し、提供するという行為なのかもしれない。 

 

このような配慮は「空間」をデザインするときの配慮事項であり、単体のデザインでは、当然、

「舞台」という発想は出てこない。例えば、橋梁のデザインの際は、トラスやアーチ等の構造美・

機能美を基本とする。パイプ等の配管は美観を損ねるということで隠されることも多いが、それ

は、装置や表面的な装飾をそぎ落とし、最後に表出する美を求める行為であると考えるほうがい

いのだろう。必要であるが、本質的でないものをそぎ落とし、そこに現れる美。これが、橋梁等

のデザインでいわれる構造美・機能美である。極端にいえば、熊本の通潤橋のように高欄のよう

な余計なものが一切ない、構造そのもののだけで存在するものが構造美の本質である。しかし、
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落下防止、雨水排水のようにおまけの機能が加わるとその本質的な美から遠ざかるので、これら

はなるべく隠す。この場合は、橋梁そのものを「舞台」そして「装置」と考えるものでなく、も

のそのものの在り方を追求する結果として出てくるデザインとしての答えである。 

さて、今の時点での結論としては、川のデザイン、街のデザインの場合は、人間とのかかわり

の空間としてデザインをするものであり、その場合は、「舞台」という発想が入ることもある。一

方で、橋梁のような構造物単体のデザインを行う場合は、その周りの空間とのなじみを考える事

はあっても、人間とのかかわりにおいてデザインするということより、構造物と空間の美という

ものの追求するという行為であると、とりあえずは、そのように整理しておこう。（続く） 

 

 

風景 8－2【なれるデザイン？】デザインレター14号 

「美人はあきるが、ブスはなれる」んんんひどい言葉ですが、ある意味での真実は表現してい

るように思います（差別用語・放送禁止用語？で、女性の方々すみません）。松浦寿輝の代表作「エ

ッフェル塔試論」を再読してみて、新たにそう思いました。ご存知のように、パリのシンボルエ

ッフェル塔は、1899 年のパリ万博の目玉として、東京タワーのように電波塔などの機能を持つこ

となく、純粋に塔だけの目的でエッフェルの設計で建てられたものです。当時は、喧々諤々の議

論があり、パリの景観、石で造られた建築物の完成形であるパリの景観を壊すものとして非難を

受けました。そのようななか、万博に訪れた人は、怖いもの見たさも手伝いエッフェル塔に上っ

て鳥瞰的なパリの景色を愉しんだとおもわれます。しかし、ここに面白いデータがあります。エ

ッフェル塔の年間入場者数ですが、万博当時は 200 万人程度が、その後は、30 万人から 60 万人

程度に落ち込んでいます。まあ、100 年以上も前ですので、人の移動も限られていたし、観光旅

行のよううな行動も発達していなかったこともあるかもしれませんが、しばらくは、見あきられ

ていたという状況が 60 年ほど続きます。その後、第 2 次大戦が終わって以降は、爆発的に入場者

は増え、世界的な観光地となるのですが。エッフェル塔がパリのシンボルとなること、パリ＝エ

ッフェル塔の関係が生まれるまで、60 年近くかかっていると言い換えていいのかもしれません。

あるいは、意識的に、あるいは無意識的に、エッフェル塔の存在が街づくりに影響して、エッフ

ェル塔の存在を条件として街が構成されていき、60 年たって、エッフェル塔を中心としたパリの

街が出来上がり、その結果に気がついたのが 60 年後であった。エッフェル塔とパリの街が、お互

いに馴染むのに 60 年かかったということかもしれません。 

 

人間の感覚の防衛反応として、「慣れる」ということがありますが、これは当然視覚にも当ては

まるものでしょう。最初は見慣れないぎょっとするものも、あっという間に見慣れてくる。冒頭

の差別的ことわざ？も、その慣れのことを表しているものです。 

ただ、面白いのが、慣れた後、どう見るかという問題がそこに残っており、エッフェル塔の場

合は、60 年後に外部からの評価も加わり、エッフェル塔自体を再評価する行為を通じて、今のよ

うなパリのシンボル、そしてパリ市民にとってはパリの誇りに思えるようになったということで、

逆もあります。当時は、脚光を帯びて登場したものの、あきられ、そして廃れ、忘れ去られてい

く。多くの事例は、こちら側のものばかりです。しかし、塔のような視覚的に目立つ存在は、忘

れ去られることはなく、良くて意識されなくなる、これは風景に溶け込むということもあるでし

ょうが、人の意識として見ないように、考えないよう存在を意識の上から消されるというケース

もあるかもしれません。しかし、何らかの原因で、再評価、再注目されると、慣れてしまったと

いう感情がプラスに働き、なかなか捨てたものでないではないかということで、信任を得る。エ

ッフェル塔の 1950 年以降の評価は、そんな感じではないでしょうか。 

現在、現地調査でたびたび訪れている延岡の街には、旭化成の工場があることで赤白の煙突が

目立つところです。最初は、ぎょっとし、次第に気にならなくなり、五ヶ瀬川と煙突が織りなす

風景を面白く楽しめる視点場が見つかると、この赤白の巨大な煙突も、夕日の 3 丁目的な昭和の

時代を感じさせて、レトロ的でいいねえ、と思ってしまいます。 

 

さて本題ですが、この視覚的に慣れることをどう取り扱うか。景観に対する認識も変わってき

ていて、例えば、裏方に回っていた存在を表舞台に引っ張り出し、景観をあるがままに素直にみ
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る見方ができるようになっているような気がします。例えば、生産を担っていた工場群やコンビ

ナートが、おしゃれな風景とみなされるようになってきています。これら工場群の風景写真集が

話題となったりしていますが、この前見つけた写真集は、なんと水門を素材として取り上げた風

景写真集でした。ここでは、私たちが景観デザイン検討の際に事例写真の提示でやるようなデザ

インに配慮した事例集というのではなく、何もデザイン的に意図されていない水門が、レトロ的

な扱いで評価されています。「水門おたく」「ジャンクションおたく」のようにまだまだ社会的に

認知されているとは言いがいものはありますが、なんだか、そのような雰囲気が出始めているこ

とも間違いではなさそうな気もします。今後、公共施設に対するデザイン的配慮が十分に行きわ

たると、逆に、景観デザインに配慮される前の公共施設、いわゆる標準設計による公共施設が、

レトロ感を感じるよりどころとなるような時が来るのかもしれません。 

以前、このレターシリーズで、舞台と舞台装置のような区分を行い、舞台装置は本来表に出る

べきものではないということを書いてみました。 

今は、舞台装置もごちゃごちゃ舞台にでてしまっている街の風景に慣らされて、街の景観デザ

インの専門家以外の人たちは、特に違和感もなく、それらの風景を受け入れていますが、電線の

地中化が進んでしまった時代が来ると、今度は、電線がごちゃごちゃしてる街裏の風景を懐かし

みを持って受け入れる、あるいは、そのような風景を伝建地区のように大切にしたいということ

も出てくるかもしれません。まあ、これらを「文化的景観」と称して、守ろうということになっ

ているのも知れませんが。 

いい景観、悪い景観というのは、結局何なのでしょう。その時代にあった見慣れた風景という

ものは、その時代では良い悪いの評価にかかわらず、希少的なものになった時に、「文化的景観」

として大切なものとしてラベルが貼られる。従って、「文化的景観」というものは、希少的になっ

た時点で、その価値が生まれるという存在ということですか。今、伝建地区に残っている風景も、

希少であるからこそ価値があるものなのか。今は、どんなにつまらない風景でも、見慣れている

ものがなくなることに対しては、寂しい消失感のようなものを持つことになるのか。昔ながらの

滑り台・ブランコ・鉄棒のあるかつての児童公園の存在も、街区公園となり、遊具の安全性が過

剰に騒がれる中、街から消えつつありますが、これらの「文化的景観」として存在意味を持つよ

うになるのか。 

 

現在、東京の押上で建設中のデジタルタワーは、どのように評価されているのでしょうか。そ

して塔としてのシンボル性を受け渡す東京タワーの評価は。そして、今後、両方の塔は、どのよ

うに評価が変わっていくのでしょうか。 

 

【そぎ落としのデザイン】 

街のデザインにおいて電柱や看板に対する嫌悪がうまれるのは、必要ではあるが本質ではない

ものをそぎ落とした構造美を求める姿、行為ということである。もう一方で、配管むき出しの風

景を許容しようとしているのは、そぎ落とすという行為自体が、余計なことで、そこに生活感や

生活臭を感じることができるという感覚になじみが出てきたということでないのだろうか。「も

の」をそぎ落とすか、「行為」をそぎ落とすかの違いがある。ただ、そぎ落とすという行為をやめ

た場合、つまりは、装置としての電柱や配管がむき出しでいいとした場合でも、デザインという

ことを放棄しないかぎり、当然、デザインされた空間というものは存在する。 

恐らくそれは、和のデザインの特質のなかに、矛盾するものを併せ持っていこうとする技術、

これは「揃える」という技術がある。形や寸法の違うばらばらの物を、ひとつのまとまったもの

として揃えるデザインがある。同じ寸法や同じ形のものを、ひとつに「まとめる」のはデザイン

ではないが、違ったものを一セットにして揃える技術を、土木デザインのなかでどのように駆使

するか。「そぎ落とす」「揃える」は、デザインを考える際のキーワードだと思う。2010.01.24＋

2010.05.04 

 

風景９【誰が風景保全の地域の担い手になるか】 

先週の土曜の「風景デザイン研究会(略称：風研)」活動に続いて、今週の土曜は「九州郷づくり

共助ネットワーク研究会(略称：共助研)」の活動で、大分県大野川流域長谷地区に行って来た。長
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谷地区は、大野川支川柴北川の沿川の集落で、山々に囲まれたほどよい空間のまとまった場所で

ある。故郷のイメージが強く残っている場所である。そこでの活動は、1 年ほどになるが、先日

そこで、生まれて初めて田植え(手植え)を体験した。共助研とは、風研と同様にＪＣＣＡ活動の中

で立ち上げた産官学の研究会で、社会貢献活動を通して中山間地域が荒廃することから守るため

の組織である（いつかまた詳しく説明します）。面白いのは、最近、この二つの研究会活動の内容

が非常に近接してきていることがある。風研のテーマのひとつである棚田などの文化的景観を守

るためにどうすればいいかということと、共助研の活動である中山間地域の荒廃を守るというこ

とは当然、そのフィールドからいって同じであるため、活動の形態・内容には似たようなところ

がある。また、風景の成り立ちは、その地域にかかわる人間の生業や生活が基本にあるため、こ

のような活動に類似性があることも十分に予想されるものである。 

しかし、風研自体は、スタート時点では、「図」である公共施設のデザインに注目していたので、

中山間地域の荒廃問題は気になることではあっても主要テーマとしては意識してこなかった。だ

が、前回のレターでも記載したように、そのデザインの対象が、「図」としての施設のデザインか

ら「地」である風景そのものに移り始めたころから、その地域の健康的な姿に着目することとな

り、一気に近接していくこととなった。 

一方の共助研は、最初は過疎地対策ということで、地域の振興計画に着目していたのだが、事

例調査を行う中で、地域の人たちより「地域振興計画」などという夢物語の話ならいらないと拒

絶され、代わりに今その地域で住んでいる人々の生活そのものの支援を行ってもらいたいという

ことで活動を方向転換してきた。コンサルタントとして従来やってきていた過疎地域の地域振興

計画のような、私たちから見て寂れつつある地域に、かつてのにぎわいを取り戻そうというプラ

ンを中山間地域の人たちは求めているのではなく（そんなことは無理だという地域が数多くある

と当然思うべきである）、彼ら、おじちゃん、おばあちゃんたちは、物質的なあるいは都会的利便

性という概念からは程遠い生活をしているように見えても、非常に満足している姿が見えてきた。

実際、わずかな期間であるが一緒に活動し、飲み食いをともにすると、地で採れた食材をうまく

加工し、おいしい食卓があり、また、楽しい会話がある。確かに、一面だけを見ているのかもし

れないが、話をしていて結構彼らは、今の地域の生活に満足しており、また、地域の誇りも持っ

ている。ただ、小学校が廃校となる等、子供たちがいなくなることで、将来を危惧はしている。

そして、子供たちがいなくなるという危惧は、寂しさとして現れている。彼らが活動している「地

域の花いっぱい運動」は、もちろん観光地として有名になることを目指してい行っているわけで

もない、自分たちの生活が元気になることを願って活動している一種の病気に強くなる免疫力強

化活動のようなものである。この活動を通じて、地域の連帯感が復活し、私たちのような外もの

が面白半分でもいいから係わってくれることを、自分たちの地域に関心の目を向けてもらうこと

を期待して活動を行っている、ような気がする。 

さて、今回の書籍の紹介だが、そんな活動を行いながら読んだ本「ボローニャ紀行」である。

詩情豊かな作家井上ひさしの追悼のようなこともあるが、以前読んだ「吉里吉里人」を読み返す

ついでに読んでいる。ここには、イタリアの地方都市ボローニャで生活する人々の地域へのこだ

わりと、その生活の幸福感のようなものが伝わってくる。ボローニャでは、資源として、歴史的

に培われた建築物や工芸や機械技術を持つことを核として、この地域の元気さが表れているのと

同じように、長谷地区は、柴北川の流れや取り囲む自然、そして各種農水産物を核として、地域

の元気さを維持しようとしている。 

しかし、長谷地区はいかんせん子供たちがいなくなり、6 名の卒業生を最後に 120 年間続いた

長谷小学校は今年の 3 月に閉校してしまった。その閉校式というべき活動した 3 月に、共助研の

メンバーと誰がこの地域を支えていくのかという議論を、居酒屋でしたことがあることを思い出

した。「地域を支えていくのは地元の出身者だろう。これまでに出て行った人々を呼び戻すことが

大切だ」という意見に反応して、血統のようにそこで育った経験を持つ地元の人間の限る必要は

ないと思うと述べた。都会にも、地方（田舎）が好きな人間は大勢いるし、例えば、種子島には

多くの都市から移住してきた人間が現在住みついて、地域を支えているという話をした。その土

地で生まれ育った人間が地域を守ることには私も同感であるが、それは、今、住んでいる人たち

に限定する必要はない。この考えの根本には、人間が、子孫に伝えていく遺伝子には 2 種類あり、

ひとつは、ＤＮＡと呼ばれる生物学的な遺伝子と、もうひとつは、文化的な遺伝子ミームである。
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このミームという存在は極めて強力な遺伝子である。同じ職場で働く、あるいは夫婦が、何とな

く似てくるようなものである。このミーム遺伝子の存在を確信していれば、遠くから移り住んで、

移り住んで生きた人間は、確かに地元で生まれ育っていないので客観的な信奉者を超えることは

できないかもしれないが、その子供たちは、しっかりとした地元の子供である。日本で生まれ育

った外人さんも国籍は違っても、日本の文化やしきたりやいろいろなことを身につけるであろし、

その土地を自分の土地と感じること、故郷と感じることができれば、それは地域の担い手を超え

た存在に育つと思う。自分たちが伝えなければいけないのは、美しい風景や豊かなあるいは個性

的な環境ということもあるが、基本は、そこで育った文化的な感性や精神性をつなぐということ

で、そのことができて初めて、人間と自然が織りなす風景というものが守られていくのではなか

ろうか。当然にその守り手は、皇室のように血ではなく、土地への愛着であるとおもう。ただ、

最大の問題が、職もない地域に外から担い手が住みついてきてくれるかということがある。これ

については、恐らく次のレター「風景デザインの目的はなにか。地域振興と風景デザイン(仮)」で

考えていることを整理したいと思う。 

2010.03.29+2010.06.20 

 

むしろ、その心豊かな生活を少しでも味あわせてもらうために、都会の人間が農村地域に社会

貢献活動という名目で、乗り込んで満足感を得て帰ってくる。そんな姿になってきているような

気がする。そういえば、障害者等へのボランティア活動というのも、かつての障害者のために何

かをしてあげるという姿勢から、支援という行為を通して自分自身が成長するという、支援をさ

せてもらうという意識に変わったという話を聞いた。 

今回、田植えを手伝った長谷地区には、去年からもう 7 回ほど通ったことになるが、その都度、

四季折々の素敵な自然の中で地元の人たちと交流し、また、行きたいと思う気持ちになるのは、

本当にこちらの勝手のようなことだ。 

 

風景 10【壊れゆく景観：何が本質的に問題なのか】（第 3号） 

列車のなかで、日豊本線の車窓の景色を眺めながら、川村晃生・浅見和彦共著の「壊れゆく景観

（消えていく日本の名所）」を読む。松島や天橋立、三保の松原等の日本の名所の景観 24 か所が、

いわゆる開発の名のもとに壊されていることをレポートしたものである。それぞれに、地域性が

あり、固有の名所であるが、壊されている理由は極めてシンプルで、経済中心の開発がそれであ

る。確かに、大規模開発やコンクリート中心の土木構造物の出現、あるいはその根本にある経済

優先の考え方というものが、今の日本の景観を台無しにしているという認識は共通のなものとし

て存在する。しかし、その根本のより本質的な問題はなんなのだろうか？日本人がエコノミック

アニマルといわれて久しいが、かつてはいけいけどんどんの世界であり、そのような価値観が国

内を覆っていたこと時代があったことは理解しているが、現在、そんなに驀進中の中国のように

未だもって日本国内が金儲け中心で動いているようにも思えないのに、美しい景観を残そうとい

う大きな流れになりえていない。これはなぜか。この本を読みながら、いろいろ考えてみて、ふ

と思いついたのが、「侘びさびの世界」を江戸時代に構築して以降、いやもっと前の風流というも

のを愉しんでいた貴族的な時代、特に、歌人西行が生きていた時代ごろから、「わかる人にしかわ

からない（わかることができない）美」が本当の美であり、誰でも万人が分かる美というものは

レベルの低い、いわば表面的な美であるという考えが今でも根付いてないかということである。

経験や知識を得て、はじめて理解できる美の世界。代表的なものは骨董の世界のようなもの。「な

んでも鑑定団」が今でも人気番組として存在するが、その視聴者の気持ちをくすぐっているもの

は、見る人、つまり「目利き」が見なければ美はわからないという心理であり、その目利きとは

自分のことであるという優越感である。このことを風景に当てはめると、みんなが認めている名

所というものは、みんな認めていること自体が理由で、美のレベルが低いものと深層的に思って

しまっているのではないかということである。名所は、本来、自然物や人間の造営物の醸し出す

空間が私たち人間の心にぐさりと来るような場であったために、名所となりえたし、素直に、本

当の美の世界に自分をいざなう空間であったと思う。しかし、その一方で、「目利き」である美の

追求者は、赤瀬川源平氏のように、誰も目を向けない裏路地に着目しおもしろがり、写真家たち

も、あるパーツとして埋もれている日本らしさの美というものを探して被写体に納める。そして、
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「俺だけが理解している日本の美！！」と心でニヤ付きながらほくそ笑む。一方の、名所では、

おじさんおばさんたちが来た証拠として記念写真を撮ることが目的で、その場のモニメンタルな

場所に注目する。そして、ドンドンと俗世間化が進み、その本来持っていた美から遠ざかる。そ

うすると、「ほれみたことか、名所なんて商業主義の垢にまみれた観光地だよ」と言い放つ。仮に、

日本の風景も、この「わかる人にしかわからない美」が美の評価基準になっているとすると、名

所は次々に壊されていく理由がわかる。誰もが美しいと認めるものはほんとに美しいものではな

いということなのだから。そして、この問題を解決するには、誰もが目利きになり、名所の持つ

美しさを真に理解するというレベルまで日本人の多くが審美眼を持つのか、あるいは、・・・。 

そう思いながら、またふと思いついた場所が宮崎の鵜戸神宮である。この辺鄙な神宮は、一種の

神秘性が今だにむんむんとしているのだが、名所の中で、このような美しさと畏れを両方感じる

空間というものはどれだけあるのだろう。目利きの問題と合わせて、この風景における「畏れ」

が今どうなっているのかも、テーマかもしれない。（途中）2010.04.13 

 

風景 11【言葉と風景 「西行花伝」辻邦生を読んで】 

文武両道で頭脳明晰、北面の武士であった佐藤義清が出家し歌人西行となったのはなぜか。単に、

世の中が嫌になって風流に身を委ねたのではなかった。歌という言葉の持つ力に目覚めたためで

ある。言霊といわれるように、今の時代と比べると数段、言葉に力、魔力があった時代であるこ

とはあったろう。しかし、それ以上に、どのように歌に力があると考えるように至ったのか。歌

に詠みこまれるのは、人の心とそれを写す風景である。心象風景といわれるように、例えば、水

平線に沈む夕日のように、風景の中に哀れさや元気さがあるという風に、わたしたちは風景を見

ることができる。音楽でも同様に悲しい音楽や楽しい音楽があるように。しかし、一方では、音

楽にもハンスリュックが「音楽美学」で示したように、より純粋な美、構造美、建築美というも

のも存在するように、風景の中にも純粋美というものが存在することも確かである。これは、風

景の中の存在するのか。前回、柳宗悦の民芸美で示したように、人間の感情の表現的なものとは

別に「わかる人が見ればわかる美」というものは存在する。西行が、歌で読み込もうとしたこと

も単に感情を風景に見立てて表現する作為的なものでなく、もっと人間を支える大地のようなも

のとして考える、つまりは、生きていくための力となるような存在として歌を考えていたようで

ある。宗教的なイメージもあるが、性格から行くと同じようなものではないのか。生きていく支

えとしての歌である。同じように考えると、民芸的な美という考えで見た風景というものは、生

きていくうえで、力を与えてくれる風景ということであろう。街並みや川の風景の中で、健康美

の風景ということも書いてみたが、その健康美の風景を包括する肯定的な風景のことである。 

もうひとつ、言葉と風景ということでいうと、かつて九工大の仲間先生がおっしゃっていた風景

を言葉できちんと評論するということが大切であるということがある。風景デザインを生業とす

る技術者であるならば、風景の善し悪しをきちんと言葉で表すことができるかということである。

低俗な料理番組のごとく「この風景はいい」「この風景はわるい」ときわめて表面的な評価しかで

きないのは風景デザインを行う技術者として失格であるということだ。風景を言葉で評価すると

きには、二つの機能、目的がある。ひとつは技術者としてきちんと第三者にも伝わる表現技術と

しての言葉である。もうひとつは、歌のように、―ここでの歌とは「和歌」のようなものである

が―言葉そのものが存在価値をもつものとしてあるものである。2010.04.24 

 

風景 12【サウンドスケープ 音の風景】 

いつ頃からだろうか、打ち合わせの帰りの列車の中で、部下や上司と飲んで騒がなくなったの

は。いや、騒げなくなったのはと言い換えたほうがいいのかもしれない。10 年前にこの話を議論

した経験があるので、列車の中が沈黙の空間となってしまって、あのにぎやかなりし列車の中に

音の風景なるものが存在していたのは、もうひと昔前 20 年近く前のことなのだろう。以前紹介し

たコルバンの「風景と人間」にもその話が出てくる。かつて大衆は、通りはもちろん屋内でも大

きな声で話し合っていたが、それらが騒音として認識されるようになって、大声禁止令のような

ものが打ち出された。しだいに、教会の鐘の音さえも騒音として認識されるようになった。日本

でも、学校や公園に隣接する民家から、子供の声に対する苦情が申し立てられるようになり、子

供が遊ぶ時も静かにしていなければいけないなどという異様な状況さえ生まれている。コルバン
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の説によれば、その理由に、エリート階級の特権としの静寂の維持が、庶民まで連鎖したという

ことも書かれているが、むしろ、かつての産業革命以前の音とは、鳥の声やせせらぎ、あるいは

雨や雷の音のように自然環境の中で生じるものであり、でっかい神経に触るような音は雷のよう

に恐怖の念を生じさせるものの一過性であって、生活に色を添えるものであっても邪魔になるも

のではなかった。むしろ大きな音というのは畏怖の念を起させるものであった。しかし、産業革

命後の生産活動に伴う機械の音は、大きく連続的で、かつ畏怖の念を生じさせるものでもないた

め、邪魔な音、暴力的な音、騒音として認識されるようになったということなのだろ。そして、

現在は、人間が発生する音のすべてが、たんなる会話でさえも静寂を打ち破る騒音となったとい

うことだ。携帯電話の会話は、日本ではマナーの問題としても取り上げられるし、普通の会話で

さえも、ちょいと大きな声でしゃべることは、白い目で見られかねない雰囲気が列車の中に漂っ

ている。日本人と西洋人の違いで、虫の鳴く音を右脳で聴くか左脳できくか、雑音として聞くか、

音楽として聞くかの違いあるという話があったが、昔の日本人、ついこの前までは、人の話し声

や、子供の遊ぶ楽しい声を、音楽として聞いていたのが、西洋人と同じように雑音として聞くよ

うになったのではないかと、日本人の音に対する感じ方が、変化しつつあるのではと思われる。

どちらにしろ、このような社会というのは、なんだか堅苦しいものである。以前のような、旅の

楽しみの一つに、地元の人とのさりげない列車の中での会話というものがあったが、もはや、旅

人は移動者になってしまった。音の風景というものが、消滅しつつある。目に見える風景は、目

に見えるため、消えゆく実態がわかりやすいが、音の風景の消滅は、私たちには極めてわかりに

くく進行する。 

いつのまにか、コルバンの言うエリート階級の特権であった静寂にのみ価値を認め、喧騒ある

空間は、裏の空間風景である飲み屋街のそれに限定されてきている。確かに、静寂の持つ価値と

いうものはある。新幹線の中での静寂は、読書空間としては最高の空間である。しかし、一方で、

楽しい会話にあふれる列車内の風景というものも、捨てがたい価値があるように思う。公共空間

において、あまりにも静寂の価値を過大に評価しすぎるのではないか。人間のにぎわいにより発

生される音を雑音と聞く性格から、音楽として聞く性格への転換が必要？ではないか。そんなこ

とを漠然と、久しぶりに帰省した娘が孫を叱る声、孫の泣き声を聞きながら考えた。 

2010.04.25 

 

風景 13【ピクチャレスクについて】 

写真に納める風景。これは、額に閉じ込めてしまう風景であるという。ということは、風景デザ

インの視点場という発想は、このピクチャレスクそのものではないか。風景デザインを考える際

の初歩的なこととして、視点場と対象場というものを考えるが、この考えっていうのは間違って

いないのか。間違いとは言わないまでも、これですべてとは言えないのではないか。確かに、移

動景観というシークエンス景観というものはあるが、景観デザインの際に考慮するのは、視点場

と対象場だ。風景デザインというものは、ピクチャレスクを設計するものなのか。まあ、少なく

とも視点場からの景観だけがよくても仕方がないということはあるが、視点場の景観を良くすれ

ば全体としてよくなるという期待を込めて、視点場を設定し、景観デザインをやっているのでは

ないか。風景デザインは、場のデザインであり、公共施設等の単体のデザインを行うものではな

い。さて、それでは、場のデザインはどうすればいいのか？その答えを、・・・に求めてみる。

2010.04.25 

 

風景 14【風景の味わい方】（第 6号） 

今回、考えるヒントになった本は漫画「レモンハート」である。週刊漫画雑誌に連載されている

一話読み切りのお酒の蘊蓄もので、単行本２４巻を揃えて、時々読み返して楽しんでいる。ここ

には、バーのマスターと二人の主人公がいる。ひとりは、お酒の味もよくわかり知識も豊富な「メ

ガネさん」。そしてもう一人は、お酒の知識も味も分からない「松ちゃん」。マスターとメガネさ

んが、新しいお酒の吟味を五感と知識を総動員して話している脇で、松ちゃんが、ぼーっとろく

でもないお酒を飲んでいる。時々、松ちゃんに、この酒の味はどうだと振られるものの、「よくわ

からない？」とか「おいちい」とかどうでもいい返事しかできない。表現能力がないわけではな

い。松ちゃんはルポライターで、表現することが職業のプロなのだ。・・・・ 
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お酒を風景に置き換えてみるとどうだろう。「風景を味わう」という言葉があるではないか。風景

には、その風土や歴史性がしっかりと根付いているので、かかわる蘊蓄は、調べることでいくら

でも出てくる。このことを、今私たちは、「風景を読み解く」などと表現している。一方で、風景

の味そのものはどうだろう。知識の部分でなく五感で感じる部分の表現力のほうである。ワイン

のように、赤や白、あるいはロゼのような種類に加え、赤であればフルボディ、白であれば辛口

甘口。そして、各銘柄やビンテージ（年代物）の味はそれぞれ個性的に異なる。これらを評価し、

表現するソムリエという存在がある。このソムリエの存在することで、市民であるわれわれがワ

インに対する理解度を高めることができる。 

一時期、九工大の仲間先生を囲んで、久保田さん桜木さんとよく飲んでいたが、仲間先生は、よ

くこのお酒の味を２分間程度で説明してみてください、などと私たちに意地悪をされたものだ。

仲間先生わく、「景観デザイン技術者たるもの、表現力をしっかり養わなくてはいけません。どう

でもいい料理番組のように、“おいしい”つまり“いい風景”だけですませるのは素人です」と。

確かに、景観技術者といわれる我々は、そうでない技術者と比べ何が特殊なのかと言われれば、

デザイン的センスがいいだけでは通用せず、このソムリエのような表現力、人への伝達力が必要

である。しかし、環境アセスの景観に関する評価のように、「よくなじんだ景観である」とか「違

和感はない」などのような漠然とした素人でもいえる程度の評価で済ませていることが多い。こ

れではやはりだめだろう。また、風景デザイナーという商売が、主観的なあるいは個人の好みの

ようなものを評価するものであると思われているし、部分的にそのようなところはある。しかし、

これも仲間中先生の受け売りだが、「“いいもの”と“好きなもの”の違うぐらい理解しください」

といわれたように、デザインや芸術には、個人的好みと、それを超えた価値が存在する。「私は好

きではないが、これはいい作品です」のように。従って、デザインの専門家として、自分の好み、

好き嫌いを他人に押し付けてはだめなのである。好き嫌いを超えたもののよさを伝えなくてはい

けない。そして、そのよさを伝えるためには、表現力がいる。もちろん、いいものを見ることが

できる目は最低限必要ではあるが。専門家としていっぱしの評価を受けるためには、風景そのも

のの適切な評価と表現力が必要である。しかし、ワインを表現する際の「ハーブの香り・・」の

ような言い回しは今のところ風景に関してはない。風景を言い表す表現としてどんなものがある

か考えてみたが、「雄大な」「緑多い」「バランスのとれた」「まわりによくなじんだ」・・・？？？

でてこない。専門家としては、どの程度の表現語彙を持ってなればいけないのか。恐らく 100 や

200 程度では、素人の領域で、専門家であれば、500 以上？必要ではないのか。そしてその語彙

は、ワインの評価のように似通った香りのような表現であるのか、あるいは、和歌で詠まれるよ

うな心象的なものを喚起させる言葉なのか。むむむ、どこかで、風景表現語一覧みたいなものを

作ってくれないだろうか。あるいは、樋口忠彦の「日本の景観」のような日本の風景を分析して

いる著作から、風景デザイナーの風景デザイン表現に関するあんちょこのようなものを誰か作っ

てくれないだろうか。 

風景を味わうときには、視覚だけでなく五感で感じるとともに、その感じたものを語彙として表

現できる訓練も必要なのだろう。そして、せめてワイン並みに豊かな言葉で議論できるようにな

らなければ、この商売も市民に認められないのではないだろうか。いや、市民に認められるうん

ぬんの前に、自分たちが、景観デザイナーとしてデザインを共通の感性の中で議論することさえ

できないのではなかろうか。2010.05.02 

 

風景 15【風景の価値】 

風景の価値の見方に次の二つの見方が存在すると思う。一つは、ピクチャレスでも示したように

いい風景を味わうことで、生まれてきた喜びを感じるとか、日常的ないい風景の中で生き生きと

して生きるとかの肯定的な、いい風景に対する評価としての見方である。よりよい空間づくりを

するための風景づくりである。もうひとつが、洞窟のカナリアのように、風景の荒廃を危険信号

シグナルとして見ることで、事前に危機を予知し何らかの対策を講じようとする見方である。農

村の荒廃あるいは森林の荒廃で風景が荒れていくことに対する危惧はこちら側の話であろう。リ

トマス試験紙のようなものとして風景を見る。風景は、生態系や人の生業の結果の表れであると

いうこともできるように、荒廃していく国土か否かを判断する指標として風景というものがある。

この二つの見方は、一つにつながっているのだろうか。今回は、そのことを整理してみる。 
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人間の風貌でいえば、健康な人か病的な人かはある程度見てくれでわかるように、健康な風景か、

病的な風景かは見るだけである程度分かる。しかし、見るためにもある程度の知識は必要で、放

置された植林地に侵入する竹林も、同じ緑だからということで、豊かな緑ととらえるのは間違い

であろう。また、特定外来種に指定されているキンケイギクも、知らなければきれいな花々とい

うことで、素敵なお花畑だと思う人も大勢いるだろう。荒廃してしまった風景はすぐにわかるが、

少し危ない状態になって来た風景というものは結構わからないのかもしれない。それが、特に、

人間の生活への考え方や価値観が変わってきたことで変化してきているものであると、余計にわ

からなくなってきているものもあるかもしれない。 

一つの例が、・・・・ 

 

風景 16【アートとデザイン】 

アートは、芸術家の心の中の世界を表出させる行為で、キャンパスは、原則白紙である。デザイ

ンは、いくつかの制約条件の中で最も良い形を決めることで、原則、白紙ではない。さて、風景

デザインは、当然、そこに現存する風景があるため、白紙のキャンパスではない。 

 

風景 17【計画的でない計画論】 

前回までに、「風景デザイン」というものがどういうものなのかを少し考え続け、その状況がぼ

んやりではあるが見えてきたように思う。要するに、今の時点では、次のように考えている。 

⚫ 「景観デザイン」：公共施設や公共建築物のデザイン（「図」のデザイン）を行うもので、周辺

の風景を十分に考慮し、風景に馴染んだデザインを行うことが求められる。デザイン手法と

しては、景観デザイナーによる景観検討を基本とする。デザインの専門家が、上から目線で

おこなうもの。 

⚫ 「風景デザイン」：風景そのものの有り様について診断し、荒廃しつつある風景や構成すべき風

景に対し処方箋を検討し、その対処・処置をおこなうもの（「地」のデザイン）。対処・措置

の際には、地域の歴史・風土や生業等を基本とする。デザインの専門家というよりは、地域

マネジメント的な発想と行動が必要で、下から目線で行うもの。 

さて、このように考えるときに、「景観デザイン」にはデザインの専門家としての理論や方法論

に基づいた計画的なプランが求められるが、「風景デザイン」の場合には、上から目線の計画論で

は対処できないと思われる。すると、どのようなプロセス・手段により、改善されていくものと

考えるべきなのか。おそらく、専門家でない住民が作る「景観デザインプラン」という、景観デ

ザインと同じ手法を市民レベルなもので対処しようとしても、低俗レベルになるだけで、よりよ

いシステムが生み出されるとは思えない。むしろ、根本的な考えを変えてみることが必要で、上

から目線を下から目線に変えるということは、「計画論」に基づくやり方であるが、下から目線で

考えるということは、計画論という上位のものを作り、それに従って街づくりや風景づくりを行

うのでなく、もっと「自律的なものづくり」手法に変えるということではないか。つまり、「計画

しない計画手法」という、一見、行き当たりばったり的に見えるやり方がいいのではないかと思

われる。このようなやり方は、かつて、生物の起源に興味があった時に読んだ「自己組織化」と

いうシステムが参考になると思う。 

 

生物界には「自己組織化」という概念がある。これは、生物というものが無から生まれたシス

テムとして現在提唱されているものであるが、単なる偶然が積み重なり生物ができたという行き

当たりばったり論ではなく、生物の姿をめざして生物は作り上げられたという理屈である。無神

論者である日本人にとって神が作り給うたということは信じてはいないが、かといって、適当に

ランダムにごちゃごちゃやっていてたまたま生物ができたとする進化論だけを頼りにすることも

ちと無理があるように思う。このことは今西錦司も異論を唱えていることは前述した。しかし、

彼は、その理由までには言及していない。 

そこで登場したのが、この「自己組織化」という概念である。ある数以上の基本単位となるパ

ーツがあり、そこに正のフィードバックを促す触媒が存在するのであれば、無機物であっても、

再生産する仕組みを作り上げることが可能になるというものである。この議論の中心人物は、ｽﾁ

ｭｱｰﾄ･ｶｳﾌﾏﾝであり、私は、5 年近く前に完全に彼の理論にはまっていた。といっても、高度な理
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論（カウス理論）が理解できているわけでもないのだが、その考え方そのものに惹かれていた。 

ここで、彼の自立型生物誕生論を、細かく説枚することはしないが、この自己組織化という概

念を、街づくりや風景デザイン論に組み込めないかという話である。以前、街づくり研究者に話

して、まったく相手にはしてもらえなかったのだが・・・・・・。 

考えの基本はシンプルで、街づくりの計画や土地利用の在り方についても、大枠を決め、やっ

てはいけないルールを決めれば、あとは自立型で形成させることができるのではないかというも

のである。多自然川づくりと同じように、技術者は、流れに変化を与える物理環境を整え、あと

は自然自らの力で川づくりを行うというものである。当然、建築や施設のようなパーツには使え

ないが、街づくりあるいは風景づくりのような多くのパーツが関わる事象に対しては、多自然で

いうところの自然の力を、人々の力と言い換えて考えてみてはと思ったということだ。 

ごく少数の専門家だけが、デザイン技術を持って、街づくりなどに臨んでいても、対象とする

空間のでかさがあり、とうてい日本の国土の美しさを創出することはできない。また、どれだけ

の才能があろうが、その人間一人の能力を超えた世界を生み出すことはできない。 

今でも、景観法等の法律や制度で縛り、あとは皆さんの采配でという、大枠を決めて街づくり

をするというのはある。しかし、現状では、行政のあまりに細かな規制が、逆に面白みのない街、

魅力の薄い表面的な街を生み出していることがないとは言えない。行政や街づくり専門家は、大

衆は基本的におろかもので、専門家がきちんとさせなければとんでもないことになるという意識

があるのであろう。確かに一般市民は、街づくりや風景デザインに関する知識や経験は限られた

ものしかない。しかし、街をつくるいのは行政の人間でも、街づくりの専門家でもない、そこに

住む市民一人一人が行うことである。 

いい風景を作り上げたい、住みより街づくりがしたいと考える市民は、恐らく普通の市民であ

ればみんなそう思っている。つまり、ある程度まとまった数のパーツはあるということであると

考えられる。そして、自立的な自己組織化（自律的に秩序ある体系を構築することができるよう

になること）のために必要なのは、正のフィードバックを行うように働きかける触媒の存在であ

る。恐らく、その触媒としての役割を果たす存在は、今のところ専門家である。しかし、この専

門家は、市民に対し、よりよい風景街づくりを自律的につくるように動くための正のフィードバ

ックの仕組みを作る触媒という役割を果たしておらず、あるいは触媒としての役割を果たそうと

しておらず、風景デザインの市民による自律的な進化はすすまない。街づくりや、風景の改善に

は、建築や施設と異なり、専門家集団だけの力でどうにもならないしろものであり、社会の構成

員みんなの力が必要なものである。この「正のフィードバック」が起きる仕組みを作り上げる役

割としての私たち専門家集団。そのような触媒作用を持つ専門家集団というのは、市民と付き合

う中で、自分のノウハウを移植し、自立型の社会を形成させることである。そして、ポイントは、

専門家自身が、自らは触媒であるとの意識をもち、そのための役割を果たすことである。 

 

ついでに書くと、生物の進化について興味があった時に読んだ多少オカルト的な本「101 匹目

の猿」という本には、「場」のエネルギーというものが記載されており、100 匹目（ある程度のま

とまった数という意味での 100）までは、個体に対し直接、知識の訓練や教育を受けて育てたも

のが、ある領域（ここでは 100 匹）を超えた数になると、直接個体に働きかけなくても、その集

団自体が、生得的に持ちある知恵となり、その千恵の存在は、自然に、周りの離れたグループに

さえもその知識が伝授され、知識の増殖が始まるというものである。 

このことは、学ばなくても、生物的な遺伝子、あるいは文化遺伝子ミームに組み込まれて、生

まれつき、あるいは育つにつれ特別にその情報を学ばなくても、すでに知っている状況になると

いうものだ。事例として、この本では、高崎山？の猿の一部がイモを洗って食べる癖をつけた。

洗うとおいしさが引き立つため、他の猿も真似を始め洗うようになった、そしてそのまねする猿

がある数に達した時に、一気に、学んでいない猿も当然のごとくイモを洗って食べるようになっ

たという実際の現象を観察した知見として語られている。単なる倍々ゲームで、最後の倍に膨ら

む前の瞬間が、そのように感じるということかもしれないが、それは、密集した中での情報の広

がりが「べき乗」で広がることで、状況としては似ているものが作り出せるということかもしれ

ないが、そのような数学的な現象でなく、「場」のエネルギー、「場」の作用として、そのような

伝達方法があるというのである。 
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日本の国土全体を覆う景観や風景というものに対する無関心さを変えるために、私たち技術者

は、いかに触媒として機能すべきかを考え、行動し、一人でも多くの理解者を増やす努力をしな

ければいけないし、その理解者がある程度の全体値を持った段階で、いっきに市民の常識となる

時が来ることを信じ、行動することが必要ではないか。イワシの頭も信心というが、多自然川づ

くりのときに、そのことを理解した河川技術者が、私たちは川づくりを伝える宣教師にならなけ

ればいけないと言って行動してきたが、結構、この多自然かわづくりの考えは、市民の常識にな

りつつある。そして、街づくりは、川づくり以上に、市民への布教活動が必要とされる分野であ

ろう。2010.05.05＋2010.07.11 

 

風景 18【風景と対話する】 

自分の位置をどこに置くかで、風景に対する見方考え方が変わっていく。ひとつは、評論家とし

て、自分を外に置き、かつ客観的にみつめるという行為を通して考えることである。このときの

客観的な視点というのは「正しい」「正しくない」という評価軸である。2 番目は、外に自分を置

いているが、コンサルティングを行うものとして、当事者としての認識を少し持ち、「正しい」か

いなかではなく、「いいこと」「よくないこと」を判断基準として考えることである。もちろん正

しくないことをやろうということではない。「正しいこと」とは、それを正しいという判断者がい

るわけで、そうでない人間から見れば、それは「悪」と映る。「正しいこと」というのは極端にい

えば戦争まで発展する主義主張の戦いの原因である。一方、「いいこと」ここではいいことの定義

を「みんなが納得すること」とするのであれば、そこには争いが起きる要因はない。 

 

風景 19【風景における手段と目的】 

「手段」とは、ある「目的」を達成するためにとる行為である。しかし、「手段」と考えていたこ

とを「目的」に昇格することで、ものの見方や、考え方、」あるいは生き方そのものを変えること

ができる。例えば、交通手段である。高速道を走ることを目的地に着くための手段と考えるのと、

高速を飛ばすことを愉しみと考え走ることも目的の一つとするのでは、愉しみ方は倍違う。手段

ばかりに時間をかけるといざ目的と思っていたものがたいしたものでなければ失望感は相当に大

きなものとなる。風景づくりについては、それに加えて、「結果」という要因も加わる。風景づく

りのプロセスを目的とすること。プロセスそのものを事業の手段ではなく目的とすること。この

発想はいかがだろう。 

 

風景 20【見るということ】 荒俣宏の「図像学入門」をよんで 

ものの見方に、「バカ的見方」「アホ的見方」「パー的見方」があるという。「バカ的見方」とは、

あるものを愚直に見る見方で、「アホ的見方」とは、誘導・先導されだまされる見方でﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｨｱ

ﾘﾃｨ的な見方であるという。そして、「パー的見方」とは、視点を全く違えて見てしまう見方であ

る。 

絵画を読み解くというのは、絵描きが考えている奥の意味を理解するということで、これは西洋

の寓意的なものがあふれる世界で通用していたという。魚はキリストを表し、花瓶は限定された

し生を過ごす人生という容器を表し、そこに活けてある花々は、それぞれが人生で味わった苦し

み喜びあるいは愛というものであると。 

さて、風景を読み解くということは、一体どういうことなのだろう。当然、人工的な風景（例え

ばﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ）は別として、風景には特定の意図された意味付けが隠されていることはない。そ

こにあるのは、以前書いた風景という表出してるものを見て行うことができる地域の健全度の診

断ということであろう。2010.07.11 

 

飛び込んで着る風景、景色 

 

風景 21【破壊される風景】第 9号 

前回、日本の名所の景観が次々に破壊されているというレポートの風の書籍を紹介した。その際、

美の価値の考え方やとらえ方に対して頭の整理をした。次に読んだものは、「フランスの景観を読

む（保存と規制の現代都市計画）」である。日本の風景がぼろぼろになっていくのに対し、フラン
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スの風景、特に、都市の風景がしっかりと保存されている理由を探るべく、歴史的経緯や仕組み

について解説したものである。 

規制として一番効果があったと考えられているのは、今から 60 年前に施行されたフランス全土 4

万か所の歴史的建造物保存の建物を選定するとともに、その 500ｍ範囲の建物すべてに規制をか

けたことであるという。ともかく歴史的に価値のある建造物の周囲の空間が、景観の規制対象と

なるというのだ。4 万か所のポイントを選定したことや、周囲 500ｍという一律の決め方もすご

いが、その規制を現在も粛々と守っているのもすごい。文句をいう人間がいないのだ、いたとし

ても景観を守るという世論の力のほうが圧倒的に強いということである。その理由も解説されて

いたので、興味ある人は読んでみてほしい。この紙面は、本の紹介ではないので、紹介分はその

程度とするが、このフランスと日本の違いについて考えてみた。 

日本の建物は、風土的にスクラップ＆ビルド、建てては壊しの連続である。かつて、建築家黒川

紀章は、このことを「メタボリズム」と呼んだ。今はやりの「メタボ」とはイメージが違い、確

か「新陳代謝」のことだったように覚えている。このメタボリズムが、日本の活力の源にもなっ

ているということもあったように思う。その活力の表出の一つとして建物に対するスクラップビ

ルドがあげられていた。しかし、仮に、これが活力として見なされていたとして、現在、景観の

破壊ということに貶められた原因は何なのか。例えば、エントロピーの概念をあてはめると、理

解できるかもしれない。エントロピーが大きくなっていくことは、雑然とした景観になっていく

ことである。部屋が散らかっていくように。エントロピーの増加を防ぐためには、外部からエネ

ルギーを投入するか、自己組織化という仕組みを発動させることによる（この自己組織化につい

てはいつか書きたいと思っている）。ともかく、外部からエネルギーが投入されている間は、エン

トロピーが低い、つまり、ある秩序だったものでいられるということだ。そういえば、日本の城

の石垣や、海外のピラミッドのような巨大構造物にはとてつもないエネルギーが投入されている。

そのエネルギーの量のすごさだけでなく、人間が血と汗を流した生の力という質の高い？エネル

ギーを十分に吸い、そのものは現在、存在する。パリの街並みにも植民地時代に蓄えた膨大な財

力が投入されている。一方、最近の構造物は、一般的にあまり美しくない。機械化により効率的・

省力化でき、ポンポンとものができていく。最たるものがパチンコ屋やロードサイドの巨大な建

築物か。これらはデザインセンスのなさというものもあるが、このエネルギーのかけ方が極めて

小さいというところにも問題があるのかもしれない。標準化・規格化された新幹線の駅舎がどこ

も同じという批判はあるが、昔も、石工たちは、自分たちの技術をある程度は標準化して石橋を

つくっていたが、どこでも、美しい(ように思う)。メタボリズム(新陳代謝)は、生物としての活動

の根源であるが、日本の街並みは、かつて、大工や左官工やトビ等の職人が、材料も遠くの杉材

を手間暇かけ調達し、多くのエネルギーを投入し、街づくりを行ってきた。今、地方では、長く

持つ安普請の建築物が建ち並び、人の動きのエネルギーも感じられない街並みからは、ダイナミ

ックさは失われている。安普請であっても、昔の長屋のように人の動きのエネルギーが満ち溢れ

ていれば、美しいとはいわないまでも、そこには生活感という健康美が存在する。現在も、高層

ビル建築が進む大都市の景観は、動的な躍動感を感じるし、できあがった単体のビルは美しとは

言えなくても、ビル群としてみると、そこにはダイナミックな都市空間の躍動美がある。つまり

街に投入されるエネルギーの供給がなくなった街並みは美しく感じないということではないか。

少なくとも街を美しいと感じる人間自体は、エネルギーの投入により健康に生きることができて

おり、その視点は生物的に体得している指標となっている。日本の街並みの風景には、パリのよ

うな歴史的エネルギーを投入した空間ではない。そのため、日常的な時間の流れの中で、エネル

ギーを投入していくことが、街の美しさには必要ということではないのか。安普請のものをいく

ら揃えてみても、そこに人の躍動感が備わらない限り、街としての美しさは出てこないのではな

いのではないか。風景づくりに、このようなエネルギーという視点を加えて検討してみることは

どうだろう。2010.05.15 

 

【今後、紹介予定の書籍たち】 

そろそろネタ切れのころ？と思っている人もいるかも。なんのなんの。これまで読んできたもの

のなかで面白かった書籍の一部リストを上げますが、今後、これらを随時紹介していきますので、

今後もお楽しみに。・・・・・・・・紹介する順はこの番号順ではありません。 
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1. 見るということ（ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｬ） 

2. 風土の日本（ｵｼﾞｭｽﾀﾝ・ﾍﾞﾙｸ） 

3. トポフィリア(ｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝ) 

4. 空間の体験(ｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝ) 

5. 個人空間の誕生(ｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝ) 

6. コスモポリタンの空間(ｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝ) 

7. 感覚の世界(ｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝ) 

8. 風景画論(ｹﾈｽ･ｸﾗｰｸ) 

9. 美の構成学(三井秀樹) 

10. 色の新しいとらえ方(南雲治善) 

11. 美の法門(柳宗悦) 

12. 共通感覚論(中村雄二郎) 

13. 視覚の文法(ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾎﾌﾏﾝ) 

14. デザインの生態学(後藤武) 

15. 風景の哲学(佐藤康邦) 

16. 色彩学校へようこそ(末永蒼生) 

17. デザインのデザイン(原研哉) 

18. 見えないものを見る(ﾐｯｼｬﾙ・ｱﾝﾘ) 

19. この写真がすごい(大竹昭子) 

20. 写真への旅（荒木経惟） 

21. 日本地図歩きの旅(堀淳一) 

22. 形を読む(養老孟司) 

23. 図像学入門(荒俣宏) 

24. 呆然とする技術(宮沢章夫) 

25. 美について(今道友信) 

26. いきの構造(九鬼周造) 

27. 季語の底力(櫂未知子) 

28. 庭をつくる人(室生犀星) 

29. 電車のデザイン(水戸岡悦治) 

30. 日本人の自然観(伊東俊太郎) 

31. 川に死体のある風景(有栖川有栖) 

その他・・・・・・・・ 

 

【美醜の区分】第 10号予定 

本当に美しいものを作ろうとするのであれば、美しいものを作ろうと思う心から自由でなければ

いけない。柳宗悦の「美の法門」の結論です。仏教の教えにより、世の中には「美」と「醜」の

ような相対するものはない。区分というものを持ち込むこと、そのようにいいもの悪いものを分

けてものを見る見方自体が間違っているという一元論の世界観です。仏道修行をして仏になろう

というより、仏でいるほうがいいという考え。わかるかなあ、この見方、この違い。ともかく作

為という仏教でいう汚れを持ち込むことで、いいものはできないという考えです。むしろ無心の

心でやれというメッセージです。これは、でも至極当然のことです。クラッシックギターという

一見高尚な趣味を持っているのですが、ともかくうまく弾こうなどと思っている段階は、人に聞

かせるものは出来上がっていないということ。演奏という行為を通して、演奏者の世界観を導入

することが人を感動させることにつながるものであり、うまいだの下手だの、間違わなかったミ

スが多かった等のテクニックの問題でごたごたしている段階(レベル)では、あかんということです。

英会話を習っている人に当てはめると、いかにネイティブにうまくしゃべれるかより、あくまで

英会話力はツールであり、何を相手に喋るのかが重要という至極まっとうな意見なのです。 

柳宗悦が提唱している美というものは民芸活動に現れ、むしろ芸術家が美しいものを作ろうと作

為を持ち込んで作ったものよりは、名も知れぬ茶碗職人が長い年数の経験を積み無意識の中で作

るもののほうに美が存在するというもので、なかなか心を打つ理屈です。 
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さて、これを風景デザインにあてはめると結構当たり前のことではなくなります。風景デザイン

は、デザインという行為を行うのであり、デザインを行う行為そのものが、いいもの美しいもの

をつくるという目的があります。つまり、柳宗悦の発想で行くと、いいものを作ろうというデザ

イン行為そのものを否定するということになりそうです。橋梁の設計も無心に行えばいいものが

出てくる。前回第 9 号のエネルギーの理屈からいえば、それにふさわしい時間と労力を懸けるこ

とでいいものができるということになります。そう、前回のエネルギー論は、柳宗悦の理屈をか

み砕いたことになるのかもしれない。 

さて、そこでデザイン技術というものをどう位置付ければいいのか。芸術としての絵画の技術は、

確かにあると思われますが、少なくともマニュアル化されたものとしてはあるはずがなく、そん

なものがあったとしたらそれは芸術作品ではなくなることになります。 

風景デザインというある意味での美を求める行為におけるマニュアルというのは何なのか。絵画

教室のたとえれば、マニュアルはその練習帳のようなもので、自分の作品をつくる出す前の訓練

機関の教材ということになります。これは、単に、土木デザインが単にまともな領域に達成して

いないということを表すことになっているということなのでしょうか。まあ、土木デザインには、

デザインを行う上でのいろいろな配慮事項や制約事項がありますから、これらを整理したものと

考えられなくはないですが、絵を描く行為にしても、使う道具や構図のような制約条件はあるも

のです。 

黒川紀章や丹下健三のように、建築には建築家という一種の思想性を持ったプロが存在します。

一方、土木デザインには、カラトラバのようなプロというのはほんの一握り存在する程度です。 

ということはパブリックデザイン、土木デザインというものは「美」を求めているものではない

のかもしれないという懸念が考えられます。建築が求めている「美」というものを良く知りませ

んが、プロダクトデザインの工業製品の美は、確かに「美」とは異なっています。工業製品のコ

ップは、おしゃれであったり使い勝手が良かったりということはありますが、「美」とはあまりリ

ンクしません。そのようなコップでは、陶芸家がつくるお茶碗が「美」の対象になります。建築

と陶芸家、土木と工業製品。この二つのグループがあるということになるのでしょうか。デザイ

ンするという行為に対してマニュアルが存在するものと、マニュアルなどあり得ないもの。作者・

建築家の思想性を反映することが可能なものと、個人的な思想性を排除したうえでデザイン（つ

まり機能の組み合わせの合理性を追求するもの）するもの。その違いがあるので、建築家はいる

が土木家・建設家はいないということなのでしょうか。土木プランナーは、家どころか、土木屋

という「屋根」だけしかない存在ということなのでしょうか。（ちなみに「家」がつく職業は、芸

術家、音楽家、画家、漫画家、法律家等のように個人の思想性を売りにする仕事の人。「屋」がつ

くのは八百屋、電気屋など他人が作ったものを仲介する仕事の人。土木は、仲介屋ということ？

本当？）別に、土木デザインを芸術にというつもりではありませんが、個人的には、ちょっとさ

びしいものがあります。2010.05.15 

 

風景の味わい方 

おいしい風景とは？ 

【絵になる風景とは】 

「エッフェル塔試論」を読んでスカイタワーについて考える。 

 

写真に撮りたい風景、絵にしたい風景というものを考えるときに、その逆を考えるのも手法と

してある。さて、写真に撮りたくな風景、描きたくない風景とはどういうものか。まず、「①印象

に残らない風景」というものがある。どこにでもある風景、価値という視点で見ると希少価値のな

い風景。しかし、これは印象としてそう思っていても、いつの間にか失われていく風景いという

ものがあり、常に、その希少性に対してはチェックしていく目をもたなければいけない。そうで

なｋれば、日本のどこに出会ったであろう懐かしい里の風景というものはあんなりみられなくな

っているようなこととなる。また、希少価値に限定することではなく、どこにでもあるが美しい

風景というものも当然あり、これは、希少価値として記録に残しておく意味で写真にとる必要は

ないのかもしれないが、実際に生きている空間の素晴らしさを理解するために写真に撮る、ある

いは、絵として描くことがあってもいい。従って、この①印象に残らない風景というのは、どう
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でもよくて印象に残らないのか、当たり前として感じているから印象に残らないのかを区分する

ことが必要になる。 

「②ごちゃごちゃしたまとまりのない風景」というのもあろう。前回、エントロピーの話をしたが、こ

れが増大してしまっている風景のことで、片付いていない部屋のようなもの。片付けられていな

い風景というのは何だ？ゴミの散らかっている街並みの風景や、ゴミ捨て場になっている河川敷

のような風景があるだろう。それとは別に、ごみではないが、統一感がないごちゃごちゃした風

景もあるだろう。デザインの統一感がないもの、色や様式や素材、大きさなどがばらばらの街並

みなんかそうだ。 

「③人工的な場所」例えば工場敷地のような生産現場が風景として存在する場合のことで、山を

削った砕石場のような自然の中の空間の場合もある。一方、ビル街のような人工的な空間ではあ

るが、ここには風景が存在する。人工的な場であっても、生産現場でなければ風景となりうるの

か。いやそれは違うだろう。生産現場でいえば農地などは、美しい風景の場になる。人工物だけ

が存在する生産現場ではどうだ。プラントやコンビナートのような風景。最近は、このような空

間も風景として見れるようになってきた。という言い方はへんかもしれないが、いけいけどんど

んのときは、風景としての印象は持ち得ないが、脱工業のような現在、工業地帯への哀愁のよう

な感情が生まれてきているのかもしれない。廃れつつあるものへの撞着のようなものかもしれな

い。ものを生み出さない人工的な空間としては、ゴルフ場や遊園地のような空間もあるが、これ

はまた別のことろで考えよう。 

「④単純な風景」有明海の広大な干潟は単調ではあるが多様な世界が広がるという。最も単純な

風景とは、どのような風景だろう。サハラ砂漠のように砂だけの風景、あるいは、北極のような

一面氷に覆われた世界。しかし、これらは単純に見えてそうでない。むしろ、規格的な家屋が並

ぶ分譲住宅地のほうが単調な印象を受ける。 

「⑤汚れた場所、廃屋・廃棄された場所」さきほどのごちゃごちゃした風景のようなゴミ捨てられ

てきたないとか、落書きされた壁のような場所は、確かに汚い。なにか、人間の心の汚さを写し

込んだような風景。しかし、③の人工的風景の工場敷地のように廃棄された場所に哀愁を感じる

のであればなにか存在を感じることができる。また、この汚れた場所という反対後は「きれいに

整理された場所」となるが、そこで使う「きれい」れは、美しさと同義ではない。この場合は美

醜の問題でなく清潔か否かの問題である。清潔な手をきれいな手という。もちろん造形的に美し

い手もきれいな手であるが。 

「⑥偽物の風景」ここには二つの意味があり、一つは、ディズニーランドのような虚構空間、あ

るいは映画のセットのような張りぼての空間としての偽物というものと、虚構でなく実態はある

のだが、どこかのパクリをやった建築物がある風景のようなものがある。 

「⑦あるべき風景でない風景」これは、今の偽物の風景と似てはいるが、どうだろう。現在建設中

の押上に生まれるスカイツリー。これなどは、あるべき風景ではない所にそのものがあるという

意味で、この区分に該当する。しかし、前回のエッフェル塔でも書いたように、特に、悪いこと

ではない。慣れというものもあるし、逆に、その新しい存在に合わせて街づくりが進み結局調和

した存在になることもある。 

「⑧息吹を感じられない風景」死んだ景観のような一見美しい、というよりはきれいに見える風景

が、実は誰もいない、生き物がそこでは育てない風景。この生命の息吹を感じられない空間とい

うものは、どう考えても、写真に写し取りたい風景ではない。 

身の回りの風景をこの分類？で見たときに、どこに該当するのか。街の景観のチェックリスト

にしてみるか。さて、このように分類することで考えてみたが、当初の目的である写真に撮りた

い風景、あるいは絵になる風景の答えはでるであろうか。「人のあるいは生き物や大地の息吹が感

じられ、作りものでない、まとまりのある空間」を見るときに私たちは写真に撮りたい風景とし

て感じるのではいか。さて、どうだろう。・・・・・ 

 

ということを思いながら、紹介したアラーキーこと荒木経惟の「写真の旅」を見た。ここで紹

介されている多くの写真は、上のどれもが当てはまる絵ばかりである。私が、写真にしたくない

絵の分類に該当するものばかりである。 

かれが写真を撮りたい考える動機が、今までのいわゆる美しい写真には「よそゆき」の感じが
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するが、荒木の写真には、まず、この「よそゆき」の着物を脱ぐところから始めなければいけな

いと解説する。身の回りには、もっと身近な風景があふれているし、それは、なかなか居心地の

いいものであると。さて、私は、美しい風景という呪縛にかかってしまっているのだろうか。日

常的に接する風景というものは、もっと、おおざっぱで、荒削りで、そのくせ懐かしさを感じる

という、そういうものかもしれない。写真に撮りたい風景というものは、アラーキーが言うよう

に、もっと身近にある風景であり、遠くの風景写真ではないのかもしれない。 

確かに、荒木は自分でもダイアン・アーバス（女性写真家で、奇形をモチーフにしている）の

ようだと言っているので、通常の感覚・感性ではないかもしれないが、やはり、どこか引っかか

る。彼は、異常なものや奇形なものを撮っている訳ではない。そして、当然、彼の写真を見るこ

とで不快感は沸いてこない、むしろ、懐かしさ、いや、安心感をもつ。たしかに、この本自体は、

30 年以上も前のものであり、映っている写真に懐かしさを覚えるのは当然だが、今の現実の状況

を、このような目線で見ることはできる。「よそゆき」ではない見方で。2010.05.29 

 

【ヤクザな景観とは】 

「景観デザイン」公共施設や公共建築物のデザインを行うもので周辺の風景を十分に考慮し、風

景に馴染んだデザインを行うことが求められる。デザイン手法としては、景観デザイナーによる

景観検討を基本とする。上から目線でおこなうもの。 

「風景デザイン」風景そのものの有り様について診断し、必要に応じ、処方箋を検討し、その対

策をおこなうもの。地域の風土や生業等を基本とする。下から目線で行うもの。 

 

写真の撮るという行為。 

記録で残すということと、その時に見たものを印象として残すという２つの目的がある。 

 

見慣れるということについて 

ひどいものも見慣れると特に悪いとは感じなくなる。生物としての特性なのか。ある悪い環境に

入ってしまうと、それになれるように生理的な反応が鈍くなる。臭い所に最初に入ると吐き気を

もようす場所でも、なれてしまう。とんでもない風景でも、見慣れると違和感なく受け入れられ

る。その一方で、いつまでたっても受け入れられない騒音のような景観もある。 

 

 

600 ページ近い大作「西行花伝」を読み終えました。西行は、平安末期から鎌倉初期に生きた歌僧

で、もともとは北面の武士として出世し、かつ才能と行動力で、若くして大きな期待を持たれていた

人物なのですが、武士という仕事を捨て、歌の世界に入っていきます。その理由を、この小説では、

武士の仕事や社会関係に嫌気をさしてサラリーマンが脱サラをするようにリタイアしたわけでなく、

また、花鳥風月に芽生えて世捨て人となったわけでもない。西行は、この世をよりよい世の中にする

には、武力や権力による支配でなく、歌による支配が必要であると考え、極めて積極的な理由で歌の

世界に入っていったというのです。つまり、この世界に満ち溢れる美しい風景、季節ごとに入れ替わ

る生き物たち、そしてその中で生きていく人間の姿を、愛でる心をベースに置き、その心を持って、

世界を動かしていくべきであるという風に考えたのであろうというのです。 

この当時から、現在でも、世界を動かしている力は、権力欲と経済力のような気がします。彼は、

出世し、偉くなることで権力を手に入れそれを頼りに生きていきたい、あるいは金持ちになって金の

力を頼りに生きていきたい、そんな考えを持って行動している人間ばかりだと考え、それは違うだろ

う、そのような不安定なものを頼りに生きていくのではなく、この世界の美しさを理解する力を得る

ことで、生を肯定的に捉える力を持つことのほうが、生きていく支えとしてより頼りになるのだとい

うことを千年前に主張したのです。 

確かに、この世は貨幣経済で成り立っており、人間は生産活動に寄与しなければその対価としての

お金を得ることができないため、一生懸命に働くのですが、そこで得たお金というものは、あくまで

生きていくためのものであり、生きていく喜びを味あわせてくれるものはお金の存在ではない。消費

行動自体は、あくまで生計を立てるということ、あるいは何らかの目的を達成するための方法・手段

として行われるもので、消費行動そのものを愉しみとすることは少し危ないのではないかと、以前か
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ら感じています。ものを買って自分の満足感を達成させる、そんなことより、今生きているこの自分

を取り巻く風景をしっかり満喫すること、そのための力を養うこと、そのために道具として、西行は

歌、「和歌」を選んだということです。 

 

風景そのものの価値は、その風景をより理解することができる力を持ってはじめて理解することが

できるのであり、歌を読むなどということは、金持ちの道楽や趣味という領域のものではなく、もっ

ともっと根源的に重要なものであると西行は考えたのです。崇徳上皇が、保元の乱に巻き込まれ、す

べての権力を陰謀により剥奪され四国に島流しとなり、挙句の果て憤死して日本国を呪ったのは有名

な話ですが、その崇徳天皇に対し、西行は最後の最後まで、権力ではなく、歌の力でこの世を変えて

ほしいと訴えます。権力も財産も取り上げられることはできても、歌を読むことを取り上げられるこ

とはできません。そこに、歌を読む（＝この世の素晴らしさを理解する力）ことの本当の力があると

訴えます。 

今回は、ちょっと長めに読書感想文を書いてしまいましたが、西行は、自分たちを取り巻く風景と、

そこに生きる人間の素晴らしさを理解することが、世の中のために、もっとも必要な行為であるとい

うことを、なんと千年前に行動力を持って訴え続けた人だったということです。それに比べて西洋の

風景の発見のなんとあさはかなこと。労働から解放されている貴族が、農村を訪れ、風景を発見した

なんのかんの、風景に対する真剣さのレベルが全く違います。 

さあ、私たち景観デザイナー、風景デザイナーは、西行のように、なれるでしょうか。 

 

・・・・とここまで書いて、昨日(2010.06.11)、風景デザイン研究会のシンポジウムがあり、その特

別企画で、来年退官される篠原修教授を読んで討論会がありました。基調講演なしの 3 時間のフリー

ディスカッションで、とても面白かったのですが、そのなかで、篠原先生は、「和歌の世界の風景は、

貴族、あるいは天皇の味わった風景で、それは庶民に押し付けられた風景であり、規範とするには問

題がある」とおっしゃいました。おいおいという感じで聴いていたのですが、ただ、庶民の風景とい

う話には、少し考えなければいけない視点があるのかと思いました。つまり、西行がやろうとしてい

る歌による世界美？の理解は、いつか書いた専門家集団の美意識であり、庶民の美意識とはまたレベ

ルというか段階的に違うのではないか、あるいは、最近の文化的景観というものの本当の意味は何？、

これらは、以前書いた柳宗悦の民芸美の話に通じるのだと思いますが、棚田や漁港のような文化的景

観も、もしかして目線としての貴族・専門家としての美の対象として見ているのではないのか。庶民

の目線の美の範疇なのか。見る人間側(貴族、庶民)の問題なのか、あるいは、見る対象（名所的景観、

文化的景観）の違いなのか。これについては、また時間を見て頭の整理をしたいと思います。【続く】 

 

 

 

しかし、身の回りに愛でる風景や環境がないとなれば、時間とお金をかけてそこまで行かなければ

いけません。そのために、また頑張って働く。しかし、自分の身の回りに、そのような風景があるの

であれば、 

 

【見るということ】 

今西錦司がダーウインの進化論に反論したのは有名？な話ですが、彼が、自然そのものをどのよう

に見ていたか、次の言葉が印象的でした。「自然をどう見るか。それは結局、見られるべき自然の側の

問題ではなくて、私たちの側の問題である」と。あるいは、「自然に対する科学者の関係とは、結局、

自然の本質の問題ではなく、科学者が今までの偏見からいかに自分自身を開放するかという、科学の

ほうの仕事である」という言葉に集約されると。この「自然」という言葉を「風景」に置き換えても

全く同じことが言えるように思われます。風景の見方は、以前書いたようにピクチャレスクのように、

切り抜かれた写真あるいは絵画のように鑑賞する見方に代表されるように、極端に意識して見るよう

な場合もありますが、まったく意識せずに身の回りの環境そのもの、空気のような存在としてと見る？

場合もあります。風景の見方としては、前者が正しいということも、後者が間違っているということ

もない、そんな気がします。 

人間の外的な環境への意識の持ち方は、この意識するしないという 2 つの ON、OFF の有り様以外
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にないものでしょうか。音楽に例えれば、クラッシックコンサートで、物音一つ立てず、緊張して聞

きこむような聴き方と、レストランのバックにながれるＢＧＭの音楽の中間のような存在、あるいは、

それを同時に処理するという、中間というよりは、どちらにも属さない聴き方、どちらにも属する聴

き方。今西錦司の自然への見方の偏見から解放されなければという、その偏見とは一体何なのか、自

分たちが、今、風景ということを考える際に、知らず知らず心を支配している偏見的な見方というも

の、それはなんなのか。それが、この意識するしないというＯＮ・ＯＦＦ的な発想しかできない限界

を前提にして考えているということ自体かもしれないということで、少し考えてみましょう。 

 

「みる」という言葉には、「見る」「観る」「診る」「視る」のようにいくつかあって、辞書では、被

災地を「視る」という時に使うこの「視る」が、「視点場」のように風景を評価するときに使われてい

ますが、風景を感じるときの「みる」は、芝居等を鑑賞するときに使う「観る」が該当するのでしょ

う。このように風景を見る人間の意識、気持ちの有り様で、「みる」あり方が変わります。ということ

は、風景を評価するときの見方と、鑑賞するときの見方では、違ったアプローチが必要ということか。

例えば、医者が患者を診断するときは、全体を見てそれから患部を診るように、風景を評価するとき

は、広角で全体像をとらえ、そして、患部を診断するように、ピクチャレスク、切り抜きの風景の一

部を用いて、何らかの景観上の重要な要素を探し、その意味するところ、モチーフが何なのかを探す、

そんな感じでしょうか。そして、風景を鑑賞する場合は、風景を環境としてとらえ、その中に浸り、

周りを見渡す、写真で言えば、パノラマ的な見方をする、そんな感じではないでしょうか。 

これは、昨日(2010.07.03)、熊本の通潤橋のそばの白糸大地の棚田で行われた風景デザインサロンに

参加して、講師のフランス人技術者シリル＝マルラン氏の話に触発されて感じたことです。彼の話で

は、フランスでの景観検討につかう写真は、基本はパノラマ写真であるということで、その例を、日

本の棚田を素材に実践してくれました。パノラマ写真といっても 180°以上もあるようなぐるりのパ

ノラマ写真でなく、通常の写真(20 ㎜ぐらい)を２、3 枚つなげた程度でしたが、これがまた、状況がよ

くわかる。後出しじゃんけん的ではありますが、実は、私も以前からそんな気はしていました。 

 

そのきっかけは、この前買ったオリンパスのデジタルカメラ「ＰＥＮ」を撮り始めてからです。今

まで、デジタルカメラはＮＩＫON のカメラを愛用していましたが、ブームにのせられ、オリンパスの

ＰＥＮを買って撮り始めてから、写真を撮るということに意識的な変化が起きてしまったということ

があります。 

そのひとつに、簡単に、そしてほとんどつなぎ目を気にしなくてよいパノラマ写真がポイポイと撮

れるところにあります。そして写真を自宅で再生して思ったのですが、パノラマ写真という写真は、

臨場感があふれており、自分をその場にいたことを忠実に再現してくれるという気がしていました。

（特に、ＰＥＮのオマケについているオリンパスの写真整理ソフトで再現すると、パノラマ写真の映

像を、自動にその場で見渡すような動きを持って見せてくれるのです）そいういうこともあって、シ

リル氏の解説に、一瞬にして理解したという感じがしたのです。 

 

少し、このＰＥＮについて。話は少しずれますが、従来のカメラは、現実の世界を写し取るための

カメラと思っていましたし、自分が見たものといかに近い映像が得られるかというところに、カメラ

の性能の良さを求める意識がありましたが、このＰＥＮは、現実を写し取るのではなく、撮影者の意

識上に映っている印象をその場で写しこむことを行うためのカメラであるという違いがあります。目

の前に見えている風景に対して、写真を撮るという行為を記録者として位置付けるではなく、表現者

として位置付けることを求めているカメラということでしょう。私がＰＥＮにつけているビュー・フ

ァインダーは、光学ファインダーではなく、デジタル処理後のもので、ファインダーでのぞく世界は、

現実の世界、風景ではなく、加工された風景です。確かに、現実の風景そのものを写しこむという機

能は当然ありますが、風景をその場で加工し、印象とのマッチングで、撮るプログラム設定をある程

度自由に換えて写真を撮るということで、その捉え方のメニューは数種類しかありませんが、一つ一

つのメニューがお好み次第で修正できるということを含め、操作行為そのものが、風景を素材にして、

いかに作品としての写真を創るかということができるのです。これはおもしろいです。 

もともと、見るということは、見ることを意識して見るという行為を行い、その結果、意識に上が

る意味での見ることができるわけですが、意識下にどのように見ようとしているかが、すでに、見る
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という行為を選択した際に意識されていると思われます（ちょっと、哲学的な言い回しですみません）。

端的にいえば、見たいものを見るということでしょうか。ＰＥＮの機能として、「トイモード」「ファ

ンタジックモード」のように、その風景を思い出の風景として捉えてみることも、ロマンチックな雰

囲気としてみることも可能です。このＰＥＮというカメラは、見るという行為で今まで表に出てこな

かった意識下の見方を、いっきに表に出すことができる装置なのだと今の時点では理解しています。

風景を鑑賞するということで眺めるということは、風景そのものは、気持ちを表現するための素材で

あって、その風景を材料として表現したいものを表現するということです。あるいは、そういうこと

もできるのではないかということです。もしそうであれば、「元気の出る風景」「癒しの風景」という

ことも、風景の機能として可能になると思いますし、自分の心の中にあるものの表出ということで写

真撮影するというのであれば、まさしくそれは芸術家の心持ではとおもってしまいます、が・・・・・。 

 

観賞者として風景を見ることと、風景を診断する技術者として風景を見てカメラに収めること、こ

の両者の違い、あるいは、風景を風景として見ようとする瞬間の意識と、そうでない環境全般として

とらえて風景の中で自分の心を開放するという時の意識の違い。それは、カメラのファインダーをの

ぞきながら、また、撮った写真を再生しながら、「広角」「標準」「望遠」と「パノラマ」の違いとして、

あるいは、「記録者としての撮影者」と「表現者としての撮影者」の違いとして、整理できそうな気が

します。本当かなあ。・・・・・ 

 

今回のだしに使ったジョン・バージャーの「見るということ」の紹介は、ほとんどしませんでした

が、「絵画」「写真」はもとより、「動物」「野原」などを見るという行為を面白く解説してくれます。

今回の考えを触発したもと本でもあります。2010.07.02＋2010.07.04 

 

【自律的な行動を支えるもの】 

前回、風景デザインを考える際に必要なのは、市民の自律性であり、上から目線の計画論ではない

のではないかと書いた。ただ、市民活動の段階がほとんど未成熟な我が国において、市民の自律性の

みに頼ることは当然うまくいかないであろう。そこで触媒としての専門家というものを提言したわけ

であるが、その触媒の役割については十分に考察しきれていなかったので、ここで、再度考えてみる。 

時代は、1960 年代の「量の時代」から、1980 年代に「質の時代」移り、さらに「個性の時代」へ

と移って来た。1990 年段階では、十分に質の問題がクリアされ、個性の時代に入ったというよりは、

質を上げるという中に個性という要素を加味すべきという「質」の内容に対する考えが加わったとい

うことであろう。そして 2010 年の今、求められているのは、「連携」「共助」「共生」などのネットワ

ークである。この連携等の考えは、地域レベルでの個性あるいは独自性という、それぞれの地域の魅

力や役割を十分に認識したうえでなければ成り立たないので、「連携の時代」「共生の時代」は、社会

的な役割分担の明確化の時代、あるいは自分たちの地域の再認識の時代と言い換えていいかもしれな

い。今回紹介したｲｰﾌｰ･ﾄｩｱﾝの「ﾄﾎﾟﾌｫﾘｱ」には、1975 年発刊の 35 年も前の書籍であるが、この場所

の持つ個性の成立要因と、周辺とのかかわりについて、世界各地のモデルケースを参考に記載されて

いる名著である（アジアの対象を日本でなく中国にしているところは残念ではあるが）。場所、あるい

は地域の個性を生んでいるのは、その場所の地形や自然環境の総体としての風土であり、刻まれた歴

史であり、住んでいる人々の宗教性のような思想・考え方・生きざまやマナー・習慣であり、生活や

生業の在り方である。そして、地域の風景というものは、これらの総体として表出しているというこ

とである。 

このように考えると、日本の抱える問題というものは、まず気になるのは、地域や場所の区切りの

問題ではなかろうか。交通の便が良くなったということもあり、また、市町村合併による行政的な区

切りが膨張していることもあるが、その区切りの不明確さが、風景の不明確さにも表れてきているよ

うな気がする。先日、熊本の棚田セミナーで講演されたフランスの景観デザイナーも話していたが、

フランスの行政単位は、結構細かく、かつ、歴史的にも変わっていないということだ。例えば、「福岡」

というのは中央の天神周辺なのか、博多駅周辺・西新周辺を含む範囲なのか、周辺の住宅地を含む範

囲なのか、あるいは福岡県全域、北部九州をさすのか、その都度、意味合いは異なる。このニュース

レターの第 1 号に書いた「福岡らしさ」「筑豊らしさ」等の地域らしさをどうとらえるかという時の基

本条件の設定の仕方の問題である。また、逆に、場所ということでいえば、コミュニティ単位の小学
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校区と、町内会単位、あるいは、隣 3 建のお隣さんレベルなのか。ヨーロッパや中国のように城壁で

囲まれて都市が成立している地域とは異なり、人は生垣といわれるような核に城があるもののだらだ

らと城壁という明確な境を持たず成立している日本の都市とは、まとまった地域という発想には乏し

いのかもしれない。我が国の場合、コミュニティとしてのまとまりは意外とぼやけていて、特に、都

市部では、コミュニティそのものが存在しないあるいは崩壊しているようなところもあるし、あって

も、子供を中心とするＰＴＡ母親コミュニティであったりする。 

しかし、地域づくりという視点から見ると、当然、地域が「個性」を持ったり、地域同士が「連携」

するということの前提には、その要素としての地域区分、地域としてのまとまりは当然必要であろう。 

今後、地域ごとにまとまったコミュニティが形成され、そのコミュニティ単位で自分たちの地域の

個性を理解することができるようになり、より広域な地域レベル（例えば国土レベル）での自分たち

の地域の役割を認識すること。地域の連携は、そのようなコミュニティ同士が手を握り合う、理想的

にはそんな流れだろう。 

 

しかし、特に、都市地域の市民に対し、地域性を認識してもらうことは相当に難しそうな仕事であ

る。そこで、当面は、中山間地域と都市市民の一員である個人の集まりという関係の連携でもいいか

もしれない。 

かつて紹介した「共助研」で、中山間地域と都市市民の連携を目的に行動しているが、地域のコミ

ュニティの中に入ってまずその地域の人たちと話し合ったのは、外から目線で、その地域を評価する

ことと、その評価を地域の方に伝えることであった。それまで、自分たちの住んでいるところには何

もないと言っていたおじいさんばあさんたちも、都市市民から見たきれいな川の流れ、春先に咲き乱

れる山桜、「お焼」といわれる素朴なおやつの味わい深さ、どれも貴重なものであるということを伝え

ると、最初は、そんなものかねえという疑心暗鬼なものであったが、それならということで、自分た

ちで「地域探検隊」を結成し、地域の良さを自分たちで見つけようという動きにつながり、今では、

自分たちの地域に対する認識は全く違ったものになりつつある。かといって、魅力ある観光地として

外から続々人が集まる観光振興のようなことへの発展するような過大な期待を持たせることはなく、

素直に、自分たちの住んでいる生活環境に誇りを持つようになる。実は、表に出して言わなかっただ

けで、もともと自分たちの住んで着る環境には満足しているものの、若者が地域を捨て次々に都会へ

出て行ってしまうことで、なぜこの生活の良さが分からないのかという忸怩たる気持ちがあったのだ

と思う。それを掘り起こし、また、地域にいる若者にも、地域の素晴らしさを理解してもらうこと、

これは、「触媒」の役割の一つである。また、薄れつつある地域コミュニティを、外部の人間がはいる

ことで、再認識することもできる（外部の人間が参入することを排除することもあるだろうが）。 

以前、鳥取の中山間地地域支援センターに、活動の視察に行った際に、いわれた「コンサルタント

の人は、いつも中山間地域の問題提起に対し、地域振興というバラ色の夢で答えるのは間違いだ。す

でに地域活性化する力のない地域がほとんどで、そのような地域に住んでいる人は、地域振興策より、

今住んでいる高齢者の快適な生活支援、いわば、地域の安楽死策を求めている」と。また、「シンクタ

ンクはいらない。シンク＆ドゥタンク(行動を伴うこと)がほしい。報告書より行動を。」と。 

 

これらのことを考慮しつつ、今後も、自律的な地域づくりをするための前提としての地域の有り様

と、私たちの「触媒」としてのかかわりを、少し整理してみよう。【続く】2010.07.25 

 

【裏の風景】 

外国、キリスト教社会では神の存在に対して悪魔が生まれてきた。日本では、同じく神の存在に対

して妖怪が生まれてきた。正と悪がキリスト社会であるのに対して、表と裏が日本社会の姿であると

いうようなことが書いてある。ＮＨＫの連ドラ「ゲゲゲの女房」の影響もあり、水木しげるブームが

すごい。自分も、いっぱしの水木ファンであったし、水木しげるの東海道５3 次なんて美術本？のよう

なものも持っている。自宅の机の前壁には、「なまけ者になりなさい」という水木しげるの色紙が、ウ

ルトラ様と並んで、相当前から張ってある。さて、そのことはどうでもいいのだが、この表と裏の関

係で構築されている日本という世界であれば、当然、日本人の物の見方、ここでは風景についても同

じようなことがつきまというのではないかということで、今回は、「裏の風景」について考えてみる。 

これまで、考慮してきた風景デザインの基本は、健全な風景があることが前提で、その風景が病ん
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でいたり、ヤクザ的に世間様の迷惑になるような要素がはいってきたりした場合に、治療したり、更

生したりすることが必要であると考えてきた。しかし、風景の姿にも、「表」と「裏」の風景があるの

であれば、それは、このように単純ではない。この関係について、表千家、裏千家のような流派とし

ての問題なのか、日なた(陽)に対する陰（影ではなく）の関係なのか、あるはもともと風景には裏はな

いのか、・・・。私の直感的印象では、裏の風景の存在が、日本の風景、日本の街並みの風景に厚みを

もたらすような気がする。 

まず、裏の風景の代表的なものに、「裏路地」「裏通り」がある。この「裏路地」「裏通り」は、一軒

家で例えると、裏口、あるいはお勝手口のように、日常の生活のための出入り口で、生活空間であり、

見てくれよりは利便性を優先させる空間である。玄関は、お客様やご主人様が出入りするところであ

り、多少の利便性は犠牲として、つねに正装の空間として、掃き清めていなければいけない、きれい

にしていなければいけない空間である。 

数年前より、この「裏路地」あるいは「路地裏」の風景というものに光が当てられるようになった。

自分たちの生活空間で利便性第一ではあるが、そこに草花で飾り付け、縁台など置いて夕涼みをする、

レトロではあるが癒しの空間である。 

もう少し、広げてみると「裏街道」というものがある。これは、参勤交代のような正装集団が通る

街道とは別に、沿道に宿場などが立派に整備された道ではないが、むしろ近道であったりする。人生

的に「裏街道」というとヤクザ的な反社会的にも取られるような生き方をさすが、交通路としての「裏

街道」は、バイパス機能も持ち特定のポジションを有しているものと考えられる。 

さて、もう少し範囲を広げてみると、日本海側の地域を、昔は裏日本と呼んでいた。表日本に比べ

て、経済的にも沈滞していることもあるが、気候的にも北風が吹き荒び雪の深い暗い地域であるとの

印象がある。しかし、この裏日本の風景が、あっけらかんとした例えばカリブ地方のような単に陽気

さだけでない日本の多様なそして多彩な風景・風土を形成しており、日本の文化の厚みを増すことに

大きく貢献している。たしかに、裏日本という表現には差別的な事柄もありよろしくはないが、そこ

にもっている雰囲気は重要である。 

地域性、地域らしさというものを考える際には、当然、主観的には好むもの好まないものであれば

好まないものは取り入れないようにするのだが、客観的というか、多彩な文化を形成することを目指

すのであれば、人間の生物的には好まないものもしっかりと導入することが必要ではないか。きれい、

美しいだけの風景というものはうそを感じるが、そこには、この「裏」の存在で、逆に、表の存在が

確かなものになるという関係がありそうである。 

表の商店街が小ざっぱりときれいに整備されていることと併せて、趣ある、あるいは生活感あふれ

る路地裏が合わせて存在するということが、その街の魅力を確かなものとするそんな気がする。 

 

水木しげるの故郷境港では、妖怪のモニュメントを街に配置し、観光客を呼んでいると聞く。行っ

たことはないのだが、そこに、裏日本特有のなにか少し妖怪的な風景が街全体にぼんやりあるとすご

いのだがと思ってしまう。お化け屋敷のような街づくりをする必要はないのだが、隣の出雲が神であ

れば、境港は裏としての妖怪という組み合わせであり、その対比を考慮した街づくりというものも考

えられる。少なくとも、出雲では、出雲大社を中心とした神々が集まる場所としての神々しさを街づ

くりに反映させることは、肯定的に受け止められるであろうが、妖怪という裏の存在を街づくりのコ

ンセプトにすることは少なくとも受け入れがたいものと想像される。しかし、キリスト社会の正と悪

の「悪」をコンセプトに街づくりをすることはあり得なくても、表裏の「裏」の魅力を活かしたまち

づくりというものはあり得ると思う。また、「裏」の持つ奥深さというものへの理解や認識が、日本の

風景デザインの多彩な展開には必要ではないのだろうか。2010.07.31 

 

【風景に感動するということ】 

さて、20 回目を迎えた今回のレターは、「美しい風景」の原点に戻ってみることにします。そのき

っかけは、橋本治の「人はなぜ「美しい」がわかるか」という新書本を呼んで感じるところがあった

からです。彼は言います。美しいということは、「合理的である」ということであると。しかし、その

話を進めるにつれ、次第に、そのような合理的なものを超えて、美しいものに対し感動するというこ

とは、もっと奥深いものでありそうであり、いったい、なぜ私たちは美しいものを見て感動するかと

いうことに、私に似て、だらだらと話を展開させていきます。 
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その話の中で、ものづくりに対して、かつては「簡単にものを作れる技術」がなく、きちんと時間

をかけないとものそのものができない。そこに、試行錯誤の苦労や経験を積み到達する合理的な美し

さ、以前話が出た柳宗悦の「民芸運動」のような素朴な美しさ、職人芸的な美しさが生まれるという

話を展開させます。そして、現在は、「簡単にものを作れる技術」が存在するため、工業製品化された

ものや、人が住む街にも、「美しいはず」「合理的であるはず」という観念がそのまま形になってしま

ったものに犯され、その結果、「美しくないもの」を氾濫させているといいます。まさしく、私たち街

づくりのデザイナー、技術者に対する痛切な批判です。ここで、この本の主題に戻るのですが、そう

でないこと、つまりは観念だけでなく、きちんと「美しい街」を作るにはどうすればいいか。そのた

めには、「美しいがわかるということはどういうことか」を理解しなければいけないということこの本

のテーマに立ち返るのです。 

さて、「美しさ」とは、合理的な姿ということを先ほど書きましたが、じつは、そんなに単純なもの

でなく、「美しさ」の指し示すものは、時代時代の価値観によって当然、異なってきます。私には意味

不明に見えた近代美術に関しても、その美の追求テーマを理解しようとすると、かつての王侯貴族が

集めてきた美術品に集約される「美」というものに対抗するという文化的な、あるいはイデオロギー

的な背景があるということで、「美」の概念を変革することがモダンアートの果たす役割であるという

ようなことが言われていることを知ることができます。つまり、美というものは、時代の背景を抱え

ているということです。今日は、終戦記念日ですが、橋本氏は、1945 年に終戦を迎え、それまでの「美

しい」に対する評価の在り方は制度的に崩壊し、新たに「かっこいい」というようなずっとわかりや

すく、かつ低俗的な評価に貶められざるを得ない状況になったとも書いています。石原裕次郎が起源

といわれる「かっこいい」ということに置き換えさせられたということです。そして、それまでの「美

しい行為」は、愚かな行為、愚かな考え方という転換を迫られ、「美しい姿勢」「美しい姿」ではなく、

「かっこいい姿勢」「かっこいいスタイル」のように、より生物的で、欲望的な価値観が主流をなすよ

うになったと批判します。 

さて、それでは、絶対的な美しさというものは存在しないのでしょうか。 

 

一方で、風景は、人々に感動を与える存在でもあると書きました。そのような存在に対し、評論家

的なみかたですることは、本質を失うことがあると危惧されます。 

さて、それらを風景デザインに置き換えてみると、意外と単純な様相が見えてくように思います。

結論的には次のようなものです。「風景の美しさは、社会背景、歴史背景を背負った個人個人の経験的

な価値観で異なるため、社会性のある美しい風景を創造するということは基本的には間違っている。

いま、私たちがやろうとしているのは、もっと低次元の話で、美しくない風景を作らないようにしよ

う。美しい風景と感じる風景の姿への阻害要因を排除しよう」というものではないかということです。

この意味では、電線や看板の問題を取り上げるのは、すごく妥当なものだと思いますが、それらの都

市における装置的な要素については、その要素そのものを取り上げるのではなくて、風景の中におけ

る阻害要因として見るということが必要です。 

もうひとつ理解したこととして、私たちが接する態度として、風景というあるいみ、感動体験につ

ながる対象物に対して、批評家的な見方をすることでその本質を見失ってしまうのではないかという

危惧も、この阻害要因を排除するというのが目的であれば、理にかなった見方ということになるもの

と考えられます。風景そのものを評価して創出するのではなく、その阻害要因に限って評価するので

すから。また、以前書いたように、「風景は、診断し、病んでいるところを治療し、不良的なところを

更生すること」という話に、同調するようなことであろうと考えます。 

さて、いろいろと試行錯誤してきましたが、第 20 回のレターの締めくくりとしては、このような結

論的な話ができたということで、良しとしたいと思います。 

次回からは、これらの考えの基本に立って、いろいろの書籍の紹介を続けていきたいと思います。

2010.08.016 

 

 

コンサルタントの仕事が、今回の風景をデザインすることを考えるに従って、段々とわかって来た

ような気がする。従来の設計等のイメージではなく、医者なのだ。国土形成の行政的なところは国が

やるのだが、それがうまくいかない、あるいは今うまくいかないためにどのような行政の手立てを考
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えればいいか、それを考えるのが私たちの仕事であろう。つまり、医者が病人そのものを改造するの

ではなく、病人の力で治療することの手助けをすることと同じように、地方の病んでいるところを診

断し、治療法を見つけ、そして地元の人々の自力の力だ治る手助けをする、これが仕事である。もち

ろん、橋梁やトンネル、あるいは治水事業等の防災事業の計画をたて、実際にものを設計する仕事は

あるが、もっと全般的な問題解決が必要となってきていると思う。そう、医療において、外科や内科

等があるが、その治療を施すためには、前段で総合診療（ジェネラル診療）が必要である。その仕事

をしたいのであろう私自身は。個別の治療方法の技術的な専門性は、それぞれの人に任せ、総合的な

視点でものを見ることで、全体像を把握するような仕事。そういったものに魅力を感じる。 

コンサルタントの総合治療部門である。以前は、これらは企画部門であったり、環境部門であった

りしたのだが、今は、この地域を治療という概念を導入することで、より包括的な技術として認めら

れるのではないか。・・・・2010.08.17 

 

【デザインとアート】 

デザインと絵画等の芸術作品の違いを見るということで区分すると、デザインは、「かっこいいデザ

イン」「しゃれたデザイン」というものが存在するが、芸術作品には、「心を打たれた」「心に染み入る

感動」のような美しいものに対する受け取り方のレベルがあるような気がする。美人を見た場合はど

うか、これはなた、生態的、愛欲的な視点が入るであろうし、ちょっと異質であるが、自然と人間の

営みから生まれる風景を見る視線ということでは、評価の軸として持っていてもいいかもしれない。 

洗練されたデザインで造りこまれた街並みは、素敵な街並みであり、また、かっこいい街並みであ

ったりする。しかし、「心を打たれる街並み」ということはあり得ないように思われる。2010.10.16 

 

【日本人の信仰にみる日本の風景】 

2011 年最初の作品にふさわしいいい作品であった。柳田國男、柳宗悦、宮本常一らと同様に、日本

の姿をしっかりと考察した一人保田興重朗（やすだよじゅうろう）の紹介を兼ねて、彼なりに解説し

たもの。安田のことは全く知らなかったが、彼は、日本の美しさ、素晴らしさを、水田耕作による農

にあると見る。そして、当然、その風景は水田風景を唯一のものとし、また、人間の最も幸せな生き

方を水田耕作による農業を営むことと見る。日本は、そのような水田耕作が可能な、つまりは水と気

候と土に恵まれた場所であるこの国を、唯一、争いごとのない平和な世界の実現できる場所として位

置付けている。その流れでみることで、日本に生まれた神々も当然、キリストやイスラムのような一

神教では当然なく、多神教であり、その規定の原理も、宗教ではなく信仰によって国が成り立ってき

たと解釈する。ちなみに、この信仰と宗教の違いは、その生きていくことの縛りを神への畏れとする

か、神との契約とするかの違いで、この違いそのものが、すべての人間の生業や生活にかかってくる。

つまり、神との契約、というものの、神から一方的に押し付けられたこの契約は、あらゆる事例に対

して対応するためには、とてつもなく複雑になり、また、契約そのものの解釈の仕方で、判断が変わ

る。そのため、宗教戦争なるものが起きる。一方、日本の多神教の根本は、自然への、つまりは神へ

の畏れということであり、自然がなすふるまいには、人間の意識や判断が入り込む余地はなく、おそ

れおののき従うことが基本であるが、自然がなすふるまいのおかげで、おいしいご飯（米）が食べら

れることに対する感謝の気持ちもあるため、できるだけ自然が暴れるときは、それをなだめるように

自然と対峙し、また、豊作となった時は感謝の念を表す。このように、自然を畏れれうやまうことで、

人間としての敬虔な立場がより単純化され、つまりは、問題を複雑にすることなく、かつ、すべての

事象を感謝となだめ、そして祟りという恐れというもので包括的される世界を構築する。このような

考えのもとに構築された日本の世界は、民衆が、それこそ陳腐ないい方にはなるが、自然と美しい関

係で共生して生きる姿を醸し出してきたということになる。これが、近代化という西洋の、狩猟社会

の考え方、悪く言えば、略奪型社会の考えが入ってきて、農の美しさより、工の華やかさに魅かれ、

日本本来の美しさを失いつつあるというメッセージである。 

このあたりは、読んでみればわかるのだが、以前紹介した、柳宗悦の民芸の美の話に戻ってしまう

ようである。意図してデザインしたものの美しさは、どうしても欲のようなものが写し込まされてく

ることとなり本当の美しさにはなりえず、そうではなく、自然と美しい関係で共生している農の世界

からこそ、美しい風景が生まれてくる。そこには、ダメなデザインあるいは洗練されたデザインとい

う範疇を超えたより本質的な美しさ、これも以前書いたが、風景の健康美というものが、美しい風景
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を創り出すことができるのではないかと改めて感じる。 

そろそろ、このシリーズも一つの結論を出すべきループに入って来たようである。最初に問題提起

した「風景はデザインできるか」ということに対しては、やはり、日本の風土に基づいた健全な営み

がなされない限り、風景そのものは美しくなりえなく、単体の工業デザインのように、風景そのもの

をデザインすることはできない。空間のデザインは、それが限定的な空間である場合には、美しさを

見出すことができるかもしれないが、その領域をオープンにした風景という枠の中では、日本人の生

業そのものが風景の中の存在にならない限りは、風景の健全化はなしない。特に、今のように、風景

から隔離された、あるいは風景を無視した生業で生きている限りは。それが、本当に、農を中心とし

た世界に戻らなければいけないのか、別に、風景の中で生きていくという関係の社会を作り上げるこ

とができるのかはよくわからないが、保田は、農の社会に戻るしかないといってるようである。 

次回は、第４０号ということになるが、ここいらへんが一つの区切りのような気がする。 


