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Ⅰ．はじめに

観光地はそれぞれの地域が有する条件の下
で独自の発展経緯を辿ると考えられる。つま
り，地理的，歴史的背景の異なる地域には，
その地域に固有の形態が存在すると考えて差
し支えない。その結果，創出される景観も地
域の特性が強調されて独自性を持つに至る。
しかしながら，特に観光拠点となる建造物

を中心として，同様のイメージを有する建物
が各地に出現するなど，「観光地らしさ」を
皆が一様にアピールしようとしている感があ
る。言い換えれば，地域の特色を前面に押し
出すための諸方策が，おしなべて類型化の道
を辿っているように見えると言っても良い。
その原因の一つとして，観光地の景観が，

観光客という外からの視点に応える事を使命
としているところに理由を求める事が出来
る。入り込み客の確保を至上命題とする観光
地では，外からの視点を絶えず意識しなけれ
ばならないため，自らにとって便利なものや
好むものではなく，「お客サマ」が好むもの
を模索することになる。その最大公約数的な

ものは人の多く集まる都市部にあるから，農
山漁村地域にも都会的センスの建物が多数建
築されることになった。例えば，「道の駅」
など観光拠点の定番とも言えるものは，多く
の先例から一定の集客が見込める施設として
安心して建設できるものであることが必要で
あった。
地域産業としての観光を考える時，その地

域に存在する景観はその地で日々を送る地域
住民だけのものではありえない。景観自体が
観光資源として機能する地方においては，景
観に対する地元住民の意識形成に別の動機が
入り込む余地が生じる。単に自ら郷土の景観
を守り育んでいくというだけにとどまらず，
より多くの入りこみ客の誘致という経済上の
要請が働くためである。その地方の主要な産
業が観光であるかどうか，状況によっては些
かの相違を観念する必要があるものの，その
地域を訪れる観光客への配慮が優先される結
果，集客を目的とする幾多の試行は避けられ
ない。その際に生じる問題点，および景観が
創出される過程において，地域住民の意向が
どのように作用するかに着目してみると，観
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光を主な産業とする地域では，都市部におけ
る景観維持，そして農山漁村地域における景
観維持という両者の要素が入り混じった様相
を呈することが判る。
そのため今後における観光地のあるべき景

観作成を考える際には，都市部の景観作成，
そして農山漁村地域における景観作成，それ
ぞれの特徴を捉えておくことが有効であると
考えられる。

Ⅱ．観光地理学の歴史的展開

1．観光と景観作成の歩み
現在の観光地は，既存の条件のみに頼るの

ではなく，観光資源の発掘と新たな創出がそ
の要諦を為す。新規の観光資源の創出が，観
光地として淘汰されずに生き残る条件の一つ
である。このような状態は，他地域との競争
の下，選択的に成長していくことを余儀なく
される観光地の宿命であり，当然の帰結で
あったと思われる。
しかしながら，観光が主な産業となる地域

において，その景観が固有の財産として，入
り込み客誘致の大きな要因となることに変わ
りは無い。従って，いかなる景観を創出する
か，或いは既存のどの景観を維持するかの決
定は，観光資源の確保という意味合いからは
非常に重要な決定事項となる。しかし，今日，
一般には観光とは縁の無いと思われているよ
うな地域においても景観自体に価値を認め，
それを維持していこうという取り組みが活発
化していると鑑みると観光地の景観において
その固有性の保持を命題とすることは第一義
的に重要であると考えなければならない。
・景観へのアプローチ
地域の有する景観に対してのアプローチと

しては，1930年代に landscapeの訳語として
「景観」を用いた辻村太郎の名を挙げる事が
出来る。但し，その景観の把握は外形的，形

状的側面にのみ着目したものであり，社会的
および経済的側面という景観に対する人の働
きかけの部分を一切捨象したものであったと
言える。
しかし，今は景観を重要な要素として内包

する観光地理学においては，観光地域の基本
的な構造と現象を把握することが求められ
る。その中には観光資源の分布，開発手法，
観光関連産業の展開などがあり，同時に当該
地域で営まれる生活と文化への考察をも含
む。また，地域形成の実態とその変化を時系
列に沿って考察し，現在の位置付けと将来的
な方向性の決定にも及ぶ。それにより，地域
特性がよりよく解明されることになるのであ
る。そのような観点から考えると，系統地理
学，地誌学，地図学，地理学史と大きく分類
される地理学において，その中を更に細分化
した諸分野からのアプローチが必要とされる
ことは明らかである。特に系統地理学中の自
然地理学・人文地理学からは，気候学，水文
学，地形学，第四紀学，海洋地理学，植生地
理学，動物地理学，土壌地理学，経済地理学，
社会地理学，政治地理学，都市地理学，歴史
地理学，文化地理学，宗教地理学，人口地理
学，集落地理学，農村地理学，交通地理学，
病理地理学，言語地理学，と，実に多様な観
点からのアプローチを考えなければならな
い。外部から人の営みに影響を与える因子，
ならびに人が為し得る働きかけへの考察なく
してその解明は現実のものとはならないので
ある。
・都市景観へのアプローチ
都市の景観整備に関して本格的な取り組み

がなされ，また飛躍的に景観案策定の必要性
に目が向けられる先駆となったのは，昭和二
十五～六年に相次いで特別法によって行われ
た国際観光文化都市の指定であると考えられ
る。
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一 別府国際観光温泉文化都市建設法
（昭和二十五年法律第二百二十一号）
二 伊東国際観光温泉文化都市建設法
（昭和二十五年法律第二百二十二号）
三 熱海国際観光温泉文化都市建設法
（昭和二十五年法律第二百三十三号）
四 奈良国際文化観光都市建設法
（昭和二十五年法律第二百五十号）
五 京都国際文化観光都市建設法
（昭和二十五年法律第二百五十一号）
六 松江国際文化観光都市建設法
（昭和二十六年法律第七号）
七 芦屋国際文化住宅都市建設法
（昭和二十六年法律第八号）
八 松山国際観光温泉文化都市建設法
（昭和二十六年法律第百十七号）
九 軽井沢国際親善文化観光都市建設法
（昭和二十六年法律第二百五十三号）

国際観光文化都市が，我が国の国民生活，
文化及び国際親善に果たす役割にかんがみ，
これらの都市において特に必要とされる施設
の整備を促進するために財政上も補強したの
が，
国際観光文化都市の整備の財政上の措置等に
関する法律
（昭和五十二年六月十六日法律第七十一号）
最終改正年月日：平成一一年一二月二二日法
律第一六〇号
で，政令により，長崎県長崎市，三重県鳥羽
市，栃木県日光市の三市が指定された。その
目的としては，国際観光文化都市にふさわし
い良好な都市環境の形成を図り，あわせて国
際文化の交流に寄与することが掲げられてい
る。
この昭和五十二年制定（国際観光文化都市

の整備の財政上の措置等に関する法律）で注
目されるのは，その二条に規定する国際観光

文化都市の条件である。それによると，
…「国際観光文化都市」とは，次に掲げる法
律が適用される市又は町並びにこれらの市又
は町に準ずる市町村のうち，当該市町村に観
光，保養等の目的のため滞在し，又は宿泊す
る者の総数（以下「流動人口」という。）の
状況及び当該市町村の財政力が政令で定める
基準に適合するもので，政令で指定する市町
村をいう。（国際観光文化都市の整備に関す
る事業計画）…
となっている。
また第三条では，
…国際観光文化都市の長は，第一条の目的

に照らし，かつ，流動人口の状況を考慮して
特に必要とされる都市公園，下水道，道路及
びその他政令で定める施設の整備に関する事
業計画（以下「事業計画」という。）を作成
し，これを主務大臣に提出しなければならな
い。…
とされる。
これらの文言からは，観光，保養等の目的

のため滞在し，又は宿泊する者の総数を考慮
した上で，観光が一定の経済効果をあげてい
ると判断できる都市に必要な基盤整備を行っ
ていくという考え方が読み取れる。観光都市
であるか否かの判断基準を「流動人口」すな
わち入り込み客の総数に置いているのであ
る。経済効果が認められれば，より多くの資
本が投下されるという図式は，特に他地域と
の競合に晒される観光地において，より顕著
である。

2．今日的な景観へのアプローチと観光
このように特定の都市に対して，我が国の

国民生活，文化及び国際親善に果たす役割に
応じて景観を整備していくことは，国民が都
市における景観の役割を日常生活の中で意識
する契機になったと考えられる。観光地では
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なくても自らが生活する地域の景観を固有の
財産と捉えることになったのである。
この点に関しては，景観自体に主観性があ

り，特定の人間がその景観を見ることは，そ
れぞれに他者とは異なる捉え方が為される事
に着目した1970年代以降の景観に対する新た
な見方の登場が注目に値する。これは今日に
おける国民の景観意識の礎を築いたと考えら
れ，観光を考える際に事業者や地方が景観に
アプローチする姿勢として，更には景観を楽
しむ側の観光客の中にも今や定着していると
言っても良い。すなわち，景観を所与のもの
として無条件に受け入れるのではなく，個人
や集団による場所への価値意識や付与される
意味合いによって現実の景観が形成されてい
くという捉え方である。このような景観意識
の浸透により，背景にある地域風俗・文化と
空間・場所との関係に対して更に詳細な説明
を求める段階を招来したと考える事ができる
だろう。
同時に，観光・レクリエーションの重要性

が認知されたことにより，その地に潜在して
いた観光資源を新たに発掘しようという傾向
も出現した。これは個人嗜好の多様化も反映
して，それまで観光資源として顧みられな
かったものがにわかに脚光を浴びて新たな観
光スポットが登場するという現象も起こって
いる。
一方，国家規模で観光・レクリエーション

産業の役割を見ると，都市部から農山漁村へ
の資源配分という側面が認められる。雇用規
模を始めとする観光産業の地域経済に寄与す
る産業部門としての性格を考慮する時，これ
は看過できない点である。地方における工場
誘致などと比較しても，観光がもたらす経済
効果は計り知れない価値を有する。この機能
を拡大すると国際間の先進国から途上国への
関係も同様の考察を加える事が可能である。

このような資源の再配分システムを内包す
る観光・レクリエーション産業の発展は，地
域格差是正を実現しようとする国家政策と無
縁ではない。高規格道路を始めとして農山漁
村地域にも行き渡る基盤整備は，観光・レク
リエーション産業の発展と歩調を同じくする
以外に実現は不可能であったろう。地域に供
されるに至った利便性の向上は，産業部門と
しての観光がもたらしたものと言ってよいの
である。この背景には，均衡ある国土の発展
を企図する国家の意向が認められる。
そしてこのような産業部門としての観光の

性格からは，当然のように急速な開発や観光
客の流入によって起こる自然環境の破壊，伝
統文化の望ましくない変容などの問題も生じ
得る。それら弊害も抱き合わせで現在の観光
地が成立していることは，現在，国民の共通
認識となっていると言ってよいだろう。
以下では，都市部における景観の維持保存

の実態と農山漁村地域のそれとを比較するこ
とから，両者の共通する部分と相違点を抽出
し，地域住民の景観に対する意識，そして意
識形成に影響する諸条件を分析することを試
みた。

Ⅲ．今日における景観維持の手法とその課題

1．都市型の景観保全
都市型の景観維持保全の取り組みを考える

際，必要とされる都市機能の実現と美観形成
を如何に融合させるかが中心的な課題とな
る。
生産活動の拠点としての景観維持と，日常

生活の場において景観を維持する場面とでは
自ずとその基準にも違いが生じる。そのため
景観整備地区を指定して段階的に美観整備を
行う手法がとられる。
これら生活態様の異なる地域ごとに適合す

る景観基準が存在しなければならない。一般
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的に理想的な景観整備を考える時，その背景
には，社会経済的・文化的特徴を的確に捉え
た手法の確立がある。その地に相応しい景観
の有り様の決定は，如何なる方法によって当
地で日々を送る人々の意向を最大限に反映す
るかに依拠するものと考えてよいだろう。
都市部における景観整備は，目指すべき景

観のイメージが地区ごとに異なり，しかもそ
れを当該都市全体のイメージに統合する過程
で困難が生じるものと思われる。現実には，
部分が全体の印象を決定づける場合も想定で
きることから，景観計画の総合的な策定が望
まれる所以でもある。
生活態様の違いによる各地区の特色という

捉え方をした場合，地区ごとに設定される基
準は，一見，明確であると考えられる。しか
し，いざ，当該区域内を仔細に検討してみる
と，住宅地域ならば住民個々のライフスタイ
ルの違い，ビジネス街なら地域内に社屋を有
する企業の思惑など，雑多な条件を全て考慮
する必要に迫られるために事はそう簡単では
ない。イメージの共有可能な部分を模索した
挙句，全体として誰も満足しないありふれた
景観が創出される恐れは常に存在する。
景観作成を推進するための主体が行政だと

しても，その結果を享受するのは地域の住民
である。その点を考慮するならば，実質的な
担い手となるべき地域住民と行政が協働する
形態を作り上げることが急務となる。方法論
としてそれを可能にすべく独自のノウハウが
必要となる。
そのため，各自治体においては実際に町づ

くりを推進した他地域の研究，視察が頻繁に
行われることになる。その場合，多くの先例
を目の当たりにして自らのケースに適合する
事例を集積するという過程を辿るが，視察を
行った自治体側にはこの段階で共通する幾つ
かの問題点が浮かび上がってくるものと思わ

れる。
その一つが，景観案策定に付随する手法の

選択基準である。あらかじめ視察を行う前に
景観維持のための手法をどのような基準で採
択するかを決定してある自治体はほとんど無
いと推測される。実際に出来上がった町並み
を目にし，そのために実施された手法を比較
検討するのが通例であると考えられるが，有
効な手法を目にした場合，どうしても類似の
ものに流れるのは成り行きとして仕方の無い
ところとなる。
町づくり委員会の設置などがその例で，ど

の自治体でも景観作成の組織体系を考える際
には，当たり前のように行われている。それ
が設置されること自体，何ら異議を唱える必
要が無いものであるし，且つ，必要な機関と
して大いに存在価値が認められるものであ
る。
しかし，各地で実施される町づくり委員会

の実状を検討すると，その構成が殆ど形骸化
しており，類似の組織体形の下に設置されて
いる感が否めない。これが最も効率的に機能
するために，自然とそのような形になるとい
うのであれば問題は無い。しかし，前例を踏
襲することで得られる堅実性は，同時に地域
の特性をクローズアップする際の障害になり
得ることを意識すべきである。地域の独自性
を十分に考慮した計画案を創出するために
は，住民の意向を反映する方法も地域ごとに
異なってくるはずであり，組織作りの段階か
ら自らの地域に合致した手法を考案する必要
があるのではないだろうか。
つまり，借り物の手法による景観案策定で

は，現実に魅力ある景観の創出は望めないと
考えるのが妥当である。そのプロセスで当地
の特殊事情を織り込むことを想定するとして
も，特に地域住民の意識に関する部分は十分
に取り込めない結果を生じる可能性がある。
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何故なら，一つ一つの都市がその規模に発
展するために辿る経緯を考えた時，それぞれ
に地形や人口，気候，或いは産業構成など，
一見，条件をほぼ同じくすると見られる都市
の間にも，詳細に検討すれば同一と考える事
の出来ない部分があるからである。当該都市
および地区が発展した年代，また都市および
地区中における住民の年齢構成などの他，目
指すべき都市景観のイメージが共有できてい
るか否かを十分に検討する必要があるはずで
ある。
それらを考慮した場合，景観案策定の手法

は各自治体によって，実に多種多様なものに
なっていくのではないだろうか。この段階に
至って初めて，他地域の先例が有効に機能す
ると考えるのが妥当であろう。

2．農山村地域の景観保全
今日の景観保全を都市部と農山村地域に分

けて考える場合，極めて大雑把な捉え方をす
れば，都市部の景観案策定は新たな景観の創
出に比重があり，農山村地域の景観は，環境
保護の観点から既存の景観をどのようにして
維持保全していくかに重きがおかれるという
把握の仕方であると思われる。
都市部においても旧来の町並みを保存する

取り組みがなされている。しかし，都市機能
の拡充を旨としなければならない都市部にお
いては，町並み保存はその地区を特区として
残存させる手法を中心とせざるを得ないのが
実状であり，これを更に一歩進めて，都市の
発展を維持しつつ，その中で旧来の町並みを
機能させていくことが可能な画期的な手法が
待たれるところである。これが上手く行けば，
都市部における景観案の策定が真の意味で新
規景観の創出と既存景観の残存という二分法
で語る事が可能になるであろうと思われる。
そうなると，都市部も農山村地域の景観保

全も，同様に二分法で説明されることになり
そうだが，実はそうではない。農山村地域の
景観保全に関しては，更に複雑な問題を孕む。
これについて農山村地域においての景観を

考える際のキーワード，「自然環境の保護，
保全」「地域の暮らし」「地域の固有性」が大
きな意味を持つことになる。
例として，農山村地域が有する里山の景観

に対して，我々は風情と安らぎを感じる。国
民の原風景とも言える景色である。しかし，
これを厳密に解釈すれば，里山の風情ある光
景は既に「自然」ではなく，人の手が加わっ
て作り上げられた，言わば加工された自然な
のである。見方を変えれば，都会から自然を
求めて農山村地域を訪れる人々は，本来の自
然ではないものを眺めて自然の懐に抱かれた
と言う感想を抱いていることになる。しかし
さらに一歩進めて考えればそれはそこに住む
人にとって必然であった生活の営みなどを反
映して作られたのもである。
農山村地域を訪れる人々が，それを「自然」

であると感じれば十分に里山の価値は認めら
れ，それが原風景と考えられ不思議なことで
はない。「そういうのは普通の自然，全く人
の手が加わっていない自然は『大自然』とで
も呼べばよい」との意見も出て来そうだが，
ここで取り上げているのは勿論，言葉の問題
ではない。
景観保全への取り組みという視点に環境と

いう要素を加えて考える場合，人の手をどの
程度，加えて良いかという問題が生じる点で，
農山村地域における景観保全は都市部と全く
異質の問題を含んでいると言える。少なくと
も，新規景観の創出と既存景観の残存という
二分法では，農山村地域における景観保全を
包摂できないことは明らかである。
「既存景観の残存」の更に上位に位置する
ものとして，「一切，人が手を触れてはなら
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ないエリア」を想定する必要がある。それは
条件をつけることも許されない場所である。
希少生物の繁殖地，或いは，一旦伐採すれば
回復不可能な原生林などはわかり易い例だ
が，その他にも，里山に手を加えて新たな景
観を創出する場合，隣接する自然林などに直
接影響を与える事態を容易に想定し得るだろ
う。この他，生態系への考慮，自然環境に配
慮した災害への対策，など景観案作成に際し
て農山村地域に課せられた制約は都市部に比
較して多岐に亘ると考えられる。単純に良好
な景観の創出のみを目指した景観案作成は許
されない点で，このようなエリアを含む景観
案の策定は困難を極める。少なくとも都市部
では，財政上の問題など一定の条件が整えば，
どんな大規模な建物でも廃棄，改築，新築は
可能である。

3．景観行政団体
最後に景観行政団体についてである。これ

は都市型，農山村地域型を問わない。景観法
に定める景観行政団体は，現在，市町村にお
いては景観計画策定の前提となるものと考え
られている。
政令市，中核市以外の市町村においては，

都道府県が広域的な観点に基づくチェックを
行うことで同意し，景観行政団体になり得る。
景観行政団体になることが良好な景観創出の
第一歩になるのである。
一見すると都道府県の行う広域的な観点に

基づくチェックというハードルが用意されて
いて，そこを超えなければ景観計画策定が叶
わないというようにも理解できるが，実状は
そうではない。良好な景観を創出しようとす
る自治体は，明確なビジョンと景観計画の細
目を決定しない段階で，景観行政団体になる
ことができる。
そのため，「まずは景観行政団体になる。

詳しいことはそれからだ」というような景観
案作成への取り組みが実際は可能である。景
観行政団体になることは地域住民への景観意
識の啓発に資することにもなり，良好な景観
を実現する第一歩として各自治体の動機付け
としても最適なものだろう。広域的な観点か
らの都道府県が行うチェックも，景観行政団
体になろうとする各自治体の独自性を損なう
ようなものであってはならない。
但し，景観行政団体になったことだけで，

自らの自治体が景観行政に積極的であるとい
う雰囲気が出来上がる恐れが無い訳ではな
い。実質的に目指すべき景観イメージを早急
に決定するため，或いは，景観行政団体とい
う名称が，行政と地域住民が協働するための
シンボル的に機能することを期待したい。

Ⅳ．観光地のあるべき景観保全について

ここまでの記述では観光地と都市部ならび
に農山村地域の景観保存についてその特徴を
踏まえ概観した。ポイントを整理すると以下
のようになる。
①入り込み客という地元住民以外の目がそれ
を評価する。

②他地域との差別化を図るべきそれぞれの地
域が，類型化の傾向を示すに至っている。

③都市型，農山漁村型，ともに新規景観の作
成，旧来景観の残存，の二つの決定を迫ら
れている。
ここまでの議論の，観光地に限らない一般

論としての景観論に加え，今後，観光地とし
ての景観形成について対応が必要になる。
ここから先の議論は次稿において検討する

ことにする
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