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１．はじめに�

　本稿は “ 風景計画 ” 領域のレビューを企図したものであ
るが，造園学／ランドスケープにおいて “ 風景計画 ” とい
う領域についての一定の含意はあるものの必ずしもその範
囲は明確ではない。この傾向は造園学一般においてもみら
れるが，“ 風景計画 ” において特にそれは顕著である。「ラ
ンドスケープ研究」における定期的なレビュー企画として
は本稿より先に２稿あり，それ以前の単発的なものを併せ
ると３稿の先行するレビュー論文がある。特集企画全体に
おける各領域の取捨選択にも左右されようが，これらにお
いてもその取扱いの範囲は一定ではない。
　１つの軸はより属地的かつ直接的な風景地の計画・管理
に関する研究だけでなく，風景への価値観やモデル研究な
どを含んだ風景論研究を含めるかどうかという点である。
レビュー論文のタイトルからそれは看取でき，1995 年の
堀繁 1）は「風景計画・自然公園計画」であり，2008 年の
古谷勝則 2）は「風景計画，自然風景地の計画・管理」で
ある。一方，2010 年の山本清龍 3）は「自然風景地の計画・
管理」となっており，「風景計画」という言葉の有無が確
認される。もう一方の軸は，対象とする風景・空間の範囲
である。古谷（2008）は風景計画の範囲は，「都市・農村
から自然公園まで」と言及しつつ，“ 自然風景地 ” のみを
取り扱っている。山本（2010）は “ 自然風景地 ” 4）の範囲
に一定の基準があるわけでないという前提に立ち，都市を
除いた原生自然から農村の自然までを取り上げている。堀

（1995）はモデル研究が隆盛であった時期を担当したこと
もあってか，その範囲は都市までを射程としている。
　こういった経緯をふまえ，本稿での取り扱いの対象は風
景論研究を含みつつ，対象とする空間的範囲は原生自然か
ら農村までをおおよその範囲とした。さらに山本（2010）
を参考にしつつ，近代造園学の開始以来，風景計画領域で
取り扱ってきた自然公園法に管轄される空間や，その延長
線上にある世界遺産に関する事例は網羅的に収集した。一
方で，他の法令で指定されている公園については，原則取

扱いの対象外とした。主要なレビュー対象はランドスケー
プ研究のほか，環境情報科学論文集，日本建築学会計画系
論文集，都市計画論文集，日本森林学会誌としたが，特に
境界領域における取捨選択については筆者の判断であるた
め，遺漏についてはあらかじめお詫び申し上げたい。

２．風景モデル・風景の見方の探求�

　風景計画においては，保全も含めて風景を操作の対象と
する。その際には，見られる対象の操作だけでなく，視点
や視点場も含めて操作の対象となる。また，物理的な操作
にとどまらず，情報の付与を含む風景の見方も併せての操
作対象である。風景計画の方向性は基本的に良い風景の創
出にあるが，目標である一方必ずしも普遍的な解のない良
い風景を探るために，風景の見方を含む風景モデルやその
形成の過程に関する研究が行われてきた。

（１）風景モデルの把握と相対化，風景概念への議論

　日本の古典図像モデル研究の流れとして阿部 5）は近世
の浮世絵師・歌川広重の風景の見方（風景観）とその現代
への連続性を論じている。田代ら 6）は「逆さ富士」に代
表され，浮世絵としても描かれる水面に映りこむ倒景につ
いて計量的に解析している。また，白砂青松というモデル
について姜ら 7）は日韓両国における白沙青松（白砂青松）
の概念を探るべく用語の生成と展開を検討している。また，
現代の大学生を対象に海岸に対する心象風景を探った松島
ら 8）による研究がある。この中で白砂青松という見方の
断絶を再確認している。風景は文化の所産でもある。この
ことをよく示す「八景」について，耿ら 9）は中国・北京
の燕京八景の変遷及びその定着の過程における特徴の変化
について論じている。この他，近代における風景の見方の
変化について水谷 10）は新しい技術である写真がもたらし
た影響を論じ，伊藤 11）は 1950 年代以降の風景に関連する

「百選」を対象に風景の見方の重層・多様化を論じている。
「風景」概念の整理はこの領域における根幹でもあるが，
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吉村 12）は「風景」概念の言説の整理を行い，「風景」化以
前の無意識的風景体験の重要性について論じている。水内
ら 13）は，造園学の泰斗である田村剛の「風景」概念の整
理とその国立公園への影響について論じている。横関らは
農村や文化的景観とも深くかかわる郷土風景論について田
村剛の郷土風景概念の変遷から 14），また明治末期の地方
における動向から 15）論じている。

（２）各地域における風景の見方

　近年，観光による地域活性化を含めた個性的な地域づく
りが隆盛となっていることもあってか，その地域における
風景の型や見方に関する研究が行われている。その点が明
示されているものとして，押田 16），17）による近世紀行文に
描かれる鎌倉の風景とその現代的価値を観光の視点から論
じたものがある。ある時点における風景への見方を探ろう
としたものとして，西村ら 18）は近世絵図から筑波山の見
方を，那須ら 19）は近代の絵葉書から京都・嵐山における
大堰川とその風景の見方について論じている。大竹ら 20）

は絵画における三保の松原と富士山の描かれ方と意味の変
遷を明らかにし，その価値の現代への連続と断絶を論じて
いる。“ 地域らしさ ” を捉えようとする研究として，塚田
ら 21）の群馬県中学校の校歌における山岳景の特徴を論じ
たものがある。四戸ら 22）は北海道旭川市における地域ら
しい風景とその生成過程を論じている。一方で，地域らし
さのステレオタイプ化に対して懸念を表明したものもあり，
上田ら 23）は，北海道らしい風景イメージを日中台の旅行
者ごとに明らかにしたうえで，日本人の「北海道らしさ」
の固定化を指摘した。
　以上から見る研究の動向としては，デザインやプランニ
ングにおける原則や規範の探求や，地域づくりのモチーフ
の探求が目的とされる一方で，規範モデルに対する批判的
視点や相対化が狙われた研究もある点に特徴があるといえ
る。普遍化と同時に差異化が目指されるという現在の世界
的潮流をふまえれば，この動向は今後も継続されると思わ
れる。

３．風景評価，利用者の評価・意識�

　風景は，空間と人との間に生じる現象であるため，人の
認識の仕方の把握は重要となる。特に，観光やレクリエー
ション利用を考えた場合には人々は何らかの期待を持って
その空間を訪問するわけである。質の高い空間のしつらえ
が求められるが，しばしば言及されてきた Zube ら 24）の
整理に従えば，空間の設計には専門家の判断だけでなく，
客観性科学的知見に裏付けされた手法も求められ，そのた
めの研究が行われている。ここでは風景の評価を対象とし
たもののみならず，自然風景地における空間体験に対する

評価を行ったものを取り上げた。

（１）東アジアの風景観

　艾海提江 25）らは，自然風景に対する日中（ウイグル）
の共通・差異について，写真を刺激材料にした SD 法によ
る主観評価，AHP 法による比較評価などから明らかにし
ている。許ら 26）は中国東北部の瀑布の風景評価を近傍環
境と併せて SD 法を用いて明らかにしている。一方，SD
法などは調査者が質問項目や尺度を設定するため，その因
子の普遍化は１つの課題であり，徐ら 27）は環境心理学分
野の国際誌のレビューにより海外のトレンドと日本との比
較を行っている。

（２）森の癒しへの期待

　自然風景地としては量的に大きな地位を占める森林地域
においては，癒し効果への期待など静的利用に関連した研
究が行われている。上原 28）は長野県の森林セラピーロー
ドにおいて風景を含む散策路の空間条件と癒し効果の関連
を明らかにしている。張ら 29）は赤沢自然休養林における
利用者行動の特徴を明らかにしている。特に高山らは森林
の癒し効果に着目した一連の研究を展開しており，個人の
特性による森林環境への印象の違いをオンサイト調査実験
にて 30），木漏れ日に対する印象評価と心理的ストレスとの
関連 31）を，注意回復理論に基づく PRS（Perceived 
Restorativeness Scale）を用いて，都市間環境との対比か
ら森林環境の機能特性を 32），森林鑑賞の心理的影響 33）を，
心理的評価測定の効率化を目指して日本語版活力感指標

（SVS-J）の開発 34）を，さらに長時間の森林滞在による心
身への影響 35）を明らかにしている。藤澤らは木漏れ日の
生 理 的 評 価 と 印 象 評 価 3 6 ）を ， 日 本 語 版 回 復 感 指 標

（ROS-J）の開発とオフサイト森林浴の心理的回復効果 37）

を明らかにし，上田ら 38）は森林ウォーキング中の心理的
回復感の変化を明らかにしている。
　また，オンサイトのみならず，人々が何を求めているか
という期待感も含めた把握が必要である。高山ら 39）は，
GTA（グラウンデッド・セオリー・アプローチ）を用い
て快適な森林浴環境のイメージ構造を明らかにし，上田
ら 40）は森林浴イメージの空間条件を明らかにしている。
　このように個人や特定集団の利用や福祉的効果について
の研究が飛躍的に蓄積されている。ヘルスツーリズムやメ
ディカルツーリズムといった言葉の流行から見るように，
森林を含む自然風景地の医療や癒し効果についての需要は
高まるとみられ，持続的な利用を念頭とした実際の空間管
理につながる研究が期待される。関連したものとして，田
中による林学における観光レクリエーション研究のレ
ビュー41），42）がある。
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４．物的景観の特性とその形成過程�

　対象地の自然や景観調査研究は風景計画分野において古
典的なものと堀が述べるように，風景の見方と併せて物的
景観とその形成の過程を把握することは極めて基本的かつ
重要なものである。
　七海ら 43）は伝統的漁法が生み出した栃木県の那珂川に
おける簗景観の特徴とその現代的価値について論じている。
岡田 44）は日本各地の石灰・セメントの山地であり砿都と
通称される 37 地域の景観の特徴と背景を論じている。下
村ら 45）は写真を刺激材料として奈良県の斑鳩らしい景観
の要素とその変化を明らかにしている。樋笠ら 46）は四国
遍路の接待所の空間的形態とその存続要因を論じ，伊藤ら
47）はシークエンス景観として捉えられる熊野参詣道伊勢
路の特徴を明らかにしている。
　地域アイデンティティとも関連する歴史や文化の重要性
や文化的景観概念の定着もあり，これらと関連する研究が
行われている。すべての研究が人の生活のかかわりで生み
出された風景を扱っており，風景観の変化を端的に示すも
のであるといえる。また，その特徴として物的景観のみな
らず，それらを支える背景やメカニズム，現代における意
味が併せて探られ，新たな風景の価値を発見・再発見しよ
うとする点がある。

５．農村の風景�

　里地里山には「日本のふるさと」イメージが投影されて
国民的風景との無意識的了解があるよう，風景を扱う上で
は農村へのまなざしもまた重要であろう。本稿では都市近
郊から中間山間地域を対象としたものを取り上げた。
　物的景観とその見え方に着目したものとして，木村
ら 48），49）は滋賀県の茶園景観の見え方について，村上は農
業水利施設としての堰の景観について一連の研究 50）～52）

を展開し，七海らは 53）伊豆半島松崎町における桜葉畑景
観の生成プロセスを明らかにしている。海外の事例として
は，樊ら 54）が風景の保全の観点から中国朝鮮族の木造民
家の減少に対する森林政策の影響を明らかにしている。
　地域住民の風景の見方や意識を扱ったものとして，小島
ら 55）は神奈川県吉沢地区の里地里山に対する児童の風景
認識を，岡山ら 56）は同地区の里山保全活動者の風景認識
を明らかにしている。柴田ら 57）は大分県の中山間地域に
おける耕作放棄地に対する住民の風景評価を，渡部ら 58）

は地域アイデンティティとなる風景の生成過程を生活行為
のとの関連から明らかにしている。このほか，浅田ら 59）

は農村も主要資源である日本風景街道を対象にそのシーク
エンス景観の地域特性を解析し，福井ら 60）は囲繞景観の
景観要素に関する調査手法について，石内ら 61）は農村を

含む地域の風景資源が顕在化し得る地域区分方法を提案し
ている。小野 62）は日常生活において体験される風景の価
値を計画論へ組み込むための布石として，三陸海岸沿岸域
の漁村からの海への見え方を分析している。
　小浦ら 63）は重要文化的景観に指定されている四万十川
流域における太陽光発電計画の顛末を取り上げ，景観保全
のための計画課題と協議における論点を整理している。再
生可能エネルギーと景観保全を対立的に捉えるのではなく
適正に共存させるために，立地誘導型の計画，法的に位置
づけられた協議の場，最終的に判断が委ねられる自治体へ
の専門的支援の仕組みの必要性を論じている。
　2007 年の丹後天橋立大江山国定公園の指定においては，
新たに里地里山の風景が資源とされた。ただし，赤坂 64）

や横関らが論じたようにその価値についての認識は近代よ
りあった。このように風景計画領域において農村の風景は
古くて新しい問題である。なかでも再生可能エネルギーと
の撞着においては，各地域における風景・景観の社会的価
値や公益性が問われる。小浦らが指摘するような課題克服
のための計画論が要請されており，その起点にはやはり地
域における風景の価値の発見・共有が欠かせない。

６．国立公園・自然公園�

　風景計画領域と国立公園という制度に特別なつながりが
あったとすることに異論は生じないと思われる。一方で，
その関係性の再考が必要とされるとの見解もある。このた
め，本稿では１章を設け，国立公園と自然公園に関連する
ものを収集した。本章で取り扱ったものは合計 84 稿である。
なかには公園区域内の資源を対象としたのみであり，直接
自然公園とは関連しないものもあるが，本稿において量的
に最も大きなものとなっている。研究内容や狙いに関して
は他章で扱ったものととりたてて差異が無い点もあるが，
この点については了解いただきたい。

（１）通史・計画史

　この間において量的に飛躍的蓄積が進んだのは国立公園
史に関する研究である。この背景には文献資料のデジタル
アーカイブ化の助けによる新たな資料の発掘もあるが，自
然に対する価値観や社会情勢等の変化に対応するべく
2007 年の「国立・国定公園の指定及び管理運営に関する
提言」を受けた制度の見直しからの流れがあるとみてよい
だろう。国立公園の新規指定や分離独立が続く中で，2016
年３月には「明日の日本を支える観光ビジョン」という国
家ビジョンが策定され，環境省は「国立公園満喫プロジェ
クト」を立ち上げた。「従来の国立公園の枠組みにとどま
らず，国立公園をつくり変えていくことが必要」と決意 65）

されるなど国立公園は更なる転換の時期にある。こういっ
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た際には制度の歴史や蓄積が改めて顧みられ，未来を占う
材料とされると考えられる。
（ⅰ）国立公園の計画史
　国立公園の変化を示すものとして，渡辺ら 66）の自然公
園法制定以降（1957）の資源対象が多様化する傾向と能動
的管理の重要性について論じたものがある。また，櫻井
ら 67）は雑誌『國立公園』の表紙から自然風景に対する価
値観の変化を論じた。この間，特に注目されたのが「国立
公園の父」田村剛を中心とした国立公園法がされた 1930
年代周辺の動向であり，岡野，水内ら，水谷，西田らによ
る研究が進められた。この中で，国立公園の選定のメカニ
ズム 68），69），国立公園に関わる政治社会的背景 70）～72），田
村らの計画思想 73）～76）が明らかにされており，逸話・伝
記の域を脱した感がある。また，佐山ら 77）は公園内の建
築物の高さ規制が 13m として定着する経緯を明らかにし
ている。この他，村串 78）は戦後の国立公園の動向に関し
て自然保護の観点から論じている。
（ⅱ）地域から見た国立公園の位相
　個別の国立公園を事例として取り上げ，計画思想や政治
社会的動向を論じるものも多いが，各国立公園史の研究も
進んでいる。佐山 79）は 1974 年の利尻礼文サロベツ国立公
園指定（昇格）とその背景にある国立公園の方向性の変化
を論じた。国立公園は突如として指定されるわけでなく，
地元の積極的な働きかけなどがある。小野 80）は 1934 年の
瀬戸内海国立公園の指定における地方の準備と区域決定と
の関連を論じ，さらに郷土アイデンティティの宣揚や地方
振興の１つの手段として地域社会において受容されていた
点を論じた 81）。西川ら 82）は雲仙国立公園の前史や公園区
域周辺を含む観光整備と都市計画との関係を論じている。
町田ら 83）は阿蘇くじゅう国立公園の観光道路の成立に関
わる地域の動向を明らかにした。地域の文脈という点から
は，伊藤 84）の西海国立公園の九十九島における多島海景
に関するものがある。地域の文脈とは異なる国立公園の風
景として多島海景が導入されたものの，定着に至らなかっ
た過程が論じられている。
　国立公園として指定された場所の歴史や意味を追いかけ
た研究もあり，水内ら 85）は近世まで信仰と修行の場であっ
た霧島の国立公園指定（1934）の経緯と霧島神宮の関係を
論じている。黒田 86）は信仰と修行の場であった阿蘇山が
近代において観光対象化される経緯について国立公園指定

（1934）を含めて論じ，岡山ら 87）は国立公園指定における
区域指定の経緯と中央行政側の草原景観への評価を論じて
いる。初期の国立公園制度の動揺を誘引した場所として吉
野熊野国立公園があるが，水谷は国立公園指定（1936）に
おける私有林との撞着と調整の経緯 88）を，公園指定にお
ける地域の動向 89）を論じ，渡邉ら 90）は公園指定時におい
て資源とされたものと背後にある価値観を，東口らは吉野

山の櫻の物的景観の変遷と風景の見方の変化を雑誌「旅」
から論じている 91）。また，水内ら 92）は 1946 年の伊勢志
摩国立公園指定の要因を伊勢神宮の関係性から説明するな
ど，神社など歴史資源と国立公園の関係性に焦点があてら
れている。
（ⅲ）自然保護・生態系保全の思想
　昭和初期の事例が論じられる一方で，番匠ら 93）は日光
国立公園戦場ヶ原における保全思想の変遷を論じている。
中澤らは日本の自然保護の象徴でもある尾瀬国立公園にお
ける車道建設の経緯を明らかにしたうえで，国立公園の運
営に関する合意形成について 94）を，廃棄物と排水対策の
経緯 95）を論じている。
（ⅳ）国定公園・都道府県立自然公園
　国定公園に関する研究も進んでいる。1950 年代の国定
公園の焦点が当てられており，小沢 96）は琵琶湖国定公園

（1950）が国立公園でなく国定公園として指定された経緯
を淀川河水統制事業と内湖干拓との関係性から論じ，山
口 97）は公園前史としての明治・大正期の本多静六らによ
る「風景利用」計画と名勝仮指定が果たした役割について
論じた。小沢 98）は中央行政内の国立公園道路の構想と耶
馬日田英彦山国定公園成立（1950）の関連を，佐渡弥彦国
定公園（1950）指定と地域の要望により大河津分水が区域
に含まれた経緯 99）を論じ，さらに沖縄県の国定公園の前
史として琉球政府立公園（1957）の特徴とその役割を解釈
している 100）。山口は大和青垣国定公園の主要資源である「山
辺の道」の成立の経緯 101），景観保全運動と思想の展開
を 102）論じている。西邑ら 103）は近代以降の筑波山の観光
ルートの変遷を論じている。この他，伊藤は国立公園行政
における多島海景の規範・起点としての宮城県・松島の位
置づけ 104）を，展望との関係から近代における松島の風景
地の整備 105）を論じている。
　1930 年代前後の国立公園史に関しては西田による「風
景の政治学」との唱導 106）の下にそのフレームが拡大され
た一方で，国立公園行政の開始や公園の選定などの個別の
動向に関する精緻化が行われたといえる。これらの論点の
１つは，“ 伝統的風景地 ” をめぐったものであり，この背
景にはアメリカの国立公園を参考にしつつも，既に社会空
間化されていた場所を国立公園指定した日本の事情がある。
また，昭和初期のナショナリズムといった社会背景から，
国立公園として指定された空間へのまなざしに着目がされ
た。
　この傾向は個別の国立公園史についても同様であり，近
年の歴史や文化への着目が国立公園にも及んでいると見る
ことが出来よう。また，地域社会から国立公園を捉える視
点が多く示されており，国立・国定公園の意味や役割が相
対化され，かつ多面的に捉えられている。国策的なインバ
ウンド観光推進の中で「利用」のための空間整備が進めら



特
集

JJILA 82（1），201816

れる現下の国立公園を考える上で，その資源や利用の仕方
の変遷の蓄積は重要な知見となる。

（２）利用者の視点

　自然風景地を棄損することなく利用者が満足するような
質の高い体験を提供することは，計画・管理の目指す先の
１つであり，そのための知見を集めるべく様々な方向から
アプローチが行われている。
（ⅰ）利用者の嗜好・行動の把握
　この直接的なものに，五木田ら 107）による山岳系の国立
公園での体験の意味や効能を日本的心性とする感動から明
らかにしたものがある。満足感と関わる期待感の把握に関
しては，山本 108）が富士山を対象に期待する資源性と利用
のイメージについて論じている。体験の質や満足感は点的
な自然風景だけでなく，総合的に判断されるものである。
山本 109）は富士山の登山口別による満足感の違いを明らか
にしている。また，施設整備に着目したものがあり，安
ら 110）は増加する中国人観光客を対象とした整備すべき施
設の優先順位を，山本ら 111）は尾瀬国立公園のビジターセ
ンターの利用者の意識や行動の特徴を整理している。満足
感には混雑度の影響も考えられるが，2002 年の自然公園
法の改正では利用調整地区制度が創設され，自然公園の野
趣性の維持が目指されている。田村ら 112）は吉野熊野国立
公園の西大台利用調整地区の利用者の意向を，山本 113）は
富士山の登山者数の上限設定に対する登山者の意向を明ら
かにしている。混雑感を把握するための調査研究として，
一場ら 114）らによる尾瀬国立公園におけるオンサイトと室
内の比較調査がある。また，混雑回避行動に着目したもの
として，山本による富士登山口の選択動向を明らかにした
もの 115）がある。公園での人の行動による利用者の意識へ
の影響に着目したものもあり，小林 116）は北海道の国立公
園において利用マナーに関する意識を明らかにしている。
この他，自然風景地の管理のための新たな仕組みが導入さ
れる中で，山本ら 117）は 2014 年度から実施されている富
士山保全協力金制度への支払い行動に対する研究を行って
いる。また，国立公園計画において歩道は徒歩移動を念頭
に計画されているが，国立公園で行われるアクティビティ
は多様化している。その代表であるトレイルランをめぐる
現状について，服部ら 118）は瀬戸内海国立公園六甲地域の
事例を明らかにしている。
（ⅱ）リスク管理のための知見
　国立公園の計画・管理においては事故等のリスク管理の
視点も重要である。一義的には，利用者の安全を確保する
ことが重要であるが，どのレベルまで安全性を求めるのか，
さらには，地域制を敷く日本の自然公園においては公園指
定区域の管理の責任者も必ずしもは行政のみではないとい
う実態もある。小林 119）は日本の自然公園の実情にあった

リスク管理手法を構築するための考察をし，小林ら 120）は
北アルプスの，山本 121）は富士山における山岳事故の特徴
を把握した上で利用者側が認識する不安や危険を明らかに
している。また，高山病に着目しつつ利用者の事故に対す
るリスク管理意識や登頂断念要因を明らかにしているも
の 122），123）がある。さらに，山本 124）は 2013 年の富士山の
世界文化遺産登録による利用者動向の変化をふまえ，利用
者が認識する危険要素と併せて導入検討中であった富士山
保全協力金制度への意識を明らかにしている。愛甲ら 125）

は遭難事故が多発した大雪山国立公園のトムラウシ山にお
いて，アクセスの改善に伴う利用者動向を把握するべくルー
トの選択要因を明らかにしている。久保らは岩手山におけ
る単独登山者の特性と事故リスクに関する認識 126）や登山
計画書に対する意識 127）を明らかにしている。小林は 128）

長野県警察の山岳遭難記録を資料とし，2010 年以降急増
した山岳遭難事故の背景を探り，年齢層に応じたきめ細や
かな指標や情報提供などの対策について論じている。
（ⅲ）情報
　「情報」の重要性は増すばかりである。快適・安全な滞
在のための適切な情報の付与は既往研究にて度々指摘され
ているが，目的地の選択にも大きな影響を及ぼすのは当然
である。手掛けやすいこともあってか，特にプロモーショ
ン関係の動きが目立つ。国立公園においても，国立公園の
魅力を国内外に発信するため 2016 年４月にホームページ
のリニューアル 129）が行われたほか，facebook130）や
Instagram131）といった SNS による情報発信が行われている。
こういった「情報」を発信するためにも，利用者がどういっ
た情報を求めているか，どういった情報が重視されている
かなどの把握が必要である。小林 132）は知床国立公園にお
ける利用者が求める情報の特性や，車両規制などの環境情
報に対する利用者認識を明らかにしている。

（３）生態系の保全

　2010 年の自然公園法の改正において「生物の多様性の
確保に寄与」が法目的に追記され，生態系維持回復事業が
創設された。近年，シカによる生態系の破壊が問題となっ
ているが，番匠ら 133）は日光国立公園の戦場ヶ原湿原にお
けるシカ対策の変遷を明らかにし，効果的なシカ対策をす
べく，地形や道路など柵を設置できないシカ柵開放部への
対策を論じている 134）。

（４）地域の持続性に向けた管理の視点

　日本の国立公園は地域制自然公園制度を採用しているた
め，地域における環境保全や運営管理などの活動が国立公
園の土台を支えている。このため自然風景地の持続性のた
めには，それを支える地域の持続性が欠かせない。小椋
ら 135）は大仙国立公園内に立地する大仙寺集落と秩父海多
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摩国立公園内に立地する御岳山山上集落における土地利用
管理と集落住民の意識を明らかにしている。寺崎ら 136）は
国連世界観光機関の提唱する STI（Sustainable Tourism 
Indicator）を奥日光地域へ試行的に導入し，地域の将来
像の共有や合意形成におけるツールとしての有効性につい
て論じている。外部からの力をいかに地域空間の管理へ資
する形にするかは重要な視点であり，町田ら 137）は阿蘇の
草原景観に対するボランティアの風景認識を明らかにして
いる。この先行研究として，草原景観の見え方に関する研
究 138）がある。
　管理の上では利用者動向やその傾向の把握は重要である。
例えば，毎年発表される「自然公園等利用者数調」は唯一
の長期的データではあるが信頼性への問題が指摘されてい
る。愛甲ら 139）は利用者モニタリングの改善を大きな目的に，
利用者動向調査の方法と実施主体である自然保護官の意識
を明らかにしている。
　エコツーリズムに関する研究も進められている。マスツー
リズムとは異なる深い体験のためにも地域の自然環境の理
解が不可欠であり，インタープリターやガイドは重要な存
在である。武らはエコツアーガイドの育成に着目し西海国
立公園の南九十九島における将来的なエコツアーガイドの
候補者であるエコツアーガイド補助者の地域環境に関する
認識と経験による変化 140），ガイドの希少生物との接触機
会を定量的に明らかにしている 141）ほか，自然観光資源の
保護・保全の担い手としてのガイドの役割を明らかにし
た 142）。

（５）調査手法

　自然公園においてはトレイルを移動しながら自然風景の
移り変わりが楽しまれるためシークエンス景観として捉え
ることも重要であり，新たな手法によって風景の見え方や
見方が把握されている。國井らはビデオ撮影した尾瀬国立
公園のトレイル映像に対してフラクタル解析を行い，定量
的な景観の変化 143），144）と主観評価との関係 145）を明らか
にしたほか，多様度や蔓延度の指標を用いた解析 146）をし
ている。Mizuuchi ら 147）は韓国の冠岳山において被験者
に GNSS レシーバーを持たせて写真投影法を行い，GIS
を用いた解析を行っているほか，明治の森記念高尾国定公
園において同様の手法にて，風景の見え方と利用者の評価
を明らかにしている 148）。

（６）自然風景地を支える仕組み

　自然風景地を適切に管理していくためには法令等を根拠
とする枠組みが必要な場合があり，その最たる例が自然公
園制度である。国立公園法の制定は 1931 年であり 85 年を
超える歴史を持つが，時代に適合した制度や仕組み，計画
論が要請される。下村 149）の指摘にあるように各地域の特

性に応じた利用のあり方を検討する必要がある。愛甲
ら 150）は支笏洞爺湖国立公園を事例に GIS を用いて自然資
源とレクリエーション資源を考慮したゾーニングを現存の
地種区分と比較検討している。再生可能エネルギーとの調
整は目下の課題であるが，加藤ら 151）は風力発電に着目し，
その立地における自然公園法の制度的課題を明らかにして
いる。増子ら 152）は和歌山県の県立自然公園の再編におけ
る土地利用規制力とゾーニングの変化を論じている。他の
制度との連携という点では，西邑ら 153）は筑波山の眺望景
観の保全に対する景観計画や都市マスタープランの実態を
明らかにしている。西村ら 154）は景観法と自然公園法の連
携に着目し，景観計画の規制誘導基準を自然公園の許可基
準とする “ 上乗せ基準 ” に関する運用実態を明らかにして
いる。景観法は積極的な景観形成が趣旨である。自然公園
法は規制法という性格であるが，ネガティブな要素を排除
するだけでなく地域の実情に沿った景観形成をすべき地域・
地区も多種存在するのが日本の自然公園であり，他の制度
との積極的な連携も望まれる。

７．世界遺産・保護地域とエコツーリズム�

　この間，2011 年に小笠原諸島が自然遺産に，2013 年に
は信仰の対象と芸術の源泉としての富士山の文化遺産登録
などがあった。世界遺産や保護地域を棄損せずにその価値
を体験出来るような計画・管理が必要とされる。小菅
ら 155）は知床における来訪者と観光事業者の意識の違いに
ついて明らかにし，山本 156）は富士山における来訪者特性
と望ましい情報提供のあり方について論じている。吉
田 157）は日本の世界自然遺産（屋久島，白神山地，知床，
小笠原諸島）と文化遺産である富士山を対象に入域料への
支払意志額とその規定要因について論じている。また，世
界遺産としての価値に適合するものだけでなく周辺の地域
資源を含める視点も地域の持続性という点からは重要であ
り，前田ら 158）は屋久島の里地への来訪者と集落の受容に
ついて明らかにし，礒部ら 159）はジオパークにおける地域
資源の管理実態について運営方法の違いから整理している。
海外の事例も報告されており，何ら 160）は空間管理の視点
から中国における世界文化遺産の管理運営について論じ，
山本ら 161）は英国の自然歩道である Rights of Way と
National Trail それぞれ管理実態を明らかにしている。自
然環境保全の担い手である居住者に着目したものもあり，
韓ら 162）は中国内モンゴル呼倫湖自然保護区における住民
の意識を，増田ら 163）は先住民共同体の社会構造を明らか
にしている。
　エコツーリズムは自然環境保全と観光による地域の持続
性を確保するための代表的手段である。川崎ら 164）はエコツー
リズム推進法にもとづく法定協議会以外の活動組織を含め
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てその実態について課題と共に整理し，武らはエコツーリ
ズムにおけるガイドの役割と自然環境保全 165）へ果たす役
割について論じ，杉村 166）は奄美大島における林業とツー
リズムと環境保全を調和させる森林管理方法について考察
している。海外の先進事例を報告するものとして，小菅ら
はオーストラリアにおけるエコツーリズム認証制度の特
徴 167）とその実態 168）に関して，事業者の情報発信と利用
者評価について 169）を明らかにしている。環境負担金に関
する先進事例として武ら 170）によるパラオに関するものが
あり，観光振興と一体として展開された自然保護政策につ
いて 171）と併せて明らかにされている。
　これら研究に通底するものは空間管理のためのステイク
ホルダーの意向や役割を明らかにするという点である。中
でも 2015 年の地域自然資産法の制定により入域料の収受
が可能となり，実際に富士山保全協力金制度も運用開始さ
れている。入域料や環境負担金などについて海外を含む先
進事例の分析など，効果的な使い方や使途の明確化をはじ
め自然環境保全や持続的利用など実践的な自然風景地の管
理のための研究が望まれる。

８．おわりに�

　情報化社会の進展による価値・嗜好の多様化と自然風景
地の管理における地域社会の役割の重要性という見通しは
８年前のレビュー時と変化していない。また，人の生活と
のかかわりで生み出された風景への関心の比重はさらに上
がっている。他方，東日本大震災の経験を経て，再生可能
エネルギーの活用が推進される中で，立地誘導等の適切な
共存方法が新たな課題となっている。
　下村ら 172）や上田ら 173）のアートプロジェクトを取り入
れた実践的取り組みが示すように，地域づくりにおいては
そのきっかけの創出や，目標像として地域らしい風景が探
されることが往々にしてある。地域を読み解きその魅力を
発揮していくという風景計画はその助けになり得る。自然
公園法だけでなく，景観法や重要文化的景観をはじめ様々
な制度が用意されている中で，それらを横断的につないで
いくような実践的な計画論の精緻化が必要となろう。日常・
生活の風景を掬いとり計画の俎上に載せるための技法は未
だ不足している。また，世界遺産や保護地域においては，
質の高い体験と空間管理の視点からの取り組みが望まれる。
特に空間管理を考える上では，生態系マネジメントも含め
た技術的，計画論的，政策論的視点を含む統合的アプロー
チが期待される。
　国立公園は仕切り直しの時期に来ている。歴史研究の蓄
積は将来を描く補助線としてその来し方を振り返る行為で
もある。これら研究では国立公園の果たしてきた多面的な
役割や可能性に言及されているが，インバウンド観光をは

じめとして，外部からの力を上手く取り入れ，地域の持続
性を支える制度としての活用が期待される。このためには

「情報」は見逃せない側面であり，海外からどのようなま
なざしが投げかけられるのか，その価値・嗜好を探る研究
は欠かせないと思われる。また，Instagram など SNS の
流行は審美性や珍奇性の高い風景への刹那的興味を強化し
ている。一方，風景の背後にある歴史や文化への関心も強
まっている。価値の多様・重層化がある中で，伊藤の成
果 84）が示唆的であるが，国立公園のまなざしを相対化の上，
場所の意味を整理し空間管理と結びつけるための仕掛けも
また必要になると思われる。
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