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特集記事

農 村の色，地域の色の見方，考え方

葛西紀巳子*

〔キーワード) 景観色彩，風土色，地域色，景観

構成要素，視点

1 . はじ め に

旅に出ると，たとえそれが仕事の移動だとしも，

車窓からの眺めに心安らぐのはなぜだろう.新幹線

のような高速移動手段で、あったとしても，目の前に

乱立する都会の景色と違って，田園や山並み，果て

しなく続く海原は，決して慌しく飛んでいくことが

ない.どれものびやかで，どんなに早く走っても，

遠くまでゆったりと視線を馳せることができるの

である.そして嬉しいことに，このような風景は減

少したとはいえ，都会を少し離れれば，まだ見るこ

とができる.われわれはそれに触れることで，地域

性や土地の歴史性をも感じ取るのである.

しかし一方で，そうした心地よい風景が，経済性

や効率性を重んじるあまり，壊されたり，視野を妨

げられたりしてしまうケースも少なくない.そのこ

とが結果として「国の資産」を損なうことになって

いるとしたら，わが国の損失は多大なものがある.

そうした憂慮から「良好な景観は国民共通の資産

であるjという基本理念を掲げて， 2004年，国は「景

観法」を定めたのである.それにより，これまで法

制化されることのなかった建築物や工作物の色彩

やデザインにも，法の目が注がれることになった.

そのため都市部では，景観を阻害する要素となる電

信柱の地下埋設や，場所によっては高速道路の移設，

そして再開発計画も拡大化している.農村部におい

ても「美の里づくりガイドライン」が発行され，景

観保全や風景の「再生Jと「倉IJ出J， r維持Jなど

の取組みも求められているところである.

同時に，景観の「色」に対する意識も急速に高まっ

て，色彩条例や景観色彩ガイドラインを策定する自

治体も増えている.

そうしたことを背景に置きながら，ここでは農村

-ァメニティ&カラープランナー，有限会社色彩環境計画室

(Kimiko Kasail 

や地域らしさを生かすための色彩について考えて

みたい.

2.風 土 を 生 か す 視 点

さまざまな地域を訪れると，改めてその土地固有

の歴史や風土，文化，自然があることに気づかされ

る.そうした自然の中で，人々が育んできた生活や

そこから生み出される知恵，伝統行事や祭り，文化

や風習などはすべて，地域の資源となるものである.

しかしながらそこに住んでいると，その良さに気

づ、かなかったり，見逃してしまったり，他の地域の

ほうが魅力的に見えたり，時には地域としての個性

が負の要素にすら感じられてしまうこともある.け

れど，実はそれが「特色」であり，見方を変えれば

プラスに転化できるもので，簡単に切り捨ててしま

うべきものではないのである.

景観の色彩においても同じことがいえる.色や素

材があまりにも地域に馴染んでいると，その美しさ

に気づくことができず，そればかりか変化を求めて，

あるとき突然，何の脈略もない色を欲したりもする.

そうではない場合でも，初めのうちは調和を乱す

色が出てくると，敏感に反応していたはずなのに，

時間経過とともに次第に見慣れてしまって，そうし

た色に鈍感になったりもする.

だから定期的に，景観を「引いて見る=見渡すJ， 

「術轍で見る=見下ろすJ，他の地域と「比べて見

る=見比べるJなどといったことを意識することが

必要で，まずはそのような視点から，いくつかの事

例をあげてみることにする.

(1)地理的，風土的要因からみた地域色

「風土色と噌好色Jの著者佐藤邦夫氏は，北緯 24

度から 46度に位置する日本では，地球上に届く太

陽光の入射角度が異なるため，地域によって色の見

え方が変化すると述べている.それは，関東以北と

関東以南，そして太平洋側と日本海側の 4つをベー

スにした色噌好に特徴づけられるというもので，つ

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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まり，関東以南の赤道に近いエリアでは，太陽光線

がほぼ直角に近し、かたちで地表に届くので，大気圏

を通過する距離が短くなり，光のスベク トルは比較

的壊れずに通過する.しかし，関東から北へと緯度

が高くなるにつれ大気閣の層が厚くなり，地上に入

射する光の距離が長くなる.そのため，紫や青の短

波長光が破壊され，それらの地域では色が青みを帯

びて見える，というのである(図1)

また，日本海側は北のオホーツクからの海流と南

からの対馬海流が，新潟，富山のあたりでぶつかつ

て，しかもそのあたりは朝鮮半島と中央山脈に挟ま

れているため，上空に雲が生じやすい.

光は雲を通過して地上に届くが，湿度のある雲に

阻まれた光はグレイッ、ンュな色としてわれわれに

認識される.したがって日本海側のエリアは，一般

に濁色噌好となる.

一方，太平洋側はそうした影響を受けにくい.比

較的雲の少ない気候は，清色E番好となる.

このように佐藤邦夫氏は，地理的観点から日本の

光環境を関東から北と南，そして中央山脈を境に太

平洋側と日本海側に区分し，太平洋側北部は「寒

色 ・1青色噌好圏J，太平洋側南部は「暖色・清色噌

好圏J，そして，日本海側北部の「寒色 ・濁色噌好

圏Jに対して，日本海側南部は「暖色 ・濁色晴好圏J

と分類している.

この光環境の違いによって色の見え方は異なり，

図 1 太陽光の地球への入射角度

緯度が高くなるほど，大気圏の中の通過距離が長くなる

それぞれの環境下で見慣れた色が好みの色として

反映されるというのである.ひいてはそれが，地域

色として形づけられていくのではないかと考えて

し、る.

(2)自 然 と の 調 和 を 活 か し た 地 域 色

イタリア半島の南西部に位置する小さな島，サノレ

デ、ーニャ島では，建物の外壁色にくすんだ色は見ら

れない.街並みは，プライトトーンの澄んだはっき

りとした色が続いている.

この地中海に面した島の空気は乾燥していて，夏

の日射も強い.その強い陽射しを受けると，淡い色

調の壁面では色が白っぽく飛んでしまうため，はっ

きりとした色を欲するようになる.また，乾いた空

気の中では，くすんだ色は汚れて見える.だから，

この地域ではどの家も清色の明るい外壁が多いの

である.

かつて，この街を訪れたとき，街並みの色が整っ

ていることに気づき，イタリアの知人に尋ねたこと

がある.聞くところによると，住民が外壁を塗装し

直すときは，役所が指定した 9色の色を目安に色を

決めるのだという.自邸とはいえ，公に接する部分

は景観に対する影響が大きいため，色においても行

政の指導を仰ぐのである.

その市役所が指定した色を見ると，ピンク系が多

く青が少ない.周辺の自然を基準に色を設定してい

るからである.つまり，真っ青な地中海の色と空の

青が映えるようにと，建物の外壁色には，あえて青

の使用は控えるのである.自然の色を尊重し，それ

らを際立たせるために人工色があるという考えな

のである.

また，素材は海に固まれた島の特性から，貝殻を

粉にして塗料に混ぜて塗るという.それが地域特有

の色になっている.取り固まれた自然の色との調和

を図り，地域の素材を活かそうとすることが，彼ら

の景観色彩の考え方なのであろう.

(3)歴史性を活かし ，伝統を守ってい

る地域色

イギリス ・ケンブリッジ市は，大学の中に街があ

るようなところで，威厳と誇り，風格が感じられる

まちである.そうした印象をより際立たせているの

が，レンガ造りの外壁である.

市街地の建物は，いわゆる庖舗併用住宅で，大抵，

l階が庖舗である.どの家も 1階部分のl苫のファ
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サードを鮮やかな色で塗装し，上部はベーシックな

レンガ積みにしている.規則正しく建ち並ぶその手

法に， 一定のルールを感じて市役所に出向いた.

「街の色に条例やガイドラインを設けているの

ですかっJ rし、いえ，外壁色についての条例はあり

ませんJ rでもなぜ，街の色が整っているのでしょ

うつ」すると色の条例はないが，普からこの土

地にあるレンガを使うようにと，市民に指導してい

ます」とのことだ、った.

市では， ~SHOPFRONT DESIGN GUIDE~ によっ

て，看板の掲出法，文字の形，オーニング(テント)

の出し方など，ファサードのデザインに詳細な指示

を出し，厳しい取り決めをしているのである.色で

はなく，地場材を使用することで，地域色を維持し

ている事例である.

(4)色 彩 のルー ル を設けて 景 観を

維持している地域色

フランスでは景観を損なう色やデザインが出現

しようものなら，市民によって市長は解任されてし

まうこともあるのだという.それほど市民の景観に

対する意識は高いそのため，色彩のガイドライン

を設け，色の管理を実施している地域もある.

たとえば，フランス・パリ市郊外のサンジェルマ

ン・アン ・レーでは，建物の外壁や屋根，窓，鎧戸

などに 20種類ほどの街並みに調和する色を決め，

その中から選べる仕組みをつくっている その他，

テントのデザインや素材の指定，色数も最大ツ一ト

ンまでと，ごく限られた色に制限をし，さらに看板

の設置位置や寸法，それを照らす!照明の方法まで細

かく指示が出されている.もちろんネオンは禁止，

内照式は制限を加えての許可などといった具合で

ある.また， SOLDE (セール)の文字や大きさ，そ

の掲示期間を限定したり ビラ類も色を制限するな

どというように，景観をっくり出す要素に細かく指

示を与えることによって，美しい風景を維持してい

る.

また，これらの維持管理のために専門の景観管理

者を設けているが，その社会的位置づけはきわめて

高いと聞く.まさに，美しい景観は国民の資産」・

「観光資源、J r経済を生み出す財産」であるという

意識が定着しているからに違いない.

3. 地域色をつくる視点

景観の良し悪しは，それを構成する要素をどのよ

うにしていくかによって変化する.とくに，自然に

取り固まれた農村や漁村，山間地などは，周辺の自

然に対して人工的な色をどのように調和させるか，

ということが重要な視点となるからである.

(1)景 観を 構 成する要素として色を

考える

1)建 築物の外壁

自然の中で一定の面積を占めるのが，集落の外壁

色である.自然の中に固まれた群としての色のまと

まりが，風景をっくり出すからである.もとは地場

材を使っていた建物も，建て替えることで景観が変

化してし、く場合がある.

前述のケンブリッジのように，使用する建材をも

とからある地場材に限定してしまえば，経年変化に

よる色の違いがあったとしても，それがかえって景

観に奥行き感をもたらせ，自ずと風景に馴染んでい

くものである.

しかし，共通の素材使用を維持できない場合は，

せめて色で馴染ませることも考慮すべきである.そ

の場合はまず，周辺と同じ系統の色にすることが重

要で，連続性を阻害するような高彩度色や，異なる

色相の使用は，避けるべきである.

一般に，景観調和の手法としては，同じ色の系統

(たとえば，茶色，ベージュ，クリーム色など)に

よる「同一色相による濃淡の配色調和Jと，パステ

ルピンクやパステルイエローなどといった，異なる

色相でも色の調子(トーン)を整えていく「色調

(トーン)調和j がある.いずれも，隣り合う色に

関係性をもたせて，まとまり感を出す配色手法であ

るが，もともと日本の風景は，地域の土や木材を

使って景観をっくり出していたことから同一色

相による濃淡の配色調和Jであることがわかる.集

落などの外壁色はこのことを心がけることが重要

なのである.

2)屋根

高層建築が建ち並ぶ都市では， r見おろす景観」

が増え，屋根や屋上の色彩配慮、は必須である.一方，

農村や山間地なども，地形の変化などから「見おろ

す景観」や「見渡す景観」も多いので，屋根の色が

景観に与える影響は大きい.しかも，農村地域に見
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られる屋根は，寄せ棟も切妻屋根も合掌造りにして

みても，いずれも勾配が深いので，目に見える面積

比が大きくなり，そうしたことからも，屋根の色は

地域の景観を印象づける重要な要素となる.

元来，日本の瓦屋根は，瀬戸内地方に見られるよ

うな赤瓦や，関東地方の黒瓦などと地域によって色

の特徴が異なるのだが，その気候や風土に適合した

土質や焼成時間などを調整し仕上げていった結果

が，地域の色として印象づけられることにもなった.

もちろん，屋根材は瓦ばかりでなく，地域によっ

ては伝統的な萱葺き屋根や柾板張りなどもあるが，

近頃は，機能性や経済性などからさまざまな人工素

材とともに色幅も豊富になり，それらに葺き替える

ことで，景観が大きく損なわれてしまうケースも少

なくない.そのようなことからも，屋根においては

形状や向き，勾配などとともに，素材や色のまとま

りにも十分，配慮することが望まれるのである.

3)路面

農道や山間道路も，舗装が進み快適な走行性を確

保できるようになったが，舗装に色をつけることに

よって，景観が台無しになってしまうケースも多い.

どんなに細い道でも，赤や青など鮮やかな人工色は

周辺から際立つてしまうので，景観美を損なうこと

になってしまう.地場の土や石の色を基準に鮮やか

さを抑え(低彩度)，ややダークな色調(低明度)

で安定感をもたせるようにするとよい.

また，白っぽい色(高明度色)は反射率が高く，

高齢者の目にはぎらつき感を生じ，安全性を欠くこ

とになりかねない.とくに日照の強い夏は，もっと

も反射率が高いので，まぶしさを伴う.交通量の多

い車道でも，交差点にキララ(輝くガラス粉を混ぜ

た)舗装を施して衝突防止策を図っているが，多量

にキララ材を使うとギラツキによる不快感を伴う

恐れもある.視覚の弱い人には必要以上にまぶしさ

を生じることになり，逆効果である.

さらに，路面に図柄を描くことも基本的に避ける

べきである.ともすると，騒色になり，美観を損な

うからである.

4)看板 ， 広告など

日本の景観を破壊している大きな要因に，頻出す

る看板 ・広告がある.郊外の幹線道路沿いの大型庖

舗などは集客のため，進出効果が高く誘目性のある

高彩度色の看板を競って掲げるが，それらが地域の

美しい眺望景観を阻害していることを十分認識す

る必要がある.こうした屋外広告物においては，前

述のイギリスやフランスなどの事例のように，色だ

けでなく，掲出方法や掲出面積などの基準を細かく

定めることも，同時に考えていかねばならない.

一方，田園の野立て看板は減少し，車窓からの眺

めに視野を塞ぐことは少なくなった.以前は収入目

的のため，線路沿い，街道沿いに頻出していたそれ

も，近年では看板を掲げることで企業イメージは低

下し，地域の資産評価も下がるという住民の理解が

進んできたからであろう.

5)防護柵やガードレール

従来の白いガードレールは，夜間や場所によって

は際立ち効果が高いので，安全面からは有効である

が，美観を損なうとし、う指摘も多かった.景勝地な

どではとくに，周辺に馴染む色彩配慮が必要となる.

そこで， 2004年 3月，国土交通省は国道のガード

レールを従来の自に茶系を加え， 4色の推奨色を打

ち出した.県道 ・市道も，それに準じた配慮が望ま

れるところである.

また，山間地などの道路では，斜面やカーブなど

から安全性の確保と眺望景観を両立させることも

必要となる.その場合のガードレールの色は，道路

側(内側)を白，外側は自然景観に馴染むように茶

や緑などに設定するというのも， 一案である.

6)街路灯や電柱

樹木の中に現れる街路灯や電柱も，可能な限り自

然の色と違和感がないように，馴染ませる配慮が求

められる.隠蔽色を基本に考えるとよい.

7)橋梁

木造や石積みの橋などは，その素材感が風景に馴

染みながらもシンボル性があるので，景観に趣をっ

くり出すのだが，人工素材の場合は，周辺の自然に

合わせて隠蔽させるのが無難な方法である.しかし，

場所によっては景観のアクセントにもなり得るの

で，色を使って際立たせることもある.

その場合，基準とすべき点は，自然との調和であ

る.隠蔽する場合も，強調する場合も周辺の自然の

色を把握し，それに準じることが重要であるが

つの基準は，自然がもっとも鮮やかになる季節の色

よりも彩度を高く(鮮やかに)しないことである.

たとえば，紅葉の美しい山間地にある橋梁をアク

セントとして色彩調和させるなら，まず，紅葉の色
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写真 l 自然の中の橋の色

人工色は自然の色よりも彩度(鮮やかさ)を控えることが

E重要

を測り(測色し)，その色よりも彩度を高くしない

ことである(写真1).四季の移り変わりによって

樹木の色も変化する日本では，自然がもっとも彩り

を放ったときの色を基準にし，人工色はそれが美し

く映えるように彩度を低くする.その季節内では，

橋は色を隠していても，季節が移行したときにアク

セントとなるように色彩計画するのである. I自然

が映えるように人工色は一歩，控えめにするJ.前

述のサルデーニャ島から得た思想である.

さて，河川にかかる橋の場合はカ所から複数

の橋梁を見渡すようなこともある.その場合は， 1 

つの視点場から視野に入るそれぞれの橋の色のバ

ランスを考えて色彩計画することも必要である.

また，橋の上から「見おろす景観Jだけでなく，

周辺を「見渡す景観J，また護岸や水上から「見上

げる景観」などといった視点場からの配慮も忘れて

はならない.

8)樹木・田園などの 自然

季節によって変化する自然の色は，農村や地域の

風景を印象づける主たる要素である.この自然の色

が人々の心に潤いを持たせ，生活に活気を与えるの

である.農山漁村におけるすべての人工色は，こう

した自然界の色を際立たせるように計画していく

ことが基本となる.自然が「主J，人工物は「従J

の関係性を常に意識することである.

(2)環境条件による 色の見え方を

確認する

前述のように，景観を構成するさまざまな要素も，

置かれた場所や状況によって見え方が変化するこ

ともある.ここでは環境条件別に色彩を考えてみる.

1)面積による効果

色は小さな面積で見た場合と，大きな面積にした

ときとでは見え方が変わる.彩度の高い色は大きな

面積にすると，より鮮やかな印象になり，明るい色

はより明るく(明度が高く)感じられる.

外壁や橋梁など塗装色を選ぶ場合は，小さなサン

プノレだけで色を決定するのではなく， 50cm 角以上

の実物色見本を作成して，現場の光で面積効果によ

る見え方を確認する必要がある.

2) 1日の時間

1日の時間経過によって光の色が変わり，色の見

え方も変化する.たとえば朝の光では，全体的に青

みがかつて見えるが，日中は光の反射が強く白っぽ

く見える.夕方になると，赤みを帯びた光の影響を

受け， .日が隠れると色を認識することはできない.

こうした 1日の光の変化によって色の見え方が変

わることも認識しておく必要がある.

3)天候

種類にもよるが，素材色の見え方は天候にも大き

く左右される.曇空と晴天，雨天での色の見え方の

違いは，それぞれ確認しておくとよい.

一般に雨天の場合は，雨水が渉みこむので色が濃

く(明度が低く)なるものがある.素材によっては，

色相が変化するものもあるので注意する.

4)季節

風景を大きく変えるのが季節である.農村地域な

どは，都会の景観よりも季節ごとの色の変化が顕著

に現れる.橋梁などの人工的構造物をつくるときは，

こうした四季の色の特徴を把握(測色)し，どの季

節でも調和するように配慮した計画が大切である.

5)方角

酋側は，夕刻になると西日の影響で，壁面色が実

際よりも赤みを増して見え，南面の壁面は日中，

白っぽく見える.そうした方角と色の見え方も配慮

しておきたい.

6)視点場の確認

景観を眺める視点場は重要である.それは l地点

から中景や遠景を眺める「見渡す視点J，高所から

望む「見おろす視点J，水上や地上から上部を「見

上げる視点」などと分類できるが，それぞれの視点

場からも色の見え方を確認しておきたいものであ

る.そうした眺望景観も色の検討には欠かせない.
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写真 2 調IJ色風景

季節ごとに自然を把鐙(測色)し，地域らしさを維持する

ように色を決めていく

4. 地域色を維持し ， 育 む 視 点

(1)現状景観の色彩調査

地域の特色をつかんだ景観づくりのためには，こ

のようなさまざまな視点から色をとらえていくこ

とが重要なのだが，どうしても色は，個人の感覚や

好みなどの主観やイメージで語られることが多い

のも事実である.そこで，より客観的に景観をとら

えるため，景観構成要素のそれぞれの色を測り，分

析し景観調和の方向性を導き出していくことが必

要となる(写真 2) . 

とくに，季節によって変化する自然景観において

は，季節ごとに色を測り，その地域の自然の色を把

握しておくことも重要である.実際にそれらを測色

してみると，自だと認識していたものが淡い黄色系

だったり，植物の色は黄緑色の系統にバリエーショ

ンが多かったり，紅葉の赤はもっとも鮮やかな最高

彩度にまで及ぶなど，多くの発見もあることに気づ

かされる.このように現状の色を把握することで，

地域らしさを再認識し，そのうえで景観づくりに生

かしていくことも必要ではないか.地域色を維持す

るための基本である.

(2)見る目を育てる環境教育

今後，どのように地域らしい色を維持していくか

は大きな課題であろうが，基本は地域の色を見

る目」を育てることにあると思っている.農村風景

の中で大切にしたいもの，シンボルとすべき場所は

どこか，といった風景全体を見渡す「横断的な目 j

と，その土地が記憶してきた歴史性，地域に対する

人々の愛着や誇りといった「縦断的な視点Jが重要

なのである.

加えて，環境の色彩教育は，もはや必須である.

その実践として，色彩を中心に一般市民，事業者，

行政などといった異なる立場の人が一緒に現場に

出て景観の色を見，その色について話し合うカ

ラーウォッチング活動Jもすすめてきた.そこでは，

それぞれの専門性から学び得ることも多く，地域の

色彩に意識を向ける重要なきっかけを生み出すこ

とにもつながる.こうした蓄積が地域の人々に景観

の色を見る目を養っていくことができるからである.

同時にこれらの活動は，学校教育の中にも組み込

みたいと考えている.調和の視点を重視する環境の

色彩は，芸術における色とは異なり ，一般教養とし

て身につけておきたい“色の作法"でもある.たと

え固有の資産でも，公に接する部分においては，一

歩退き景観に配慮する，そうした礼節ある行動が必

要だと思うからである.

地域を愛し，誇りに思う心.そのことも踏まえ，

教育現場における環境の色彩教育は，今後，重要な

位置づけをもって取り組むべきものと考える.それ

が地域の色を育む重要な視点にもなるからである.
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