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本研究の対象とした大原草生町・大原野村町は、高野川
昨今、高質な社会資本の整備･維持や交流人口･観光人口
の増大を図るため、
「歴史まちづくり法」の制定をはじめ、 の右岸側に位置し、｢大原八郷｣を形成した８ヶ村の２村で
歴史的建築物や町なみ、祭礼行事など地域の歴史的な風 あり、同じく高野川の右岸側、草生町の谷奥に位置する寂
光院へ至る道沿いにあって、大原観光保勝会が設定した散
情・情緒を活かしたまちづくりが進められている。
これまで農村集落景観に関する研究としては、里山や棚 策コースも集落の中を通るなど、観光客の来訪も多い。
田などの農業地の景観に関する研究や、集落全体を対象と
した景観認識に関する研究、屋敷構などに関する研究は多 ３．研究の方法
く行われてきているが、農村の沿道型集落景観とその沿道
大原草生町・大原野村町において、観光保勝会の「大原
農家のみどり空間との関係性に着目した研究はない。
の里マップ」で散策コースに設定されている道路延べ 2,160
また、一般的な住宅地における緑の分布やその評価に関 ｍ（草生地区 1,185ｍ、野村地区 975ｍ）を対象として現地
する研究は多く、宅地内の庭木等による緑の景観の経済価 調査を実施し、沿道景観の構成要素を分類するとともに、
値を評価した研究や、住宅地街路景観における街路樹に着 その分布状況を分析し、当該地区の景観構造について特に
目した研究なども見られるが、伝統的な町なみ景観におけ
寂光院
る緑を対象としたものはない。
本研究は、歴史的な農村集落の面影を今に残し、天台宗
の古刹 寂光院への参道沿いでもある京都市左京区大原地区
の２集落を対象として、その町なみ景観とそれを構成する
沿道のみどり空間の特徴について研究を行い、歴史的文化
遺産としての緑ゆたかな町なみ景観の構造特性を明らかに
するとともに、沿道の住民意識に関する分析を行い、我が
国の地域性ある町なみ景観の保全や適切な維持に資する知
見を得ようとするものである。
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なお、本研究の対象とする「みどり空間」とは、
「民有地
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において、庭木･庭石などが配された面的な庭園から、外周
部の線的な生垣、草花の植えられた植木鉢やプランターの
並べられた空間に至る、景観的な機能を意識した植物の一
高
定のまとまりが視認できる空間」を指すものである。
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平安時代から京都と若
京都駅
狭･近江を結ぶ街道筋とし
て栄えるとともに、比叡山
図１ 大原地区の位置
の北西麓にあたることから
延暦寺の強い影響下にあり、中世には、製炭や竹の売買で
知られ｢大原女｣に代表されるように、白川や八瀬などと同
様、京都･洛中の近郊農村としての性格をもつ集落であった。
近世には、山林の維持管理を行う｢惣｣を起源として｢大原
八郷｣と呼ばれる村々が成立し、明治期の愛宕郡大原村を経
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図２ 研究対象地区の位置

る場合が多い。対象地区においては、道路の山側で高低差
処理が必要な宅地のほぼ大部分(98％，51 宅地中 50 宅地、
一部にブロック塀等を用いた２宅地を含む)で石垣が用い
られ、コンクリート構造物等はほとんど見られない。また、
石垣も崩れ積･野面積･玉石積といった自然な積み方が多く
を占め、間知積を用いた石垣は７宅地のみであった。

みどり空間に着目してその特徴を明らかにする。
あわせて、調査対象とした沿道の住戸に対してアンケー
ト調査を実施し、沿道みどり空間の成立過程や、その維持
管理に対する住民の考え方について明らかにする。

４．みどり空間の構成要素分布と景観構造の特徴
４‑１．みどり空間構成要素の分布
現地における予備調査から、対象地区の町なみ景観を構
成している沿道みどり空間に配された主要な要素として、
自然石の石垣、生垣、門覆い松(１)、台杉(２)、花木(サクラ･
モミジ等)、灯籠(３)などがあり、これらが道路から眺められ
るように配されていることが対象地区の景観構造を大きく
特徴づけていると考え、これら景観構成要素の分布状況を
調査した。その結果を図３・図４に示す。
また、以下に主な景観構成要素の本地区での特徴を記す。

②植栽つき石垣
また、対象地区においては、上記の自然な積み方の石垣
の石と石の間にツツジ等の低木が植栽されている場合が多
く見られた（石垣がある場合の 52％、前項の 50 宅地中 26
宅地）
。この手法は、石積みの高い技術ときめ細かな維持管
理を必要とするが、このような石積みが多く残されている
ことが、対象地区の景観構成要素として大きな役割を果た
していると考えられる。

①石垣の積み方
大原地区は狭小な盆地地形であるため、川に近い盆地の
中央部には田園空間が広がり、山裾に近い場所に集落が形
成されている。このため、集落の山側は地形の傾斜が大き
く、平坦な宅地を得るためには高低差を処理する土木構造
物が必要で、道路の山側はこの構造物が景観構成要素とな

③生垣
対象地区において生垣は、石垣ほど多くは見られないも
のの、石垣を必要としない程度の高低差の部分において、
目隠し等の必要がある部分などに用いられ、ブロック塀等
の使用は限定的である。

図３ 草生地区のみどり空間要素の分布

図４ 野村地区のみどり空間要素の分布

2

４‑２．対象地区の景観構造の特徴
また対象地区においては、前項に述べた沿道みどり空間
の景観構成要素が組み合わされた町なみ景観構造が、一定
の共通性をもつ形態で各所にみられることによって、地域
性のある緑豊かな集落の町なみ景観を形成していることが
明らかになった。以下にその代表例を示す。
①宅地が道路より高い場合
宅地が道路より高い位置にある場合、まずアプローチ動
線として、階段ではなくスロープによる動線が形成される
ことが多く、とりわけ道路にほぼ平行なスロープが設けら
れる例が多く見られる。このスロープを挟んで、前項の石
と石の間に植栽が施された石垣が設けられる。
この石垣の上には、宅地の前面外縁を縁取るように、サ
クラやモミジ・サルスベリなどの花木や、松や台杉などの
庭園樹木が草花などとともに多く配され、道路から眺めた
時にあたかも立体的に庭園が展開しているような景観を構
成している宅地が多く見られることが挙げられる。

写真２ 宅地が道路と同じ又は低い場合の例（草生地区 Ｃ邸）

５．沿道みどり空間に係る住民意識
現地における景観調査とあわせて、調査対象とした沿道
のみどり空間を所有･維持管理している住民を対象として、
アンケート調査を実施し、沿道みどり空間の成立過程や、
その維持管理に対する住民の考え方について明らかにする。
調査方法は、各戸の郵便受け等に調査票と返信用封筒を
配布し、記入後、郵送で返送いただく方式をとった。
配布･回収の状況は、以下のとおりであった。
表１ アンケートの回収状況

地 区 全 体
大原 草生町
大原 野村町

配布数

回収数

回収率

86
49
37

34
21
13

39.5%
42.9%
35.1%

５‑１．沿道みどり空間の成立時期

写真１ 宅地が道路より高い場合の例（野村地区 Ｙ邸）

沿道のみどり空間がほぼ現在の形になった時期について
回答のあった 28 票についてみると、次頁の図５に示すよう
な結果となり、1910(明治 43)年〜1925(大正 14)年の 15 年
間と、1955(昭和 30)年〜1970(昭和 45)年の 15 年間に比較
的多く形成されていることが伺える。
これを、主屋の建築年代・主屋の改修時期・農林業が主
業でなくなった時期と比較すると（各々、回答があった票
数は異なるため、割合として比較）
、同じく図５に示すよう
に、特に 1955(昭和 30)年〜1970(昭和 45)年の 15 年間は、
主屋が改築されたり農林業が主業でなくなった時期と一致
していることがわかる。
これは現地調査においても、本来、農作業のための広場
空間として利用されていたであろう場所や、畑であった場
所が、現在は植栽空間となっていることが伺える事例が多
く見られたことも、このことを裏付けていると考えられる。
しかしその一方で、大正期において形成されたとする回
答も多く、農林業が生業の中心であった時代から、既に現
在のみどり空間（の原形）が形成されていたと考えられる
ことは注目すべき事項と思われる。

②宅地が道路と同じ高さか低い場合
宅地が道路と同じ高さ、もしくはより低い位置にある場
合、アプローチ動線は前項と同様に階段ではなくスロープ
によることが多いが、宅地が道路より高い場合と異なり、
この場合の下り勾配のスロープは、道路と直角方向に設け
られることが多い。
また、宅地は道路より低いので景観構成要素として石垣
が存在することはなく、道路からの視線は俯瞰的に宅地の
前庭空間に及ぶ。このとき、当該地区においてはスロープ
の正面に、庭石で囲まれた植栽空間に門覆い松や台杉、灯
籠などを配した小庭園が設えられていることが多いことが
特徴として挙げられる。
これらの対象地区に特徴的な景観構造と、高木の花木や
門覆い松や台杉などの庭園樹木、その他の多くの中低木の
花木や草花などが組み合わされて、大原地区の集落におい
てはみどり豊かな沿道景観が形成されていることが明らか
になった。
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｢みどり空間｣がほぼ現在の形になった年代
(回答数n=28)

農林業が主業でなくなった年代(回答数n=15)
主屋を改修した場合、その時期(回答数n=16)
主屋が建築された年代(回答数n=26)

図５ ｢みどり空間｣の成立した年代とその他の時期の関係

５‑２．沿道みどり空間の維持管理と意識

６．まとめ

沿道みどり空間の維持管理について、回答のあった 31 票
のうち、54.8％(17 票)が「維持管理は、ほぼ自分(及び家族)
で行っている」ほか、38.7％(12 票)が「一部を業者に発注
する」と回答するなど、
「基本的に業者に発注」という回答
（6.5％，２票）を大きく上回り、みどり空間は基本的に各
戸の住民の手により維持されている状況がわかる。
また「みどり空間」を維持している動機について尋ねた
ところ、図６に示すような回答結果であった。
｢京都大原｣という観光地の散策ルート(寂光院への参道)
沿いの立地条件にあり、実際には前面道路側に向けた植栽
が行われているにも関わらず、住民の意識としては観光振
興的な志向ではなく、自分の趣味嗜好や、居住環境に季節
感を与えること、及び過去からの習慣的な経緯などが当該
空間を維持している動機となっている。

都市近郊における農村集落と観光地でもある寺院の門前
集落の２つの性格をもつ、京都大原地区の町なみ景観を構
成する沿道のみどり空間について、その構成要素や景観構
造の特徴を明らかにするとともに、みどり空間の維持に関
する住民意識に関する研究を行い、以下のことが明らかに
なった。
・京都大原地区の集落における住戸では、各戸の前面道路
沿いに庭園樹木や花木・草花などを積極的に植栽した｢み
どり空間｣が、集落の地域性ある沿道景観を形成する大き
な要素となっている。
・土地の傾斜から必要となる石垣についても、石の間に植
栽するなど積極的に植栽空間として活かすことにより、
石垣の上の植栽空間と一体となった立体的な「みどり空
間」としての演出が行われているという特色が見られた。
・これらの｢みどり空間｣は、農業が主業でなくなる高度成
長期に形成されたものも多いが、大正時代から形成され
たものも少なくなく、その当時から花や緑を活かした町
なみ景観が構成されてきたことが伺える。
・｢みどり空間｣は、沿道居住者の自発的な居住環境の向上
を主目的とした生活習慣的な活動として行われている。
・空家の増加や居住者の高齢化が進行しており、将来的な
維持管理に不安を抱えている住民も少なくない。

●自分の趣味(庭木や草花が好き)だから

●家の周囲に木や草花を植えることは大切だと思うから

●昔からそうしてきているから

●寂光院など大原のお寺へ行く参道沿いだから

このように沿道のみどり空間が、集落の沿道景観に季節
感だけでなく立体的な景観構造を与え、みどり豊かな住宅
地としての良好な環境だけでなく、庭園集落とも言うべき
良好な文化資産として地区全体としての町なみ景観を特徴
づけていることが明らかになった。

●大原に観光に来た人に見てほしいから

●家の中の部屋（座敷など）からきれいな庭が見たいから
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【補注】
(1)「門被りの松」とも。住宅の門の上に大枝が被るように仕立てられ
たマツの木を指す
(2)古くは垂木を効率的に採るために考案されたスギの木の仕立て方で
あるが、後にはその特徴的な樹形から庭園樹として多く用いられるよ
うになった。
(3)現地には、愛宕信仰に伴う愛宕灯籠が道脇に多く立てられているが、
本研究では民有地内のみどり空間に属する灯籠のみを取り上げた

図６ ｢みどり空間｣を維持している動機

また、自由回答で｢みどり空間｣の維持管理に関する留意
点などを尋ねたところ、自身の高齢化による自宅のみどり
空間の維持管理や、空家の増加等による集落のみどり空間
の維持管理について、その将来に不安を覚えるという回答
が、記述のあった回答票の 25％(32 票中８票)あった。
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