異界としての温泉地づくり

下村 彰男

しかしながら、現状では「景観」

的側面に関しては理解が進んでき

ているものの、
「風景」
「空間」の側

面に関しては、その意義や重要性が

必ずしも十分に認識されているとは

言い難い。そのため快適で整った景

観整備は進められているが、
「遊楽

空間（遊んだり楽しんだりする場）
」

に求められる「異界性」の演出が十

分でないと考えている。

異界性の演出の効用

過ごせる異界」を印象づけることが

ある。温泉地もまた「快適で楽しく

あることを期待させることが必要で

に、その滞在が快適で楽しいもので

ためには、日常を忘れさせるととも

来訪者に寛いだ長期滞在を促す

している。

ものの基本的に強い「異界性」を有

楽空間は、それぞれに性格は異なる

たテーマパークやリゾートなどの遊

や芝居街、そし現代においても優れ

たと考えられる。また、近世の遊郭

地は、こうした異界が形成されてい

の滞在が一般的であった近世の温泉

まわ

諸相を総合的に計画・整備すること

温泉地整備に際しては、これらの

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

といった言葉が使用されている。
これらの言葉や表現は少しずつニ

各地の温泉地において、まちの空
間整備や景観づくりに関するさま

後述するように、三廻り（三週間）
（筆者作成）

が重要である。

三次元的（空間）イメージの側面が強く、温泉地全体を
俯瞰的に捉える上で有効な概念である。

ュアンスが異なるが、必ずしも意識

空間

ざまな取り組みがなされるようにな

生活文化的側面が強く、視覚像だけでなくその背景に
ある地域の自然・社会環境の特質や、歴史、生業などを
も一体的に包含した概念として用いられる。

的に使い分けられているわけではな
い。また、これらの言葉は基本的に

風景

ってきた。
来訪者が寛いで温泉街を歩ける

視覚を通した身の回りの環境に対す

くつろ

まちづくりや、野趣に富んだ温泉地

る認知、認識を示すものであり、明
ここでは、これらの言葉の定義や

の雰囲気づくり、歴史的な施設や景
など、温泉地においても街の風景や

厳密な概念的枠組みについて述べる

確に分離することは難しい。

景観に配慮し屋外での滞在環境を

つもりはないが、各言葉のニュアン

観を保全・活用したまちづくりなど

整えるまちづくりの重要性が理解さ

スの差異に象徴される温泉地整備の
異なる側面（諸相）について認識し
ておくことは重要であると考えてい
る。そこで、あえてニュアンスの差

実体としての視覚像に焦点を当てた概念で、構成要素
の操作を通して来訪者の行動や印象をデザインし、快
適な滞在体験を提供しようとする際に用いられる。

ふ

れるようになってきたと考えられる。

温泉地整備の諸相

異を強調して書き分けると表１のよ
うな整理となる。

5
かん

景観
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こうした温 泉地の整備や計画に
際 しては、
「景観」
「 空間 」
「風景」

表1 温泉地整備に関わる言葉の概念（差異を強調）

境界

「導入」装置

「繁・華」装置
華やかさや楽しさなどにより
非日常的な雰囲気を演出する

的な方策としては、電柱や看板など

温泉街における景観整備の具体

温泉街の「景観」づくり

に触れておきたい。

観、空間、風景の各側面のポイント

界としての温泉地整備に向けて、景

以下に、快適で楽しく過ごせる異

重要であると考えている（図１）
。

空間の内外を明確にし空間の
イメージ・アビリティを高める

要素の修景や、要素相互の関係調整

修景など、温泉街を構成する景観

の演出、旅館や商店のファサードの

境整備、地域のシンボルや眺望景観

の保全と活用、安全で快適な歩行環

ともに、歩行速度と視線交錯に変化

や商店と街との結びつきを見せると

ぐ。浴客が街に出ることを促し、宿

地域社会を見いだし、楽しみつつ寛

他ならない。来訪客はそこに豊かな

支え合いながら共存している証しに

人が通りに出たくなる仕掛け

をつける景観デザインが重要である。

が要点となっている。
自然と一体化した清潔で整った景
在を期待させる景観デザインは広く

通り（街）の賑わいにとって、人が

観の中で、街に歓迎されて快適な滞
受け入れられるようになってきた。

一定の速度で通過し単なる通路とな

その際のポイントは「人」であろ

間の景観整備にとっては重要である。

い」滞在を期待させることも遊楽空

を言えば前面にスペースを設けるな

商店が歩いている人の足を止め、欲

できるものではなく、隣接する宿や

これは道路のデザインだけで実現

地絵図には当時の温泉地の姿が描か

なっており、景観デザインを通して

う。温泉街において「人」も重要な

ど滞留させる仕掛けが重要である。

れているが、明治期ごろまでの温泉

移動だけでなく滞留を促し、人の動

ってしまうことは避けねばならない。

そこで本稿では、少し違った側面
「楽しさの演出」という観点から景
観づくりを補完しておきたい。

景観要素の一つであり、来訪客が楽

建物と通りとの一体化に留意し、両

地の様子には多くの共通点があるこ

回復させる努力が必要である。

しそうに滞在している姿を見せるこ

者の間で人が自由に流動し、視線が

とが分かる。

きに緩急をつけることが重要である。

とも重要な演出である。人々がそぞ

交錯するデザインが重要である。
楽しみながら歓談している様子が見

ており、宿からも人の気配や視線が

古い時代の旅館は構造上街に開い

河川等、描かれる要素はどこも同じ

共同湯、社寺、そして周辺の山々や

そして二つ目は、これらの要素は

一つは旅館や商店などの建築物、
られ、適度な賑わいの雰囲気が感じ

通りに滲み出し、相互にやりとりが

ようなものであった。

にぎ

られる演出が求められる。

あった（図２）
。建物が近代化する

にじ

街に人の賑わいがあるということ

過程で、宿と通りとの関係が希薄に

全国の温泉地に残されている温泉

伝統に学ぶ「空間」構造

ろ歩き、店をのぞいたり、軽飲食を

快適な滞在であるとともに、
「楽し

図2 明治期の伊香保石段街

は、街と個々の宿や商店とが相互に
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階層性（重畳）
遊楽活動に向けて日常生活か
らの気持ちの切り替えを図る
異界性
（別世界性）

＜装置＞
＜考え方＞

煩雑な要素の整理、緑地や水辺環境
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図1 異界性演出の考え方と装置

（筆者作成）

出典：大槻文彦『伊香保志（上巻）』1882年

る点である（図３）
。こうした秩序は、

く、全体的にある種の秩序が見られ

バラバラに立地しているわけではな

て、寛ぐこともできるようになる。

位することによって気持ちが安定し

るように、人は自身を空間の中に定

れた際の不安をイメージすると分か

需要増に応じて拡張する過程で、空

特に、戦後、温泉地が近代化そして

ることが難しくなっている。これは

からは、こうした空間秩序を感じ取

における主要な景観要素等を活用

設計の自由度は高まっている。現代

素材の可能性も広がっており、
計画・

しかし一方で建設技術が進展し、

て、結果的に生まれたものであるが、
そして、かつての伝統的な温泉地

寛げる温泉地の空間的秩序

やしの場とするために必要な課題で

この回復は温泉地をより優れた癒

できる視 点に誘 導 するなど、来 訪

温泉地の空間構造を全体的に俯瞰

造を認識するうえで有効な視点や、

して空間 構造の充実を図るととも

温泉地の空間イメージに鮮明さ（イ
の様子からは、空間をより鮮明にイ

ある。ただ、社会状況が大きく変わ

者に温泉地の空間構造をより明瞭

間形態面での秩序が徐々に失われて

メージ・アビリティ）をもたらしている。
メージづけるための考え方を読み取

っており、空間構造に影響を与える

に把 握できるように整備を進めて

くの人々の活動の歴史的集積によっ

空間が鮮明にイメージされること

ることができる。具体的な方策は各

要素も変化しているし、空間規模も

に、周辺の山々が見えるなど空間構

で、人はその温泉地の中に居ること

温泉地によって異なっているが、大

街並要素の宿泊施設への内部化

出典：下村彰男（1992）
『わが国における温泉地の空間構成に関する研究』

ふ かん

を強く意識するとともに、異界（別

いく必要がある。

外部資本の流入

大きくなっており、容易ではない。

中心社寺の影響力の低下

きくは、

集落部のスプロール

世界）である温泉地にも居場所を

境界域の流動化

復興期
観光地化期
広域連携期
保養地化期
構造形成期

観光活動の外部化

①温泉地の境界が意識されること
昭
昭
大
明

社寺の影響力の低下

見つけ寛ぐことができるようになる。

いったからである（図４）
。

温泉地に暮らす、あるいは訪れる多

引湯、自家ボーリングの進展

②中心となるシンボルやエリアが意

てい い

先述した旅館
や社寺、外湯、そ
して河川や山など
の要素が、相互の
位置関係に領域
性、中心性、方向
性を意識させる明
瞭な秩序を有し
ているのである。
現 在の温 泉地

変遷傾向と要因

進展期
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車への対応

奥行の弱化

周辺骨格自然の不可視化

方向性の弱化

外湯の衰退

要所布石の弱化

交通機関の発達による外延化

境界明示の弱化

外湯の衰退

中心核形成の弱化

街並要素の宿泊施設への内部化
要素複合の弱化

宿泊施設の外部立地化

これは「空間に定位（：オリエンテ

広小路（広場）

20 15 20 50

時期区分

識されること

出典：下村彰男（1992）
『わが国における温泉地の
空間構成に関する研究』

ーション）する」と言われる行為で

その他の宿や商店

自然レクリエーション資源

漸変期

図4 構造化の仕組みの変遷傾向

③空間の方向性が意識されること

その他社寺

有力な湯宿や商店

ある。

他の共同湯

中心的社寺

に整理される。

総湯（惣湯、大湯）

広い砂漠や荒野に一人で放り出さ

図3 温泉地における空間構成モデル

温泉地の個性的な「風景」

特徴があるケースもある。

年（平成十六年）の「景観法」にお

しい国づくり政策大綱」や二〇〇四
のように分かりやすいものだ

ただ、個性的な風景とはこ

個性的風景

地域の生活文化が生み出す

いて、
「地域の個性」の重要性が明
けでなく、何気なく目にして

二〇〇三年（平成十五年）の「美

示されて以来、地域個性に対する関
いる風景からも個性を読み取

なに げ

心が高まっている。

や、
「修善寺の独鈷の湯」のように、

かりやすいのは、
「由布院の由布岳」

態であることは否めない。比較的分

かについては、まだまだ手探りの状

なもので、どのように扱うとよいの

しかしながら地域個性がどのよう

似たような風景が生まれてしまう。

解、一般解だけでは、どの温泉地も

ラインとして整理されるような共通

化されることが重要である。ガイド

それぞれの温泉らしさを有して差別

を印象づけるうえで各地の温泉地が

景の中には、地域における自然の特

このように身の回りの何気ない風

の歴史を語る材料となる（写真１）
。

水害の記憶とも結びついており地域

し、城崎の特徴的な石造の太鼓橋は

り地域ならではの特徴を表している

店との位置関係によって異なってお

や形態は川幅や周辺地形、旅館や商

うな使われ方をする。この橋の密度

などでは河川と一体化して広場のよ

温泉地では多くの橋が存在し、祭時

幅の狭い河川沿いの両側に立地する

例えば、城崎や玉造、銀山など川

は徐々に定着してきており、観光地

「観光まちづくり」の言葉や概念

風景を見せていく計画が必要である。

に活用し、地域の物語を伝えながら

資源となる。ガイドや紹介文を上手

訪者にとっても非常に魅力的な観光

掛かりや拠り所になるとともに、来

自らのまちを再認識・再評価する手

となり得る。温泉地に暮らす人々が、

泉地整備やまちづくりの重要な資源

結びついた個性的な風景こそが、温

地域の生活文化や歴史と密接に

ることができる。

山や外湯、社寺など地域を象 徴す

質や人々の生活様式との関わり、そ

としての温泉地整備にも新たな考え

温泉地においても、より強く異界

る景観要素が各所から見られたり、

して地域の歴史や文化などが刻み込

居心地のよい異界＝温泉地

どころ

強く意識されるケースである。その

まれている。こうした地域の物語と

方での取り組みが求められるように

よ

他、草津の湯畑のように中心が明確

一体化した風景は、温泉地をより強

なってきた。

ゆ

な場合や伊香保の石段街のように軸

く印象づける。

住民、観 光客の両者を視野に入

れ、温泉地の自然や歴史、生活文化

を象徴する資源を保全・活用し、交

流型・自立型のまちづくりを進めて

いく必要がある。

述べてきたように、総合的に整備

を進め、快適で楽しく滞在できる異

界を目指して温泉地づくりを進める

ことが重要であると考えている。

（しもむら あきお）
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とっ こ

線が明確な温泉地など、空間構造に
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写真１ 河川に架かる橋の状況には温泉地ごと
に特徴がある。上：銀山温泉（1990年）
（筆者撮影）
下：城崎温泉（1987年）

