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ワインスケープの定義 


ワインスケープとは、ブドウ畑の風景に留まらな
い。農道や休憩小屋にはじまり醸造所や集落もそ
れも含まれる。また、サン・テミリオン、シャン
パーニュ、そしてブルゴーニュと続く銘醸地世界
遺産の誕生は、それを産業遺産や鉄道遺産にまで
拡張してきた。さらに、銘醸地を探訪するワイン
観光の進展や目の肥えたクライアントに審美眼に
応答し、それはアヴァン・ギャルドなワイナリー
やブティックにまで展開している。



問題意識① 
消費と生産の場の分断と 

建築的・都市的・景観的創造の喚起 


•  和食の世界無形遺産のように食への関心が高ま
る一方、食材を生産する風土や付随建築へは無
関心

•  しかし、今後のアグリツーリズムの進展を見込
むに、殺風景の中で産出された食品を味わうの
は興醒めとする認識が確固たるものに

•  現時点で保全すべきものがないのであれば、ま
ずは醜景を除去し、さらに将来の保護に値する、
より良い農業景観や農業建築の創造を喚起する
必要性が発生



問題意識② 
酒造遺産保護の遅れと 

文化的景観制度の拡張の提起 


•  酒造産業遺産の保護網は未構築（2018年８月現
在、登録文化財とされた酒造関連建築は500棟
弱あるが、重要文化財はわずかに３件）

•  2004年創設の文化的景観制度で保護された酒造
好適米の田畝は皆無

•  しかし、前のスライド同様、今後のアグリツー
リズムの進展を見込むに、日本ならでは、かつ、
価値付加能力の高い農業施設や食材生産地を文
化財として保護する必要性が発生



問題意識③ 
都市計画の非現実性と 

農業の考察による現実化 


•  近年、都市計画コミュニティではコンパクト・
シティ論が幅を利かせるが、それを農村も含む
国土にあまねく適用することは疑問

•  生産性の高い農業と自動車利用、さらには農
家・農村の散在は不可分だが、それでも集約型
都市構造を目指すべきか

•  むしろ、都市集約と同時に適切な郊外開発を研
究すべき。農業への考究を通じ、都市計画を非
現実的なコンセプトから解放し、その多様性を
回復しつつ現実化する必要性が発生



序
ワインスケープ概念の発明と実
益性、そして建築と都市計画に
よる分析と研究の拡がり

第１編　現状と課題

第１章
地理学者による理想のワインス
ケープと、その持続のための方
策との矛盾やジレンマ

第２章
地方集権と中央分権のガヴァナ
ンス、優品保護、醜景の発生防
止、そして特例認容のシステム

第３章
飲食に関わるユネスコの文化・
無形・記憶遺産システムと銘醸
地の保存概念

第２編　銘醸地世界遺産

第４章　サン・テミリオン
景観保護のための AOC制度の
活用、さらには拡張・人口問題
や地方集権ガヴァナンス

第５章　シャンパーニュ
産業遺産や女性の活躍、国際協
調、企業メセナと言った新たな
保存概念の生成

第６章　ブルゴーニュ
クリマの衒学性と格付けに拘る
申請書の不可解さ、さらにはイ
コモス評価の機能不全

第３編　ワインスケープの行方

第７章
ワイナリーのファッション化と
テロワールの再評価、さらには
遺産の６次化

第８章
米国ナパ・ヴァレーに対するフ
ランスのワイン観光の遅れと近
年の工夫

第９章
ポルザンパルクやフォスターの
傑作の出現と同時に見られる駄
作とその防止策

第 10 章　俯瞰と展望
以上の議論を「建築・都市計画」「文化財保護」「ガヴァナンス」の視点で総括すると同時に、
culture と colony の語源が同一であることを援用し、ワインスケープの植民地化を警告



第1編：フランスの、そして世界の 
ワインスケープで今、何が起きているのか 



第1章 
フランス、そして世界の 

ワインスケープの現在 

•  歴史地理学が理想化するワインスケープをその
まま保全できれば最善

•  しかし、採算性向上のための農地の区画形質の
改変、都市スプロールを伴いながらの住宅地開
発、さらに耕作放棄もしばしば発生

•  そのジレンマを解読しながら、克服のための試
行を検討



第２章 
ワインスケープの 

保全と刷新のための制度

•  ワインスケープは伝統墨守が許されず、絶えざ
る革新が必要。課題は、伝統に挑戦しつつもそ
れを紊乱しないシステムで、そのためのガヴァ
ナンスのあり方や文化財保護と都市計画の制度
を検討

•  弱小基礎自治体が協働する地方「集」権、さら
にそれらを国の出先機関が支援する中央「分」
権の考え方を提示

•  そして、その階層性に従った優品保護、醜景発
生阻止、及び特例認容のシステムを記述



第３章 
飲食と銘醸地の世界遺産

•  無形・有形の関連遺産の整理

•  銘醸地世界遺産の横断的分析から、美観のみな
らず奇景や刻苦、さらには産業遺産や流通遺産
等の新たな保存概念を抽出

•  さらに、保全手法や観光推進等に関して知見を
交換するヨーロッパの銘醸地ネットワークを概
説



第２編 
フランスに於ける銘醸地世界遺産の 

論理、展開、そして少しばかりの脱線 




第４章 
サン・テミリオン自治区



第５章 
シャンパーニュの丘陵・メゾン・酒蔵 



第６章 
ブルゴーニュのブドウ畑のクリマ 



第３編 
フランスに於けるワインスケープの向かう先 





第７章 
文化財保護と都市計画の 

６次産業化
環境

なるべくの無農薬
に向けた減薬や
草生栽培の推進
⇒景観の改善へ

社会
AOCによる原産地の

（再）認識
⇒景観の保全と

農業の維持

経済
ラベリングによる
弱体地域の支援
⇒都市計画の
連帯の概念への

連結

AOC
社会的品質の

保証
⇔ヨーロッパ的
持続可能性の

概念
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第８章 
ワイン観光



第９章 
現代建築のワイナリー



第10章 
　結論− 

俯瞰と展望 
①建築・都市計画に

関して 
 

1-1. アグリテクチャーへ

1-2. イメージの経済学による都市計画へ 
1-3. スマート・スプロールへ





②文化財保護に関して



2-1. コモンズ以上文化財
未満の遺産の保護へ



2-2. ３次元マトリクスの 
遺産概念へ 


2-3. 好い加減の文化財保
護へ




2/  10 –  Construct ion,  Resta i ra t ion et  ent ret ien des murs  

 
 
 

Les cales permettent la stabi-
lisation .Dans la partie infé-
rieure du mur, le calage est 
correct, dans la partie supé-
rieure, les cales sont insuffi-
santes .Un contrôle et un 
entretien régulier du mur 
assurent la longévité. 

 
Bien que le choix, la pose des pierres et des 
cales soient corrects, on trouve des fissures 
verticales sur plus de 2 couches, ce seront 
les points faibles du mur en cas de poussée 
du terrain pou de pression d’eau. 

 
Des pierres posées sans réflexion et sans calage entraîneront 
une dégradation rapide du mur. 

…De même qu’une fissure 
verticale fragilise le mur 

Fissures verticales dans 
l’assemblage des pierres … 

…joints en croix et fissure verti-
cale… 

…et pierres inappropriées 
avec pose anarchique 



③ガヴァナンスに関
して 


3-1.地方集権と中央
分権へ 


3-2. ワインスケープ
・コネクションへ



3-3. マイナスの政治
主導「も」必要へ



④植民地化の懸念を超え、食料主権、さらには 
文化・宗教・農耕を基礎とした寛容な国際社会へ

•  フランスのワインスケープが抱える葛藤に関し
ては、植民地化の懸念という概念に総括可能

•  植民地化の対極は主権の確立で、本論の文脈で
は食料主権という考え方

•  文化的景観（cultural landscape）という表現
を前に、cultureの真意がcolonyではなく文化、
宗教、そして農耕にあることを再認識すること
が、植民地化を忌避し、食料主権の尊重や回復
に帰結するはず

•  ワインスケープは文化・宗教・農耕を基礎とし
た寛容な国際社会の構築の契機として存在




