
 

 

和風町並みデザインを巡るメモ 

いくつかの事例を通じて 

                                             鳴海邦碩（大阪大学名誉教授） 
 

１．形態学的・類型学的デザインガイドライン 

都市のスカイラインなどを描いた都市図の他に

個々の建築の平面や姿を描いた建築図もヨーロッパ

都市にはよく残っている。土地台帳や修道院に保存

された古文書に記録された図などである。ボローニ

ャ大学のチェルベッラーティ教授は、ボローニャに

残る各種の建築図を駆使して、ボローニャの都市づ

くりの方向を示した『ボローニャの試み』を著わし

ている。そのなかで、古い建築図と現況調査に基づ

き、歴史的な蓄積の賜物であるボローニャの街並み

を、形態学的・類型学的に検討し、将来の目指すべ

き方向を示した。 
 このような考え方はヨーロッパでは町並みデザイ

ンのいわば常識的な考えでもある。レオン・クーリ

エなどが論じている。 
日本では、陣内秀信などがこうした方向の重要性

を指摘しているが、一般化はしていない。鳴海も大

阪・船場のまちづくりにおいてこうした方向につい

て示唆している（『船場を読み解く』）。 
 
２．世間体が建物形態に与える影響 

 高級住宅地においては、「世間体」を非常に気に

しており、自分の家を建て替える時などは、周囲の

家の塀・屋根の色との調和に気を配ったりするが、

これもソトから見られることを意識しているわけで

ある。図は大阪のいくつかの住宅地における調査結

果を示しているが、古い住宅地ほどまわりを気にし

ているという傾向がある。 

３．人々の好きな建築形態（屋根に着目して） 

 鳴海が指導するブラジル人留学生がかつて、日本

的な景観に関する調査を行った。その結果、屋根の

もつ役割が大きなことがわかった。 

 左が駒形屋根、右がマンサード屋根である。この

ような形態の屋根をもった住宅を、ハウスメーカー

はよく供給している。また、実際の都市空間の中に

もこのような屋根形態の建物がよく見られる。 

 
 洋風妻入りの屋根形態も好まれる傾向にある。新



 

 

しい商店街づくりに多用される。 

 
写真は名古屋の OZ モール。かつて原広司が設計
した渋川の町並み、その他商店街では奈良県の桜井

等、多数の事例が見られる。 
 
４．復興景観にみる表外構に対する好みの変化 

 阪神・淡路大震災からの復興の過程で、町並みは

大きく変化した。それにはさなざまな要因が働いて

いるが、一つの要因は表構えに対する好みの変化で

ある。 

 
継続居住の人たちがどちらかといえば、伝統的な

（昔ながらの）表構えを好む傾向があるのに対し、

新来の住民たちは、オープンな、それもモダンな表 

外構を好む傾向にある。このことが町並み景観の変

化の一つの要因である。 

 
５．町並みデザインへのテーマ（意味性）の導入 

商店街など、商業地区の魅力の向上を目指して、

町並み形成に一定のテーマを導入することはよく見

られることである。先に述べたＯＺモールや渋川町

の例は、妻入りの建物形態をとったもので、没様式

的ないわば中性的な妻入り形態である。これに対し

て、様式性というか意味性を導入する例もしばしば

見られる。 
横浜市東横線大倉山商店街は、ギリシア風の要素

を外観に取り入れるという町並み形成ルールを導入

したことでよく知られている。 

継続居住の被検者が好む表構え 

新来住民の被検者が好む表構え 



 

 

 
商店街を魅力的にしたいという、商業者の熱意が

このような形で実を結ぶということについては、都

市環境デザインを専門とする者は、深く考えなけれ

ばならない事例の一つである。 
 
６．新しい町並み形成における和風の導入 

既存道路の拡幅による都市計画道路の整備の際

に、歴史的な都市においては、しばしば和風の町並

み形成のガイドラインが導入されるケースが各地に

発生した。知覧の例がその早い時期だったと記憶し

ている。北海道伊達市もその一つであった。 
商店街の街角広場にある掲示板には次のように書

かれている。 
「市役所通り商店街（愛称・あいあいタウン）は、

都市計画道路・伊達街道の整備にあわせて商店街近

代化事業に取組み、魅力ある商店街を目指し、伊達

市だけが持つ歴史的特性を十分に活かしながら個々

の店舗を白壁・和かわらを使用した近代和風に統一

し、新しい時代にマッチした商店街の景観を整備し

たところです。 

 
同じような例は兵庫県赤穂市、山口県下関市長府

にも見られる。 

 

 
 
 
 

大倉山エルム通り商店街 

兵庫県赤穂市 



 

 

 

 

こうしたプロジェクトは、コンサルタントが支援

している例が多いと思われるが、コンサルタントの

レベルが結果の良し悪しに反映していると考えられ

る。 
 
７．和風導入を住民はどう理解しているか 

－山梨県身延町・富山県南砺市城端を事例として 

① 山梨県身延町 
身延町は日蓮宗総本山身延山久遠寺の門前町とし

て発展。沿道区画整理型街路事業の導入を核とした

地区整備を進めた。そのなかで、身延駅前通りの整

備にあたって和風デザインの導入が行われた。以下

は惣司めぐみ等の論文からの引用。 
地元の住民組織は、事業の推進にあたって石川県

加賀市山城温泉万松通り、横浜市の大倉山商店街な

どを視察している。 
平成２年に地元組織が「和風家並構想」を作成し、

これが基礎となってルールづくりが進んだ。 
平成３年、「身延駅通り地区建築申し合わせ協定」

を締結した。これは紳士協定である。その後、専門

家が加わり、勉強会などが開催された。事業が完了

するまで、毎年、関係者が契約した建築事務所や工

務店を対象とした説明会を開催し、町並みのイメー

ジをイラストやＣＧで紹介しながら、理解を求める

ことが続けられた。 

 
 

下関市長府 



 

 

   
アンケートは 46通配布、回収は 33通である。従
って結果を示すグラフの総数は 33になる。得られた
知見は以下の通りである。 
・申し合わせ事項の作成において、守るべき項目

を如何にするかよりも誰もが受け入れやすい表現

で項目を作成することが重視された。 
・外観ルールの認知度が高く、参考にした建物と

して、事業の先行事例が挙げられていることは興

味深い。 
・「家紋」「和風」「瓦風」「なまこ壁」などデ

ザインの詳細が個人に任されている項目は守った

と認識されやすい。これに対して、「シースルー

シャッター」「軒先高さ 2.7ｍ」など守ったかど

うか一目瞭然の項目は守ったと認識されにくい傾

向にある。 
・町並みの観察調査によって各項目のデザインの

表現のされ方がいくつかのパターンに分かれ、特

定のデザインが特に支持されてはいないことが明

らかになった。このことは、上記のことと重なり

合う現象である。 
 

② 富山県南砺市城端 
南砺市城端、旧城端町は、浄土真宗善徳寺の門前

町として開かれた町であり、その後絹織物の産地と

して発展した。重要無形民俗文化財「城端曳山祭」

の舞台でもある。平成９年から行政主導でこの町の

中心部を貫通する国道の拡幅工事が行われた。以下

は惣司めぐみ等の論文からの引用。 
まず特に商店が多い西町において、小売商業商店

街近代化事業を取り入れ、歴史的資源や町並みと調

和する目的で、外観ルールが紳士協定として締結さ

れた。西町のルールが元となって、出丸町、新町に

おいてもルール（建築基準）が締結された。 
工事の対象となった区間のほぼ中央に「えびす商

店街」がある。ここでは建築協定、共同建て替えな

どが行われたため、本調査の対象としていない。ま

たこれに隣接する大工町は、建て替えのルールを締

結していないのでこれも調査対象外である。 

    



 

 

調査結果をまとめると以下のようになる。 
・建築基準は、建築物の外観イメージの方向性を

提唱した上で、それを実現するための「基調とな

るパーツ」についての基準を示している。 
・観察調査では、「基調となるパーツ」に数値や

形式、素材などを明示することで建築主に遵守さ

れやすく一定のデザインが支持されるが、明確な

素材の指定がないもの、複数のデザインが示され

たものは、個人の判断に任されることになり多様

なデザインが生まれていたことがわかった。これ

は身延町と同じ結果であり、数値や形式、素材の

限定が外観ルールの遵守を導くという結論がより

確かとなった。 
・「基調となるパーツ」の組合せによって沿道の

建築物を分類した結果、「基調となるパーツ」が

多い順に 6つに類型化することができた。上位の
２グループで全体の 40％を占め、建築基準には特
に記載されてはいないが、地元の伝統的な建築物

を参考にしたと思われる外観デザインが認めら

れ、「和風、土蔵形式のイメージ」を具体的に示

す共通のイメージとして、地元の伝統的な建築物

が大きな役割を果たしていると推察された。 
・建築主に対するアンケート結果から、上位２グ

ループの建築主は 60 代・70 代の世帯主が中心で
あり、「和風、土蔵形式のイメージ」の担い手は

60代・70代であることがわかった。 
・上位２グループは、外観デザインの決定にかかる

要因として、「地元の伝統的な住宅」「同じ事業

で建てられた建築物」があげられ、新しくできあ

がる町並み全体に対しても意識も強いことがわか

った。 
 

 

 
 

 

 

 
（以上の写真は、足立麻衣、中村真理撮影） 
 

８．京都のデザインガイドラインをどう考えるか 

まず、これまで述べてきたことを整理すると以下

のようになる。 
①形態学的・類型学的な町並みデザイン手法は、古

い町割を持ち、古い建物が相当程度に残る市街地

では友好であるが、日本ではまだ一般化していな

い。 
②自分の住宅を造る際に、周囲の住宅に影響される

のは、古い住宅地で見られる傾向である。城端に

おいてもその傾向が見られた。 



 

 

③屋根の形態の好みを調べると、洋風の屋根の好み

が強い傾向にある。これは学生への調査結果だが、

ハウスメーカーの住宅にもそうした屋根を持つ住

宅が少なからず存在する。好みで住宅選びをする

と、洋風になる可能性が相当程度ある。 
④阪神・淡路大震災の被災地で行った調査によると、

旧来からの住民は伝統的な表外構を好むが、新来

居住者はオープンでモダンな表外構を好む。町に

新しい居住者が増えると、旧来とは異なった表外

構の住宅が増加する可能性がある。 
⑤商店街の町並み整備において、テーマ性の導入を

試みる場合がある。その中で、各地に「和風」の

テーマを導入した例が相当数見られる。 
⑥テーマ性の導入にあっては、地元住民の話し合い

で行われている。全てがそうであるかどうかは断

定できないが、地元にとって重要なことであるの

で、地元主体、住民合意が不可欠であると考えら

れる。 
⑦検討にあたって、専門家の支援を得ている。これ

は事業が相当程度大掛かりなので、専門家に依頼

する財源が存在しているためでもあると考えられ

る。 
⑧調査した事例では、デザインルールは紳士協定で

あるが、地元合意の上に成り立っているので、ル

ールの認知度、達成度はかなり高い。 
⑨デザインルールは、「要素化」ないし「パーツ化」

しており、解り易い。また、要素のみを示した項

目は導入の自由度が高い傾向がある。 
⑩これらの「要素」ないしは「パーツ」は、建物の

外皮にかかるものが多い。いわば「化粧的」な内

容である。道路に直接に接する「町家」的な建物

が対象になっているためと思われる。 
これまでの記述内容を整理すると以上のようにな

る。それでは、京都の場合、これらを参考にした場

合、どのようなことが言えるだろうか。 
以下に考えられることを列記する。 

①「和風」はやはり「テーマ」である。とすると、

地元住民の合意が前提となる。とすると、一定の

対象地区が想定される必要がある。 
②「テーマ」ととらえない考え方もあろう。その場

合、ルール化まで行かない、推奨デザインといっ

た位置づけとなろう。 
③テーマ設定は商店街のような地区では設定がし易

いし、合意もし易い。そうではない地区にあって、

テーマが何のためのものなのかを説明することは

なかなか難しいと考えられる。 
④道路に直接面する町家型建物がとセットバックし

た邸宅風の建物では、ルールとする「要素」が異

なるものと考えられる。前者はこれまで見てきた

事例とも重なり、イメージがしやすい。後者の事

例をもっと検索し参照する必要がある。 
⑤「要素」導入のルールが成立しても、それに基づ

いて造られた建物のデザインのされ方とその質に

は相当のばらつきがある。商業的な町並みではそ

れも魅力の一つに成り得るが、そうではない市街

地では達成された成果がどのような意義をもつの

か説明が相当難しいと思われる。 
⑥近隣に参照すべき建物が存在し、それを評価する

人が建てる建物は、一定のレベルになると思われ

る。しかし、その意味をあまり理解しない人が建

てる場合、「要素」は単なる飾りになってしまう

可能性が高い。 
⑦まして、若い世代、他所から新たにやってきた居

住者は、「和風」のテーマを受け入れがたい可能

性もある。 
 
 
そこで考えるべきは、以下のような事項であると

考えられる。 
①商店街ではないが、歴史的な都市の一部を形成し

ている市街地にどのような建物づくりのテーマ設

定が可能なのだろうか？ 
②「要素」ないし「パーツ」ではない「和風」デザ

インもありうる。例えば、玄関、門扉、塀垣の存

在、セットバック空地の扱い、隣地への配慮の仕

方、等など。 
③緑や色彩など。ことさら「和風」を言わなくとも、

このルール化によって周囲に馴染んだ町並みとす

ることは可能である。 
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＜参考＞ 

 彦根市は、テーマ導入の町並みづくりを多面的に

展開している。キャッスルロードはそのなかで最も

知られているが、商業地区の活性化策として全市的

にテーマ導入型のまちづくりを進めている。 
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