
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．何処で、何を検討し、何を提案するのか 

京都市の新景観政策における法制度の体系は(図―1)

に示す通りである。この法制度の妥当性を全てこの機会

に検討する余裕は、時間的にもマンパワー的にも、勿論

無い。ここでは景観地区における「建築物の形態意匠の

制限」である＜景観地区の区域／建築物のデザイン基準 

等＞、＜工作物等の認定基準／認定手続き 等＞、＜工

作物等の認定基準の細目 等＞とそれに関連する｢京都

市景観計画｣、条例による「植栽等の設置基準」の妥当性

を検討する。何れも昨年度の京都市市街地景観整備条例

の改正にともなって都市計画決定されたものである。そ

して検討の対象エリアを山ろく型美観地区の北白川地域

と岸辺型美観地区の哲学の道地域とする(図－２)。 

上記の｢建築物の形態意匠の制限｣と「植栽等の設置基

準」、｢京都市景観計画｣（３つをまとめて以後、「デザ

イン基準」）を現実に地域に当てはめて見た場合、果た

して妥当なものであるだろうか、そのことを現地に即し

て検分する。   

そこに建築物を設計する者、そこで生活しあるいは事

業を営む市民、そして都市設計の専門家がその妥当性を

可能な限り多面的に検討し、より地域に密着した｢デザイ

ン基準｣に修正してそれを運用していく、条例改正をその

きっかけとすることが、100 年後を目指す今回の京都市

の新景観政策であった筈だ. 

昨年度示された神景観政策では余りにも性急なデザイ

ン基準策定に多くの関係者から危惧の念が表明されてい

た。今後充分に検討し、必要に応じて修正していくこと

(デザイン基準を進化させること)が重要であることは、

の意見書にも表明した通りである。そしてその｢進化させ

る｣というところに、これをきっかけとして市民参加によ

る真の景観政策に至る道筋がつくられていくことを本会

議は期待した。ほぼ1年を経た今、その｢進化｣の機運は

いまだ盛り上がりに欠けるように思われる。｢進化｣を現

実のものとしていくには何が必要であるか、それを現実

の場所に当てはめて検討し提示することが今必要ではな

いかと我々は考えた。 

肝心の市民参加を今回試みる余裕が無く、検分の条件

は満たしていない。建築設計と都市設計の専門家だけの 

限られた立場、限られた時間内で｢進化｣の可能性を試み 

北白川、哲学の道 

提案・デザイン基準はこうして進化させる 
                     井口 勝文(京都造形芸術大学、INOPLΛS) 

図－1．新景観政策における法制度の体系 
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図－２． 検討の対象エリア 

A:山ろく型美観地区  B:岸辺型美観地区 

今出川通り 



 たものが本提案であるが、今後対応すべき課題はここに

提示できたと思っている。 

 

２．場所を読む 

「デザイン基準」を検討するには、どの場所のデザイ

ンを検討するのか、その場所が特定されていなければ検

討の仕様が無い。そして場所を特定するプロセス、すな

はち場所の特性を読むプロセスが、景観計画の基本方針

を確認する作業と重なっている。したがって場所を読む

こと、それによって場所を特定することが「デザイン基

準」を検討する最初にやるべき課題となる。  

さて今回検討対象地域とした北白川と哲学の道の景観

特性を、京都市景観計画は次のように読んでいる。 

 

北白川・銀閣寺周辺 

御影通、白川通、丸太町通と比叡山風致地区に囲ま

れた東山山ろく部にあたる北白川・銀閣寺周辺地域

は東山を身近に感じることが出来、東山の山懐に抱

かれていることを感じさせる場所である。（以下略） 

哲学の道 

哲学の道地域は、高野から銀閣寺に向かう疎水分流

の沿岸一帯からなる。疎水分流沿いの通りは、通称

「哲学の道」と称され、桜並木とこれらの樹木越し

に立ち並び建築物とが一体となって、瀟洒で洗練さ

れた岸辺の景観を形成している。（以下略）  

 

これを元に現地を歩いてみると、地域を特定すること

の容易でないことを直ちに実感する。今回は比較的場所

の特性が読みやすいであろうと思われるところを検討対

象地に選んだにもかかわらず、景観計画でひと括りにさ

れたエリアのなかに、さらに細やかで明確な地域特性の

違いがあることが分かった。したがって「山ろく型美観

地区」、「岸辺型美観形成地区」の建築等のデザイン基

準をここでひと括りにして適用するにはいかにも大つみ

過ぎており、現実の建築設計においては不適切、あるい

は場所によっては相矛盾すると考えられる事項が多々あ

った（表―１．フィールドワーク集計表参照）。それら

の矛盾点を踏まえた修正すべき｢デザイン基準｣の試案は

後に述べるとして、ここでは北白川・銀閣寺地域と哲学

の道地域の場所の特性を読み取った結果を報告する（図

―３，４，５）。 

■北白川・銀閣寺地域では疎水分流の西側、銀閣寺道南

の浄土寺界隈と疎水分流北側の旧山中越道沿いの北白川

界隈の町とでは明らかに景観の在り様が異なっている。

いずれも東山の山懐に抱かれて、東山を遠景とする共通 

 

 

図－３．上は明治36年 京都市実地測量地図（北白

川、哲学の道地域）、下は当時の鹿ケ谷、かぼちゃの

収穫風景（｢交通百年パノラマ館｣丹交社より）。 



点はあっても、市街化の状況が異なっており、建築物を

主とする中景、近景には大きな差異がある。 

それでは疎水分流北側の北白川・銀閣寺界隈をひと括 

る。昭和初期に行われた区画整理事業によってつくられ

た整形の宅地割りで比較的高級な住宅地と言われる区画

整理地区と、旧山中越道沿いに長い歴史をはぐくんでき

た白川村の名残りを残す町並みと、２つの異なる町並み

の景観がここでは見られる。さらに区画整理地区の中で

も銀閣寺に近い銀閣寺前町界隈とその他の区画整理地区

とでは町並み景観に差異が見出される。しかしこれら３

つの町並みの境界は複雑に絡み合っており、建築物も既

に数世代の建て替えを経てその類型を境界に沿って見分

けることは困難になっている。つまりこの地域を分ける

とすれば、２つの区画整理地区とそれ以外の旧白川村と

するか、旧山中越道沿いの町並みとそれ以外とする２つ

の見方があるが、ひと括りにするも分けるにしても更に

検討が必要だ。デザイン基準は単純に｢山ろく型美観地

区｣ひとつで割り切って適用するわけに行かない。 

■哲学の道地域は、高野から銀閣寺に向かう疎水分流の

沿岸、延長２キロ余りとされている。明治23年の疎水分

流の開通以後もこの地域一帯は一面の畑で、鹿ケ谷の山

際に村落があるだけだった。住宅地の開発が進んだのは

昭和初期の区画整理が進んでからのことである。景観特

性を読めばここは明らかに３つの区域に分かれている。

ひとつは白川通りから高野に至る人通りの少ない閑静な

沿岸地域、ひとつは白川通りから銀閣へ向かう参道の沿

岸地域、そして通常哲学の道として観光客が行き交う銀

閣寺から大豊橋に至る沿岸地域の３つである。この洋に

性格の異なる３つのエリアを現行の｢岸辺型美観形成地

区｣のひと括りでデザイン基準を適用することに、まず無

理がある。 

ここではそのなかで最もポピュラーな哲学の道沿岸地

域を選んでその景観特性を読む。 

哲学の道の名の由来は判然としない。西田幾多郎がし

ばしば散歩したことによるとという説が一般的だが、そ

の位置は今の位置からは随分はずれているという資料も

ある。昭和20年代になって市の観光政策としてそう呼ば

れるようになったと言うのが本当のところらしい。 

銀閣寺から大豊橋に至る哲学の道沿いの町の構造は疎

水分流とそれに沿う歩行者道路、自動車道路、建築敷地

の４つの要素で構成されている。そしてその横断面の構

成は場所によって次の４つの類型に分けられる（図－６）。

ここではそれぞれに対応するデザイン基準が必要である。 

東 a：疎水分流に直接敷地が接しており、自然樹林や

生垣が豊かに生い茂って、対岸からはそれらの影に建築 

図－4．昭和8年 京都市外図(大国屋) 北白川・

哲学の道地域、区画整理直前の道路計画(点線)で見

れる。 

図－５．昭和55年 北白川・哲学の道地域 



物がわずかに透けて見える景観。 

東 b：疎水分流に沿って有効幅１～２メートルの歩行

者道路が通じて、それに接して建築敷地が在る。疎水に

沿って自然樹林、桜の並木。道路に沿って建築の壁面や

植樹帯が見られる。その間を縫って歩く散歩道が通じて

いるが人通りは少ない。ここからは対岸の観光客の人通

り、建築のファサードがよく見える。対岸からこちら側

を見るときは樹間を通して建築の壁面が見える。レスト

ランで休む人影も眺められて瀟洒な雰囲気を感じさせる。

屋根は殆ど見えない。 

西 a：最もポピュラーな通り断面である。観光客の人

通りが絶えず、車道に沿って土産物店、喫茶店、住宅が

並んでいる。若王子寄りでは比較的大きな宅地割りで、

長い生垣や塀が続いている。建築物のファサードに共通

するデザイン要素は認められない。道路を歩いている限

り、屋根の存在は殆ど目に入らない。対岸の豊かな樹林

と頭上を覆う桜並木が常に心地よく眺められる。 

西 b：道路に沿った敷地が道路から５メートルほど低

い位置にあって、建築物の屋根が見下ろされる景観にな

る。その向うに広がる町並みと空が眺められる。 

 

３．地域特定／誰が誰のために｢景観基準｣をつくるのか 

北白川・銀閣寺、哲学の道の両地域は、都市計画で定

めた景観地区（８地区に分かれる）のなかの地域区分（60

地域に分かれる）のうちの2つに該当する。北白川・銀

閣寺周辺地域は山ろく型美観地区に、哲学の道地域は岸

辺型美観地区に含まれている。 

建築物の形態衣装の制限と植栽等の設置基準（以後、

建築物等のデザイン基準）では8つの地区別に建築物等

の形態意匠の制限を、京都市景観計画では60の地域別に

その景観形成の基本方針を記している。都市計画決定さ

れた建築物等のデザイン基準は現在の８地区別から、６

０の地域別にその妥当性を検討して、必要あれば修正し、

それを反映して景観計画の基本方針もまた修正されるこ

とが予定されている。おそらく地域は現在の６０地域か

ら８０地域、、、１００地域、あるいはそれ以上へとよ

り細分化されて地域の生活と景観特性に密着した「デザ

イン基準」に修正されていくだろう。それを受けて必要

に応じて都市計画は変更される。そのことをもって我々

は、進化する「デザイン基準」と理解している。 

みが在って、この２つには明らかに町並み景観に差異が

在る。しかしこれを敢えて分けるほどの必然性が在るの

かかどうか。旧山中越道の裏の家並みを含めて旧白川村

である。区画整理地区も元はといえば白川村の農地であ 

東a 西a 

東b 西a 

東b 西b 

図－６．疎水通り断面の類型 
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図－７．北白川・銀閣寺地域、哲学の道の地域特定細

分化の試案 



った。町界には旧白川村の名残りが見て取れるところも

あれば、区画整理地区と混じり合ったところもある。 

今回は地元住民の方々にヒアリングする機会を持たな

かったので、地域特定の検討はここでストップせざるを

得ない。ここでは現在都市計画決定されている６０地域

の中の２つである北白川・銀閣寺地域、哲学の道地域の

何れも、フィジカルな景観特性で見るときさらに細かく

区分する必要があるとして、その区分の試案を提示する

に止める(図―７)。 

最後に地域特定を更に細分化する必要があるか無いか

という出発点に関わる問題提起をしておきたい。 

地域特定を細分化するということはそれだけきめ細か 

な｢デザイン基準｣をつくろうということでもある。その

ことが良いのかどうか、これもまた地域によって判断は

異なる筈だ。 

｢デザイン基準｣には基本的な方針を示しておくだけで、

実際には場所に応じた対応をするという、デザイン規制

の運用に主眼を置くやり方も考えられる（久保光弘｢３層

制のデザイン基準｣参照）。このやり方をとることが多く

の地域で現実的な方策であると思われる。このような経

験を積み重ねることによってその地域の景観特性が次第

に明らかになり、その結果としてその土地の｢景観基準｣

が出来てくるのであれば、それが一番望ましい進め方で

あろう。 

しかしその場合でも、ここで言う地域特定のプロセス

抜きではこのような進め方を保障する体制が確立される

とは思えない。誰が誰のために景観基準をつくるのか、

そのことを地域の課題として協議することを抜きにして

はどのような景観政策も無意味である。 

 

４．まちづくり計画 

ここまではフィジィカルな景観調査から見た地域特定 

に過ぎない。地域特定はむしろ地域住民やそこで働く

人々の日常生活のまとまり方、つまり町内会や商店街組

合、学校区、あるいは郷土を守る会などのコミュニティ

の単位に従うことの方が重要である。 

景観形成の方針は住民の生活の価値観の一部として存

在するもの、あるいは生活の価値観が景観として現れる

ものと言える。だから「デザイン基準」のある地域には

どのような生活環境であることが望ましいか、地域住民

に共通する何らかの生活の価値観が既に存在するはずで

ある。その価値観は既に確かなものとして住民に認識さ

れていることもあれば、無意識の内に在る事もあろう。

今回の京都市の新景観政策はそのような京都市民の価値

観が反映されたものであると私は考えたい。 

しかし場所によってはそのことが全く意識されておら

ず、地域としてのまとまりも無く、従って景観形成に関

して無関心という地域もあるだろう。そのような地域で

はまずは現行の｢デザイン基準｣に従ってもらうしかない。

その中からその地域に相応しい景観が生まれ、地域のま

とまりが意識されるようになることを期待するしかない。 

多少とも共通する生活の価値観が意識されている地域

では今回の｢デザイン基準｣を自分たちの問題として協議

のまな板に載せ、その是非を問うことを期待する。既に

そのような動きが市内の数箇所で起こっているが、市内

の広い範囲で是非を問うには到底至っていない。 

建築の現場では｢デザイン基準｣に関わる問題は日常的

に発生している。しかも各地域で散発的に発生する。そ

こでは地域住民を交えた充分な検証を経ないまま、情報

が隠蔽されたままでなし崩しに｢デザイン基準｣がオーソ

ライズされたかのような存在になる。 

自分たちの求める生活環境の中で、町の景観がどうあ

るべきかを改めて考え、認識するプロセスが今必要であ

る。地域に投げかけられた｢デザイン基準｣を是とするの

か非とするのか、そのことが今問われているのだ。変更

すべき点があればそのことを言い出さなければならない。

そして、沈黙は勿論、｢全て是｣を意味する。 

 

５．｢建築物等のデザイン基準｣を検分する 

現行の建築物等のデザイン基準を手にして北白川地域

と哲学の道地域を歩いた。特に目に付いた建築物だけを

対象にして次のような評価視点で建築物の分類を行った。

その結果が次ページの表―１．フィールドワークの集計

結果である。 

[評価の視点] 

A-1.建築物等のデザイン基準に適合し、景観的に優れて

いるもの。 

A-2.建築物等のデザイン基準に適合しているが、景観的

には良くないもの。 

B-1.建築物等のデザイン基準に適合していないが、景観

的には優れているもの。 

B-2.建築物等のデザイン基準に適合してなく、景観的に

良くないもの。 

C-1.建築物等のデザイン基準には触れられてないが、景

観的に優れているもの。 

C-2.建築物等のデザイン基準には触れられてないが、景

観的に良くないもの。 

 集計結果の数字の意味するところを述べることは差し

控える。調査の前提条件が精査されたものではなく数字

そのものを検討することには余り意味が無い。 



ここで注目したいのは、A-2 と B-1 に該当するとされた

建築物の存在である。その数は問題にしないとしても、

建築物等のデザイン基準に従っていても地域の景観とし

ては良くならない事例があるということ。デザイン基準

に反していても景観としては優れている事例があるとい

うこと。すなはちこの地域ではデザイン基準を地域の実

態に合わせて再検討する必要があると言う根拠としてこ

の表を提示する。同時に、デザイン基準に合っていれば

景観的に優れたものが多く見受けられるという事実、そ

のことを確認したこともまた重要である。 

それでは「デザイン基準」のどこがどう問題なのか、よ

り地域を特定したときのデザイン基準の考え方を数例提

示する。デザイン基準をどのように進化させるのか、そ

の結果はどのように変わるのか、その一例として参考に

なればとの思いで提示する。ここでも地域住民の意見抜

きで、建築と都市設計の独断的な視点で検討したもので

あることをお断りしておく。 

 

 

 

 

 

 

■ 山ろく型美観地区・北白川地域(低層及び中・高層建 
築物）の｢デザイン基準｣を検討する。旧山中道沿いに１

２ｍ第３種高度地区、それ以外は１０m 高度地区に指定

されている。 
地域特定：北白川・銀閣寺地域の内、北白川地域に絞っ

てそこの「デザイン基準」を検討する。 
＜京都市景観計画＞では、北白川・銀閣寺地域の景観形

成の基本方針を次のように記している。 

「東山の山なみとの連続性を意識させる空間の継承を、

この地域の景観形成の基本方針とする」 

北白川地域に絞って地域を特定した場合にも、この基

本方針には異論が無く、むしろこの一点に絞って建築物

等のデザイン基準をより簡略に構成するのが妥当ではな

いかと考える(図－８)。 
その検討結果を以下に記す。 

 
屋根、屋根材等：山ろく型美観地区の＜建築物等のデ

ザイン基準＞では次のように定めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

この地区では屋根の形と素材が大きく景観に影響する。

山なみに向かったとき大きく壁が立ちふさがるのではな

く、壁面―屋根面―山なみと穏やかに連続する景観をつ 

くりたい(図－９)。 

ここでは勾配屋根とすることが重要であり、より望ま

しいことではあるが軒、けらばの出を敢えて数値で規制

することは疑問である。それよりも勾配屋根に代わる屋

上緑化は例外的に認める程度とするほうが良いだろう。 

山なみの前景となる屋根はいぶし銀の日本瓦としてい

るものが多数を占めており、それがこの地域の景観特性

の基本となっている。一方で、光沢のある濃い灰色、一

文字葺きの金属板などもこれらの景観とよく似合ってい

る（＊註1）。ただし旧白川村地域から離れて区画整理地

域に入ると必ずしも日本瓦にこだわるべきではない。数

は少なくとも戦前に建てられたと思われる和洋折衷の住

宅に茶色の洋瓦が見られて、この地域の別の一面を伝え

てくれるからである。これに関しては後に「和風」を考

察する中で詳述する。 

（＊註1）形態意匠の制限にかかる共通の基準によれば、「銅版以外

の金属板及びその他の屋根材は、原則として光沢の無い濃い灰色、光

沢の無い黒とすること」としている。 

外壁等：山ろく型美観地区の建築等のデザイン基準で

は次のように定めている。 

 

 

 

 

山なみに向かう道筋では行く手に山なみと空がよく見

える。この景観を守りたい。道路に面する建築物は平入

り勾配屋根を原則とし、妻入りの場合は充分に壁面後退 

 

北白川地域 哲学の道地域 

A B C A B C 

 

１ ２ １ ２ １ ２ １ ２ １ ２ １ ２

屋根形 ４ ２ ３ ６ ０ ０ 11 1 8 1 0 0

屋根材 ５ ２ ２ ６ ０ ０ 14 2 5 0 0 0

外壁等 ５ １ ２ ７ ０ ０ 13 3 3 2 0 0

色彩 ４ １ ３ ７ ０ ０ 15 2 0 4 0 0

その他 ４ ０ ２ ７ ０ １ 4 0 1 0 0 0

・勾配屋根(原則として軒の出は 60cm 以上、けらばの

出は 30cm 以上)とすること。ただし、屋上緑化等によ

り良好な屋上の景観の形成に資するものはこの限り

でない。 
・ 原則として、塔屋等を設けないこと。 

・ 日本瓦、金属板又はこれらと同等の風情を有する

ものとすること。 

表－１．フィールドワーク集計表 

A:デザイン基準に適合 B:非適合 C:基準になし 

１：良い景観である  ２：よくない景観である 

・周囲への圧迫感の低減を図るため、道路からの十

分な後退、または外壁面の分節等の配慮を行うこと。

・和風を基調とする外観意匠とすること。 



 することでその景観は守られる。片流れや切妻屋根の場

合は山なみに向かって見るとき大きな平板な壁が立ちふ

さがらないように配慮したい。外壁等の位置と形は屋根

との関係で決まることも配慮しなければならない(図－

10)。 

和風に関しては後に項を改めて述べる。 

屋根以外の色彩：山ろく型美観地区の＜建築物等のデザ

イン基準＞では次のように定めている。 

 

 

形態意匠の制限にかかる共通の基準では使用してはな

らない色彩を指定している。この中には無彩色は含まれ

ていない。しかし明度の高い無彩色（白）の大きな壁面

は、山なみを背景としたときにその存在が際立って目に

とまる。山なみに調和する白の位置と大きさを制限する

することが大切である(図－11)。 

その他：山ろく型美観地区の＜建築物等のデザイン基準

＞では次のように定めている。 

 

 

 

 

道路に面する駐車場等の解放された空地の仕様は次の

3 つの類型の何れかに従うことが望ましい（図－

12,13,14）。 

１.開放前庭型 ２.門扉､塀付前庭型 ３.門扉付車庫型 

解放前庭型の駐車場の優れた事例が地域の中でしばし

ば見出されて、この地域の景観特性のひとつに上げるこ

とも出来る。必ずしも門、塀、生垣等で道路と空地との

間を区切る必要は無い。中・高層建築物のピロティを駐

車場にする場合にも同様の主旨を適用することが必要で

ある。 

植栽等の設置基準：京都市市街地景観整備条例第 20 条

に次のように定めている。 

 

 

 

 

 

庭付き一戸建てが連続するこの地域では、屋外工作物

や植栽のデザインが地域らしさをつくる重要な要素であ

る。建築物の外壁のデザインと門扉､塀､擁壁、植栽など

のデザインを一体的に捉えてデザインすることが重要で

ある。 

区画整理地域には豊かで多様な庭園植栽の伝統がみら 

・自然景観と調和する色彩とすること。 

・道路に面し、駐車場等の開放された空地を設ける

場合は、周囲の景観に調和した門、塀又は生垣等を

設置すること。 

道路に沿って、2メートルごとに中木2本、又は生垣

（樹木の高さ 1 メートル以上）。敷地面積 100 平方

メートルの敷地に適用。敷地の規模、形状によって

は適用外もありうる。 

図－８．この地区が目指す代表景観  

大文字山のふもとの静かで落ち着いた住宅地。旧い農家

の面影と近代和風の住宅地の風情を残す街並みがこの

地域の特色である。山中越えの旧道に沿って白川村の名

残りを残す街並み。その周囲に戦前、昭和初期に区画整

理事業で開発された庭付き１戸建ての郊外住宅地がひ

ろがっている。写真は区画整理された地区の住宅地。 

図－９．東山の山なみを背景にするときいぶし銀の日本

瓦の屋根が美しく調和する。 

図－10．外壁等の位置と形は屋根との関係で決まること

も配慮しなければならない 



れる。比較的余裕のある大きな敷地の豊かな植栽が続く

町並みを保存する対策が重要である（図－15,16）。 

比較的小さな敷地では敢えて植栽の数値規制を適用す

るよりも、道路沿いの空地の在り様を規定することが重

要である(図―17)。また、庭園の植栽は山なみに調和す

る前景となるように配置すること、木立ちを通して山な

みが見通せるように配慮することも重要である。 

補足事項：「デザイン基準」に含まれないが景観形成の

基本方針に係わるこの地域特有の重要な課題がある。 

１）北白川地域の住宅建築には以下の３つの類型が見ら

れる。その継承が地域景観を守る重要な課題である。立

替や土地の細分化にともなう新築住宅が増えてこれらの

建築物が消えていく。３つの類型を尊重する建築等のデ

ザインが重要な課題である。 

類型 1：旧山中越え街道沿いに残る白川村農家のたたず

まいはその前庭を含めてこの地域の貴重な歴史遺産であ

る。この伝統を尊重し継承したい(図－18)。 

類型２：旧山中越え街道沿いに並ぶ町屋は、京都の都心

部の町屋とは違って庭付き１戸建てが軒を連ねたもので

ある。この町並みもまた白川村の名残りを残すものであ

る。既にその名残りを感じさせる町並みは殆ど消滅して

いるが、僅かに残った町並みを手掛かりにその面影を継

承したい(図－19)。 

類型３：昭和10年完成の区画整理事業でつくられた住宅

地には近代和風、和洋折衷、和洋混在の建築が多く残っ

ている。擁壁、門扉、植栽を含めてそれらの歴史遺産を

尊重し継承したい(図－15,16)。 

２）北白川天神宮からの眺望景観は尊重されねばならな

い。木の間隠れに見下ろす屋根面の輝き、鳥居を通して

みる門前の建築物のファサードは街道筋の面影を残すも

のとして継承したい(図－20)。 

３）白川の護岸はコンクリートの３面張りで既に往時の

面影は無い。水車小屋が並んでいたという風景を今更偲

ぶには及ばないとしても、川沿いの景観は見直すべきだ

ろう。護岸や橋、そこに面する建築物や塀、植栽の改修

は大きな課題である(図－21)。 

４）山なみの眺望をさえぎる最も大きな障害物は電柱、

電線である。これを撤去すれば市民の意識は劇的に変わ

るであろう(図－22)。 

 

■岸辺型美観地区・哲学の道地域（低、中・高層建築物）

の「デザイン基準」を検討する。１０m 高度地区に指定

されている。 

地域特定：延長２，５キロの哲学の道地域の内、銀閣寺

から大豊橋に至る地域に絞ってそこの｢デザイン基準｣を 

 

図－11．孤立した大きな白壁はよく目立つ。 

図－12．解放前庭型駐車場 

図－13．門扉または塀付き前庭型駐車場 

図－14．門扉付き車庫 



検分する。この地域では疎水分流の横断面の４つの類型

に従って、場所に応じた｢デザイン基準｣の適用を考える

必要がある(図－６)。 

＜京都市景観計画＞では、哲学の道地域の景観形成の基

本方針を次のように記している。 

「(前略)桜並木とこれらの樹木越しに立ち並ぶ建築物と

が一体となって、瀟洒で洗練された岸辺の景観を形成し

ている。こうした景観特性の継承を、この地域の景観形

成の基本方針とする。(中略)疎水側に積極的に緑化を図

ることにより、良好な岸辺景観を保全する(後略)」 

哲学の道地域を絞って銀閣寺～大豊橋間に地域を特定

した場合にも、この基本方針には異論が無い。この地域

では特に植栽の保全が重要な課題であり、建築物等のデ

ザイン基準はより簡略に構成するのが妥当ではないかと

考える。その検分の結果を以下に記す。 

 

屋根、屋根材等：岸辺型美観地区の＜建築物等のデザイ

ン基準＞では次のように定めている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
断面類型－西bに相当する場所においてのみ上記のデ

ザイン基準は重要である。その他の地域では屋根は殆ど

樹木の陰になって視野に入らない(図－23)。西 b 以外の

地域では屋根は出来るだけ樹木の背後にあって目立たな

いようにつけること、とするのが妥当だろう。勾配屋根、

軒、けらばの出に関する規制は敢えて設ける必要がない

と考える。 
外壁等：岸辺型美観地区の＜建築物等のデザイン基準＞

では次のように定めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
殆ど近景しか視界に入らないこの地域で水平方向を強 

・勾配屋根(原則として軒の出は 60cm 以上、けらば

の出は 30cm 以上)とすること。ただし、屋上緑化等

により良好な屋上の景観の形成に資するものはこの

限りでない。 
・ 原則として、塔屋等を設けないこと。 

・ 日本瓦、金属板又はこれらと同等の風情を有す

るものとすること。 

・ 岸辺の風情を維持するため、圧迫感の低減及び水

平方向を強調する形態意匠とすること。 

・ 河川に面する３階(以上)の外壁面は、１階の外壁

面より(原則として９０ｃｍ以上)後退すること。た

だし、河川に面する外壁面を河川から十分に後退さ

せ、かつ、河川に沿って門、塀又は生垣等を設置す

ることにより岸辺の景観に配慮された場合はこの

限りでない。 

図－15．区画整理地区、石垣の続く町並み 

図－16．区画整理地区、石垣の植栽 

図－17．敷地の僅かな隙間に細やかな植栽。 

図－18．旧山中越え街道沿いに残る白川村の名残り 



調する形態意匠を定める意図は理解し難い。 
３階(以上)の外壁面の後退は樹木の並木を主役にする

この地域の景観形成に効果的である。 
断面類型－東 a,b では門や塀よりも植樹を優先し、さ

らに既存の緑地を保全することが重要である(図－24)。  
断面類型－西aでは２階以上の外壁面を後退させるよ

うにしたい。河川に面する１階の外壁面を後退させた場

合は、そこに門、塀又は生垣等を設置するよりも屋外空

地として、テラスや前庭、植樹帯のようなゆとりの空間

を道路沿いにつくることを優先させたい(図－25, 26)。 
断面類型－西 b では屋根の形状、材料の選定が重要で

ある。外壁等のデザイン基準は適用外としてよい(図－

27)。 
屋根以外の色彩：岸辺型美観地区の建築物等のデザイ

ン基準では次のように定めている。 
 

 

形態意匠の制限にかかる共通の基準では使用してはな

らない色彩を指定している。この中には無彩色は含まれ

ていない。しかし高明度(白)の無彩色の壁面等は緑の樹

林の中で際立って目立つことが無い様に特に配慮する必

要がある。 

その他：岸辺型美観地区の建築物等のデザイン基準で

は次のように定めている。 
 
 
 
 
道路に面する駐車場は原則として設置しないこととし

たい。そのために共用の駐車場を設けるなどの対策を考

える必要がある。 
植栽等の設置基準：京都市市街地景観整備条例第 20 条

に次のように定めている。 

 

 

 

 

 

  この地域では植栽計画が最も重要である。それも新

しい植栽であるよりも、既存の植栽を如何に保存するか、

維持保存の対策が重要である。門、塀、擁壁の維持保存

をそれに合わせて同時に考える必要がある(図－28）。 

 

５．｢和風｣への戸惑い 

京都市新景観政策では｢和風｣という言葉が多く使われ 

・自然景観と調和する色彩とすること。 

・道路に面し、駐車場等の開放された空地を設ける場

合は、周囲の景観に調和した門、塀又は生垣等を設置

すること。 

河川に沿って、３メートルごとに高木１本または２

メートルごとに中木２本。敷地面積 100 平方メート

ルの敷地に適用。敷地の規模、形状によっては適用

外もありうる。 

図－19．旧山中越え街道を偲ばせる家並み 

図－20．天神さま門前の家並み 

図－22．東山と瓦屋根の前に林立する電柱、そして電線。

図－21．コンクリート３面張りの白川。流れる水は澄んで、

往時の花崗岩の川砂も僅かだが川底に見られる。 



ている。榊原和彦(大阪産業大学)によれば、建築物等の

デザイン基準の中に２２箇所「和風」の語が使われてい

ると言う。｢京都らしい｣あるは｢地域の景観に調和する｣

という言葉も、その背景に｢和風｣がイメージされている

ことは明らかである。この一語は、当初から建築設計者

にとっては安易に見過ごすわけには行かない、真剣な問

題となっている。しかしこの問題は今更新しい問題では

ない。西洋建築を学び始めた明治時代から戦中までは意

匠上の最も大きな課題であり、戦後も我が国近代建築史

の底流に流れる真摯で誠実な課題であり続けた。それは

ひたすら西洋建築によって近代化を進める役割りを担っ

た我が国の建築家の良心が、まだ残っている時代の課題

であった。 

1970年の大阪万国博覧会を界に、この良心は建築界か

ら姿を消した。そして突然今、京都で、のっぴきならな

い状況で、忘れていた良心を目の前に突きつけられたの

だ。 

 

「京都らしい」、あるいは｢和風｣とは何か、その大衆

的な合意はすでに成立している。合意が成立しているか

ら、問題は真剣で複雑なものになっている。 

その合意は商業的には利用価値のあるものであり、生

活の実体が伴わないまま安易に利用されれば、ディズニ

ータウンと紙一重の町並みをつくってしまう危険性を持

っている。 

一方、作品としての建築デザインを志向する設計者に

とっては、設計がお決まりのメニューを組み合わせるだ

けのゲームになってしまう、｢キッチュ｣の押し付けにな

りかねないという危機感を募らせる。 

 

街中にしばしば見られる意図的に洋風の住宅やマンシ

ョンは和風キッチュの裏返しだ。それでは、京都市三条

通りの明治の洋風建築もまたキッチュではないのか。「こ

れはもういいんだ」と多くの人が言う。旧日本銀行(現在

の京都文化博物館)、旧毎日新聞社(現在の1923ビル)は

本気で本場の建築をコピーしたからキッチュではないと

言うのか。キッチュであっても歳を経ればキッチュでな

くなると言うのか。本気でつくればキッチュもキッチュ

でなくなる、キッチュも歳を経ればキッチュでなくなる。

そうであれば、今そのキッチュをつることを否定する根

拠は無くなってしまう。そこに｢和風｣課題の本質的な問

題がある。 

「和風」を規定することは「それ以外の風（洋風、中

国風、インド風、無国籍風、、、）」を除外することで

ある。二度とここではキッチュな旧日本銀行をつくって 

図－23．哲学の道は樹木に覆われた散歩道だ  

図－24．哲学の道東の岸辺、樹幹を通して僅かに建築の

壁面と屋根が見える 

図－25．哲学の道 建築の壁面が迫り出して緑の連続が

切れている。こういうのが増えすぎるとこの地域の瀟洒

な落ち着きは失われる。 

図－26．店の前につくられた小広場でくつろぐ人たち 



はならないのだ。それが「和風」を規定する意味だ(前衛

を目指す建築家には特例に挑戦する表現の自由が保障さ

れている。このことは重要かつ適切だ)。 

北白川の区画整理地区を歩く。ここに江戸時代にさか

のぼる伝統的和風の住まいを見ることは無い。古くても

昭和初期に建てられた近代和風建築であり、軒高も高く、

開口部はガラス戸で、洋風の応接間がくっついているも

のもある。そこに戦後の建物がすでにかなりの割合で建

てられ、混じり合っている(図－29)。洋瓦を乗せた完全

な洋館も、筆者の観察では２軒見られた(図－30)。おそ

らく戦前に建てられたものであろう、庭の樹木とも相ま

って、どう見ても地域の風情に相応しいと言わざるを得

ない。この地域の建築等のデザイン基準では「外壁は和

風を基調とする」とされているが、さてここで言う和風

とは何をもって和風と認めるのか。 

世間の常識に従えば、戦前に建てられた普通の住まい

は「和風」であろう。そして同じく戦前の洋館は、これ

は「和風ではない」だろう。間違いなくそれを建てると

き施主は、和風ではない洋風を意図した筈だ。 

だから「和風を基調とする」限りは、如何にこの地域

の風情に合っているように見えても、ここでは二度とこ

のような洋館は建ててはならないのだ。それがここで「和

風」を規定する意味だ。 

 

田端修（大阪芸術大学）によれば，和風から和洋折衷、

洋風にわたる建築物は次のように理解されるという。 

A:和風 B:和風＋洋風 C:和風×洋風 D:洋風 

 

今述べてきたようにこの地域の住まいは、殆ど全てが

B,C,D の何れかに入る。したがってこの地域の「和風」

規定はこの中からDを除くAまたはB、Cにせよと言って

いることになる。 

洋風の意味が、昭和初期のようにスペイン瓦や南欧風

の言葉に代表されるようなものであったらここはこれで

問題無かったかもしれない。あからさまな（キッチュな）

洋風はここでは排除するという事だ。しかし今、そのよ

うな洋風に加えてもうひとつの洋風、すなはち無国籍、

より一般的には近代建築史で言うインターナショナルス

タイルもこの範疇に入る。これをどうするか。 

今日本で建てられる建築物はその殆どがインターナシ

ョナルスタイルだ。オフィスビルは勿論、公共建築物、

商業ビル、マンション、個人住宅、、、。インターナシ

ョナルスタイルは近代建築運動の行き着くところであっ

た。日本風、あるいは東洋風近代建築を模索した伊藤忠

太、辰野金吾、吉田五十八、堀口捨己、丹下健三等の真

図－27．哲学の道 西側の敷地が低く、建築物の屋根を

見下ろして歩く。 

図－28．哲学の道 若王子近づくと見事な塀が続いてい

る。 

図－29．北白川 区画整理地区の住宅地。 

図－30．北白川 区画整理地区の洋風住宅 



摯な苦闘は今改めて評価すべき時ではあるが、大勢とし

ては日本のインターナショナル化＝無国籍化はほぼ完成

の域に達している。僅かに例外的に、住宅建築に、文字

通り数奇者の「和風」が生き続けているだけだ。 

無国籍のインターナショナルスタイルはやはり｢和風｣

からは排除されねばならないのか、そこが問題だ。 

 

外人の目になったつもりで日本の現代建築を見ていく

と、やはり日本には日本人がつくった痕跡がどうしても

目に入る。日本の風土で、日本人のためにつくったもの

であることが見えてくる。例えばその表面の滑らかさに、

気配りの完璧さに、ディテールの細やかさ、潔癖さに、

あるいは空間の透明性、重層性、ミニマムデザインに、、、。

日本化されたインターナショナルスタイルだ。 

日本で、日本人のためにつくる限り、そういう意味で

の日本らしさは自ずから現れてくる。このような日本ら

しさはキッチュな洋風にも同じように見られると言うだ

ろう。その通りだ。このような意味での「日本化された

インターナショナル」を和風と呼ぶとしたら、日本に建

つ建築物は皆和風になってしまう。事実そのような趣旨

を主張する建築家は多い。  

 

しかしそれでは京都が言う「和風」課題は成立しない。

ここで言う「和風」は、インターナショナルスタイルの

中に自ずから現れる和風ではなく、現代建築に意図的に

持ち込まれる和風だ。設計者が言葉にして説明できる和

風だ。抽象的な概念にとどまらない、誰にでも分かる具

体的な形になって現れるものだ。その形がここで言う「和

風基調」の建築として設計されるのだ。そのとき建築家

山本良介氏の言う「京町屋の遺伝子」のような各地域の

遺伝子、その地域らしさが現代建築の中に見えてくるの

だろう。 

京町屋に代表される日本の伝統的建築物は木造１階又

は2階建てである。これがそのままRC造中高層建築物に

通じる筈は無い。遺伝子をどのように現代建築に形とし

て継承するのか、それが現代和風の課題である。丹下健

三が香川県庁舎で試みたような、キッチュと紙一重の際

どい真剣勝負が設計者に問われているのだ。「和風」は

忘れていた設計者の良心を京都から問い直すきっかけと

なるのかもしれない。 

 

６．進化のフローチャート 

 ここまでデザイン基準を進化させるプロセスに沿って

述べてきた。以上をフローチャートにまとめると図－31

のようになる。 

デザイン基準を進化させる仕組みを京都市は４つ用意

している。 

1) 市の建築指導課担当者の日常業務としての円卓会議。 

2) 市が委嘱する、専門家による景観デザイン協議会。 

3) 学識経験者による景観アドバイザー会議。 

4) 市民参加の景観まちづくり。 

 この中で最も重要なものは言うまでも無く最後の市民

参加の景観まちづくりである。これなくして地域に沿っ

たデザイン基準はあり得ない事は、今まで述べた通りで

ある。これについては法も制度も全て整っている。それ

にもかかわらず一部にその動きが見られるだけで、全く

と言っていいほど動いていないことが今回の調査で分か

った。また建築等のデザイン基準が必ずしも地域の実態

に沿っているとは思えないことも、今回の調査で分かっ

た。 

現在の「デザイン基準」に市民が異存無いのであれば

それはそれで良い。まずは坂道を転がるような景観の破

壊的状況はとめられたと見てよいだろう。しかし無知、

無関心による無反応であれば長い目で見て新景観政策が

成功するとは思えない。まずはそのことを知った上で新

景観政策が施行されているという状況をつくってこそ、

１００年を見据えた今回の政策であろう。 

市はより前向きに市民参加を促すべきである。地域ご

とに建築設計者やコンサルタントのチームを組織して、

直接住民の中に問題提起していかなければ事態は動かな

い。地域にコンサルタントを派遣する仕組みをつくって

市民の意識を喚起する必要がある。今最も必要なことは

住民参加の動きをつくる事である。建築設計の現場を公

開して、協議を地域の場に移すことである。混迷の中に

出口を探すことである。机上の議論は後に回して欲しい。 

 

参考資料：「北白川こども風土記」北白川小学校編、山口書店1959 

    ｢北白川100年の変遷｣西村藤平,地人書房1974 

 

今回の現地調査では京都精華大学の野口昌夫ゼミと、

京都造形芸術大学環境デザイン学科3，4回生有志が共同

してフィールドワークを行った。本文はその結果を基に

している。特に野口昌夫先生には、フィールドワークを

経て多くの示唆と助言を頂いたことを申し添えなければ

ならない。 

参加した学生は以下の通りである。 

京都造形芸術大学： 

中村美里、山下賢太、辻恵里佳、井澤弘隆 

京都精華大学： 

 



 市の広報活動 

地域ごとのまちづくり－景観の検討会 

（76地域～状況に応じて拡大、細分化）

地域特定(76地域～) 

(コミュニティ単位の絞り込み) 

地域毎にまちづくり計画の検討 

地域の景観形成計画

の再検討 

まちづくり計画 

進化した 

景観形成計画と運用

のしくみ 

コンサルタント派遣 

都市計画の変更等の手続き 

設計者、建築指導課の参加

図－31. 進化する景観政策のフローチャート 


