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武家屋敷地区のデザイン誘導における景観形成基準の運用実態

一村上市歴史的景観保全条例を対象として一
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　In　recent　years，　structures　using　new　materials　and　methods　have　increased　even　in　historic　districts．　Creating　a

target　image　is　especially　difficult　by　the　subdivision　of　sites　and　the　construction　of　various　styles　ofresidences　in

samurai　residence　area．　Therefbre，　creating　and　operating　design　guidelines　have　become　important　su切ects．

　Murakami　was　created　as　a　castle　town　in　l　6th　century．　Now　it　is　precious　area　where　has　5α〃解α’residence　and

preserved　by　Niigata　prefbcture．　In　january，2000，　municipal　government　enacted‘‘The　ordinance　to　conserve

historical　townscape”and　started　operating　design　control．　The　purpose　ofthis　study　is　to　clarify　how　a　design

guideline　is　operated　by　the　ordinance　in　MurakamL
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で．研究の背景と目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区内の既存建築物に対する分析から町並みを構成している建築物

　近年歴史的町並みにおいても新建材や新構法を用いた建築物が増　　の全体像を把握する（6章）。④以上の結果から景観形成基準の改善点

加し、景観の阻害要因となる例が散見されるようになった。特に武　　を示し、今後の課題を検討する（7章）ことを目的とする。

家屋敷地区は町家地区などとは異なり、明治維新後に住宅地として　　　本研究と同様に歴史的町並みにおけるデザイン誘導を扱った研究

変遷してきた課程において、現在までに様々な様式の住宅が建てら　　には、届出手続きやデザイン誘導の協議・指導の実態とその問題を

れ、デザイン誘導における建築物の目標像の設定が困難である。　　明らかにした研究1）、町家の表構えの実測値から町並み景観の形成に

従って景観形成基準の設定や運用が重要課題となる。　　　　　　　　おける規範を把握する手法と、そこから導く修理修景基準の方向性

　本研究の対象地である新潟県村上市の中心部は、16世紀に城下町　　について論じた研究2｝、まちなみに調和した建築物を設計する際に施

として形成されはじめ、現在も町並みとして武家屋敷地区が残って　　主側が周辺環境に対して意識したことや、受け継がれてきた建築物

いる全国的にも貴重な地区である。平成12年1月に町並み景観の保　　の文脈を明らかにした研究3》などがある。また景観条例による届出制

全を目的とした「村上市歴史的景観保全条例（以下、景観条例）」を施　　度を扱った研究には、全国の景観形成地区を対象とし、形成地区ゐ

行し、デザイン誘導を図っている。その特徴は、①前記したような　　全体像と届出制度の実態を網羅的に明らかにした研究4）がある。文献

問題点を抱える武家屋敷地区を景観形成地区としている点、②歴史　　1）では届出があった建築物のデザインにっいて、文献2）では目標像

的建造物の修理・修繕ではなく、新築や既存建築物の修景を主な目　　の設定手法について言及されているが対象地がいずれも町家地区で

的としている点、③ひとっの景観形成地区に対して3段階の修景形　　ある。文献3）では受け継がれてきた建築物の文脈について明らかに

式を設定している点である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　されたが地域固有の伝統様式については言及されていない。文献4）

　本研究では村上の武家屋敷地区におけるデザイン誘導を対象とし、　では届出制度の全国的な実態が明らかにされたが、地域ごとの

①個々の届出物件に対する修景形式の認定手法を明らかにし（4－1）、　　景観誘導における具体的な実状は明らかにされていない。本研究の

②デザイン誘導の成果、生じている問題点（4－2）とその要因を考察し　　特徴は武家屋敷地区を対象として、地域固有の伝統様式を継承して

（5章）、景観形成基準の運用実態を明らかにする。さらに③景観形成　　いくための景観形成基準の運用実態と課題を明らかにした点である。
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2．村上市の町並み保全活動の経緯

　村上市での町並み保全活動の契機となったのが昭和61年の重要文

化財若林家住宅の保存修理工事である。この工事をきっかけとして

昭和62年、住民の有志による「武家屋敷保存研究会注D」が発足する。

市は武家屋敷地区の伝統的建造物群保存地区（以下、伝建地区）指定

を視野にいれ、平成2年に伝統的建造物群保存対策調査（以下、伝建

調査）を実施する。さら平成5年に「町並保存推進協議会注2）」を発足さ

せ本格的に町並み保全に取り組み始め、平成6年には町並景観二次

調査を実施し、保存計画案の見直しと建築物に対する修理修景の際

の基本となるべきガイドラインの作成を行った。しかし平成9年か

ら平成10年にかけて町並み保全の手法を伝建地区から景観条例に基

づく景観形成地区へと変更した注3）。平成11年8月、市は住民に対し

景観条例制定の賛否調査を行い71．21％の賛成を得て注4）、平成12年

1月、景観条例を施行した。この間平成8年から平成11年にかけて

合計20回の住民説明会が開かれた。

3．村上市歴史的景観保全条例の概要

　景観条例では臥牛山（村上城跡）を含む武家屋敷地区の約100haを

《凡例》

　　　景観形成地区
　　　（約100ha　1000世帯）

　　　伝建想定地区
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「景観形成地区（図1）」に指定し、新築および既存建築物の外観変更　　図1景観形成地区指定範囲

の際に市の町並保存整備事業担当課への届出を義務づけている。ま

た景観条例に基づき歴史的景観保全ガイドラインを作成し、建築物

に関して3段階の修景形式（以下、3形式）を示している。市担当者は

届出物件に対して審査・助言指導を行い、デザイン誘導を図ってい

る。周囲の歴史的環境に調和させた修景が行われた場合には3形式

に対応させて助成金を交付している（図2、表1）。3形式の位置づけ

は村上の武家住宅注5）の伝統様式注6）を継承させた「継承型」、できる限

り継承型の様式を取り入れた「調和型」、最低限、周辺環境に調和さ

せた「修景型」である。また修景型に満たないものは「不適合」となる。

4届出物件の建物形式と修景形式の対応関係

4－1市による修景形式の認定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　市担当者は届出があった建築物について、景観形成要素の各項目

（D住宅等の建築構想

（2）町並保存整備事業担当課や建築業者等に相談

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助言指導により、

（3）町並保存整備事業担当課に実施計画書を提出

町並保存整備事業担当課で計画書の内容が
K合しているかを審査し、適合していなけ

（4）建築確認申請書を提出、建築工事着工

（5）助成金交付申請書を提出（景観形成基準に適合）

（6）建築工事完了後、実績報告書を提出

町並保存整備事業担当課で完了審査をし、
㈱iしたときは助成金を交付する。

（7）助成金請求書を提出

（8）修景形式に応じて助成金を交付

表1歴史的景観保全ガイドラインによる主な景観形成基準　　　　　図2届出手続きの淋（歴史的景観保全ガイドラインを基に作成）
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と内規として設定している項目（表1）を指標とし、その適合・不適合　　V：非在来構法だが和風の意匠が基調となっている建築物（非在来・

の状況から判断し修景形式を認定している。その際、特に重要要素　　　準和風）

（表1の網かけ項目）との適合・不適合の状況に重点が置かれている。　　VI：非在来構法で非和風の意匠の建築物（非在来・非和風）

現在は内規の項目が重要要素として位置付けられているため、内規　　（2）建物形式の類型方法

の項目を満たすことは必須条件といえる。このように原則的には建　　　次に建物形式の類型方法と類型結果について述べる。

築物そのもののデザインや構造、色彩などを重要要素の項月にあて　　　4－1（1）の①については届出資料から判別した（「在来構法である」

はめて修景形式を認定している。しかし例外的に重要要素を満たし　　かどうか）。②について、和風の意匠を有するには「和瓦葺き」「破風

ていないものについても、修景後の建築物の色彩や形態、周囲の外　　板が木製」「母屋または垂木があらわ」「霧除け庇が垂木庇」「玄関庇が

構を含めた全体評価によって判断し修景形式を認定する場合もある。　　垂木庇」「腰板張りの外壁」「外壁に付け柱などの化粧材がある」の主要

　平成14年6月現在の律築物の届出件数は新築34件、増築14件、　な項目（以下、主要7項目注8））と「玄関が引違い戸」「門、生け垣、植

外観変更2件の合計50件で、修景形式の内訳は継承型1件、調和型　　栽などある」の合計9項目が大きく関わると考えた。③については

8件、修景型31件、不適合10件である。届出の経年変化は平成12　　「板張り仕上げの外壁」を有している建築物を伝統様式のひとつを取

年が19件、平成13年が20件、平成14年6月までが11件であり、一　　り入れたものとして捉えた。また建築物がウッドデッキやレンガ調

年間に20件程度の届出がされている。デザイン誘導の現状として　　の外壁仕上げ材などの「明らかな非和風要素」を有していると、和風

は、不適合となる建築物もできているが届出物件の大半が和風の意　　とは異なる意匠となることから、以上の12項目によって判定した。

匠を有し（4－2で詳述）、町並みを大きく阻害するような建築物は建て　　それぞれの建物形式の判定基準は以下のようになる（表2）。

られていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1：在来・継承（2件）》　「在来構法」で主要7項目のうち「和瓦葺

4－2．届出物件の建物形式によるi類型化　　　　　　　　　　　　　き」を含んだ注913項目以上を満たし、さらに「板張り仕上げの外壁」を

　4－1で既述したように市担当者による修景形式の判断は景観形成要　　有する建築物。

素のみに着目して行なわれている。そこで本研究では、建築物の　　《H：在来・和風（22件）》　「在来構法」で主要7項目のうち「和瓦葺

個々の要素ではなく、全体的なデザインから特徴をとらえ、その類　　き」を含んだ3項目以上を満たす建築物注1°）。

似性によって6形式に類型し修景形式との対応関係を分析した。分　　《皿：在来・準和風（10件）》　「在来構法」で主要7項目のうち1項目

析対象は届出物件50件のうち住宅・車庫の47件注71である。　　　　　しか満たさない建築物。または「在来構法」で主要7項目のうち「和瓦

（1）建物形式の6類型（図3）　　　　　　　　　　　　　　　　　葺き」を含んだ3項目以上を満たしても「明らかな非和風要素」を有す

　建築物の類型は、①木造軸組構法（在来構法）か、②和風の意匠を　　る建築物。

有しているか、③村上の武家住宅の伝統様式を有しているかの3点　　《IV：在来・非和風（9件）》　「在来構法」であるが「和瓦葺き」を満た

に着目して行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さず、さらに「明らかな非和風要素」を有している建築物。または「明

1：在来構法で伝統様式を継承している建築物（在来・継承）　　　　　らかな非和風要素」は有していないが、他の10項目も満たさない建

H：在来構法で和風の意匠を強調した建築物（在来・和風）　　　　　　築物。

皿：在来構法で全体的に和風の意匠が基調となっている建築物（在来・　　《V：非在来・準和風（1件）》　非在来構法（「在来構法」でない）で、

　準和風）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他の11項目すべてを満たさない建築物。

IV：在来構法だが和風と異なる意匠の建築物（在来・非和風）　　　　　《VI：非在来・非和風（3件）》　非在来構法（「在来構…法」でない）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、「明らかな非和風要素」を有しており、他の10項目すべてを

　　　　　　　　　伝統様式　　　　　　　　　　　　　　　　＿．＿＿＿一＿一一＿．＿
　　　　　　　　　　P　一一一一一’　再一一』　　一一工1在来．！一継丞

　　　　　　在輝一，　和風和聯瞳乳1互底駈麺

　　　　　　　…　・＿一．一、全体とし。融あ湿厘r叢摂蘂醜

殿鰭一…一非伝統様式 B舷一一一薩粂E蕪
　　　　　　　　　　　　　　　和風要素鯉亙翠猛…旺垂楓

　　　　　　な　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　和風要素を肴さない辺・聖在来但ド和風

図3　建物形式の6類型

表2建物形式の判定基準

満たさない建築物。

　類型の結果、およそ4分の3の建築物（47件中35件、類型の1、H、

皿、Vの合計）が和風の建物形式であり、届出がされた建築物の多く

は最低限町並みに調和するようなものとなっている。これはデザイ

ン誘導の一定の成果といえる。

（3）建物形式と修景形式との対応関係（表3、表4）

　建物形式と修景形式の対応関係を見ると《在来・継承》の建築物

は継承型（2件中1件）に、《在来・和風》の建築物は調和型（8件中

耳霧蕪難購灘馨1馨雛織・灘撚難1雛　離灘難髪　雛ll難灘辮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

O O o 0

　　　　、髪’雛撚　，耀脇獅纏圃　　　　　　跡　　　　　　・，

@　　　　　　　　　× X

X X X ×

× X ×

　　　　　　　　　　　　　　辮雛、　　　伽　　　0窺　　　　　　　　　　　　　露　　　　　　　　耳　＾　　　　　　　　　厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　琢

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭

`　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疹

@　　　　　　　　再「

@　　　　　　　　　　　‘

X × X「和瓦葺き」を含む

R項目以上がO
「和瓦葺き」を含む

R項目以上がO
1項目のみがO

「和瓦葺き」を含む

R項目以上がO X × ×

× × ×

× X X

X X X
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ X X ×

　　　　　　　　　　　　　　　耳　「
@　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ

X X ×

X X X
X 0 o X X O

各項目について0は満たしていること、x は満たしていないこと、斜線は判断に無関係であることを表す
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6件）に、《在来・非和風》と《非在来・非和風》の「明らかな非和風　　建築物の要素にのみ重点を置いて景観形成基準が設定されているこ

要素」を有する建築物は不適合（9件中8件）に認定される傾向にある。　　とが評価の逆転現象の要因と考えられる。

　また修景型に認定された建築物は《在来・和風》（29件中15件）、　　また修景型に関しては①景観形成基準の設定が緩やかで許容範囲

《在来・準和風》（29件中9件）、《在来・非和風》（29件中4件）、　　が広く、②また周辺への配慮として色彩や植栽等の要素をどれだけ

《非在来・準和風》（29件中1件）注11）と4つの建物形式に分散してい　　取り入れようとしたかという施主側の努力を考慮に入れて判断され

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。そのため《在来・非和風》など本来は不適合となるような

（4）建物形式と修景形式の評価の逆転現象　　　　　　　　　　　　　　建築物も修景型に認定されることもある。これも評価の逆転現象の

　建物形式と修景形式の対応関係に注目すると、和風にも関らず不　　要因のひとつと考えられる。

適合と認定されている建築物や準和風であるが調和型に認定されて

いる建築物がある。つまり建物形式では高く評価されるが修景形式　　5．デザイン誘導に影響する景観形成基準以外の要因

では低い評価とされるといった、建物形式と修景形式の評価の逆転　　5－1．景観形成基準設定の経緯

現象が生じている。　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上では景観条例施行に至るまでに武家屋敷地区の伝建地区指定

　村上の武家住宅の伝統様式は寄棟・横屋造り注12，で玄関が平入り注　　を目指した経緯がある（2章で既述）。3形式は伝建地区における景観

13’である。しかし景観形成基準では平入り（つまり玄関が主屋のどの　　保全を前提として提案された整備方針であり、伝建地区内で継承型

面に付随するか）のみを重視しているため、平入りでない（つまり玄　　を、その周囲を囲む景観形成地区内で調和型を、両地区内の既存建

関が妻面に付随している）建築物は他の要素に関わらず修景型に認定　　築物の修景時に修景型を運用するという考え方のものであった5，。し

される。これにより《在来・和風》の建築物が修景型に認定されて　　かし現在はひとつの景観形成地区において3形式を運用し、さらに

いる（表4の上から3段目、左から2番目の建築物）。また景観形成基　　修景型を新築時にも運用している。

準では外壁色彩は木材の生地色や暗褐色と設定されている。これに　　　つまり当初提案されてた地区分けや3形式の運用対象の設定が行

より真壁であるが白い外壁の《在来・和風》の建築物が不適合に認　　なわれなかったにも関らず、それらを前提としていた景観形成基準

定されている（表4の上から4段目、左から2番目の建築物）。つまり　　を用いたデザイン誘導が始まった。もとから修景型は新築に対して

表3　建物形式の6類型と修景形式の対応関係
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表4　建物形式と修景形式の対応関係の代表事例
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基準が騰でなかったため4－2（3）で既述したように建物形式が多様の藤物力・新麩れることは著しく少ないといえる．また伝建想定

化し、伝建想定地区注14）（図1）内にも非和風の建築物が新築されるな　　地区内の主な通り沿いには少なくとも、歴史的建造物が56件（22．5

ど町並み景観が崩れ始めている事例もみられる。　　　　　　　　　％）残存していることも明らかとなった。

5－2．届出時の申請書類の問題点　　　　　　　　　　　　　　　　　6－2．歴史的建造物の分類

　市は届出に際して「歴史的景観保全実施（変更）計画書」とこれに添　　　56件の歴史的建造物はその形態によって5つに分類できる（表6）。

付して位置図、配置図、立面図の提出を義務付けており、現在は基　　【i：茅葺の武家屋敷】江戸中期から明治初期にかけて建てられた茅

本設計図面の白黒コピーの提出を求めている。市担当者はこれらの　　葺の武家屋敷

届出資料をもとに審査・助言指導注15）を行っているが、基本設計図面　　【h：武家住宅】茅葺ではないが①木造平屋または木造二階建て、②

であるため仕上材料などが詳細に決まっていない部分があることや、　切妻、寄棟、入母屋で和瓦葺きの屋根、③主屋が横屋造りで切妻ま

白黒コピーであるため、市担当者が完成後の建築物の色彩や全体的　　たは入母屋屋根の突出玄関が平側に付随、④下見板張りの外壁を有

なイメージを十分に把握できない事例が生じることがある。このた　　する村上の武家屋敷の伝統様式を継承した建築物。

め完成後の建築物の全体的なデザインやイメージが予想していたも　　【ii：伝統住宅】【五】の①・②の特徴を有するが、③・④の両方ま

のと大きくずれてしまうことが生じている。これは評価の逆転現象　　たは一方を満たさない建築物

が生じる要因のひとつと考えられる。　　　　　　　　　　　　　【iv：町家型建物】屋敷型の配置ではなく、道路沿いに建てられた町

5－3．景観形成地区内にかかる防火規制　　　　　　　　　　　　　　　家型の建築物。

　現在のデザイン誘導においては、外壁を板張り仕上げにしなけれ　　【v：近代洋風建築】伝統様式とは異なる近代洋風建築。

ば、他の要素に関らず継承型に認定されることはない。しかし景観　　　それぞれの内訳は茅葺の武家屋敷7件注19｝・武家住宅16件、伝統住

形成地区の全域が建築基準法第22条による指定区域または都市計画　　宅24件、町家型建物6件、近代洋風建築3件である。

法による準防火地域に指定されており、外壁を板張り仕上げにする　　　これらの歴史的建造物は武家屋敷地区の町並み景観を形成する上

ためには下地を防火構造としなければならないため、建築費を増加　　では非常に重要であり、将来に向けて保存していくことが必要であ

させることになる。これが継承型の増えない要因のひとつであると　　る。しかし村上ではこれまで茅葺の武家屋敷のみが特別視されてき

ヒアリングから明らかとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　たため、文化財指定されている武家屋敷以外の歴史的建造物に対し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては保存策が講じられていないのが現状である。

6．既存建築物の全体像と歴史的建造物の残存率

6司．既存建築物の形式分類とその割合　　　　　　　　　　　　　　　7．村上の伝統様式を継承していく景観形成のあり方

　届出物件50件では事例数が少ないため、既存建築物を該当する修　　7－1．武家屋敷地区の町並み景観の特性

景形式に分類し、現在の町並みを構成している建築物の全体像を把　　　平成2年に行われた伝建調査によって、武家住宅の伝統様式の中

握する。調査対象は景観形成地区の中でも歴史的環境をよくとどめ　　でも、特に屋根の形状と玄関の形態が中心となって武家屋敷地区の

ている伝建想定地区内の主な通り注16）（図1）に面する建築物249件　　町並み景観を特徴づけていることが明らかにされている6｝。つまり町

（うち届出物件22件を含む）である。分類形式は現行の4つの修景形　　並み景観として、通りから台形の屋根面が見えること（つまり寄棟の

式（ガイドラインと同じ条件で分類注！7りに加えて、戦前までに建てら　　横屋造り）と切妻形式の突出玄関が主屋の平面に付随していることが

れた「歴史的建造物注18）」の5っである。　　　　　　　　　　　　　　重要であり、この2点が「村上らしさ」を規定する特徴といえよう。

　調査結果から、既存建築物においても継承型は12件（4．8％）しか　　　しかし景観形成基準では屋根形式は寄棟、切妻、入母屋のいずれ

なく、主な通り沿いの町並みは主に歴史的建造物と調和型、修景型、　　の形式でも採用でき、さらに寄棟、入母屋の場合は横屋造りと竪屋

不適合に該当する建築物で構成されており、割合はほぼ等しいこと　　造り注2°｝のどちらでも良いとされており、また突出玄関にっいての規

が明らかとなった（表5）。っまり村上の伝統様式を継承させた継承型　　定は設定されていない。

、　　　　　　　　　　　　56

表5既存建物における形式分類とその割合陀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・膨　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　罵　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　内

@　　　　・　＿、　1　　　・物・　　　，　　　，霧
@　　　　　　　　　　　　　　　　0 56 22、5磁）

12 0 12 48砺）

，　　　　　　　　　　　45 6 51 2α5砺）

59 12 71 28．5％）

　　　　罵ｮ　　　　　　　　　　　55 4 59 23．7磁）

妬　　　　　　　227 22 249 100砺）

削　輔鵬㎜繍徽鞠繍繍繍鞭圏翻融幽幽纈紬篇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真1武家住宅の玄関に比べ　写真2通りから望見できる部分　写真32階の屋根面を通りに向け
表6　歴史的建造物の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軽微な造りの突出玄関　　　　　を板張りにした建築物　　　　　　1階の屋根を有する建物

・　　、ダ　諺　＿霧纐「雛髪　　‘’撚＿1‘’雛　雛屡’ル灘　、撒％「κ＝’κ霧耀徽，「　澱　灘綴幽　　　’、、繍　照
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7－2．修景形式への伝統様式の取り入れ方　　　　　　　　　　　　　　とって有効であろう。

　現在、修景形式の判断は建築物の各要素を指標として行なわれて

いるが、建物形式や町並み景観の特徴を考慮した上での判断が望ま　　8．まとめ

れる。そこで「村上らしい」建築物を建てる場合に、どのようにして　　8－1．結論

伝統様式を取り入れていけばよいか景観形成基準の見直しも含め、　　　本研究において以下の点が明らかとなった。

ガイドラインにおける修景形式ごとに検討する。　　　　　　　　　①村上の武家屋敷地区におけるデザイン誘導では景観形成要素の項

（D継承型として新築する際の伝統様式の取り入れ方　　　　　　　　　目と内規の項目を指標として、景観形成基準との適合・不適合の

　屋根については、厳密には寄棟の台形の屋根面が通りから見える　　　状況から判断し、修景形式を認定している。認定の際には修景形

ことが伝統様式となるが、切妻や入母屋の場合であっても横屋造り　　　式ごとに設定されている重要要素との適合・不適合の状況に重点

にし、通りから屋根面が見えるようにすることが重要といえる。　　　　が置かれている。

　つぎに切妻形式の突出玄関は、「村上らしい」建築物とする際に重要　　②デザイン誘導の成果としては、届出物件の建物形式が多様化して

であり、景観形成基準の項目として設定してもよいと考える。武家　　　いるものの大半の建築物が和風の意匠を有し、町並み景観を大き

住宅のような重厚な突出玄関（表6の左から2番目）が最善であるが、　　く阻害するものは建てられていない点である。しかし景観条例施

それが困難な場合は例えば写真1のような軽微な突出玄関を設けて　　　行後の3年間において継承型が1件しか新築されていない点や修景

もよいと考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形式と建物形式の逆転現象が生じる事例がある点が問題点として

　また防火規制から伝統様式のひとつである板張り仕上げの外壁に　　　考えられる。その要因は建築物の個々の要素にのみ重点を置いて

することが困難となっている（5－3で既述）げこの打開策としては、外　　　景観形成基準が設定されている点や修景形式を建築物全体のデザ

壁全体を板張りにするのではなく通りに面する表側だけを板張りに　　　インから判断していない点、防火規制などである。

する手法がある。景観条例施行以前に、この手法を用いて住民が自　　③既存建築物については、主に歴史的建造物、および調和型、修景

主的に修景を行った建築物があり（写真2）、町並保存整備事業担当者　　　型、不適合に該当する建築物が町並みを構成しており、その割合

も今後この手法を用いた建築物の届出があった場合は継承型として　　　もほぼ等しい。しかし届出物件と同様に継承型に該当する建築物

認定する意向である。しかし建築物が密接し連続する町家地区とは　　　は少なく、届出物件、既存物件を含め伝統様式を継承した継承型

異なり、武家屋敷地区の建築物は屋敷型の配置であり、側面や裏面　　　の建築物が新築されることは少ないといえる。これが「村上らし

も望見できるものもある。表側だけを修景することによって建築物　　　い」景観をつくるという観点から見たときに最も重大な問題点であ

全体のデザインとして不自然になることも考えられ、必ずしも推奨　　　り、現状のままでは閑静で和風の雰囲気はあるが、特に「村上らし

できる手法ではない。ただし生垣や植栽などに囲まれ、側面や裏面　　　い」特徴のない住宅地になってしまう危険性がある。

が望見できないような建築物であれば、この手法を採用しても良い　　8－2．今後の改善点

とも思われる。その際には建築物全体のデザインが不自然にならな　　　今後の改善点としては以下の点が挙げられる。

いように十分留意する必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　①村上の伝統様式や町並み景観の特徴を考慮した上で景観形成基準

（2）調和型、修景型として新築する際の伝統様式の取り入れ方　　　　　　や判断手法を見直すことが考えられる。具体的には、イ）7章で検

　調和型・修景型は伝統様式の基本的スタイルを取り入れ、さらに　　討したように「村上らしさ」を規定する伝統様式を建築物に取り入

全体的な意匠を和風にすることで町並みに調和させることが重要で　　　れるようなデザイン誘導を行うこと、ロ）新築時と既存建築物の外

あると考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観変更において3形式のうち、どの修景形式を運用するかを明確

　まず通りから屋根面が見えるようにするために、敷地形状との関　　　にすること、ハ）伝建想定地区を重点地区に指定し、景観形成基準

係や建築主の要望などのやむを得ない場合を除き、①横屋造りとし　　　を変えるなどして、段階的なデザイン誘導を図ることなどである。

（横屋造りにできない場合は2階部分の屋根面だけでも通りに向ける　　②現状の届出資料では、完成後の建築物のイメージを市担当者が十

ようにする）、②総二階にすることを避け、できる限り1階の屋根面　　　分に認識できないことがある。そこで外観パースや立面図に着色

は通りに向けるようにすることが重要であろう（写真3）。　　　　　　　したものや仕上げ材料などを示した細かい仕様書の提出を求める

　また伝統様式のひとつである板張り仕上げの外壁は、腰板張りと　　　などの方法が考えられる。審査・助言指導は基本設計図面に基づ

して取り入れ、さらに主要7項目（4－2（2）で既述）をより多く取り入　　　いて行うだけでなく、より詳細な情報に基づいて行う必要がある。

れることが有効である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　③指定文化財以外の歴史的建造物に対する保存策が講じられておら

（3）既存建築物に対する修景型の運用の有効性　　　　　　　　　　　　　ず、また景観形成基準は武家住宅の伝統様式を基にして作成され

　6章において不適合に分類した既存建築物の中には「屋根仕上」、「屋　　　たものであり、町家型建物や近代洋風建築といった武家住宅の特

根色彩」、「外壁色彩」が改善されれば修景型になりうるものが、正確　　　徴とは異なる歴史的建造物を現状の景観形成基準の範疇で捉える

な数は把握していないものの多数見られた。「屋根仕上」、「屋根色彩」、　　　ことはできない。そこで武家屋敷地区内に残る歴史的建造物の特

「外壁色彩」、それぞれの改善は修景型の景観形成基準で対応できる　　　徴を捉えた上で、別基準として景観形成基準を追加することや景

ものである。不適合に該当する既存建築物が修景されれば、町並み　　　観条例の枠組み中に歴史的建造物の保存に関する事項を加え、歴

景観としての統一感や連続性がより強くなると考えられる。修景型　　　史的建造物を景観形成建築物に指定するなどし、現存している歴

については伝建地区指定を視野に入れていた当初の提案のように既　　　史的建造物に対して保存策を講じることが望まれる。

存建築物の外観変更の際にのみ運用することが町並み景観の形成に
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8－3．今後の研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注14）「伝建想定地区」とは平成6年の町並二次調査の際に伝建地区に指定する

　本研究では村上のデザイン誘導施策の運用実態を明らかにした。　　　ことを想定していた地区である・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注15）これまでに審査・助言指導によって、「屋根仕上」が和瓦に変更された例や
しかしヒアリングによれば村上の武家住宅の伝統様式に対する住民　　　「外壁色彩」が茶系統の色彩に変更された例などがある。

の共通認識が薄く、板張りの住宅を「田舎の家」として嫌っている住　　注16）武家屋敷地区を対象に行なわれた伝建調査の報告書である文献6）で、景

民もいるということである。これは継承型が増えない要因のひとっ　　　　観形成地区内の中でも特に武家町時代の諸要素が残り、歴史的環壌を良く

と考えられ、今後は住民意識についても明らか｝三する必要がある。　　　留めているとされている通りで・「景観形成道路」と表現されている・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注17）既存建築物に対する修景形式の判定は、まず現地踏査を行い、その後、町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並保存整備事業担当者に1件ずつ確認をしていただいた。この際、いくつ

く謝辞〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　かの建築物に関しては該当する修景形式の変更を行った。

　本研究を行うにあたりご協力いただいた、村上市役所の方々、越　　注18）歴史的建造物の判定は軒高・下見板張り・漆喰壁などの外部観察にょり

後村上．城下町まちなみの会の方々、および村上市の住民の方々、な　　　行った・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注19）調査対象とした茅葺の武家屋敷7件のうち、2件が市指定有形文化財で
らびにご助言いただいた樋口忠彦京都大学大学院教授に厚く御礼申　　　　ある。

し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注20）面する通りと棟筋が直角になっている配置が竪屋造りである。

　〈補注〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　〈参考文献〉

　注1）重要文化財若林家住宅の保存修理工事をきっかけとして発足。後の武家屋　　1）佐野雄二・岡崎篤行・高見沢邦郎・西村幸夫：「景観条例に基づくデザイン誘

　　　敷保存会（昭和63年改名）、現在の越後村上・城下町まちなみの会（平成　　　導制度の運用実態と課題一岐阜県古川町の歴史的景観地区を対象として一」

　　　11年再改名）。会は現在、武家屋敷の保存だけでなく、町並み景観の整備　　　日本建築学会計画系論文集　第551号，pp．205－212，2002．1

一　　やまちづくり活動など幅広く活動している。　　　　　　　　　　　　　　2）牛谷直子・増井正哉・上野邦一：「歴史的町並みにおける景観形成の規範の抽

　注2）景観形成地区内の6町内の区長・役員で構成され、町並み保全に関する住　　　出に関する事例的研究」　第36回日本都市計画学会学術研究論文，pp．775一

　　　民への啓発活動や住民の意見をまとめて市に伝える役目を担っていた。賛　　　780，2001

　　　否調査後の村上市歴史的景観審議会の発足により平成11年12月に解散し　　3）山田等・岡崎篤行・樋口忠彦：「まちなみ景観と建築物の調和に関する研究一

　　　た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢都市美文化賞受賞建築物を対象として一」　第36回目本都市計画学会学

　注3）保全手法変更の理由としては、武家屋敷地区の町並みの現状として伝建地　　　術研究論文集，pp．199－204，2001

　　　区に指定することが困難ではないかという意識と、地区指定に際して伝建　　4）高田真・中井検裕：「景観条例による景観誘導の実態と効果に関する研究一景

　　　地区とそれ以外の地区で分けられることで住民の合意形成が困難になるの　　　観形成地区での届出制度に着目して一」　第37回日本都市計画学会学術研究

　　　ではないかという懸念を市が抱いていたためであることが市職員に対する　　　論文集，pp．349－354，2002

　　　ヒアリングで聞かれた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）村上市：「町並形成ガイドライン（基準）〈景観形成地区用〉」，1997．11

　注4）市は賛否調査において七割以上の賛成が得られた場合に景観条例を施行　　6）村上市・村上市教育委員会：「越後村上城下町一伝統的建造物群保存対策調査

　　　することを決定していた。調査は景観形成地区内の集合住宅の住民を除く　　　報告書一」，1991．3

　　　全896世帯を対象に行われた。回収数は868件、回収率は96．88％であっ

　　　た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年6月19日原稿受理，2003年12月2日採用決定）

　注5）本稿において江戸時代から明治時代に建てられた茅葺の住宅を武家屋敷、

　　　その後に武家屋敷の様式を継承して建てられた瓦葺きの住宅を武家住宅と

　　　表記し、両者を区別する。

　注6）村上の武家住宅の伝統様式とは、①木造平屋または木造二階建て、②切

　　　妻、寄棟、入母屋で和瓦葺きの屋根、③主屋が横屋造りで切妻屋根または

　　　入母屋屋根の突出玄関が平側に付随、④下見板張りの外壁の4点である』　　　　　　　　　　　，

　　　これらの特徴は平成2年に行われた伝建調査によって抽出されたものであ

　　　る。

　注7）建物形式による類型を行うにあたり、町並み景観に大きく影響し、形式が

　　　はっきりしている住宅・車庫を対象とすることを前提条件とした。50件の

　　　うち住宅・車庫以外の3件は簡易な物置と鉄骨造の通信施設であるため除

　　　外した。

　注8）建物が和風の意匠を有するには①和瓦葺きであること、②木質材料がより

　　　多く使用されていることが重要であると考え、7項目を主要項目として設

　　　定した。

　注9）「和瓦葺き」を重視した理由は、通りから和瓦葺きの屋根面が見えることが

　　　村上の武家屋敷地区の町並み景観の特徴であるためである。

　注10）届出物件のうち外観変更、増築に関しては修景前の形式が《在来・和風

　　　》であった場合、修景後の建物が条件を完全に満たしていない場合でも建

　　　物形式の意匠が大きく変化しない場合がある。その場合は《在来・和風》

　　　として類型した。今回の分析対象には　該当する建築物が1件あった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　注11）この建築物は非在来構法であり、表1の「構造」の内規に照らし合わせる

　　　と不適合となるものであるが、4－1で述べたように色彩、形態、外構といっ

　　　た全体評価によって、修景型に認定されている。

　注12）面する通りと棟筋が平行になっている配置が横屋造りである。

　注13）横屋造りと平入りの2つを記述している理由は、通りに対する屋根の向

　　　きと玄関の位置を区別するためである。
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