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文化遺産信託研究会 会誌発刊に寄せて

理事長 田淵 結

私たちの研究会の最初の会誌をこうしてお届けできますことを、心から嬉しく、またご

寄稿いただき、編集や出版に携わってくださいました方々、そして何よりもこの会誌を手

に取ってお読みくださる皆様に心から感謝申し上げます。

ただしこの誌名については、実は業務委員会でもいろんな議論があり実はなかなか確定

をいたしませんでした。とくに「研究」という言葉からかなり堅苦しいイメージを与える

もので、会員の皆様になかなか手に取っていただくことを難しくするのでは、という心配

を私自身も持っております。しかし、何よりも私たちが「文化遺産信託研究会」という研

究組織を名乗っていることは、規約にも「本会は、文化遺産信託の普及を図るため、これ

に資する知識、技能その他各種領域の研究を行い」（第３条）と、やはり私たちの活動の目

的がまずここにあること、その活動の成果をこの会誌を通してお伝えすることからも、こ

の名前をまず私として提案を致しました。私たち研究会の母体となります、アメニティ

協会から私たちと同じような経緯によって生まれた、つまり最近よく用いられる言葉

でいうと、アメニティ 協会によってインキュベート（もともとは「卵からひなが孵

る」という意味ですが）された組織として、一般社団法人 アメニティ・クリ

エイティブサポートセンター があります。そのホームページにはその活動として、「大切

な文化遺産の維持・活用に向けてさまざまな形のお手伝いをします」と歌われています。

そこで私たち研究会は、その前提となる文化遺産をとりまく様々なテーマ・問題の整理・

分析・解決への基礎研究をしっかりと行うことが、改めて期待されていますし、そのこと

をこの会誌を通じて、みなさまに問いかけたいという願いがあります。

もうひとつ、実はある の対談番組を視聴しておりましたとき、夏目漱石氏のこ

とが話題として取り上げられておりました。彼がその優れた文学的活動によって当時の文

部省から「博士」の称号を授与されるという内示があったのですが、彼はそれを辞退した

そうです。その理由が、博士という称号を用いることが、かえって彼の活動が一部の学術

的な専門家のものであると捉えられてしまうことを嫌ったということだそうです。彼は新

聞紙上の連載小説を執筆するのですが、その読者は一般の市民（庶民）であり、その読者

に彼の作品を通じて様々な問題を投げかけ、考え続けてもらえることを期待したのでしょ

う。つまり研究というのは、決して大学や研究施設などの専門家が独占すべきことではな

く、ひろくすべての人々に開かれており、その人々によって担われてこそ、より実際の社

会の現実に即した問題の解決がなされるはずだ、ということなのでしょうか。

私は、漱石先生の姿勢、アピールに強い共感を覚えますし、この会誌の内容が、みなさ

んの身近にある文化遺産をめぐる様々な課題を共に考えることの成果としても受けとめて

いただけることを願っております。そしてぜひ読者の皆様にも、次号以後どうぞご投稿、

ご寄稿をぜひお願いしたいと思っております。

巻頭言



研究会誌発行の意義

業務委員長 飯畑 正一郎

皆さまに、文化遺産信託研究会の研究会誌として「文化遺産信託研究」をお届けします。

当研究会は、英国ナショナル・トラストから始まったナショナル・トラスト活動に関す

る各種領域の研究を行い、その成果を持って先見的で建設的な提言をしていくことで、こ

の活動が日本において定着・発展していくことを目的としています（設立趣意書より）。研

究会誌は、そのような研究の成果を明らかにし、それを踏まえて提言を発信する場です。

研究会の活動の核心の一つです。研究の対象は、ナショナル・トラスト活動に関係するあ

らゆる領域です。設立趣意書では、現状分析・理論構成・法制度の問題・非営利法人の受

託能力・基金の開発・保存技術の確立・啓発と教育が例示されています。

研究会誌は、毎年、当研究会のさまざまな活動を記録し、 年間に行われた研究、調査

活動の結果を報告する第 部と、ナショナル・トラストに関わる論考を掲載する第 部で

構成されています。第 部において、私たちの活動と研究、調査の結果を記録に残し、毎

年積み上げていくことによって、これまで日本で手薄だったナショナル・トラスト活動に

対する研究に貢献することができるでしょう。また、その歩みは、研究会の将来に対する

みちしるべとなります。第 部は、ナショナル・トラストに関する論考を発表する場を提

供しています。その充実は、ナショナル・トラストに対する関心を呼び起こし、研究に目

を向けてもらう貴重なステージになります。

今回は、室谷悠子理事に執筆いただきましたが、理事やそのほかの方々からのご寄稿も

いただきます。研究会誌は、日本におけるナショナル・トラスト活動研究の重要な担い手

になろうとする試みです。

当研究会は、記念すべき研究会誌第 号を発行することができました。これから、毎年

回、定期総会に合わせて発行していく予定です。研究会の成果を積み重ね、振り返ると、

たくさんの年輪を刻んだ大木になることを目指して。

趣旨説明



研究会誌発行の意義

業務委員長 飯畑 正一郎

皆さまに、文化遺産信託研究会の研究会誌として「文化遺産信託研究」をお届けします。

当研究会は、英国ナショナル・トラストから始まったナショナル・トラスト活動に関す

る各種領域の研究を行い、その成果を持って先見的で建設的な提言をしていくことで、こ

の活動が日本において定着・発展していくことを目的としています（設立趣意書より）。研

究会誌は、そのような研究の成果を明らかにし、それを踏まえて提言を発信する場です。

研究会の活動の核心の一つです。研究の対象は、ナショナル・トラスト活動に関係するあ

らゆる領域です。設立趣意書では、現状分析・理論構成・法制度の問題・非営利法人の受

託能力・基金の開発・保存技術の確立・啓発と教育が例示されています。

研究会誌は、毎年、当研究会のさまざまな活動を記録し、 年間に行われた研究、調査

活動の結果を報告する第 部と、ナショナル・トラストに関わる論考を掲載する第 部で

構成されています。第 部において、私たちの活動と研究、調査の結果を記録に残し、毎

年積み上げていくことによって、これまで日本で手薄だったナショナル・トラスト活動に

対する研究に貢献することができるでしょう。また、その歩みは、研究会の将来に対する

みちしるべとなります。第 部は、ナショナル・トラストに関する論考を発表する場を提

供しています。その充実は、ナショナル・トラストに対する関心を呼び起こし、研究に目

を向けてもらう貴重なステージになります。

今回は、室谷悠子理事に執筆いただきましたが、理事やそのほかの方々からのご寄稿も

いただきます。研究会誌は、日本におけるナショナル・トラスト活動研究の重要な担い手

になろうとする試みです。

当研究会は、記念すべき研究会誌第 号を発行することができました。これから、毎年

回、定期総会に合わせて発行していく予定です。研究会の成果を積み重ね、振り返ると、

たくさんの年輪を刻んだ大木になることを目指して。

趣旨説明

生きものあふれる水源の森を守るためのナショナル・トラスト

室谷 悠子

文化遺産信託研究会 理事

一財 日本熊森協会 会長 公財 奥山保全トラスト理事 弁護士

兵庫県西宮市に一般財団法人日本熊森協会と公益財団法人奥山保全トラストの つの自

然保護団体があります。日本熊森協会は、「クマ」をシンボルに生きものたちのつくる豊か

な森を保全・再生するために活動する実践型の自然保護団体です。奥山保全トラストは、

日本熊森協会の活動から生まれた、生物多様性に富む、水源の森をナショナル・トラスト

活動により守っていくことを目的に設立されました。

私は、中学生のとき、学校の先生や友人たちと当時、絶滅寸前だったツキノワグマの保

護活動に取り組んだことをきっかけに、日本熊森協会や奥山保全トラストの立ち上げに関

わり、中心で運営を担ってきました。活動を続けるうちに、自然保護団体の中心にも法律

の専門家が必要と考えるようになり、弁護士資格を取得しました。私は、大学は文学部だ

ったので、法律は新たな挑戦でしたが、勉強を始めた頃、イギリスのナショナル・トラス

トの設立者の 人のロバート・ハンターが弁護士だったことにとても勇気づけられました。

日本熊森協会と奥山保全トラストは、豊かな自然を次世代に遺していくという大きな目

標に向かって、協力して活動をしていますが、本稿では、ナショナル・トラストという視

点からそれぞれの活動を紹介します。

豊かな森を再生し、野生動物との共存をめざす日本熊森協会の活動

日本熊森協会は、尼崎市の中学生たちがツキノワグマの絶滅を止めるために活動を始め

たことをきっかけに、 年に生まれた自然保護団体です（上述のとおり、私もその生徒

の 人でした）。

クマが人里に現れ人身事故を起こしたというニュースばかり取り上げられるので、クマ

は恐ろしい動物というレッテルが貼られていますが、本来、クマは、大人しく賢い動物で、

自然豊かな森にひっそりと棲んでいます。しかし、戦後、開発や国の政策として全国一斉

に進められたスギ・ヒノキ等の植林により、クマたちは生息地を奪われ、人里に出て来ざ

るを得ない状況に追いやられました。そして、里に出ると「害獣」として次々と捕殺され

ています。クマだけでなく、森に棲むたくさんの生きものたちが絶滅の危機にあります。

クマたちの棲む自然の森は、保水力に富む水源の森で、森から湧き出る滋養たっぷりの

水が、人を含むすべての生命や農業、林業、漁業、工業の全ての産業を支えています。一

時さかんに植えられたスギ・ヒノキ等の人工林は、その後、外材の輸入により林業不振と

なったために放置されるようになりました。手入れをされない人工林は光が入らず、下草

も生えず、保水力が急速に低下し、湧き水の減少、川の水位の低下、豪雨や台風の際の土

砂災害など、人にとっても大きな弊害をもたらしています。環境破壊により、生きものた

ちを絶滅の危機に追いやることで、森林生態系のバランスは崩れ、豊かな森そのものを失

寄稿



いかねない状況になってしまっています。

日本熊森協会では、発足当初から、 年間、野生動物たちのため、人里に下りてきた動

物たちによる獣害に苦しむ地元のため、水源保全や土砂災害防止のために、放置され、荒

れてしまった奥山の人工林を、もう一度、動物たちの棲める天然林に再生させようという

事業に取り組んでいます。人工林を伐って、本来そこに生えていたドングリ類などの広葉

樹を植えていきます。植樹をした場所の中には、若い森になりつつある場所や植えたクリ

の木に毎年クマが来るようになった場所もあります。取組みを ある全国の支部へ広げ、

豊かな森再生が全国で進むような制度を作り上げていくことが今後の課題です。

今ある豊かな森を破壊から守ることも重要～奥山保全トラストの誕生～

日本熊森協会として、広葉樹の森づくりに取り組

んで何よりも実感したことは、自然の森の再生は思

った通りには進まず、長い年月がかかる難しい実践

であることです。一度、壊してしまった自然は簡単に

元に戻せないのです。そうであれば、森の再生は、絶

対に必要だけれど、今、わずかに残る野生動物たちの

生息地でもある水源の森が破壊されないように、守

っていくこともとても重要であると感じました。

ちょうどその頃、寄付を集め買い取ることにより保全していく、ナショナル・トラスト

活動のことを詳しく知ることになり、水源の森を開発から守るナショナル・トラスト団体

をつくろうということになりました。そして、日本熊森協会からナショナル・トラスト部

門を独立させる形で 年ＮＰＯ法人奥山保全トラストを立ち上げました。奥山保全ト

ラストは、現在は、税制優遇の受けられる公益財団法人になっています。

奥山保全トラストを立ち上げた頃、森を買って守るという取り組みにお金を出してくだ

さる方がいるのだろうかと不安でした。しかし、生きものたちの生息地や水源として永久

に保全してくれるのなら、寄付をするという申し出をいただき、次々と水源の森のトラス

トが実現しました。

現在では、奥山保全トラストは、全国 か所に ㏊の水源の森を所有する日本最大

の奥山の所有団体となっています。これまでに購入した森の中には、外国資本に狙われて

いたものもあり、町から、水源地が外資や営利企業の所有となると困るので奥山保全トラ

ストに購入してもらいたいと申し出があり、買取をすることを公表し、 年かけて寄附金

を集めた、三重県大台町の池ノ谷・父が谷トラスト地（合計 ㏊）などもあります。

購入した土地は、基本的には手つかずで、野生動物たちの聖域や水源の森として保全し

ていきます。トラスト地内に人工林がある場所では、森林組合などの協力も得て、自然林

への再生を進めています。日本熊森協会の支部も、トラスト地の管理や調査などに協力を

しています。山を購入するだけで基本的に何もしないという奥山保全トラストの方針は、

当初は地元の方に不思議がられたりしましたが、目的を丁寧に説明すると、開発をせずに

いかねない状況になってしまっています。

日本熊森協会では、発足当初から、 年間、野生動物たちのため、人里に下りてきた動

物たちによる獣害に苦しむ地元のため、水源保全や土砂災害防止のために、放置され、荒

れてしまった奥山の人工林を、もう一度、動物たちの棲める天然林に再生させようという

事業に取り組んでいます。人工林を伐って、本来そこに生えていたドングリ類などの広葉

樹を植えていきます。植樹をした場所の中には、若い森になりつつある場所や植えたクリ

の木に毎年クマが来るようになった場所もあります。取組みを ある全国の支部へ広げ、

豊かな森再生が全国で進むような制度を作り上げていくことが今後の課題です。

今ある豊かな森を破壊から守ることも重要～奥山保全トラストの誕生～

日本熊森協会として、広葉樹の森づくりに取り組

んで何よりも実感したことは、自然の森の再生は思

った通りには進まず、長い年月がかかる難しい実践

であることです。一度、壊してしまった自然は簡単に

元に戻せないのです。そうであれば、森の再生は、絶

対に必要だけれど、今、わずかに残る野生動物たちの

生息地でもある水源の森が破壊されないように、守

っていくこともとても重要であると感じました。

ちょうどその頃、寄付を集め買い取ることにより保全していく、ナショナル・トラスト

活動のことを詳しく知ることになり、水源の森を開発から守るナショナル・トラスト団体

をつくろうということになりました。そして、日本熊森協会からナショナル・トラスト部

門を独立させる形で 年ＮＰＯ法人奥山保全トラストを立ち上げました。奥山保全ト

ラストは、現在は、税制優遇の受けられる公益財団法人になっています。

奥山保全トラストを立ち上げた頃、森を買って守るという取り組みにお金を出してくだ

さる方がいるのだろうかと不安でした。しかし、生きものたちの生息地や水源として永久

に保全してくれるのなら、寄付をするという申し出をいただき、次々と水源の森のトラス

トが実現しました。

現在では、奥山保全トラストは、全国 か所に ㏊の水源の森を所有する日本最大

の奥山の所有団体となっています。これまでに購入した森の中には、外国資本に狙われて

いたものもあり、町から、水源地が外資や営利企業の所有となると困るので奥山保全トラ

ストに購入してもらいたいと申し出があり、買取をすることを公表し、 年かけて寄附金

を集めた、三重県大台町の池ノ谷・父が谷トラスト地（合計 ㏊）などもあります。

購入した土地は、基本的には手つかずで、野生動物たちの聖域や水源の森として保全し

ていきます。トラスト地内に人工林がある場所では、森林組合などの協力も得て、自然林

への再生を進めています。日本熊森協会の支部も、トラスト地の管理や調査などに協力を

しています。山を購入するだけで基本的に何もしないという奥山保全トラストの方針は、

当初は地元の方に不思議がられたりしましたが、目的を丁寧に説明すると、開発をせずに



いかねない状況になってしまっています。
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守ってもらえるのはありがたいと言っていただけることが多いです。

豊かな森を遺すことができる国をめざして

ここ数年の問題として、全国各地で奥山の水源の森が、メガソーラーや大規模風力発電

建設により破壊されています。「再生可能エネルギー」というと環境に優しいイメージです

が、実際は、私たちの電気料金に上乗せされている賦課金で電力を高値で購入してもらえ

ることから、安価な山林をねらって、利益追求を目的とした乱開発が横行している実態が

あります。そもそも、森林を破壊して温暖化対策をするのは本末転倒です。また、広大な

森林を伐採し、尾根を削り、切土・盛土により谷を埋める開発は、日本にかろうじて残さ

れた豊かな自然を壊滅させ、水源の枯渇や土石流の多発など、禍をもたらします。

このような状況の中で、豊かな森を保全し、次世代へ遺していこうという日本熊森協会

や奥山保全トラストの活動は、さらに重要なものとなっていると感じています。たくさん

の方に水源の森のナショナル・トラストの意義を知っていただくことにより、さらに多く
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研究会発足以来の活動報告

業務委員長 飯畑正一郎

記念すべき研究会誌第 号を発行するにあたり、これまでの研究会の活動の記録を残し、

今後の歩みの参考にすることが大事なことと考え、これまでの経過を報告します。

当研究会は、 年 月、 数名の発起人の呼びかけにより、その年の 月に設立総会

を開くことを目指して会員の募集を始めました。折から新型コロナウイルスが流行し始め、

設立総会を延期せざるを得なくなりましたが、 年 月 日、ヴォーリズ六甲山荘で

開催され、当研究会が発足しました。発足時の会員は、正会員 名、賛助会員 団体で

す。設立総会には 名の会員が参加しました。新型コロナウイルスの感染対策を施した中

での開催でした。設立総会で、宇佐美直治（株式会社宇佐美修徳堂代表取締役）、清水彬久

（アメニティ 協会理事長）、田淵結（関西学院前院長）、中嶋節子（京都大学大学院教

授）、福原成雄（大阪芸術大学教授）、室谷悠子（一般財団法人日本熊森協会会長）、山形政

昭（大阪芸術大学名誉教授）、飯畑正一郎（アメニティ 協会理事）の各氏が理事に、

武田智行氏（一般社団法人 理事）が監事に選任されました。その後の理事

会で、田淵結氏が理事長に選任されました。

その後、月 回業務委員会が開催され、 月 日には理事会も開催され、当研究会の

活動方針が議論されました。 月 日、草志舎（西宮市）において、当研究会初めてのセ

ミナーを開催しました。アメニティ 協会が神戸市の補助金を得て実施していた旧室

谷邸部材の再生をテーマに、神戸市との交渉や部材を活かした設計等を経て実施に至った

経過を担当者が説明するものでした。参加者は 名で、最後に活発な意見交換も行われま

した。このセミナーの様子はユーチューブで見ることができます。

年度も、新型コロナ禍にたたられた 年でした。その中で、 月 日に理事会（草

志舎）、 月 日に総会（ヴォーリズ六甲山荘、 名出席）が行われ、ナショナル･トラス

ト活動実態調査分科会と公益活動ファンド研究分科会の立ち上げが承認されました。春に

予定された私市植物園の見学会、夏に予定されたシンポジウムは中止せざるを得ませんで

したが、秋には、理事会（ 月 日、草志舎）、篠山重要伝統的建造物群保存地区でのフ

ィールドワーク（ 月 日、 名参加）が実施されました。

また、 月の理事会で、認定ＮＰＯ法人アメニティ 協会から書籍その他の資料の寄

贈を受けることが承認され、同協会がこれまでに発行した書籍等の資料を同協会から寄贈

していただきました。これらの資料は、文化遺産信託に関する貴重な活動記録等で、当研

究会が収集、保全するにふさわしいものです。今後、このような書籍資料を収集し、いず

れは研究会ライブラリーとして整備されることが期待されます。

そのほか、 月、 月、 月にニュースレターを発行しました。総会で立ち上げを承認さ

れた分科会については、その後準備が進められています。その状況は、この研究会誌で報

告されているとおりです。秋には当研究会のホームページも開設されました。

活動報告
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活動報告

ナショナル･トラスト活動実態調査分科会活動報告

飯畑 正一郎

ナショナル･トラスト活動実態調査分科会は、文化遺産信託の普及を図るために、関係

者・関係機関の連携・協力の促進をする前提として、どこにどんなナショナル・トラスト

の関係者・関係機関があり、どんなニーズや課題を抱え、あるいは、どんな成功体験、発

展をしているのかを知り、それらの情報を集約していくことを目指して、調査研究活動を

していきます。具体的には、次のような活動をしていきます。

① 日本における文化遺産信託に関わる関係者・関係機関がどこにどのような形で活動し

ているかを広く調査すること

② これらの関係者等を訪問したり、アンケートを実施したりする方法で調査し、日本の文

化遺産信託に関わる活動の現状を集約、分析すること

③ そのようにして集約・分析共有した情報を関係者等と共有する活動を行うこと

④ これらの関係者との関係を深めていくこと（できれば、当研究会に参加してもらうこと）

年度は、新型コロナ禍が続く中で、実際に、ナショナル・トラスト関係団体を訪問

するなどして調査研究する活動ができませんでした。

年度になって、ようやく、公益財団法人奥山保全トラストを訪問し、貴重な調査を

行うことができました。今後、複数の訪問調査を実施したいと考えています。会員の皆さ

まには、文化遺産信託とそれに関わる活動をしている個人、団体の情報をお寄せください。

また、実際の訪問調査を一緒にしてくださる会員を募集します。調査といっても、堅苦し

いものでも複雑なものでもありません。実際に活動されている方たちからお話をうかがう

ことは、楽しいことであり、パワーをもらうことでもあります。先ほどの公益財団法人奧

山保全トラストを訪問して強く感じました。

ここで、今回行った公益財団法人奧山保全トラストの調査の一端をお知らせします。ナ

ショナル・トラスト活動が実際に機能するためには、価値ある対象とそれを支える人と資

金が必要です。奥山保全トラストは、多様な生き物が作る水源の森の永久保全を目的とし

て、 か所（ ヘクタール＝約 万坪）のトラスト地を保有しています。東北地方か

ら九州地方に及び、そのほとんどが天然林の水源の森です。トラスト地の基準は、「水源の

森であること」と「生物多様性」です。会員は現在 名で多くはありません。会費よりも

寄付金が活動資金の中心になっています。事務スタッフは、専従職員 名とボランティア

スタッフなどで、トラスト地の維持管理は現地の人々で、その繋がりがトラスト地を支え

ています。定期的な団体の活動として、年 回のトラスト地ツアー、年 回の会報、充実

したホームページがあります。

このような訪問調査を数多く繰り返す中で、今後、調査事項を洗練していきます。また、

訪問先の特徴を捉え、分析していき、少しずつ、文化遺産信託の活動を行う関係者、関係

機関の全体像に迫っていきたいと思います。是非、この分科会の活動にご参加ください。

活動報告



公益活動ファンド研究分科会の活動概要

武田 智行

１．分科会の目的

プロパティの取得・維持・管理をはじめとしたナショナル・トラスト運動には財務的基

盤が不可欠です。公益活動ファンド研究分科会では、こうしたナショナル・トラスト運動

の財務的基盤の整備に関する調査・研究を行います。

ナショナル・トラスト運動では、賛同者からの寄付等とその運用にこれを求めることが

基本です。また、近時、財政的基盤の確保・強化の観点からのプロパティの収益化への注

目も集まっています。こうしたことを踏まえて、公益活動ファンド研究分科会では、次の

ようなトピックについての調査・研究を行うことを予定しています。

・ 現在、クラウド・ファンディング等をはじめとして、広く社会に対して働きかけ、運動

のための資金を集める手段は数多く考えられます。こうした様々な手段についての、ナ

ショナル・トラスト運動における活用の有効性・妥当性を調査・研究します。

・ 多くの関係者から資金提供を受けるためには、財務ガバナンスの透明性が重要となり

ます。運動に必要な資金を効果的・効率的に取得・管理・運用しつつ、様々な関係者に

対する説明責任を果たすための仕組みについて調査・研究します。

・ 英国でのナショナル・トラスト運動が寄付により支えられてきたことは歴史的事実で

す。他方で、わが国において同様の寄付文化があるとは言い難いことも事実です。こう

した寄付に関する社会・文化的背景を調査・研究します。

基本的には、これらのトピックを取扱うことを予定していますが、個別の活動に際して

は、参加者（報告者）に応じてこれらトピック以外を扱うことも想定しています。

２． 年の活動予定

月以降、毎月 回の頻度で 分程度の研究会を開催する予定です。当面は 開催を

想定していますが、コロナ禍の状況に応じて、会場開催も検討したいと考えています。

具体的な日程については、別にご連絡します。

また、 月以降の報告者も募集しておりますので、ご希望・ご関心のある方は、業務委

員・武田智行（ ）へご連絡ください。

活動報告
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員・武田智行（ ）へご連絡ください。
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アメニティ 協会による室谷邸記念館建設プロジェクト

アメニティ 協会が 年から 年にかけて行った室谷邸記念館建設プロジェ

クトを、文化遺産信託研究会の研究対象として取り上げました。 年 月 日にセミ

ナーを行った後、工事中の現場見学会は新型コロナ禍のために開催できなかったものの、

年度総会の際には、ほぼ完成した室谷邸記念館を見学することができました。 年

度のアメニティ・レポートから一部を転載して、このプロジェクトの概要を紹介します。

室谷邸記念館の建築経緯

年 月、ひょうごヘリテージ機構の代表世話人を務める津枝勝見氏を介して、神戸

市教育委員会文化財課から、旧室谷邸の部材の保管場所が取り壊されることになり新たな

保管場所を探しているとして、ヴォーリズ六甲山荘の敷地を保管場所にすることについて

当協会に意向を尋ねてきました。旧室谷邸は、 年に取り壊されてしまいましたが、そ

の保存活動には、当協会も関わっており、すでに失われたと思われていた旧室谷邸の部材

が一部でも残っていたことは、驚きでした。当協会では、 年にヴォーリズ六甲山荘の

周囲の土地を買い増していましたから、保管場所はありました。しかし、六甲山は湿気の

多い土地柄ですから、木材を主とする旧室谷邸の部材の保管には不向きでした。神戸市と

しては、なんとか利活用したいと考えてこれまでこれらの部材を保管してきましたが、新

たな保管場所が見つからなければ、処分するもやむなしとの判断に傾いていました。

これらの部材は、旧夢野中学校の校舎内に保管され

ていました。実際にそこに行って部材を確認すると、

バラバラになっているとはいえ、それらの部材が訴え

てくる迫力には大きなものがありました。これらの部

材は、主として正門から玄関までの回廊部分（ここで

は門廊と呼びます。）の柱や梁、正門の扉と玄関の扉、

門の扉の上の破風、門廊につり下げられていた電灯な

どでした。他に、リビングなどにあった暖炉の一部、建具類などが保管されていました。

設計図や写真等によると、この門廊は重厚なもので、長さが約 メートル、幅が約 メ

ートルもあります。正門は、道路に面しており、敷地と道路との間に約 ｍの段差があ

ったので、門廊の中は階段になっていました。これらを通じて、なんとかこの建物を再建

できないものかという強い思いが生まれてきました。神戸市教育委員会文化財課としても、

保管場所で時間とともに朽ちていくよりも、これらが利活用されることはこれまで保管し

てきた趣旨に合致しますし、処分を免れることになります。こうして、当協会が、これら

の部材を利活用できないかの検討が始まりました。当時、その年（ 年）の 月に公開

することを目指して、ヴォーリズ記念・きょうだいの森の整備作業をしていました。そこ

にはこの建物を建てる空間がありました。しかし、建設資金がありません。実際に建築を
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するとすればどれだけの資金が必要なのか、それも分かりません。また、環境省神戸自然

保護官事務所に問い合わせると、国立公園内で六甲山と無関係の建物を移築することはま

かりならぬとの意見でした。乗り越えなければならない課題は山積です。

まず、六甲山と無関係な建物であるという点は、国立公園内であることを逆手にとって

解決しました。ヴォーリズ六甲山荘とヴォーリズ記念・きょうだいの森は、当時、環境省

の認可を得て自然公園法に基づく六甲山園地となる予定でしたから、公園内の休憩所が必

要でした。今回建てる予定の門廊は、正門から玄関までの階段の上に屋根をかけたもので

すから、一部分にフラットな床を張れば休憩所としてうってつけです。これによって、環

境省の課題はクリアできました。建築する場所は、小寺池や石垣を見渡す位置に決めまし

た。ここは、石垣広場の底からなだらかなのぼり坂になっていましたから、道路と敷地の

段差のある場所に設置されていたこの門廊の形状にぴったり合います。

次に、資金問題です。神戸市経済観光局では、近年、六甲山地域の活性化のために六甲

山上賑わい創出事業を展開していました。 年までは、この事業は、建物の新築が補助

対象外でしたが、 年からは、建物の新築も補助の対象とされ、今回建築する門廊に補

助が出る可能性が生まれました。もう一つの資金問題は、補助金は、事業資金の 分の

を上限とするため、自己資金がいくら準備できるか、それによって決まる自己資金と補助

金で建築できるかです。当協会が準備できるのは 万円でしたから、建築費が 万円

以内に収まらなければこの門廊の再築はかないません。最初の見積もりは 万円近く

でした。 番目の見積もりは 万円で、再築の可能性が高まりました。

ついで、賑わい事業の補

助金を受けられるかです。

月にこの事業に応募する

書類を提出し、 月 日、

神戸市の審査会で、旧室谷

邸の部材を用いた休憩所

の建築についてプレゼン

テーションを行いました。

その結果、無事審査を通ることができました。プレゼンテーションでは、当協会の紹介か

ら説き起こし、市民の資金を募るナショナル・トラスト方式で旧小寺山荘を買い取ってヴ

ォーリズ六甲山荘として保存公開活動を行ってきたこと、今回、ヴォーリズが求めた住む

人の居心地の良さ、自然と人の営みの調和を目指してきょうだいの森を整備し、その休憩

所としてこの門廊を建築すること、ヴォーリズは、 近くの建物が重要文化財や県市の

指定文化財、国登録文化財となっている他に例を見ない建築家であり、室谷邸は、ヴォー

リズによる阪神間における屈指の邸宅建築であること、ヴォーリズの建築家としての評価

は高く、全国にそのファンがいて、ヴォーリズ六甲山荘にも多くのファンが毎年訪れるこ

とから、旧室谷邸が一部でも復元されれば、そのインパクトは大きく、六甲山上の活性化
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に繋がることなどを訴えました。

なお、この事業に応募するに当たり、床面積が

㎡に満たないものは対象外とされていました。門廊

は、長さ約 ｍ、幅約 ｍですから、 ㎡で、上記基

準には足りません。そこで、玄関の奥に部屋を設け、

そこに 階を作ることによって床面積を稼ぎ、基準を

満たすことにしました。苦肉の策でしたが、この部屋

を設けることにより、玄関の扉が活かされることになりましたし、この部屋に室谷邸にゆ

かりのものを展示することができることになりました。

その後も、本設計に時間を要し、神戸市の補助金交付決定の手続を待っていただいたり、

本設計で工事金額が予算をオーバーしてしまったために調整を要したり、いざ工事を始め

ると、思いのほかに時間がかかって、補助金交付期限の 月末に工事を完了させるために

様々な手を打ったりしなければなりませんでしたが、無事完成し、「室谷邸記念館」と銘打

って公開することができました。

室谷邸記念館建築の意義

室谷邸記念館ができたことで、六甲山上の徒歩圏内に、ヴォーリズ六甲山荘、室谷邸記

念館、神戸ゴルフ倶楽部クラブハウスというヴォーリズ建築が つ揃いました。六甲山は

ヴォーリズファンが集う場所となるでしょう。近くには、旧六甲山ホテルもあり、近代建

築のファンの心も惹きつけています。さらに、もう少し足を伸ばせば安藤忠雄の風の教会

があります。六甲山上は、新旧の建築ファンの集う場所ともなり得ます。

旧室谷邸は、昭和 年の建築で、材木商であった室谷藤七氏の自宅で、煉瓦積の 階と

木骨のあらわな 階からなるチューダー様式の建物です。国登録文化財でした。煉瓦塀に

囲まれ、道路に接する車寄せの広場に面した正門と母屋に繋がる門廊部分は外からこの建

物を見る人の印象に深く残るものだったでしょう。室谷氏のご遺族も大事にされ、手放さ

れるときには美術館として保存されるはず

だったのですが、多くの人が保存を願う中

で、買い取った業者によって 年に取り

壊されてしまいました。

今回は、一度取り壊されてしまった文化

財の残った部材を用いて再築し、公園の休

憩所として利活用することになりました。

貴重でありながら、諸般の事情で解体され

てしまう建物は少なくありません。今回の

手法は、それらの建物の利活用の一つの手法として意義深いものがあると考えます。この

室谷邸記念館をもう一度登録文化財とすることは夢でしょうか。

（アメニティ 協会会員 飯畑 正一郎）
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（アメニティ 協会会員 飯畑 正一郎）



旧室谷邸建物と室谷邸記念館

旧室谷邸は、施主が材木商だったこともあって、ふんだ

んに木を用いるデザインが採用され、チューダー・ゴシッ

クというスタイルの、ハーフティンバーの木軸組と赤いレ

ンガタイルが特徴的な建物でした。敷地東側の道路に面し

て表門があり、門屋の切妻屋根がそのまま渡り廊下のよう

に延びて玄関につながるという、非常に珍しい形をしてい

ました。（この部分を、門と廊下が連続した形状から門廊

と呼んでいます。）敷地内の様子は大きく茂った樹木に覆

われて外から窺い知ることが難しく、地域の方々にとって

はこの表門の印象が強く残っているようです。

震災時、室谷邸は少し被害を受けたものの、修理され、すぐに国の登録有形文化財にな

りました。一時は市の指定文化財になる話も出ていましたが、その後、保存を条件に売却

され、 年初頭、前所有者の意に反して建物が解体されることになります。各方面から

様々な解体差し止めの努力がなされたものの実らず、最後に神戸市は、移築再建できるよ

う丁寧に解体して部材を譲り受けたいと申し入れ、業者は了承し解体が始まりました。

しかし、一部を残して大部分の部材は失われました。どうやら道路から見えていた門廊

部分だけが比較的丁寧に解体されて残ったということのようです。市は、要望した建物全

体ではないものの、残った部分だけでも保管することにしました。部分的な再建も検討し

たようですが、結局は予算的な理由などで実現されなかったと聞いています。

この部材を活用して休憩所を建設するにあたって、残っていたのは軸組の木材だけで、

壁面を構成していたレンガタイル、屋根材の天然スレート、床や基壇部分の壁に貼られて

いた石材等は残っていなかったため、新たに補充する必要がありました。中でもレンガタ

イルは、この建物の印象を決めるものといっても過言ではなく、現在の一般的な工業製品

のレンガタイルと違って、色もそれぞれ少しずつ異なり、あえてヘラで削って角を丸くし

た手作りの味が残っています。そこで、既製品を使わず、アメニティ 協会会員で陶芸

家の角倉起美さんに制作をお願いすることになりました。色のバリエーションを出すため

に、土の配合を調整し焼成温度を変えるなどの工夫をして、再現していただきました。角

倉さんには、ほかにも展示コーナーに敷いた床タイルも制作していただいています。

展示コーナーとなる小さな部屋は、門廊の部材のほかに敷地内の別の渡り廊下の柱と梁

が残っていたので、それを使って作りました。主屋の居間にあった暖炉の石材が残ってい

たものを組み立て、立派な石組越しに外の景色が見えるようになっています。また、山形

政昭・研究会理事のご紹介で、近江八幡の吉田悦蔵邸（大正 年竣工のヴォーリズ建築）

に葺かれていた天然スレートを提供していただくことができ、屋根の一部に葺いたほか、

休憩所部分の床にも使っています。

（津枝 勝見）
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丹波篠山市における歴史的環境の保存と活用

−第 回文化遺産信託研究会フィールドワーク 秋 から−

業務委員 津枝 勝見

ナショナル・トラストの運動は自然保護や歴史的環境の保全にとって重要な理念であり

手段となっている。この運動を有効に展開し発展させていくためにも、各地で行われてい

る保存と活用にかかわる活動の現状を知り、また、保存され活用されている現在の状況を

見るだけでなく、その裏側で行われている仕組みを学び考察することが重要だと思われる。

そして現状を把握するにあたっては、やはり現場を見ることが大切である。

丹波篠山市は、兵庫県の中央部で東を京都府と接する位置にある。近年、その歴史的環

境を活かしたまちづくり、特に、観光振興に向けた様々な取り組みが行われており、そこ

に歴史的な環境の保存活用をめぐる様々な動きを見ることができる。民間主導といえる動

きから展開されてきた、こうした動向は各所で高く評価されている。

市内には、歴史的建築物が集積する場所として、国 文化庁によって選定された重要伝統

的建造物群保存地区（以下、重伝建）が ヶ所あるが、 つの地区は ｋｍ以上離れた場

所にあり、成り立ちや性格は異なっている。 つは、国指定史跡の篠山城を中心として周

囲に広がる武家屋敷や商家群で構成される篠山城下町地区であり、もう つは、城下から

京都へ向かう街道筋の建物群

を背後の田畑や里山が支え

る、福住（ふくすみ）地区であ

る。今回の研究会フィールド

ワークでは、このうちの篠山

城下町、特に商家が軒を連ね

る河原町妻入商家群を主な対

象として、見学と共に関係の

方々のお話を伺った。

丹波篠山市では、篠山盆地といわれるエリアの気候を活かした、黒豆や栗などの農産品

がブランド化されて人気を博しており、名物料理の猪肉も含めて、特産の農産物が長らく

観光の売り物となってきた。加えて近年では、城下町の特徴ある町並みにも目が向けられ

るようになってきている。しかし 年ほど前までは、古くからの町並みを構成している古

民家・町家には空き家が増え、数も少しずつ減り続けていたとのことである。

国の文化財政策においては、重要文化財に指定された建築物には手厚く保存する道が開

かれる一方で、その数百倍の数が現存するであろう「文化財的な歴史的建築物」には、政

策的な保存の手段が講じられることはない。逆に、新築を良しとする法規制の壁が立ちは

だかり、結果、歴史的建築物は空き家となって放置され、取り壊されていく。地方都市の
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人口減少もそれを助長する。

こうした状況を打破するた

め、金野幸雄さん（国土計画

家・コンセプター、現・一般社

団法人創造遺産機構理事）た

ちのグループは、篠山盆地に

広がる城下町全体をホテルと

見なすという構想を立て、事

業を行うことによって民間の

力による古民家の保全と活用

を進めている。

地域にある古民家を改修して、分散型ホテルの客室やレストラン、ショップなどの施設

とする。宿泊客は、フロントがある古民家を訪れてチェックインし、町なかを歩いて、最

も遠いところでは ｋｍ先の客室へと向かう、という訳である。この際、希望すれば車に

よる送迎もあるが、ほとんどが徒歩を選択するようだ。道はホテルの廊下となり、元々あ

る喫茶店や食堂や土産物店も、ホテルのレストランやショップということになる。

具体的な古民家活用の進め方としては、まず、所有者と交渉して古民家（空き家）を

年の期間限定で借り上げ、客室やショップなどの用途に合わせて改修する。これをサブリ

ースされた運営者が事業を行い収益を得て賃料を納め、改修費が回収される。その後借用

期間が終了すれば所有者に返還することになるが、以前はボロボロだった建物が綺麗に修

復されて戻ってくるので、所有者にはメリットが大きい。もし所有者が希望すれば新たに

期間を決めて借用を更新して事業を継続することもできる。稼働率を低めに設定して損益

計算をするため、ある程度の客室数が確保

できれば、事業者にも運営者にも十分な利

益の出るスキームだということだ。

丹波篠山での成功を受けて、先年この仕

組みは、内閣官房の「歴史的資源を活用し

た観光まちづくり」プロジェクトとして全

国に広げられることになり、これまでに

ヶ所を超える場所で実践されていると

のことである。その第一号が、この篠山城

下町ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡであった。

城下町ホテルの構想に先立つ 年、篠山城下町地区は重伝建に選定された。この重伝

建という国の施策も、それまでの単体を手厚く守る文化財行政の行き方を補おうとするも

のだったといえる。重伝建では、個々の建築物の保存というよりも、景観の維持保全に力

点が置かれており、町並みを構成する主要な建築物を特定したうえで、その外観を維持し

人口減少もそれを助長する。

こうした状況を打破するた

め、金野幸雄さん（国土計画

家・コンセプター、現・一般社

団法人創造遺産機構理事）た

ちのグループは、篠山盆地に

広がる城下町全体をホテルと

見なすという構想を立て、事

業を行うことによって民間の

力による古民家の保全と活用

を進めている。

地域にある古民家を改修して、分散型ホテルの客室やレストラン、ショップなどの施設

とする。宿泊客は、フロントがある古民家を訪れてチェックインし、町なかを歩いて、最

も遠いところでは ｋｍ先の客室へと向かう、という訳である。この際、希望すれば車に

よる送迎もあるが、ほとんどが徒歩を選択するようだ。道はホテルの廊下となり、元々あ

る喫茶店や食堂や土産物店も、ホテルのレストランやショップということになる。

具体的な古民家活用の進め方としては、まず、所有者と交渉して古民家（空き家）を

年の期間限定で借り上げ、客室やショップなどの用途に合わせて改修する。これをサブリ
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点が置かれており、町並みを構成する主要な建築物を特定したうえで、その外観を維持し

ようとする制度である。建物の外観には変更しないように規制がかかると同時に、その修

理・修復には補助金が出る。工事の際には文化庁による指導や検査があり、かつ、質を担

保するために特定の建築士が修理の設計を担当することになっている。丹波篠山市では河

南誠さん（庵 総合計画事務所主宰、兵庫県ヘリテージマネージャー）たちの建築士

グループがそれを担っている。

特定建築物になれば、修理工事の補助額に上限はあるものの、対象となる工事費の 割

という高い補助率が設定されているため、所有者のモチベーション維持への効果も含めて、

歴史的環境保全に対する貢献度は非常に高いと言えるだろう。ただし、建物内部や設備な

ど景観に影響しない部分は補助の対象とならないため、建物の規模や使用目的によっては、

所有者の負担は依然として大きいようだ。

重伝建地区の補助事業による建物修理は、篠山地区では 年に選定されて以来、 年

に数件づつ、 年現在で約 件実施してきており、歴史を活かしたまちづくりのベー

スになっているとのことである。

今回のフィールドワークでは修理中の工事現場を見学させていただいた。通りから少し

入ったところの場所にある現場で、オーナーのご厚意で工事が完了した蔵をセミナー会場

としてお借りすることができた。比較的大きな武家屋敷（建設年代は主屋が江戸後期、離

れと土蔵が明治後期）のため、数年かけて修理が行われているとのことであった。修理前

は無住で、かなり傷みの激しい状態だったが、市外在住の現所有者は、その状態であって

も購入しようと考えたということなので、丹波篠山で取り組まれてきた努力が実を結んで、

古民家を見る目が変わってきた成果が表れていると言うこともできるのではないだろうか。

伝統的な工法による木造の古民家の場合、損傷の程度がかなり大きい、いわゆるボロ家

であっても十分に修理が可能だということが、工事現場を見て改めて認識できた。古くな

った部材を全て入れ替えてしまうのではなく、傾きを直し、基礎を改修したあとに柱脚な

どの傷んだ箇所だけを入れ替え、耐震補強を行う。鉄板で覆われた茅葺屋根はそのまま維

持しつつ将来の葺き替えに備えるようだ。修復に際しては、綺麗にし過ぎてしまうのを避

けることは、費用の面から言っても重要で、加えて、引き継がれてきた価値を保つことが

大切とのことである。ただ、このところ修理のできる大工や職人が減っているという問題

も指摘された。「当たり前のことだが今

一度強調しておきたいことは、設計者・

施工者共に伝統技術継承や最新テクノ

ロジーを取り入れた新規伝統技術開発

などをして前を向いて行くためには、伝

統技術を要する定期的な仕事が何より

必要だ」ということだ。

こうした古民家活用の高まりを受け

て、市も施策を行っている。もちろん、重伝建の修理事業は、国や県と共に補助金を支出
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して市が行っている施策であることは言うまでもない。

「丹波篠山まちなみアートフェスティバル」は、毎年秋に河原町商家群のあちこちで現

代美術作品の展示を行っているものである。プレイベントも含めると 年から地元の

実行委員会が主催して実施されており、市はこれを後援してきた。 年には篠山城築城

年祭が開催されて様々なイベントが行われた中で、城下町の町歩きが行われ、町並み

が改めて注目されるようになったキッカケになったとも言われている。

市役所企画総務部ブランド戦略課に勤務する大西宏美さんからは、イベントに加えてこ

れからの施策として、古地図を使った散策マップや、ＳＤＧｓを見据えて計画されている

グリーンスローモビリティもご

紹介いただいた。

篠山城下町は 年前の町割

が今も変わらず残り、当時から残

る古地図には現在の町とほぼ変

わりない姿が描かれているのを

見ることができるという。古地図

を見て過去に想いを馳せながら

散策できるマップが企画されて

いるとのことである。

グリーンスローモビリティは、時速 ｋｍ未満で走行する電動の無料乗合バスのことで、

城下町をゆっくりと走り、観光客が自由に手を挙げて乗り込んで、意外に広い城下町の町

並みを眺めながらのんびりと巡ることができるものである。現時点ではまだ実証実験段階

だが、目的の場所だけを訪れて帰るのではなく、多くの人に町並みを眺め散策を楽しんで

もらおうとするもので、これもやはり町並みの魅力を打ち出していこうとするものである。

かねてより取り組まれていた河原町通りの無電柱化も 年 月に完成した。賛否あ

るところのようだが、まちの魅力を高めようという施策である。

このほかの動きとして注目されるのは、美術作家・杉本博司が監修して改修された古民

家カフェが最近オープンしたことで、たいへん賑わっていた。これも町のポテンシャルが

呼び込んだものと言えるだろう。

このように、丹波篠山市で見られる、観光を軸にした文化財の保存と活用の手法につい

ては、人によっては違和感を持つ声があるかもしれない。しかし、何のために保存するの

かという目的論の問題、あるいは、どんどん崩壊が進む状況にあって消滅してしまう前に

何か手当が必要だという時間的な問題が、歴史的環境の保存には付きまとう問題である。

その意味で、大変有意義な考察の材料をいただけたと考えている。

お話を聞かせていただいた、金野さん、河南さん、大西さん、見学させていただいた古

民家の所有者である楓さん、またお手伝いいただいた建築士の皆さまに改めて感謝申し上

げます。
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工藝的アプローチによるリビングヘリテージの保存・利活用に関する研究

−ヴォーリズ六甲山荘におけるランドスケープデザインの実践−

角倉 起美

大阪芸術大学大学院芸術研究科 環境・建築領域 博士後期課程

研究目的

工藝作品を環境に組み込む工藝的アプローチを展開することにより、工藝の領域を拡大

するランドスケープデザインの試みである。過去から受け継いだ文化財を含めた環境をど

のようにして次世代に継承することができるのかについての研究である。テーマである国

登録有形文化財ヴォーリズ六甲山荘の軌跡と環境整備プロジェクトを実現させることで、

基本理念でもあるナショナル・トラスト運動を推進し、実践的利活用の提案をする。関係

性のデザイン基礎理論をもとに、リビングヘリテージをコンテクストとしてその保存利活

用の手法を提案し、工藝作品とランドスケープの共創の実現を目的とする。

研究背景

ヴォーリズ六甲山荘は、 年小寺敬

一氏の夏別荘として建てられ、設計者

Ｗ Ｍ ヴォーリズの住む人の健康、住み

心地を第一にする設計思想がよく現れ

た優れた山荘建築で創建当時の姿がそ

のまま残っている。現在、ナショナル・

トラストの理念のもと、認定ＮＰＯ法人

が所有し、保存管理活用している。筆者

はナショナル・トラスト活動に携わり、

開発委員、運営委員、理事、工藝家として、構想、設計、施工を協働しながらアクション・

リサーチしている。その後、活動を継続している中で新たな展開が生じ、 年からの室

谷邸門廊再建プロジェクトに繋がっている。

研究方法

文化財建造物だけでなく、周辺敷地の環境整備をすることからも文化財を保護する理念

や信念を引き継ぐための手法の一つとして取り組んでいる。この手法は、保存活用の分野

を拡大させ、関わる人々の活躍の場を広げている。文化財は建物だけでなくその環境を含

めた空間に存在するもの、人も含めて保存の対象となる。文化財保護の意義は管理保存だ

けでなく、活用することに意義がある。対象の位置付けによって、それぞれの理論活用の

アプローチがあり、異なる領域が発生するが、そのことを多角的に考察する。

活動内容

年より山荘周辺地を活用した環境整備は、全体を構想計画し、①小寺池の復元では、

上流からの小川を本流と池に引き込む水脈に分け、その基軸となる分水界に工藝作品を設

ヴォーリズ六甲山荘での個展風景
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置した。底の設置面には小川の流れがあり、注水も可能であることから植物が育つ分水石

陶器を制作した。これからこの場所を守っていく人々の思いも育っていくように認識でき

る「神籬」（人の思いの依代）としての役割、モニュメント性を持った作品である。②石垣

広場の整備では、石垣を背景にイベント広場として「森のステージ」を据えた。石垣と木

立に囲まれたステージは、小鳥の囀り、木漏れ日、木々や草花を揺らす時折吹く谷風など

が空間全体でその場を演出し、響き合っている。③エントランス広場には陶を素材とする

モザイクタイルで地図をデザインし「案内板」を制作した。これは 年に「ヴォーリズ

記念きょうだいの森」と命名された環境の形態を写しだす類似記号（ ）であるととも

に、回遊の方向性を指示する指標記号（ ）である。成果として、家族連れや若い年齢

層の見学者の増加が認められ、近隣の六甲山施設とのネットワークもつながり、癒しの空

間を体感し、環境保護への関心が高まることが期待できる。六甲山園地事業として認可さ

れ、瀬戸内海国立公園内の一施設としても認められた。これにより、敷地内での新たな整

備の際の諸条件が緩和される。

室谷邸門廊再建プロジェクト

室谷邸は、ヴォーリズ建築事務所設計、昭和 年に建

てられ、 年国登録有形文化財認定もされたが、

年一部の部材を残して解体された。残された部材は、神

戸市が費用を負担管理し、保存されていた。上記の環境

整備が完成していたことで、神戸市文化財課から是非再

建へ向けて、有効活用される場所として依頼された。六

甲山賑わい創出事業としても認められ、公園施設の休憩

所として再建した。部材である復元レンガや、床タイル

などは一部分しか残っておらず、新たに制作した。筆者

は工藝家としても活動していることから、その領域にお

いても携わった。さらに、ヴォーリズと共に当時近江兄

弟社を支えた吉田悦蔵の邸宅（ 年築）で使用していた天然スレートも保存されており、

親族からの寄贈も受け一部の屋根材等に活用することもできた。環境省の認可も得て、

年 月に完成した。完成したことで、六甲山に神戸ゴルフ倶楽部のクラブハウスとヴォー

リズ六甲山荘、室谷邸記念館が鑑賞できることは、ヴォーリズ建築愛好家には朗報であり、

一般見学者にとっても歴史的建造物の保存方法にも多様な方法があることを理解してもら

える機会になった。一部ではあるが、いつか解体された時に解除された文化財の登録を、

もう一度多くの人々の思いと、来歴のある貴重な建物として登録されることが望まれる。

研究活動内容のパネル及び模型制作

パネル及び模型を 年１月 日〜 日：大阪芸術大学「情報センター」と 年

月 日〜 日：あべのハルカス 階にある「大阪芸術大学スカイキャンパス」で展示発

表しました。観覧していただいた方々へヴォーリズ六甲山荘とそこで実践している活動を

室谷邸記念館
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最後に

本論は、工藝的アプローチによるヴォーリズ六甲山荘の軌跡と環境整備プロジェクトを

実現させることで、基本理念でもあるナショナル・トラスト運動を推進し、実践的活用の

実現を展開した。関係性のデザイン基礎理論をもとに、リビングヘリテージをコンテクス

トとしてその保存利活用の手法を提案し、工藝的アプローチによるランドスケープデザイ

ンの共創の実現を目的としている。

ランドスケープデザインは 人でつくれるものではなく、多くの人材がその一部分に関

わりながら、受け継いだ文化財を含めた環境に少しずつ手を加えて次世代に継承していく。

その中で筆者がどのように関わったのか、関わり得たのか、その貢献の仕方を考えること、

提案し続けることが重要なことである。

模型敷地全体 模型石垣広場・小寺池
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さらに、本研究対象がナショナル・トラストの理念を持って活動していることにより、

現在の日本におけるナショナル・トラスト運動へ繋がる文化財保護の歴史の流れを、世界

からの影響を含めた多領域から探索している。この運動は、単なる環境保護ではなく、歴

史的建造物や景勝地を国民の遺産として保持することで、愛国心や国民の一体感といった

ナショナル・アイデンティティを形成・強化することを意義としている。民間の力によっ

て貴重な自然並びに歴史的資産を健全な状態に維持・管理する行為について、実践的な問

題解決に向けて、各種領域（現状分析・理論構成・法律上の問題・非営利法人の受託能力・

基金の開発・保存技術の確立・啓発と教育等）の研究を行い。その成果をもって先見的で

建設的な提言をしていくことでこの運動が日本において定着・発展していくことを推進す

る。そのために、あらゆる分野の研究者実務家・学生・賛同者が共同研究・相互交流する

必要がある。リビングヘリテージの伝承と継承のシステムを、ナショナル・トラスト運動

のプロセスで包括的に実践することが有効的な取り組みとなる。

素材、環境、他者、自己との対話によるデザインの展開
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工藝家である筆者はこれまでの分野から他分野の専門家である方々と話す機会を持つ

ことに意識し、アクション・リサーチし、対話によるデザインを試みたことで、理論と実

践を分離的に捉えるのではなく、それらを相互に関連するものとして捉え、研究者が直接

関わっている実践的問題を体系的に理解し、計画を練りながら改善を図り、実施過程にお

いても問題の解決具合を観察しながら必要に応じて、それぞれの立場、段階で対話し、計

画を変更しながら解決へ向けていくアプローチが必要である。

制作者としての立場から、夢中になって制作している時には気づかないことが、後で振

り返ったら、結果としてこういうことだったのかと、わかることがある。制作理論的に「中

動態」的な立場で、事後的に制作することもある。その行為として、「行為の中の省察」を

言語化することが大切である。位置付けられる体系の認識に意味がある。

本研究で導き出された知識と経験は、進化と更新、蓄積を繰り返す。リフレクションし、

その文脈性を描き出すことで一般化が図られる。この研究は研究と制作、理論と実践、行

為と知識は分離することができないものであることが実践することで改めて認識した。も

のをつくること、人工物が生活世界にもたらす帰結からその設計へフィードバックする回

路を持つことが重要である。社会的価値の創出を目的とし、応用研究の対象になるための

条件を発見し、必要な知識を領域の制限を超えて収集し、それらを生成、統合する新しい

分析の形の研究として、デザインリサーチ、構成論的研究と位置付ける。

今後の課題

これからのランドスケープデザインは新たなフェーズに来ていると推察している。人間

がどのような風景をつくってきたのか、これからどうつくるべきかを認識しなければなら

ない。コロナ禍の中、人間中心の考え方だけでなく、人ではないもの（ノンヒューマン）

も含めて関係性を再構築する必要がある。ヒューマンスケール、空間認識の感覚をパラダ

イムシフトさせることが必要である。サイト・スペシフィックという概念のもと「風景」

や「景観」を改めて見直さなければならない。「風景」はまなざしであり、「景観」は工学

的で、そのまなざしを包括する。デザインする者は風景に対して責任が伴い、優れた審美

眼と感性が要求される。協働する者同士がどういう風景感を共有するかで方向性も変わる

ことから、常に対話によるデザイン行為を行うことが重要である。身の回りの環境を改め

て見直し、足るを知り、心豊かに暮らせる社会の実現を目指す人々の努力が報われる世界

であるべきである。

謝辞

本論文の執筆及び本研究を行うにあたり、お世話になったすべての皆様方に感謝の意を

申し上げます。

研究対象地であるヴォーリズ六甲山荘では、認定ＮＰＯ法人アメニティ 協会の清

水彬久理事長、清水順子事務局長はじめ、共に協働活動した皆様のご尽力とご協力に深く

感謝申し上げます。研究を進めるにあたり、ご支援、ご協力を頂きながら、ここにお名前

を記すことが出来なかった多くの方々に心より感謝申し上げます。
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高崎市歴史的景観建造物登録制度における「景観的」価値の検討

澤田 悠紀

一社 代表理事 公立大学法人高崎経済大学経済学部 准教授

武田 智行

文化遺産信託研究会 監事

一社 理事 弁護士法人御園総合法律事務所 パートナー弁護士

本稿は、「高崎市歴史的景観建造物登録制度」を題材として、「景観的」価値を有する建

造物保存のあり方についての検討を行うものである。本稿は、公立大学法人高崎経済大学

の紀要『産業研究』第 号 号に掲載された澤田悠紀・武田智行「高崎市歴史的景観建造

物登録制度における『景観的』価値の検討～ を契機として～」 を

抜粋・編集したものである。

「高崎市歴史的景観建造物登録制度」の概要

高崎市は、江戸時代には高崎藩の城下町であるとともに中山道における主要な宿場町と

して、地域の政治・経済の中心として栄えてきた街である。また、近隣の前橋市や伊勢崎

市と比較して、太平洋戦争の戦災による街並みの消失も少なかった。そのため、現在も商

家や養蚕農家等の古民家が残っている。また、郊外も豊かな自然が残されている。

高崎市は、こうした歴史的建造物や自然によって構成される景観を重要な資産として捉

え、景観法を踏まえて 年（平成 年）に高崎市景観計画の策定（ 年第一次改訂）

及び高崎市景観条例を改正し、 年には「自然と人工物との調和、新しいものと古いも

のの調和、あるいは、街並みと個々の建物との調和を大切にしながら、高崎らしい風景を

つくっていくため」に「高崎市景観色彩ガイドライン」 を定める等により、その維持・整

備・発展の取組みを行っている。

こうした取組みの一環として、高崎市は「景観的に価値があると認められる歴史的な建造

物を将来の高崎市民に引き継ぐため」に「高崎市歴史的景観建造物登録制度」（以下、本登録

制度とする）を設け、制度が定める条件を満たす建築物を「歴史的景観建造物」又は「特定

歴史的景観建造物」として認定し、その保全・活用に関する支援を行っている 。本登録制度

の対象となった建築物に対しては、建造物の保全のための無料相談への対応や外観修繕工事

にかかる費用（税抜き）の 分の 以内を助成（限度額 万円）による支援がなされる。

他方で、「歴史的景観建造物」に登録及び「特定歴史的景観建造物」に認定された建築物

の所有者は、当該建築物の保全・活用に努めること及び破損・滅失があった場合には速や

かにその旨を高崎市都市整備部都市計画課景観室（以下、景観室とする）に対して届け出

ることが求められる。また、「特定歴史的景観建造物」に認定された建築物の所有者につい

ては、現状変更に際し景観室への届出が求められる。

「景観的」価値

本登録制度の目的は「景観的に価値があると認められる歴史的な建造物を将来の高崎市

論文



民に引き継ぐ」ことである。そこで「景観的」価値の意義が問題となる。

しかし、執筆者が確認する限りにおいて、公表されている本登録制度に関する資料には

「景観」の定義は認められない。また、本登録制度の関連法令である、景観法や高崎市景

観条例においても、「景観」の定義はなされていない。もっとも、例えば金融商品取引法に

おける「勧誘」もその一つであるように、法令における基礎的概念の定義が開かれたもの

であることは、必ずしも特異なことではない。

他方で、「景観的」価値が認められる建築物とは「良好な景観」の形成に寄与するものであ

ると考えられるところであり、景観法では基本理念を定める第二条において「良好な景観」に

ついて次のように詳細な言及がなされている（下線は筆者）。そのため、「景観的」価値は、「良

好な景観」の検討を通じて、限定的ながらも機能的に定義することは可能であると考えられる。

（基本理念）

第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造

に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民が

その恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形

成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用が

なされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住

民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形

成が図られなければならない。

良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであること

にかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その

形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景

観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

景観法第二条各項のうち、特に「良好な景観」の要素又は性質について言及しているの

は、第二項及び第三項であると考えられる。すなわち、「良好な環境」は、「地域の自然、

歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもの」であり、「地域の

固有の特性と密接に関連するもの」であるとしている。そして、この両者は、実質的には

ほぼ重複する内容を指しているものと考えられる。それは、後者で挙げる「地域の固有の

特性」の主な要素は、前者で挙げる「地域の自然、歴史、文化等」や「人々の生活、経済

活動等」であると考えられるためである。

そして、第二項の法文は、「地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調

和」として「地域の自然、歴史、文化等」と「人々の生活、経済活動等」とを対置する。

しかし、「自然」と「人々の生活、経済活動等」との対置についても検討の余地もあると考

えられることを留保しつつ、また、本稿が主な対象としている都市の景観との関係におい



民に引き継ぐ」ことである。そこで「景観的」価値の意義が問題となる。

しかし、執筆者が確認する限りにおいて、公表されている本登録制度に関する資料には

「景観」の定義は認められない。また、本登録制度の関連法令である、景観法や高崎市景

観条例においても、「景観」の定義はなされていない。もっとも、例えば金融商品取引法に

おける「勧誘」もその一つであるように、法令における基礎的概念の定義が開かれたもの

であることは、必ずしも特異なことではない。

他方で、「景観的」価値が認められる建築物とは「良好な景観」の形成に寄与するものであ

ると考えられるところであり、景観法では基本理念を定める第二条において「良好な景観」に

ついて次のように詳細な言及がなされている（下線は筆者）。そのため、「景観的」価値は、「良

好な景観」の検討を通じて、限定的ながらも機能的に定義することは可能であると考えられる。

（基本理念）

第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造

に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民が

その恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形

成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用が

なされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住

民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形

成が図られなければならない。

良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであること

にかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その

形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景

観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

景観法第二条各項のうち、特に「良好な景観」の要素又は性質について言及しているの

は、第二項及び第三項であると考えられる。すなわち、「良好な環境」は、「地域の自然、

歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもの」であり、「地域の

固有の特性と密接に関連するもの」であるとしている。そして、この両者は、実質的には

ほぼ重複する内容を指しているものと考えられる。それは、後者で挙げる「地域の固有の

特性」の主な要素は、前者で挙げる「地域の自然、歴史、文化等」や「人々の生活、経済

活動等」であると考えられるためである。

そして、第二項の法文は、「地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調

和」として「地域の自然、歴史、文化等」と「人々の生活、経済活動等」とを対置する。

しかし、「自然」と「人々の生活、経済活動等」との対置についても検討の余地もあると考

えられることを留保しつつ、また、本稿が主な対象としている都市の景観との関係におい

ては「自然」を検討範囲から除くものとして、すくなくとも「歴史、文化」は、「人々の生

活、経済活動等」の蓄積であり、現在において営まれている「人々の生活、経済活動等」

も「歴史、文化等」を形成し続けているものである。こうした「歴史、文化」と「人々の

生活、経済活動等」との関係を考慮するのであれば、「歴史、文化等と人々の生活、経済活

動等の調和」における「調和」とは、法文のテキストのとおりに「歴史、文化等」と「人々

の生活、経済活動等」とを対置の上で、その整合を図るものと解するのではなく、「人々の

生活、経済活動等」の蓄積による「歴史、文化等」の形成過程に着目したものであり、過

去から未来への一連の時間の流れの中に現在が不整合なく位置づけられることを指すもの

と解される。すなわち、現在の「人々の生活、経済活動等」が、過去からの継続性及び将

来に向かっての持続可能性を有していることを指すものと考える。

もちろん、法文のテキストのとおりに「歴史、文化」と「人々の生活、経済活動等」と

が対置されるものとも考えうる。しかし、こうした考え方は、雑学的な知識に対する欲求

を刺激し、これを満たすものであるかもしれないが、それを越えるものを伴うものとは考

え難い。こうした考え方は、それぞれ切り離され、固定化された過去の「歴史、文化等」

と現在の「人々の生活、経済活動等」との観念を前提とするものと思われる。しかし、こ

うした切り離され、固定化された過去なのであれば、現在の「人々の生活、経済活動等」

と整合させる実際上の要請があるとは考え難い。また、極論すれば、切り離され、固定化

された過去と現在との対置と整合の検討なのであれば、別々の地域での過去と現在との間

ででも不可能ではないのであり、必ずしも第三項で挙げられている「地域の固有の特性」

に結び付くものではない。こうしたことから、「良好な景観」との関係では、「歴史、文化

等」と「人々の生活、経済活動等」とは、対置して把握されるべきではない。

建築物は、世代を超えて市民生活の主要な物的基盤として存続し、その継続性及び持続

可能性の強固な基礎となりうる点に、「良好な景観」との関係における大きな意義が認めら

れるものであると考える。

こうしたことから、本稿では、「景観的」価値そのものの定義は留保しつつも、建築物に

「景観的」価値が認められるための必要条件には、その建築物が市民生活の連続性（本稿

では、過去からの継続性と将来に向かっての持続可能性をあわせて連続性と呼ぶものとす

る）の基礎を提供しうるものであることが求められるという考え方を前提に、この限りに

おいて本登録制度の目的を把握し、その検討を行うものとする。

本制度の課題

このように、「景観的」価値とは、市民生活の連続性の基礎の提供を必要条件とするもの

と考える立場からは、市民生活において建築物が継続的に利用されることが、建築物の外

観の維持と同等又はそれ以上に、重視されることとなる。そして、こうした立場からは、

本登録制度における主な支援である費用の助成の対象が、外観修繕工事に限られているこ

とは、目的に対する手段として不足の虞があると考えられる。

市民生活の連続性の基礎の提供を必要条件とする「景観的」価値の視点からは、建築物



の外観と同等又はそれ以上に、市民生活における建築物の継続的利用と、その前提となる

建築物の性能が重視されることとなる。

建築物が、市民生活の基盤として利用されるためには、時代の要請に応じた用途にかな

う性能を有していることが求められる。こうした性能を有さない建築物は、早晩人々の利

用から遠ざかることとなる。このことは、その建築物における市民生活の持続可能性の低

下を意味する。そして、その建築物が利用されなくなった場合には、その建築物における

市民生活の継続性は断絶し、持続可能性も事実上喪失することとなる。このような状態に

なった建築物は、「良好な景観」の構成要素たりえない。つまり、建築物に「景観的」価値

が認められるためには、市民生活の中での継続的利用が求められ、継続的利用のためには

時代の要請に応じた用途にかなう性能が求められる。当然のことではあるが、この点はあ

らためて確認する必要があると考えられる。

そして、建築物に求められる性能の水準は、技術の進歩等による人々の生活水準の向上

に伴い、時間の経過とともにこれまで高まってきたものであり、今後も高まっていくもの

と考えられる。そのため、建築物の継続的利用のためには、適宜の改修を通じた性能向上

が求められることとなる。

本登録制度での工事費用の助成が「外観修繕工事」に限られる理由として、建築物の性

能向上の便益を受けるのは当該建築物の所有者に限られるということが挙げられるかもし

れない。しかし、建築物の性能向上は、建築物の継続的利用を介して「景観的」価値に関

わるものである。短期での直接的な便益が建築物所有者に限られることを理由として、性

能向上のための工事にかかる費用を助成の対象たりえないものであるとするのであれば、

他の多くの助成制度に対してもその対象の見直しが求められることになるものと思われる。

また、助成対象範囲の拡大に伴う財源の問題も指摘されるかもしれないが、助成対象範囲

を拡大したからといって、実際にこれに当てはまる全てに対する助成を行わなければならな

いというものではないことは当然である。専ら財源の分配をどの様に行うかの問題であり、

直ちに「外観修繕工事」にかかる費用を助成対象から除外することになるとは考えられない。

こうしたことから、本稿は、市民生活の継続性及び持続可能性を要素とする「景観的」

価値の視点から、歴史的景観建造物に対しても、時代の要請に応じた性能が求められると

考えるものであり、そのため、「歴史的景観建造物」の保存のための経済的支援を行うとい

うのであれば、建築物の性能向上のための工事にかかる費用や用途変更のための費用の助

成も検討の俎上に載せるべきであると考えるものである。

おわりに

本稿は、「景観的」価値を市民生活の連続性の視点から把握する立場から、「高崎市歴史

的建造物登録制度」を題材として作業仮説を検討したものである。

こうした作業仮説を踏まえて、今後の研究においては、検討枠組みの検証を行うととも

に、他の国内外の地方公共団体の制度の調査を行い、都市の景観のあり方とそれを支える

制度の検討を行うことを予定している。






