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This paper considers the problems of Senryogatsuji townscape planning in Kyoto on the basis of dynamics of urban 
context and schema with the theory of contextualism originally proposed by Colin Rowe’s Cornell school. 
Senryogatsuji district is located in the core of Nishijin where is the traditional mixed land use area of residential and 
industry in Kyoto. In 2001, Kyoto municipal government stipulated the townscape planning for Senryogatsuji district 
based on the Kyoto city landscape regulations. We conclude that Senryogatsuji townscape planning tends to attach 
too much importance to traditional “Machiya” buildings as schema, and this tendency rules out the possibility of 
dynamics of urban context and schema. 
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1.はじめに 

『コラージュ・シティ』1)などの著書で知られる米国の建築史

家コーリン・ロウは、1963年にコーネル大学大学院にアーバン・

デザイン・スタジオを開設し、学生らと共に、モダニズムの都市

計画案とヨーロッパの伝統的な都市形態とを比較・分析する都市

形態論研究とプロジェクト制作を開始した。 
秋元（2002）2)によると、コンテクスチュアリズムという名称

は、1965年ごろ、当時学生であったスチュアート・コーエンと

スティーブン・ハートが、アーバン・デザイン・スタジオのメン

バーが提起する設計上の戦略を指して名づけたものである。そし

て、その設計上の戦略の核心は、スキーマとしての理想形をコン

テクストに応じて変形させることにより、都市空間と建築形態を

決定し、漸次的に都市の全体を改変していく方法である。 
ここで、スキーマとは、「外界の事象を知覚し、理解し、記憶

する際の枠組みとなる構造化された知識の集合」という意味で用

いている。また、コンテクストとは、スキーマと区別して、「形

態を具象性ないし意味性を捨象した単なるまとまり、あるいは分

凝(1)それ自身として見る“かたち”」という意味で用いている。 
秋元（2002）2)によると、コーネル派のコンテクスチュアリズ

ムは、コーエン（1979）3)が言う「物理的コンテクスト」を重視

した考え方であった。しかし、その後、ポスト・モダニズム論議

が隆盛となるなかで、コンテクスチュアリズムは、「文化的コン

テクスト」、つまりスキーマの側面に偏向して理解されるように

なり、いわゆる「通念としてのコンテクスチュアリズム」観が形

成され、当初のコーネル派の概念とは乖離していった。 
「通念としてのコンテクスチュアリズム」は、保守主義化 (2)、

ゲシュタルト法則に対する過信 (3)、都市の組織構造そのものをコ

ンテクストとみなすといった傾向にあり、それは、地域主義 (4)、

歴史主義 (5)、大衆主義 (6)に陥っているという批判を浴びることで、

コーネル派のコンテクスチュアリズム概念そのものが矮小化さ

れていく結果をもたらした。 
本来、コーネル派のコンテクスチュアリズムは、シューマッハ

ー（1979）4)が言う「理想形の変形」という形態操作を志向して

おり、スキーマとコンテクストのうちのどちらか一方だけが形態

の決定に関わる固定化された方法論ではなく、両者が相補的に働

く動的な方法論である。秋元（2002）2)は、この動的なコンテク

スト観を手がかりとすることで、文化観や歴史観の固定化を避け

ることができ、コンテクスト概念を創造的な営みにおける媒体に

できると主張する。 
現在、京都都心部では、伝統的な京町家が、地価の高騰、建

築物の老朽化、地場産業の衰退などの理由により、取り壊された

り、建て替えられたりして、急速にその数を減らしている。一方、

近年、京町家を再評価する動きも高まっており、京町家を保存・

修復・改修している事例が年々増加している。また、建て替えの

際に、屋根を瓦勾配屋根にしたり、道路境界線から半間程度セッ

トバックしたりするといった、町並み誘導策も行政によって進め

られている。 
こうした状況の中、京都市西陣の千両ヶ辻地区では、2001年

8月に、京都市市街地景観整備条例にもとづき、界わい景観整備

計画が策定された。この計画では、美観地区及び建造物修景地区

制度に上乗せするかたちで、より細かな規制が定められている。

しかし、その規制内容の多くは、京町家の歴史的意匠の継承とい

うスキーマの反映に偏っていると考えられる。 
本論説の目的は、秋元（2002）2) が提唱する「スキーマとの

相補性にもとづく動的なコンテクスト観」を手がかりとして、京

都市千両ヶ辻界わい景観整備計画による町並み誘導手法の問題

点と課題を考察することである。 
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 2.構成 

 

 

 

 

 

建築物 建築物の新築等又は模様替え等

工作物 第2種工作物の新築等又は模様替え

建築物 美観地区第2種地域内　15m以下
*注1

塔屋等 6mを超えない

土地に定
着する工作

15m以下　*注2

前面道路幅員が8m未満である場合、
当該道路側の軒の高さは15m以下　*

1階壁面は道路境界から半間
（0.9m）程度後退
4階以上の壁面は3壁面より後退

界わい景観建造物と調和し・協調
水平線を強調

道路に面した壁面には、できる限り
外付けのバルコニー、物干し台、屋
外階段等が設けられていないこと
やむを得ずこれらのものを設ける場
合は、建築物と一体性のある形態
及び意匠であること

1：

2：

*注3：

*注4：

できる限り勾配屋根
できない場合、最上階に深い軒を
出すか、又は傾斜のある軒庇を設
ける
1階上部に深い通り庇を設ける

地区内共通 美観地区内

承
認
申

意匠･色彩

門・塀等

門灯、外灯等

屋根

庇

軒

壁面

ただし、公益上必要と認められる第2類工作物並びに形態及び意匠が特に優れていると

周辺景観に支障を及ぼさないと認められるときは、この限りではない。

垣、柵、門、塀等を設ける場合は、この限りではない。

ただし、公益上必要と認められるもの並びに形態及び意匠が特に優れていると認められ

表1：千両ヶ辻地区界わい景観整備計画 規制内容 

本論説の構成は、以下の通りである。 

1）千両ヶ辻地区の概況について、文献調査・現地調査により整

理する。2）千両ヶ辻界わい景観整備計画の経緯や内容について、

文献調査・行政ヒアリングにより整理する。3）千両ヶ辻地区の

スキーマを、文献調査、現地調査、住民・行政へのヒアリングに

より明らかにし、界わい景観整備計画の規制内容を検討する。4）
モデル敷地を選定し､千両ヶ辻地区の「図/地」マップ(7)をもとに、

スキーマをコンテクストの読み取り方に応じて変形させる事例

を示し、界わい景観整備計画の規制内容を検討する。5）以上よ

り、千両ヶ辻界わい景観整備計画による町並み誘導手法の問題点

と課題を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.千両ヶ辻地区 

 西陣という呼び名は、応仁の乱の後、西軍の本陣跡を中心に機

織業が復興したことから、称されるようになったとされている。

西陣の範囲に明確な定めはないが、おおむね北大路通･丸太町通･

西大路通・堀川通に囲まれた地域をさしている。西陣はその成立

期から、織物の町として栄えてきており、西陣織という一大産業

を産み出した地域である。今なお、西陣織関連の産業で生業を立

てる人々が生活を営んでいる。しかし現在、機織業界は衰退して

おり、他の職種や用途への転換が起こっている。 

 

 

 

 

 

 

 凡

 対象地区である千両ヶ辻は、西陣の中でも西陣織の拠点であり、

かつて商家や問屋が集積していた場所で、千両箱が行き交ってい

た事から、千両ヶ辻と称されている。地区の範囲は、北は寺之内

通から南は笹屋町通まで、東は猪熊通から西は浄福寺通までの範

囲の市街地、約37ヘクタールに及ぶ地区である（図1）。 
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町並み型 町辻型

公共用空地から見える部分の階数は3以下　最高
部の高さは12ｍ以下　＊注3

以下
2

平入り切妻屋根
日本瓦又は銅版その他の金属板でふかれているこ
と

道路に面した壁面には、半間（0.9m）程度の出があ
る通り庇を設ける　*注5

1階壁面が道路境界から概ね2間（3.6m）以上離れ
ていないこと　*注4
3階以上の壁面は、2階壁面より半間（0.9m）程度
以上後退し、かつ、道路境界から概ね1間半
（2.7m）以上離れていること

道路に面した壁面には、外付けのバルコニー、物
干し台、屋外階段等が設けられていないこと
公共用空地から見える側壁面（特に、3階以上)に
は、意匠が施されていること

地区の町並み
景観を象徴し、
周辺の景観形
成の指標となる
形態及び意匠

できる限り木竹及び石など自然素材で造られ、そ
の形態及び意匠は、和風を基調としていること。

和風を基調とした形態及び意匠

第2種建造物
地区内

重要界わい景観整備地域

認められる第2類工作物については、この限りではない。

るものについては、この限りではない。

例  
界わい景観整備地区 

重要界わい景観整備地域[町並み型] 

重要界わい景観整備地域[町辻型] 

界わい景観建造物 

図1：千両ヶ辻地区界わい景観整備計画図 

修景

20m
*注



現地調査（2002年11月）によると、地区内には1,668棟の建

築物があり、そのうち住居専用が約60%と非常に多く、職住混合

の土地利用が変容してきていることが分かる。建物階数は2階建

てが約70%を占め、3階建てを含めると約90%となっている。た

だし、今出川通に面する敷地では、高層マンションへの建て替え

が進行している。地区内の建築物で最も多い建物形式は町家であ

り、全棟数のおよそ半数を占めている。町家以外の一般の戸建住

宅も約30%を占めている。 

写真1：「町並み景観（塀）」
に関するスキーマの例 

写真2：「町並み景観（隣棟間
隔）」に関するスキーマの例

 

4.千両ヶ辻界わい景観整備計画 

2001年8月27日、京都市市街地景観整備条例にもとづく界わ

い景観整備計画が、千両ヶ辻地区において策定された。京都市へ

のヒアリング（2002年11月）によると、計画の策定は、京都市

が地元役員に説明を行い、各種団体長や町会長などへアンケート

を行うなど、地域住民と一体となって進められた。 
写真3：「文化（暖簾）」に関
するスキーマの例 

写真4：「文化（御簾）」に関
するスキーマの例 界わい景観整備計画を策定することで、美観地区や建造物修景

地区の規制に上乗せして規制がかけられ、また、すべての建築行

為に市長の「承認」が必要となるため、京都市が事前に建築行為

を把握し、行政指導を行うことが可能となった。 

千両ヶ辻界わい景観整備計画の景観整備計画の目標は、「①千

両ヶ辻地区の特色ある景観を維持又は増進する事、②地場産業の

振興により形成されたまちづくりや家づくりの知恵と作法を評

価し、町並み景観づくりに活かす事、③職・住が共存した、歩く

魅力のあるまちづくりを行う事」である。 写真6：「京町家（通り庇）」
に関するスキーマの例 

写真5：「歴史（短冊状の敷地
割）」に関するスキーマの例

規制内容は、表1に示したように、5つの地域に分けて定めら

れている。美観地区内と第2種建造物修景地区内については、こ

れらの規制を強化するかたちで規制内容が定められている。さら

に、重要界わい景観整備地区では、町並み型と町辻型に分けて規 

写真7：「京町家（土壁）」に
関するスキーマの例 

写真8：「京町家（格子戸）」
に関するスキーマの例 

写真9：織屋建て京町家の例 写真 10：「京町家（庇）」のス
キーマを反映した例 
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スキーマ   町並み景観   和風の意匠  

               自然素材を用いた意匠   石畳  

                            塀  

                            杉板  

               周囲との一体的な意匠   狭小な隣棟間隔

                            色彩（白・黒・茶）

       文化      西陣織  

               京格子  

               暖簾  

               御簾  

       歴史      部材等の規格化  

               短冊状の敷地割  

       京町家     格子           格子戸  

                            出格子  

               屋根           平入瓦勾配屋根

                            通り庇  

               庭            坪庭  

                            通り庭  

               建具等          大戸  

                            木製建具  

                            障子（和紙）  

                            畳  

               外壁・外構        犬矢来  

                            土壁  

                            虫籠窓  
 
写真11：「京町家（勾配屋根）」
のスキーマを反映した例 

写真12：「京町家」のスキーマ
を反映したRC造建築物の例図2:千両ヶ辻地区におけるスキーマ 
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制がより強化されている。特に、町並み型に指定されている地区

は、「屋根は平入り切妻屋根で、日本瓦又は銅版その他の金属板

でふかれていること」といったように、規制内容がより具体的に

記述されている。さらに、庇、門・塀、門灯・外灯といったもの

にまで規制が及んでいるのが特徴である。一方、町辻型は具体的

な規制内容は明記されていない。 

 

この計画が施行されてから2002年11月までに、14件が市長

の承認を受けており、その内1件が費用補助を受けている。 

 

5.千両ヶ辻地区のスキーマ 

千両ヶ辻地区のスキーマを把握する。なお、ここでは、スキー

マの意味を、「外界の事象を知覚し、理解し、記憶する際の枠組

みとなる構造化された知識の集合」という意味で用いる。 
地区内で西陣織関係の生業を営む地元住民 2 名へのヒアリン

グ（2002年12月）の結果、この地域に現存する京町家は、過去

の遺物としてではなく、生活と密接に結びついており、これらが

人々のスキーマ形成に大きく影響していることが分かった。確認

できたスキーマを、大別すると、①町並み景観に関するもの（石

畳、色彩、隣棟間隔の狭さ等）（写真1-2）、②文化に関するもの

（西陣織、暖簾、御簾等）（写真3-4）、③歴史に関するもの（畳

割等の部材の規格化、短冊状の敷地割等）（写真5）、④京町家に

関するもの（坪庭、通り庭、格子戸、平入り瓦勾配屋根等）（写

真6-8）の4つに分けられる（図2）。千両ヶ辻地区におけるこれ

らのスキーマを最も良く反映しているものは織家建て (8)の京町

家である（写真9）。 

界わい景観整備計画の規制内容を見ると、「和風を基調とした

意匠にする」「瓦屋根にする」「軒・庇を設ける」「無光沢の落ち

着いた色彩」といったものが挙げられ、こうしたスキーマを反映

させようとしていることが分かる。 

もちろん、界わい景観整備計画における規制の基準の解釈には、

京都市の担当者の裁量も入るため、必ずしも硬直的な規制とは言

えない。しかし、行政側がスキーマに偏重して「承認」を行うと、

京町家の表層のデザイン要素のみを用い、京町家の模倣にすぎな

い建築デザインを誘導することになりかねない。実際、一般的な

戸建住宅に瓦の庇を載せただけ（写真10）、或いは勾配屋根にが

しただけのもの（写真11）が千両ヶ辻地区に散見される。 

また、伝統的な建造物だけでなく、鉄筋コンクリートを用いて

建てられた現代の建築物の中にも、千両ヶ辻界わい景観整備計画

における界わい景観建造物として、この地区のモデルとなるよう

に意図されているものがあるが（写真12）、そのデザインも京町

家のスキーマが強く反映されている。 

 

6.千両ヶ辻地区のコンテクスト 

千両ヶ辻地区の中から特定の敷地を選んで、スキーマをコンテ

ケース② ケース③ 対象敷地 ケース① 
理想形である京町家の形状を引
用している。 

両側隣棟のヴォイド形状を引用
している。さらに、隣棟南側の

段違いの形状から、階段状の形
状を引き出している。 

街区レベルでのヴォイド形状を
引用しており、それを反転する
形で形状を決定している。 

ケース⑤ ケース④ ケース⑥ ケース⑦ 
街区背割り部分のヴォイドの凹
凸のある形状を引用して、北側
の形状を決定している。また、

街区内部のソリッド内のヴォイ
ドがランダムに配置されている
のを引用し、隣棟とはヴォイド
の位置をずらしている。 

対象敷地と同じ前面道路全体に
おいて、道路側のヴォイドがソ
リッドによって凹凸に区切られ

ていることを引用して、形状を
決定している。 

街区内部全体のヴォイド形状を
敷地内部に引用している。また、
前面道路全体の道路側のヴォイ

ド形状を敷地の道路側に引用し
ている。 

街区内部のソリッドの東西方向
へのまとまりを引用して、まと
まり感を強調するために、敷地

の奥にヴォイドを設けている。
また、街区内部のソリッド内の
ヴォイド形状を反映している。

図3:｢図／地｣マップによるコンテクストの読みとり例 
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クストに応じて変形させる事例を提示する。なお、ここでは、コ

ンテクストの意味を、「形態を具象性ないし意味性を捨象した単

なるまとまり、あるいは分凝(1)それ自身として見る“かたち”」

という意味で用い、コンテクストの読み取りには、「図／地」マ

ップ(7)を用いる。 

図3は、コンテクストの読み取り方として、町家型を含めて7

つの事例を考え、それぞれについて、理想形（スキーマ）として

の町家の平面形態をコンテクストに応じて変形する考察を行っ

たものである。 

ここで明らかなことは、コンテクストの読み取り方は、人や場

所によって多種多様な解釈が可能であり、一意に決定することは

困難であることである。また、時間の推移に伴う街区形状の変化

によってもコンテクストは変化する。さらに、スキーマとしての

理想形も、コンテクストに応じて変化していく。理想形としての

町家も普遍的なものではない。 

しかし、現行の界わい景観整備計画の規制内容は、コンテクス

トの読み取りの多様性を許容したものとはいえない。この計画の

規制内容で、コンテクストに直接関係する項目として、壁面線の

規制があるが、それはコンテクストというよりも、むしろスキー

マを反映したものとなっている。 

また、コンテクストは、まちの変容に伴い常に変化していくも

のであるため、数値によって定められた規制は、それがたとえあ

る程度の許容範囲があるものであっても、コンテクストを読み取

った結果を制限してしまう可能性がある。 

 

7.結論 

スキーマとの相補性にもとづく動的なコンテクスト観からす

ると、現行の千両ヶ辻界わい景観整備計画における町並み誘導の

あり方は、京町家という特定のスキーマに偏重しており、問題が

ある。特定のスキーマに偏重した町並み誘導は、新たな建築デザ

インの可能性を阻害する状況を生じさせ、単なる地域主義 (4)、歴

史主義 (5)、大衆主義 (6)に陥る危険性が高い。 

したがって、建築物の設計者や施主が、スキーマをコンテクス

トに応じて変形する自由度を高めながら、魅力ある町並みや都市

空間を形成していく仕組みが必要である。 
ただし、スキーマとコンテクストの読み取りは多様であり、そ

の妥当性をどのように判断するかが問題となる。その意味で、布

野（2000）5)において提案されている「タウンアーキテクト」の

ように、地域に密着して継続的に都市空間の形成に関わる「専門

家」が、設計者や施主、行政、地域住民との協議の場で主導的な

役割を担う必要があると考える。 
そのためには、界わい景観整備計画におけるスキーマに偏重し

た規制内容を見直すとともに、設計者や施主に対して、スキーマ

とコンテクストの読み取りの妥当性を協議する場への参加と協

議内容の遵守を義務付ける仕組みを作ることが課題である。 
また、こうした協議の場で主導的な役割を担う「専門家」（タ

ウンアーキテクト）をいかに育成あるいは選定するかも課題であ

り、その前提として、スキーマやコンテクストの読み取りに関す

るデザイン論の展開が重要な課題ではないかと考える。 
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補注 

(1) ゲシュタルト心理学派の言葉で、全体の中のある特定の部

分が他の部分から離れて、独自のまとまりを持つようにな

ること。 

(2) 既存環境を無批判に受け入れ、踏襲する設計姿勢。 

(3) ゲシュタルト法則を拡大解釈して、具象性ないし意味性を

捨象した「かたち」ではなく、具象性ないし意味性を持つ

「形」の水準での建築形態の類同性を追求する設計姿勢。 

(4) ある特定の地理的領域の価値と利益を志向し、その地域内

にある典型を引用する立場。 

(5) 「歴史的なるもの」に着目し、その方法を時間位相におけ

る過去からの引用に限り、過去の様式を規範とする立場。 

(6) 建築のユーザーとしての大衆を志向し、ユーザーの意見を

無批判に受け入れる立場。 

(7) 「図／地」マップは、ウェイン・コパーがコーネル大学の

修士論文「図／地」（1967）でゲシュタルト心理学におけ

る知覚の「図／地」現象を都市形態分析に応用したもので

あり、都市を「固体」（solid）部分と、「空所」（void）部

分に分けて、白と黒の部分に塗り分けた図である。都市に

は、高さ・色・素材等の異なる様々な建築物が存在するが、

固体と空所に抽象化することで、都市形態を「図／地」現

象の水準で把握することができる。 

(8) 京町家の一類型。特徴は、織機を置くために工場部分が二

層吹き抜けになっていることである。 
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