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１ 研究の背景と目的 

中国では、1980 年代以降、急速な経済成長に伴って都市の発

展が急激に進んだ結果、都市の旧市街地では家屋の老朽化や住宅

難、インフラ不足などの問題が深刻化した。1980 年代後半から

各都市の再開発事業が従来より加速された。しかし、商業利益を

追求し過ぎたため、旧市街地が大規模に取り壊され、歴史的景観

や都市の構えが大きく破壊されつつある。 

 1982年より、国レベルの保全制度として歴史文化名城（以下名

城と略す）制度が発足したが、個々の歴史地区では再開発と歴史

的環境保存の矛盾が顕在化し、名城保護制度は実際には実行しに

くく、柔軟性が低いなどの欠陥が現れるようになった１）。このた

め、歴史保護地域を都市開発地域から分離させて集中的に保存で

きるように「歴史文化保護区」（以下保護区と略す）の制度を創

設する必要性が生じ、文化財、保全地区と都市全体という三層の

保全体系の整備が各地で展開されることとなった（１）。 
近年の中国の都市開発と歴史的環境の保全に関する既往研究

を見ると、名城制度を中心に歴史的都市を対象とした中国各地に

おける歴史的環境の保全制度についての関連研究２）、３）が注目さ

れる。それぞれの都市の持つ独特な歴史的環境にふさわしい保全

制度をつくることは、重要かつ緊急な課題であり、都市の変容に

具体的にどのような対策を講じるべきか、されに整備事業の展開

はどのように展開すべきかを、明らかにする必要があると考える。 

北京は中国封建社会後期の最も重要な都城であるが、現代中国

の政治と文化の中心として、80 年代以降の活発な都市開発によ

って、歴史的環境は大規模に壊された。この局面を改善するため、

近年は北京の都市特徴に応じて一連の制度が次々にとつくられ、

活発に進むとともに歴史的環境を保全・再生するための大きな役

割を果たしている。中日両国では北京旧城、歴史文化保護区の保

全をめぐり多くの関連研究１）、４）が行われているが、保全制度の

変遷、特に近年の政策動向についての研究は少ない。本研究では

北京における各層の歴史的環境保全制度の背景を把握し、現在行

われている市街地再整備の状況及び実際の成果を評価すること

を目的としているが、本稿は、この基礎的な研究として、北京の

歴史的環境保全制度の発展経緯と特徴を明らかにするものであ

る。なお、葉華、浅野聡氏の中国の名城保護制度に関する研究（５）

は1995年以前の国における歴史的保全制度の発展経緯を詳細に

論述したものであり、本論の重要な参考になった。特に、1982

年に地方立法権が憲法内に制定される前、市の保全制度は国によ

って大きな影響を受けたため、国と同じような特徴が表れた。そ

のため、この時期の市の制度と1990年以前の国の制度に関する

部分は葉華らの研究を引用した。 
 
2 研究方法及び研究対象の概要 

本研究ではまず、50 年代以降の北京市における歴史的環境保

全制度の変遷を明らかにするため、中国国家図書館、政府各部門

のホームページと北京市都市計画研究院で、保護計画や関連制度、

法規に関連する資料を収集した。また、北京市の歴史的遺産の保

護部門（市文物局、都市計画局）の担当者へのヒアリングを通じ

て、各制度の成立背景、形成経緯、相互関連、各要素の役割を把

握する。 
北京市は現在人口約1160万人、総面積は16,808k㎡であり（図

－1）、中国の政治の中心として遼代から800年余りの歴史を持つ

世界的に有名な古都である。元代大都の建設理論を継承し、明・

清代の北京は500年余り城の構造的変遷を続け、今日の都市の構

え、道路、水系、園林、宮殿、住居などの歴史的環境を次第に形

成した６）。      

図－1中央の「凸」形地域は、旧城と呼ばれる明代からの古都

であり、面積は62k㎡、人口165万人である。北京旧城には豊富

な歴史的遺産が集中している。旧城の周辺は1042 k㎡の市区が

ある。図－2は旧城の区域及び歴史文化保護区の第一回指定を受

けた25地区や第二回指定を受けた15地区のうち5地区を示し、

残り10地区は図－1に示した。表－1では旧城、市区の旧城以外

の地区、市域の市区以外の地区における文化財と、旧城内の保護

対象として登録された文物保護単位、四合院の数を示した。          
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3 歴史的環境の保全制度の発展経緯 

3－1 第1期 文物保護単位を中心とする保全期（1949～1981） 

1949 年に中華人民共和国が建国され、戦争による文化財の流

失、破壊、中断した学術研究の再開などを背景として文化財保護

に対する声が出始め５）、1952 年には、北京市文物調査研究組や

北京市文物整理委員会が設立され、北京市の歴史的建築の修繕、

調査研究を開始した。1957年10月、北京市人民委員会が以前の

調査資料を基礎にした第一回市重点文物保護リスト                                                                                                                                                                                                                                                   

を公布し、1958年から1959年にかけて第１回文物調査を全面的

に行った。1961 年 3月、国務院によって国、省（自治区、直轄

市）、県（市）という三段階の文物保護体系を定めた「文物保護

暫行条例」が策定され、18 箇所が国家重点文物保護単位に指定

された。いわゆる「点の保護」と言われる文化財を中心にして行

われたものだった。1953 年から、北京市は経済回復のための大

規模建設に伴い、いかに古都保全と経済回復及び都市建設の関係

を処理するのかという重要な課題に直面した。1958 年、初めて

北京都市総体計画が制定され、歴史的建造物を保護、撤去、移転、

改造させ、速やかに都市風貌を改変させるという方針が打ち出さ

れ、伝統的な環境保全を否定する動きが表面化した。これに続く

60、70 年代の文化大革命期には、社会が混乱する中で大規模な

文化財建造物の破壊活動が発生し、さらに70年代末までに、都

市建設によって明代の城壁や城門などの大量の歴史的建造物が

取り壊された。また、建国初期から工場、政府機関、住民に占拠

された多数の歴史的建造物では必要な保護修繕がなされず、人口

の激増によって敷地内に粗末な小屋が好き勝手に建造され、北京

の歴史的環境は大きな損失を被った。1978年12月に、中共十一

界三中全会が開かれ、「経済体制改革、対外開放」の政策が制定

されると、歴史的環境保全制度が再び機能し始めた。1979 年 8
月、北京市政府は22年ぶりに第二回市級重点文物保護単位リス

トを公布した。 
この時期は法の不成熟や保全意識の欠如が顕著で、建物は歴史

的価値より単純な使用機能が重視された。また、80 年代初期ま

での歴史的環境保全は、主に文化財を中心にする「点」的な保全

方式であったことが特徴である。 
3－2 第2期 歴史的文化名城保護制度による「面の保全」の創

出（1982～1989） 

1982 年に文物保護法が制定され、国務院は第１回国家歴史文

化名城として北京を含む24都市を指定し、ここに都市の歴史的

環境を全体的に保全するという面的な「名城保護制度」が始まっ

た。これを契機に、1983 年の「北京都市建設総体計画」（図－3
示すように、1953年、1983年を経て総体計画は1993年に名称が

変更された）では、旧城の風貌や特徴を保存、継承、発揚し、歴

史的建造物に限らず歴史的建築の周辺環境全体を保全すべき、な

どの提言を行った。1984 年、北京市都市計画局や市文物局は共

同で、国家級・市級文物保護単位保護範囲や建設制限地帯を指定

し、さらに1987年、北京市政府は「北京市文物保護管理条例」、

「北京市文物保護単位保護範囲や建設制限地帯管理規定」を公布 
し、歴史的建造物周辺環境の保全措置をとった。また、「北京市 

 
文物保護管理条例」により、区、県級の歴史的建造物は保全価値

の確認が完了するまでの期間も「暫時保護文物保護単位」として

保全されることが規定された。 
旧城内の高層ビルが増加し、歴史的環境が急速に破壊される現

状に対して、1985 年に「北京市市区建築高度制限方案」、1990
年に「高層住宅建設の厳格な制限に関する規定」などの幾つかの

法規が制定され、北京皇城（故宮）を基準として北京旧城内外の

高度の制限が規定された（４）。 

この時期の特徴としては点的保護から面的保護への発展と旧

城を中心とする高さ制限の重視という点が見られる。ただし、歴

史的環境保全は文化財の周辺環境に限り、都市全体としてが保全

凡例： 

A＊第 1 回指定歴史

文化保護区（２）   

B＊第 2 回指定歴史

文化保護区（３） 

表－1 北京市文化財の保全現状 

市区 市域 合計

世界遺産 1 3 6

国家重点文物保護単位 16 10 60

市級文物保護単位 49 51 234

区、県級文物保護単位 59 327 501

区、県級暫保文物保護単位 181 17 237

文物調査リスト 310 1733 2521

合計 615 2138 3553

歴史文化保護区 3 7 40

旧城4区 東城 西城 宣武 崇文

四合院登録 333 154 91 80

合計

2

旧城内

39

115

134

34

658

30

800

478

図－2 北京旧城区域及び歴史文化保護区分布図 

図－1 北京市市域及び歴史文化保護区分布図 
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の対象とはなっていなかった。 

3－3 第3期 三層保全体系の形成（1990～1998） 

1990年以降、北京の都市近代化の一環として居住環境を整備 
するため、老朽家屋を更新する「危旧房改造」計画が実施された。

それにより、土地の有償使用政策や不動産事業・不動産市場が発

展し、旧城内で地区再開発ブームが起こった。1993年の北京都 
市総体計画では、北京を世界古都であると同時に現代国際都市と

位置づけ、経済発展、旧城改造を行うとともに名城保全を進行さ

せることを規定した。また、歴史都市全体としての保全案を挙げ

て、伝統的な平面、中軸線、道路網、色彩、高度など10方面の

規定を設けた。1990年、北京市都市計画局は旧城内25地区を歴

史文化保護区に指定し（1986 年第２回国家歴史文化名城指定が

行われたと同時に保護区の指定の可能性と原則に関する指示が

出された５））、11 月に北京市政府が批准し、リストが公布され、

北京市では名城、保護区と文物保護単位の三層の保全体系が形成

された。しかし、具体的な実施細則も各保全地区の範囲も確定さ

れず、歴史的保全地区制度は中身が存在しない状態のまま放置さ

れ、そのためたびたび制限を無視した再開発事業が展開されてい

った。1999 年までに、旧城内の牛街と城外頤和園路の二つの保

護区で再開発がなされ、歴史的環境は完全に消失した（５）。1994

年に策定した「歴史名城保護計画編制要求」は名城保護計画の内

容及び策定する際の技術基準を定めた。1997 年、建設部は「黄

山市屯渓老街歴史文化保護区保護管理暫行弁法」を公布して、保

護区の保護原則と方法を規定した。 
この時期は面的な歴史的環境保全は歴史的建造物周辺の環境

保全に限らず、旧城全般保護方針が提出され、保護区保護の意向

が確立された。文物保護単位、名城、また地区レベルの保護区に

わたる三層保全体系が形成された。ただし、市は詳細な保護計画

を策定せず、国は名城や保護区制度に関する策定細則などの作成

を行っていたという特徴が見られる。 
3－4 第4期 保全体系の強化（1999～ ） 

まず、1999年にはリストの公布から10年目にしてようやく第

1回25歴史文化保護区の保護・制限区域の範囲を指定し（図－2）、
旧城中心地区の街区形状、建物の形態、用途などの都市計画規制

の内容を規定する地区詳細計画を作成した。これに基づき 2000
年7月、北京市計画委員会は北京都市計画設計院、清華大学など

の12の設計部門や大学と共に保護計画の編成基準や規制を作成

し、共同で25地区の保護計画を策定し、2002年に北京市政府に

よって批准された。また、2001 年 4月から北京市計画委員会、

文物局、市計画設計院は編成機関として共同で北京都市総体計画

図－3 北京における歴史的環境保全制度の発展過程 

背景 　　　　　　　　市級の主要法規と制度 国の主要法規と制度 保護制度の実績（６） 特徴

「北京市発見古迹、古物暫行処理弁法」

　

　

　　　凡例：　　　　　点的な法規、制度と関連実績　　　　　面的な法規と制度と関連実績　　　　　都市総体計画

土地制
度改革
、不動
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の整備、技術
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市計画におけ
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作成、三層保
全体系の強化
、四合院院落
保護の重視

三層保全体系
の形成、都市
全般保全方針
の提出、制度
実施の無名化

第
1
期

第
2
期

第
3
期

第
4
期

建国初
期の経
済復興
、60年
代後半
からの
文化大
革命運
動

経済改
革によ
る高度
成長の
始まり

・大規模再開発の停止、保全方式の改造

・初めて面的な保護制度の運用・旧城内高度制限の規定
・市文物保護体系の成立

「北京市発見古迹、古物暫行処理弁法」1951

「北京市都市建設総体計画案（草案）」1958

「北京市文物保護管理弁法」1981

第1回市級文物保護単位36箇所指定　1959
第1回全国文物保護単位18箇所指定　1961
第1回市級文物保護単位33箇所指定　1979

第1回市文物調査　1957

「北京市都市建設総体計画案」1983
第2回全国文物保護単位6箇所指定　1982
第2回市文物調査　1983
第3回市級文物保護単位111箇所指定 1984

第1回国家歴史文化名城指定　1982

第1回市級文物保護単位範囲と建設制限地帯 1984

第2回市級文物保護単位範囲と建設制限地帯 1984

北京市25歴史文化保護区リストの公布　1990

第4回市級文物保護単位20箇所指定　1990

第4回市級文物保護単位範囲と建設制限地帯 1992

第3回市文物調査　1999

第6回市級文物保護単位40箇所指定　2000
第5回全国文物保護単位18箇所指定　2000

第7回市級文物保護単位30箇所指定　2003

「北京市都市総体計画」（1991～2010）

「北京市都市総体計画」（2004～2020）

「北京市区中心地区制限詳細計画」1999

「北京市25歴史文化保護区保護計画」2002
「危旧房改造中四合院の保護の強化に関する若干意見」2002
「北京市区中心地区制限詳細計画管理弁法」2002
「北京歴史文化名城保護計画」2003
「北京皇城保護計画」2003
「北京旧城歴史文化保護区家屋保護と修繕工作の若干規定」2003

「北京市文物保護管理条例の修正に関する決定」1997

「文物保護管理暫行条例」1961

「中華人民共和国文物保護法」1982

「中華人民共和国都市計画法」1989

「中華人民共和国文物保護法実施細則」1992

「歴史文化名城保護計画編制要求」1994

・国、省（直轄市）、市（区・県）三級文化
　財保護体系の成立

・都市計画における都市保全考えの創出

・旧城の歴史的風貌を継承し、文物の周辺環
　境を保全することを提出

・名城保護計画の内容と作成の技術基準を規定

・文化財、保全地区、名城という三層
　保護体系や名城保護方針の提出

・都市計画による旧城の構え、建築高度、文化財の周辺環境に対して制限を作成

・歴史文化保護区の作成内容と方針

・歴史文化保護区制度の法的根拠が明確にさ
　れた

・市における初めての文物保護の法規

「古文物建築保護に関する指示」1950

・初めて名城保護制度の法的根拠が明確にさ
　れた

「北京市市区建築高度制限方案」1985
「北京市文物保護管理条例」1987

「高層住宅建設の厳格な制限に関する規定」1990

・文化財の周辺環境について面的な保全を策定

「北京市文物建築修繕工程管理弁法」1989

「北京市文物保護範囲と建設制限地帯管理規定」1987

「黄山市屯渓老街歴史文化保護区保護管理暫
　行弁法」1997

・旧市街地の再開発における歴史的環境保全
　について原則を規定

第5回市級文物保護単位56箇所指定　1995
第4回全国文物保護単位7箇所指定　1996

「中華人民共和国文物保護法実施条例」2003

・歴史保全地区の保護範囲を決定

・歴史的建造物保護の開始

・歴史名城、各保護区保護計画の作成
・保護計画の実施細則と技術基準の検討
　

・市の歴史名城保護に対する法の保障

・面的な保全の開始

第2回国家歴史文化名城指定　1986 ・保護区指定可能性
　　の指示

第3回全国文物保護単位12箇所指定　1988

・保護区制度の開始

・四合院院落を単位とする保全方式の創出

第5、6回市級文物保護単位範囲と建設制限地帯 2004

「中華人民共和国文物保護法」修正　2002

3回四合院保護院落リストの公布　2003

「北京旧城歴史文化保護区保護と制限範囲計画」1999

「北京世界遺産故宮保護区緩衝区（草案）」2004
『北京市実施「中華人民共和国文物保護法」弁法』2004
「単位や個人よる北京旧城歴史文化保護区の四合院売買
　の促進に関する試行規定」2004

「北京歴史文化名城保護条例」2005
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をより詳細に議論し続け、「歴史文化名城保護計画」、「北京皇城

保護計画」を策定した。その中で、第２回15歴史文化保護区（図

－１、2）、のリストを決定し、第１回のリストと合わせて旧城内

の 41％の面積の地区が保護区範囲に含まれることになった。こ

れにより、歴史文化名城、歴史文化保護区、文物保護単位という

三層歴史的環境保護体系が完成した。そのほか、保護計画の実施、

旧城構えの基礎として保護区内外の四合院院落を保護するため、

一連の法規が制定され始めた。 
2002年8月、市計画委員会、文物局等の機関は「危旧房改造

中四合院の保護の強化に関する幾つかの意見」を出し、登録四合

院及び文物調査リスト以外の四合院に対する保護基準、保護方法、

危改事業中の要求を制定した。2003 年12 月「北京旧城歴史文

化保護区家屋保護や修繕工作の若干規定」が出された。これは、

各保護計画を着実に実行し、保護区内の家屋の保護や修繕、人口

の抑制、住居環境の改善を行うために制定されたもので、各種建

築の保全方法、人口密度を減少する措置、家屋保護や修繕責任の

明確化などの規定が盛り込まれた。また、2004 年４月の「単位

や個人よる北京旧城歴史文化保護区の四合院売買の促進に関す

る試行規定」により、初めて四合院を売買する行為や賃貸、抵当、

継承などが認可され、税金減免などの優遇策が定められ、空き家

の有効利用、修復資金の調達、四合院の活用・再生を促進するな

ど、旧城内四合院の問題を解決するための施策が制定された。

2005 年 5 月の「北京歴史名城保護条例」では歴史名城保護に責

任がある国家部門や個人に職務上の過失がある場合には行政犯

罪になる場合は刑事責任が追及されることや保護標示がある歴

史的建築の標示を破壊する行為や保護価値がある歴史的建造物

を改築したり、取り壊すなどの破壊行為、保護計画や風貌修繕基

準で規定した管理、修繕を履行しない行為に対して、重い罰金を

課す等の、厳しい罰則が初めて規定された。このほか、2002 年

3 月から北京市は旧城内の四合院の全面的な調査を行い、2003

年12月までに658箇所の保護院落を含める保護リストを公布し

た。また、2002年10月28日中華人民共和国文物保護法修正案

が批准され、第 2章第14条の補充内容において歴史的文化保全

地区の法的根拠が明確された。2004年、都市総体計画（2005～

2020）が制定された。旧城内の人口を2020年までに55万人減

らし、旧城内の大規模再開発を停止させ、歴史的環境を保全する

危旧房改造方式を検討することを提唱していることから、今後の

北京旧城の発展、保全に明確な方向を指示したものと考えられる。 

この時期の特徴としては名城と保護区に関する全面的な法規、

技術基準、実施細則、制限方法などの充実による三層保全体系の

強化と四合院院落保護の重視という点が挙げられる。 

 

4 結論 

北京の50年間の歴史的環境保全制度の変遷は以下４つの時期に

分けられる。 
（1）第1期では、歴史的環境保全は文物保護単位を中心する点

的な保全であり、法の不成熟や保護意識の欠如によって保全制度

の整備も一度中止された。 

（3）第 2 期では、北京は名城の指定を受け、「文物保護単位範

囲や建設制限地帯管理規定」の策定に見られるように、旧城の風

貌と特徴を継承すると提出され、文化財の周辺環境に対する「面」

的な保全方式が作成された。 

（4）第3期の90年代には、25歴史文化保護区リストが公布さ

れ、北京市は文化財、保護区、名城保護という三層の保全体系の

全体像が形成されたが、急速に進行した土地制度改革や都市環境

の再開発の中で有名無実化し、旧城の歴史的環境は消え続けた。 

（5）99年から、歴史名城と保護区の保護計画、名城の保護条例、

四合院の登録制度などの制度は次々に生まれ、北京市の歴史的環

境保全は実質化、具体化、深化された。これ以降は旧城内の小規

模な保全整備とともに、四合院院落を保護単位に歴史的環境を保

全することがと提唱された。 

以上のように、北京市の歴史的環境保全制度については、長い

時期にわたる整備によって、より全面性、実効性を持つように発

展されてきた。今後は北京の複雑な都市現状に合わせてどのよう

に実施されているのか、実際の効果がどのようになっているのか

について現地調査を通じて明らかにする必要がある。 

 
補注 
(1)1993 年国務院が批准した「北京都市総体計画」は歴史名城、歴史文化

保護区と文物保護単位の三層の保全体系から全面的に歴史的環境を保
全すると規定した。文献8）を参照 

(2)第１回指定の25 歴史文化保護区 A1．景山八片（8 地区） A2～3．
南北長街 A4．西華門大街 A5．西四北頭条～八条 A6．阜成門内大
街 A7．什刹海地区 A8．南鑼鼓巷 A9．国子監・雍和宮地区 A10．
北池子地区 A11．東四三条～八条 A12～13．南池子地区・東華門大
街 A14．東交民巷 A15．大柵欄地区 A16．東琉璃場街 A17．西
琉璃場街 A18．鮮魚口地区  

(3)第2 回指定の15歴史文化保護区 旧城内：B1．皇城、B2～3．張自忠
路南・北、B4．北鑼鼓巷、B5．法源寺、ほかに、旧城外の B6．西郊
清代皇家園林 B7．模式口、B8．宛平城、B9．三家店、B10．川底下、
B11．焦庄戸、B12．岔道城、B13．楡林堡、B14．古北口、B15．遥橋
峪や小口 図―2、表―３は 

(4)1985年の「北京市区建築高度制限方案に関する決定」は皇城を中心に9、
12、15、18、30、45メートルの高度区を設置した。 

(5)1990 年代の再開発によって牛街と城外頤和園路は歴史的環境が完全に
破壊され、25 保護区のリストから消され、1999 年、「北京旧城歴史文
化保護区保護と制限範囲計画」には鮮魚口、東四三条～八条二つの地
区が補充され、25保護区になってしまった。 

(6)この全国文物保護単位指定は北京市におけるものである。 
(7) 院落は四合院中庭と中庭を囲んで四つの房（建物）という構えである

文献９）を参考した。 
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