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第 1章序論

1. 研究の背景と目的

(1) 研究の背景

73 

永久になくなってしまうかもしれない美しいものを残しておきたいというのは人々の自然な思

いだろう。そして，その美しさのなかに人間の歴史の重層を感じるとき，その思いはさらに強く

なるに違いない。

昭和 40年代から盛んになった歴史的な集落や都市における「景観保全」にはこうした思いが

そもそもの根底にあるはずである。しかし，いざ「残しておきたい」思いを「残す」という行動

に移すとき，誰にとって残すのか，何を残せばその思いは続くのか，ということの背景に，さま

ざまな社会要因や経済要因，人々の思惑が錯綜する。

常に変化するものである「景観」を「まもる」ということは「変化させないこと」だろうか。

それとも，「変化すること」をもまもることだろうか。一般に保存 (preservation)より保全 (con-
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servation)の方が「まもりかた」が緩やかであると考えられているが， これは変化と不変化の割

合の差であり，決して変化と不変化が同時に生じるのではない。景観の保全はこのようにひとつ

ひとつの「もの」の変化，不変化の集積であると考えられる。ここで，問題となるのがその「不

変化」の部分の選択である。多木I)は以下のように述べている。

…かわる部分とかわらぬ部分を分離し，全体を維持しつつ新陳代謝を可能にするようなシス

テムが計画できる。一見非常にうまく考えられたこのような発想も，計画することと経験す

ることの違いが充分に理解されていなかった。だから，変化は予想され，予定調和的な時間

解釈に人間を閉じる結果になりかねないのである。一中略一未来は開かれたまま残しておく

ようにしなければならない。計画と経験のずれ，差異の方が，人間にとって本質的なのであ

る。しかもその両方（計画と経験）とも人間的な事実である。

「景観を保全する」ということは「保全する意思」が何らかの手段によって空間に働きかけをす

ることである。放っておけば失われるものを，その「働きかけ」によって残そうとすることにほ

かならない。しかし，絶えず変化するものである景観を「保全する」となった場合，多木の指摘

する「計画」と「経験」のずれはまさに「予定」できないものであり，それが結果として「保全

する意思」の目指しているはずの「予定調和」を覆す結果ともなる。

「自然風景」の「保護」に関しては明治期から国立公園等に関して議論が重ねられてきたが，そ

れら自然公園は当初人々の営みの影響を避けて成立したものであった2)。本論で対象とする， 文

化の反映である，つまり人々の生活が可視不可視に現れている「生きた景観」 (LivingLand-

scape)に関してそれを「保全する」とはどのようなことなのか，まだ十分実態が把握され，議論

されているとはいえない。

本論では「文化的景観の保全」を無条件に是とする立場ではなく，「文化的景観の保全」を目指

している現場で実際には何が起こっているのか，「生きた景観」のなかで「保全」によってまもら

れているもの，まもられていないものは何なのか，それは誰が，どのような視点から「まもる」

ことを決めた結果なのか，また「景観保全」の名のもとに実際に何が行われているのか，という

ところから，「文化的景観の保全」をめぐる諸関係を解明する。

(2) 本研究における「文化的景観」の定義

ここでは，世界遺産をはじめとする「文化的景観」の定義および用例を踏まえて，本研究にお

ける文化的景観の定義を行う。「景観」には，人間が空間を見ることによって成立する現象そのも

のを指す場合と，見る対象である空間を指す場合があるが，これら 2種類の「景観」概念がある

ということを踏まえて，現在の文化的景観の定義および用例を概観する。

①世界遺産における文化的景観の定義

図 1-1は世界遺産における文化的景観の位置づけの概要を示したものである。昭和 47年

(1972)にユネスコは「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」，いわゆる「世界遺産

条約」を採択した。この条約を運営するために，「世界遺産条約履行のための作業指針 (TheOper-

ational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)」（以下「作業

指針」とする）が定められている。つまり，条約では「理念」が示され，「作業指針」で「世界遺

産にふさわしい基準と内容」が具体的に示されている。「条約」では世界遺産は「文化遺産」と

「自然遺産」さらに，文化遺産は「記念工作物」「建造物群」「遺跡」の 3つのカテゴリーに分類さ

れている。
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図 1-1 世界遺産における文化的景観

Fig. 1-1. Concept and categories of cultural landscape in World Heritage. 
参照：本中 慎 (1999):文化と自然のはざまにあるもの～世界遺産条約と文化的景観～：奈良国立文化

財研究所学報第 58冊，及びユネスコ HPhttp:// w hc. unesco.org /exhibits/ cultland/landsca pe.h tm 
(2003/8/19更新， 2003/10/17参照）より作成。

文化的景観の概念は平成 4年 (1992)に世界遺産の登録基準の改定と共に導入され，それに伴

い「作業指針」で明確な定義づけが行われた。これは「自然遺産」「文化遺産」という 2つしかな

いカテゴリーからは抜け落ちてしまう農耕景観などをすくい上げることと同時に， ヨーロッパへ

の遺産の偏りを是正することなどが概念導入の背景となっている，とされている3)。「作業指針」

第 36項において，文化的景観は「自然と人間の結合による所産」であり，第 37項において「人

類と自然環境の相互関係の顕れの多様性を包含する」と定義されている4)。文化的景観はさらに

図 1-1のように 3つのカテゴリーに分類され，定義されている。

これらの条項のなかでは「景観」が特に定義されているわけではないが， 「作業指針」の au-

thenticityの項から，ここで「景観」としているものを把握することができる。一般の文化遺産に

は意匠，材料，技術，環境の 4つの authenticityが求められているが，第 24項では文化的景観

にはさらに「際立った特徴と構成要素」の authenticityが求められているのである見つまり，こ

こでは景観が「構成されているもの」であり，意匠，材料，技術，環境では網羅できない「特徴」

を示すものと捉えられていると解釈できる。また，「人間と自然の結合の所産」が「文化的景観」

であることや，その他のカテゴリーの内容からも，「文化」という部分に「人間」を「景観」の部

分に「自然」の意味を含んでいるともいえよう。つまり，可視不可視に何らかの人間の関与があ

る空間（＝自然）を「文化的景観」としていることがわかる。

②文化的景観の用例

辻村6)は昭和 12年 (1937)に出版された「景観地理学講話」の冒頭で， CulturalLandscapeに
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ついてふれており，その内容からは文化的景観の概念が当時すでに欧米にあり，「景観」と「文化

的景観」に関する議論があったことが述べられている。

しかし，国内では世界遺産における「文化的景観」の概念導入以降，「文化的景観」という言葉

の用例は，散見されるものの，いずれも十分に定義されているとは言い難い。多くは文化庁の世

界遺産担当者などによる世界遺産の「文化的景観」に関する説明互もしくは世界遺産の文化的景

観を日本の文化財行政の枠組みに適用するための模索8)などである。また，井上9)は世界遺産地区

であるイタリアの事例を引用しつつ，「多自然居住地域」における「わが国の文化的景観の視点と

ランドスケープデザイン」について述べているが，この論文の最終章で「文化的景観によるアプ

ローチ」とされているものはいずれも制度上の話である。また， ここで用いられている「文化的

景観」も世界遺産の定義をそのまま使っていない部分もあり，明確に定義されているとはいえな

い。以上のように，世界遺産からその言葉が出発している関係上その多くは保存を前提とするか，

歴史性をも含んだ意味で文化的景観という言葉を用いている。文化財の分野でも「文化的景観」

を広義に捉えようという動きが始まっているが，まだ明確に定義されているとはいえない。

次に海外の例として， アメリカ合衆国における文化的景観(culturallandscape)の用例を挙げ

る。内務省は歴史的保存プロジェクトを， 1976年にたちあげ，基準とガイドラインが設けられ

た10)。このなかで文化的景観 (culturallandscapes)は，「文化，自然の両方の資源を有する地理上

の地域で，野生生物やその地域にしか見られない種の生息地，あるいは歴史的な行事，事件，人

物に関連しているか，他民族の文化やその美的な価値をあらわしているもの」と定義づけられて

いる。これらの定義と説明からはアメリカ合衆国における「文化的景観」がアメリカ合衆国とい

う国のアイデンティティ醸成のための「歴史性」と多民族国家ゆえの「平等性」を表すものとし

て用いられていることがわかる。また， Institutefor Cultural Landscape Studies (以下ICLS)

は独自に「文化的景観」の定義づけをしている 11)。アメリカ合衆国での全体的な傾向は内務省の

定義におおむね外れることなく，歴史性の創出とそれによる国や民族，地域社会のアイデンティ

ティの確立を目的として「文化的景観」を用いているといえる。

ヨーロッパにおける文化的景観に関する議論としては，自然現象と対峙する「定住地」のあら

われとして，「文化的景観」を捉えているシュルツ 12)のほか，「景観生態学」の視点から，生物多様

性(biodiversity)の重要性を強調している W.Vos, H. Meekes13lの例，歴史性の強調されたパオ

ラ・ファリーニ14)のアッシジの例があげられる。シュルツ以外のヨーロッパの 2例はいずれも

ヨーロッパの（明らかになっている）歴史の長さとその重層性という特徴を最大限把握する手法

が用いられ， また， 農業景観を取り上げている点で共通している。 アラン・ロジェ 15)は， 本来

landscapeは純粋に美的価値に基づいていなければならないにもかかわらず，現在は生態学や地

理学の一部としてあるいは同義として扱われている，と述べているが， シュルツも含めヨーロッ

パでの文化的景観がロジェの指摘する混同がまさに見られる概念であることは否定できない。

③本研究における文化的景観の定義

世界遺産の定義も含めて，国内外の文化的景観の用例からは，いずれも「文化的景観」の「文

化的」の説明として，「自然と人間の結合」，「民族」，「人間すべて」，「歴史」，「農業」，とそれぞ

れ強調する部分は異なるものの「景観」を「現象」としてではなく，「見られる対象」のことであ

るという前提で定義している点では共通している。

これらの現在の用例を踏まえて，本研究においても文化的景観を「（見られる対象としての）あ
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る文化の影響を受けた空間」とする。本来的には「見る」という行為で成り立つ「景観」を「空

間」に限定してしまうのは充分でないともいえる。しかし，「文化的景観」の「文化」はその「空

間」に影響を与えており，さらにこの場合の「文化」の担い手である人間の集団は，その多くが

地理的（空間的）な境界を持つ地域社会であることがもっとも容易に想定されることからも，本

論では「見る対象としての空間」に対して「景観」という言葉を用いる。

また，すでに述べたように，保全とはつまり文化的景観に対して何らかの「働きかけ」をする

ことであり，この「働きかけ」は常に文化的景観に対する主体の社会背景および属性によって大

きく左右される。こうした社会背景や属性によるフィルターを通して空間を捉えた結果として

「現象としての景観」が成り立つともいえよう。そこで，本研究ではこうしたフィルターを通した

「文化的景観」に対する視線を包括する概念を「まなざし」と定義する。ジョン・アーリははじめ

臨床医学で用いられていた「まなざし (gaze)」という言葉を観光の説明に使用している。ここで，

アーリは「むしろ，どんな時代のまなざしもその反対概念との関係性から，つまり社会体験とか

社会意識の非観光的形態との関係性から構成されていくのだということである。」16) としている。

これまでの景観に関する研究では景観が意味しているものを表象としてとらえたり汽 あるい

は景観によって想起されるイメージとしてとらえたり 18)する試みはなされていた。しかし，本研

究で着目したいのは景観として読みとられた空間の「意味」だけではな<, その背景をも含めた

「見方 (away of seeing)」である。文化的景観における「文化」のアイデンティティを成立させる

他者の「まなざし」は「保全」において非常に重要な役割を担っていると考えられるのである。

(3) 研究の目的

以上のような背景のもと，「文化的景観の保全」をめぐる諸関係を解明し，「保全」そのものの

意味を問い直すことを本論の目的とする。そのためには「文化的景観」がどのような経緯で何を

「価値」とされて「保全」の対象となったのか，「保全」が景観のフィジカルな側面に与えた影響

は何だったのか，「保全」された結果である現在の「文化的景観」がどのように認識されているの

か，また，現在「保全」と称して実際には何が行われ，「保全」の意図しているものは何か，を明

らかにすることが必要である。本研究では「文化的景観の保全」とされているものの実態が，ど

のような立場からいかなる考えのもとに，何を対象としてどのような働きかけが行われているの

か，具体的に以下の 4点について明らかにする。

・文化的景観に対する働きかけや，社会背景によって変化する視線を包括する概念を「まなざし」

と定義し，その変遷から「文化的景観」が保全の対象となった経緯，すなわち保全する意思お

よび対象が如何なる考えのもとに成立したのかを明らかにする。さらに主要な働きかけである

「観光」について，どのような主体が如何なる働きかけを行っているのか「まなざし」の変化か

ら把握する。

・文化的景観において対象となる空間の変遷と，文化的景観を形成している人間のいとなみ（文

化）とのかかわりを明らかにし，「保全」が直接間接に景観のフィジカルな側面にどのような影

響を与えたのかを考察する。

・現在の文化的景観に対する住民と地域外からの来訪者の認識を比較し，その同異を明らかにす

る。現在の（保全された結果でもある）文化的景観に関わる主体として「住民」と「観光客」が

何を対象として認識しているのかを明らかにする。

・保全制度および維持管理の現状から，「保全」の意図しているところとその問題点を明らかにす
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る。

最後に以上の 4点の結果からその相互の関係を把握し，現在の「保全」の実態とその意味につ

いて考察する。

2. 研究の対象地

背景と目的から，対象地は以下の条件を満たす必要がある。

・文化的景観における文化の空間への作用が多様であること

・保全の歴史があり，その把握が可能であること

・対象地に対する「まなざし」の蓄積があること

以上の条件から，本研究では岐阜県大野郡白川村荻町を対象地とする（図 1-2)。

当地区は江戸時代から養蚕をはじめ，稲作，焼畑などが生業としていとなまれてきたが，現在

では観光業建築業がその中心をしめており，その多様性と変化の大きさは研究の第一条件を満

たすものである。

また， 61地区（平成 14年 (2002)11月現在）ある重要伝統的建造物群保存地区の中で最も早い

昭和 51年 (1976)に選定された 7地区であり，その 7地区のうち唯一の農村で，平成 7年 (1995)

には世界文化遺産に登録された。なお，白川村荻町は世界遺産では文化的景観ではなく，建造物

群として登録されている。本研究では世界遺産の定義によらない「文化的景観」の定義をしてお

り，その定義に対象地区は合致している。

当地区のある白川村は明冶時代から多くの研究者の研究対象となってきており，さらに昭和

40年代以降は観光地として発展を続けている。世界遺産登録以降の急激な観光客増加により現

在その数は年間 120万人を超えるといわれている。つまり，当地区は比較的古い時代から外から

研究および観光の対象となっており，第三の条件を満たすものである。

図 1-2 白川村及び荻町位置図

Fig. 1-2. Location of Shirakawa-mura. 
出典： http://shirakawa-go.org/shirakawa/fl.html (2003/09/29更新， 2003/10/17参照）に加筆。
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図 1-3 伝統的建造物群保存地区及び世界遺産範囲

Fig. 1-3. Zones of legal protection of the site. 

出展：白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存条例・白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存計画冊子

に加筆。
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図 1-4 保存地区全景

Fig. 1-4. Over look of the site. 
筆者撮影 (2001)。
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対象とする範囲は基本的に保全の行われている白川村荻町伝統的建造物群保存地区（図 1-3)

（以後「保存地区」とする）を中心に必要に応じて可視的な範囲（図 1-4)まで拡大する。また，

まなざしの変遷では白川村全体における荻町の位置づけを把握するため，対象は村全体とする。

3. 既往研究の概括

白川村荻町を対象とした文化的景観の保全に関して，関連する既往研究はすでにいくつか取り

上げてきたが， ここでは本研究の対象地である白川村荻町を考慮したうえで，直接関係があると

考えられる (1)歴史的景観の保全に関する研究， (2)白川村に関する研究について述べる。

(1) 歴史的景観の保全に関する研究

西村 (1997)19'は日本における歴史的環境保全と景観コントロールが導入された経緯とその現

状について明らかにしている。ここでは主に都市の歴史的環境に着目しているが，明らかにされ

ている伝統的建造物群保存地区制度に関する経緯や問題等の多くは俯諏的に全体の傾向を捉えた

ものである。

三村ら (1997)20)は，歴史的に形成されてきた要素群がおりなす空間的パターンを「都市空間文

化財」とし，解析とデザイン支援ツールとする試みを，ケーススタディを通して行っている。時

代や空間のレイヤーをデータベース化することにより， 様々なスケールの空間への対応や， 「空

間」を文化財にする指標づくりが可能になったとしている。

高口 (2000)21'は伝統的建造物群保存地区である竹富島集落を事例に「自治体を含めた地域社

会がその対象とする価値を明確に把握し，その価値を高めていくためのシステムを構築し運用し

ていく能力」を「景観管理能力」と定義し，その変遷を明らかにしている。

これらの研究はいずれも，対象である場所の歴史性のみに着目し，その歴史性がすなわち保全

対象であるという立場あるいはそうした歴史的景観を保全するということを自明のものとした

計画論の立場から論じられており，保全そのものに対するまなざしの分析は欠けている。本研究

では「文化的景観の保全」を無条件に是とするのではなく，「まなざし」を把握し，保全によって

何が守られ，何が壊されたのかという点に着目する。

(2) 白川村に関する研究

白川村はこれまで民俗学，建築学などの分野で数多く研究対象とされてきた。これらの研究に

ついては 2章で分析するが，ここでは計画という視点から，白川村の景観を対象としている調査

研究について把握する。地区の景観を対象とした主な調査研究は以下の 4つがあげられる。

A. 白川村荻町伝統的建造物群保存地区調査報告書(1975)22'は建物以外の景観に関する具体

的な調査および記述は少なく，各要素の説明も今後の提案という形で簡単にふれているに過ぎ

ない。また，主に組23)を中心として保存地区を 10の地域に分類し，それぞれに保存基準を設け

ている。

B. 白川村の合掌造り集落(1987)24'は伝統的建造物群保存地区の見直し調査で，景観に関して

は各要素の大まかな歴史的変遷と現在の問題点を把握し，さらに道路（路線）ごとのシークエ

ンス的な解説とそれぞれの具体的な問題点が提示されている。空間構成については要素の道

路・水路のなかでふれられている。また，今後の方向性として地区ゾーニングを提案している

が， これは 1975年の報告書のものを踏襲している。

C. 西山 (1995)25'は，集落の断面を図示しながら歴史的な土地利用変遷を 4期に分けて把握
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した後，構成要素を中心として地区の原型像と目標像を整理している。また，景観を大，中，

小景観に分けたり，農地景観と家屋景観から論じたりしており，多方面からの分析を試みては

いるものの，それぞれの分析相互の関係が掴みにくいものとなっている。さらにヒアリングに

よるデータを中心に分析しているために緻密で膨大な現状分析に比べ歴史的な変容に関する裏

づけがやや弱いともいえる。

D. 白川郷合掌造り集落の景観(2001)26'は「景観」を冠した調査では地区で初めてのもので，

細かい要素に分けて現状把握を中心に追える範囲で歴史的な変容も把握している。要素ごとの

把握が中心であり，「構成要素の価値」という観点から実際の景観（写真）に構成を対応させて

いるものの，要素間の関係や空間構成という視点が不足している。

これらはいずれも要素や集落の構成を調査あるいは研究対象としているものの，構成要素の関

係という観点からの空間構成，なかでもその歴史的な変容があいまいである。また， A,B,Cでは

問題点の把握や今後の方向性という視点が含まれているために純粋にフィジカルな視点から景観

について述べているとはいえず，集落全体の空間構成の歴史的な変容および，合掌造りの建物を

取りまく総合的なものとしての景観把握がこれまでの研究では具体的に行われていない。

本研究ではこれらの既往調査研究の結果も踏まえ，構成要素と空間構成に現れる要素の関係，

実際の景観の変容についてできる限りフィジカルな視点からの把握を試みる。

4. 本論文の構成と方法

本論文の構成は以下の通りである。

第 1章は序論とし，研究の背景と目的，用語の定義，既往研究における位置づけと全体の論文

構成について述べる。

第 2章はまなざしの変遷とし，「誰が」白川村の「何を」「どのように」見た結果，荻町の文化

的景観が保全の対象となり，観光資源となったのかを明らかにする。まず，「研究者」が「何を」

見たか，その結果として文化財および世界遺産になった「荻町集落」の「何が」価値とされてい

るのか。次に村の外の人々と村の人々がそれぞれ「何を」観光資源として見てきたか，その変遷

を明らかにする。これらの過程でいっ，どのような背景のもと，人々のまなざしが荻町と合掌造

りの建物に集中していったのかその原因を明らかにする。方法は資料分析による。分析対象は，

白川村に関する研究，書籍，旅行誌，村の広報誌とし，補足として村の行った調査報告書と新聞

記事を用いる。

第 3章は対象空間としての文化的景観の変容とし，具体的な荻町の空間の変容とその要因とし

ての利用の変容を把握する。まず，地区の空間を構成している要素の変化を利用の変化とともに

把握する。次に，集落全体のスケールで土地利用を中心とした地区の空間構成の変化を把握する。

以上のことから，文化的景観の変容を明らかにし，その変容における「保全」が与えた作用につ

いて考察する。方法として，要素や利用に関しては文献資料および現地踏査， ヒアリングから把

握した。また，集落全体の土地利用等の変容を把握するために絵図，航空写真，写真を中心に用

い，現在の空間と利用に関しては現地踏査を行った。

第 4章は現在の観光形態を踏まえて，観光の方向性と景観認識を明らかにする。観光資源とし

ての景観という視点から，現在の観光形態によって，保存地区の文化的景観が具体的に現在観光

客にどのように伝わっているのか，また住民はどのように認識しているのかを写真撮影調査の結
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果から把握する。

第 5章は景観保全の現状とし，現在の保存地区における規制と誘導を整理し，それぞれを空間

要素に対応させ，現状の問題点を明らかにする。また，実際の保全制度の運営および維持管理手

法の主体とその内容を明らかにする。第 5章では資料およびヒアリングの結果から分析を行っ

た。

第 6章は結論とし，本論で明らかになったことをまとめ，考察し，これからの課題について述

べる。

第2章まなざしの変遷

1. 本章の目的と構成

(1) 本章の目的

明治以降，多くの人々が様々な立場で白川村を訪れ，それぞれの見地から研究論文や書籍等の

記述や写真を残している。そして，そのときの社会背景に応じた「結論」や「印象」を示してき

た。具体的には研究者のまなざしであり，旅行者のまなざしである。それらが時代の要請に応じ

て白川村に求めたものは何だったのか，そして，白川村荻町の「景観」がどのような経緯で保全

されるに至ったのか，現在の「白川郷」というものが歴史的にどのような認識を経た結果成立し

たのかを整理し，「まなざし」の変遷を把握する。また，観光に関しては「記号化」という視点か

ら資料の分析を試みた。

(2) 分析資料

本章では明冶期から現在までの白川村について述べている研究，書籍を分析対象とする。収集

は以下の方法で行った。

a. 白川村荻町伝統的建造物群保存地区調査報告書1)の巻末資料（～昭和 49年 (1974)) (現在

入手が困難な 3件および直接白川村のことに触れられていない文献 l件を除く 113件）

b. 岐阜県立図書館および高山市図書館の郷土資料で白川村に関する記述のあるもの

C. 東京大学雑誌記事索引データベース（雑誌記事のみ 昭和 44年 (1969)~),書籍等を

NACSIS Webcat総合目録データベース W WW検索サービス2)で「白川村」「白川郷」をキー

ワードとして検索された資料

d. 上記の資料の参考文献で白川村について述べているもの

e. 雑誌「旅」の白川村関連記事

なお，同じく合掌造りの建物群のある集落として世界遺産に登録されている富山県の五箇山の

みを対象とし，直接白川村にふれていないものは除外した。その結果，総資料数は 368件となっ

た。また，観光の把握では，上記資料に加えて白川村発行の印刷物からその時々の行政の方向性

を把握した。以上の方法で収集した資料は，その内容から表 2-1のように分類できる。これらの

なかから，主観的に白川村について述べているエッセイ，紀行文および専門分野の特定できない

郷土誌を除いたものを分析対象とし，「研究」および「観光」の把握に対応させる（表2-1)。また，

各資料の 10年おきの資料数は表2-2の通りで，戦争前後の昭和 20年前後 (1940年代）の資料

が少ないものの，全体としての変遷はここから把握できると考えられる。なお，村発行の印刷物

および新聞記事等は，変遷を把握する上で必要なものに関しては適宜引用した。
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表 2-1 分析資料と内容

Table 2-1. Data sources. 

資料の種類 内容

研究

観光

エッセイ・紀行文

その他

~1909 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

合計

学会誌や専門雑誌・書籍のうち，学術的専門的

研究論文 見地から書かれているもの。（学会誌などに掲載

専門書籍 されていても紀行文のようなものはこれに含ま

ない）

村発行印刷物 調査報告書

総説・地誌
全国・地方等の地誌，白川村紹介の書籍や地名

辞典等

観光雑誌

（昭和後期以降）
旅行ガイドプック

旅

村発行印刷物

郷土史

研究論文

専門書籍

3 

1 

8 

18 

13 

29 

5 

6 

， 
15 

11 

118 

日本交通公社発行の旅行雑誌

旧村史，村勢要覧，総合計画（第二次～第五

次），広報白川

飛騨史壇・ひだびと・新飛騨・飛騨春秋を中心

とした郷土研究の雑誌

雑誌や書籍で白川村についての印象等を主観的

に述べているもの。

上記以外のもの

表 2-2 分析資料の年代

Table 2-2. Date of sources. 

総説

地誌

12 

1 

2 

4 

4゚ 

4 

6 

5 

5 

4゚3 

観光雑誌

゜
゜
゜
゜
゜
1゚ 

1゚ 

5 

10 

17 

83 

数

118 

43 

17 

29 

88 

55 

18 

旅

゜
3゚ 

4 

6゚ 

1 

7 

4 

3 

1 

29 
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~1919 1920 1930 1940 1950 1960 

(~TB) (T9~) (S5~) (S15~) (S25~) (S35~) 

十 合 掌造り／民俗学等

_.  —大家族／建築学

図2-1 建築学における大家族と民俗学等における合掌造りの建物の記載割合
Fig. 2-1. Changes in ratio of Gassho-style houses/folklore studies and family-system/architec-

ture studies. 

2. 研究系譜における保全対象としての文化的景観成立の経緯

(1) 民俗学を中心とする研究から民家研究へ

一明治期から昭和初期一

白川村研究の始まりとして多くの文献にもあげられているのが明治 21年 (1888)東京人類学

雑誌に掲載された藤森の「飛騨国風俗其他」3)で，「白川人」の鼻の形などとあわせて，「此地習慣

ノ奇ナルハ多人敷合居ナリ 」として，大家族州こついて説明している。ここでは，暮らしの説明と

して「家屋は草葺ニテ三階又ハ四階ナリ」と図入りで合掌造りの建物について触れている。明治

大正期のこうした白川村研究は主として「奇なる習俗」がどれだけ「奇」であるかということに

主眼がおかれている。このため，「奇」の説明の一部として列あるいは大家族の生活を家屋の間

取りから説明するために6),71, 福田既 岡崎9)を除くほとんどの論文に合掌造りの建物が取りあげ

られている。

この導入部前後である明治期から昭和中頃までの，大家族に関する研究と合掌造りの建物に関

する建築研究それぞれの内容の変化を把握する。図 2-1は民俗学を中心とした大家族の研究に

「合掌造りの建物」についての記載がある割合と，建築学の研究に「大家族」についての記載があ

る割合を 10年ごとに示したものである。 1920年代以前（～昭和 4年）には半数以上に互いの記

述があるが，徐々に減少し，1940年代以降（昭和 15年～）は約 2割である。はじめは「大家族」

と 「合掌造りの建物」が不可分のものとして語られているが，研究が重ねられるにつれてそれぞ

れの専門分野に特化されており， ここからも大家族研究が合掌造りの建物を対象とした建築研究

の導入部であったことがわかる。

(2) 建築史研究から集落景観の研究へ

①民家の「建築史研究」への位置づけ

ー大正期から昭和 20年代 (1954)一

大正時代から始まった民家研究は，戦前と戦後で大きな隔たりがあるとされている。太田は戦

前の民家研究に関して 「この時期の民家研究の性格は，「採訪』という言葉が示すように民俗学的

な興味によったもので，趣味的な調査にとどまっていて，民俗学としてもまだ低い段階にあるも

のであった。」と述べている 10)。太田がここで戦前の民家研究の例として掲げているもの11)すべて

に白川村の合掌造りの建物が掲載されているということは，全国的にもある程度の注目を集めて

いたということができる。
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こうした「民俗学的興味」による白川村の民家研究では，大正 12年 (1923),竹内12)が最も早い

時期に論文を発表している。その後，昭和の中頃までは，民家研究者が次々と白川村を訪れてい

るが，「マタダテ」と呼ばれる屋根部分のみの合掌造りの建物が「古代住居」の名残かどうかの論

争，および外観のスケッチや写真，間取りの把握といった内容にとどまっている。

ここで， この時期の研究者が対象としている白川村の家屋を把握する。対象としている家屋が

明確なものは 18の文献のうち，御母衣の遠山家 11(写真 9件），保木脇の岩下家（マタダテ） 3 

（写真4件），荻町の明善寺庫裏4(写真 2件），荻町の和田家2(写真 l件）となっている。つま

り，ほとんどが大家族で有名になった遠山家とマタダテを対象としており，荻町の写真を掲載し

ているのは緑草会13)と藤島14)のみである。この時期は大家族に端を発した合掌造りに関する建築

研究の対象家屋も大家族のある白川村の南部の地域から外れることはほとんどなかったのであ

る。

「民俗学的興味」による「採訪」にすぎなかった民家研究が「建築史研究」になるためにはどの

ような視点が必要だったのだろうか。そもそも建築史研究とは社寺を中心に始まったものであ

り，建築史研究における「住宅」とは貴族や武士の住宅で，いわゆる「町家」や「民家」はまっ

たく対象でなかったといってよい。建築史の分野から顧みられることのなかった「民家」は民俗

学および地理学の対象として捉えられてきた。そのため，新たに「民家」を「建築史」に位置づ

ける場合，そのクオリティは社寺等と同じである必要が生じる。そこで，太田は，現存の民家の

痕跡から編年考察を加え，平面だけでなく，平面と構造の一体的な調査を行い編年考察の指標と

する「復原的研究」方法を確立することが必要である，としている 15)。さらに民家研究独自の特徴

として，その変化の要因を探るために民俗学的な方法が欠かせないとも述べているが，基本的に

はそれまで社寺等に用いていた「痕跡調査→編年考察」の手法を民家研究に持ち込むことにより，

建築史に「民家」が位置づけられたのである。

白川村の民家研究は，昭和 26年 (1951), 稲垣らが中心となって行った農村建築研究会による

調査16)によって大きく転換した。この調査は，それまでの民俗学・地理学等による民家研究とは

異なり，それまでの建築における「住宅研究」「建築史研究」に「民家」を位置づけるため，地域

を限定して調査を試みるのが目的であった，としており，民家研究方法模索のための調査でも

あったことがわかる。稲垣はこの調査報告の後，同行した文化財調査の結果を踏まえて論文をま

とめている17)。これらの一連の調査は民家調査として白川村の南部地域だけでなく村全体を対象

にしているところが特筆すべき点で，稲垣は南部の中切地区と荻町の含まれる大郷地区の景観

（「外貌」としている）の違いについてもふれている。しかし，上記の調査では社会と建築のつな

がりに重点がおかれ建築構造の分析はされておらず，その点では太田も， これを「戦前のものと

変わらないように見える」としながらも，「戦前のものと違っている点は，その調査によって，そ

の地方の民家史を組み立てようとしている点である。」と評価している 18)。この稲垣らによる調査

をきっかけに，大家族から端を発した合掌造りの建物の研究は「建築史研究」となったといえる。

②建築史研究と文化財指定

一昭和 30年代 (1955)から 40年代(1974)まで一

昭和 30年代以降，白川村における民家研究の対象や掲載写真は南部地域から，全域へと広

がった。これは稲垣らの調査による視点の拡大に加え，ダムの建設に伴う合掌造りの激減に対す

る世論の沸騰が大きな要因としてあげられる。このため，戦後ようやく建築史の一部として調査
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法や研究方法が確立しつつあった民家を次々に文化財指定する必要が生じた。白川村でも昭和

20年代からダム建設が始まり，いくつかの集落が集団離村することになった。当時の新聞からこ

のときの文化財指定の状況について把握する。先述の稲垣らの調査に加え昭和 30年 (1955)11月

7~12日，当時の文化庁建造物課長である関野 克が白川村の調査を行っている。ここで関野が

「“白川の合掌造り家屋は一中略一五戸の文化財指定は確実。指定期日は明春三，四月ごろ”と太

鼓判を押した。」と新聞に掲載されている 19)。その五戸とは「比較的新しいが建築様式がしっかり

しているという代表に御母衣の遠山家，その中間くらいのものにて天保四年の建築棟札のある同

部落の大戸家古いものに長瀬部落の大塚家，芦倉部落の東家，規模の大きいものの代表に在

家ヶ原部落の北家」であり，それまで写真も掲載されていた荻町の和田家，明善寺は含まれてい

ない。

当時の状況として，太田は「どんなものが他にあるか分からないのに，指定するとなれば，社

寺などと同じように，名品主義でゆくほかはない。一略一次は九州の椎葉の民家だとか，飛騨の

白川郷の民家だとか特殊の型で， その分布範囲も比較的狭いもののうちから選ぶ。」と述べてい

る20)。社寺のような「名品主義」がすなわち，先述の記事での各建物の「大きい」，「古い」といっ

た修飾語となっていることがわかる。つまり，このとき民家を社寺と同じ視点から文化財として

指定せざるをえず，民家が「生活の場」であるという視点は全く欠けていたといえる。

さらに，この記事では，「また東家のある芦倉集落（五戸）は合掌つくり家屋ばかりの集団部落

なので将来しゅう落地帯として指定したい意向だが，指定と決れば修復に国の補助金が出るが，

許可なしで修理などはできなくなり，所有者が維持困難になったときは国で買い上げることに

なっている。」とされている。町並み保存運動の展開は昭和 30年代後半からとされているが21),

昭和 30年 (1955)に集落保存の考えが存在していたことがわかる。

ところが，候補にあげられた 5戸のうち，その後文化財に指定されたのは大戸家，遠山家のみ

で，しかも大戸家を含む 3戸は移築され，芦倉集落の合掌造りの建物も昭和 30年代後半から 40

年代に次々と普通の家屋に建て替えられてしまった。結果として，合掌造りの建物は大戸家（昭

和 31年 (1956)国指定，昭和 37年 (1962)下呂に移築），遠山家（昭和 44年 (1969)県指定，昭和

46年 (1971)国指定）のほかは昭和 42年 (1967)から平成 7年 (1995)にかけてすべて荻町のも

のが文化財として指定されている。当初候補に選ばれていた建物が指定されなかった理由は昭和

35年 (1960)の新聞記事22)から窺える。文化財の調査で候補にあがった十数戸のうちほとんどが

「指定を受けると改築などができなくなるから」と指定を辞退し，結局大戸家のみが指定に至った

ものの，文化財指定を返上したいともらしている，という内容である。ここに建築史研究に基づ

く文化財指定と，現実の生活とのずれが生じていることがわかる。つまり，建築史から見た文化

財的な価値は「民家」に住んでいるものにとってはにわかに「価値」とは認識できず，そのうえ

規制だけが強くなるのでは， という危惧が働いたものと考えられる。竹内は「建築史研究の立場

から，社寺建築に対するのと同一の心構えで民家を取りあげようとしたところに，その過誤の要

因がひそんでいる。」23) としているが，こうした状況には「文化財としての民家」の価値を社寺と

同じものさしで計ることへの矛盾があらわれていると考えられる。

この時期の合掌造りの建物の研究では，確立された「民家研究方法」を用いたものがみられる

ようになり，城戸24), 伊藤ら25)が痕跡や資料，構造などからの編年考察を試みている。
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③合掌造りの建物から荻町集落へ

一昭和 50年代 (1975)以降一
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昭和 30年代後半から町並み保存運動が全国的に展開された。大規模開発に対する危機感から

発生した昭和 30年代の市民運動は昭和 41年 (1966)の古都保存法の制定によって結実し， 昭和

40年代以降は「由緒ある町の美風を残すこと」や「過疎問題」が動機となって保存運動が全国に

広がった26)。妻籠に代表されるこうした運動は地元の活動から発展し，建築史研究者を動かした

とされている27),28)。昭和 49年 (1974)には全国の連携組織である「町並み保存連盟」が結成され，

昭和 50年 (1975)の文化財保護法改正による伝統的建造物群保存地区制度の導入など，制度も呼

応する形で整えられた。建築史研究の延長にある民家の文化財指定による保存とこれらの町並み

保存運動では関わっている研究者は同じでもその立脚点は異なるものであるといえる。すなわ

ち，前者はすでに述べたように民家を「建築史」という過去から現在までの一本の軸にのせ，そ

の軸において，「建築史」研究上価値のあるものを保存すること，つまり「建築史」研究のための

保存といっても過言ではないのに対し，後者は地元の活動から運動が始まっていることに加え，

個々の地域が主体となって「保存」あるいは「保全」のための「計画」をしており，「地域」のた

めの「保全」が目的である。つまり，両者はその動機が異なっているのである。

昭和 46年 (1971)に発足した荻町の合掌造り保存のための住民組織である「白川村荻町の自然

環境を守る会」が結成時，妻籠にならったことは知られているが，荻町においても当初は住民主

体で保存が進められていく。こうした動きに伴い，昭和 54年 (1979)の大河の文章では「合掌造

り」がまず集落景観の特徴から述べられており 29), この時期に「合掌造り」の「建物」から「集落」

ヘ，他集落から唯一合掌造りの建物がまとまって残った荻町へと対象が移行したことがわかる。

昭和 40年代から 60年代までは，白川村に関する建築関連の学術的な研究は梁瀬ら30)を除いて見

られない。しかし，村では伝統的建造物群保存地区指定のために荻町のみを対象とした詳細な調

査が指定前と，重要伝統的建造物群保存地区選定 10年後の 2回行われた。この大きな 2回の調

査のうち，昭和 49年 (1974)の前者では合掌造りの建物に主眼がおかれ，環境という視点および

建物以外の空間要素に関する現状把握はほとんどなく，保存対象の項でもわずかにふれられてい

るにすぎない31)。一方，昭和 62年 (1987)の後者（見直し調査）では，小寺らが写真とともに現

状の集落景観について分析し，保存に関しては景観という視点から地区を分けそれぞれの方針を

示している32)。

この 2回の調査の背景となる全国的な動きとして，昭和 55年(1980)以降の町並み保存運動の

多様化があげられる。西村は①点から線，線から面の保存の後，「点のネットワーク」という考え

方の導入，②保存と創造を同一平面で考える動きの活性化，③地域経済の再興と町並み保存の調

和の問題の顕在化，の三点をこの時期の傾向としており 33), こうした流れの結果，荻町でも見直

し調査の時点で「集落景観」が対象として具体化したと考えられる。

その後，平成元年 (1989)以降，西村の指摘する②と③の結果ともいえる「文化財の活用」や，

「文化観光」に関する模索が始まる。これは，「何を保存するか」から「いかに保存するか」，「保

存したものをどうやって使うか」，つまり「価値づけ」から「計画」へと視点が拡大されたともい

え，白川村における研究にも「計画」の視点が持ち込まれた。

観光に関する研究は平成2年 (1990)の西山34)から現在に至るまで増加している35),36), 37)。ま

た，保存地区の集落景観を対象とした研究も平成 7年 (1995)の西山38)が初めてで，その後いくつ
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かの調査研究が追随している39),40)。平成 2年 (1990)以降の西山の一連の論文は「計画」の視点が

持ち込まれたこと，「景観」を全面に押し出している点がそれまでの研究と異なっている。これら

計画的視点から書かれたものは，多くが景観や観光および合掌造り家屋の現状を「採訪」し，近

年の変化を追える範囲で把握し，変化の要因を生活や社会状況に求め，望ましい方向性を考察す

るという方法を用いており，戦前の「採訪型」の民家研究に立ち返っているともいえる。

なお， こうした研究は建築学におけるいわゆる「農村計画研究」とは異なるものであると考え

られる。農村計画研究は「住まい方研究」といわれる「建築史以前」の民家研究と，生活改善運

動に始まった参加型の計画論， この 2つの視点を兼ね備えてきた， とされているが41),42), 1990 

年代以降の保存地区における計画的視点の論文は「農村における生活改善」ではなく，むしろ保

全や管理および住民と観光のかかわりといった点に着目しており，「農村」として保存地区を対象

とした視点はほとんどなかったといってよい。

(3) 世界遺産としての価値

平成 7年 (1995)に荻町は「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界文化遺産に登録され

た。「世界遺産」になるには「世界遺産条約履行のための作業指針（以下「作業指針」とする）」

に示されている 6つの価値のうち 1つ以上を満たさなければいけないとされている。この 6つの

価値のうち，荻町は表 2-3の(iv)(v)に該当することから，世界遺産に推薦された。その内容を

「白川郷・五箇山の合掌造り集落」の世界遺産推薦書43)から概観する。

価値の説明は，前文，合掌造りの建物の価値，その他の価値， 3つの集落をひとつの遺産とする

価値，の 4つの段落からなっている。前文では社寺・貴族住宅→民家→農村という展開から，農

村建築の中でも「合掌造り家屋」が特異な形態で，最も発達した合理的な民家であることが述べ

られており，世界遺産の価値が確実に「建築史」の延長上にあるのを読みとることができる。

第 2段落では合掌造り家屋の特異性と合理性が具体的に示され，第 3段落では「下記の点にお

いても顕著な普遍的価値を持」っとして，① 「日本にのこされた最後の秘境」と称されたこと②

合掌造りによって構成される「特異な農村景観」③極めて希少な存在であること④現在壊滅的な

状況であること⑤かつての集落景観を保持しているのは法律によってその保護の措置がとられて

いる 3集落のみである，という 5項目をあげ，第 4段落に続いている。

これらの価値は，表 2-3の(iv),(v)に照準を当てて書かれているために，まず合掌造り家屋の

すばらしさを述べることで (iv)を満たし，次にその希少性と特異な景観を強調することで (v)を

満たしているのである。ここからは世界遺産としての白川村荻町の価値は集落景観にも言及して

いるものの，建築史研究から繋がる合掌造りの建物に比重が置かれていることがわかる。

表2-3 世界文化遺産の価値基準
Table 2-3. Criteria of the Cultural Heritage. 

(iv) 人類の歴史の有意義なステージを例証する， ある形態の建造物，建築物の秩序ある集合， または
景観の顕著な例であるものであるか

(v) ある文化を代表するような伝統的集落または土地利用の顕著な例であり，特に元に戻ることがで
きないような変化の衝撃によって，すでに価値を損ねやすい状態に至っているものであるか

出典：合掌造り集落世界遺産記念事業実行委員会：「世界遺産白川郷・五箇山の合掌造り集落」 (1996)汽
pp.63-64より抜粋。 ※世界遺産推薦書を要約して日本語で出版されたもの。
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(4) 考察

白川村研究の系譜からは次の 2つの問題点が整理される。

1つめは，文化財と計画の視点についてである。「文化財」は「保存」と表裏一体である。単体

の建造物の場合，痕跡調査と編年考察からその建物をいつの時点にもどして修復するかを決定す

る。そして，保存するためにはその時点の状態に保っために何らかの人為を加えることになるが，

建物単体の場合には「保存」は必ずしも計画の問題ではなく，「いかに復原するか」の材料として

「技術」，「痕跡調査による研究」の結果に負うところが大きい。しかし，集落を文化財とするとき

には「保存」あるいは「保全」には計画的な視点が不可欠である。白川村では，「建築史」の流れ

のなかで，合掌造りの建物に関する研究が先行し，荻町の「集落」が文化財となったものの，そ

の後の見直し調査 (1987)および西山 (1990)まで計画の視点が持ち込まれず後手にまわったこと

が，現在指摘されている合掌造りの建物偏重の原因と考えられる。さらに，現在の段階では，こ

れらの計画的視点も空間としての文化的景観に具体的に反映されているとはいえず，その原因は

こうした流れに起因しているともいえる。

2番目は，白川村荻町が「農村」である以前に「合掌造り」の建物の集落としてとらえられ，そ

の結果として世界遺産に登録されたことが現在の問題点につながっていると考えられることであ

る。 1970年代に始まった町並み保存運動はそのほとんどが，妻籠や高山などの「町家」や「武家

屋敷」のなかで，「白川村」は数少ない農村の一つだった。町家か武家屋敷であれば，「建造物群」

という名前通り，ファサード保存など，建築単体の延長としてとらえられる部分も大きいが，農

地や森林など「環境と一体」44) となった文化的景観の場合，そうした発想を大きく転換しなけれ

ば保全計画には結びつかない。当時，白川村教育委員会の文化財担当であった山田氏は「建物の

ファサード以外ー中略ーにおいて，かなり自由が認められる町並み保存に対して，荻町地区の保

存は，建物の四面とも，周囲の『残された空間』ともいうべき，水田や畑等が構成する空間にま

で及ばざるを得ない」45) と指摘している。「残された空間」を保全する計画的な視点や方法論が確

立する前に，唯一の「農村」として重要伝統的建造物群保存地区第一号 7地区の一つに選定され

た白川村荻町が，集落や景観の前に合掌造りの建物の保存に偏重したことは，研究的視点の系譜

から見ると必然的結果であったと考えられる。

「残された空間」の保全に対する問題点が顕在化したため，平成 10年度 (1999)以降，荻町では

農村計画や観光，景観の研究者が次々に調査研究を行い，合掌造りの建物以外の「環境」の保全

計画も進みつつある状況である。すっかり観光地と化してしまった当保存地区が合掌造りの建物

だけでなく「農村景観」をも保全するためにはさらなる新しい計画の視点が必要であるといえよ

ぅ。

3. 観光地白川村の成立過程における資源の記号化作用

(1) はじめに

観光は記号の消費であるといわれている46)。ある場所が「観光地」として成立する過程は，言い

換えればその場所に存在する潜在的な資源が消費される記号と化し，それが消費される（観光行

動の対象となる）というプロセスであると考えられる。潜在的な資源が記号化され， 「観光の対

象」として意味を付与されるためには，何らかの作用に従った「記号化」が必要となる。

白川村荻町の「白川郷合掌造り集落」は現在「誘致力が全国的で観光重点地域の原動力として
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重要な役割をももつもの」47)と評価されている。つまり現在では「合掌造り集落」という観光資源

は「全国的」レベルでの明確な記号として共有され流通している。しかし本章でもすでに明らか

にしたように白川村への関心は人類学，建築学等の学問的対象として始まった高々およそ百年来

のものにすぎない。その間に白川村という場所でどのような記号化が働き，さらに地域の当事者

である行政がこれにどう対応して観光地としての白川村が形成されてきたのかを明らかにする。

ここでは白川村の観光資源に対する一般社会と村の行政の双方向から，土地全体の記号である

白川村の「イメージ」と個別の消費対象としての記号である観光資源48)についてその変遷を把握

し比較する。一般社会の認識からは記号化の過程を，村の行政の認識からは記号に対する当事者

の受け止め方，および対応を把握することが可能である。

まず，一般社会の白川村に対する記号化の過程を雑誌，書籍というメディアの分析を通して明

らかにする。イメージの変遷は旅行雑誌『旅』49) に掲載されている記事からその変遷と「観光地」

としての白川村の成立時期を把握し，観光資源については全国の一般の読者むけに発行されてい

る書籍において，白川村に関する部分では何が紹介されているのか，潜在的資源も含めてその変

遷を明らかにする（表 2-1)。村の行政内部での時代ごとの村自身のイメージおよび観光地に対す

る意識については，村発行の広報誌を分析対象とし50), 村の行政が来訪者に訴求する消費対象と

して何を観光資源と位置づけたか，その変遷を村史，村勢要覧，総合計画から明らかにする。以

上の結果から一般社会と村の行政を比較し，観光計画的，地域計画的課題について考察する。

(2) 一般社会における記号化の過程

①白川村のイメージの変遷および観光地としての成立時期一雑誌『旅』の掲載状況から一

白川村がどのようなイメージを付与され，いつ頃から全国的に観光地として認識され始めたの

か，雑誌『旅』に掲載されている記事から把握

表2-4 「旅」の記事数

Table 2-4. Articles about Shirakawa-mura 
in "Tabi". 

年代 記事 写真のみ
一部に記載

合計
あり

1920 

゜゜
3 3 

1930 1 

゜
3 4 

1940 

゜゜ ゜ ゜1950 1 

゜
5 6 

1960 1 

゜ ゜
1 

1970 4 2 1 7 

1980 3 1 

゜
4 

1990 2 1 

゜
3 

2000 1 

゜ ゜
1 

合計 13 4 12 29 

「旅」（出版者変更：日本旅行文化協會→日本交通

社 (-62巻 10号）→JTB日本交通公社出版事業局

(62巻 11号一））

する。創刊時からの， 白川村関連記事の 10年

ごとの掲載数を表2-4に示す。

1920年代からすでに記事の一部に白川村の

ことが記載されている。全体の記事数は 1950

年代， 1970年代が多いが， 1970年代を境に白

川村のみが単独で記事になる割合が 1960年代

以前に比べ増加している。

これらの記事の内容について以下に述べる。

大正 15年 (1927), 初めて白川村についてふれ

た記事が掲載された。これは全国の民謡を紹介

する連載で，「飛騨」の筆頭に「白川わじま」が

紹介され， 「大家族制」についても書かれてい

る。白川村のみを対象とした最初の記事は昭和

6年 (1931)の紀行文である。戦後，白川村が単

独で取りあげられている昭和 28年 (1953), お

よび昭和 39年 (1964)の記事はいずれも紀行

文の形式による「大家族」の説明だが，「大家

族」自体を観光資源とする視点はなく，土地や
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風俗の「紹介」にとどまっている。 1960年代までの記事で「大家族」についてふれているもの，

あるいは枕詞としてつけているのは 7件，大家族のことを示している「奇習」という言葉を記載

しているものは 2件，合計で 14件中 9件が「大家族白川村」をイメージしていると考えられる

が， 1970年代以降「大家族」という文字は全く見られなくなる。

白川村について「観光」の視点から書かれたのは，昭和 45年 (1970)の記事が最初で，観光資

源としての合掌造りの建物の保存についてふれているが，観光案内ではない。本格的な観光を促

すための記事は昭和 46年 (1971)が最初で， 3月号には，初めて観光の目的地としてルートや地

図が掲載された。 1970年代は最も掲載数が多いが，これは白川村が 1970年に始まった「ディス

カバー・ジャパン」キャンペーンの訪問地として認識されたためである。 1970年代の 7件の内

容は民宿に泊まった体験およびどぶろく祭の取材であるが，昭和 47年 (1972)8月号では「特集／

秘境を求めて」の表紙を白川村加須良の写真が飾っている。 1980年代以降掲載数は減少するが，

内容に大きな変化はない。最近になって平成 14年 (2002)には「日本のふるさと茅葺の里へ」と

いう特集記事で「茅葺き御三家」の筆頭で紹介されているが，世界遺産登録によるマイナスの影

響についても述べられている。平成 7年 (1995),白川村荻町が「白川郷・五箇山の合掌造り集落」

の一部として世界遺産に登録されたことによって平成 6年 (1994)には 67万人だった入り込み

客が平成 8年(1996)年に 1.5倍の 102万人，平成 14年 (2002)には 155万人にまで増加し

た51)。

以上から， 1970年代以降，白川村は観光の目的地として認識されたが，同時にそれまでの「大

家族白川村」のイメージが消失したことがわかる。かわって合掌造りの建物の集落が注目される

が，それによって与えられる白川村のイメージは「まだ一般によく知られていない土地」52) であ

る「秘境」であった。その後世界遺産登録によって一般社会における認識は拡大し，イメージは

「古くからなじんでいる土地」53) である「ふるさと」へと置き換わっているのが現在の状況であ

る。

②観光資源の変遷

ここでは一般読者を対象にした地誌や地名辞典などの書籍において，白川村に関して何が紹介

されているのか，潜在的な資源も含めて観光資源の変遷を把握する。

紹介されている白川村の観光資源は大きく，自然資源と人文資源に分類でき，人文資源はさら

に有形と無形に，有形資源はさらに史跡，建造物および建造物群，その他に分類することができ

る54)。また，本研究では観光資源の変遷を四期に分けて分析する。国内の旅行が盛んになる以前

を第一期 (~1910代）， 国内旅行が盛んになり，戦争によって衰退するまでを第二期 (1920~

1940代），戦後復興期および高度成長期を第三期 (1950~1960代），「ディスカバー・ジャパン」

キャンペーンによる変換後を第四期 (1970~)とする55)。各期における白川村の観光資源の掲載

数は表 2-5のとおりである。

a. 第一期 (~1910代）

最も古い資料が享保期に書かれたとされる『飛州志』で，帰雲城，荻町城，番所跡という 3つ

の史跡と白川で詠んだとされる狂歌について書かれている56)。また， 自然資源が初めて掲載され

るのが明治 6年(1873)である57)。明治 21年 (1888)には「大家族」と合掌造りの建物が掲載され

ているが58), これは人類学で「大家族」が対象とされたのと同じ時期で59), 学術研究と一般への紹

介が連動していることがわかる。その後， 1920年代（～大正8年）までに，現在ある観光資源の
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表2-5 紹介されている観光資源の変遷
Table 2-5. Transition of tourism resources. 

人文資源

有形資源 無形資源

史跡 造物および建造物 その他

I 
｀ 

乳

』泉 璽晟
， ~ 

翡悶贔址 怠奮 爪ヽ廣塁， 籠 そ

族羹
<.... ~ 

』属
ど

の の だ ぶ
渡 他 し‘ ろ， ヽ

り ダ し じ 羞の

! 
ム ん

旦喜
舌艮n、一面マ

り

の

>
贔芭

第一期 13 4 1 3 5 4 3 2 3 - 0 - 4 3 5 

゜゚
1 

~1910代 31 7.7 23 38 31 23 15 23 0 - 31 23 38 

゜
0 7.7 

第二期 6 6 3 4 6 6 3 

゜
2 - 2 - 3 3 6 1 1 1 

1930代 100 50 67 100 100 50 0 33 33 50 50 100 17 17 17 

第三期 8 1 2 1 1 2 1 

゜
6 - 1 - 5 1 1 6 4 1 1 

1950~60代 13 25 13 13 25 13 0 75 13 63 13 13 75 50 13 13 

第四期 16 5 5 4 3 2 

゜
0 11 6 6 3 ， 

゜゚
5 6 

゜
6 

1970~ 31 31 25 19 13 

゜゚
69 38 38 18.8 56 

゜
0 31 38 0 38 

計 43 16 11 12 15 14 7 2 22 6 ， 3 14 8 7 22 11 2 ， 
上段：総数，下段：％
注） 1940年代は資料なし。

且弓

塁ヽ

2 
15 

3 
50 

1 
13 

゜゚
6 

うち，遠山家民謡，その後つくられた観光資源を除くすべてが紹介されている。明治期は「自

然風景」が「発見」され，徐々に浸透を始めたときでもあり 60), 白川村においてもこうした社会背

景に加え，学術研究との連動によって潜在的資源の種類が拡大した時期であるといえる。

b. 第二期 (1930年代~40年代）

日清戦争，第二次大戦によって終止符が打たれるまで国内旅行が普及したとされるこの時期，

白川村においては第一期で拡大したさまざまな資源が引き続き紹介されている。なかでもすべて

の資料に紹介されているのが白水瀧，帰雲城，嘉念坊，「大家族」で，これらの史跡，自然資源に

比べ合掌造りの建物の掲載割合は少なく，全体の 3分の 1に掲載されるにとどまっている。な

お， 1940年代は資料がないが，第二次大戦は直接白川村の観光資源に影響を及ぼすことはな

かった。

C. 第三期 (1950~60年代）

第三期は旅行の目的地としての国立公園の充実が図られ飢昭和 25年 (1950)には重要な観光

資源でもある文化財に関する「文化財保護法」が成立し，白川村で紹介される観光資源は第二期

と第三期で大きく変化した。
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第二期ですべての資料に紹介されていた白

水瀧帰雲城，嘉念坊はいずれも掲載される割

合が約 70~80%減少し，かわって合掌造りの

建物が 75%, 御母衣ダムが 63%の割合になっ

ている。ほかにも，すべての史跡と自然資源の

割合が減少している。この時期からの資源の記

号化を促す作用として，文化財指定があげられ

る。白川村では文化財保護法による文化財の分

類に従って調査が行われており 62), その後昭和

31年 (1956),と昭和 42年以降 (1967~),合掌

造りの建物が次々に県と国の文化財に指定さ

れた。また民謡「こだいじん」も昭和 37年

(1962)に県の無形文化財に指定されており，

同じ民謡である「白川輪島」に比べて掲載数が

多いのはこうした作用の結果である。昭和 35

年 (1960)に完成した「東洋一のロックフィル

ダム」と謳われる御母衣ダムはその建設中から

記事になっており 63), 紹介される順番も掲載資

料 5件中 4件が 1番目で，合掌造りの建物，こ

だいじん，などに先んじている。

d. 第四期 (1970年代～）

表 2-6 旅行ガイドブックの白川郷の範囲
Table 2-6. Transition in indicated area of 

"Shirakawa-go". 

白川郷の範囲
発行年度

荘川村と白川村 白川村のみ 荻町のみ

1968 S43 

゜1988 S63 

゜1990 H2 

゜1992 H4 

゜1993 H5 

゜1994 H6 

゜1997 H9 

゜2000 H12 

゜2000 H12 

゜2002 Hl4 

゜2002 Hl4 

゜2002 Hl4 

゜2002 H14 

゜2002 H14 

゜
昭和 45年 (1970)にはじまった旧国鉄の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは「旧来の

名所や観光地をまったく意識させないことで，逆に新しい旅行需要を作り出し，国内旅行先の再

開発の役割を果たした。」64)とされている。「旅」の掲載状況からもわかるように，白川村はここで

「再開発」された旅行先のひとつだった。

この時期の変化として「大家族」の掲載割合の減少があげられる。「大家族」を対象とした学術

研究は 1930~50年代に盛んになり，その後ほとんど見られなくなるが65), これは記号化の作用

が逆方向にも及んでいるものといえる。かわって文化財指定された合掌造りの建物， 昭和 51年

(1976)重要伝統的建造物群保存地区に選定された荻町の建造物群が観光資源の中心となった。

第四期では掲載されている観光資源に大きな変化はないが，多様な観光資源が村の全域にある

にもかかわらず「合掌造り集落」である荻町が注目されていく。これは，「観光地」白川村が語ら

れる場合の記号としての「白川郷」について，その範囲の変遷を把握することから明らかにでき

る。表2-6は昭和 43年 (1968)から平成 14年 (2002)の「旅行ガイドブック」66)の中での「白川

郷」の範囲である。本来の「白川郷」はほぼ現在の荘川村，白川村をあわせたものである67)。しか

し，ガイドブックを見ると「白川郷」という名前が常にタイトルになっているものの，平成 5年

(1993)以降のものはすべて「白川郷＝荻町」となっている。俗称としての「白川郷」の範囲はこ

こ数十年で 42ヶ村から，そのうちの 1ヶ村にすぎなかった「荻町」へと縮小されたことがわか

る。また， こうした動きのなかで荻町のみが「白川郷合掌造り集落」という名称で世界遺産に登

録されたことで「白川郷＝荻町」という図式はゆるぎないものになったと考えられる。
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(3) 白川村の行政内部の認識と対応

①村のイメージと観光地化の状況（広報白川から）

村の行政つまり観光地の当事者から見た村のイメージおよび観光地として成立した時の状況

について，村発行の「広報しらかわ」の村長の年頭挨拶の施政方針表明から把握する。

白川村で「観光客と呼べるような」ダムを見学する人々が訪れ始めたのが昭和 35年 (1960)以

降とされている68)。1960年代後半からは「村をあげて観光産業の振興に取り組」みだしたとされ

ているが気この時期に村が観光に向かって動き出したのは，「電源開発に代わる産業として観光

に目を向けるようになった」70) ことが要因である。ダムそのものが記号化の作用によって観光資

源になったのとは逆に，ダム建設が過疎の引き金にもなり「観光」が村の産業として浮上し，行

政が観光地をめざす発端となったことがわかる。

こうして観光地としての方向性が浮上した 1960年代後半からの，村長の年頭挨拶における村

または村の方向性をあらわすフレーズを表 2-7に示す。これを見ると， 1970年代までは農業と

観光が二本の軸となって設定されていることがわかる。これは，農業から観光へと軸が移動する

時期にもあたり，これは先の雑誌「旅」に初めて白川村が「旅行先」として取りあげられた昭和

表2-7 村または村の方向性に関する言葉
Table 2-7. Outlook of the village in public brochures, "Koho-Shirakawa". 

1965 S.40 観光白川村

1966 S.41 農産業と観光と両々相まった豊かな村

1970 S.45 観光と農業の村づくり

I 1971 S.46 観光農業村

1974, 76 S.49,51 観光白川郷

1980 s. 55 観光農業村

1981 S. 56 観光立村

1982, 83 S. 57, 58 克雪の村づくり

村長の任期
1984, 86 S. 59, 61 村おこし

1987 S.62 活力とぬくもりにみちた合掌と温泉の郷づくり

1988 S.63 こころのふるさと白川郷

1989 S.64 合掌と温泉の郷づくり

1990 H. 2 観光立村

I 
1993 H. 5 ロマン＆ときめきの郷づくり

ヽ
1995 H. 7 白川村文化元年

2000 H. 12 元気な村

2001 H. 13 こころのふるさと白川郷

2002 H. 14 環境教育村

2003 H. 15 元気な村

注）「広報白川」 村長の年頭挨拶より。
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46年 (1971)とも同時期で， このあたりから「観光地」としての白川村のイメージが自他ともに

共有されたことがわかる。挨拶の内容をみると， 1980年代には徐々に農業がトーンダウンし，平

成元年 (1989)以降は「農業」という言葉がほぼ完全に姿を消した。

その後「観光立村」の勢いは実際の観光地化に伴って変化する。 1990年代の初めにはまだ「観

光立村」の勢いが残っているが，平成 9年 (1997), 平成 10年にはすでに観光地となった白川村

の問題点が次の課題として大きくあげられるようになり 71), 1990年代後半には後述のように実

態としての観光資源整備の状況とは逆に村をあらわす言葉から「観光」が消えた。

つまり，農業と観光を 2つの軸とした内部イメージから，「観光立村」へと移行し，実際に観光

地として「立った」後，一転して何をめざすべきか模索している状況が現在も続いているといえ

る。

②村の行政から見た観光資源の変遷

次に，村の行政側が観光資源，あるいは潜在的資源としてきたものについてその変遷を村発行

の資料から把握する。昭和 40年 (1965)までは村史と村勢要覧から，昭和 50年 (1975)以降は総

合計画および商工観光課発行の冊子から，名所・旧蹟および観光資源として取りあげられている

ものを表 2-8に示す。

4期の区分で見ると，第三期と第四期の間に変化が見られる。第四期にあたる第二次総合計画

以降は史跡が取りあげられなくなり，代わって合掌造りの建物，および建造物群が人文資源の中

心となっている。また，新たに整備されたスポーツ公園などの社会資源が増加した。

これまでに明らかになったように，観光地としての白川村は，昭和 45年 (1970)以降確立され

たが，その後，一貫して村では全域に観光拠点を配備しようという計画があり，昭和 55年

(1980)の「白川村地域振興計画」72)では，「拠点地区計画」として，白川村全体に「観光レクリェー

ション」の拠点が構想されている。そのような流れのなかで，昭和 44年(1969)の白弓スキー場

と平瀬温泉をはじめとして村全域に次々と観光資源の整備を進められた。特に世界遺産登録以

降平成8年 (1996)の道の駅とじ・ば工房（飯島），平成 11年 (1999)の森の食彩館（木谷）な

ど計 10カ所の施設が整備された。第五次総合計画 (2001)では具体的な観光資源については掲載

していないものの，「観光ルートの広域化促進」として，「全域複合型の周遊コースを整備」「平瀬

温泉の活性化方針の検討」などがあげられ，村全域を活用した観光を目指している。しかし，こ

れまで見てきたように，「外からの認識」は荻町にある合掌造りの建物に集中しているため，村が

整備したもののなかには十分活用されないものもあり，昭和 60年(1985)に整備された平瀬のク

アハウスは平成 13年 (2001)に閉鎖してしまった。また，現在，荻町地区以外が観光拠点となっ

ていないという問題も指摘されており 73), 村の行政による観光資源整備が必ずしも記号化の作用

を及ぼさなかったことがわかる。

(4) 考察およびまとめ一村内外の観光資源に対する認識の比較一

明らかになった一般社会と村の行政双方向からのイメージおよび観光資源の変遷を比較する。

一般の白川村に対するイメージは 1960年代まで学術研究と連動した「大家族」に象徴される

ものだったが，この時期は白川村が「観光目的地」であるという認識は一般にも村行政にもない。

一転して 1970年代に，村ではダム建設後の過疎対策がきっかけで観光地化をめざす動きがお

こったが，時期を同じくして「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンが始まった。これは「そ

れまでの国立公園，観光地中心の景観意識が一蹴され」， 「『古典的観光美』を一挙に低落させた
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表2-8 村発行資料による観光資源

Table 2-8 Tourism resources in public brochures. 

自然資源 人文資源 社会資源

有形資源 無形資源

史跡 建造物および建造物群 その他

｀ 
間

』泉

｀ 
孟畠

そ

晟璽， 荻

贔址 皇造

｀ 
， >和

； 落

， 籠 そ 大 こ 祭

畠弓
白 ス

鷹
白 そ

の

旦趾 塁
の の

墨
だ
'i? 

Ill I 弓 の

I 塁

渡 他 し‘ 信
ノゞ ス ス 他

誓蕃
り し じ ぶ

喜
I ポ キ

の ム ん ろ

｀ ヽ

誓I I 

胃
食琶羞

ツ 場

論ど

第一期 白川村史 M9 1876 

゜ ゜゚゚゜ ゜第二期 白川村々勢要覧 S11 1936 

゜゚゚ ゜゚゚゜ ゜゜第三期 白川村勢要覧 S33 1958 

゜゚゚ ゜゚゚ ゜ ゜゚゚ ゜白川村史 S43 1968 

゜ ゜゚゚ ゜ ゜゜゚゚ ゜゚第四期 白川村第二次総合計画 S50 1975 

゜゚ ゜゚゚ ゜ ゜゚ ゜゚ ゜
※3 

゜白川村勢要覧 S51 1976 

゜゚゚゜
2 

゜゚゚ ゜ ゜白川村第三次総合計画 S61 1986 

゜゚゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚゚白川村第四次総合計画 HS 1994 

゜゚゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜ ゜゚゚ひだ白川郷※1 Hl3 2001 

゜゚゚ ゜゚゚
※2 

゜゚゚ ゜゚゚ ゜゜ ゜゚゚
6 

獨
田

H
舟

※1 第五次総合計画 (2001)には具体的な観光資源が明記されていないため，商工観光課発行の白川村紹介の冊子から把握する。

※2 場所は同じだが展望台として紹介されている。※3 木谷集落に生家保存の計画があったが実現せず。
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」74) とされているが，この時期に「観光地」となった白川村は特別なものではない風景，「生活的

風景」75) の対象であることを当初から求められていたといえる。また 1980年代までの村行政側

による「観光農業村」のイメージはこうした一般社会の要請には合致したものであった。しかし，

「生活的風景」の本来的な要因としての「農業」は立ち行かなくなり，さらに昭和 51年 (1976)重

要伝統的建造物群保存地区選定，平成 7年 (1995)世界遺産登録に伴って，「生活的風景」であり

ながらも，「特に価値の高い」76)文化財あるいは「顕著な普遍的な価値をもっ」77)遺産であること

を求められる状況を抱えることになった。

次に，観光資源に対する変遷を比較する。第一期，第二期，では一般社会と村行政で大きな違

いはなく，それまでの史跡に加え自然資源および「大家族」，合掌造りの建物と資源の拡大が見ら

れる。しかし，資源の中心が史跡から合掌造りの建物や建造物群へと大きく変化する時期は一般

では第三期，村では第四期と村のほうがおくれている。また，自然資源に関しては一般では第二

期がもっとも大きく扱われ，その後合掌造りの建物に比べて減少しているのに対し，村では現在

まで一貫して取りあげられている。第四期以降一般の認識は荻町へと集中し，その取り扱われ方

も合掌造りの建物が中心となるのに対し，村では荻町以外の集落に次々に資源整備が行われたた

めに，それが十分に活用されないという結果につながっている。

観光資源の変化の時期のずれからは，白川村が当初一般社会からの認識に呼応する形で資源の

認識が進んだことが明らかである。その後，自他ともに「観光地」としての白川村が認識された

のち，村は一転してさまざまな施設整備や観光資源の拡大を図ったものの，十分活用されていな

い。つまり，資源を新たに作り出していったものの，それが来訪者から消費対象として認識され

る記号となるには至らなかった。この原因は，実務レベルでは，空間計画に問題があったからで

あるということもできるが，より基底的には観光資源が消費されるにはその資源が来訪者に訴え

る記号性をもつことが必要であることを，当事者がどれだけ意識できていたかに関わっているの

ではないだろうか。

現在白川村は「懐かしき日本の原風景」78)「日本のふるさと」79) としての観光目的地であり，同

時に顕著な価値を保存しなければならない世界遺産でもある。現在村では荻町以外の地区にも拠

点を設けるような「白川村まちづくり計画」の策定が進行中であるが，こうした「計画」が実際

のさまざまな観光体験に結実するには，村全体のイメージあるいは個々の資源が，一般社会にお

いてどのように記号として働いているのかを把握したうえで，行政をはじめとする当事者側から

戦略的に記号化の作用に関わっていく必要がある。これはもちろん白川村が一般社会から与えら

れる記号に追従していくことが無条件に是とされるのではなく，観光とは地域にとってそこに投

影される「まなざし」のなかでどのような自己認識を行うのかという相互関係のなかにあり続け

ること，という視点が計画の立場にも必要であるということである。

4. 小括

研究系譜および観光における，まなざしの変遷をまとめると表 2-9のようになる。 2章では以

下の点が明らかになった。

合掌造りの建物と，荻町集落へのまなざしに着目すると，まず，大家族研究がきっかけとなっ

て，合掌造り研究が始まり，その後建築史の分野で価値付けされ，文化財となった。その直後，

「建築史」のまなざしのまま，荻町集落が重要伝統的建造物群保存地区に選定された。つまり，現
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表 2-9

Table 2-9. 

黒田乃生

まなざしの変遷

Transition of gazes. 

研究系譜 観光

研究・専門分野対象集落 研究対象
一般の

`~ イメーソ

一般社会から

見た観光資源
村のイメージ

村の行政から

見た観光資源

明治 20年

大正期

民
俗
学
・
社
会
学

昭和 10年

民
家
研
究
（
初
期
）

昭和 20年

昭和 30年

昭和 40年

建
築
史
研
究

昭和 50年

計
画
系（

景
観

・
観
光
）

年

゜
6
 

nu 
禾昭

平成期

合
掌
造
り
の
建
物

集
落
・
景
観

転換期

史跡自然資源

の減少

↓ 

ダム ・合掌造

りの建物へ

転換期

史跡の減少

↓ 

合掌造りの建

物へ

会社資源の増

加

在の景観保全が建築史研究の流れにある文化財のまなざしの延長上にあることが明らかになっ

た。その結果として，荻町集落が「観光資源」となり，一般社会の状況に呼応する形でそれまで

の村の念願であった「観光立村」が実現した。しかし，文化財指定，世界遺産登録などの記号化

の作用が強く働いた結果，村の意向とは逆に一般社会のまなざしは荻町のみに完全に集中してし

まい，他の豊富な白川村の観光資源からは記号が剥離しつつある。

以上の結果からは，現在の荻町における文化的景観の保全は決して普遍的な価値観のもとに成

り立っているわけではなく，社会のもとめる「まなざし」のもとに規定されていることが明らか

になった。これはすなわち，そのときどきの時代の要請，つまり「まなざしたい人々」に対応で

きるポテンシャルを白川村が備えていたともいえるのである。
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第 3章対象空間としての文化的景観の変遷

1. 本章の目的と構成

(1) 本章の目的

99 

本章では，まず，対象空間としての文化的景観の変遷と，その要因として文化的景観の文化の

担い手である人間との関係を明らかにし，そのなかで「保全」が与えた影響について考察する。

次に実際の景観の変遷を明らかにし，具体的に，どの部分が認識され（第 4章），どの部分が保全

制度の対象となっているか（第 5章）を対応させる。以上 2点を目的とする。また，分析対象は

保存地区を中心とした可視的な範囲（以後「当該地区」）とする。

(2) 本章の構成と景観の分析方法

荻町の景観に関する既往調査研究は第 1章で述べた通りである。基本単位である要素によって

構成されている空間が「見る」対象となったものが文化的景観であるといえるが，本章では，ま

ず要素の変遷を，次に要素の配置された空間の変遷を把握する。

保存地区内の外部空間にある要素をすべて取り出すと，表 3-1のようになる。石垣は水路や農

地に含むこととする。また，畑は焼畑を中心とした山にある畑と，平地にある畑は厳密に区分で

きないが，便宜上山の畑は森林に，平地の畑は農地に入れ，全体としての変遷については空間の

変遷であわせて把握する。また，これらの要素のうち，場所や季節による変動が一定でない生活

雑貨標識・看板，仮設物および，平成 15年度にはすべて地中化することが決定している「電

線・電柱」は対象から除外する。

はじめに，各要素の変化を整理するとともに，背景となる利用の変化を把握する。次に，要素

表 3-1 保存地区の空間要素
Table 3-1. Elements of the site. 

空間要素 内容
， 

建物 茅葺の建物 合掌造り家屋，附属建物など

I 茅葺以外の建物 上記以外の建物 ·~! ． 

I 農地 田． （休耕田，転作地） ・畑 i ' -

I 道路等 道路 旧国道，村道その他の私道を含む I 

I 
駐車場等 駐車場を中心とする農地以外の面的な空地 ! 

I 水路 ・池 水路と池
'1 

' 
川 （庄川 ・牛首川） 川に関連する施設（橋護岸）を含む ' ： 

I 

' I 

＇ 
森林 地区を囲んでいる森林（針葉樹林 ・広葉樹林 ・草地）

I 樹木等
j 

農地と森林以外で人為的に植栽された高中低木，草本

看板・標識など 標識看板のほか照明，放水銃，消火栓を含む

仮設物 仮設ガレージ，シート，雪囲い

電線・電柱

生活雑貨 洗濯物，自転車植木鉢，外におかれたバケツなど

コ：本研究でとりあげる空間要素
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の変化から集落空間の変遷を 5期に時代区分し，それぞれの時代の特徴を土地利用から明らかに

する。ここでは集落全体の空間を大きく規定している田，畑，森林，道路，建物（屋敷地），駐車

場等という 5要素の面的な位置関係を捉える。面的な把握のために，建物に関しては建物とその

まわりの土地も含めて，「屋敷地」とする。要素で把握したことを基に，空間構成と景観について

把握するために， 内容が重複する部分もあるが， なるべく 1番目では要素に特化した部分を， 2

番目では要素間の関係に重点をおいて話を進める。

2. 空間要素の変遷

(1) 建物

地区の建物を分類する基準は「合掌造りであるかないか」「伝統的建造物であるかないか」「主

屋か附属屋か」「茅葺か茅葺でないか」の 4通りある（表 3-2)。本章では視覚的側面からの分類

が妥当であると考えられるため，茅葺か，茅葺でないかを分類の基準とする。

①茅葺の建物

茅葺の建物の中心は合掌造り家屋である。合掌造り家屋は「小屋内を積極的に利用するために，

叉首構造の切妻造り屋根とした茅葺の家屋」と最近定義された！）。合掌造り家屋以外の茅葺の建

物として便所，ハサ小屋，板倉，唐臼小屋などの附属建物がある。

荻町村の総戸数は 1700年前後には 30軒くらいで，その後享保 15年 (1730)には 52軒に増加

しているとされている2)。茅葺の建物は， 18c. に合掌造りの成立とともに白川村を含む地域に登

場し3), 養蚕の発達と共に江戸期から明治初期にかけて増加したと考えられるが， その後大正期

から昭和にかけて激減する（図 3-1)。保存の結果，村全体の減少に比べて荻町は減少の割合が小

さく，結果として現在村にある合掌造りの建物の約 8割が荻町にある。

西山 (1995)4>は生活様式の変化に伴う増築などの建物外観の変化について， 昭和 54年 (1979)

から平成 7年(1995)までに新築された合掌造り家屋は伝統的様式とは異質なスケールやプロ

ポーションのものも多く，マイナス面も大きいとしている。

表 3-2 建物の分類

Table 3-2. Categories of buildings. 

分類法 棟数

合掌造り※ 主屋 伝建物 59 

非伝建物 2 

茅葺 非合掌造り 附属屋 伝建物 45 

非伝建物 4 

その他（宗教施設） 伝建物 5 

主屋 伝建物 8 

茅葺以外 非伝建物
275※※ 

車庫など 非伝建物

※伝統的建造物群保存地区保存計画の基準による。

※※高橋ふさ子他(2001):合掌集落における生活•生産空間の変容過程とその要因：日本建築学会大会学
術講演梗概集（関東） 6023,607-608の総建物数 (1999年）より算出。
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図3-1 合掌造り 家屋の棟数

Fig 3-1. Number of Gassho-style houses. 

村全体の棟数は白川村史中巻 P.810より。

荻町の棟数は，1951:稲垣栄三 (1952-1954):山村住居の成立根拠 (1)~(3):建築史研究 10/12/15,

1958: 白川村村勢要覧 (1959),1973: 白川村荻町伝統的建造物群保存地区調査報告書 (1974),1983: 
白川村の合掌造集落 (1983),1994: 白川郷 ・五箇山の合掌造り 集落 (1996)より 作成。

~ 

図3-2 合掌造りの建物

Fig. 3-2. Gassho-style house. 
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合掌造り家屋の利用に関して，小屋部分は江戸期から昭和前半にかけて養蚕に利用されてお

り，居室としての積極的な利用は見られなかった。 しかし，白川村での養蚕は昭和 47年 (1972)

を最後に全 く行われていない。養蚕の衰退に伴い，物置等に変化し，平成 13年 (2001)には合掌

造りの軸部修理の際に居室として利用できるようにしたものがあ らわれた。

②茅葺以外の建物

現在当該地区に見られるトタン葺きの家屋の前身である板葺きの家屋が増加したのは明治以降

である。表 3-3は既往研究に記載されている建物の数である。何をも って「家屋」としている の
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表 3-3 荻町の建物数

Table 3-3. Number of buildings. 

年 非合掌 建物総数 出典
引用文献
番号

19c. 後期 94 世界遺産合掌造り集落(1996) 3章 1)

1951 51 139 稲垣(1952-1954) 2章 17)

1957 294 航空写真

1957 141 227 白川村勢要覧 (1958)

1961 99 169 旧白川村史 (1968),P.469 3章 13)

1972 179 243 伝建報告書（役場調べ） (1975) 2章 1)

1978 373 航空写真

1987 165 233 白川村の合掌造り集落 2章 32)

1990 312 407 西山 (1995) 1章 25)

1998 398 航空写真

注）航空写真は白川村役場所蔵のもの。

表 3-4 旧国道沿いの建物数

年 建物数 出典

明治 21年 1888 7 ※ 

昭和 23年 1948 26 ※※ 

昭和 32年 1957 40 ※※※ 

昭和 62年 1987 約 60 ※※※ 

平成 12年 2000 約 60 ※※ 

かが違うため単純には比較できないが，明冶期

からの 100年ほどで 300棟あまり増加したと

考えられる。航空写真で見ると，旧国道沿いに

関しては表 3-4のように道路が開通してから，

昭和 60年 (1985)頃まで徐々に家屋が増加し

ているのがわかる。家屋は住むための利用が中

心で，ほかに飲食店，土産物店といった店舗が

ある。その他に倉庫や車庫があげられる。かつ

ては養蚕をしていないことが合掌造りをはじ

めとする茅葺の建物との差であったが，現在は

茅葺の建物には民宿が多いのに対し，茅葺でな

いものには飲食店，土産物店が多い（表 3-5)。

(2) 農地

図3-3は白川村全体の田と畑の面積である。

元禄検地 (1694),安永検地(1774),に加えて昭

和 18年 (1943)までは耕地増減調査に基づく

耕地面積列 昭和 35年 (1950)以降は農業セン

サスのデータを使用しているために，その間の

整合性はないが，ここから耕作地の増減傾向を

見ることは可能である。まず，田は幕府の土地開発の方針による開田により，江戸時代元禄から

安永の間の 80年間に増加している6)。次に大正 12年 (1923)から昭和 35年 (1960)にかけて耕

地整理組合による開田が進み，田の面積が増加する。畑には焼畑と畑があり，かつては焼畑が盛

Table 3-4. Number of buildings along ex-
national road. 

※白川村役場所蔵「明治二十一年大野郡白川村荻

町組全図」の「宅地」の数。

※※国土地理院撮影空中写真よりカウント。

※※※白川村役場所蔵空中写真よりカウント。

表3-5. 建物と観光業

Table 3-5 Buildings and categories of busi-
ness. 

民宿・旅館 I飲食店 I土産

茅葺の建物 20 8
 

7
 

茅葺以外の建物 2
 

13 

，
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Fig. 3-3. 
図3-3 白川村全体の耕作地面積の推移

Transition of cultivated area in Shirakawa-mura. 

んに行われていた。元禄と安永の検地の面積を見ると，畑は村全体で約 2倍，荻町では約 2.5倍

に増加している。田と比較しても増加率は非常に大きいといえる。その後，田の増加する大正 12

年 (1923)以降畑は減少している。これは焼畑が行われなくなったことと，用水路の掘削によって

畑を田に転換していったことが直接の要因となっている。

田に関しては，休耕田が増加したことが平成以降の大きな外観の変化である。また，畑に関し

ては現在見られるのは荒菜類で，以前は蚕用の桑を植えたり，株や肥料用の草地であったりした

のに比べ，畑としての多様性は少なくなっている。現在こうした田や畑の際には草花の類が植え

られている ことが多い。

農地の利用は米を作ること，作物を作ること，養蚕のための桑を育てること，牛馬用の株のた

めの草地などが昭和の中頃まで続いていた。しかし，養蚕と畜産の衰退に伴って，米と野菜など

の薩菜類に作物が限定されていった。白川村の他の集落に比べ田の面積が多かった荻町において

も，稗をはじめとする雑穀，イモ類，豆類は栽培されていたが，畑の作物も現在は薩菜や豆，

うがらしなど，現在の食物にあわせた内容に変化している。これらの作物は米も野菜も自家用が

主で，唐辛子， トマトなどの一部が観光用に販売されている。

こうした利用のほかに，世界遺産登録後，休耕田を「修景用」に耕作する農地があらわれた。

世界遺産合掌造り保存財団でも平成 10年 (1998)から休耕田活性化事業として取り組みを行っ

ている。

(3) 道路・駐車場等

①道路

当該地区内で最も古くからあったと考えられる道路が現在の西通り，東通りである。江戸時代

の国絵図では荻町は当時白川郷の幹線であった白川街道から外れており，その後現在に至るまで

の最も大きな変化は，明冶 23年 (1890)に1日国道が通ったことである。現在の大牧から荻町を経

由して鳩谷にはいるルートは明治 20年代 (1887~1896)に頻繁に使われるようになったとされ

ており刈それ以前の荻町では現在の東通りが街道として利用されていた叱

荻町から隣の集落鳩谷に行くには庄川を渡らなければならないが，明冶のはじめまでは籠を

使って川を渡っていた（籠渡）。白荻橋は大正期には釣り橋で列現在のコンクリートのものに

と



104 黒田乃生

なったのは昭和 30年 (1955)である。その後の整備により，現在では保存地区のわずか 500mの

区間に橋が 4カ所かかっている。また，集落の西側から対岸に渡る歩行者用の橋としてせせらぎ

橋が昭和 48年 (1978)にかけられ， さらに平成 5年 (1993)にであい橋が完成したことで， 観光

客の動線が大きく変化した。

道路の外観で最もこれまでに問題にされているのが旧国道で，その他の道がゆるいカープを描

いているなかを直線が貫く形となっている。これに関して保存計画10)ではこの直線が「あまりに

も異質」で「近世の村落景観を大きく損ねている」が，「開通以来，すでに 1世紀ほどを経ていて，

この集落の歴史となっていることも事実」とし，異質さを強調しつつも， 1世紀の歴史は重要で

あるという見解を示している。旧国道は，昭和40年 (1965)に舗装され，村道は昭和 47年

(1972), 48年 (1973)にアスファルト舗装され，同時に拡幅されている。現在の舗装材はほとんど

がアスファルトで，であい橋から西通りにかけて一部脱色アスファルトとなっている。

道路の利用は白川村の交通事情の変化そのものでもある。人と牛による交通・運搬が，昭和 20

年代 (1945~1954)以降急速に車へと変化した。

②駐車場等

昭和 32年 (1957)の航空写真では駐車場等がまったく見られない。つまり，昭和の中頃まで当

該地区では面としての広がりをもっていたのは農地のみであったといえる。昭和 39年 (1964)に

は公民館建設予定地に駐車場等ができ，昭和 50年代まで比較的規模の大きな駐車場が増加した。

その後はまとまった規模の駐車場や広場はできていない。

また家屋の周囲に関しては，以前は大河(1980)の指摘しているように水田が軒下近くまで作

られていることが特徴となっていた11)。昭和初期の合掌造り家屋の写真では家屋の出入り口の側

（多くは道路側）に土面の作業スペースのようなものが設けられているが， 残りの 3面は軒下ま

で水田や畑がきている。現在ではこの正面の土面の部分が拡大され，駐車スペースなどになって

いる場合が多い。こうした土面は現在砂利敷き，アスファルト，モルタルの洗い出し仕上げに

なっており，一部切石敷きも見られる。

保存地区外では，せせらぎ駐車場が集落対岸の小呂地区にある。当初民家園の駐車場として整

備されたものがその後せせらぎ駐車場として平成 9年 (1997)に村営駐車場として拡大整備され

た。

(4) 川（庄川）

庄川はそもそも「河岸段丘」にある荻町成立の要因ともいえ，この地形が当該地区の空間構成

の基本となっている。川を渡ることが非常に困難な時代には川が生活に与える影響は多大なもの

であった。しかし，道路の発達，永久橋の整備とともに川の重要性は薄れている。現在，庄川は

伝統的建造物群保存地区の範囲外である。

荻町に限ると，流路は大きく変わっていない。しかし，その流量や護岸の整備によって外観は

変化した。まず，昭和 30年代のダム建設でその水量が大きく減少した。以前，「庄川の風景」と

しては崖の岩肌が絶賛されるものであったが，現在当該地区内ではであい橋から北を望む崖にわ

ずかにその様子をうかがうことができる。庄川護岸では平成2年 (1990)に緑色の切石で舗装さ

れているせせらぎ歩道が，平成 5年 (1993)であい橋とともに橋付近の芝生や玉石の護岸が，平成

10年 (1998)にカラーアスファルト舗装の弥陀島公園が整備された。

川の利用もダムによって大きく変化した。ダム以前は川で魚梁をかけて鮎や鱒を捕っており，
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斐太後風土記12)の荻町の産物にはハエ 160, イハナ 50, ウクヒ雑魚とある。ダムができてからは

鮎の稚魚を放流しているが，現在の日常生活で保存地区内の川で釣りをすることはほとんどな

し9。

もうひとつの川の大きな利用は木材の川流しだった。江戸時代の白川山の材木は荻町の「中綱」

でいったん集積され，北に流されたとされている 13)。江戸時代の木材の川流しとは別に明治時代

から木材商人による山林開発に伴う川流しが新たに盛んになった14)。昭和 25年の「木材川下許

可願」および「河川敷地一時占用並流水使用願」15)は，木材の川流しの許可願いであるが，それに

よると牛首川と庄川の合流地点，白荻橋のたもとが「河下場」，小白川が「河揚場」となっており，

昭和中期までは木材の集積地であったことがわかる。その後ダム建設に伴い，川流しも行われな

くなり，現在保存地区周辺で川を直接利用することはほとんどない。

(5) 森林

保存地区を取り囲む森林は江戸時代には生活に欠かせない場所だったにもかかわらず，現在ほ

とんど利用されていない。森林は江戸時代に天領であったことから享保，天保それぞれの山絵図，

明冶の山林字図が残っており， これらの資料から森林の変遷について概観する。

江戸期から現在までは森林の利用によって大きく 2つの時期に分けることができる。 1960年

代（～昭和 39年）までの焼畑をはじめとするさまざまな利用が行われていた時期と，その後それ

らが衰退または消滅する変動期である。前期については絵図から，後期については写真を用いて

その変化を明らかにし，最後に利用の変遷をまとめる。

① 1960年代（～昭和 39年）までの森林

資料として絵図と字図を用いる。絵図は享保年度山林綸圏面，天保年度山地綸圏面冨のそれぞ

れ荻町を対象としたもの，大野郡白川村字荻町字圏（明冶 21年 (1888)調製）をもとに，各図の

図3-4 享保年間 (1727)の森林
Fig. 3-4. Forest use in 1 727. 

元資料：享保年度山林綸圏面（白川村役場所
蔵）より作成。

図3-5 天保年間 (1843)の森林
Fig. 3-5. Forest use in 1843. 

元資料：天保年度山地綸圏面冨（白川村役場所
蔵）より作成。
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図3-6 明治年間 (1887)の森林

Fig. 3-6. Forest use in 1887. 

元資料：大野郡白川村字荻町字圏（明治 21年
調製）より作成。

字名から現在の地図上に位置を示した図を使

用した16)。

すでに述べたように 18c.に農地の拡大に

伴って山の焼畑利用も増大した。その後 1960

年代まで，当該地区の森林景観は広葉樹と針葉

樹の混交林，草地の大きく 2種類から構成され

ていたが，混交林に関してはさまざまな林相が

混在していたと考えられる。森林の表示区分

は，享保 2種類，天保 5種類，明冶 8種類と増

加している（図 3-4,3-5, 3-6)。天保の絵図で

は図の範囲のさらに南西部に「御留山」の記載

が見られ，これを合わせると 6種類となる。江

戸時代には地区の森林はすべて幕領であった

が，山業を主とする地域の百姓の生活のために

幕府は森林を区分し，区分によって段階に応じ

た利用を許可するという方法を用いていた17)0

享保から天保にかけての 1世紀ほどの間に，こ

表 3-6 森林の表示区分と利用 ・林相

Table 3-6. Categories, landscapes and uses of forest. 

混交林 草地

御植木

時
代

享保

天保

明治

御留山

官林

雑木立

山林

（桑山）

木山

柴木立

柴山

草山

草山 芝地

焼畑

焼畑

焼畑場

林
業

木材のf姐采

植林

利
用

そ
の
他

山桑の栽培

餅炭財の採敗

抹(/)採取

焼畑

ヵャパ

イ
メ
ー
ジ

参考資料：石井実ら(1993): 里山の自然を守る：築地書館， 125-129 
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ヽ

図3-7 草地の分布 (1964)
Fig. 3-7. Grass area in 1964. 

航空写真（白川村役場所蔵）より作成。

．
 

図3-8 草地の分布 (1996)
Fig. 3-8. Grass area in 1996. 

航空写真（白川村役場所蔵）より作成。

因3-9 昭和 27年 (1952)の森林
Fig. 3-9. Forest landscape in 1952. 

荻町全景写真（白川村教育委員会所蔵）より作成。

図3-10 平成 11年 (1999)の森林
Fig. 3-10. Forest landscape in 1999. 

荻町全景写真 (1999箪者撮影）より作成。

うした区分の細分化が進み，そのために林相に大変化が起こったともいわれている 18)。明冶期に

は幕領の官林への移行やその後の官林の払い下げなどがあり，当時の森林表示区分にはある程度

の混乱が見られると想像される。しかし， これらの森林表示区分による利用の差からおおまかな

林相は推定することは可能である。表 3-6は3つの時代の森林表示区分とその森林の利用を対応

させ，利用から当時の林相のイメージを表したものである 19)。このように，江戸から明治にかけ

ては住民による森林の利用と為政者の規制や意向が相まって多様な林相が見られたことがわか

る。
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表3-7 森林利用の変遷

Table 3-7. Transition of forest use. 

～安土桃山 江戸 明冶・大正 ～昭和 30年代 昭和 30年代～ 平成

！ 
長享 2年 享保 12年 1 

木材の伐採 白川の杉を 白川山の元伐 I 林業の衰退 ！ 

I 
用いて寺建立 禁止哀

； 

享保6年 明治37年村
; 

造林面稜の激
植林 苗木植付の 営の造林事 ．， 

減
令滋濠 業開始 ' I 

元禄初期
昭和 30年代 昭和 54年

山桑の栽培 養蚕開始
養蚕の衰退 養蚕終わる

（推定）→盛行

昭和 35年～ 道路公団等か

薪炭材の採取
木炭の生産が プロバンガス ら薪の購人増

盛況となる の導入で木炭 加（ヒアリン

需要の減少 グより）
そ
の

株（まぐさ）の
昭和 30年代～

他 畜産プ ー
採取

ム如如暉

焼畑 焼畑の増加 昭和 20年代
（ナギバタ） （享保→天保） 後半まで

元禄合掌家屋 昭和 56年上町
カカヤヤ天生バ峠造にl］ 

カヤバ 不明 の出現 の上にカヤバ

（推定） 造成峯部｛ 成峯棗五 ，' 

I 

"'岐阜県林業史上巻 (1984),;;; ぇ；岐阜県飛國大野郡史 (1925),※・：ゎ又白川郷合掌文化調査記録業務・茅確保第

II分冊(1996),'や砂・町広報白川， その他は白川村史上・中・下巻 (1998)より作成。網かけ部分は利用があっ

たことを表している。

② 1960年代以降の森林

1960年代以降，地区の森林景観がどのように変化したのかを把握する。まず，航空写真をもと

に作成した図から， 草地の分布の変化を見る。図 3-7が昭和 39年 (1964), 図 3-8が平成 8年

(1996)の草地の状況である。平成 8年 (1996)は昭和 39年 (1964)の約 20%に減少している。標

高の高い部分は谷筋，尾根筋にそれぞれ草地が存在しており，それぞれ集落にむかって細長い楕

円形となっている。そのほかに集落の南部にはりつくようにあった草地は昭和 39年 (1964)では

すべて消失している。昭和 39年 (1964)には焼畑はなく，集落から離れた部分の草地の多くはカ

ヤバであることがわかる。またこの時期は畜産が最も盛んであったことから，株を採取するため

の草場であったと考えられるが， ヒアリングによると一部は杉の植林のために桑の栽培地等を伐

採したところだということである。明治期の字図で焼畑場とされていたところは昭和 39年

(1964)の段階でもほぼ草地になっている。

次に集落の写真から針葉樹，広葉樹，草地の割合の変化を比較する20)。図 3-9,図 3-10は針葉

樹，広葉樹，草地を色分けしたもので，それぞれの写真上の面積割合は昭和 27年 (1952)に

24%, 26%, 50%だったものが，平成 11年 (1999)には 44%,55%, 1%となっている。平成 11
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図3-11 水路位置図（現況）

Fig. 3-11. Existing location of watercourse. 
注）（財）世界遺産白川郷合掌造り保存財団 (2001):「白川郷合掌造り集落の景観」， p.24より。

年 (1999)には草地はほとんど見えなくなり ，針葉樹が 20%,広葉樹が 30%それぞれ増加してい

る。草地が針葉樹林だけでなく広葉樹林にも変化 したことがわかる。草地であったところの一部

は比較的大きな区画の杉の植林が見られるが，草地でなかった部分には小さなパッチ状に杉が植

わっている。昭和 27年 (1952)のものは集落近くに大きく草地がむきだしており，平成 11年

(1999)の写真では樹林に覆われた森林は昭和 27年 (1952)に比べ，厚みのある緑を形成してい

る。

森林の利用の変遷をまとめると，表 3-7のようになる。表のなかで着色してある部分が利用さ

れていたことを示している。森林の利用は主に木材の伐採，植林といったいわゆる林業と，山桑

の栽培，薪炭材の採取，株の採取，焼畑，カヤバである。 1960年代までの森林では，さまざまな

利用が行われていたが，その後衰退または消滅した。多くの森林利用の衰退と消滅は産業構造の

変化林業の構造改革と衰退，化石燃料， 化学肥料の普及がその原因となっている。 しかし，カ

ヤバに関しては合掌集落の保存がカヤバの保存にもつながり， 他の利用とは異なり，再生の動き

が見られる。また，景観の保全という視点から平成 6年 (1994)に世界遺産地区の緩衝地帯として

一部の森林が歴史的文化的景観保護地区に指定されている。

(6) 水路・池

水路網は集落と田の増大に伴って発達したと考えられる。現在，当該地区に見られる水路の中



110 黒田乃生

で大きいものが，大溝と呼ばれる西側と東側それぞれ南から北へと走っている水路，および城山

の麓を走っている水路であり，これらが最も古くからあったのではないかと推測される。明治 21

年(1888)の組絵図に描かれている 1日水路は現在もほとんど残っている。また，開田のための幹線

水路として大郷水路が大正期に開削され， これによって昭和 10年代 (1935-1944)に上町の田と

水路が同時に整備されたと考えられる。図 3-11は現在の水路の配置図である。コンクリートの

水路が約 4.2km, 石の水路が約 4.1km, 暗渠が約 3.7km合計で約 12kmもの水路が保存地区

を縫っている。保存地区の端から端（上町から下ゴソ）まで約 2.7kmであることを考えると，縦

横無尽に水路が走っている様子がわかる。

現在見られる水路は大ぶりの石でできた空積みのもの，土水路， U字溝，新しく石でできた水

路の大きく 4種類に分けられる。コンクリート製品のできる昭和初期までは石の水路を土水路が

中心だったと考えられる。その後 U字溝が用いられ，現在では「修景」の観点から石で作られる

ことが多くなっている。また，当該地区内にはシュウズと呼ばれる湧き水，清水の出る場所があ

る。 8カ所あるとされているがはっきりした数は不明である。

池は，以前は誰もがもつわけではなく，「タナ池」「雪池」と呼ばれるこれらの池を近所の人も

共同で使っていた21)。池の起源は明らかでないが，合掌造りの建物や水路とは切り離せないもの

であることからも，江戸末期にはすでに存在していたと想像できる。現在はほとんどの家屋に融

雪池が設けられていることから，建物の増加に伴って池も増加したことが推測される。

荻町区に水道施設が整備されたのは昭和 33年 (1958)で，それまで水路は以前地区の生活の上

下水道を兼ねていたため，水路は各家庭の台所から台所へと流れていた。今では少なくなったが

以前は各家庭の「ミンジャ」に水を引き込み「ミズプネ」に水をためて炊事用に利用していた。

水路の水は今でも農耕用だけでなく，掃除用の水や山菜のアク抜きなどに利用されている。また，

東通り沿いの水路ではマスやコイを飼っており，観光客の目を楽しませている。飲料や農業用の

ほかに地区の水は融雪という重要な役割を果たしている。「水戦争」といわれるほど，融雪のため

の水確保の苦労は現在でも続いている。水路の水が炊事に利用されなくなった現在では農業用と

並んでこの融雪が利用の大きな部分をしめているといえる。

(7) 樹木等

農地森林以外の樹木や草花として屋敷地周りの小規模な畑，植込み，樹木がある。昭和中頃

の写真を見ると，合掌造り家屋に添うように 1,2本ずつの高木が見られるものの，農地の広がる

開放的な印象である。現在も集落内に高木は少ない。もう一つの特徴は，生垣が少ないことであ

る。生垣は何力所かで見られるが， 多くは高さ 60~70cm程度，樹種はイチイで視線を遮らな

し‘

高中木が少ないのに対して，草本類は宿根草一年草共，非常に多い。以前，屋敷周りは自家用

の畑が中心であったと思われるが， 現在ではさまざまな草花が植えられている。昭和 59,60年

(1984, 1985)にはふるさとシンボジウムの開催に伴って「一軒一花運動」が実施されており， こ

のあたりから草花の栽培が盛んになったと考えられる。また，村役場農林課へのヒアリングによ

ると十数年前から「花いっばい運動」を展開し，花の苗を注文を聞いて配布しており， このよう

に一括購人の形をとっているために，当該地区で見られる品種が限られたものになっているとい

うことである。また， JA(農協）で売られている花苗もマリーゴールドやサルビアなどの外来種

が中心である。こうした草花は住民によって花がら摘みや，枯れた株の植え替えなど，よく手入
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表 3-8 空間要素と生業の変遷

Table 3-8. Transition of elements and occupations. 
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江戸中期
江戸末期～ 明冶20年代～ 昭和 30年代～

昭和 50年代～
明治 10年代 昭和 20年代 40年代

茅班の量 成立 増加 減少 減少 安定

建物外観 成立 妻面造作 増築・修景

建物 量 不明 ほとんどなし 増加 激増
数安定（増改築

による面積増）

茅葺以外 外観 樽板葺き バラック風 トタン壁 修景板壁
の建物

位罹 不明 旧国道沿い
旧国道沿い＋集

落内部

量 増加 増加 減少 激減

田 位置 集落中央部 →周辺に拡大 下開田ゴソ，上町の 虫食い状態

旦 外観 休耕田増加 転作・修景作物

量 激増 減少 減少

畑 位置 集落周辺部 →山に拡大

外観 多様性減少

村道東通り
バイパス開通・

位置 架橋・旧国道開 白川橋・御番所 であい橋・観光

嘉 道路
西通り 通枝道の増加 橋・せせらぎ橋 客用の歩道整備

． 
旧国道改修（拡旧国道・村道舗

l 等 駐車場等

量・外観
幅） 装・拡幅

公民館・荻町駐 小呂駐車場・個

車場・観光用駐 人の駐車場増加
車場の増加

森林 多様な林相 草地の減少
一斉林の増加・

林相の単純化

庄川 水量減少 護岸整備

量 水路増加
大郷水路（→上 池増加
町の水路）

水路・池
空石積み・

U字溝コンク

外観
土

リート・モルタ

ル目地石積み

樹木等外観 外来種の増加

生業・産業

作

穀

菜

畑

蚕

業

業

米

雑

薩

焼

養

林

漁 畜産 ・
電源開発の雇用・建設業など

観光業
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表 3-9 空間要素と生業の関係の変遷

Table.3-9. Transition of relationships between landscape elements and occupations. 

江戸中期 昭和 30年代～昭和 40年代

青屑胃喜量は塁建

i 
生

設業 活 青胃冑喜雷= i I ! 生
活

建物 茅葺 建物 茅葺 ~ .. 
茅葺以外 茅葺以外

農地 田 農地 田

畑 畑

道駐路車場等
道路 • I 
駐車場等

道路
ぐ`

I 
駐道路車場等

駐車場等 I 
森林 I I I 森林 I I 

~ 

Ill JI I 

水路 ・池 .~1 水路 ・池 I 
樹木等 I 樹木等 -, 

江戸末期～明冶 10年代 昭和 50年代～

青胃眉喜喜= 皇建>生

塁
活 胄胃闘養喜誓羹建 観 生

蚕
塁羹

活

建物 茅葺 J 建物 茅葺
J I 

茅葺以外 茅葺以外 I 
農地 田 農地 田 j 

--・ 

畑
I 

＇ ， 畑
I ← 

道駐車路場等
道路 I 
駐車場等

道駐路車場等
道路 I 
駐車場等

C 

I 
森林 ， 森林

JII I I JI I 

水路 ・池 I 
―̀ 

水路 ・池
CC  

•'、 l

樹木等 I 樹木等 I 
明治 20年代～昭和 20年代

青屑閏喜喜= = 
建I 生

塁
活

建物 茅葺 , ,-1 」' 
茅葺以外

農地 田

畑 ~ 

道路 "' _I 
駐道車路場等

駐車場等

森林

JI I 
- 呵

., 

l 
水路 ・池 .'I ] 
樹木等 ;;-1 
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図3-12 字界および社寺の位置
Fig. 3-12. Aza area with location of shrines and temples. 

れされている。

(8) まとめ

各要素の変遷をまとめると表 3-8のようになる。要素の変遷は大まかに 5期に分けることがで

きる。すなわち，合掌造りの建物の原型ができたと推測される江戸中期，農業養蚕業が発展を見

せた江戸末期～明冶 10年代， 旧国道による集落の変化が始まり拡大した明冶 20年代～昭和 20

年代，戦争を挟んで産業構造の大きく変化した昭和 30年代~40年代，当該地区の保全と観光業

が進んだ昭和 50年代以降である。

さまざまな変化は利用の変化が要因となっている。各要素と生業や生活と前述の 5期における

利用の関係の変遷を表 3-9に示す。これを見ると，産業の変化に伴って，要素との関係もなく

なってしまったことがわかる。特に森林においてはその変化が著しく，多様な生業に利用されて

いたものが現在ではすっかり関係が薄れてしまったことが明らかである。

次項ではここで分けられた 5期について，空間構成の変遷を把握する。

3. 集落全体の空間の変遷

(1) 全体の骨格（宗教施設と空間）

当該地区の骨格としては神社と和田家をつなぐようにして東通り，西通りがあり，それぞれの

通りを中心として屋敷地が展開している。白川八幡神社から右が「東ぶら（東村）」，西が 「西ぶ
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ら（西村）」といわれ，江戸時代の原形をとどめているとされている 22)(図 3-12)。それぞれに寺

院があり，「東ぶら」の明善寺は延享 5年 (1748)の創建気「西ぶら」の本覚寺は延宝 8年 (1680)

に東本願寺派から西本願寺派に転派しており，創建はそれを遡る。白川村では 13c.に嘉念坊が鳩

谷に道場を開きそれ以来浄土真宗か信仰されているため，荻町では儀礼伝承や信仰伝承における

表象かほとんど見られないとされている 24)。つまり ，寺や仏教による空間的な求心力や構造への

影響というものは極めて少ない。また，白川八幡神社は寛永 12年 (1635)に社殿の造営を行って

いる。隣の集落である鳩谷，飯島ともに，河岸段丘のちょうど両端に神社が位置している。荻町

でも河岸段丘の川上のくびれている部分，つまり， 川上から来たときに集落が始まる位置に神社

かある。しかし，斐太後風土記には，浄土真宗が深く根付いているために産土神を軽んじている

といった指摘もあり，空間的にも神社が求心性をもっていたとは考えにくい。さらに，石川は荻

町には「山村固有の山の神信仰は希薄25)」であるとしているが，その他 2つある神社はいずれも

新しく，神社においても，集落の立地という以上に山との空間的なつなかりはあまり見られない。

また，飛州志では荻町城の麓に御所と呼ばれる場所がある， と書かれており ，これに対して斐

太後風土記26)にはその場所に「和田の家のみ，今にのこるなるらむか」としている。つまり ，現在

の眺望地点である荻町城址から和田家が他の家々を従えているように見えるのは，偶然ではな

く，かつ，和田家の前面に広がる田畑は歴史的に意味のある場所であったことかわかる。

以上のことからも，集落はその始まり（川上）に神社が位置し，そこから東西に分かれた道沿

--、

地敷

田

畑

屋

．．．
 

凡例

■ 森林

ー 道（未舗装）

…••• 伝建地区範囲
N• 

図3-13 江戸中期の土地利用（推測）

Fig. 3-13. Land use in middle of Edo era. 
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いに家屋が寺を中心にあつまり，さらに南下して和田家に収束するという基本的な骨格を有して

いると考えられる。

(2) 空間構成の変遷

①江戸中期 (17c.)(図 3-13)

江戸時代の地区の空間構成は明治の絵図，過去の状況，字名などからある程度推測することは

可能である。田の位置は次の 3つの理由により図 3-13の位置だったのではないかと考えられ

る。

・字名と歴史：上反保，中反保，沖田という「たんぼ」を連想させる名前が字名にあること。

荻町城趾のふもとはかつて御所と呼ばれ古くから開けていた。

• 田の面積：元禄検地 (1694)で7.0ha,安永検地 (1774)では 7.9haであり，上反保，中反保，

沖田，城山の麓あわせて約 8haに近い値である。

•水路の位置：上反保，中反保の両側には地区内の幹線水路である大溝が流れており，城山の

麓にも地区内でもっとも古いと見られる水路が残存している。

字名と水路がいつ頃から使われているのか明確ではないが，水路は田と直接関係があり，元禄

検地のころにすでに田があったということは水路も存在していたと考えられる。

以上のことから江戸期中期までの荻町の空間構成を推定する。上反保，中反保に田があり，田

の境界部は現在も使われている大溝と呼ばれる主要水路である。その西側と東側に屋敷地と畑が

あったと推測される。「ひがしぶら」の本覚寺が 1680年以前，明善寺が 1748年の創建であるこ

とから，初期のころは西が中心であったとも考えられる。屋敷地が集まっているなかにそれぞれ

東通り，西通りが南北に通っている。元禄検地では畑は 9.8haであり，宅地の周りに畑が広がっ

ていた状態であったと考えられる。また，森林はこの時期焼畑が 1.8haと少なく，享保 (1727)の

時点でも森林の区分は細分化されていない。つまり，宅地部分は田と山および川の境界に位置し

ていたといえる。さらに，当該地区において，享保の山絵図では下ゴソの名前が書かれているこ

とからも， この時代の下ゴソはまだ森林であったと考えられる。上町に関しては明らかではない

が，明i台の絵図から判断しても家屋があったとしても田はなく，畑がわずかにあったのみであろ

う。

和田家の歴史を考えると，荻町城址麓の田畑のほうが古いとも考えられるが，いずれにしても，

当該地区中心部の田畑の立地は以上のように，田を中心に山と川の境界部として屋敷地や畑が存

在したということが推測できる。

②江戸末期～明冶 10年代（図 3-14)

明治期にかけては，田と焼畑が増加し，養蚕が盛んになるにつれて森林区分の細分化が見られ

る。

耕作地では元禄検地 (1695)と安永検地 (1773)では田の増加率は 13%だが，畑は 144%も増加

している（図 3-3)。さらに，焼畑は元禄検地で 1.8haだったものが安永検地では 6.3haと

250%も増加し，明冶 3年 (1870)には 7.4haとなっている。溝口 (1986)は白川村の焼畑研究の

中で享保から明冶初期を焼畑の近隣山地への拡大期とし，元禄から安永にかけて爆発的に増加し

たと指摘している27)。さらに，新しく開かれた畑は当初から普通畑であったわけではなく，最初

に焼畑が行われ，後に常畑化したのではないかと述べている。山と集落部に別々に畑が開かれて

いったとは考えにくく，江戸期の宅地とその周りの畑は周囲の山に向かって広がり，畑であった
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図3-14 明］台 21年(1888)の士地利用

Fig. 3-14. Land use in 1888. 

「明治二十一年 大野郡白川村荻町組全園」（白川村役場所蔵）より作成。

ところに田が広かったものであろう。明冶 21年 (1888)の絵図では享保の山絵図では 「山」とさ

れていた下ゴソにも屋敷地が点在しそこから山に向かって畑が広がっている。また，上町もほぼ

全域に畑が広がっている。 田と水路は不可分のものであることからも，この時代の田の増加に

伴って，田や家々をめぐる水路網が発達したと考えられる。さらに，森林ではすでに述べたよう

に享保 (1727)から天保 (1843)にかけて森林区分の細分化が進み，焼畑も増加している。

以上のことから， この時期には集落側の畑か山に向かって広がり，山では焼畑やその他草地の

利用か増大することによって，集落と 山の境界かよりあいまいになったと考えられる。また，荻

町の集落自体も下ゴソや上町に大きく広かり ，森林が次々に開かれて集落になっている様子かわ

かる。

③明i台20年代～昭和 20年代（図 3-15)

この時期の最も大きな変化は旧国道ができたことである。この道は上反保，中反保を貫いてい

る。道ができたのは明］台 23年 (1890)とされているが，これによって白川村の主要な通行が荻町

を通るようになったと考えられる。この道が通ることによってまず，白）ii八幡神社から和田家に

むかって東西に分かれて収束していた道の流れが国道によって変化 し，和田家から西側にむかっ

て突き抜けるような形になった。園道沿いの建物は徐々に増加している。昭和 32年 (1957)の航

空写真では，中反保， 上反保に建物が集中していることからも，中心部から徐々に周辺部へと 1日

国道沿いの建物が広かったと推測される。また，農協の建物28)が和田家より 北に建設されたこと
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図3-15 昭和 32年 (1957)の土地利用
Fig. 3-15. Land use in 1957. 

航空写真 (1957)(白川村役場所蔵）より作成。

で，和田家に収束していた集落の境界が変化したといえよう 。

下ゴソと上町では耕地整理によって畑がほばすべて田に変わっている。これによって荻町全体

の田の面積は飛躍的に増加したが，集落の中心部に関して田と畑の構成や位置はほとんど変化 し

ていない。焼畑は明i台後期が全盛期とされているか，荻町では明i台43年 (1910)に約 7.5haで明

治 3年 (1870)から増加しておらず29¥ その後徐々に減少し昭和 20年代には見られなくなった。

代わって明冶期に始ま った木材会社による切出しと川流しは全盛期を迎えている。

以上のことからこの時期はもと田であったと推測される上反保，中反保に建物が増加すること

でそれまでの集落内の空間構造の秩序が崩壊し た。また，山では焼畑の消滅によって徐々に集落

と森林の境界が明確になったといえる。

④昭和 30年代～昭和 40年代（図 3-16)

この時期の最も大きな変化は建物と道路である。

昭和の後半は合掌造りの激減期でもある一方で， 総建物数は大きく増加 している。増減を見る

ために航空写真から建物を数えた高橋ら30)によると，昭和 26年 (1951)から昭和 53年 (1978)ま

でに総建物数は約 1.3倍に増加している。 この間合掌造りの建物はほぼ 70%に減少しており ，非

合掌造り の建物が大きく増加していることがわかる。これ らの建物は1日固道沿いから増え始め，

徐々にそのま わりの田畑を侵食するよう に増加している。川沿いや下ゴソ，上町に も点々と建物

が増加している。もっとも顕著なのは昭和 54年 (1979)につくられた公民館で中央の旧国道沿い
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図3-16 昭和 53年 (1978)の土地利用

Fig. 3-16. Land use in 1978. 
航空写真 (1978)(白川村役場所蔵）より作成。

に水路を挟んで大きな駐車場等ができたことで， 田と それを取り巻く建物があったという構造は

完全に消 し去 られた といえ る。

この時期にふれておきたいこととして， 昭和 30年代の人口の異常な増加がある。荻町では昭

和 32年 (1957)の人口が 1987人であり，昭和 17年 (1942)の812人，昭和 40年 (1965)の691

人に比べ突出している。これはダム工事ための人が大量に村に入ってきたことによるもので， こ

の異常な人口増加は建物が増加する引き金になっていると考え られる。ダム工事か終わったあと

の人口の急減は平瀬に「廃屋のつらなり」を生み出す結果とな ったが，荻町ではその後も建物は

増加を続けている。

また旧国道，村道はこの時期に一斉に アスファル ト舗装され，白川橋と御番所橋が完成した。

これによって， これまで屋敷地も道路も同じ土面であったものが，視覚的には道路と土面に分離

されたことになる。

森林の変化としては草地の減少があげられる。また， 川流しが終わ ったのもこの時期であるこ

とから，小字沖田のあたりはそれまで和田家から川の際まで田があ ったところに，建物が建ち，

川沿いに樹木が生長したことに よって川と集落か分断された。特に昭和 40年代から 50年代に

かけて，和田家より 北の旧国道沿いに合掌造りの建物が立ち並んだことで，川と集落のつながり

はなくなり ，昭和初期に農協によって示された旧国道沿いの軸がより強調された。この間， 建物

が増加した分，耕作地か減少してい るが，農地の祖放化はあまり見られない。
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図3-17 平成 12年 (2000)の土地利用

Fig. 3-1 7. Land use in 2000. 

航空写真 (2000)(白川村役場所蔵）より作成。

⑤昭和 50年代～現在（図 3-17)
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この時期は重要伝統的建造物群保存地区に選定された後の変化である。保存活動によって合掌

造りの建物の減少はとまり，非合掌造りの建物の増加もそれまでに比べて緩やかになっている。

しかし，西山3l)も指摘するように建物の増築などプロポーションの変化による高密度化（建て詰

まり）が始まるのもこの時期である。高橋ら32)は 1978年（昭和 53年）以降 20年間，増築によっ

て建物の高密度化が進んでおり，建築面積の拡大の要囚は新築から増築に変化したとしている。

また，観光用， 自家用の駐車場確保のため，宅地周辺に舗装地や砂利敷きの駐車スペースが増加

している。昭和前半に建物と道路のわずかな隙間にも作られていた田畑はほとんどか駐車スペー

スになった。

さらにこの時期農地の祖放化が急激に進行している。祖放化に関してはいくつかの調査が行わ

れている。荻町中心部の不作付けは筆数でみると 30%にのほり，特に上反保と中反保の不作付け

地の割合がそれぞれ 54.5%,62.2%と，他の字に比べて多くなっている 33)。安田 (2001)は不作付

けの要因として面積排水条件（乾田・湿田），接道性をあげており 34), 面積も小さく，湿田のま

ま残されている集落中心部の田が耕作放棄の対象となっていることがわかる。放棄された耕作地

はそのまま荒れているところや，畑，そば畑，蓮池などの「景観植物」に転換されているところ

がある。視覚的には田の広がりという均一性が失われ，畑やその他の多様なものへと変化してい

ることがわかる。
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この時期に荻町は観光地として方向性を定めており，保存と観光のためのさまざまな整備が行

われるのも大きな特徴である。これらの整備はさまざまなスケールのものがあるが地区の空間に

大きな影響を与えたものとしては駐車場と道路の整備があげられる。まず，昭和 44年 (1969)に

荻町区営駐車場が上反保，中反保の真ん中に整備され，駐車場を囲むように合掌造りを含む建物

が並んだ。公民館とこの駐車場まわりの建物ができたことで，かつて，屋敷地が周辺部との境界

であったことを想起させる和田家→伊藤家→山本家のラインが完全に崩れた。

その後平成に入ってからは対岸の小呂の駐車場整備，であい橋の架設，弥陀島公園整備など，

庄川の沿岸で次々と整備が行われた。また，バイパスの開通，東海北陸自動車道の整備によって

保存地区の対岸は大きく開発され変化した。航空写真で見ると，対岸の開発面積は保存地区の大

きさとほぼ等しい。

以上をまとめると，保存地区の土地利用が耕作放棄や駐車場などの増加，増築などによって多

様化，細分化し，当該地区では大規模開発が進行し，また，前期にはじまった森林の均一化が林

業の衰退によって加速した時期であるといえる。

(3) まとめ

空間構成の変遷からは，以下のことが明らかになった。はじめ田を中心に畑と家屋が囲むよう

であった集落部分の要素の配置が田畑の拡大によって変化した。昭和以降，畑の減少と共に集落

とその周辺空間は分離された。この一方で集落部分は要素の多様化，周辺部は開発によってそれ

ぞれのなかでの構成は複雑化し，モザイク状の土地利用となっている。さらに軸は旧国道によっ

て大きく変わり，その変化によって要素間の関係の崩壊が促進されたといえる。また，合掌造り

家屋も決してただ棟の方向をそろえて「点在」しているわけではなく，畑とともに集落の境界部

にあったものが，次第に田にのみこまれ，さらに現在では田の減少とともに細分化された要素に

取り巻かれていることが明らかになった。

4. 小括

対象空間としての文化的景観の変遷を見ると，要素と利用の結びつきが産業構造と共に大きく

変化し，それに伴ってかつての集落空間に見られた要素間の関係が崩壊したことがわかる。集落

が保全に向けて動き出した時期でもある昭和 50年代以降に合掌造りの建物以外の要素で特に大

きな変化が起こっている。これに関して若干の考察を加える。

第 2章では合掌造りの建物にまなざしが集中する様子が明らかになったが，それが実際の空間

にどのように作用したのだろうか。「生きた景観」は近代化の流れ，産業構造の変化につれてダイ

ナミックに変化する。それは山村の場合，白川村の他集落に起こった「廃村」という極端な結果

にもなる。荻町においては「保存」がもたらした空間への作用は 2つに分けて考える必要がある。

「合掌造りの建物の保存」によって「観光」という新たな生業を得たこと，合掌造りの建物へのま

なざしの集中の結果として文化的景観の混乱を招いたことである。荻町は観光地として大きく変

化したと同時に「合掌造りの建物」を差別化することで，他の文化的景観を構成している要素と

合掌造りの建物との関係を破壊してしまったともいえる。合掌造りの建物は「観光」という側面

から今度は新たに，観光に必要な駐車場などの要素と関係を結びはじめた。そして，まなざしの

向かわない他の要素に関してはその関係は断ち切られたままであり，田，畑，森林，川などのか

つての「生きた景観」の証は急速にその本来的な意味および存在を失っている。保全がもたらし
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I —一日帰り客ー~宿泊客ーー一総数 1

図4-1 白川村全体の観光入り込みの推移
Fig. 4-1. Changes in numbers of tourists. 

出典：岐阜県観光レクリエーション動態調査。

たものは，観光業を成立させるための「景観」，観光資源としての「景観」の生成であるともいえ

る。

第4章観光の現状と景観認識

1. 本章の目的と構成

第2章と第 3章からは，当該地区の集落景観は決して固定されているものではなく，それに向

けられるまなざしも，実態も常に変容していることが明らかになった。第 3章からも明らかなよ

うにさまざまな第一次産業が衰退・消滅した現在の保存地区の空間は生活の場，および観光資源

という 2点に集約されつつある。しかし，観光は常に「近代化」と「形骸化」の問題をもはらん

でいる。そして，「形を残すこと」と「住民の生活を近代化すること」が渾然となって進んだ結果，

景観の混乱を招いたことは第 3章でも明らかになった。

本章ではこれを踏まえて，具体的な文化的景観と，それに対する保存地区内外の人々の認識と

その差異を明らかにする。 3章で把握した「実態」としての空間と，それに対する文化的景観にお

ける文化の担い手である内側からの認識，文化的景観を求めてやってくる来訪者の外からの認

識これらの同異を明らかにし，現在の文化的景観の認識の背景にあるものについて考察する。

白川村への観光客の入り込み数の変化は図4-1のとおりである。世界遺産登録の平成 7年

(1995)以降日帰り客が急激に増加しているのに対し，宿泊客は徐々に減少している。また，現

在の保存地区のへの典型的な観光客は 50代前後の中高年層で， l泊旅行の途中での立ち寄りと

いう形態であり，滞在は平均 2時間程度とされている凡つまり，保存地区は，周遊型観光の立寄

り地として位置づけられ，その活動も表層的なものになっている。こうした現状を踏まえて，来

訪者の認識について考察する。

方法は写真撮影調査により，住民の認識と，観光客の認識を比較し，また，それぞれが実態と

しての空間においてどの部分をとらえているのかを把握する。その結果から，保全の結果として

観光資源になった集落景観が具体的にどのように認識されているのかを明らかにすることを本章
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の目的とする。

2. 住民と観光客の景観認識

(1) 写真撮影調査

黒田乃生

ここでは写真撮影調査によって具体的に認識されている景観について把握した。写真撮影調査

は他の記述式の景観評価に比べ，より現実の景観に即した分析が可能である。これまでにも写真

撮影調査を用いた写真投影法が森林景観2)や地域空間に対する意識の分析3)などに用いられ，その

有効性が確認されている。本論では被調査者がどこから何を認識しているのか，具体的な場所や

対象を明らかにするために，写真撮影調査を行った。

観光客の結果からは現在の観光形態によってどのような姿が伝わっているのか，また住民の結

果からは保存地区が本来もっている景観の特徴をそれぞれ把握した。さらに，補足として現在ど

のような景観が典型的であるとされているのかを販売されている絵葉書から把握した。また，撮

影された写真を評価してもらった結果から，観光客と住民のそれぞれの抱いている印象を比較

し，その結果について考察した。

(2) 調査の概要

①観光客に対する調査

散策前の観光客 lグループにつき 1個のレンズつきフィルム4)(以下「カメラ」）を渡し，「屋外

で印象的と思う景観」を撮影してもらった。カメラの配布時に，属性について，回収時に印象に

残った景観要素についての質問用紙による調査を行った。また写真現像後に撮影した写真につい

ての調査票による追跡調査を行った。

調査は平成 13年 (2001)10月6日~7日（秋期）に行い，道の駅（白川村飯島）でカメラを配

布，回収した。配布場所を通過する観光客のグループに対して無作為に依頼し，各グループ 1名

ずつ，合計40名に対して調査を行い，対象地区外のみを撮影しているものを除いて分析対象は

38名 (714枚）となった。追跡調査は郵送で行い 28名（有効被調査者数に対する回収率 73.7%)

から回答があった。

②住民に対する調査

調査対象者に「荻町地区の中で美しいと思う景観」5) を撮影してもらった。一人にカメラ 1個6)

を渡した。現像後に写真を見ながら対面式で観光客と同様の追跡調査と同時にヒアリングを行っ

た。

調査期間は平成 13年 (2001)9月中旬~10月中旬で，撮影期間は特に限定しなかった。調査対

象は景観に対してある程度意識していることが想定される白川村の住民組織「自然環境を守る

会」の会員とその家族，および白川村役場戦員，伝統的建造物群保存地区保存審議会の委員の合

計 39名 (662枚）とした。追跡調査は現像された写真を見ながら，対面方式で， 29名（被調査

者数に対する割合 75%)に対して行うことができた。

③絵葉書

保存地区内で販売している写真の絵葉書のうち， 荻町を撮影しているもの 9組 74枚を分析対

象とした。
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図4-2 観光客と絵葉書の撮影場所

Fig. 4-2. View points of tourists and postcards. 

図4-3 住民の撮影場所

Fig. 4-3. View points of residents. 

(3) 撮影行動の差異と撮影された景観

①撮影場所

500m 
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まず，観光客と住民の撮影場所からそれぞれの撮影行動の違いを把握する。図 4-2と図 4-3は

観光客絵葉書と住民の写真の撮影場所である。これを見ると，基本的に観光客は周遊ルートか

ら外れることなく写真を撮影している。観光客の流動パターンは，であい橋から明善寺を経由し

て東通りを北上し，途中で分散しながら最後は旧国道や西通りを通って戻ってくる， という反時

計回りの流れであり冗 撮影場所もその流れに沿って集中している。 これに対して住民の撮影場

所は一つ一つが分散しており，道路以外の場所，つまり田の畦道や家の敷地内から撮影している

ものが多い。

写真は保存地区全体を俯職撮影している全景とそうでない中近景に分けることができる。住民

の結果からは全景俯職の場所が 4カ所あることがわかる。（図 4-3, ①～④)。このうち，①，②

は観光客も多く撮影場となっているが，③，④から撮影されたものはない。絵葉書で撮影場所に

なっているのは①のみである。③は西から地区を望むため，合掌造りの屋根のつらなりを側面か

ら見ることができ，④は庄川の流れに沿って集落が形成されている様子のわかるポイントであ
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る。地区全体の建物が棟の方向をそろえて立ち並ぶ様子を把握できるのは俯眼のみであり，中近

景とは異なり保存地区の全容を捉えることができる。住民には集落をさまざまな角度から俯眺す

る場所が良く把握されていると考えられる。

周遊ルートから離れているために観光客には撮影されていないと考えられるのが下ゴ‘ノ（⑤)

と上町（⑥）である。いずれも住民だけでなく絵葉書の撮影場所ともなっており，良好な景観の望

める場所であることがわかる。

また，周遊ルートに近いものの，観光客ではあまり撮影場所になっておらず，住民と絵葉書で

は多く撮影場所とされている地点が⑦である。この地点からは南に明善寺の建物 3棟が見え，北

面は 6棟あまりの合掌造りの建物の群が見える（図 4-2)。同日に行われた歩行者流動調査による

とこのルートの歩行者配分比は東向き 0%, 西向き 0.2%となっている見周遊ルートにある道の

配分比が主に 2%以上であるのに比べほとんど観光客が通らないために， 撮影場所となっていな

いと考えられる。

このように，俯諏景，中近景ともに現在の観光客の周遊ルート以外にも景観ポイントが存在す

ることが明らかになった。

②撮影対象

●対象の種類

観光客と住民の撮影行動の違いから撮影された保存地区の姿にどのような差が生じているのか

把握する。図 4-4は撮影された写真を全景，合掌造りの建物を中心としたもの，そうでないもの

の割合を示したものである。絵葉書では全景を撮影したものが全体の 27%と観光客や住民に比

べて多い。住民ではその他が半数を超えている。住民は道以外のさまざまな場所から，合掌造り

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

観光客 1

＇ 住民I
絵葉書 I I ＇ 工こ

iiJ 
図4-4 撮影対象の種類

Fig. 4-4. Types of pictures. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

戸
観光客

住民

絵葉書

図4-5 合掌造りの建物の撮影され方

ロ合掌造り
の建物

■全景

ロその他

ロ集合

■単体

ロ細部

Fig. 4-5. Compositions of Gassho-style buildings on pictures. 
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絵葉書
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図4-6 合掌造りの建物の撮影される向き

m妻面

■斜め

ロ平面

Fig. 4-6. Angles of Gassho-style buildings on pictures. 
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の建物だけではない多様な要素に着目して撮影をしており，合掌造りの建物以外にも地区の本来

もっている景観の特徴が存在することが示唆される。

●合掌造りの建物の撮影され方

図4-5, 図4-6は合掌造りの建物が撮影されているものに関して，その撮影のされ方と撮影さ

れている向きを表したものである。撮影のされ方は合掌造りの建物を 2棟以上の集合か， 1棟の

みか，あるいは建物の細部（ディテール）かの 3通りに分類した。また，建物の向きは妻面か，

斜めか，平面かの 3通りに分類した。絵葉書では住民や観光客に比べて集合で撮影している割合

が約 20%多く，単体で撮影している割合が少なくなっている。また，撮影の向きでは観光客，住

民，絵葉書の順に平面から撮影したものが多く，妻面から撮影したものが少なくなっている。合

掌造りの建物の外観の印象を決めるポイントは，明快で多様なデザインの妻面と量感あふれる大

屋根である 9)とされているが，建物の集合を妻面から捉える傾向にある絵葉書にはこれが良く表

れているといえる。また，建物撮影の向きでは観光客は平面から多く撮影していることからも，

こうした特徴がうまく掴めないような観光形態になっているのではないかということも考えられ

る。

(4) 認識されている景観

①全体の傾向

ここでは追跡調査の結果から，観光客と住民がどのような景観を評価しているかを比較し，そ

れぞれの保存地区に対する認識の差異を明らかにする。各被調査者が撮影した写真のなかから，

「白川郷らしい景観」，「歴史や伝統が感じられる景観」，「住民の生活が感じられる景観」，「郷愁や

安らぎが感じられる景観」についてあてはまるものを 0枚から 3枚まで選んで回答してもらっ

た。同じ写真をいくつかのイメージに重複して回答してもかまわないとした。ここで選ばれたも

のはいずれも撮影された全体の写真のなかから評価され，保存地区の姿として認識されているも

のと判断できるため，まず，選ばれた写真全体について観光客と住民それぞれの傾向を把握し比

較する。写真の総数は観光客 229枚，住民 166枚だった。

●撮影されている要素

ここでは 9つの主な景観要素について分析する 10)。表 4-1の上段は 9つの要素の写っている枚

数と割合である。要素ごとに住民と観光客で割合が等しいとの帰無仮説をx二乗検定で比較した

ところ， 合掌造りの建物 0.17%, 合掌造り以外の建物 0.22%, 草花 0.05%, 水路 1.51%, 田

0.65%の水準で有意な差が見られた。合掌造りの建物，草花は観光客の方が多く，合掌造り以外
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表4-1 写っている主な要素とその割合
Table 4-1. Ratio of main elements in pictures. 

｀ ` 
胃 璽 盗 凰

な
り り ど
の

羹眉 の

書

観光客 写真数（枚） 157 24 53 75 16 39 

（全 229枚） 割合（％） 68.6 10.5 23.1 32.8 7.0 17.0 

住民 写真数（枚） 88 36 16 59 24 33 

（全体 166枚） 割合（％） 53.0 21.7 9.6 35.5 14.5 19.9 

全体割合（％・全 395枚） 62.0 15.2 17.5 33.9 10.1 18.2 

x二乗値 0.0017 0.0022 0.0005 0.5630 0.0151 0.4691 

5%水準で有意な差がみられるもの

゜゚ ゜
X 

゜
X 

観光客 写真数（枚） 56 8 15 27 7 14 

（全 79枚） 割合（％） 70.9 10.1 19.0 34.2 8.9 17.7 

住民 写真数（枚） 41 ， 5 24 6 8 

（全 59枚） 割合（％） 69.5 15.3 8.5 40.7 10.2 13.6 

全体割合（％・全 138枚） 70.3 12.3 14.5 37.0 9.4 15.9 

x二乗値 0.8592 0.3645 0.0826 0.4338 0.7946 0.5087 

5%水準で有意な差がみられるもの X X X X X X 

田 道 喜

48 48 98 

21.0 21.0 42.8 

55 32 80 

33.1 19.3 48.2 

26.1 20.3 45.1 

0.0065 0.6811 0.2872 

゜
X X 

26 21 42 

32.9 26.6 53.2 

24 8 32 

40.7 13.6 54.2 

36.2 21.0 53.6 

0.3477 0.0632 0.9005 

X X X 

の建物，水路，田に関しては住民の方が多い。観光客は住民に比べ合掌造りや花などのいわゆる

目を引く要素に着目し，住民は合掌造り以外の建物，田，水路など住民にとっての「日常」のも

のを捉えていると考えられる。住民に関してはヒアリングでも「合掌造り以外の建物があっては

じめて住民の生活がある」ことを選定の理由としてあげている (5名）ことからも，意識的にこれ

らの要素を撮影していることがわかる。

●印象に残り良いと思ったものと実際に撮影されている要素

表 4-2は「印象に残り良いと思ったもの」をカメラ回収時に観光客に複数選択回答してもらっ

た結果である。ここで特徴的なのは合掌造りの建物の次に水路が高い評価となっていることであ

る。全体の 73%が印象に残り良かったとしている一方で，要素としては全体の 7%に写っている

にすぎない（表4-1)。住民は観光客に比べ花の写真には水路が，水路の写真には石垣が写ってい

る割合が多いことからも，現在の観光客のルートでは水路の印象を撮影に仕向ける草花などのし

かけがな<. さらに伝統的な水路が認識されにくいことから， こうした差が生じているとも考え

られる。



白川村荻町における文化的景観の保全に関する研究 127 

表 4-2 印象に残り良いと思ったもの

Table 4-2. Elements of positive impressions. 

合掌造りの 水路や
季節の花

田んぼや畑
周囲の山 庄川の流れ 生活している Iその他

建物 池の水 などの農地 人々
I 

（人） I 92 70 50 41 37 30 19 

I~-2 割合(%) 95.8 72.9 52.1 42.7 38.5 31.3 19.8 

図4-7 合掌造りの建物（観光客撮影）
Fig. 4-7. Gassho-style buildings (by tourists). 

図4-8 合掌造りの建物（住民撮影）
Fig. 4-8. Gassho-style buildings (by residents). 

●合掌造りの建物を中心とした構図

構図を見るために，合掌造りの建物が撮影されているものについて，一番手前にある合掌造り

の建物の写真上での高さを集計した（図 4-7, 4-8)11)。観光客と住民それぞれの値を t検定にか

けた値は 5%以下となり，有意な差が見られた（表 4-3)。図 4-9は建物の大きさを 1cmごとに

集計し枚数の合計の全体に対する割合を示したものである。観光客では 3cm 以上， 4cm未満の
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表 4-3 写真上の合掌造りの建物の大きさ ものが最も多くなっているのに対し，住民は 1
Table 4-3. Size of Gassho-style buildings 

in pictures. 

枚数 I平均値 (cm)IP値 (t検定）

観光客 150 4.63 
全体

住民 100 3.14 

白川郷ら観光客 50 4.21 

しい景観住民 42 2.60 

3.52x10-7 

cm以上 2cm未満が最も多い。それぞれの平

均は観光客 4.6cm住民 3.1cmと住民は観光

客の約 3分の 2の大きさになっている。観光

客は合掌造りの建物を大きく中心に据えて撮

影しており，住民は合掌造りの建物を小さく入

れていることからも， 住民の方が景観を総体と

2.18X 10-4 して捉える傾向にあることが推測される。

②白川郷らしい景観

質問した 4つの印象のうち，今後保存地区が

「見せる」姿の指標になると考えられる「白川郷らしい景観」について同様に要素と構図か らその

特徴を把握する。

まず， 9つの要素が写っている枚数と割合を表 4-1の下段に示す。住民，観光客ともに全体の

7割に合掌造りの建物が写っ ている。全体の評価と比較すると田と森林が写っている割合が，観

光客と住民の双方で増加している。その他の要素に関しては観光客では割合に大きな差はない

が，住民では合掌造りの建物，森林，樹木が多くなり，合掌造り以外の建物や水路，石垣の割合

が評価全体の割合に比べて減少している。全体では合掌造りの建物，樹木，田， 森林の 4要素に

大きく片寄っている。全体の傾向と同様に， 要素ごとに住民と観光客で割合が等しいとの帰無仮

説をx二乗検定で比較したところ，住民と観光客の間に有意な差は見られなかった。白川郷らし

い景観では住民が合掌造り の建物の入っ た写真を多く選び，観光客が田の写っている写真を多く

選んだことなどから，両者の差異が緩和されたと考えられる。

次に，合掌造りの建物の写真上での大きさを全体評価と同様に集計した結果が図 4-10である。

観光客は全体の評価と大きな差はないが，住民は平均が 2.6cm,全体では 18%だった 1cm未満

が24%とさらに小さくなっている。また， 全体では 16%を占めていた 7cm以上の ものが選ば

れていない。つまり，住民はさらに建物を小さく捉えたものを白川郷らしい景観として選んでい

゜
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図4-9 合掌造りの建物の大きさ （全体）
Fig. 4-9. Size of buildings in pictures (all data). 
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Fig. 4-10. 
図4-10 合掌造りの建物の大きさ（白川郷らしい景観）
Size of buildings in pictures (typical landscapes of Shirakawa-go). 

ることがわかる。

3. 小括

観光客と住民の文化的景観に対する認識の比較から，観光客の周遊ルー ト以外にも，全景俯厳

地点をはじめとする景観のポイントの存在が確認できた。建物を撮影する構図では絵葉書，住民，

観光客の順に合掌造りの建物を妻面から捉える傾向があった。さらに，観光客の認識している保

存地区の姿は住民に比べて合掌造りの建物を大きく据えて花などを入れた景観に特徴が見られる

のに対し，住民は合掌造りの建物と田，水路と石垣など特徴となる要素の組み合わせもさまざま

であり ，建物は観光客に比べ小さく捉える傾向にあった。「白川郷らしい景観」として，要素では

住民観光客共に合掌造りの建物，田，森林，樹木の割合が多く ，住民と観光客の差異が緩和さ

れているものの，構図では住民は観光客に比べさらに建物を小さく捉える傾向が見られた。

以上のことから，現在の表層的な観光形態では来訪者に提供されている視点は地区の主役であ

る合掌造りの建物に集中しているが，住民の認識からは，合掌造りの建物だけではなく，ほかの

要素も含めた総体的なものとして地区の景観を提供する視点が今後必要であることが示唆され

第 5章 景観保全制度および維持管理の現状

1. 本章の目的と構成

本章では 「文化的景観の保全」の，「保全」するという部分に関してどのような立場から何を対

象としてどのような働きかけが行われているのか現状を把握し，その問題点を明らかにする。

保全のしくみは図 5-1のようになっている。

まず，保全は「保全制度」と「維持管理」というふたつの仕組みを両輪として成り立っている。

保全制度はさらに 「規制」と「誘導」に分けることができる心規制は主に「～してはいけない。」

という制約を与えるもので，誘導は補助金制度などで，「～しましょう」と奨励するものであり，

その立脚点が異なる。規制の主体は大きく国 ・地方自治体と住民に分かれる。国 ・地方公共団体
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叫［こここ二条例（県・村）一計画・基準（村）

保全のしくみ「lj度ー[~~―補助金制度 （国・県定村''.二
維持管理 （住民•財団・公社）

図5-1 保全のしくみ

Fig. 5-1. Conservation system. 

による規制の階層は，法律，条例，計画・基準の順で，法律は条例の，条例は計画・基準の制定

の根拠となっている。

これらの主体と規制および誘導は村レベルでは実態として明確に分離されているわけではな

い。主体に関していえば，いずれも住民財団，行政など組織は異なるが，常にそれぞれのあい

だに緊密なやりとりがあって進行しているのが現状である。規制と誘導も，たとえば合掌造りの

建物の修理などでは両方が同時に関係するものである。

維持管理の主体としては住民および財団，公社などの組織がある。また，世界遺産に登録され

ることで直接規制や補助が生じることはなく，地区が独自の保全策を有していることが，世界遺

産登録の条件となっているものである。

本章ではまず，大きく，保全制度の内容，保全制度のしくみ，維持管理という 3項目から現状

を把握する。

2. 規制の概要

保存地区周辺の景観保全にかかわる現在の規制や基準を表 5-1に，それぞれの規制および基準

による対象区域を図 5-2に示す。規制は国の法律，県および村の条例，村の計画および基準，の

3段階に分けることができる。また， これらのほかに住民が主体の協定があげられる。これら 4

つに関して，概要を把握する。

(1) 法律（国）

森林法は保存地区周辺の保安林の，砂防法は保存地区南東部にある砂防ダム周辺の，河川法は

ー級河川である庄川の，自然公園法は白山国立公園のそれぞれ指定根拠となっている。

ここでは保全に直接関係している文化財保護法のなかで，直接空間要素には反映できない部分

を中心にその概要を把握する。文化財保護法は，国指定重要文化財である和田家と，白川村荻町

重要伝統的建造物群保存地区選定の根拠となっている。文化財保護法では「周囲の環境と一体を

なして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの（第二条五）」を伝統的建造

物群であると定義している。重要伝統的建造物群保存地区の選定基準叫こある「周囲の環境の地

域的特色」は文化的景観の特徴とも受け取れ，「建造物群」ではあるが，概念としては「環境」に

着目したものであるといえる。

(2) 条例（岐阜県・白川村）

景観保全に関係する条例としては岐阜県の自然環境保全条例，村の白川村自然環境の確保に関

する条令，および白川村伝統的建造物群保存地区保存条例の 3つがあげられる。

県の自然環境保全条例は，「自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第四十五条都道府
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表 5-1 地区の景観保全にかかる規制や基準

Table 5-1. Regulations and guidelines for conservation of landscapes. 

名称 制定年 指定・選定

文化財保護法 S.25 
重要伝統的建造物群保存地区

重要文化財

森林法 S.26 保安林

砂防法 M. 30 砂防指定地区

河川法 S.39 ー級河川

国立公園特別保護地区
自然公園法 S.32 

国立公園特別地域

農業振興地域の整備に関する
S. 44 農業振興地域

法律

（食料・農業・農村基本法） H. 11 直接支払農地

岐阜県自然環境保全条例 S.47 県自然環境保全地区

白川村荻町伝統的建造物 s. 51 
伝統的建造物群保存地区

群保存地区保存条例 （伝統的建造物・環境物件）

歴史的文化的景観保護地区・白
白川村荻町自然環境の確保に

H. 6 川村荻町自然環境の確保に関す
関する条例

る条例による保護地区

白川村第五次総合計画 H. 13 

白川村荻町伝統的建造物 s. 51 

群保存地区保存計 (H.6改訂）

白川村荻町伝統的建造物

群保存地区景観保存基準
S.60 

荻町総合振興計画 H. 10 

景観保存基準におけるガイド
H.11 

ライン

白川郷荻町集落の自然環境を
S. 46 

守る住民憲章

荻町から看板を失くする運動 S. 55 

※（財）世界遺産合掌造り保存財団

※※白川郷荻町集落の自然環境を守る会

131 

関係省庁

文化庁

林野庁

国土交通省

国士交通省

環境省

農林水産省

農林水産省

県は，条例で定めるところにより，その区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地

の区域で，その区域の周辺の自然的社会的諸条件から見て当該自然環境を保全することが特に必

要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。」という条項に基づいて制

定された条例で，「都道府県自然環境保全地域」の指定根拠となっている。これは，人為の入らな

い自然を念頭においた保全地域の指定である。

また，白川村自然環境の確保に関する条例は「良好な自然環境の確保」を目的としているもの

の，内容としては「地域の自然的，社会的条件に応じた自然環境の確保（第三条）」，「重要な郷土



132 黒田乃生

．
 

．．
 ．．
 ．
 

••• 

．
 

．
 
會．．．
 
• 

石川県

．．
 ．．． 
•: 
．．
 

．
 
．
 

ヽ

．．． 

ー

宮山県

． ． ... ． 

凡例

■ 盟ば翌1保存地区

・ 歴史的文化的棗観保設地区

か"''自 目県自然環墳保全地区
● ""'' 

保安林

・ 砂防指定地区

■口立公園打双保11地区

■oo立公園特別地填

― —級河川

村全壌白川村荻町自然環填の碕保に1111する
条例による保穎地区

岐,:,.v,

図5-2 白川村の指定地区

Fig. 5-2. Legal protection area. 

の歴史的，文化的資産を保存するため（第五条）」など，人の手の入った自然をも対象としている。

さらに，この条例の施行規則では，「歴史的文化的景観保護地区」を定めているが， この「歴史的

文化的景観保護地区」と，条例の定める地区全体，すなわち，白川村全域はそのまま世界遺産の

緩衝地区 I,IIとなっている。この条例は世界遺産登録直前の平成 6年 (1994)に改正されてい る

が，これは世界遺産地区のバッフ ァーゾーンを確保するためであり，その結果「歴史」や「文化」

が強調される内容となっている。

伝統的建造物群保存地区保存条例（以下「保存条例」）は行為の規制も文化財保護法施行令（昭

和 50年 9月9日政令第 267号）に準拠しており，荻町特有の内容はない。

(3) 計画・基準 （白川村・ （財）世界遺産合掌造り保存財団）

景観保全に関係している村の計画および基準は白川村第五次総合計画，白川村荻町伝統的建造

物群保存計画，白川村荻町伝統的建造物群保存地区景観保存基準および荻町振興計画の 4つがあ

げられる。

白川村第五次総合計画（以下「総合計画」） は平成 13年度に策定され，「日本一美しい村つ くら

まいか」というタ イト ルからもうかがえるように「美しい風景」に大きく比重をおいた内容と

なっている。「白川びとの美」の重点施策として「白川郷の風景を守るルールづくり」「村民の協

力による景観づくり」「（仮称）白川郷景観条例」などがあげられ，「村の風景と文化の保全」が大
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きな目標として掲げられている。また，具体的な計画内容では「農業の振興による白川郷の風景

の保全」，「林業の振興による森林風景の保全」など，衰退しつつある第一次産業を「風景保全」

という目標で活性化させようという内容になっている。

白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存計画（以下「保存計画」）では，伝統的建造物群保存地

区の範囲および伝統的建造物，環境物件を決定している。ここで決定された保存地区はそのまま

世界遺産地区であり，荻町の集落部が範囲になっているが，集落と山の範囲境界は字界ではなく，

大正期に開通した大郷水路がその境界線となっている。保存計画も保存条例同様，世界遺産登録

前の平成 6年 (1995年）に改訂されている。

白川村伝統的建造物群保存地区景観保存基準は昭和 60年(1985)に作成され，保存地区で初め

て基準を数値で示した具体的な内容となっている。これは伝統的建造物群保存地区の見直し調査

の結果をもとに専門家，住民組織，地元建設業者の意見を参考に，白川村荻町伝統的建造物群保

存地区保存審議会（後述）の協議の結果作成されたもの3)である。内容は主に建造物に関する非常

に具体的で細かい基準に対して，建造物以外の空間要素に関しては曖昧なものとなっている。

荻町振興計画は，（財）世界遺産合掌造り保存財団（以下「合掌財団」）が平成 10年(1998)に策

定したもので，合掌財団のさまざまな事業の根拠となっている計画である。建物以外の空間要素

については特に旧国道に力点を置いてその修景計画について述べているが，その他では「宅地内

の美化」で「外構の整備」，遊休地を「さりげない花畑」とするなど，具体的な方向性が現状の空

間構成とずれた内容になっている。この計画は後述する合掌財団の事業の根拠となっている点

で，修理修景には効力を発揮しているが，実際に総体としての景観をいかにつくっていくかとい

う視点は欠けている。

(4) 協定（住民）

住民による協定は荻町区民全員が会員となっている荻町集落の自然環境を守る会（以下「守る

会」）によって，憲章およびガイドラインという形で提示されている。

「白川郷荻町集落の自然環境を守る住民憲章（以下「住民憲章」）は，昭和 46年(1971)という

最も早い時期に集落の保全を目標に掲げられた憲章である。合掌造りの建物の保存を目的とする

会に「自然環境」という名がついている理由について，「合掌だけでなく，鳩谷区（筆者註：荻町

の隣集落）の山林まで含めた周囲の自然環境を守るべきだ」という意見が当時の若い人々の間に

強く，その結果「自然環境をまもる」という名前になったとされている％住民憲章は保存の原則

を以下のように掲げている。

美しい荻町の自然環境を守るために，地域内の資源（合掌家屋・屋敷・農耕地・山林・立木

等）については「売らない」「貸さない」「こわさない」の三原則を守ろう (2. 保存の原則）

ここで，「屋敷・農耕地・山林・立木」を掲げていることは注目できる。地区における保全活動

の始まりに，そもそもの理念として合掌造りの建物だけでなく周囲の環境を守ろうという意図が

あったことは特筆すべき点で，この理念はつまり，文化的景観を守ろうという姿勢にほかならな

い。しかし，守る会結成当時では「まだ環境思想は希薄であり，いわんや自然に対する認識の欠

落していた世相刃であることがほかの空間要素に関する具体性の欠如の原因とされている。 こ

れはすでに述べたように妻籠などの「まちなみ」にならって始められた荻町集落の保全が「農村」

であることの特徴を最大限保全するという発想が社会的になかったための必然であるともいえよ

う。
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景観保存基準におけるガイドライン（以下「ガイドライン」）は平成 11年 (1999)に作成され

た。これは景観保存基準では網羅していない建築面積や敷地形状についてのガイドラインで，現

状変更申請への対応策としてつくられたものである。後述のように，現在では現状変更の際に保

存基準とともに最も規制の効力を発揮している。

荻町から看板を失くする運動は昭和 55年 (1980)に荻町区内業種別代表者，守る会，白川村，

白川村教育委員会によって作成された。「荻町の環境を最も自然な形で保存」するための「種種雑

多な阻害要因」を取り除くことを目的としており，現在も，原色を用いたプラスチック製の看板

が道路標識を除いて地区ではほとんど見られないのは，この規制が大きな効果を発揮した結果で

あるといえる。

3. 空間要素への対応

規制・基準および補助の内容と空間構成要素との対応を把握する。ここでは対応している空間

要素すべてについて取りあげるため， 3章で扱った要素に標識・看板，石垣の 2要素を加え，森

林は集落周辺部の森林と遠景の森林の 2種類に，建物の分類は便宜上伝統的建造物と非伝統的建

造物に分類した。

表 5-2は空間要素によってどのくらい具体的に保全の方向性が定められているかを 5段階に

色分けをしたものである。色が農いほど具体的な内容が示されている。また，具体的な内容につ

いて色，材料，大きさ，形・様式，配置に関して述べられている場合はそれぞれa~eで表中に示

した。全体として国，白川村，住民と法的な拘束が弱まるにつれ，内容が具体的になっているこ

とがわかる。また，補助に関しても建物に大きく偏っており，環境物件に指定されていないほか

の要素に対する補助や助成はほとんど行われていない。

空間要素ごとの規制および誘導の内容を大まかにまとめると，以下の 2つの問題点が整理され

る。一つめは authenticityと修景の役割，二つめは規制内容の不整合である。

(1) authenticityと修景の役割

規制の内容から見た，保存地区の空間要素は authenticityを要求される文化財としての合掌

造りの建物を中心とする伝統的建造物と「歴史的景観に調和」することを求められるそれ以外の

要素に大別できる。以下に主な空間要素ごとにその内容を概観する。

①伝統的建造物

伝統的建造物に関しては，「文化財保護法の一部を改正する法律等の施行について」（昭和 50

年 (1975)庁保管第 191号 各都道府県教育委員会あて文化庁次長通達）にはこうした建造物に

関する現状変更の規制が「主としてその外観を維持することを目的であることに留意されたい」

としており，「外観の保存」つまり，いわゆる「まちなみ」でいえばファサード保存を推奨してい

ることがわかる。保存計画は昭和 51年 (1976)に作られたものが世界遺産登録の前に改訂されて

いる。内容は全般的に書き換えられているが，伝建物に関しても旧保存計画では「外観および道

路上より容易に観察できる内部の現状を維持すること」としているのに対し，新保存計画では

「現状の構造および屋根，外観の維持を目的とした修理を行う。」「復原は，科学的調査と根拠に基

づくものとする。」となっており，前者に比べてより一般の文化財建造物に近い修理方法に変更さ

れ，ある根拠に基づく authenticityが要求されていることがわかる。保存基準では「保存・修理

基準」として，具体的に基準が示されている。この基準は昭和 60年 (1985)につくられ，その後
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改正されていないため，「外観および道路上より容易に観察できる内部の現状を維持すること」と

いう旧保存計画の内容がそのまま冒頭に示されている。内容は場所や形態に関する細かい基準と

なっている。この基準が後述のように伝建物の現状変更において最も大きな効力をもっている。

②伝統的建造物以外の主な空間要素

その他の空間要素のなかで，最も細かい基準が設けられているのが非伝統的建造物である。旧

保存計画と新保存計画を比較すると，旧保存計画では建物の高さを「10m以下」とし，伝統的建

造物群の環境を害さないよう色彩・材料を考慮することとなっている。新保存計画では「歴史的

風致を損ねる状態にあるものについては，周囲の景観に調和させることを目的とした修景を行

う。」となっており，具体的には保存基準に従うこと，とされている。保存基準では材料，色，形

の詳細な基準が設けられている。特に色に関しては基準では新築は自然色または古色塗，増改築

は古色塗となっている。この「古色」に関してはさまざまな議論が続けられてきたが，最近になっ

て茶褐色を中心とした「伝建色」が定められ，基本的にはそのなかから選ぶようになっている。

保存地区内の農地は農業振興地域に指定されており，用途の変更が規制され，新改築などの開

発行為が制限されている。平成 13年度 (2001)の白川村荻町農村空間整備事業ではいわゆる農振

白地農地の問題について指摘している6)。これによると，荻町は「農振地域」ではあったものの，

「農用地」と「農振白地地域」の線引きが平成 12年度 (2000)まで行われなかったために，農地の

改変が進んでしまったとされている。つまり，保存地区では農振法は農地を保全する力にならな

かったことがわかる。農用地の線引きによって，平成 12年度 (2000)には中山間直接支払制度の

認定を受けた。保存地区内には上町の棚田を中心に直接支払い農地が点在しており，荻町内では

合計 356筆 162203m2となっている”。

環境物件に指定されているものの例として，水路があげられる。水路は当初環境物件ではな

かったが，平成 6年(1994)の保存計画の改訂時に東側 290m,西側 260mの大溝が環境物件と

して指定された。水路に関しては保存計画で「現状維持を原則とするが，現状が歴史的風致を損

ねる状態にあるものについては科学的調査と根拠に基づいて，修景，復旧，整備する。」とある。

その他の水路に関しては道路と同じで現状維持が原則とされている。現在保存地区内では土水

路石の旧水路新しい石の水路， U字溝が混在しており，ここで述べられている「現状維持」

の「現状」がいつの時点かはっきりしない。「科学的調査と根拠」についても，現状の位置と素材

については平成 12年(2000)以降の幾つかの調査で把握されているが，それがどのように今後の

改修の「科学的根拠」となるのかは定まっていない。また，水路網全体を保全するための規制は

ない。

庄川は保存地区の範囲外でもあり，ある程度「治外法権」で整備事業が進められている。工事

に関しては守る会の審査は受けるものの，デザイン面での明文化された規制・基準は何もないの

が現状である。

地区をとりまく森林には現在4種類の地区指定がされている。歴史的文化的景観保護地区を指

定している自然環境の確保に関する条例では「自然環境に影響を及ぼすと考えられる開発行為等

に対し行為を制限する措置を講ずることができる」としているが，その地区にのみ有効な具体的

な方針や方向性などは打ち出されていない。

(2) 現状との不整合

現在の規制内容にみられる主な不整合は以下のとおりである。
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①建造物の位置

非伝統的建造物の位置に関して，保存基準とガイドラインをあわせると旧国道沿いの壁面後退

は1.8m以上， 6mまでとなる。ヒアリングでは 1.8mは雪が降っても子供が安心して登下校で

きる幅を想定しており， 6mに関してはその根拠は明確でないが，おそらく建物の密集を防ぐ手

段として設けられた基準であろう。旧国道沿いに関しては後述の伝統的建造物群保存地区保存審

議会でも常にその方向性が定まっていないことが指摘されており，議事のなかでは「街道景観」

であることが強調され，「ファサードをそろえる」ように指導しているのが現状である。

②道路および駐車場の舗装

舗装については保存基準と保存計画では若干その内容が異なる。保存基準では敷地面につい

て，「舗装を避け土面露出または小砂利敷」とするが「自然石の敷石，飛石などはこの限りではな

い」とされているが，保存計画では道路の舗装について「未舗装の地道はそのままとし，既舗装

の道路については舗装改修時に歴史的景観を考慮し， 地道風の仕上げとする。」 と定められてい

る。現在ほとんどの道路がアスファルト舗装となっており，保存計画に定められている地道もし

くは地道風のところはあまり人の通らないあぜ道などでわずかである。保存基準において「この

限りではない」となっている自然の敷石，飛石についても飲食店の駐車場などに若干自然石の乱

貼りが見られるが，現在では石敷きにする現状変更は認められていない。村では景観に調和する

舗装材をいろいろと試しているが， これといった具体案はな<, これまでは多くを洗い出しのコ

ンクリート敷きにするように指導してきた。洗い出しのコンクリートもその骨材の種類や量に

よって外観はかなり異なるものとなっている。つまり，保存基準や保存計画の基準は一部守られ，

一部無視されるという奇妙な現状となっている。この理由として「以前は現状変更が通った」と

いう「慣例措置」を保存計画以降も引きずってきてしまったことがあげられる。さらに，たとえ

ば和田家横の板敷きの道が農林省の事業であったようにその基準が工事を行う部署に浸透してい

るかどうかによって，基準が守られない場合もある。

③森林の開発

森林に関しては，歴史的文化的景観保護地区を指定している「自然環境の確保に関する条例」

では「自然環境に影響を及ぼすと考えられる開発行為等に対し行為を制限する措置を講ずること

ができる」としている。保存計画では，保存地区周辺の「自然環境と文化的景観の保存を図る」

ために「歴史的文化的景観保護地区」を定めたとしているが，当該区域にのみ有効な具体的な方

針や方向性などは打ち出されていない。現在みられる周辺の森林における顕著な開発行為が，

スーパー林道と，平成 14年 (2002)4月に一部供用が開始された東海北陸自動車道である。保存

地区から見える森林に最も大きな負荷を与えている。東海北陸自動車道についてはインターチェ

ンジの位置の変更，架橋の色の決定などが守る会や伝統的建造物群保存地区保存審議会で協議さ

れた。これらの道路建設は上記の指定などにおける開発行為の「特例」あるいは「許可されたも

の」であることになるが，結果としては保存地区の南の入り口に高速道路の橋梁がかかり，景観

は大きく変化した。

④標識・看板の規格

標識・看板に関しての基準は「荻町から看板を失くする運動」に数，大きさ・高さ，材質・構

造，色彩など具体的に規格が設けられている。現状では全体の看板の 45%がこの基準に違反して

いる8)。違反している項目で一番多いのは材質で，全体の 41%となっている。基準では木，石，皮
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革，毛皮となっており保存地区内に多く見られる金属のものが違反の大部分を占めている。村の

設置した案内ポールも金属製である。材質と並んで多いのが色彩で， 全体の 38%を占める。ま

た，「1つの営業所に 1つ」という数の面で違反しているものは 18%ある。材質や大きさなどこ

の規格自体が現状とそぐわないものとなっている部分もある。

(3) 誘導一補助金の概要一

現在地区で行われている誘導瀕策である補助金および助成の概要について把握する。補助金は

国，県村および財団がそれぞれの空間要素に対し出しているもので，ここでは空間要素別にそ

の概要をまとめる。

①建物

●伝統的建造物

白川村伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱（以下「補助金交付要綱」）によると，その補助

率を「合掌建造物については外観保存のための屋根・壁・建具および土台の修理並びに内部の

柱・土台等の軸部の修理に要する費用の 10分の 9以内の額」としている。この 90%の補助額の

うち国が 65%(補助項目は，文化財保存事業費・国宝重要文化財等保存整備費補助金・重要伝統

的建造物群保存地区保存修理），県が 10%(岐阜県文化財保護費補助金・国指定文化財保存事

業）， 25%が村負担となっている。さらに補足的な形として，合掌財団によって棟茅葺替え助成・

差茅助成・伝建物修理費助成（非営業者対象）が，費用の何割かを負担するという形で行われて

いる。

茅葺以外の伝建物に関しては補助金要綱ではその補助率を「外観保存のための屋根・壁・建具

および土台の修理並びに内部の柱・土台等の軸部の修理に要する費用の 10分の 9以内の額」 と

している。

●非伝統的建造物

補助金交付要綱によると修景の場合主屋の増改築・修理時および，倉庫・車庫等の増改築につ

いては「外観を伝統的建造物様式にしたものに限り，外壁・建具等の景観上影響ある箇所に要す

る費用の 10分の 9以内」を補助率として定めている。さらに「昭和 51年 9月重要伝統的建造物

群保存地区選定以前の建物で，主屋の鉄板葺を指定色に葺替修景する場合に限り，その費用の 10

分の 9以内」を補助率としている。その他，合掌財団から修景事業として，定められた色のトタ

ン屋根への葺き替えに助成が出されている。また，修景協力助成金によってトタン壁→板壁，

サッシ建具→木製建具などの変更に係る経費の一部を助成している。

②水路・樹木（環境物件）

また，補助金交付要綱では，環境物件について「修理又は復旧に要する費用の 10分の 7以内」

を補助率としている。

③石垣（エ作物）

補助金交付要綱では伝統的工作物について「修理又は復旧に要する費用の 10分の 7以内」を

補助率としている。

④農地

合掌財団が休耕田活性化事業として「休耕田」を整備し，村民の憩いの場として活用すると共

に，景観修景を行っている。内容としては休耕田の蓮池整備などである。中山間地直接支払い農

地の制度によって助成が得られているものの，この交付金は荻町ではコイン精米機購入の準備金
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として利用され，農家に配分された 50%も所有耕地面積が小さいために補償額は非常に少ない

とされている凡

⑤その他

合掌財団で行っているその他の助成事業として，生活関連のあるいは工事など，さまざまな行

為に使用されるビニールシートに対し，通常の青色ではなく，目立ちにくい茶色のシートを奨励

するために割高分の助成をする 「ビニールシート指定色奨励事業」，また，伝統的なオダレ（雪囲

い）に対して守る会を通じて 9割の助成を行っている。

(4) まとめ

保存地区にはさまざまな段階で保全のための規制がかけられている。その多くは保存運動の結

果としての重要伝統的建造物群保存地区選定や世界遺産登録を担保するために儲け られた もので

ある。これらは現在に至るまで，付け加えられ，改訂されてきたことがわかる。また，具体的な

規制や基準は標識・看板を除けば建物に集中している。規制の内容からは空間要素が authentic-

ityを要求される合掌造り の建物をはじめとする建造物と， 「歴史的景観に調和」することを求め

られるそれ以外の要素に大きく分かれた。また，これらの内容は現状と必ずしも一致しておらず，

基準によ って景観が誘導されているとはいえない現状にある。また，補助に関しても建物に大き

＜偏っており，環境物件に指定されていないほかの要素に対する補助や助成はほとんど行われて

いない。

4. 保全制度の運用

(1) 現状変更の流れ

現在保存地区内で現状変更の流れは図 5-3のとお りである。現状変更をする場合は，現状変更

申請を守る会に先ず提出しなければならない。月 1回の守る会の会合ですべての現状変更が審査

され，許可，条件付許可，不許可を決定する。不許可とな った案件についても，申請者は守る会

の指導に従って再申請をすることが多い。また，不許可，条件付許可にあたっても，説明が必要

申請苔提出

審培の必要な申請のみ

審培事項として取り 上

げる

l申請者（荻町区民 ・村 ・会社組織等）

● ●  許可 ・粂件付許可 ・不許可

守る会（守る会自体は荻町区民全員が会員）

（月 1回の会合）

• 方針設定

白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存審譲会

主催者 ：白川村教育委員会 （年 2回の開催）

図5-3 現状変更のながれ
Fig. 5-3. Procedures for modification. 
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な場合は守る会役員と教育委員会の担当者らは申請者を直接説得しに行く。多くの現状変更申請

はこの守る会で解決されていくが，決定の困難なものについては年 2回の伝統的建造物群保存地

区保存審議会（以下「伝建審」）で審議されることになる。ここでは毎回 5件前後の案件が議論さ

れ，方向づけされる。また，この審議を通して現状変更の是非だけでなく，集落の景観をはじめ

とするさまざまな議題についても議論される。審議会で方向性が定められた案件は教育委員会お

よび守る会が最終決定をし，申請者にその内容が告げられる。

(2) 守る会による現状変更の審査

高橋ら10)は伝統的建造物群保存地区選定の昭和 51年 (1976)から平成 11年 (1999)までの現

状変更の分析を行っているが， これによると，総申請件数は 1092件で年間件数は世界遺産登録

を機に増大している。変更箇所は，建築物が全体の 6割を超えている。

守る会の会合では各申請および申請が承諾される場合の許可条件についての協議が行われてい

る。石垣などの工作物や舗装に関してもそのつど協議され，なるべく「周囲の環境にあった」も

のにするよう指導しているが，建物以外の明確な基準が定められていないものに関しては「先例

に従う」という方法がとられることが多いのが現状である。

(3) 伝統的建造物群保存地区保存審議会による方針決定

伝建審では特に問題と思われる申請に関しての審議を行う。ここでも建物を中心とした変更に

ついて扱われることが多い。平成 13年度~14年度 8月の 3回の審議事項 10件のうち建築が 8

件，舗装が 1件，その他 l件となっている。建築に関しては増築の限度や，特例を設けるかどう

かなどについて審議される。 13年度の舗装に関する審議では，保存地区全般に関してどのような

舗装が望ましいのか改めて協議されたが，明快な答えのないままになっている。

(4) まとめ

以上のことから，こうした現状変更にかかわる保全システムも建物に関する協議のこまやかさ

に比べ，他の要素に関しては申請件数の少なさと共に協議内容も明確かつ客観的な判断ができな

い状況にある。これはひとつには建物以外の要素に関しては基準が浸透していない，あるいは基

準があっても現状にそぐわないものになっているということがその要因であると考えられる。

5. 維持管理主体

保存地区における維持管理の主体は所有者，住民の共同作業，財団，法人等に分けることがで

きる。所有者の維持管理に関しては「利用」ということで 3章の最後にその利用と要素のかかわ

りの変容について述べた。ここでは個人以外の，住民の共同作業，財団，法人等による空間要素

の維持管理について把握する。

(1) 住民の共同作業

まず，生活の維持のための共同作業は「ニンソク」と呼ばれ，道路，水路などの掃除手入れを

行う 11)。水路掃除は「ユスイサライ」と呼ばれ現在も年2回，道路の草刈などと同時に行われて

いる。次に個々の家で起こる事柄に関する互助労働の形態として「ユイ」と「コウリャク」があ

げられる。「コウリャク」は多くの人手が必要な場合の手伝いで，一方的な労働提供である。これ

に対して「ユイ」は提供された労働に等量の労働をもって返すのを建前とする労働交換で，以前

は田植えや養蚕にも行われていた12)。現在は合掌造り家屋の屋根葺を「ユイ」でしている。昭和

43年 (1968)に合掌組合ができてからは，組合が中心となって屋根葺が行われる場合が多い。合
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表 5-3 合掌屋根葺の参加者の変化

Tal'>le 5-3. Changes in participation for thatching roofs. 

1940 

人 ％ 人

合掌居住者（地区内） 28 47.5% 56 

合掌居住者（地区外）

゜
0% 22 

組内 14 23.7% 15 

親戚 11 18.6% 27 

組外（非合掌造り居住者） 6 10.2% 33 

合計 59 153 

白川村教育委員会 (1989)『「結」と合掌Jp.22より抜粋。

表 5-4 合掌財団の事業内容

Table 5-4. Current projects of Gassho-foundation. 

修理事業

修景事業

事業推進

調査・普及事業

継続事業

棟茅葺替え助成

差茅助成

伝建物修理費助成

トタン屋根葺替え助成

ビニールシート指定色奨励事業

修景協力費助成金

自治保存会活動費助成

地域づくりのための荻町振興計画の具体化

インターネット活用事業

マナー・マップ

せせらぎ公園受託

世界遺産白川郷合掌造り保存基金
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1976 

％ 

36.6% 

14.4% 

9.8% 

17.6% 

21.6% 

ヒアリングおよび http://shirakawa-go.org/heritage/f2.html2003/09/29更新 2003/10/18参照よ

り作成。

掌組合は，荻町だけでなく白川村全体の合掌造り家屋の所有者で組織されている。表 5-3からも

わかるように合掌組合のできる前後では屋根葺の参加者が変化しており，これは保存地区外の合

掌居住者や片務的な手伝いが増えたためであるとされている 13)。地区外の合掌所有者は合掌組合

員であると考えられる。「コウリャク」に関しては農作業の手伝いなどの形で現在もさまざまな場

面で続けられている。平成 11年 (1999)に土砂崩れの被害にあった合掌造りの民宿に住民ら約

100人がすばやく土砂の撤去にあたったことは記憶に新しい14)0

住民の共同作業による「保全」は世界遺産の authenticityの説明にも用いられており，保全の

担い手として大きく位置づけられている。しかし，社会の変容に伴って，返すのが甚本である「ユ

ィ」は変容し，合掌造りの建物所有者を中心に行われるいわゆる「現代ユイ」が主流となってい

る。

(2) (財）世界遺産合掌造り保存財団

合掌財団は伝建地区の保存にかかわる多様な問題に対応するために平成 9年 (1997)に設立さ
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れた。主な事業は表 5-4のとおりである。修理修景事業は保全制度の項で述べた補助金や助成の

ことで，自治保存会活動費助成というのは守る会に対する助成となっている。調査・普及事業の

地域づくりのための荻町振興計画の具体化として，大学や調査機関に委託してさまざまな調査を

行っている。平成 11年度 (1999)は景観調査，平成 12年度， 13年度 (2000,2001)は観光調査，

平成 14年度 (2002)は環境物件の見直し調査となっている。ここでは合掌造りの建物以外の保存

に関する事柄にも重点をおいて調査を進めている。そのほか，インターネット活用事業やマナー

マップ（遊歩マップ）の作成などさまざまな媒体を通して外来者に保存について伝える事業も

行っている。継続事業とされているのは毎年度継続して行っている駐車場管理などの事業のこと

で，合掌財団の運営金である合掌造り保存基金のためのものである。

こうしたさまざまな事業は白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存基金を財源に，県からの補

助金を受けながら進められている 15)。

全体で見ると，助成対象は建物に偏ってはいるものの，調査やその活動を通して，保全にかか

わる多くの問題点の具体的な解決策を提示することのできる組織となっている。

(3) 法人等

住民に代わって地区内の一部の農地を耕作しているのがサンフラワーという農業生産法人（有

限会社）である。 7,8年前に白川村の農地が減るのを何とかしなければ， ということで発足し

た16)。現在荻町内にも上町をはじめ，委託されている耕作地が点在している。委託内容は水稲に

関しては作業委託のみで転作地ではそばを栽培しているが，地方公社的な色合いが強く「赤字が

出なければいい」という経営方針で進められており，料金設定も他地域のものに比べ非常に安価

であるとされている 17)0

6. 小括

景観保全の現状として規制，誘導，維持管理の側面から以下の 5つが明らかになった。

まず，地区の空間に対する規制の根拠となっているものはその多くが文化財に関連している。

つまり，住民運動から始まったとはいえ，その規制は大きく「文化財のまなざし」のもとに設定

されているといえる。次に，こうした規制は世界遺産登録や現状変更決定基準の要求など，必要

が生じるたびに改訂され，付け足されてきているが，とりあえず目の前の問題を解決するという

姿勢が，規制の根拠と内容の不安定さから読みとることができる。また，見直されていない基準

に関しては現状との鮒語も見られる。

空間要素に関してはその対象は建築に大きく偏っている。これもやはり，伝統的建造物群保存

地区という文化財の考え方に偏りすぎた保全制度の結果であると考えられる。伝統的建造物群保

存地区は有形文化財の「建造物」の延長上にあるため，名勝や史跡などの「景観」や「土地」と

強く結びついた文化財とは異なり，その保存手法が建造物に偏ることは必然であるといえる。そ

のため建築に対する非常に具体的かつ細かい基準に比べ，そのほかの空間要素に対しての方策が

後手にまわったと考えられる。

こうした制度の問題点はそのまま保全の進め方に影響しており，現状変更に関しても建物に関

する協議のこまやかさに比べ，他の要素に関しては申請件数の少なさと共に協議内容も明確で客

観的な判断ができない状況にある。

維持管理では合掌財団が重要な役割を占めており，建物以外の空間要素の保全に向けてさまざ
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まな方策を打ち出しているが，景観の目標像が明確でないために，「修景」という名のもとに単発

的なものになるおそれもある。

また，世界遺産の authenticityの証明にもなった住民による伝統的な維持管理の母体である

「ユイ」は，「現代ユイ」へと変化した。しかし，「ユイ」は変化しても保全における住民の緊密な

やりとりや，コウリャクなど，違った形で結びつきが続いていると考えられる。社会の変化と共

にこうした伝統的な手法が変化することは必然であり，「ひとびとのこころのむすびつき」を「ユ

ィ」というものに背負わせるのではなく，変化した現状のなかでいかに「むすびついているのか」

を見直すことこそが必要である。

ここで保全制度によって何が保全できるのか，ということについて考察する。ひとつは，繰り

返し述べたように「文化財」の「建造物」に対するまなざしがそのまま疑われることなく，保全

の柱となっていることである。その結果としての，建造物に対する手厚さと，その他の要素に対

する「その場しのぎ的」なやり方の差はあまりにも大きいといえよう。

もうひとつは，保全制度によって「修景」の概念が持ち込まれている点に着目したい。歴史的

景観の保全に関連してしばしば用いられるときの「修景」は，「（歴史的）景観に調和するように

手を加えること」の意味である。つまり，ある保全されるべき姿である景観にむかって，あらゆ

るものを「調和」させようという意図のもとに「修景」が行われる。荻町ではたとえば水路を「修

景」することはすなわち，コンクリートではなく石積みでつくること，であり，駐車場を「修景」

するのは植栽を施すこと，非伝統的建造物は「修景」されたものでなければ認められない。守ら

れる対象である伝統的建造物に対してはその authenticityについて議論される。しかし，それ以

外の要素に関しては，「修景」されることでそれらは本来的な意味以外の意味を付与され，「保全

の対象となるものに調和する」という使命を帯びる。このようにして，「調和した」景観が形成さ

れてい<. というのが保全制度のめざしているところでもある。

しかし，こうした結果から修景が形骸化を促進すると決めつけるのには慎重にならなければい

けない。そもそも，文化財のふりかざす価値である， authenticityとは何なのかというところか

ら考えるべきであろう。まずは，特別重要なものを確実に守るための文化財の視点はその保全方

法の一つであると認識を改め， W.Vos, H. Meekes (1999)18>が指摘したように，特別なもの(heri-

tage)にのみ着目することは文化的景観の維持にはかならずしも好ましいとはいえない， という

ことをもう一度よく考える必要がある。

第 6章結論と今後の課題

1. 結論と考察

(1) 結論

「文化的景観の保全」の実態と認識をさまざまな角度から把握し，相対的な立場から明らかにす

ることが本研究の目的であった。本研究では，第 2章から第 5章にかけて，以下の点が明らかに

なった。

第2章のまなざしの変遷と第 3章の対象空間としての文化的景観の変遷からは， 昭和 30年代

が大きな転換期になっていることがわかった。ダム建設や産業構造の変化による影響は甚大なも

のであった。この時期に現在の景観保全につながる動きが文化財制度と地元の双方ではじまり，
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それと相前後して白川村荻町の「合掌造り集落」が観光資源として記号化された。こうした動き

に呼応して村でも農業から観光へと自らのイメージを変化させていく。これは「産業構造の変化」

が「まなざし」の変化を生み出しているというよりはむしろ，「まなざし」の変化が「産業構造の

変化」を促進したととらえることができる。昭和 50年代以降はこうしたまなざしの変化，集落自

体の記号化が産業構造の変化を促進し，対象空間としての文化的景観を構成するさまざまな要素

と生活との関係は大きく変化した。特に森林ではその関係が断ち切られ，景観の変化につながっ

た。

また， こうしたまなざしの作用によって観光地として成立した荻町の観光形態は，現在は表層

的なものになっている。その結果，住民は多様な景観の要素を認識しているのに対し，観光客が

認識している地区の姿は合掌造りの建物に大きく偏っている。しかし，住民観光客ともに，「白川

郷らしい景観」では共通のイメージが見られた。つまり，地区の認識という点では，「生きている」

景観と「消費される記号としての景観」の差異が見られるが，「白川郷像」としては観光客と住民

の両者をも包括する共通する「まなざし」となる社会的な背景が存在することが示唆される。こ

れは 2章でもふれた「ふるさとイメージ」の隆盛につながるものであるといえよう。さらに，保

全制度および維持管理においても，「文化的景観の保全」とされているものが，建造物の保存に大

きく偏っていることが問題点として明らかになった。合掌造りの建物に偏った保全策が間接的な

影響となって，文化的景観の混乱が生じたとも考えられる。

(2) 考察

以上の結果を踏まえて，「文化的景観の保全」に関わる事項に従って考察を加える。

①どのような立場からいかなる考えのもとに文化的景観の保全に関わっているのか。

一まなざしに関する考察一

保全にかかわる主体は大きく，住民，観光客，研究者を中心とした専門家に分けることができ

る。これらの人々の「まなざし」をめぐる関係について考察する。

第2章でも明らかにしたように， 文化的景観にかかわるまなざしには， 「保全する対象として

の文化的景観」へのまなざし， 「保全された結果である記号化された観光資源としての文化的景

観」へのまなざしがある。そして，それらのまなざしに映る像は第 3章で明らかにした実態とし

ての空間とは必ずしも一致しておらず，保全によってあるフィルターがかけられていることは明

らかである。

「保全」を決定したのは住民だが，そのまなざしのフィルターを作ったのは建築研究とそれにつ

ながる文化財の作用である。ここで，文化的景観の文化の担い手である住民は自分たちの住んで

いる場所がそれまでは「生活する環境」であったものが，「保全されるべき景観」を成立させてい

ることを理解し，「まなざし」を得ることになる。つまり，この流れからは，住民の「まなざし」

は「理解」という意味では文化財的なフィルターがかかっているといえる。これが第 1段階とす

れば，次にその「保全された景観」あるいは「保全という記号化の作用によって観光資源となっ

た景観」に対する観光客のまなざしは第 2段階である。観光客のまなざしはその時々の「社会」

に大きく影響されている。そもそも昭和初期には「異質なもの」を見にやってきていた観光客が，

同じ「合掌造りの建物」がある場所に「ふるさと」を求めにやってくるというのは，逆に考えれ

ば白川村の合掌造りの建物，およびそれを含む景観がそれぞれの時代の要請に対応できるポテン

シャルを備えていたからにほかならない。現在の「ふるさと」志向は，端的にいえば，一面では
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近代が失ってしまったものに対する懐古， あるいは， 失いかけている「文化」のアイデンティ

ティーの確認，つまり他者としてではなく，文化的景観の文化の表徴であるイメージの共有を期

待しているということができ，これは現代の「集落景観保全」の背景となる思想であるとも考え

られる。

②何を対象としてどのような働きかけが行われているのか

ー「修景」と authenticityを中心とした考察一

荻町において，文化的景観の保全は文化財のまなざしのもとに，大まかにいえば「合掌造りの

建物」を主に対象としてそれを「保存」し，それ以外のものに関しては「景観に調和」するよう

方向づけされている。ここで第 2章および第 5章で明らかなように，「建物」に偏重していること

は大きな問題点としてまずあげられるが，加えて「修景」という概念が保全の実態を把握するた

めの鍵となるものであると考えられる。これは第 2章から第 5章まで，文化的景観の保全を語る

ときに常に見え隠れする authenticityの概念と関連している。本論では「文化的景観」とは「（見

られる対象としての）ある文化の影響をうけた空間」と定義した。この「文化の影響」を考える

ときにそれはもちろん「一次的な意味での」影響であるという認識が「保全されるもの」として

暗に含まれている。一次的な意味つまり本来的な役割を荻町の例で考えると，食べるために耕作

する農地，融雪のための水路というものである。これらが「修景」の対象となることによって

「周囲の景観と調和するための」水路であり農地である， という新たな意味が加えられる。仮に

「もの」のもつ「意味」も含めて authenticityを求めるならば（意味の authenticityというもの

が存在するとすればだが），「一次的な意味での文化的景観」を「保全」することによって「二次

的な意味」が付与されるのだから，「保全」によって文化的景観の構成要素の authenticityがゆ

がめられる，というパラドックスが生じる。しかし「文化的景観の保全」において，その authen-

ticityを取りざたすることこそが「文化財のまなざし」であると考えるべきであろう。

問題は「修景」という行為がたとえまがいものの製造であろうとも，多木の指摘するように

「いったんまがいものが文化として成立してしまえば，ほんとうの木であるか見せかけのもので

あるかという区別よりも，ある材料がすでに公認の文化から記号的な価値を与えられているかど

うかということだけが問題となる。木や石を無邪気に使うことも『自然らしさ』という二次的意

味をもってしまうのであるU」という部分にあると思われる。

「嘘」の最も本来の形は，発信者がそれが嘘であることを知っているのに，受信者のほうはその

ことに気づいていないという場合である叫 とされているが， 現在の景観が必ずしも好意的に受

け止められていないのはこの「修景」という行為によって付与された二次的な意味を「嘘」とし

てとらえたから，ともいえよう。また， これは「保全」というものが景観における個々の要素に

二次的な「保全されるもの」という意味を付加する行為である以上は避けて通ることはできない。

有元は「本物の山を見ていいと思い，その良さを絵にして伝えようとするなら相当嘘をつかな

ければならないはずです。大切なのはどのように嘘をついたらそれらしく見えるか，その真実が

伝わるかということ。そうやって嘘をついて抽出された形にはリアリティーがある。3)」と述べて

いるが，「文化的景観の保全」が何らかの目標像や計画を前提としているかぎり，その目標像や計

画が，「リアリティーを抽出する」行為であることを認識しながら進める客観性が必要である。
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2. 今後の課題

現在文化庁によって「農林水産業に関連する景観」を文化的景観として文化財にする動き，あ

るいは自然公園法改正による風景地保護協定制度のように「里山」を自然公園制度の枠組みで守

ろうとする動きがある。ここには「ふるさと」イメージの隆盛と共通する背景があると考えられ

る。しかし，これらの制度において，やみくもに「保全」あるいは最近のキーワードである「活

用」をうたい文句にその範囲を拡大することは文化財や自然公園そのものの存在意義の喪失にも

繋がりかねない危険性をはらんでいるといえよう。

また， こうした動きが社会の流れそのものであり，止められないものである以上，その現場で

何が起こっているのかを相対的な立場から見極めることは極めて重要であろうと考えられる。お

そらくもう後戻りできない近代という時代のなかで生まれてきたのが「保全」という概念そのも

のでもあるとすれば，そこで何が起こっているのか，「『計画』と「経験」のずれ4)」を確認する作

業を怠ってはならない。

本研究では白川村荻町を事例として「文化的景観の保全」をめ．ぐる諸関係について明らかにし

た。白川村荻町は集落が「文化財」でもあり，「世界遺産」として登録されているという特殊な状

況を抱えており，それゆえ，解明するに足る諸関係の複層があったことは事実である。しかし，

ー事例のみでは「文化的景観の保全」を把握するにはもちろん不十分で，今後は国内外の他の事

例もあわせて研究対象として取りあげることで，「文化的景観の保全」についてより総合的な視点

を持つことが課題となる。
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要 旨

1960年代後半（昭和 40年代）に始まったまちなみ保存運動の延長上にある現在の「景観保全」

は，徐々に形骸化し，「景観」の意味するものや「保全」がもたらした結果に関して，検討が十分

進んでいるとは言い難い。中でも，本研究の対象としている，人々の生活の反映としての「文化

的景観」 (CulturalLandscape)を保全するとはどのようなことなのか，十分把握され，議論され

ているとはいえない。そこで，本研究では白川村荻町を対象地としたケーススタディによって，

「文化的景観の保全」の，保全に至る背景，景観の変遷，景観に対する認識，保全のしくみ，の 4

点からその実態を明らかにする。



白川村荻町における文化的景観の保全に関する研究 147 

したがって，本研究の目的は以下の 4点である。

①文化的景観に対する働きかけや，社会背景によって変化する視線を包括する概念を「まなざし」

と定義し，その変遷を明らかにする。

②文化的景観において対象となる空間の変遷と，文化的景観を形成している人間のいとなみ（文

化）とのかかわりを明らかにする。

③文化的景観に対する住民と地域外からの来訪者の認識を比較し，その同異を明らかにする。

④文化的景観の保全という観点から，保全制度および維持管理の現状と問題点を明らかにする。

第 1章では以上の背景と目的を示した。また，「文化的景観」について世界遺産の定義と国内外

の用例を整理し，特に我が国では海外に比べて世界遺産の文化的景観の定義をもとにしているも

のが中心で，それ以外の用例も散見され今後の使用の増加も考えられるものの，まだ明確な定義

づけがないことを指摘した。これらの定義と用例を鑑みて，本研究では「文化的景観」を「ある

文化の影響をうけた景観」とし，背景と目的から得られる条件を満たす対象地として岐阜県大野

郡白川村荻町を設定した。

第 2章は「まなざしの変遷」とし，まず，「研究者」が何を見たか，その結果として文化財およ

び世界遺産になった「荻町集落」の何が価値とされているのか，次に村内外の資源が記号化をヘ

て観光資源となる過程を明らかにした。これらの過程でいっ，どのような背景のもと，人々のま

なざしが荻町と合掌造りの建物に集中していったのかその原因を考察した。

方法は資料分析によった。分析対象は，白川村に関する研究，書籍，旅行誌，村の広報誌とし，

あわせて村の行った調査報告書と新聞記事によって分析した。

結果として以下のことが明らかになった。文化的景観が保全されるに至る経緯としては，明治

期に始まった大家族研究がきっかけで，合掌造りの建物に関する研究がはじまり，その後昭和中

期に建築史の分野で価値づけされ，昭和後期に合掌造りの建物は文化財となった。その後， 1976

年（昭和 51年）に荻町集落が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。しかし，これは住

民の保存運動が契機となっているものの，「建築史研究」における単体の建物に対する保存の手法

が用いられ，農村という地区の特徴が省みられないまま文化的景観の保全が始まったことが明ら

かになった。さらに，この「建築史研究」のまなざしは現在の荻町における保全制度および人々

の認識における合掌造りの建物偏重の原因であることが示唆された。

また，昭和中期まで観光資源として認識されていた滝や河川風景などに替わり，荻町集落の文

化的景観そのものが観光資源となり，それまでの村の念願であった「観光立村」が実現した。し

かし，自然資源を含む村全体の豊富な観光資源を活用したい村の意向とは逆に，ひとびとのまな

ざしは荻町のみに完全に集中した。

第3章は「対象空間としての文化的景観の変遷」とし，空間要素と利用の変遷を把握し，それ

をふまえて，空間の変遷を明らかにした。まず，地区の空間を構成している要素と利用の変化を

把握した。次に，集落全体の土地利用を中心とした空間の変化を把握した。

方法として，要素や利用に関しては文献資料の読みとり及び現地踏査， ヒアリングを行った。

また，集落全体の土地利用等の変遷を把握するために絵図，航空写真を用いた。

結果として，要素の変遷と土地利用から，空間の変遷は 5期に分けることができた。具体的に

は，集落空間において，江戸期には合掌造りの建物は畑とともに集落と森林の境界にあったもの

が，昭和中期にかけて次第に田に囲まれるようになり，昭和後期以降田の減少とともに建物周辺
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の要素は細分化され，現在に至っているという変遷が明らかになった。集落が保全に向けて動き

出した時期でもある昭和後期以降に合掌造りの建物以外の要素で特に大きな変化が起こっている

ことから，合掌造りの建物の保存及び集落景観の保全が，同時に合掌造りの建物へのまなざしの

集中を生み，結果として文化的景観の混乱を招いたことが示唆された。さらに， 「合掌造りの建

物」を差別化することで，他の文化的景観を構成している要素と合掌造りの建物の本来的な意味

における関係に代わって，観光に必要な要素との新たな関係が発生していることが明らかになっ

た。

第 4章は「観光の現状と景観認識」とし，現在の観光形態を踏まえて，観光の方向性と景観認

識を明らかにした。現在の地区における観光形態をふまえて，観光資源としての景観という視点

から，地区の文化的景観が具体的に現在観光客にどのように伝わっているのか，また住民はどの

ように認識しているのかを写真撮影調査から明らかにした。

地区は周遊型観光の立寄り地として位置づけられ，その活動も表層的なものになっている。写

真撮影の調査からは観光客は合掌造りの建物や花に集中し，住民はより多様な要素を総体として

認識していることが明らかになった。現在の表層的な観光形態では来訪者に提供されている視点

は地区の主役である合掌造りの建物を見物するだけのものに偏りがちであることが問題点として

確認された。

第 5章は「景観保全制度および維持管理の現状」とし，保全制度の内容とその運用および維持

管理主体から景観保全の現状を把握し，前章までの考察を踏まえ，文化的景観保全の視点から問

題点を明らかにした。

方法としては資料分析およびヒアリングを行った。

現状として，国（法律），地方自治体（条例，計画・基準），住民組織（協定）と 3つの主体に

よる 4つの段階で規制が設けられており，地区指定および具体的な基準が設けられていることが

整理された。また，誘導策として国，地方自治体，財団による補助金，維持管理主体として住民，

財団，法人の存在とそれぞれの役割および運営の実態が整理された。

以上の結果からは「文化的景観の保全」とされているものが，建造物の保存に大きく偏ってい

ることが問題点としてあげられた。住民運動から始まった保全の考え方には当初「周囲の自然環

境を守る」という理念があったにもかかわらず，規制は主に単体の建造物に対する「文化財保存」

の見地から設定されており，その結果として建物に対する具体的な基準および現状変更における

協議の一方で，それ以外の要素および要素間の関係に対する方策は後手にまわっていることが明

らかになった。

第 6章は結論とし，本論で明らかになったことをまとめ，考察し，これからの課題について述

べた。

キーワード：文化的景観，保全，文化財，観光
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Summary 

Conservation of historic towns and districts started in Japan in the late 1960s, and this 
was also the beginning of landscape conservation. Since then, three decades have passed, 
and the term "conservation of landscapes" sometimes means nothing more than historic 
conservation. What can or cannot be conserved has not been sufficiently discussed. Conser-
vation of cultural landscapes, which is a reflection of human life, has had less attention paid 
to it than the conservation of natural landscapes. The object of this thesis is to clarify what 
the conservation of cultural landscapes is. Four viewpoints will be taken through a case 
study in Shirakawa-mura, Ogimachi. The four viewpoints are the prehistory of conserva-
tion, the alteration of physical landscapes, landscape perception, and conservation systems. 

These four aspects directly become the contents of this thesis. 
(1) Defining "gaze" as the way of seeing landscape, which is affected by landscape and 

is changed by social background. Changes in "gaze" are clarified. 
(2) Clarifying alteration of landscape and its relationship to culture, which is defined 

with reference to local residents. 

(3) Comparing the image of landscape of tourists and residents. 

(4) Analysis of current conservation and maintenance systems. 

Chapter 1 is an introduction, motivation and contents of the thesis. From an overview 
of Japanese, American and European cultural landscape definitions, it is shown that most 
Japanese examples are based on the statements of the World Heritage. On the other hand, 
American and European examples are more varied. Considering these examples, "cultural 
landscape" is defined as "a landscape that is affected by cultures" in this thesis. Considering 
those motivations and intentions, Shirakawa-mura, Ogimachi was chosen as the location 
field of the case study. 

Chapter 2 looks at "gazes" as defined above and on their change. "Gazes" from two 
directions were analyzed in this chapter. The first are researchers'views, which are related 
to the evaluation of buildings and districts as cultural properties with regard to World 
Heritage. The second "gaze" is as a tourism resource from both local and visitors' 
standpoints, including collective images of Shirakawa-mura. Changes in these "gazes" were 
analyzed particularly focusing on when and how Ogimachi and Gassho-style housing was 
seen as significant from a conservation point of view. 

Data from journals, books, traveler's guides, and local government publicity material 
were analyzed as the main subject matter and newspaper articles and reports were used as 
sub-data. 

In early of studies of Shirakawa-mura, most folklorists and sociologists focused on 
family systems, called "dai-kazoku". This focused attention on Gassho-style houses. Subse-
quently, Gassho-style houses were examined from the architectural viewpoint. From the 
1950s, technical schemes of research and restoring temples and shrines have been applied 
to townhouses and farmhouses, and systems evaluating them as cultural properties have 
been established nationwide. But in Shirakawa-mura, it turned out that most residents of 
candidate houses refused designation of their Gassho-style houses, which suggests a 
difficulty in the preservation of inhabited houses as cultural properties. In 197 4 Shirakawa-
mura was the only farm village selected as an Important Preservation District for Groups 
of Historic Buildings. Since the aspects of a planning and conservation system concerned 
with characteristics of farm-villages was not established at that time, only Gassho-style 
houses were focused on. 

The "gaze" of tourism was also transformed. After the 1960s tourists'interest changed 
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from natural landscapes such as waterfalls and river-views, to Ogimachi's cultural land-
scape. At the same time, Shirakawa-mura became a tourist site, which was the village 
governors'intention. Though local government planned the utilization of various local 
resources, both natural and cultural, tourists focused on Ogimachi and Gassho-style build-
ings. People's "gazes" were based on some collective image, and images were also changed 
with social background. Curious images from dai-kazoku alternated with "Xanadu" imply-
ing hidden place and sadness. After the 1960s, most of these images were replaced by 
nostalgia. 

Chapter 3 is looks at the transition of cultural landscapes. From transition of elements 
and their use, physical aspects of cultural landscape were analyzed from two directions; 
elements and landuse. Use of each element was also clarified. 

Data from books and reports, field surveys and reports from residents were used. To 
discover land-use, picture maps of the Edo era and the Meiji era, aerial photographs and old 
photographs were added. 

From an analysis of the landscape elements and their use, the whole transition was 
divided into 5 periods. In the Edo-era, Gassho-style houses were on the border of the living 
area and forests, and were surrounded by crop (not rice) fields. Then, rice fields were 
expanded by reclamation, and they surrounded the houses. This phase lasted until the 
1960s. After the 1970s, rice fields began to decrease, and were replaced by various other 
land-uses. And these phenomena have accelerated until today. Obvious change has been 
seen on other elements apart from Gassho-style houses from the 1960s, when the idea of 
conservation developed among local residents. It suggests that preservation of Gassho-
style houses and conservation of landscapes made people focus on houses, and caused a 
mixing of cultural landscapes. Concentration on Gassho-style houses gave rise to changes 
in the original relationship between houses and other elements, then, new relations con-
cerned with tourism became obvious. 

Chapter 4 concerns landscape perception of tourists and residents. From data of 
tourism in Ogimachi, considerable problems resulted. It was important to clarify how 
residents and tourists see the existing landscapes from the perspective of landscape as a 
tourism resource. 

Data from questionnaires to residents and tourists and visitors'photography were 
analyzed in this chapter. 

Now Ogimachi is usually no more than one of the sightseeing destinations on a tour, 
and tourists'activities in the site are superficial. Through an analysis of pictures taken by 
tourists and residents, it was found that tourists focus on Gassho-style houses and flowers. 
On the other hand residents look at more diverse elements, such as rice fields and water, 
which compose the totality of the landscape. Today's superficial tourism provides visitors 
only the surface impression of Gassho-style houses, and this suggests the necessity of 
tourist and landscape plans to enable the total experience of landscapes. 

Chapter 5 looks at current conservation and maintenance systems of landscapes. 
Statements of laws and regulations and maintenance systems, suggest some problems in 
the conservation of cultural landscape. 

Data of legal statements and evidence from residents and specialists were analyzed in 
this chapter. 

Four types of regulations are employed in the current conservation system: national 
laws, regulations by local government, plans/criteria by local government and agreement/ 
guidelines by residents'organizations. Legal status and concrete criteria have been 
designated by them. Maintenance systems include subvention, which are part of the 
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national budget, local government and foundations. Residents, foundations and corpora-
tions act to keep and improve the condition of landscapes. 

From these current conservation systems, two things can be noted. 
First, the conservation system of cultural landscapes lays emphasis on the preservation 

of buildings. In the 1960s, when residents started conservation activities, there was the 
concept of "conservation of natural surroundings", but it turned out that most regulations 
and guidelines derive from architectural preservation methods for cultural properties. As 
a result, regulations and consulting processes for buildings are practical and go into detail 
of their characteristics and there is seldom any attention paid to other elements of 
landscapes and their interrelations. 

Second, regulations have been revised to solve incidental problems without setting 
obvious goals for cultural landscapes. This causes tension in the contents of some 
regulations and, in consequence, with current conditions. The word of "Shu-kei", which 
means "to be harmonized" is often heard in discussion of conservation in the context of 
landscape elements and historic (or vernacular) circumstances. In Ogi-machi, some land-
scape elements are regarded as objects of shu-kei, though the wholeness and diversity of 
cultural landscapes are not considered in the process of conservation. 

Chapter 6 is the conclusion of this thesis. Through an investigation of the conservation 
of cultural landscapes, one thing can be mentioned. The aim of conservation is the 
configuration of landscapes to the "historic" elements, which are Gassho-style buildings in 
Ogi-machi. It also means that most elements are regarded as things to-be-harmonized and 
this often accelerates the loss of these elements'original use and original meanings in 
actual life. Most of conservation systems derive from architectural preservation methods 
for cultural properties, but these are not enough for cultural landscape conservation and 
should be thought as just one of many solutions to conservation. 

Key words: cultural landscapes, conservation, cultural properties, tourism 
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