京都世界遺産のバッファゾーンにおける景観整備に関する研究
－清水寺をケーススタディとして－
立命館大学大学院理工学研究科
立命館大学大学院理工学研究科
立命館大学理工学部

１．はじめに
世界遺産は人類の歴史によって生み出され、過去から引
き継がれてきた貴重な宝物であり、国際協力を通じた保護
のもと、次世代に受け継いでいくべき地球全体の宝物でも
ある。また、その国を代表する資産であり、世界に普遍的
な価値を認められた資産として、自国の法制度によって、
資産が保護されていなければならない。世界遺産は世界を
含むコアゾーンと、さらに周辺環境を含んだ「バッファゾ
ーン」が義務づけされてきた。世界的に見て、世界遺産バ
ッファゾーンに求められている範囲や属性、保全制度につ
いてまだ明確な定義はみられない。
京都では 17 の社寺を「古都京都の文化財」として 1994
年に世界遺産に登録された。日本では文化遺産バッファゾ
ーンの概念がなかったため、歴史的風土特別保存地区、風
致地区、美観地区、用途地域規制（住居専用地域など）を
寄せ集めてバッファゾーンとした。そのため、世界遺産の
バッファゾーンとしてふさわしい地域とは何かという定義
も明確ではなく、一貫した景観保全策も不在のまま、今日
に至っている。文化遺産の所在都市も京都市、宇治市、大
津市にまたがり、景観保全担当部局も多岐である。京都の
全世界遺産に関して整合性のある景観政策の確立が求めら
れている。
それらの世界遺産は観光地ともなり、世界各国からの観
光客を京都引き寄せている。文化遺産を損なわないという
消極的な意味だけでなく、文化遺産と共存して相互にその
価値を高めあうような環境と景観こそが、本来のバッファ
ゾーンであろう。バッファゾーン像自身の確立も課題であ
る。
本研究では、京都 17 社寺のうち、清水寺をモデルとし
て検証し、望ましいバッファゾーン像の観点から、現在の
バッファゾーン地域の適切な保存の方法を考察することを
目的とする。
２．バッファゾーンに関する既存研究
世界遺産のバッファゾーン（緩衝地帯）保護の必要性は
きょう 1977 年「世界遺産条約履行の運用方針」に初めて
書かれ「遺産の周囲にさらに保護層を加えるため、その利
用に制限を有する地域」と明記された。2008 年の世界遺
産スイス国際会議でその定義というべきものが勧告として
採用された。その設定範囲は影響の有無をもとにすべきと
されている。バッファゾーンに関する書物や論文は多くな
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いがこうした世界遺産条約におけるバッファゾーンの意味
や位置づけなどに関しては、久世啓司の研究がある。１）
西山憲明らは世界遺産の実例として姫路城について、バッ
ファゾーンのあり方を検証し、現在指定されている地域は、
城下町遺構のある範囲より小さく、遺産の保護・活用のた
めには不十分であり、世界遺産保護のために犠牲となるよ
うなバッファゾーンは望ましくないと指摘している。我々
の立場も西山らに近い。しかし、京都における世界遺産の
バッファゾーンを統一性と整合性のある総合的な景観計画
という視点から研究したものはこれまでない。
３．研究の方法
まず、バッファゾーンに指定された地域の景観保全策が
どのようなものであったか、景観政策の変容によって現在
はどのような地区指定であるかを検討し、現状のバッファ
ゾーンがもつ景観保全規制の特性を置きらかにする。
また、社寺と共に共存し相互に価値を高めあう地域と景
観として、以下の 3 つを検討した。
①周辺の歴史的集落と環境 ②歴史的な参道景観 ③社
寺境内から眺める眺望景観
これらを歴史資料、古地図、絵画資料および現地におけ
る建物調査と眺望視野調査を通じて研究する。
４．バッファゾーン地区指定の状況
1994 年バッファゾーンを地区指定した当時の各種規制
地区と、その現在の状況を検討する。
世界遺産登録時（1994）のバッファゾーン（図－1 およ
び表－1 参照）は指定地区の大半が古都保存法による清水
寺歴史的風土特別保存地区（風致地区第１種地域に重なっ
て指定されている）であることがわかる。東山山ろくの市
街地側ではこの地域が狭く、その外側で風致地区第２種地
域、風致地区第３種地域が指定されている。歴史的風土特
別保存地区がベースとなっているため、清水寺本堂からの
距離で北は約 1400ｍ、南は約 500ｍ、東西はそれぞれ約
400ｍであり、南北の地区指定に偏りがある。バッファゾ
ーンは、北へ片寄っており、南側は阿弥陀ヶ峰歴史的風土
特別保存地区が隣接しているがそれはバッファゾーン外と
なっている。またコアゾーンからの距離でみれば、西は約

表－1 世界遺産登録時（1994）のバッファゾーン内外の
景観規制

バッファゾーン内
歴史的風土特別保存地区
（風致地区第 1 種地
域）
境
界
風致地区第 2 種地域
風致地区第 3 種地域

バッファゾーン外
風致地区第 1 種地域
風致地区第 3 種地域
風致附則第 2 項地域

美観地区第 1 種地域
工作物規制区域第 1 種
区域
美観地区第 2 種地域
工作物規制区域第 2 種
区域

表－２ 現在のバッファゾーン内外の景観規制

バッファゾーン内
バッファゾーン外
清水歴史的風土特別保存地 風致地区第１種地域
区
境
（風致地区第 1 種地域）
界
風致地区第１種地域
風致地区第 3 種地域
風致地区第 2 種地域
阿弥陀ヶ峰歴史的風
土特別保存地区
沿道型美観形成地区

図－1 1994 年バッファゾーンとその景観規制

図－２ バッファゾーンと現在の景観規制
（京都国際文化観光都市建設計画 総括図に加筆）

100ｍ、南は約 200ｍで地域が浅い指定となっている。西
側ではその外側は美観地区であり、バッファゾーンが風致
地区を対象に指定されたことがわかる。フランスでは文化
遺産指定建造物から半径 500ｍ範囲がアボールと呼ぶ周辺
景観保全地区とされており、それがバッファゾーンの概念
であると考えられるが、それに比べると清水寺のバッファ
ゾーン地域は西側と南側で狭いといえる。
2007 年に京都市では新景観政策が策定され、風致地区、
美観地区ともに規制内容と範囲が改正された。現在でのバ
ッファゾーンの内外の景観規制は表－2 のとおりである。
風致地区第１種地域が清水寺の西側市街地で拡大され、バ
ッファゾーンの指定境界線の変更はないが、コアゾーンか
ら風致地区第 1 種地域の西端までが約 500ｍとなった。フ
ランスのアボールと匹敵する範囲にまで実質的には景観保
護が行われる状況となっている。

５．望ましいバッファゾーンの地域と景観について
５－１ 歴史的集落
現在の清水道は平安京の五条通りの延長であり、鴨川に
近いこれより南の六波羅地域は早くから開けた地域であっ
た。大正１３年の地図では鴨川から東大路までの範囲は人
家で覆われている。東大路通りから東側と清水坂の参道沿
いにも多く家並みが存在していて、東大路通りよりの五条
坂にも家並みがみられた。その他は主に竹藪と畑だったこ
とが明らかとなった。その後、清水道の南に清水新道が施
設され、陶器店が並びここにも伝統的な街並みが形成され
た。渋谷街道沿いに人家が東山へ延びているが、この地域
は清水寺と景観的にも機能的にも関係は希薄といえる。歴
史的集落という観点からは、清水坂、清水新道と五条坂、
が新バッファゾーン地域に加えられるべき地域といえよう。

図－５ 清水道と付近の町家分布図

図－3 大正 13 年の地図とコアゾーンおよびバッファゾー
ン
５－２ 参道の町並み
ヨーロッパの教会などの文化遺産と比較して、日本の社
寺では門前に参道の町並みが形成されていることが特徴で
ある。松原橋（元の五条橋）から清水寺に繋がる清水坂は、
昔、洛中から清水寺へ参詣する人々でにぎわった参道であ
った。礼拝の対象でもあったとされる「清水寺参詣曼荼羅
図」が２図現在に伝えられており（16 世紀中頃と後期の
制作）
、いずれも松原橋から六波羅密寺を経て清水寺に至
る清水道を図中に蛇行させて描きこんでいる。鴨東の清水
道が寺院と一体というべきほどに関係の深いものであった
ことが理解される。
清水道の現況を調査した。図５に町家の分布を示す。清
水道をはじめ、鴨東に町家が集積して残っている状況であ
る。五条坂と清水新道にも伝統的町家は多い。清水道にお

図－４ 清水寺参詣曼荼羅図

図－６ 清水道の店舗分布図
ける店舗の数は約 6 割を占めており、土産物店が多く、清
水道が現在も清水寺門前の町並みとしての機能を維持して
いることが分かった（図－６）
。この清水坂は伝統的京町
家も多く残されており、現在も清水寺参詣のルートとして
賑わっているのにも関わらず、バッファゾーン外となって
いる。
５－３ 眺望
清水寺境内における主要な眺望場所としては、舞台、奥
の院、西門の 3 カ所があげられる。図－７に奥の院からの
眺望範囲を示す。京都駅とその付近の高層建築物が目立っ
ている。眺望としては境内からでは観光などでも最も見ら
れることの多い地点を視点場に設定し、一見きれいな景色
に見えるのだが、京都タワーや高層建築物が映り込んでい
た。これらは 2 ㎞以上距離が離れており、本来であればラ
ンドマークとなるものであるのだが、文化遺産からの 2 ㎞
では十分な距離とは言えないのかもしれない。今回の調査
から眺望として文化遺産の眺望を守る際に必要な要素とし
て高さの規制だけでなく、文化遺産からの距離もバッファ
ゾーンを定める際の基準として必要なのではないかと考え
られる。鴨川より東は旧市街地型美観地区として歴史を継
承する景観計画となっているが、京都駅付近は市街地型美
観形成地区であり、新しい景観形成をはかる地区である。

清水寺からの眺望をどう配慮するかが課題である。
西門から通して見る風景は、西方極楽浄土信仰として拝
まれる礼拝の対象であった風景である。そのため西門のデ
ザインも境内側からの視線を意識した意匠となっている。
この門を通して見える市街地の眺望景観は、西方浄土とし
て眺められる風景であることを配慮するのが望ましいであ
ろう。特に景観形成に注意が払われるべき眺望であると考
えられる。

風致地区の拡大により、境内から 500ｍの範囲の景観保護
も確保されているといえよう。しかし、寺院からの等距離
でバッファゾーンが指定されているという限界がある。本
研究を通じて、これまでの社寺境内からの一定距離内の環
境保全という視点だけでなく、周辺の歴史的集落、参道、
眺望景観という視点で社寺とともに守られ、両者が価値を
高めあって存在する景観の存在が明らかになった。
眺望の観点から見ても現在のバッファゾーンの範囲では
見直しの余地があり、新たな規制にすることや問題となる
ものを除去するなど様々な手法があると思うが、文化遺産
の価値を向上させてくれるような眺望計画が必要であろう。
本研究において京都の世界遺産には景観形成及び景観保
全をすべき点が多数見られた。バッファゾーンの外側に歴
史的重要区域や遺産と関係性の高い景観が確認された。世
界遺産のさらなる活用のために、新たに設定すべきネット
ワーク参道が考えられることも確認できた。
今回の研究では実施しなかったが、鴨川付近から清水寺
じしんを眺める眺望景観の保全育成も重要であろう。寺院
が遠景になり、市街地が近景になる眺望景観である。その
検討は今後の課題である。
本研究がこれからのバッファゾーン活用の参考となり、
積極的に活かされれば幸いである。

図－７ 「奥の院」からの眺望と目立つ建物の位置
６．新しいネットワーク参道の設定
歴史的な参道を保護するだけでなく、現在の交通事情や
人々の散策経路を考慮し、他の社寺と散策路のネットワー
クで結んでいくことが、世界遺産社寺を現代に活用する方
法の一つとして重要であろう。与謝野晶子の有名な歌「清
水へ祇園をよぎる桜月夜 今宵逢う人皆美しき」にあるよ
うに、祇園から清水へ参詣する経路も重要である。産寧坂
伝統建造物群保存地区が指定されているが、八坂神社の本
来の正面参道である河原通は特に町並み保全の制度がない。
下河原通は古くから参道として利用されていた伝統的な歴
史があり、歴史的景観要素である京町屋がまだかなり多く
残されている。また、八坂神社の南門から八坂の塔、産寧
坂とつながっているため景観的に重要である。
下河原通りの歴史的景観を保全し、産寧坂と結び、清水
寺と結ぶあらたなネットワーク散策路とすることは有効で
あろう。
７．まとめ
本研究では清水寺における世界遺産の建物単体のみならず
周辺環境を含んだバッファゾーンの把握、世界遺産を取り
囲む周辺の歴史的環境や景観の現況調査、そこから見えて
きた本来のバッファゾーンとはどうあるべきであり、世界
遺産と共に保存される景観環境を提案することを目的に研
究を進めた。
清水歴史的風土特別地域をはじめ、現在指定されている
バッファゾーンは法規制により景観保全がはかられている。
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