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1. 研究の背景

 街並み環境整備事業は住環境の整備を要する区域に

おいて、整備改善を行う地方公共団体や土地所有者に

国が助成を行う制度である。町並みは道路等の公共物

と通り沿いに立ち並ぶ建物等の民間所有物から成るが、

後者に対して助成がなされる数少ない事業であり、特

に歴史的な町並みにおいては古い建物の維持・管理が

住民の負担となっていることが多く、近年街並み環境

整備事業を導入する自治体が増えている。

 整備事業を行うためには住民間に街づくり協定が結ば

れている必要があるが、厳格なルールが住民の生活に支

障を来たすこともあり得る。住民が整備事業によってど

の様な町並みにしていくことが可能であるかを理解し、

かつての町並みと現在の生活とを照らし合わせながら現

実的な整備方針を立てていくプロセスが必要となる。 

 本研究では、歴史的町並みを有する地区における街並

み環境整備事業の整備方針作りを目的としたまちづくり

ワークショップ（以下WS）の現場においてVR技術を用

いた支援システムの開発と活用を行い、そこから得られ

た知見を基に支援プロセスの提案を行う。

2. 対象地区の概要

 本研究の対象地区は大分県宇佐市四日市門前町横町

通りである（図1）。宇佐市四日市地区は京都東本願寺・

西本願寺の別院が存在し（図2）、それらを中心とした

門前町は歴史的町並みの残る地域である（図3）。平成

13年度に「中心市街地活性化基本計画」が策定され、そ

の後門前町を街並み環境整備促進区域として整備事業を

進めている。整備促進区域は8つの地区から成り、地区

毎の整備方針を策定していく。
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－大分県宇佐市四日市門前町における街並み環境整備事業を事例として－

 整備促進区域や整備方針は、これまで各地区住民の代

表から成る代表者協議会による3 回のWS おいて協議さ

れてきた。本研究では支援システムを代表者協議会によ

るW S と横町通り住民説明会及びグループヒアリング

（以下 GH）によって活用した。

3. 研究の方法

 本研究ではまず、街並み環境整備事業について考察し

（4章）、住民協議の場において整備方針を考える為の支

援VR システムの開発を行う（5 章）。システムを街並み

環境整備事業の整備方針を考えるためのWS において活

用し（6 章）、そこで得られた課題を基にシステムの改

善を行う（7 章）。さらに改善したシステムを活用し（8

章）、一連の活用過程において見られたVRシステムの効

果を基に支援プロセスの提案を行う（9 章）。

4. 街並み環境整備事業について

 街並み環境事業では、事業主体は大抵の場合市町村と

なる。事業主体は整備促進区域を定め、整備方針を策定

し、国土交通大臣の承認を受ける。次に、促進区域内の

各地区の土地所有者による街づくり協定を締結してもら

う。その後、事業主体はその地区を街並み環境整備事業

地区として事業計画を策定し、国土交通大臣の承認を受

け事業を行う。街づくり協定には形態意匠、壁面線の指

定、敷地整備のうち一項目以上が定められている必要が

ある。また、土地所有者の2/3以上の合意を要するため、

整備方針を策定する段階において住民と事業主体が共通

の目標ビジョンを持つ必要がある。

5．システムの構想

5-1.システムの目的

 本研究における支援システムである「町並み検討VR」

には大きく2つの目的がある。

1）整備事業の視覚的理解を支援すること

 町並みを普段見慣れている住民にとって、それが整備

された時のビジョンは想像しにくいものである。自分た

ちの町に合った整備方針を導くためには、整備事業に

よって自分たちの町をどのような町並みにしていくこと

が可能なのかを視覚的に理解しておく必要がある。

2）意見を収集し現実的な整備方針にしていくこと

 整備による修景のビジョンをたたき台として提示しな
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がら、そこで起こり得る個々の生活上の不具合を考え

てもらい、それを解決できる案を出してもらうことで

現実的な整備方針にしていく。

5-2. 町並み検討VR の開発

 システムの開発では現地実測調査においてモデリン

グに必要な建物の寸法を得た。建物や道路、シミュレー

ションによる付加要素等のオブジェクトは「3ds Max」

を用いて作成し、「Virtools Dev」にインポートしVR

のオーサリングを行った（図4）。

 たたき台となる修景のシミュレーションは、事業に

よる助成対象となる修景、壁面の連続性を確保するた

めの提案、道路などの公的空間の整備、空き地の活用に

関するものを筆者と都市計画コンサルタントとで話合

い決定した。

5-3. システムの活用方法

 システムの活用では、修景ビジョンを提示し、それに

対する意見を3 色のポストイットによって出してもら

う。VR で提示するシミュレーションに対して良い印象

を持った場合は青、悪い印象を持った場合は赤、他に提

案がある場合は黄色のポストイットに意見を書き出し

てもらうこととした。得られた意見をシステムに反映

させることで、より良いビジョンを提示していく（図

5）。各WS のシミュレーションの内容を表1に示す。

6.WS におけるシステムの活用

6-1.代表者協議会によるシステムの活用

 代表者協議会では第4 回と第5回の2回においてシス

テムを活用した。第4 回代表者協議会におけるポスト

イットによって出された意見を表2に示す。これまでは

湯布院のように生垣のある町並みが良いという声が挙

がっていたが、VR を見ると横町通りには合わないとし

て評判が悪かった。また、意見交換の中で、参加者の1

人が「横町通りの突き当たりが前は門であったが、今は

塀になってしまった。」と以前の東別院山門があった頃

の写真を見せてくれた（図 6上）。参加者の多くが山門

の復元を望んだので第5 回からは、それを復元したシ

ミュレーションも提示した（図 6 下）。

6-2．横町通り住民説明会によるシステムの活用

 横町通り住民説明会におけるポストイットによって出

された意見を表3に示す。舗装の整備や街灯、電柱の移

設に関しては、ほとんどの人が好印象を受けたようであ

る。一方、土塀や藤棚のシミュレーションに関しては車

の出し入れに困るために悪いと考えたようである。

6-3．WS におけるシステム活用の課題

 住民説明会の終了時に行ったアンケートの結果による

と、ほとんどの人がVR は意見交換の材料として有効で

あったと回答し、また町の将来像を考える上でも参考に

なったと回答した。代表者協議会においても概ね同じ結

果を得たことから整備事業の視覚的理解を支援できたと

言える。

 しかし、代表者協議会と住民説明会において得られた

意見を比較すると代表者協議会では様々な意見が出され

たが、住民説明会では公共物の整備に対しては意見が出

されたものの、民間所有物の修景に対してはほとんど意

見が出されなかった。特に土塀や生垣に対する意見交換

ではその傾向がみられ、意見を収集し現実的な整備方針

にしていくということはできなかった。その理由とし

て、地区住民にとっては①他人の建物等に対する意見を

その人の前で発言することには抵抗があり、②自分たち

の生活に影響を受けるため、全体の場で軽はずみなこと

は言えないという心理が働くからであると考えられる。

7. システムの改善

7-1．システムと活用方法の改善点

 WS における課題を踏まえ以下の改善点を挙げる。図4 実際の町並み（左)とVRによる町並み（右)

図5町並み検討VRの活用方法

表1各WSのシミュレーションの内容

図6 東別院山門の写真

（上)とそのシミュレー

ション（下)

整備前 整備後

生垣 土塀

境界について

… … …

…

良い印象を持った時の意見（青）

悪い印象を持った時の意見（赤）

その他の提案（黄）

… … …

…

アウトプット

提示

反映

町並み検討VR

ワークショップ

境界

建物

駐車場

新築

舗装

街灯

電柱

ポケットパーク

東別院山門

項目 第4回代表者協議会 第5回代表者協議会 横町通り住民説明会シミュレーションの内容

開口部→格子・和風意匠
軒→勾配屋根

生垣を配置

土塀を配置

藤棚を配置

街灯(レトロ風)を設ける

電柱を移設する

ポケットパーク(土塀有り)を設ける

町屋風の建物を新設する

現代的な建物を新設する

事業による助成対象となる修景

壁面の連続性を確保するための提案

道路などの公的空間の整備

空き地の活用に関するもの

その他

東別院山門復元

ポケットパーク(土塀なし)を設ける
駐車場にする

街灯(行灯風)を設ける

街灯(和風)を設ける

門塀を配置

各WSにおいて行ったシミュレーションには○と表記する。

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

石畳(白)にする ○○ ○

石畳(黒)にする ○○

石畳(灰)にする ○○

石畳(参道風)にする ○○ ○

カラー舗装(茶、黒)にする ○○

インターロッキングにする ○○

洗出し舗装+スリット側溝（石張り） ○ ○

アスファルトスリット側溝 ○ ○

舗装を洗出しにする ○

○
○

○

○

○

○

○
○

○ ○

第4回代表者協議会におけるシミュレーションパーターンは筆者らと都市計画コンサルタントとの打ち合わせで決定。
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1）建物が特定されないVR

 町並み検討VR では建物の持ち主が特定されてしまう

ため、その持ち主に気兼ねして客観的な評価がなされな

いことがある。そこで、本地区の建物の特徴を踏まえな

がら建物が特定されないVR が求められる。

2）少人数でのシステム活用

 他の人がどの様な考えを持っているか分からない状況

において、整備方針の如何によっては土地等の資産価値

に影響があることを考えると発言によって自分や別の人

が不利益を受けるかもしれないために意見が出しにくい

ということがある。そこで個々の意見を得るにはWS と

いう大人数の集まりではなく、少人数のGH という形式

をとった方が良いと考えた。

7-2．建替え検討VR の開発

 上記のことを踏まえ「建替え検討VR」を開発した。建

替え検討VR では通りと両側5 棟の建物があり、その中

の1棟が建て替わったという設定で屋根形状や高さを変

更したシミュレーションを提示し、町並みを大きく阻害

するものを挙げてもらうことによって町並み形成の重要

点を探るものとした。建物の形態はこの通りの典型的な

形状をモデル化し、テクスチャには別の地区で撮影した

戸袋や格子戸のパーツ写真を張り合わせて作成した。そ

の際、都市計画コンサルタントより伺った本地区の歴史

的様式を参考にした。建替え検討VR のインターフェイ

スを図7に示す。

8. グループヒアリングによるシステムの活用

 GH は6 人の横町通り住人を対象とし、3 人ずつのグ

ループで2回行った（グループ1・グループ2）。GHのプ

ログラムを図8に示す。現在の通りには歴史的建物が多

く残っているが、中には現代的な建物や駐車場も存在し

町並みとして変わった部分も多くある。そこで、まず歴

史的建造物の特徴を考えやすくするために、通りの過去

の町並みの確認を行った。参加者の多くは過去の状況を

「この隣に何があって」といったように建物と建物との

関係によって記憶しているため、町並み検討VR によっ

て向かいや隣の建物の状況をすぐに確認できることが過

去の状況を伺う際にも役立った。

 横町通りの歴史的建造物の特徴を確認する場面では、

屋根形状などの質問項目を埋めてもらい、建替え検討

VR によって確認した。

 次に町並み形成の重要点を考えてもらうとして、筆者

らが用意した項目の重要度を決めてらった。その後、建

替え検討VR におけるシミュレーションの評価を行い、

その結果を踏まえ重要点の再確認を行った。図9(上)は

その結果である。グループ1において、当初「2階の壁

面の位置」は重要ではないとされていたが、「2階の壁

面が1階と一致する」シミュレーションを見るとちぐは

ぐな印象を受けるとされ重要であると訂正された。逆に

両グループにおいて「屋根形状」は重要とされていた

が、シミュレーションによってどの形状であってもそれ

程影響はないことを確認し重要ではないとされた。但

し、黒瓦葺きであるという条件は付け加えられた。

 最後にそれぞれの事情を踏まえた現実的な修景案を考

中央の建物に建替えが行われるわる

建替え検討 VRのフィールド 切妻、平入り

切妻、妻入り 通りからの見た場合 セットバック駐車場

表2第4回代表者協議会における意見 表3横町通り住民説明会における意見

図7建替え検討VRのインターフェイス

項目 シミュレーションの内容
ポストイット
の色

意見の内容
効果的であると答
えた人の割合

周辺の建物とマッチしてよい
シャッターを同一の戸にそろえる
格子戸はよい
表側の戸はすべて黒目の板戸にする
どういった色にするか

軒→勾配屋根 黄（その他）色合いは歴史的に合致する色がよい（黒）
緑色の景色か？落ち着きを感じる
良いが、樹種の統一
土塀と併用する。低くする。
緑が多すぎて暗い
駐車場等で出入りが問題では
生垣は悪い
生垣が少し高い
土塀が良い(6名)
高さ１．５ｍくらいの方が良いと思う
但し瓦部分の調合を考えたら
土塀の高さをそろえる
駐車場も土塀方式で連動できないか
土塀をもう少し低くするとどうなるか
土塀が良い、文板を用いても
土塀だけ、生垣だけでなく互いにマッチした配置を！

青（良い） 藤棚は良いと思うが、花の咲かない時、葉の散る場合が問題
赤（悪い） 藤棚は町並みにそぐわない（2名）

駐車場出入り口の空間を屋根部分だけ土塀に
藤棚の柱を少なくしたらどうでしょうか

青（良い） 歴史的の建物がよい
黄（その他）東別院山門を復元する（2名）

現代的な建物は良くない（3名）
二階までしか建設させない。早く条例を作る
石畳（白）の方がよい（7名）
石畳（参道風）が良い（2名）
良い茶色が良い
黒色、落ち着いてよい
石畳がよい

赤（悪い） 石畳は悪い
自然石のパープル系の色はどうでしょうか
年に一度は山車が通る為、石畳の舗装は良くない
石畳をするならフラットタイプが良い

カラー舗装にする 赤（悪い） カラー舗装は良くない（2名） 12%
青（良い） 街灯（レトロ風）は良い（2名）
赤（悪い） 街灯は和風で

行灯風の街灯
街灯（歴史風）

青（良い） 電柱の移設に賛成します（4名）
黄（その他）電柱を地中化する（2名）

ポケットパーク（土塀有り）を設ける青（良い） ポケットパーク（土塀有り）が良い 6%
ポケットパーク（土塀なし）を設ける青（良い） ポケットパーク（土塀なし）が良い（7名） 59%

24%

12%

効果的であると答えた人の割合はWS終了後に行ったアンケートによるもの（17名が回答）

18%

（白）53％
（黒）12％
（灰）0％

（参道風）18％

88%

82%電柱を移設する電柱

街灯

駐車場

黄（その他）

青（良い）

赤（悪い）

建物
開口部→格子・和風意匠

青（良い）

黄（その他）

街灯（レトロ風）を設ける

青（良い）

土塀を配置

境界

藤棚を配置
黄（その他）

赤（悪い）

町屋風の建物を新設する
新築

生垣を配置

59%

0%

71%

ポケットパーク

石畳（白、黒、灰、参道風）

青（良い）

黄（その他）

舗装

黄（その他）

現代的な建物を新設する

項目 シミュレーションの内容
ポストイット
の色

意見の内容

格子が良かった

格子が良い
格子、和風意匠、土塀

生垣 赤（悪い） 生垣は風情を殺すような恐れあり
青（良い） 土塀は良い
赤（悪い） 土塀にすると町全体は良くなりますが、我が家の場合家が暗くなると思います。
青（良い） 藤棚が良い

藤棚は車の出し入れが行いにくい
藤棚はどうかな
近代的なものはよくない
４階建てのビルは町並みに合わないし、日光が照りにくくなる恐れがあると思う。

黄（その他） コンビニはほしい
道路は石畳に
石畳（白）がマッチしてると思います
石畳白が良い
門前町なので参道風の石畳が合っている
道路が石畳が良いです
石畳風、側溝の整備
和風のがすごく感じが良くこの町いマッチしていました。
街灯は和風で和風が良いです
レトロ風街灯（山車の当たらない高さに）、防犯対策上道路面が明るくなるように
電柱をなくす
電柱は地中に
電柱の除去
電柱地中
電柱はなくして下さい

横町の入り口の空き地（本町通側）現在の景観をすごく損なっているおもいます。
ポケットパークの映像－すごく感じが良かったです。
入り口になる大事は場所となりますので是非すばらしいパークにしてほしいとおもいます。

売地の所が公園になるのは良い
ポケットパークの公園は大変良いと思います。
山門を作る
山門よい
東別院の山門再現がよい
寺の入り口の山門はよい
山門あったほうがよい

東別院山門の再現

街灯（レトロ風、和風、行灯風）を設ける

東別院山門を復元する

開口部→格子・和風意匠

境界
土塀を配置

藤棚を配置

新築

駐車場

街灯

舗装

青（良い）

青（良い）ポケットパーク

電柱 青（良い）

その他

青（良い）建物

電柱を移設する

ポケットパークを設ける

赤（悪い）

赤（悪い）
現代的な建物を新築する

青（良い）

青（良い）石畳（白、参道風）
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えてもらった。土塀を駐車場の前に置くと景観として

は良いが車の出入りが不便になるという課題が挙がっ

ていたが、1階の軒の連続性が重要点であったことを踏

まえ、瓦付きの工作物を置いて軒の連続性を確保して

はどうかという意見が出された。（図9下）。

 このように建替え検討VR によって町並み形成の重要

点を共有し、現実的な修景案を導くことができた。しか

し、建物の明確な特徴に関しては、筆者が意図していた

客観的な評価がなされたとは言いがたい。グループ1の

参加者の中に駐車場を表出している家の所有者がいた

が、そのグループでは駐車場に関する意見は言いにく

い様子であった。このような、課題に関してはGH 繰り

返し行い、その中で意見を出しやすい環境が作ってい

く必要がある。

9. 支援プロセスの提案

 WS とGH による支援システムの効果から考察する歴史

的町並みの整備を目的とした整備方針検討においての

支援プロセスを図10 に示す。代表者協議会のような整

備促進区域の各地区代表による集まりでは町並み検討

VR によって事業内容を視覚的に理解してもらい、それ

に対する意見を収集することでより良い目標ビジョンに

していくことができた。

 しかし、住民説明会の様な大人数のWS において事業

地区の土地所有者から意見収集を行うことは難しかっ

た。そこで、意見収集は少人数のGH において行い、過

去の町並みの確認、町並み形成の重要点を共有、現実的

な整備方針を考えるという段階を踏むこととした。町並

み形成の重要点を共有する場面においては、どの様な建

替えによって町並みが阻害されるのかを理解することで

町並み形成の重要点を導くこととした。その際、建物の

客観的な評価を得るために建物が特定されにくい建替え

検討VR を活用した。

 目標ビジョンの共有における修景案を適用した町並み

の確認については今回は検証していないが、現実的な修

景案が適用された町並みを全体の場において確認する必

要があると思われる。

10. 総括

 本研究では歴史的町並み保存を目的とした街並み環境

整備事業による整備方針策定を支援するVR システムの

開発と活用プロセスの提案を行った。

 WS 参加者の特性と目的に応じた2つのタイプのVR シ

ステムを開発し、活用場面においてもWS形式とGH形式

を使い分けることで現実的な整備案を得ることができ

た。

1.過去の町並みの確認

2.横町通りの歴史的建造物の特徴を確認

屋根形状は…①切妻 ②入母屋 ③寄棟

屋根の向きは…①平入り ②妻入り

3.町並み形成の重要点を考えてもらう

4.シミュレーションの評価

5.町並み形成の重要点を再確認

6.個々の事情を踏まえた現実的な修景案を考える

屋根形状がそろっていることは…①重要 ②やや重要 ③重要でない

建物の階数がそろっていることは…①重要 ②やや重要 ③重要でない

１．屋根について

①切妻、平入り     ②切妻、妻入り    ③入母屋、平入り

④入母屋、妻入り    ⑤寄棟

２．階数について

①本２階        ②３階        ③平屋

横町通りの歴史的建造物の特徴

町並み形成において以下の点は重要ですか？

シミュレーションの中で町並みを大きく阻害するものに×をつけて下さい

屋根形状がそろっていることは…①重要 ②やや重要 ③重要でない

建物の階数がそろっていることは…①重要 ②やや重要 ③重要でない

町並み形成において以下の点は重要ですか？

シミュレーションを見ることで訂正

町並み形成の重要点と自分の生活を照らし合わせ修景案を考える。

建替え検討VRによる建替えシミュレーションを行い評価してもらう。

過去にどの様な建物があったかをみんなで話し合うことで

情景を思い起こしてもらい、歴史的建造物の特徴を考えや

すくする。

歴史的建造物の特徴を踏まえ町並み形成の重要点を考える。

GHの様子

参加者が記入

図8横町通りGHのプログラム

図9町並み形成の重要点（上)と現実的な修景案（下)

図10 整備方針策定VR支援プロセス
【グループ1】

【グループ2】

・建物の階数は3階以下であること。

・建物の1階壁面線が周囲と同じ場合は2階の壁面位置も周囲に合わせる。

・大壁造りより真壁造りの方が良い。

・建物の素材は多少バラつきがあってもよいが、漆喰や板張りといった在来のものにする。

・1階の軒の連続は重要である。

・建物の階数は3階以下であること。

・1階が真壁で2階が大壁のタイプが望ましい、すべて大壁造りは良くない。

・屋根形状はそれ程重要ではない。

・屋根形状はそれ程重要ではない。但し黒瓦葺であること。

・駐車場に土塀を設けると景観としてはよいが、車の出入りが不便である。

・駐車場に土塀を設けると景観としてはよいが、車の出入りが不便である。

・建物がセットバックしていても前庭（緑）であれば良いのかもしれない。

現実的な修景案

町並み形成の重要点

・1階の駐車場に土塀や門扉を設けると使いづらいので、

        1階の軒だけを連続するようにしたらどうか。

・石畳は格式が高くなるが、祭りの時に山車が曲がれなくなる

 ので、コーナーのところだけ洗出しにしたらどうか。

1階の軒を連続させた駐車場のイメージ

町並み検討VRの石畳の修景シミュレーションを見ながら

【代表者協議会】

促進区域全体の中で事業地区の位置付けを考えるため、理想的な目標ビジョンを考える。

街並み環境整備促進区域

1.事業目的を視覚的に理解

2.意見を収集し現実的な整備方針にしていく

【地区住民】

WS形式

WS形式

GH形式

1.事業目的を視覚的に理解

2.過去の町並みを確認

3.町並み形成の重要点を共有

4.現実的な整備方針を考える

5.目標ビジョンを共有

様々なシミュレーションの評価を行うことで、何が

問題であるかを探り、町並み形成の重要点を共有す

る

自分たちの住む町が整備事業によってどの様な町

になるのかを視覚的にイメージする

隣や向かいの建物の状況をすぐに確認するできるこ

とで、過去の状況を思い出しやすくする

建替え検討VR：建替えシミュレーション

町並み検討VR： 修景シミュレーション

町並み検討VR： 現況

町並み検討VR： 修景シミュレーション

建替え検討VR：建替えシミュレーション

町並み検討VR： 現況

町並み形成の重要点と個々の生活を照らし合わせな

がら現実的な修景案を考える

修景案を適用した町並みを確認し目標ビジョンを共

街づくり協定

街並み環境整備事業地区

自分たちの生活を行える現実的な目標ビジョンを考える。

シミュレーションに対する意見

町並み検討VR： 修景シミュレーション

3.目標ビジョンを共有

町並み検討VRをより良いビジョンへ昇華することで

現実的な修景案

町並み形成の重要点

（実際は街づくり協定締結後に事業地区とされる。）


