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1．はじめに

1.1 研究の背景と目的

　都市の急速な発展過程の中で、中国は、経済を発展

させる戦略政策を優先し、都市環境問題に対する重視

が欠けてたために、深刻な都市環境問題が発生し、グ

ローバル化と近代化の影響下で、伝統的な都市景観が

破壊され、個性のない画一的な景観が各地で見られる

ようになり、伝統景観の保護、地域の特色ある発展が

課題となった。都市景観と居住環境の質を高めるため

に、2012 年になって、「美しい中国」という理念を中

央政府が打ち出し、2018 年に浙江省が「浙江省都市

景観風貌保護条例」を公布し、都市設計を基礎とする

都市景観風貌計画設計と管理制度を行している 1)。

　都市の発展過程で現れた景観問題を解決するため

に、中国では既に景観と関連多くの条例が公布された

が、都市景観に関する中央政府の法律はまだ公布され

ていない。「美しい中国」を実現するために、都市の

特色、都市景観風貌が重視され始めている。

　本研究は、中国における景観関連の政策を対象とし

て、日本の景観政策との比較を通じて、変遷と特徴及

び課題を明らかにすることを目的とする。

1.2 既往の研究

　中国知網 (CNKI) が 1982-2020 年に公開した中国語

論文を検索し都市、風貌に関する 3,254 編の論文を抽

出した。CiteSpace が提供する Burst detection 機能

に基づいて 2)、2 年以上連続して 20 回以上出現する

キーワードをスクリーニングし、Kleinberg アルゴリ

ズムに基づいてキーワードの突発強度(the strength of 

citation bursts注 1)) を算定した。突発強度が 4.5 を

超えるキーワードを出現年順にみたところ、2012 年

に「美しい中国」の理念が打ち出されて以降、「都市

更新」「都市景観風貌」「特色風貌」「風貌整備」「地域

特色」などが多く用いられていることがわかる(図1)。

　景観施策の変遷に関する研究として、日本では日本

建築学会グローカル景観デザイン小委員会による一連

の研究３)、米国には政策開発研究ジャーナル４) におけ

る一連の研究がある。中国の特色ある風貌計画戦略に

関する研究として、劉暁宇による蘇州の田園農村計画

図 1都市、風貌を論文タイトル中に有する論文のキーワードの
突発強度が 4.5 を超える期間

戦略に関する研究 5)、劉洋の都市郊外融合類村の空間

発展戦略に関する研究 6)、中国の都市風貌計画に関す

る研究として、王敏の都市風貌の協同最適化理論と計

画方法の研究 7)、王敏の 1980 年代以降の都市風貌研

究総説 8) などがあるが、近年の中国における景観施

策の変遷について論じた研究はみられない。

1.3 研究の方法

　まず、中国自然資源部門 HP の資料及び政策文献よ

り、景観関連施策を確認する。次に、「都市+景観+風貌」

をキーワードに、中国 297 の主要都市 ( 直轄市 4、地

級市 293) の地方政府 HP の資料より、相関法令を取集

し、分類分析を行う注 2）。また、日本と中国の比較を

通じて中国の都市景観行政の特徴を示す。

　

2．中国における都市計画と景観関連施策の変遷

2.1 初期（1980 － 1990 年代 )

　中国における、景観施策の始まりは、歴史文化景観

の保護（1982 年 , 文化財保護法）と全国民義務植樹

運動による自然景観の保護（1979 年 , 全国民義務植

樹運動）であった。1980 年代、観光業は経済発展を

牽引する重要な手段の一つとされたことから、多くの

歴史観光地が保護され、改修された 9)。また、中国の

自然生態と都市環境の問題は深刻であり、都市容貌と
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環境衛生管理条例、森林法などの関連法令を公布し、

都市衛生環境と自然景観を改善したが、都市景観、風

貌保護に対する意識を形成するに至っていない 10)。

2.2 発展期 (2000 年代）

　都市建設に多額の予算が投入されるようになり、都

市公共空間の建設プロジェクトが増加した。都市景観

の保護の重点は主に特定景観形成区域の指定（2006

年名勝地区条例）として現れたが、この時期、都市全

体の景観に対する認知は殆どみられない。都市景観を

改善する措置は主に、自然景観（景勝地と国家級公園

などの関連立法）と人文歴史景観（全国重点文化財保

護単位の設立、国家歴史名城関連立法の公布など）に

向けられた。

2.3 発展期 (2010 年代 )

　2012 年の「美しい中国」が全国人民代表大会で打

ち出されたのを機会に、都市景観が重視されるように

なった。2016 年の中国共産党中央と国務院による「都

市計画建設管理のさらなる加速に関する若干の意見」
11) では、都市の特色ある風貌を形作ることに言及し、

都市特色ある風貌が都市競争力を向上させるための有

力な武器として注目を集めた。2018 年、浙江省は「浙

江省都市風貌保護条例」を公布したが、これは都市景

観風貌特別立法であり、都市設計を技術基盤とする都

市景観風貌計画設計と管理制度を試験的に定めたもの

である。

2.4 中国景観関連施策

　2022 年 1 月時点で、中国は都市景観に関する法律

法規を公布していない。都市景観の問題を解決するた

めに、都市管理の関連文書としての景観関連政策が政

府によって定められたが、それらは歴史景観、自然景

観、都市容貌注3）のグループに分けられる（図 3）。

　江蘇省の一部の都市は、都市景観を都市計画の一部

として管理しているが、都市計画と法律関係のない景

観関連政策の管理範囲は、都市計画と空間的に重なる

ことから、独立した景観政策体系を形成していない。

2016 年から浙江省、成都市などの都市風貌保護、特

色形成に関する試験的な施策が登場し始めた。

3．中国都市景観風貌政策

　都市の景観風貌は国民生活と密接に関連しており、

国の経済成長に伴って景観を改善する政策が打ち出

され始めた。2012 年の「美しい中国」の理念は、都

市建設における新しい課題となり、2015 年までの間、

都市景観政策の公布数が減少した。2016 年、中国国

務院は「都市計画建設管理をさらに強化することに関

図 2　中国における景観関連施策の変遷

する若干の意見」の中で、都市特色ある風貌を形作り、

都市設計レベルを高めることを記述し、「都市設計を

通じて、全体の平面と立体空間から都市建築の配置を

統一的に計画し、都市景観風貌を協調し、都市地域特

徴、民族特色と時代風貌を体現する」という目標を掲

げたことを契機に、中国の都市風貌に関する政策は急

速に発展し、関連する法令は増加した。

3.1 都市景観関連法令の献索

　都市、景観、風貌をキーワードに、中国の 297 の主

要都市の地方政府 HP を検索し、120 件の都市景観関

連法令と 751 件の景観形成誘導法令を収集した。

　2016 年を境に、都市景観関連法令の数が急速に増

加し、景観、風貌をタイトルに入れた都市景観関連法

令は 120 件に昇る ( 図 4)。政策文書は対象とする範

囲によって、行政区域内の都市全域を範囲とする「広

域都市風貌」、都市内の境界のある一部の都市区域、

風貌区、街道などを指す「非広域都市風貌」に分けら

れる。都市景観関連法令には、広域都市風貌を管理対
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図 3中国における現行の景観関連施策の体系



象とする正式な条例が 5件ある (表 1)。

 条例は都市設計の都市景観風貌に対する計画と制御

誘導を対象とする、このうち青島市は中国で最も早く

都市風貌政策を発展させ始めた都市であり、自然風貌

と人文風貌の 2 面から景観コントロールを試みてい

る。浙江省は中国初の省級都市景観風貌条例を制定し、

都市容貌基準で都市景観風貌の構成要素を定義し、都

市景観風貌管理分野における都市設計によって進める

ことを法的に明示した。また、成都市は「公園都市形

態の構築」を目的とし、都市風貌を分類して管理項目

を定めた。

3.2 景観形成誘導法令

　都市景観誘導法令は 751 件あり、2012 年に減少し

たが、2016 年より増加に転じた ( 図 5)。都市景観形

成措置は屋外広告物と都市容貌と環境衛生を規範化す

ることを主としている。

3.3 都市景観風貌政策の分布特徴

　各都市の景観資源には差があり、景観問題はそれぞ

れ異なる。都市景観問題は具体的な事項であることか

ら、景観形成誘導法令を制定して解決を試みている。

その景観形成誘導法令は、都市開発が進む、上海市、

重慶市などの直轄市を中心とする沿海地区の都市が多

い (浙江省 13 件、福建省 13 件 )。

　都市景観関連法令を公布するかどうかは地方政府の

都市景観に対する理解と重視の程度に関係する。江蘇

省の蘇州市、揚州市等では、歴史景観を都市景観とし

て重視していたため、都市の歴史景観に関する計画だ

けを制定した。また、浙江省、広東省は、一部の都市

は都市の特色ある景観・風貌を発展させることが都市

の総合競争力を高める上で重要な役割を果たし、より

多くの交流人口を誘致するのに有利であると考えてい

る。都市の特色ある景観風貌を発展させることは、都

市の総合競争力を高め、より多くの交流人口を誘致す

るのに重要な役割を果たす。

　都市景観政策は都市域の急速な拡張、新城区建設

の盛んな大都市で比較的に多い。例えば、重慶市は

1952-2005 年の間に都市用地を 46.6 倍に拡大し、重

慶市主城区「両江四岸」都市風貌建設設計ガイドラ

イン (2020 年 ), 重慶市都市風貌特色計画設計暫定規

定 (2021 年 ) の 2 つの都市景観関連法令を公布した。

広東省広州市は 1952-2005 年の間に都市用地を 43.5

倍に拡大し、広州市歴史建築と歴史風貌区保護方法

(2013 年 ), 広州市建築景観設計ガイドライン (2017

年 ) を公布した。

図 4中国における都市全体を対象とした景観法令件数の変遷

図 5具体的な景観形成を誘導する法令件数の変遷

表 1中国における都市風貌条例の内容
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図 6　2021 年まで 1都市当たりの景観関連の法令数

4．日本と中国の都市景観行政の比較

4.1 日本「美しい国づくり政策大綱」と中国「美しい

中国」理念

　日本は 2003 年に「美しい国づくり政策大綱」が国

土交通省より発表され、時期を同じくして「観光立国

行動計画」を決定し、更に 2004 年の景観法に続いて

景観緑三法が制定された。用語は同じ「美しい」「国」

の記述があるが、中国が 2012 年第 18 回全国代表大会

で提出した「美しい中国」は戦略政策ではなく、中国

の国家発展任務に新たに追加された「生態文明建設」



表 3福岡市と寧波市のデザインガイドラインの構成
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に基づいた概念である）。「美しい中国」は生態文明建

設の目標であり、これは国民のより良い生活を追求す

る期待に応じたものである。「美しい中国」を実現す

るために、中国国務院は生態環境保護法の公布、都市

設計試験都市の推進、地方政府の都市景観風貌条例の

公布などの地方政府に至る一連の措置を取った。現段

階では、都市景観風貌政策を模索する初級試験段階に

あり、日本のような景観行政体系の確立にはまだ距離

がある。

4.2 福岡市と寧波市の都市設計ガイドラインの比較

　寧波市は、都市設計の都市景観風貌を管理するため

に「浙江省都市景観風貌条例」(2018 年 ) の下で制定

した「寧波市都市設計ガイドライン」を有することか

ら、「福岡市景観計画デザインガイドライン」と比較

する。(表 3)

　福岡市は、全域に関する景観形成方針を定め、５つ

のゾーンに区分し、主に建築物、作業物の規模・配置、

形態・意匠、付属設備、付属施設、外構、夜間景観、

屋外広告物に対して行為の制限を制定している。さら

に、都市景観形成地区の方針を定めている。寧波市は

まず都市の山水構造を確定し、都市を自然山水資源地

区と都市農村融合開発地区に分け、都市発展目標に基

づく都市景観風貌重点管理区域を区分し、区分の景観

の特徴に基づいて、まず「重要な誘導要素」と誘導方

針を制定し、優秀事例の説明図を用いて設計を誘導し

ている。「誘導要素」は一般的な景観構成要素であり、

明確な規定はみられない。（図 7,8）

　

5．結論

　本研究は、中国の景観政策を対象として、以下を明

らかにした。　

(1）都市風貌に関する論文タイトルのキーワード検索

を行い、中国における研究は、歴史風貌保護、都市管

理、景観風貌から、都市特色、都市景観風貌、都市設

計、都市更新に変容してきたことを示した。

(2)2012 年の美しい中国の理念を打ち出してから 4 年

が経過した 2016 年より、中国国務院による「都市計

画建設管理のさらなる加速に関する若干の意見」を契

機に法令制定が急増たことを示した。

(3) 中国の景観政策の重点は、初期の段階では主に歴

史景観保護と生態景観保護にあり、2016 年からは都

市の特色ある風貌が政府の課題となった。

(4) 中国における景観関連法は、日本と比べると整備

の途上にある。デザインガイドラインにおける福岡市

と寧波市の視点と手法の違いを示した。

図 7福岡市と寧波市の景観分区

図 8福岡市と寧波市の景観形成誘導方法

表 2日本「美しい国づくり政策大綱」と中国「美しい中国」理

念の対照
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