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《研究ノート》

ハノイ旧市街 Ma May 通りにおける
業種の観光産業化に伴う町並みの変化
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The history of Hanoi Old Quarter began when the capital was constructed in 1010. The historic houses had decreased, but
historic urban structure has remained. In 2004 the area was designated as a national conservation area. However, while the area
is the center of economy and culture of Vietnam, it is also an international tourist spot. Therefore, many changes of employment
to tourist business are performed causing the remodeling and reconstruction of the town houses. In this paper, the variety of the
changes for the new tourism is examined. In addition, the contents of appearance of town houses when changed for tourist
business are clarified.
As a result, the following things were clarified.
１）The number of shops increased, most of them are tourist business.
２）The tourist business was high density.
３）Many of the restaurants for tourists were remodeled, and most reconstructions are for hotels.
４）Travel agencies set up large and many signboards, making the landscape complicated.
キーワード：観光産業、歴史的地区、ファサード、町家、建替え
Keyword：Tourist Business, Historic District, Facade, Townhouse, Reconstruction
１．はじめに

2010年の遷都千年祭に向け、2004年に当

1－1

地区を国の重要文化財に指定し、町並み

背景と目的

ハノイ旧市街はベトナム社会主義共和
国の首都ハノイ北部に位置する商業地域
である。
当地区は1010年に現在のハノイに建都

図１

ハノイ旧市街の位置

を構成する町家の保存・修復、景観整備
などの活動を活発化させた。
しかし、現在の当地区は歴史地区であ
ると同時に、ベトナムの首都としての経

した際、宮廷への貢物を作らせるために

済および文化の中心でもある。
さらには、

近郊の村々から職人を呼び寄せ、王宮の

2000年代に入って以降は、国際的観光地

東側隣接地に、その職種ごとに集めて居

ともなった。ハノイを訪れる外国人の観

住させたことに端を発する（図１）。以

光入込客数は2002年に年間約50万人だっ

降、1000年を超える歴史のなか、当地区

たのに対し、
2016年には約402万人になる

は隣接する中国や宗主国であったフラン

など、著しい増加をみせている＊１。この

スの影響を受けつつ、ベトナムの中でも

観光客の激増に伴い、業種の観光産業へ

独自の文化を持つ地区として発展してき

の転業も活発化しており、それに伴う町

た。その後、1986年にドイモイ（刷新）

家の改造や建替えがみられ、町並み景観

政策が採択されるまでは、経済発展から

の変化が進行している。

出典：Viet Nam Administrative Atlas,
CARTOGRAPHIC PUBLISHING HOUSE,
2003, pp.19に筆者加筆

取り残されていたため開発圧力からも逃

そこで本稿では、観光地化が進行し始

れ、都市構造は遺り、歴史的建造物も減

めた2003年度調査、および最新である今

町家の外観の変化を整理分析し、それが

少したが、わずかながら現存している。

年度の2018年度調査の比較から業種の観

観光資源である町並みの景観におよぼす

当地区の町並み保存・景観整備活動は

光産業化の変容実態を把握する。そして

影響を明らかにすることを目的とする。

90年代から行われてきたが、ハノイ市は

それを基に、観光産業化した際に起きた
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1－2

先行研究レビュー

究は、本格的な観光地化が進行し始めた

部局のひとつとして設立された。しかし、

当地区内においても、特に観光客の往来

当地区の範囲がおよそ100ha と広範囲で

都市計画的観点、建築学的観点、観光的

が多い２本の通りで営業している店舗の

あること、対象物件数が多いこと、建築

観点から行われたものが多いが、代表的

看板に着目し、現状把握から問題点を整

物の権利関係が複雑であることなどか

なものとして以下の研究が挙げられる。

理し、景観関連条例の課題を明らかにす

ら、
管理が行き届いているとは言い難い。

都市計画的観点の研究としては、柏原

ることを目的としている。その結果、①

当地区の町家の修復・活用に関しては

。この

業種の観光産業化の進行実態、②業種に

外国の支援も受けているが、殊に1999年

研究では、1990～2010年代の当地区にお

よる看板枚数の差異、③条例の規定内容

からフランスのトゥールーズ市が行って

ける町並み保全の計画、規制および取り

による効果の差異を明らかにしている。

いる活動が活発である。ハノイ市は経済

組みを把握し、そこから当地区の町並み

この他には、和知惠一らの（2012年）の

的および技術的協力を得て、３軒の町家

保全の到達点と課題を明らかにすること

研究がある

。しかし、この研究はハノ

と１軒の集会所の修復を行った。その修

を目的としている。その結果、当地区の

イ市を中心としたベトナムの観光政策と

復された３軒の町家のうち１軒目は旧市

町並み保全の到達点としては、①無形要

インバウンドに着目したものであり、本

街保存事務所に、２軒目は町家の見学施

素を含めた保全開発規制の制定、②無形

稿のように旧市街に特化したものでもな

設として活用されている。そして、３軒

要素の振興型マネジメント施策の実践、

く、観光産業に着目したものでもない。

目は当地区の問題である過密居住の解消

③地区の独自性強化に向けた個々の通り

以上のように、本稿と同様にハノイ旧

と居住環境の向上を提案した事例で、修

への着目の３点を見出した。一方、課題

市街を対象とした研究は多分野に渡り、

としては、①規制における「無形文化遺

多様に行われているが、業種の観光産業

産」の定義の明確化、②無形要素の保全・

化の視点から、ハノイ旧市街に建つ町家

振興型マネジメント策の検討、③住民に

の外観の変化を分析することで、観光資

も達成可能なモデル事業の展開、④職業

源である町並みの景観におよぼす影響を

３．調査概要

の通りの再定義、⑤コミュニティ参加方

明らかにする研究はみられない。
よって、

3－1

法の模索の５点を見出している。

本研究は意義があると考える。

ハノイ旧市街を対象とした研究には、

沙織ら（2017年）の研究がある

文１）

文６）

しかし、業種に関する条例は施行され
ていないため、規制はない。

調査組織および調査内容

当地区を対象としたハノイ旧市街保存
総合調査は、千葉大学、昭和女子大学国

建築学的観点の研究のひとつとして
は、内海佐和子ら（2010年、2014年）の

復後は実際に住民が居住している。

２．行政の取り組み

際文化研究所が中心となり、ハノイ市人

。これら一連の研

急速に進行する経済発展と観光地化の

民委員会、旧市街保存事務所およびハノ

究では、当地区を構成している町家では

中、ハノイ市人民委員会は当地区を保存

イ建設大学の協力を得て、2003年３月か

過密居住に起因する無秩序な増改築が行

するための条例を施行した。1999年６月

ら断続的に実施されてきた。なお、2015

われ、それが居住環境の悪化、景観の乱

発令の当地区の保存に関する条例

年以降は日本側の研究組織は室蘭工業大

研究が挙げられる

文２、
３）

れを誘発していることを明らかにし、そ

（45/1999/QD-UB

以下、保存条例）で

学に移った。
調査内容は、行政からの関連資料の入

のうえで、増改築事例から過密居住の町

は、当地区の範囲、保存対象となる通り、

家における増改築内容と住まい方の現状

保存対象建物、保存・開発の原則などが

手のほか、町並み保存の基礎資料となる

を概観し、そこから増改築の課題を考察

定められているほか、建物に関しては建

町並みを構成している町家の実測調査お

している。

蔽率、高さ、建材、色彩といった項目も

よび、居住者へのインタビューによる住

規定されている。

まい方調査、町並みの変化の把握を目的

この他に、町家の改変実態に着目した
To KIEN（2008年）の研究がある

。こ

文４）

景観に影響を与える看板に関しては、

とした写真撮影を行う景観変容調査など
である。

の研究では、当地区内で現存する最も古

看板・横断幕による宣伝活動に関する条

い町家を対象に居住空間の改変実態の調

例（10/2001/ QD-UB）が出されたが、看

本稿では、そのなかの景観変容調査に

査を行い、そこから町家の居住空間の改

板の素材や形、使用言語、使用する色な

おいて採取した、町家のファサードを一

築および改変の基本原則は、①中庭に新

どの具体的な項目は、前述の保存条例で

軒ごとに撮影したファサード写真を資料

しい建物をはめ込む、②古い建物を壊し

定められている。看板の形や色に関する

とする。なお、景観変容調査では、ファ

別の建物を新築する、③空間を仕切るの、

項目もあるが、
「見やすく」
、
「分かりやす

サード写真撮影のほか、業種の特定およ

３タイプであることを明らかにしてい

く」、「綺麗で」
、
「地味に」
、
「派手すぎる

び店舗での取扱商品などを把握する、見

る。

色を使用しない」といった、抽象的な表

取り調査も併せて行った。

そして、観光的観点の研究には、内海
佐和子（2006年）の研究がある

。本研

文５）

現に留まっている。
実務にあたる旧市街保存事務所も市の
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景観変容調査は、2003年３月から2018
年９月の間に合計８回実施されたが、本
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稿においては、初回調査である2003年３

図３

５．店舗数の変化

ハノイ旧市街の伝統的町家の例

2003年度調査と2018年度調査を比較す

月調査および、最新である2018年９月調

ると、建物棟数が１棟減少しているにも

査の写真を分析に用いる。

かかわらず、店舗数が増加する一方で、
3－2

調査対象

事務所などの営業所および専用住宅が減

景観変容調査では、原則として調査対

少していた。なかでも専用住宅の減少数

象を当地区の保存条例において保存対象

が15件から３件と大きく、商業用途とし

として指定されている76本の通りに面す

て使用していなかった町家の店舗化が進

る建築物としているが、本稿での分析対

行していた（表１、図４）
。

象はマーマイ通りとする。
６．業種の観光産業化＊５

マーマイ通りは南北約270m の通りで
あり、南端をハンバック通り、北端をハ

店舗のみをその対象別にみると、住民

出典：筆者撮影

ンブオン通りと接している（図２）。当地

を対象とした店舗が57件から19件へと減

区内の主要な通りであるハンバック通り

階の間口は小さく、少ない。これは、隣

少する一方、観光客向けの店舗が41件か

とハンブオン通りをつなぎ、且つ、通り

接する王宮を見下ろすことは失礼にあた

ら91件に増加しており、業種の観光産業

の南側に、前述したトゥールーズ市の支

るとの考えに基づいている。

化が進行していた（表２、図５）。

援により修復された町家の見学施設が、

当地区の伝統的町家は、通りに面して

次に業種別にみると、住民対象は全業

1999年11月に完成したため、当地区内で

いる建物である前家と、中庭を挟んだ奥

種で減少していたが、観光客対象では、

も有数の観光客の往来が多い通りとなっ

に建つ後ろ家の２棟で１軒を構成してい

土産物店を除く全業種が増加していた

ている。さらに、保存条例により保存を

る。前家は１階が店舗で、２階はバック

（表３、図６）
。なかでも観光客対象の飲

優先すべきと規定されている通りの１本

ヤードである。一方の後ろ家が住居空間

食店の増加が6.8倍と著しかった。また、

でもある。よって、マーマイ通りを本稿

である。前家と後ろ家は廊下でつながっ

2018年度調査時で最多であった観光客対

の分析対象とした。

ている。中庭には通風・採光の確保とい

象のサービス業の内訳をみると、旅行代

った目的もあるが、この用途の異なる２

理店が44件中24件（54.5％）と過半数を

棟の空間を視覚的にも心理的にも分ける

占めており、続いて多かったのはホテル

装置となっている。

で44件中16件（36.4％）であった。

表１

図４

店舗と非店舗＊４の比較

図５

対象別店舗軒数の比較

図２ ハノイ旧市街とマーマイ通りの位置

調査

建物棟数と用途＊２、３（単位：件）
数 建物
棟数

店舗

事務
所等

専用
その他 合計
住宅

2003年

113

106

8

15

7

136

2018年

112

117

2

3

7

129

表１および図４出典：筆者調査データ

表２
出典：ハノイ市提供の地図に筆者加筆
調査

４．伝統的町家の概要
当地区の伝統的町家は木造２階建て

対象別店舗数（単位：件）
対象

住民
対象

観光客
対象

双方
対象

合計

2003年

57

41

8

106

2018年

19

91

7

117

で、妻側の壁は煉瓦造である（図３）。煉

表２および図５出典：筆者調査データ

瓦造部分は、塗料を混ぜた漆喰で仕上げ

表３

る。屋根は切妻、瓦葺で平入である。最
も古いタイプは棟がゆるい弓形で、下に
向かって弧を描いている。ファサードの
デザインはシンメトリーで、３スパンの
間口を持つ。１階中央のスパンが出入り
口で、その左右のスパンは窓である。２

業種別の店舗数（単位：件）
対象別業種

住民対象
物販

調査

飲食

観光客対象
サービス 物販

飲食

双方

サービス 土産物

物販

サービス

合計

2003年

29

18

10

4

4

20

13

2

6

106

2018年

11

6

2

11

27

44

9

3

4

117

表３出典：筆者調査データ
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８．業種の観光産業化に伴い外観が変化

図６ 観光客対象店舗数

した事例
8－1

図６出典：筆者調査データ

一方、2003年から営業を継続していた

8－2

ホテルの事例

この事例は建替えられた12件のうちの

観光客対象の飲食店の事例

１件である。2003年度調査時は２階建て

2003年度調査と比べ、2018年度調査時

の専用住宅であったが、2018年度調査時

には１棟に複数の観光産業の店舗が入る

には５階建てのホテルに建て替わってい

事例や、本来は路面店だけだったが、２

た（図８）
。なお、この建替え前の町家は

階、３階といった上層階にも観光産業の

フレンチ・コロニアル様式を残す古い町

店舗が入る事例がみられた。

家であり、ハノイ市による保存条例にお

例えばこの事例は、2003年度調査時は

いて保存対象建物とされていた。

のは全129件中18件（14.0％）であった。

１階で住民向けのカフェを営業していた

この18件中13件（72.2％）は住民対象の

が、2018年度調査時には、１階から３階

店舗であり、一方の観光客対象では、前

までを使用した観光客対象のレストラン

述のトゥールーズ市が修復を行った町家

になっていた
（図７）
。この事例では上層

転業や開業に伴う町家の改変事例が少な

の見学施設の１件（5.6％）のみであった。

階を建て増して店舗面積を拡大し、
また、

かった。それは、陳列する商品がないこ

外観に瓦葺の庇や木造の手すりといった

とや、店舗が事務所形式で足りることな

伝統的町家のデザインモチーフを取り入

どが要因と考えられる。しかし、逆に陳

れ、伝統的風に見せていた。

列する商品がないため、観光客の目を引

７．業種の観光産業化と町家の外観の変
化

8－3

旅行代理店の事例

旅行代理店は、他の観光産業と比べ、

2003年度調査から2018年度調査の間
に、他業種から観光産業へ転業した事例

図７

観光客対象飲食店の改造事例

左：2003年３月

右：2018年９月

もしくは、観光産業間で転業した事例は
84件あった。その84件のなかで建替え、
改造および、その他の改変が行われてい
たのは56件（66.7％）であった（表４）＊６。
業種の内訳をみると、建替えられた12
件のうち８件（66.7％）がホテルであり、
大半を占めていた。また、改造が行われ
た32件のうち、最多は観光客対象の飲食
店の18件（56.3％）で過半数を占め、そ
の次に多かったのはホテルの５件
（15.6％）であった。その他の改変は12件
あったが、そのうち観光客対象の飲食店
が５件（41.7％）と最多であり、旅行代

出典：筆者撮影

理店の４件（33.3％）がそれに続いた。

図８

ホテルへの建替え事例

一方、改変がなかったのは28件であっ
た が、こ の 内 訳 は 旅 行 代 理 店 の 12 件
（42.6％）が 最 も 多 く、土 産 物 店 ７ 件
（25.0％）、観光客対象の物販４件（14.3％）
と続いた。
表４

観光産業における町家の改変



（単位：件）

内容 建替え
件数
％

改造

その他
改変

改変
なし

合計

12

32

12

28

84

14.3

38.1

14.3

33.3

100.0

表４出典：筆者調査データ

出典：筆者撮影
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左：2003年３月

右：2018年９月
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図９ マ
 ーマイ通りにある一般的な旅行代
理店の外観 2018年９月

化のみならず、ハノイ市の保存条例で保

営利目的用途に使用しているものを指

存対象建物とされている町家までもが営

す。その他とは、役所、宗教施設など

利目的で取り壊されるなど、経済活動の

非営利目的用途および、空き家、工事

旺盛さも一因となり、行政の取り組みに
逆行する動きが起きている。他方、当地
区の観光地化および、それに伴う景観の
変容は容認せざるを得ない。しかし、国
の文化財である以上、保存対象建物の取
り壊しは看過できず、保存・修復の必要
がある。そのためには、保存対象建物の

中を指す。
１棟で複数の店舗が入っている事例が

＊３）

あるため、店舗、事務所等、その他、
専用住宅の合計は建物棟数を超える。
＊４）

非店舗とは表１の事務所等、その他、

専用住宅の合計を指す。
＊５）

本稿における業種の分類は、景観変容

周知および、保存条例の有名無実化への

調査の一環として行った見取り調査の

対応が急務である。

データを用いて行い、土産物店、旅行

一方、当地区では、保存対象ではない

代理店、ホテルの他、主に観光客を対

建物の方が大多数である。町の賑わいを

象とした飲食店および物販店を観光産

こうと大型の看板や多数の看板を町家の

考慮した場合、これらの建物を整然と均

業と定義する。飲食店における対象の

外部に張り付け、ファサードを覆い隠し

一に修景する必要はないと思うが、進行

判断は使用言語によって行い、看板の

てしまう傾向が強い（図９）。そのため、

する無秩序化の防止を目的とした一定の

主な表記がベトナム語以外の言語であ

町家そのものの改造や建替えは起こらな

方針やルールは必要と考える。

る、
もしくは複数言語で書かれている、

出典：筆者撮影

加えて、これらを運用する市の管理体

いものの、景観を煩雑にする要因になっ
ている。

制強化も今後の課題となる。

メニューが複数言語で書かれているな
どの場合を観光客対象とした。また物

また、新しい業種としてコンビニエン

販店は、デジタルカメラ用 SD カード

ス・ストアーの出店があった。コンビニ

などの他、地元住民が市場や専らスー

エンス・ストアーは出店の際の改造に加

パー・マーケットなどで購入し、街中

え、全国で統一された看板を使用する。

では購入しない、冷やしたミネラルウ

①ハノイ旧市街では店舗化が進行して

ハノイ旧市街内の店舗数はまだ少ないも

ォーターなどを販売している店舗を観

おり、且つ、業種の観光産業化が起

のの、コンビニエンス・ストアーの看板

光客対象とした。なお、双方を対象と

こっていた。また、観光客対象の店

は大型であり、また派手な色使いである

した物販とは薬局、コンビニエンス・

舗は入れ替わりが激しかった。

ため、景観に影響を与える。今後は日本

ストアーなどを指し、双方を対象とし

②観光産業化した店舗には、１棟に複

の京都をはじめとする歴史的町において

たサービスとは、銀行、ATM などを

数の店舗が入る、上層階も店舗化す

導入されているような、町並みに合わせ

るなど、店舗の高密度化がみられた。

た落ち着いた色合いで小型の看板も用意

９．まとめと今後の課題
以上から、以下のことが明らかになっ
た。

③業種が観光産業化すると、町家の外
観に変化が起こる事例が多くみられ

の変更、外壁の塗替えなどを指し、そ

必要がある。

れら以外の大規模な躯体の変更を伴う
改造および増築を改造とする。

＊本研究は JSPS 科研費 JP25420652の助
成を受けたものである。

ホテルの場合は建替えが起こるなど
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