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《研究ノート》

観光地化する町並みにおける
店舗の経営形態別による景観の変化
ベトナムの世界遺産ホイアン、チャン・フー通りの場合
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Hoi An was listed on The World Heritage List in 1999. Since then tourists have increased. There are problems in Hoi An, one is
the influx of outsiders for business. Therefore, this paper grasped the changes in facades due to differences between selfemployed and tenant owners. As a result, the following things were clarified.
１）Shops increased and density increased.
２）Self-employed shops had drastically decreased, and tenants had increased.
３）Both Self-employed and tenant owners recognized Hoi An as a tourist destination.
４）Souvenir shops with low initial costs had increased. On the other hand, Restaurants with high initial costs were only tenants.
５）Restaurants and service industries had installed many signs.
６）Hotels and restaurants decorated many lanterns that needed to attract many guests because there were no products to display.
キーワード：世界遺産、ファサード、テナント、観光産業、営業形態
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１．はじめに

ら取り残されたことも一因となり、18世

世界遺産リスト登録を契機に観光客が激
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紀以降に建設された町並みが現在も残さ

増した。世界遺産リスト登録直前の1999

れている。

年の年間観光入込客数は約16万人であっ

背景と目的

ベトナム社会主義共和国（以下、ベト
ナム）の中部海岸平野に位置するホイア

1991年、ベトナム政府の要請を受けた

ン（Hoi An）＊１）は、大航海時代、海の

日本の文化庁は、国内の大学およびベト

たが、その後、増減を繰り返しながらも、
2018年には約146万人を数えるまでにな

シルクロードの中継貿易拠点であり、東

ナムの研究機関を中心に国際共同研究グ

った＊２）。現在では保存された町並みを主

西商人の交易拠点として繁栄した

ループを組織し、ホイアンの町並み保存

な観光資源とする、ベトナム屈指の国際

（図１）。さらに、17世紀初頭には、日本

調査を開始した。その後、ホイアン市お

的観光地である。

の御朱印船も寄港し、往時には、各商人

よび住民の町並み保存への取り組みが結

の自治による日本人町と中国人町も造営

実し、1999年12月開催の第23回世界遺産

町には著しい観光地化が起こった。観光

されるなど、港町として活況を呈した。

委員会において、ホイアンの旧市街は

地化による変化は店舗の業種の観光産業

その後、日本の鎖国令により日本人町は

“Hoi An Ancient Town”
（日本語名：古

化のみならず、本来の居住形態であった

消滅したが、残っていた中国人商人によ

都ホイアン）として、世界遺産リストに

店舗併用都市型住宅の崩壊および居住環

り町の繁栄は続いた。しかし、港の体積、

登録されるに至った。

境の悪化、テナントへの一棟貸しによる

この観光客が増加する状況のなかで、

船舶の大型化といった港湾機能の低下要

町並み保存活動を開始する前のホイア

居住者のいない町家の増加、地元住民の

因が生じたこともあり、町は衰退してい

ンは、農業および漁業を主産業とする田

減少およびホイアン旧市街の外からの人

った。18世紀、ホイアンの町は内乱によ

舎町であった。
若年層は就労機会を求め、

の流入など、多方面におよんだ文５、６、７）。

り消失したが、当時も残っていた中国人

近郊のダナンのほかハノイやホーチミン

商人によって町は再建された。その後も

シティーといった大都市に流出してい

店舗の業種の観光産業化に影響を与えた

19世紀半ばに始まるフランスによる植民

た。従 っ て、過 疎 化 が 進 行 し て い

一因と考えられる外部からの人の流入に

地政策、20世紀のベトナム戦争といった

た

文１、２、３、４）

着目する。そのうえで、店舗の経営形態

町の存続に影響をおよぼす重大な事項が

このような状況であったホイアンの転

別によるファサード＊３）の現状分析を行

あったが、ベトナム戦争終結後の開発か

換点は、世界遺産リスト登録であった。

い、ホイアン旧市街の外から店舗経営を

。
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そこで本稿では、
これまでの研究から、

日本国際観光学会論文集（第27号）March,2020

図－１

ホイアンの位置

化が進行するなかで、ホイアン市が施行

来からの変容実態を抽出し、そこから観

した景観誘導に関する条例の効果を条例

光地化が家屋と住まい方に与える影響を

施行の前後で比較することによって検証

考察している。

している。

出典：Political Map of Vietnam, World Sites
Atlas
h ttp://www.sitesatlas.com/Maps/
Maps/vnm-pol.htm に筆者加筆

また、世界遺産登録と持続可能な観光

また、上記以外にも観光地化と町への

地づくりに言及した新井直樹（2008）の

影響に関する研究がある。
北雄介ら
（2007

研究がある文14）。ここでは、日本の世界遺

年）は、ホイアンと京都の嵐山において

産の動向を整理したうえで、世界遺産の

商業者に対するアンケート調査を実施

暫定リスト掲載地においては、世界遺産

し、そこから観光地化の進行に伴う地域

リスト登録後の観光客の増加を考慮し、

の変化を分析している。そして、双方を

景観条例の策定や観光客の受入れ態勢の

比較することで各地域の特徴を把握し、

整備、住民参加によるまちづくり活動な

まちづくりへの提案を行ってい

ど、地域資源の保護と活用を両立させる

る

対策を事前に策定しておくことが持続可

。

文９、10、11）

そして、
観光学的観点の研究としては、
内海佐和子（2016年）の研究がある

。

文12）

能な観光地づくりに必要であると述べて
いる。

しにきたテナント事業者の流入が、町並

ここでは、ホイアンを訪れた観光客に対

み景観に与える具体的な変化をまとめる

するアンケート調査を実施し、
そこから、

の旧市街を対象とした研究および、世界

ことを目的とする。

①外国人観光客は持っていたリビングヘ

遺産と観光地化に関する研究は多様に行

リテージとしてのホイアンのイメージと

われている。しかし、本稿のように、世

現実との間にギャップがあること、②ベ

界遺産の町並みを構成する店舗を対象と

ホイアンの旧市街を対象とした研究

トナム人と外国人観光客では町並みに対

し、店舗の経営形態の視点からファサー

は、ホイアンの町並み保存活動開始と時

する評価が異なること、③外国人観光客

ドの現状分析を行うことで、ホイアン旧

期を同じくし、90年代半ばから行われて

は町並みの形骸化の進行を感じているこ

市街の外から店舗経営をしにきたテナン

いる。研究は観光学的観点のほか、都市

とを明らかにしている。

ト事業者の流入が町並み景観におよぼす

1－2

先行研究レビュー

以上のように、本稿と同様にホイアン

計画学、建築学、文化財保存、被服学な

歴史的町並みにおける観光地化に関す

ど幅広い分野で行われているが、本研究

る研究は、ホイアン以外でも行われてい

と関連のある代表的なものとしては、以

る。殊に、本稿と同様に、アジアにある

下の研究が挙げられる。

世界遺産の歴史的町並みに対する観光地

２．調査概要

化に関しては、藤木庸介（2008）の研究

2－1

まず、都市計画学における町並み保存

い。

調査対象

に関する研究には、安藤勝洋ら（2015年）

がある

の研究がある

世界遺産である麗江旧市街を対象とし、

通りに面する建築物185軒とする
（図２）。

で成果をあげたホイアンの町並み保存の

世界遺産エリア内の家屋の改変実態およ

世界遺産のコアゾーン内には、主要な通

システムについて、その形成過程と特徴

び現在の住まい方を把握したうえで、本

りとして東西方向に５本、南北方向に１

。この研究では、短期間

文８）

。ここでは、中華人民共和国の

具体的な変化をまとめる研究はみられな

文13）

調査対象は、チャン・フー（Tran Phu）

を明らかにすることを目的としている。
その結果、ホイアン固有の町並み保存シ

図－２

世界遺産・古都ホイアンのコアゾーンとチャン・フー通りの位置

ステムは、①観光チケットによる町並み
保存の財源の確保、②国有の空き家の再
生と活用、③町並み保存のための専門機
関の設置としている。さらに、発生する
問題に対し条例や住民との協議により問
題を解決し、実効性の高い町並み保存シ
ステムを構築してきたことが明らかにな
ったとしている。
次に、観光化に伴う町並み景観の変容
に関する研究には、内海佐和子ら（1999
年）の研究がある文３）。そこでは、観光地

出典：ホイアン市提供の地図を基に筆者作成
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本の通りがあるが、18世紀末に建設され

（表１）。一方で、非店舗は21軒と数の増

たチャン・フー通りが最も古い。また、

減はない。
2019年の店舗数は建物棟数185

チャン・フー通りは西の端で、ホイアン

棟に対し190軒であり、
2008年時点におい

に日本人町があったことの名残であり、

ても１棟に複数の店舗が入っている事例

現在は主要な観光資源のひとつとなって

はあったが、さらなる店舗の高密度化が

いる日本橋と接することもあり、観光客

みられた。

表－３ 対象別店舗数・2019年（n＝190）＊７、８）
対象

観光客

の往来が最も多いメインストリートであ
3－2

る。

経営形態別の店舗数

本来のホイアンの町家は店舗併用都市
2－2

調査内容

型住宅であるため、そこに居住している

住民
双方

業種
宿泊
飲食
洋服仕立て
土産物
ギャラリー
サービス
その他物販
小計
物販
物販
合計

実数 比率
1 ―
19 ―
18 ―
116 ―
11 ―
14 ―
6 ―
185
97.4
1
0.5
4
2.1
190 100.0

調査はホイアン市史跡管理事務所の協

人が店舗を営む自営のみであった。2008

力を得て、2019年３月に実施した。調査

年時点で、居住者ではない、テナント事

内容は、チャン・フー通りに面する町家

業者が経営する店舗は55軒（32.4％）と

テナント事業者が経営する142軒のう

１軒ごとのファサード写真撮影、業種の

増加していたが、2019年では、テナント

ち139軒（97.9％）が、観光客対象の店舗

特定および店舗での取扱商品の把握を目

事業者が経営する店舗が142軒（74.7％）

である（表４）
。その一方で、住民対象の

的とした見取り調査、店舗関係者および

と過半数を大きく超え、自営とテナント

店舗には進出していない。店舗の借主が

ホイアン市の担当者へのヒアリングであ

の比率が逆転した（表２）
。また、経営形

ホイアンを観光地としてとらえている現

る。

態に、2008年にはなかった公営がみられ

状がわかる。テナント事業者が経営する

るようになった。

観光客対象以外の３軒（2.1％）は、コン

当地区を対象とする保存に関する調査
は、前述のように1991年から行われてき
た。そのなかでも、世界遺産のコアゾー

ビニエンス・ストアーであり、ここ数年
表－２

ン内にある通りの景観変容の把握を目的
とした、町家１軒ごとのファサード写真
撮影は、1994年３月から毎年、年１回以
上、継続して実施している

。本稿にお

＊４）

いても、これらの写真データも参考とし
て使用する。加えて、2008年調査におい
て、ホイアン市と共同で行った店舗の経
営形態調査のデータも必要に応じて参照

経営形態別の店舗数の変化
店舗数

経営形態

2008年
実数

で見られるようになった業態である。
自営も43軒のうち41軒（95.3％）が観

2019年

比率

実数

比率

自営

115

67.6

43

22.6

テナント

55

32.4

142

74.7

公営

0

0

5

2.6

合計

170 100.0

190 100.0

出典：筆 者による2008年度調査および2019
年度調査データ

する。
３．店舗化進行と店舗の経営形態の変化
店舗数

2008年調査との比較から、店舗化の進
行および店舗の経営形態の変化をみる。

ているものの、大半の店舗が家業を観光
産業に変更していた。
業種は、経営形態に関わらず、初期投
資が少なく、比較的開業し易い土産物店
の店舗数が多い。逆に、初期投資がかか
る飲食店は19軒のうち、テナント事業者

が、当地区内の店舗の業種を初めて調査

軒のうち観光客対象が185軒（97.4％）と

した1994年から営業を継続している飲食

大半を占めており、業種の観光産業化は

店であり、自営での飲食店への新規参入

顕著であった。

はみられなかった。

なお、業種の分類方法はホイアン市が

はなく、同じ185棟であるが、店舗数は

採用している店舗分類方法に準拠した。

2008 年 の 170 軒 か ら 190 軒 と 増 加 し た

次に、各業種を経営形態別にみる。

店舗数の変化＊５、６）

店舗・
非店舗の別
店舗

店舗数

非店舗
合計

2008年

表－４
2019年

実数 比率 実数 比率
170

89.0

190

90.0

21

11.0

21

10.0

191 100.0

211 100.0

出典：筆 者による2008年度調査および2019
年度調査データ

であった。この自営の飲食店３軒すべて

対象別の店舗数をみると、
全店舗数190

前回調査の2008年から建物棟数に変化

表－１

光客対象の店舗であり、店舗経営を続け

が 16 軒（84.2％）
、自 営 が ３ 軒（15.8％）
４．経営形態別の業種別店舗数の現状

3－1

出典：筆者による2019年度調査データ

公営は５軒すべてが観光客向けのイン
フォメーションセンターであった。

経営形態別の業種の店舗数・2019年（n＝190）

対象別の
業種
宿泊
経営形態
自営
1
テナント
0
公営
0
合計
1

観光客対象
住民対象 双方対象
合計
洋服
ギャラ
その他
飲食
土産物
サービス
物販
物販
仕立て
リー
物販
3
1
26
2
4
4
1
1
43
16
17
90
9
5
2
0
3
142
0
0
0
0
5
0
0
0
5
19
18
116
11
14
6
1
4
190

出典：筆者による2019年度調査データ
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５．ファサードの現状
5－1

図－３

している事例がみられた。

看板

ホイアンのランタン

また、建物の間口の大きさに応じた看板

ホイアンの世界遺産エリア内の店舗に
は、いくつかの景観に対する条例

の大きさも、条例により規定されている。

が施

具体的な大きさは、間口４m未満は横1.2m

行されている。そのうちひとつは店舗の

×縦0.5m 以下、間口４m 以上５m 未満は

看板に対するもので、そこでは看板枚数

横1.5m×縦0.5m 以下、間口５m 以上は横

を店舗１軒に対し１枚と決められてい

1.8m×縦0.6m 以下である。この規定を違

る。

反していた店舗はみられなかった。

＊９）

経営形態別では、自営の店舗１軒あた
5－2

りの看板枚数は0.84枚（43軒で36枚）、テ

装飾

出典：筆者撮影

ナント事業者の店舗は1.03枚（142軒で

ファサードの装飾物ではランタンが主

146枚）、公営は0.8枚（５軒で４枚）であ

としてみられ、その他には装飾的な照明

を飾っており、テナント事業者の方の導

った（表５）。

器具、ハンギングバスケットで吊るされ

入が進んでいた。一方、公営ではランタ

た植木鉢などが、若干数みられた。

ンの設置はみられなかった。

業種別では、条例を違反し規定を上回
っていたのは、自営の店舗では飲食（１

最も多く飾られていたランタンは、90

店舗平均２枚）とサービス（１店舗平均

年代後半にホイアン市が町並みの夜間景

宿泊、飲食、洋服仕立て、ギャラリーで、

1.25枚）の２業種で、テナント事業者の

観の創出を目的に導入を推奨した

テナント事業者では双方対象の物販店の

店舗では飲食（１店舗平均1.75枚）だけ

（図３）。現在では、色とりどりのランタ

すべての店舗でランタンを飾っていた。

であった。公営では条例違反の事例はな

ンの灯りに浮かぶ町並み景観はホイアン

これに続いて多かったのは、自営のサー

かった。

の観光資源となり、またランタンそのも

ビス（４軒中３軒）と、テナント事業者

のはホイアン土産となっている。なお、

の洋服仕立て（17軒中14軒）と土産物店

が看板代わりになり、看板の必要性が低

ランタンについての設置基準は設けられ

（90軒中64軒）であった。一方、ランタン

いためであり、飲食やサービスはその逆

ていない。

これは、土産物店などの物販系は商品

を飾っていなかったのは、自営の住民対

だと考えられる。実際、経営形態の別に

ランタンを１個以上飾っているのは

関係なく、１店舗あたりの看板枚数が最

190 軒 の 店 舗 の う ち 124 軒 で あ っ た

も多いのは、飲食店であった。また、他

また、業種を併せてみると、自営では

象の物販店と双方対象の物販店のみであ
った。

（表６）。

ランタンは業種、経営形態の別に関係

の業種ではなかった現象として、飲食店

経営形態別にみると、自営は43軒のう

なく全体的に導入されていたが、なかで

では建物に設置する板看板に加えて、メ

ち24軒（55.8％）で、テナント事業者は

は宿泊および飲食での導入率が高く、一

ニュー台を兼ねた置き看板も併せて設置

142軒のうち100軒（70.4％）がランタン

方、
自営の物販店での導入率が低かった。

表－５

経営形態別の店舗数と看板枚数・2019年
対象別の業種

観光客対象
宿泊

経営形態

飲食

洋服仕立て

土産物

ギャラリー

サービス

その他物販

住民対象

双方対象

物販

物販

店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板 店舗 看板
自営

1

1

3

6

1

1

26

20

2

1

4

5

4

1

1

0

1

テナント

0

―

16

28

17

16

90

83

9

9

5

5

2

2

0

―

3

1
3

公営

0

―

0

―

0

―

0

―

0

―

5

4

0

―

0

―

0

―

出典：筆者による2019年度調査データ

表－６

経営形態別の店舗数とランタン設置店舗数・2019年
対象別ランタン
設置

観光客対象
宿泊

飲食

洋服仕立て

土産物

ギャラリー

サービス

その他物販

住民対象

双方対象

物販

物販

ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
ランタン
店舗
店舗
店舗
店舗
店舗
店舗
店舗
店舗
店舗
設置
設置
設置
設置
設置
設置
設置
設置
設置

経営形態
自営

1

1

3

3

1

1

26

13

2

2

4

3

4

1

1

0

1

テナント

0

―

16

10

17

14

90

64

9

6

5

2

2

1

0

―

3

3

公営

0

―

0

―

0

―

0

―

0

―

5

0

0

―

0

―

0

―

出典：筆者による2019年度調査データ
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5－3

庇

表－７

家の使われ方・2019年

陽射しが強く、高温多湿のホイアンで
は、伝統的形態の町家は軒が深く降り、
日陰空間を作る。しかし、もともとの軒

伝 統的ファサードデザインの町

経営形態

対象

伝統的町家

フレンチ
コロニアル
4
0
0
14
0
0
1
1
20

風で壊れやすい、劣化した状態での放置

観光客
自営
住民
双方
観光客
テナント 住民
双方
公営
観光客
非店舗
合計

は景観に影響をおよぼす、観光資源であ

出典：筆者による2019年度調査データ

がないコロニアルタイプや軒が深くない
町家では、日陰を求め、軒の先に安価で
簡便なビニール製の庇やパラソルを設置
する事例が、90年代後半頃に多くみられ
た。しかし、住民によると、これらは台

9
0
0
36
0
1
1
4
51

＊10）

る町家を隠してしまうなどの理由から撤
去され、今ではほとんどみられない。

博物館である。
経営形態別にみるとテナント事業者に
よる使用は伝統的町家、フレンチコロニ
アルの町家ともに多数であるが、フレン
チコロニアルの町家の方がその傾向が顕
著である。
７．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。
第一に旧市街内の町家において全体的
な店舗化および、店舗の高密度化が進行

た町家を併せると、伝統的ファサードデ

していた。第二に、自営による店舗が半

それに代わってみられたのは、植物を

ザインの町家（図６）は46棟、フレンチ

分以下に激減する一方で、ホイアン旧市

使った庇であった。まだ数件ではあるが、

コロニアルの町家（図７）は20棟ある。

街の外から店舗経営をしにきたテナント

ブーゲンビリアなどのつる性植物を庇の

経営形態別の対象者は表７の通りであ

事業者による店舗が急増していた。第三

代わりに用いていた。これは自分たちの

る。

に、業種の観光産業化が進行しており、

要求を満たしながらも、景観への配慮も

非店舗を除くと、伝統的町家、フレン

店舗を借りにきたテナント事業者のみな

チコロニアルの町家ともに、テナント事

らず、自営業者もホイアンを観光地とし

業者による双方対象の店舗１軒以外はす

て認識していた。第四に、業種は経営形

べて観光客向けに使用されている。この

態に関わらず、初期投資が少なく、比較

使われ方

テナント事業者による双方対象の店舗１

的開業し易い土産物店に出る一方、初期

2019年調査時において、チャン・フー

軒はコンビニエンス・ストアーである。

投資がかかる飲食店にはテナント事業者

また、公営による使用の２軒はいずれも

しか出ていなかった。第五に、看板を積

行った自主的な動きである。
６．伝統的ファサードデザインの町家の

通りには建築年代の古い町家と修復され

極的に設置するのは、飲食およびサービ
図－４

パラソル設置例・1999年

図－６

ホイアンの伝統的町家

スであった。第六に、ランタンによる装
飾は、業種、経営形態の別に関係なく導
入されていたが、なかでは宿泊および飲
食店といった陳列する商品がなく、かつ
夜間も集客が必要な業種での導入が多か
った。
ホイアンの激増する観光客を目当てに
商売をしに来たテナント事業者たちは、
基本的には条例を遵守していた。しかし、

出典：筆者撮影

基本、外部からの参入である飲食店にお

出典：筆者撮影

いて、看板の条例は守りつつも、規制対
図－５

ブーゲンビリアの庇・2019年

図－７

ホイアンの代表的なフレンチ

象外であるメニュー台を外に出したり、
規制のないランタンを活用したりするな
ど、条例の抜け道を探りながらも積極的
な経済活動を行う様子もうかがえた。
一方、新規参入のコンビニエンス・ス
トアーは今後の増加が予想されるが、本
部指導による大きく派手な看板は用いら
れず、条例を遵守しており景観に影響が
なかった。今後、多国籍企業の店舗の進

出典：筆者撮影

出も想定されるが、良い前例となること

出典：筆者撮影
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が望まれる。

事前調査を経て、1993年９月から本格

１棟に複数の店舗が入っているケー

＊10）

建物そのものは市の管理が行き届いて

的に実施された。筆者は1994年３月か

スがあるため、店舗数は建物棟数を上

いるため、市による修復以外には景観に

ら参加し、以降、年１回以上の景観観

回る。

影響をおよぼす変更はみられなかった。
しかし、修復が終わった伝統的ファサー
ドデザインの町家やフレンチコロニアル
の町家の大多数は、町家の所有者が自営

察調査を現在も継続して行っている。
非店舗には、歴史的建造物、役所、専

＊５）


用住宅、空き家などが含まれる。
１棟に複数の店舗が入っているケー

＊６）


で事業を行うのではなく、テナント事業

スがあるため、店舗と非店舗の合計は

者が借りている。テナント事業者は、そ

建物棟数を上回る。

れらは建物そのものが看板となり、集客
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