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木密地域である神楽坂地域では，既存木造建築の改修・用途変更による商業店舗が増加し，来街者の多い住商混在エリ

アを形成している。これらのリノベーションは建物や環境を維持しながらエリアの活性化に資する可能性を持っている。

本研究では特に近年この傾向が顕著な神楽坂上を対象としてエリア特性や建物属性を把握し，その分布や集積の実態を明

らかにした。用途変更を含めた木造建築の活発な更新実態，花街エリアである神楽坂下との地域的差異，改修工事におけ

る課題や施工方法・体制の一端を示した。また比較対象として木密地域のリノベーションが活発な大阪の中崎町・空堀地

区などの分析を行い，用途や分布の傾向などを考察した。
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RENOVATION METHOD AND AGGLOMERATION EFFECT IN  
DENSE RESIDENTIAL AND COMMERCIAL MIXED USE AREAS OF WOODEN HOUSES 

Ch. Ryohei Kumagai 

Mem. Akiyoshi Inasaka, Sadashi Hama, Shiro Watanabe 

 Kagurasakaue is a dense district of wooden houses where recently commercial use increased by renovating existing houses. It 

formulates a vital neighborhood maintaining the human scale appearing. The aim of this study is to clarify an agglomeration effect of 

renovation by analyzing area characteristics of building structure, use, and age. We found that renovated stores in Kagurasakaue are 

characterized by individual management compared to historic Kagurasakashita district, and the store owners realize their space they 

prefer by being involved actively to renovation works. On the other hand, there is also difficulty of large scale renovation like 

structural reinforcement. 

1. 序論

1.1. 研究の背景と目的 

戦後形成された東京の木造密集地域では，防火性，耐

震性の観点から建替えや改修により既存建築を段階的に

更新することが求められている。しかし更新により道路

幅員を現行法に適合させるために建物を後退させること

も必要となり，既存のヒューマンスケールの都市構造の

魅力を減少させることにもつながる困難がある。

一方で，今日では木造密集地域の路地や昔ながらの木

造住宅などの価値が高まっており，リノベーションによ

る商業用途による活用が増加している。経済活動である

このようなリノベーションでは相対的に地価が低い裏通

りの民家などを活用することが多く，個人経営の店舗な

どでは街に新たな個性をもたらす例もみられる。

本研究では，既存建築の改修による更新が地域内に増

加することにより，街の景観やコミュニティの改善，居

住者や来街者の属性などの変化をもたらすことをリノベ

ーションの集積効果と定義する。リノベーションによる

更新は住商混在型木密地域を形成し，既存の建物や環境

を維持しながらエリアの活性化に資する可能性を持って

いる。また個人的なリノベーションの工事は，新築とは

異なる構法や生産，施工体制で行われていることがリノ

ベーションの空間の特質に寄与していると思われる。

既存ストックの活用を通じたまちづくりを考える上

では，これらのリノベーションの集積を促すこと，また

歴史性や居住環境の質の低下を抑制することも検討して

いく必要がある。そこで本研究では，東京の代表的な住

商混在型木密地域である神楽坂を主な対象地域として，

木造リノベーションの実態，およびその集積のメカニズ

ムの一端を明らかにし，リノベーションを通じた街の魅

力や価値の向上の可能性を考察することを目的とする。

東京随一の花街であった神楽坂地区には，現在も住商

が混在する木造建物群が広がる。その商業立地としての

ポテンシャルから，今日まで既存建物の用途変更やそれ

に伴う改修工事が活発に繰り返されてきた。これら建築

ストックの活用における流動性の高さは神楽坂の特徴の
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一つであり，近年の来街者の増加は，元々の街が持つ歴

史的な魅力に加え，近年の既存木造建築を活用した店舗

などが起因していると考える。

神楽坂のリノベーションは木造建築の活用に特徴が

あり，これらの量や分布，用途の実態を把握する。また

神楽坂の既存木造建築は，比較的戦後の古い時期に建て

られており，在来構法ではあるが伝統構法にも近い構法

的特徴を有していると思われる。

1.2. 研究の方法 

本研究は，対象地域の外観目視悉皆調査を通じて，既

存建物の属性（構造，用途，仕様，階数など）を整理し，

建物の集積状況をエリアスケールから分析した。これに

より，対象地域の特性を把握し，集積したリノベーショ

ンの特徴と傾向を明らかにする。また，個別のリノベー

ション事例について設計者・施工者，及び所有者等への

ヒアリング調査，および建物の構法に関する実測調査を

実施した。これにより，リノベーションが発生する経緯

を整理し，これらの集積のメカニズムについて考察する。 

なお，対象地域は東京都新宿区神楽坂地域のうち，神

楽坂 3～6 丁目（図 1-1）を対象とし，特に 6 丁目に焦点

をあてる。神楽坂 3～5 丁目は花街エリアを含み，築古の

料亭や置屋建物が集積している一方で，大久保通りを挟

んで西に位置する 6 丁目は元来「坂上」と呼ばれ，神楽

坂の歴史性とは異なる魅力を付与している可能性がある。 

また，神楽坂の木造リノベーションの集積の実態を考

察するための比較対象地域として，神楽坂とは対照的に

戦前に建設された町家・長屋が多く残る大阪の中崎町お

よび空堀商店街，京都の二条駅周辺のエリアを選定し，

リノベーションの実態に関する現地調査を行った。

図 1-1 神楽坂の調査対象地域

1.3. 既往研究と本研究の位置づけ 

既往研究との関連における本研究の学術的および地

域的貢献は以下のとおりである。(1)これまでの神楽坂地

域研究は花街としての歴史を持つ神楽坂下（3～5 丁目）

を中心に進展してきたのに対し，住宅地に新しい店舗な

どが近年増加してエリアリノベーションが自然に起こり

つつある神楽坂上（6 丁目）に着目して神楽坂下と比較

考察すること，(2)木密地域の自発的リノベーションの研

究はこれまでにあるが，リノベーションの分布・集積の

実態と地域の建物属性や用途混在傾向を重ねて分析する

こと，(3)限定的な事例ではあるが神楽坂の既存木造建築

の構法特性，改修工事における課題や施工方法・体制の

特徴の一端を示すことである。

神楽坂に関する既往研究では，高橋ら文 1)による建物の

建設年代分布や用途の変遷を整理したものがあり，築 50

年以上の建物が比較的多く分散して存在することを示し

ている。神原ら文 2)は，商業店舗の戦後の変遷を調査し，

商業店舗の更新が頻繁になされてきたこと，花街関連の

建物が急速に減少したことなどの実態を捉えている。ま

た松井ら文 3)は花街建築の外観特性として戦後のモルタ

ル塗り外壁，また黒塀などの花街要素の分布がかくれん

ぼ横丁など一部に集中していることを示している。

住商混在型木密地域における自発的リノベーション

の実態を扱った既往研究としては，本研究でも分析して

いる大阪の中崎町や空堀地区の研究蓄積が多い。中崎町

については，竹田ら文 4)が戦前から残る長屋を個人がリノ

ベーションしてカフェやギャラリーにする店舗の増加実

態，店舗の小規模性，業態の多様性や個性が見られるこ

とを明らかにしている。鳥居ら文 5)は，中崎町の新規店舗

がそれぞれの個性や自立性と共に街の賑わいを創造する

連携をはかっている実態を述べている。空堀地区に関す

る多くの既往研究の中で，原田ら文 6)による報告は，特に

セルフビルドによる改修行為，用途とは別に街に対する

交流型・発信型の「創造的機能」によってこれらのリノ

ベーション行為を説明している点が示唆的である。

 東京の木密地域のリノベーションに関する研究として

は，谷根千地区に関する報告文 7)などがあるが，まとまっ

た研究報告は管見の限り見当たらない。リノベーション

自体の既往研究報告も近年増えているが，本研究では特

にエリアの不動産価値の変化を推定する方法として，実

際的なリノベーションまちづくり手法に関する清水文 8)，

嶋田文 9)の文献を参照した。木造密集地域に関する既往研

究としては市街地全体の改善，共同建替え，耐震防火改

修技術などがあるが，本研究への直接的な関わりは薄い。 

2. 神楽坂のエリア分析

2.1. 花街としての建築的特徴 

神楽坂は料亭・置屋が集積した東京の代表的花街の一

つである。本研究では先行研究文 3) を基礎とし，花街を

特徴づける 7 つの構法的要素（黒塀，木製庇，丸太材，

木製格子，木製欄干，前庭，格子戸）に注目して神楽坂

3～6 丁目の木造建物を対象とした外観調査を実施した。

本稿では特に木製庇と格子戸を取り上げ，これらの特徴

的な外観要素の分布が 6 丁目まで至っているのかについ
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て述べる。木製庇は 18 棟の建物にみられ，とりわけ料亭

が集中する 4 丁目の路地に張出すように取り付けられて

いた（図 2-1）。建物が車道に面していないことがその設

置を容易にしたと考えられる。また，開口部に取り付け

られた木製格子は主に料亭や飲食店に見られ，花街建築

の外観を特徴づける。設置が比較的容易なため，花街ら

しいイメージを強調する手軽な方法として用いられてい

る。木製格子は 6 丁目にも分布し，また直接的な歴史性

を持たない幹線道路沿いの建物でも確認された（図 2-2）。 

2.2. 外観調査に基づくエリア分析 

(1) 調査方法

 神楽坂地域におけるエリアの特性を把握するために，

神楽坂 6 丁目およびその比較対象として神楽坂 3~5 丁目

を対象に，エリア内の全建物の目視確認による外観の悉

皆調査を実施した。調査項目は，建物の外形（階数，構

造，外壁素材）と建物の各階利用用途を中心に目視で判

別し，その情報を建物ごとに記録しデータ化した。調査

は，神楽坂 6 丁目を 2016 年 3 月 15 日に，神楽坂 3~5 丁

目を 2016 年 7 月 27 日に実施した。それぞれの建物総数

は神楽坂 6 丁目で 324 件，神楽坂 3〜5 丁目で 337 件を対

象とした。このエリアは神楽坂 6 丁目と神楽坂 3〜5 丁目

ともに概ね同等面積をもっている。ここで得られたデー

タは，地理情報システム（GIS）の空間データベースと

して整理しエリア分析を行った。

(2) 基本情報の結果

調査から得られたデータの一次集計の結果は以下の

通りである。まず，建物構造種別（図 2-3）について神

楽坂６丁目では，32.5%が鉄骨造，31.8%が鉄筋コンクリ

ート造，24.9%が木造であった。他方，神楽坂 3~5 丁目

では，45.9%が鉄筋コンクリート造，23.4%が鉄骨造，

19.6%が木造で，神楽坂 6 丁目と比べると鉄筋コンクリ

ート造の建物が多いことが確認された。次に建物階数（図

2-4）では，3 階建て以上の建物が神楽坂 6 丁目では 56.5%

に対して，神楽坂 3~5 丁目では 63.8%と比較的高い建物

が多いことが確認された。 後に 1 階部分の用途につい

て，神楽坂 6 丁目については，住宅が 36.2%，商業が 43.6%，

事務所が 12.2%に対して，神楽坂 3〜5 丁目では住宅が

17.9%，商業が 68.0%，事務所が 4.4%と，両方とも商業

が多くの割合を占めているが，神楽坂 6 丁目については

住宅も多くの割合を占めていることが確認された。

(3) 用途の集積の傾向

次に用途の集積の傾向を神楽坂通りの道路中心線を

中心に当該道路の幅員を考慮し沿道建物が現れる 30m，

40m，50m，60m，70m，80m，90m，100m 距離帯ごとの

建物専有面積の変化について分析を行った。ここでは主

に１階用途に着目して分析を行い，用途別の建物面積の

割合の変化とその増加率について検討した。

図 2-1 木製庇の分布 図 2-2 木製格子の分布

図 2-3 建物構造種別分布比率

図 2-4 建物階数分布比率

図 2-5 神楽坂６丁目の１階用途の分布（一部）

神楽坂 6 丁目について（図 2-6，2-7）をみると，道路

中心線からの距離が増加しても，住宅，商業，事務所の

各用途の割合には顕著な変化は見られない。距離帯別の

各用途の増加率についても，商業と住宅の増加率がどの

距離帯でも拮抗していることが確認でき，概ね同割合で

推移していることが確認できる。

他方で，神楽坂 3 丁目（図 2-8，2-9），4 丁目（図 2-10，

2-11），5 丁目（図 2-12，2-13）についてみると，道路沿

いから大きな割合で商業が分布していることが確認でき

る。特にその傾向が顕著なのは神楽坂 3 丁目であり中心

的な商業地であることがうかがえる。神楽坂 4，5 丁目に

ついては，道路から奥に行くにつれて住宅の割合も増加

していることから神楽坂通り沿いでは商業があり裏側に
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住宅地が後背していることが分かる。用途別の増加率に

ついては，神楽坂 3，4 丁目で神楽坂通りから奥に行くに

つれて商業の割合は減少するものの，両方ともある距離

帯で増加傾向を示している。

図 2-6 １階用途別建物面積割合の変化（神楽坂６丁目）

図 2-7 １階用途別 建物面積割合の増加率（神楽坂６丁目）

図 2-8 １階用途別建物面積割合の変化（神楽坂５丁目） 

図 2-9 １階用途別建物面積割合の増加率（神楽坂５丁目）

図 2-10 １階用途別建物面積割合の変化（神楽坂４丁目）

図 2-11 １階用途別建物面積割合の増加率（神楽坂４丁目）

図 2-12 １階用途別建物面積割合の変化（神楽坂３丁目）

図 2-13 １階用途別 建物面積割合の増加率（神楽坂３丁目） 

以上のことに鑑みると，神楽坂 3~5 丁目を中心とした

神楽坂下のエリアは商業を中心として住宅が後背してい

るエリアであることが分かる。また商業が神楽坂通りか

ら奥に入ったエリアでも商業が入り込んできている。他

方で，神楽坂 6 丁目は，神楽坂通り沿道は商業エリアで
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あるものの，通りから奥に入ったところにも商業が入り

込んでおり，住宅と商業の各用途が混ざり合う住商混在

地域であることが分かる。

2.3. 神楽坂の路線価にみるエリア特性 

近年のリノベーションまちづくりにおいてはエリア

の路線価（国税庁による）の調査をもとに，利便性の高

い人気のゾーンに接しながら地価が大幅に下がる家賃断

層帯を中心にリノベーション事業を起こすことが有効な

手法としてある。大手チェーンではない個人規模の店舗

やスペースは街独自の価値を高める可能性があるが，一

般的に地価が高い大通りでは大手チェーン店が軒を連ね，

相対的に地価の低い裏通りの木造戸建て住宅の一部をリ

ノベーションして店舗などを開く傾向がある。

神楽坂エリアで見られる木造リノベーションの現象

を地価との関係で捉えるため，神楽坂 3～6 丁目を対象に

路線価を調査し，図 2-14 にその分布を示した(注 1。また

6 年前の路線価からの増加額を図 2-15 に，6 年前の路線

価に対する上昇率を図 2-16 に示す。

（1）現在の路線価

今日の路線価の分布（図 2-14）を見ると，特徴の一つ

は主要な通りである早稲田通り沿いと，その奥に入った

細街路の多いエリアとの地価の大きな差であり， 大で

4 倍程度に達している。またもう一つは，神楽坂 3～5 丁

目が 6 丁目と比べて相対的に地価がかなり高いことであ

り，早稲田通り沿いでは，1.5 倍程度の差がある場所も

ある。相対的に 3～5 丁目は JR 線や地下鉄飯田橋駅から

のアクセスがよく，また老舗や料亭，風情のある路地な

ど，神楽坂の持つ歴史的な価値が不動産価値の高さに結

びついていると推察される。

（2）近年の上昇額の傾向

対象エリアにおいて近年の地価の変化を捉えるため，

2010 年の路線価から 2016 年までの変化額の分布を図

2-15 に示した。ほぼエリア全体において地価は上昇して

いる。特にエリア内での地価が高い 3～5 丁目の早稲田通

り沿いにおける増加額は平米あたり 10 万円前後と も

高い。一方，路線価の上昇額は路線価そのものほどの通

りによる差はないと考えられる。全体的に早稲田通り沿

いの上昇額が大きい傾向があるものの，6 丁目の一部な

どでは早稲田通り沿いと裏通りの上昇額に差がない箇所

も見られる。

（3）近年の上昇率の傾向

図 2-16 に 2010 年の路線価に対する路線価上昇額の割

合（6 年前の地価に対する上昇率）の分布を示す。3～5

丁目では早稲田通り沿いの上昇率が若干高い傾向が見ら

れるが，全体的に表通りと裏通りの差はより少なく，裏

通りのほうが上昇率が高い箇所も見られる。また 6 丁目

では表通りと裏通りの差はほぼないことが分かる。

図 2-14 神楽坂 3～6 丁目の 2016 年路線価 

図 2-15 同地区の 2010 年から 2016 年の路線価上昇額 

図 2-16 同地区の 2010 年から 2016 年の路線価上昇率 

分析結果は，神楽坂 3～5 丁目と比べて相対的に地価の

低い 6 丁目，また早稲田通りから奥に入った裏通りが家

賃断層帯の特徴を有しており，リノベーションが起こり

やすいことを示している。また近年の地価の上昇率に関

して表通りと裏通りの差が小さいことは，3～5 丁目の歴

史的な路地裏の魅力と近年のリノベーションの集積が結

びついていると推察される。6 丁目の裏通りにもリノベ

ーションが増えてきたことにより，裏通りの価値が高ま

ってきていることを表していると考える。一方で全体的

に地価が上昇してきていることは，今後の個人的なリノ

ベーションの集積の阻害要因にもなり得ると思われる。
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3. リノベーションの集積と類型

3.1. 登記簿に基づく既存建物の特徴

 神楽坂の既存建物の属性についてより詳細に把握する

ため，神楽坂 6 丁目のうち木造建物 75 棟の登記簿を取得

し，新築年・増築年，用途，屋根葺材，権利関係などの

情報を参照した。これらの情報に基づき，当該地区にお

ける木造建物の特徴，及び更新活動に関する知見を得た。 

（1）基本情報

A. 新築・増築の年代

75 棟のうち 58 棟に新築年が記載されていた。1965～

74 年，すなわち昭和 40 年代が 14 棟と も多く，昭和 30

年代，50 年代がそれぞれ 13 棟，10 棟と続く。増築も同

様に昭和 40，50 年代に全 15 棟のうち 12 棟が実施されて

おり，旺盛に新築された時期と同じくして増築も進めら

れていたことが伺える（表 3-1）。

B. 種類（用途）

表 3-2に 61棟の木造建物の登記時の種類と外観調査で

確認された現在の用途の分布を示した。ただし，空き家，

若しくは用途が不明のもの 14 棟は除いた。新たな用途が

付加された建物（例：「居宅」→「住宅・店舗」）が 2 棟，

用途が全面的に変更した建物（例：「居宅」→「共同住宅」）

が 12 棟みられた。一方で，複数の用途のうち１つに集約

された建物（例：「居宅・店舗」→「住宅」）は 10 棟であ

った。以上のように，全 61 棟のうち 24 棟（39％）の建

物は，用途に変化がみられ，活発な更新活動が示唆され

た。

C. 屋根葺材

図 3-1 は新築年代別に各建物の屋根葺材の種類の分布

を示した。瓦，亜鉛メッキ鋼板，スレートが対象建物 58

棟中 53 棟（91％）を占め，主要な屋根葺材であることが

指摘される。ただし，これら 3 種の材料と新築年代とは

強い相関がみられる。瓦を使用した建物全 20 棟のうち

10 棟が 1955 年～64 年（昭和 30 年代）に集中し，昭和

40 年代は亜鉛メッキ鋼板が 14 棟中 9 棟で使用されてい

た。また，1985 年以降に新築された 15 棟中 12 棟がスレ

ートを使用していた。以上のように，瓦→亜鉛メッキ鋼

板→スレートと一般的に流通していた屋根葺材の変遷が

示唆される。

D．外壁材 

図 3-2 は新築年代別に各建物の外壁材の種類の分布を

示した。外壁の種類は、2 章で実施した外観調査の結果

に基いており、登記簿で新築年が確認された 58 棟のうち、

外壁の種類が特定された 51 棟を対象としている。図 3－

2 の通り、新築年代を問わず、モルタルによる外装が大

半を占めた（92％）。板壁は 1950 年代に 1 棟みられ、サ

イディングボードは 1985年以降に建てられた建物 3棟に

限られた。神楽坂地区は 1950 年の建築基準法制定時から

防火地域・準防火地域の指定を受けており、防火構造と

して一般的なモルタルの外壁が多く採用されてきたと考

察される注 2)。 

表 3-1 神楽坂６丁目における新築・増築の実施年代別棟数

年代
1945-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

1995-
2004

05-
2015 総計

新築（棟） 6 13 14 10 5 7 3 58
増築（棟） 0 1 6 6 1 1 0 15

表 3-2 神楽坂 6 丁目における木造建物の用途変化 

住宅 住宅 住宅
共同
住宅

店舗

店舗 事務所
共同
住宅

ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ

事務所

26 1 2 1 1 31
4 8 1 1 1 15
1 1 3 1 6
1 1 2
2 2
1 1

居宅 事務所 1 1
1 1
1 1

1 1
37 11 5 1 1 1 3 2 61

⽤途の全⾯的な変更 新しい⽤途の付加 元の⽤途のいずれかに集約

店舗
共同
住宅

登
記
簿
上
の
建
物
の
種
類

居宅

居宅 共同住宅

住宅

総計

外観調査による⽤途

総計

倉庫
診療所

事務所

店舗共同住宅
店舗

共同住宅 本堂・庫裡
居宅

店舗居宅

居宅
共同住宅

0

2

4

6

8

10

12

14

16 ⽡

亜鉛メッキ鋼
板
スレート

⽡・亜鉛メッ
キ鋼板
その他

図 3-1 新築年代別の屋根葺材の使用棟数

図 3-2 新築年代別の外壁材の使用棟数

(2) 店舗に注目した更新の類型

 店舗機能を持った建物に着目すると，これまでの更新

活動は，元の建物における店舗機能の有無によって整理

される。まず，店舗併用住宅など元々店舗であった建物

の更新である。写真 3-1 のように，看板建築の原形を留

めながらも，1 階部分の外観や店内には現代的な意匠が

施されている。

0

2

4

6

8

10

12

14

モルタル

サイディン

グ・ボード
板壁
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 一方で，専用住宅や共同住宅等，店舗の機能をそもそ

も持っていなかった建物に対する店舗機能の付加として

理解される更新もある。写真 3-2 のように，通り側に新

たに外壁を付加するものもみられたが，写真 3-3，3-4

のように外観上の変化があまりみられず，内装中心に改

装が行われたタイプが多くみられた。住宅から店舗への

転用は，特に 6 丁目で多く確認され，当該地域全体の雰

囲気を変える可能性がある。次章では既存木造住宅の店

舗への転用事例を取り上げ，その改修の実態を把握する。 

3.2. 神楽坂におけるリノベーションの集積 

早稲田通りを中心とした神楽坂におけるリノベーション

物件の分布を，坂上より北西側の神楽坂 6 丁目と，坂上

より南東側の神楽坂 3〜5 丁目に分類し，外観目視写真撮

影による悉皆調査より分類した。ここでのリノベーショ

ンとは，「既存建物の主に１，2 階部分において，内装の

改修行為を伴って元々の利用（住宅や店舗など）とは異

なる店舗など，住民や来街者が利用するスペース」と定

義している。ただし路面店舗の更新が短期間に行われや

すい幹線道路沿いの建物は除外している。神楽坂 6 丁目

と神楽坂 3〜5 丁目のリノベーション物件の密集度は 6

丁目の 11.0％に対して 3〜5 丁目は 16.5％であるが，どち

らも密集している様子が伺える。

事例の用途をみると，神楽坂 3～5 丁目ではリノベー

ション物件 52 件のうち，9 割以上の 47 件が飲食店舗で

あった。業態については花街要素を積極的に利用した外

観の料亭・レストラン・居酒屋が多いことが確認できた。

一方，神楽坂 6丁目では 34件のうち，約半数が飲食店で

あり，雑貨屋やセレクトショップなどの販売店が 7 件見

られ，カフェと物販を兼ねた店舗も 3 件見られた。また

デザイン事務所や工房として利用する事例も 3 件あり，3

〜5 丁目と比べて多様な利用実態が見られた。 

神楽坂 6 丁目に於けるリノベーション物件の分布を見

ると，早稲田通り北側の表通りより奥に入った地域に多

く分布しており，6 丁目の中でも偏りが見られた。 

3.3. 京都・大阪におけるリノベーションの集積 

東京と異なり，戦前からの町家・長屋がまとまって残

る大阪の中崎町および空堀商店街，京都の二条駅周辺の

地域を対象としてリノベーションの実態に関する現地調

査を行った。近年自然発生的なリノベーションの増加や，

まちづくり活動の中でリノベーションが行われている地

区として中崎町と空堀商店街を選択した。また京都中心

部の二条周辺は，木造町家地域であるが上記 2 地域ほど

リノベーションが活発に行われていない比較事例として

選択した。調査は主に外観目視によりリノベーションの

有無を判断し，用途，および入り口の建具材料に関して

記録，写真撮影を実施した。調査地区は，調査者 4～5

名で各地域あたり半日から 1 日で行える範囲を設定した。 

（1）調査結果の概要

調査結果を表 3-3，図 3-3，図 3-4 に示す。表 3-3 の

「リノベーション率」（地区内物件総数におけるリノベー

ション件数）を見ると，限られた範囲の調査ではあるが，

中崎町が 20％を超え際立って多い。空堀商店街はリノベ

ーション件数としては も多いが，数件が連続した長屋

形式の建物が多く地区内物件総数が多いため，リノベー

ション率としては 6％程度である。二条は 2％程度であり，

リノベーションの集積は低い地区であることが分かる注

3)。図 3-3 はそれぞれの地区におけるリノベーション事

例をプロットしている。一般に商店街の大通りなどより

奥に入った居住エリアの方が家賃は安く，若い世代がリ

ノベーションにより個人の店舗などを始める場合，その

ような奥に入ったエリアを選ぶことも多いと考えられる。 

写真 3-1 店舗併用住宅の店

舗改修

写真 3-2 元専用住宅の店

舗への転用（外壁の付加）

写真 3-3 元専用住宅の店舗

への転用(1F のみ) 

写真 3-4 元専用住宅の

(1F)・共同住宅(2F)への転用

図 3-3 神楽坂 6 丁目リノベーション建築の分布 

表 3-2 神楽坂におけるリノベーション件数とその用途
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リノベーション事例が多い中崎町，空堀商店街の街区

中心部においても数多くのリノベーション事例が見られ，

また数は多くはないが，車の入らない路地に面したリノ

ベーション事例も見られることもそのような傾向を裏づ

けるものである。

（2）地区別の特徴

図 3-4 はリノベーション事例の用途内訳を示している。

カフェなどの飲食店舗が も多く，雑貨などの物販店舗

や，カフェと物販やギャラリーとの複合店舗などが多数

を占めている。「その他」も整骨院や写真スタジオなどが

あり，無視できない多様性を示している。

地域的傾向に関しては，中崎町は極度に集積が進行し

ており，またカフェを中心とした店舗用途が多い（写真

3-5）。カフェの集中による影響は，一般には類似用途に

よる商売上の競合のデメリットが考えられるが，営業曜

日や時間帯を限定した営業としている店舗も多いことか

らも，利益追求のみでなく，店主自ら行いたいことも重

視した店舗であると考えられる。一方で，このような同

種用途の集積は地区全体を特徴づけており，多数の来街

者が訪れるメリットもあり，半ば観光化した地区となっ

ている。

空堀商店街もリノベーションが活発であるが，中崎町

ほど集積は進んでおらず観光化はしていない。また少な

いながらもリノベーション用途には事務所，展示，貸し

スペースなども散見され，地域居住者の利用する性格を

持っていると考えられる。写真 3-6 は空堀商店街の奥ま

った細街路に面したリノベーションされた建物である。

築古の木造長屋を改修して 2 階を古道具や雑貨などを扱

う店舗とし，調査時は 1 階を今後バーにする予定で改装

中であった。店主は兼業で行うフリーランスの仕事があ

るときは店舗を閉めるなど，融通性の高い運営を行って

いる。改修工事を大工と共に時間をかけて行ったことも

写真 3-5 中崎町のリノベーシ

ョンによる店舗の集積 

写真 3-6 空堀商店街のリノベ

ーションされた長屋（上は二

階内部。下は外観） 

図 3-3 大阪・京都対象地区のリノベーション物件分布地図 

表 3-3 大阪・京都対象エリアの 

リノベーション数

0 20 40 60 80 100

飲食

物販

複合

美容院

展示

事務所

貸しスペース

宿泊

その他

中崎町

空堀商店街

二条

地区 中崎町 空堀商店街 二条
リノベーション
件数(A)件

86 129 48

エリア内物件総
数(B)件

377 2125 2190

リノベーション
率(A/Bx100)%

22.8 6.1 2.2

木製建具件数(C)
件

69 111 36

木製建具率
(C/Ax100)%

80.2 86.0 75.0

図 3-4 大阪・京都対象地区の用途別リノベーション数（件） 
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含め，自ら望む暮らしや場所をつくることを重視してい

る。これは中崎町や空堀商店街で比較的見られる傾向で

あると考えられる。

二条でもリノベーションは散見されるが，集積されて

いるとは言い難い。歴史的な木造居住地域であっても，

リノベーションの集積度合には違いがあることが分かる。

一方，数は少ないながらもゲストハウスとしての宿泊施

設が見られることが大阪の 2 地域と異なる特徴となって

いる。

（3）ファサードの構法

リノベーションにおいて道に面する建物正面の建具

は，元々の建具がそのまま使用されている場合も含め，

木製建具が好まれる傾向がある。表 3-3 における「木製

建具件数」および「木製建具率」は，リノベーション事

例における入口部分の建具が木製であった件数およびそ

の割合を示しているが，いずれの地区でも木製建具率は

75％以上を占めた。古い木造家屋を選んで借りた店主な

どにとっては，建具は性能だけでなく，カフェや雑貨店

などの持つ居心地のよさなどに寄与する風合いや質感も

重要であると推察される。結果的に，リノベーションに

よりそれらが通りに面して表出し集積されることにより，

エリアに懐かしい新鮮さを付与する一因となっている。

4. 改修工事における課題と特徴

4.1. 改修工事の制約条件 

改修工事の実施に当っての制約条件について把握す

るため，これまで改修が行われた木造建物４棟を神楽坂

地区から選定し，聞取り調査を含めた現地調査を実施し

た。ただし，店主への聞取り調査は建物 R1，R4 のみ行

い，建物 R2，R3 については外観調査やインターネット

からの情報を元に総合した。

4 棟のうち建物のみが住宅として建築され現在は店舗

（飲食店）に転用されている。R1 以外の３棟は料亭・置

屋として建築された。４棟はすべて，戸建木造建物であ

り，所謂四号建築に該当する。いずれの建物も店舗への

転用やリニューアルを目的として，耐震補強を含めた改

修工事が行われているが，四号特例のため過半の修繕・

模様替えであっても建築確認の免除が認められる。本研

究では，対象建物の適法性の検証は行っていないが，一

般的に建築確認を出す必要がない限り，現行法に適合す

るインセンティブは低くならざるを得ない。

また，建物 R4 の店主への聞取り調査によれば，運営

者が改修の必要性を感じていても，結局建物所有者がそ

の実施の可否を決定するため，改修に繋がりにくいケー

スがおおいといわれる。いずれにしても，既存不適格建

築物が多く立ち並ぶ当該地域では，店舗への転用が活発

に行われている一方で，確認申請を出さない範囲での改

修が進められる傾向が強いといえる。

4.2. リノベーションの事例-改修の計画・実施の実態調

査- 

神楽坂 6 丁目内外の 5 事例に関して店主やオーナー，

改修設計者へのヒアリング調査を行い，建物の概要や改

修工事について伺った。また専用住宅から店舗に転用さ

れた事例 A を対象として内部実測調査を実施し，建物の

構法的な特徴を把握した。

（1）建物への入居および改修の経緯

対象事例の も新しい改修時期は，事例 B1 を除き，

約 3～6 年前であるため比較的新しいと言える。事例 A

は戦後初期に平屋の住宅として新築され，1960 年代に 2

階と 1 階の 1 室が増築された。その後，店主が 1 階を賃

借して飲食店をはじめ，水廻りや内装を改修した。2012

年には土地・建物を購入し，基礎・床の補強や外壁の改

修を行った。

事例 B1，B2 は事例は外観は一棟の建物だがアクセス

や所有権が分かれた 2 階建ての 2 軒長屋であり，入居前

は新聞社事務所であった。事例 B1 は約 25 年前に賃借し，

改修してカフェとなっており，現在では既に街に根づい

た場所となっている。 初は B2 を賃借し，1 階を設計事

務所，2 階を住居としていた。その後約 10 年前に B2 部

分を所有し，2010 年に家族が経営するカフェになった。

事例 C は，2009 年に賃借で入居して雑貨店舗となり，そ

の後手狭になったのを機に店舗機能を移転し，現在は展

示・販売・ワークショップなど多様に使われている。

事例 D は，2015 年にそれまで一般住宅だった建物を

賃借し，郷土料理を提供する飲食店に改装された。建物

は木造ではなく鉄骨造だが，この物件は早稲田通りから

直線距離で 50m 以上離れており，賃料が周囲にくらべ相

対的に安かったこと，一方で近年周辺地域が「坂上」エ

リアとして注目を集めはじめたこと，さらには 2 階建て

の住宅だったことで床面積が十分確保できたことなどが

この物件を選定する決め手になったことが店舗経営者か

ら指摘された。

表 4-1 改修建物 4 棟の特徴 

R1 R2 R3 R4
戸建 戸建 戸建 戸建
２ ２ １ 3

◯ ◯ ◯ ◯

住宅 料亭 置屋 置屋
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ✕

鉄骨・
木材で
床のみ
補強

鉄骨
ラーメ
ンを挿

入

鉄骨の
ブレー

ス

◯ ✕ ✕ ✕
◯ ✕ ◯ ◯用途の変更

改修(大
規模な
修繕・
模様替)

店舗名

建方
階数

四号建築
（法第６条第１項）

当初の用途

更
新

耐震補強

増築
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（2）既存建物の特徴

改修前の既存建物は，事例 D を除きすべて戦後の木造

二階建てモルタル塗り仕上げの建物であった。事例 B1，

B2 の建物は 1950 年代前半に神楽坂の料亭大工が建設し

た建物であり，外壁に欄間の窓がある点などが特徴とし

てある。オーナーによると同じ大工が手掛けた建物が神

楽坂にもいくつかある。事例 C の建物も，2 階建てで各

階 2 戸の重ね建てになっているところが類似したつくり

になっている。

図 4-1 に事例 A の 1 階および 2 階の平面図を示す。１

階の飲食店部分は厨房と室 1～3 と土間から構成されて

いる。2 階は現在壁のない軸組空間になっていて桁行 6

間梁間 4 間になっている。基本的に半間をモジュールと

した寸法計画になっているが，1 階増築部分では一部対

応していない部分もある。外観には黒塀・前庭・木製格

子が用いられ，花街建築の特徴が見てとれる（写真 4-5）。

客席に使われている和室 2 は床の間，長押，棹縁天井な

どの書院造の座敷である（写真 4-6）。柱には 1 階 2 階共

にほぼ全て 105 ㎜角の規格材が使われ，梁は比較的細い

材が使用されていた。特に，２階の梁材は，２間の場合

丸太材か溝形鋼梁が用いられ（写真 4-7），１間の場合は

105mm 角材が使われていた。 

事例 D は，1960 年代前半に新築された地下１階，地上

２階建ての鉄骨造の一般住宅であり，周囲は住宅が多い。 

（3）改修の内容

改修の内容に関しては，事例 B1（カフェ）では内部は

元々の空間をそのまま活かしつつカウンター奥の元々窓

であった部分を壁にするなど部分的な変更を行っている。

また事例 B2（カフェ）は，元々は事例 B1 の店主の設計

事務所であった時期に，外部に面したファサードの窓な

どを変更して現在の外観へ更新し，あわせて玄関位置の

変更を行っている。

耐震補強に関しては，基本的には賃貸契約の事例では

補強は行われていないが，所有物件である事例 B2 では，

カフェへのリノベーション時に，構造用合板による壁体

補強を施している。設備更新工事に関しては，事例 B1

ではカフェ用途に変わる際に必要だったが，既存の床下

空間が高かったこともあり特別困難な点はなかった。既

存建物の状態に起因する問題として，事例 A では 2012

年の改修工事では，地盤沈下の是正のために，大谷石で

つくられた基礎について，傾斜が気にならない程度に部

分的にジャッキアップを行い，一部を鉄筋コンクリート

の基礎に取り替えた。また外壁のモルタルを全て塗り直

した。

表 4-2 リノベーション事業 5 事例の概要

A B1 B2 C D
建築時期 1940年代後半 不明 1960年代前半
構造 木造・戸建 木造・長屋 鉄骨造・戸建
改修時期 2002年・2012年 1990年頃 2010年 2009年 2015年
改修前の
用途

住宅 新聞社事務所 設計事務所 事務所 住宅

現在の用
途

飲食店 カフェ カフェ ギャラリー等 飲食店

所有 賃貸 賃貸（B1の所有） 賃貸 賃貸

耐震補強

・二階床組の補強
・大谷石の基礎の一部
をRCの基礎に取り替え
る

未実施
・構造用合板による壁
体の補強

未実施 未実施

外装・
ファサー
ド

・外壁（モルタル+リシ
ン吹付け）を塗り直し
た。

・ ファサードの壁面ラ
インは元々のままだ
が、一部外装材を変更
した。

-

・アルミサッシの引き戸
を木製建具に交換
・床は既存のたたきを継
承

・ほとんど手をつけて
いない。

内装・間
取り

・畳張りを板張りにし
た。
・仏間を厨房に変更
し、土間は立ち飲みス
ペースとして使用

・従前の床材を剥がし
建設当時のひのき床板
をそのまま使用。

・カウンターの設置以
外は間取りの変更はな
い。

・内装を整えた。 ・大半の間仕切り・内
装材を撤去し、鉄骨材
を露しにした。
・床材に足場板、壁の
一部にトタンを採用。

・都内の工務店に要望
を出しながら施工を
行った。

建築士でもある店主が
既存建物を手掛けた地
元の料亭大工と共同で
実施。

建築士でもある所有者
が地元の職人（大工・
彫金など）と共同で実
施。

・施主が大工に要望を出
しながら内装工事を実施
・一部の塗装工事は、施
主自身で実施
（いずれも移転工事先）

・大手店舗施工業者に
よる設計・施工。

事例

権利関係

リノベーション
事業の体制

1950年代前半
木造・長屋

改修
工事
の

内容

改修
時期

・用途

既存
建物

写真 4-1 B1(右)と B2(左)の 

長屋外観

写真 4-2 B2 の内観 写真 4-3 C の外観 写真 4-4 D の外観 
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大がかりな内装改修ではなく，部分改修工事によって

入口まわりを街に対して効果的に開くことが小さなリノ

ベーションの手法として見られた。事例 C は元々事務所

のようだが，床がたたきでプリント合板の壁以外の内装

はなかった。既存の入口建具はすりガラスのアルミサッ

シ 3 枚引戸だったが，店舗にする上で見通しや見栄えも

考えて戸だけ木製建具に取り替えた。事前に大家に相談

して，退去時に既存のアルミサッシに原状復帰すればよ

いという条件で行った。一方で，元々大家は内部を改装

して貸す予定であったが，店舗には床を張らずに既存の

たたきのままが都合よく，内装は整える程度でほぼ既存

の状態で借りた。

改修前の新建材などの内装を剥がし，あえて古材など

を改修時に用いる点も注目される。事例 B2 では，設計

士の父が他の現場の古材をストックしていたものを内壁，

棚やガラスなど内装の一部に使っている。また事例 B1

では，改修前の仕上げ材だった P タイルと薄ベニヤを剥

がしたら建設当時の仕上げであるひのきの床板が出てき

たのでそのまま使っている。事例 C のオーナーも既存建

物の古さや真鍮のドアノブなどが気に入ったことが入居

理由の一つとしてあるなど，古材の価値を重視している。

また，事例 D では，内装材をほぼ全て撤去し，鉄骨材を

露しにし，さらには壁の一部に錆付きトタン，床材には

足場板を採用することで海辺の漁師小屋をイメージした

空間を実現した。

（4）リノベーション事業を行う体制

これらの改修工事は，事例 D を除いて個人事業主であ

る大工・技術者，または小規模な施工会社によって担わ

れた。いずれも共通して，上記の施工者が多様な役割を

担い，また現場での臨機応変さや 終的な空間の仕上が

りに施工が寄与する影響が高いことが窺えた。

事例 B2 の施工は，大工仕事およびなど様々な仕事を

行う多能工的な職人が手がけている。オーナーでもある

設計者によると，その仕事の入念さから，実際の空間の

できあがりの質におけるこの職人の貢献は大きい。現在

もオーナーが他の設計の仕事を行う際は，元施工の大工

の会社とこの職人と一緒に手がけることが多く，職人が

施工チーム（専門工事業者）のまとめ役も担っていると

いう。神楽坂を中心に小さなエリアでリニューアルなど

の仕事を手掛けている。

事例 A の設計・施工を行ったのは，都内に事務所をも

つ工務店であり，神楽坂を活動の拠点としていないが，

神楽坂で数件の実績をもっていた。事例Aの店主からは，

新築工事とは異なり改修工事では現場での調整能力が求

められることから，大工の手加工による技術が重要にな

ると指摘された。事例 C では，移転した新しい店舗の内

装工事は，コストを抑えるため設計者には依頼せず，直

接依頼した大工に要望を出しながら行い，壁の塗装など

は店主自ら行っている。なお，事例 D のように大手店舗

施工業者によって設計・施工が担われた事例もみられた。 

図 4-1 対象事例 A の実測結果：１階平面図（左）と２階平面図（右） 

写真 4-5 A の外観 写真 4-6 １階の和室２（事例 A） 写真 4-7 ２階内部（事例 A） 
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（5）リノベーションによる街への影響

このようなリノベーションが街に対して開いた運営

や積極的な取り組みをしていることも注目される。事例

C では，店舗を別の場所に移動してからは，店舗で扱う

雑貨の作家を扱った個展，同じく作家による金継ぎなど

のワークショップに加え，毎週 1 回知人による八百屋ス

ペースになっている。このような融通性の高いスペース

の運営を伴い，通常の商業用途中心の既存の街中に新た

なスペースを生み出している。また，他のリノベーショ

ンされた店舗やスペースとの交流もあり，単体のリノベ

ーションを超えたネットワークによるまちづくりの可能

性も窺える。事例 B2 は通常はカフェだが，時おりイベ

ントとして落語を催しており，地元のコミュニティに開

いた運営を行っている。事例 B1 の店主も，文士が住ん

だ街，出版の街としての神楽坂の魅力を自作のエリアマ

ップやポストカードなどを作成して紹介している。

5. 結論

本研究において明らかにした事項を以下に記す。

花街由来の 3～5 丁目のリノベーションでは歴史性を

利用した飲食店に特化しているのに対し，相対的地価の

低い神楽坂 6 丁目では個人経営による用途のバリエーシ

ョンや街に開いた運営が見られた。3～5 丁目と比べて 6

丁目では表通りと裏通りにおける商業用途の割合は同程

度であり，今日では住商混在度合の高い地域を形成して

いる。登記簿調査により 6 丁目の木造建築では活発な用

途変更が行われていることが分かった。

神楽坂の既存木造建築は築 50 年程度経過しているも

のが多く，外壁はモルタル塗りがほとんどだが，基礎に

大谷石を用いた事例など今日の在来構法との違いも見ら

れた。また料亭大工が手がけた建物など神楽坂らしい特

徴も見られた。リノベーションに合わせて耐震改修など

を行うインセンティブは現在の状況では少ないことが課

題としてある。改修方法の特徴として，建具の改修など

の小規模な部分改修工事や古材利用などの特徴が見られ

た。また小規模な工事では大工が多様な役割を担う。 

以上を踏まえ，神楽坂 6 丁目におけるリノベーション

は歴史的な花街エリアとしての神楽坂に加えてエリア全

体に多層的な魅力を付与しており，個人による街に開い

た運営実態はまちづくりに資する可能性を有する。一方

で特に歴史的界隈においては飲食に特化した商業リノベ

ーションの集積をコントロールしていくことも考えられ，

神楽坂エリア全体として総合的に街の魅力を維持し，高

めていくことが重要である。

＜注＞ 

1） 正確な路線価の算出には借地権割合や面する道路数等に

よる補正が必要であるが，ここではエリア全体の傾向を

大掴みに把握するため，路線価図に記載の平米あたりの

評価額そのものを入力して図を作成した。角地や二面に

接道する場合は評価額の高い道路の評価額を入力した。

2） 対象建物の大半が、リシン吹き付けやペンキ等の塗料を

はじめ、何らかの塗装仕上げが施されていたが、この分

析では、塗装材の種類は考慮せず、その対象となった外

装材を分析項目とした。

3） 今回は木造密集地域内部を主な対象としたため，各エリ

ア外周で幹線道路（中崎町についてはエリア中央を南北

に貫く幹線道路を含む）沿いの建物に関しては目視調査

を行わなかったが，エリア内建物総数(B)には含めている。 
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