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The purposes of this study are clarifying the meaning of the open and 
utilization and the possibility for maintenance of the privately-owned 
houses as tangible cultural property. The actual situations of the 
maintenance and the open and utilization of the houses were grasped by 
the questionnaire to all privately owners. By the result of analysis, it was 
cleared as follows. 

1)The open and utilization stimulate repairs of houses at the 
non-living cases. 

2)The open and Utilization cause owners’ will to maintain at the 
living cases. 

3)The information sharing for operation brings the possibility for 
dispersion of the owners’ burdens. 

 
 

１．はじめに 
1.1 研究の背景と目的 

登録有形文化財は、1996 年に文化財保護法改正により創設された

制度であり、20 年強が経過した現在(2018 年 9 月 18 日)、建造物は

全国で 11,611 件が登録されている。そのうち｢住宅｣は 5,239 件と半

数近くを占めている注 1)。一方、｢文化財の所有者その他の関係者は、

文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のため

に大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化

的活用に努めなければならない｣(文化財保護法第 4 条 2)と、保存と

ともに公開･活用も求められている。しかし、登録有形文化財住宅(以

下、登文住宅)は｢国民的財産｣である前に、多くは私的財産であり、

私的生活の器であるため、公開･活用に関しては他用途の建造物とは

同列に扱えない。個人所有の登文住宅の公開･活用をより促進するた

めには、｢国民的財産｣であることに加えて、｢住宅｣を公開･活用する

ことの所有者にとっての意義を明らかにする必要がある。また、公

開･活用を行うには建物を保全注 2)する必要があり、公開･活用を継続

させることは登文住宅の保全を促す可能性を持つと考えられる。 

そこで本研究は、個人所有の登文住宅の活用と保全の両立に向け

て、全国の建物の保全と公開･活用の内容･運営の実態、所有者･運営

者の公開･活用に対する自己評価等を把握し、個人所有の登文住宅を

公開･活用することの意義と保全に向けた可能性を析出することを

目的とする。尚、本研究における｢公開･活用｣は、登文住宅の全部あ

るいは一部に、所有者や賃借者の家族や親族･縁者以外の第三者を招

き入れて、現代の住まいにおいて通常行うことがない文化的･社会的

意義やアメニティ性のある事業(見学も含む)を行うことと定義する。 

日本全国において数多く蓄積され、かつ公開･活用が期待されてい

る登文住宅であるが、個別事例を対象にした既往研究はあるものの

注 3)、重要文化財の民家 1)に比して、その公開･活用や保全の実態お

よび所有者の評価･考え方の全体像の把握は進んでいない。比較的登

録件数の多い近畿４府県における登録有形文化財所有者(住宅以外

の用途も含む)3)や高知県の登文住宅所有者 4)を対象とした保全･活

用に関する調査研究がおこなわれているが、公開状況の把握あるい

は建物現況の把握に留まっている。 

1.2 調査概要 

全国の個人所有の登文住宅の公開･活用の状況や所有者の評価･考

え方を把握するために、所有者を対象にアンケート調査を実施した

(所有者が遠隔地に在住し、建物の管理運営を賃借者や支援者が行っ

ている場合等は、管理運営者に回答を依頼した)。調査票の配布･回

収は郵送により行い、2017 年 10月上旬に発送、締切りを同年 11月

末とした。調査項目は、1)建物の使い方と維持管理、2)文化財登録

のきっかけ、3)公開･活用の有無とその理由、4)公開･活用に対する

障害と解決、5)公開･活用の場所･内容と来訪者、6)運営と経費の負

担、7)所有者･運営者の自己評価、8)登文住宅の保全と公開･活用に

対する考えや想いである。 

調査対象の抽出は、国指定文化財等データベース(文化庁、2017

年 4 月 19 日現在)注 1)を用いて、まず｢登録有形文化財(建造物)｣のう

ち分類｢住宅｣を抽出した(4,897 件)。次に｢○○家住宅主屋･○○家

住宅蔵…｣といった名称の近似性と所在地住所から同一敷地立地と

判断できるものを 1 事例として 1,693 事例に整理した。そこから蔵･

長屋門等の附属屋のみの事例や移築集合させてミュージアム･テー

マパーク等としている事例を除外すると 1,359 事例となった。文化

庁によると、データベースの所有者名欄は、｢個人所有は空欄としい
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る。また、法人所有においても、所有者が非公表を希望する場合は

空欄としている｣ので、若干の法人所有が含まれるが、所有者名欄が

空欄のものおよび少数の個人の氏名が記載されているもの計 1,018

事例を個人所有の登文住宅として調査票発送対象とした。配布･回収

の結果を表 1 に示す。有効回答数 354、回収率 40.4％であった。 

 

２．登文住宅の使われ方と維持管理 
本章では個人所有の登文住宅が、住まいとしてどの程度使われ、

建物が維持管理されているかをみる。 

（１）使われ方 

個人所有の登文住宅の公開･活用には、実際に居住しているかどか

が大きく影響すると考えられる。表 2 は登文住宅の使われ方を集計

したものである。｢非常住｣24 事例を含む【居住】が 79％、【非居住】

が 21％である。居住の有無による特性を明らかにするために、以降

は【居住】【非居住】別に集計、分析していく。 

（２）日常的な維持管理と大規模修繕 

屋内外の掃除や建物の点検等の日常的な維持管理は、【居住】【非

居住】ともにほとんどで｢所有者･親族｣が担っているが(99％･79％)、

【非居住】では｢賃借者｣｢ボランティア｣へ拡がりがみられる(図 1)。 

この 30 年間における比較的大規模な修繕は(図 2)、【居住】【非居

住】ともに同じような傾向であり、｢屋根｣70％前後、｢外壁･外部建

具｣50％前後と外観に影響する外廻りが多く、｢内部仕上｣｢設備｣｢基

礎･床廻り｣が 30～40％程度である。一方で、大規模修繕の理由は、

【居住】【非居住】ともに｢老朽化｣が 70％強で最も多い。【居住】で

は｢長期的修復･修繕｣の一環、｢住まいの現代化｣が 40％弱であるが、

【非居住】では｢公開活用｣のためが 40％と特徴的である(図 3)。 

個人所有の登文住宅の多くは、所有者一族が維持管理を担ってい

るため、住まいとして使っている場合は、日常的に建物に手を入れ

ることになるが、そうでなくなった場合は、公開･活用が建物に手を

入れる契機となっている。 

 
３．文化財登録のきっかけ 

図 4 は登録のきっかけを問う自由記入欄の記述内容を分類し、【居

住】【非居住】別に整理したものであり、表 3 はその代表的な記述で

ある(本文中の[01][02]…は表中のものと対応する。以下同様)。両

者の傾向は類似しており、ともに｢行政からの働きかけ｣が 30％強で

最も多い。登録に積極的な大阪府では[01]、個人所有の登文住宅事

例数が都道府県別で最多となっている注 4）。次に｢保存,次世代への継

承｣｢地域の要望･地域貢献｣｢建築的･歴史的評価｣が続く。最初のきっ

かけは受動的であっても、登録が保全･継承の動機づけとなり[02]、

景観形成[03]など地域活性化に寄与していると考えられる。｢建築

的･歴史的評価｣は単に評価を受けるだけでなく、技術･住文化存続の

危機感からのもの[04]もみられる。その他のきっかけをみると、親

孝行[05]といった非常に個人的なものから重要文化財へのステップ

[06]といったものまで、幅広く捉えられている。 

指定文化財とは異なり主として所有者の申請による登録文化財制

度であるが、行政の考え方や方針がその後の文化財登録と保全･活用

の促進に大きく影響すると考えられる。 

 

４．公開･活用までのプロセス 
表 4 は公開･活用の経験がある【公開活用】と行ったことがない【非

公開活用】の事例数を集計したものである。【居住】においても

47.5％と半数近くが【公開活用】であり、【非居住】では 8 割近くと

なる。本章では公開･活用までのプロセスをみていく。 

4.1 公開･活用のきっかけと経緯･理由、運営主体 

（１）きっかけ 

公開･活用のきっかけは、【居住】【非居住】ともに専門家･近隣等

から｢見せてと頼まれた｣(66％･42％)が最も多く、｢登録文化財にな

った｣(57％･30％)が続く(図 5)。所有者が在住する【居住】におい

てより顕著である。多くの人々は登文住宅に関心を持っており、登

録が公表されたことにより依頼されることが増えたと考えられる。

登録有形文化財への登録が住まいを開くことを促している。 

（２）経緯･理由･目的 

図 6 は公開･活用へと至った経緯や目的を問う自由記入欄の記述

内容を分類し、【居住】(48 例)、【非居住】(23 例)の別に集計したも

のであり、表 5 はその代表的な記述である。【居住】【非居住】とも

に多い目的は｢文化財による地域･歴史理解｣(31％･22％)[07]、｢地域

貢献･活性化｣(19％･26％)[08]といった社会への寄与であり、【居住】

において特徴的なのは公開要望と保安との兼ね合いで｢限定的な公

開活用なら｣(21％)と始めたり、｢所有者の保全意識を惹起｣(17％)、

｢建物(庭)保全の認知｣(17％)を理由とすることである。保全意識を

惹起するために公開･活用するが[09]、住まいとして使っているので

 A 発送 1,018

 B 不着(宛先不明で返送) 128

 C1 返送 370

 C2 回答辞退 3

 C3 無効(非個人所有) 13

 D有効回答(C1-C2-C3) 354

回収率(D/(A-B-C3)×100) 40.36%

表1　アンケート票配布･回収数

0 20 40 60 80 100

所有者･親族
賃借者

支援団体
ボラ ンティア

委託
その他

ダ 【居住】(N=274) 【非居住】(N=72)

(%)

図1 建物の日常的維持管理(複数回答)

0 20 40 60 80 100

老朽化
公開活用

長期的修復
住まいの現代化

文化財登録
その他

図3 大規模修繕の理由(複数回答)
ダ 【居住】(N=257) 【非居住】(N=70)

(%)

0 10 20 30 40

行政からの働きかけ
研究者助言

建築関係助言
知人･親族の助言
別の所有者助言

建築的･歴史的評価
一族の誇り･繋がり

補助金･減税
地域の要望･地域貢献

保存,次世代へ継承
活用のため
規制が緩い

メディアによる評価
既に登録済みだった

図4 登録のきっかけ(自由記入)

ダ 【居住】(N=228) 【非居住】(N=66)

(%)

常住(併用含む)*1 254 (71.8)
非常住*2 24 (6.8)

小計【居住】 278 (78.6)
住宅以外用途*3 38 (10.7)

空家(管理)*4 35 (9.9)
空家(放置) 3 (0.8)

小計【非居住】 76 (21.4)

合計 354 (100)

*1)生活基盤を置き常に住まいとして使う、

*2)生活基盤を別に置き時々住まいとして

使う、*3)年間50日以上の展示･貸出し等含

む、*4)年間50日未満の展示･貸出し等含む

　表2 登文住宅の使われ方　(　)内は%

表3　代表的な記述(登録のきっかけ) 

[01]自治体からの働きかけ　►大阪府文化財保護課H氏の強い勧めによるものです。大阪府の登

録文化財の数がここまで増えたのも…H氏のお蔭です　／[02]保存,次世代へ継承　►心の底で更

地にできたらどんなに楽かと思う 一方で、やはりそれはできないとの思いから、登録しておく ことに

よって、何らかの形で残っていけばいいと思った　／[03]地域の要望･地域貢献　►町並再生の話

があり、古い町並保存に協力しよう と考えた　／[04]建築的･歴史的評価　►私たちが率先して、かや

ぶき屋根や木の家の良さを示せたら皆の価値観も変わるのではと一縷の望みをかけて登録をした

／[05]一族の誇り･繋がり　►父親が改造設計をおこなったものに評価を得るため（一種の親孝行）

／[06]研究者助言　►重文にも匹敵するとの識者の評価をえて、重文への第一歩としてまずは登録

文化財のステップを踏むことにした

0 20 40 60 80 100

柱梁
屋根

外壁･外建具
内部仕上
耐震補強

設備
増築
減築

基礎･床廻り
行っていない

その他

図2 大規模修繕(複数回答)
ダ 【居住】(N=274) 【非居住】(N=72)

(%)
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図 4 は登録のきっかけを問う自由記入欄の記述内容を分類し、【居

住】【非居住】別に整理したものであり、表 3 はその代表的な記述で

ある(本文中の[01][02]…は表中のものと対応する。以下同様)。両

者の傾向は類似しており、ともに｢行政からの働きかけ｣が 30％強で

最も多い。登録に積極的な大阪府では[01]、個人所有の登文住宅事

例数が都道府県別で最多となっている注 4）。次に｢保存,次世代への継

承｣｢地域の要望･地域貢献｣｢建築的･歴史的評価｣が続く。最初のきっ

かけは受動的であっても、登録が保全･継承の動機づけとなり[02]、

景観形成[03]など地域活性化に寄与していると考えられる。｢建築

的･歴史的評価｣は単に評価を受けるだけでなく、技術･住文化存続の

危機感からのもの[04]もみられる。その他のきっかけをみると、親

孝行[05]といった非常に個人的なものから重要文化財へのステップ

[06]といったものまで、幅広く捉えられている。 

指定文化財とは異なり主として所有者の申請による登録文化財制

度であるが、行政の考え方や方針がその後の文化財登録と保全･活用

の促進に大きく影響すると考えられる。 

 

４．公開･活用までのプロセス 
表 4 は公開･活用の経験がある【公開活用】と行ったことがない【非

公開活用】の事例数を集計したものである。【居住】においても

47.5％と半数近くが【公開活用】であり、【非居住】では 8 割近くと

なる。本章では公開･活用までのプロセスをみていく。 

4.1 公開･活用のきっかけと経緯･理由、運営主体 

（１）きっかけ 

公開･活用のきっかけは、【居住】【非居住】ともに専門家･近隣等

から｢見せてと頼まれた｣(66％･42％)が最も多く、｢登録文化財にな

った｣(57％･30％)が続く(図 5)。所有者が在住する【居住】におい

てより顕著である。多くの人々は登文住宅に関心を持っており、登

録が公表されたことにより依頼されることが増えたと考えられる。

登録有形文化財への登録が住まいを開くことを促している。 

（２）経緯･理由･目的 

図 6 は公開･活用へと至った経緯や目的を問う自由記入欄の記述

内容を分類し、【居住】(48 例)、【非居住】(23 例)の別に集計したも

のであり、表 5 はその代表的な記述である。【居住】【非居住】とも

に多い目的は｢文化財による地域･歴史理解｣(31％･22％)[07]、｢地域

貢献･活性化｣(19％･26％)[08]といった社会への寄与であり、【居住】

において特徴的なのは公開要望と保安との兼ね合いで｢限定的な公

開活用なら｣(21％)と始めたり、｢所有者の保全意識を惹起｣(17％)、

｢建物(庭)保全の認知｣(17％)を理由とすることである。保全意識を

惹起するために公開･活用するが[09]、住まいとして使っているので

 A 発送 1,018

 B 不着(宛先不明で返送) 128

 C1 返送 370

 C2 回答辞退 3

 C3 無効(非個人所有) 13

 D有効回答(C1-C2-C3) 354

回収率(D/(A-B-C3)×100) 40.36%

表1　アンケート票配布･回収数

0 20 40 60 80 100

所有者･親族
賃借者

支援団体
ボラ ンティア

委託
その他

ダ 【居住】(N=274) 【非居住】(N=72)

(%)

図1 建物の日常的維持管理(複数回答)

0 20 40 60 80 100

老朽化
公開活用

長期的修復
住まいの現代化

文化財登録
その他

図3 大規模修繕の理由(複数回答)
ダ 【居住】(N=257) 【非居住】(N=70)

(%)
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行政からの働きかけ
研究者助言

建築関係助言
知人･親族の助言
別の所有者助言

建築的･歴史的評価
一族の誇り･繋がり

補助金･減税
地域の要望･地域貢献

保存,次世代へ継承
活用のため
規制が緩い

メディアによる評価
既に登録済みだった

図4 登録のきっかけ(自由記入)

ダ 【居住】(N=228) 【非居住】(N=66)

(%)

常住(併用含む)*1 254 (71.8)
非常住*2 24 (6.8)

小計【居住】 278 (78.6)
住宅以外用途*3 38 (10.7)

空家(管理)*4 35 (9.9)
空家(放置) 3 (0.8)

小計【非居住】 76 (21.4)

合計 354 (100)

*1)生活基盤を置き常に住まいとして使う、

*2)生活基盤を別に置き時々住まいとして

使う、*3)年間50日以上の展示･貸出し等含

む、*4)年間50日未満の展示･貸出し等含む

　表2 登文住宅の使われ方　(　)内は%

表3　代表的な記述(登録のきっかけ) 

[01]自治体からの働きかけ　►大阪府文化財保護課H氏の強い勧めによるものです。大阪府の登

録文化財の数がここまで増えたのも…H氏のお蔭です　／[02]保存,次世代へ継承　►心の底で更

地にできたらどんなに楽かと思う 一方で、やはりそれはできないとの思いから、登録しておく ことに

よって、何らかの形で残っていけばいいと思った　／[03]地域の要望･地域貢献　►町並再生の話

があり、古い町並保存に協力しよう と考えた　／[04]建築的･歴史的評価　►私たちが率先して、かや

ぶき屋根や木の家の良さを示せたら皆の価値観も変わるのではと一縷の望みをかけて登録をした

／[05]一族の誇り･繋がり　►父親が改造設計をおこなったものに評価を得るため（一種の親孝行）

／[06]研究者助言　►重文にも匹敵するとの識者の評価をえて、重文への第一歩としてまずは登録

文化財のステップを踏むことにした

0 20 40 60 80 100

柱梁
屋根

外壁･外建具
内部仕上
耐震補強

設備
増築
減築

基礎･床廻り
行っていない

その他

図2 大規模修繕(複数回答)
ダ 【居住】(N=274) 【非居住】(N=72)

(%)

対象が限定的となる[10]。しかし、労力やコストをかけて保全して

いることは認知してもらいたい[11]、という所有者･運営者の内的な

理由･経緯によるところが多い。数は少ないが、来訪者･利用者に｢歓

んでもらう｣[12]や今後｢より積極的な活用へ｣繋げていきたい[13]

もみられる。一方、【非居住】では飲食･宿泊など用途変更事例によ

る｢収益物件としての評価向上｣(17％)[14]を目的とするものに加え

て、大学の支援等による｢地域や専門家の支援･評価｣(13％)[15]や上

質なストックを活用した｢地域交流･国際交流｣(13％)[16]という外

的な理由や経緯によるところが【居住】に比して多い。 

（３）運営主体 

公開･活用の運営の中心は、【居住】【非居住】ともに｢所有者と親

族｣であり、86％･76％と大部分を占める。｢支援団体｣｢ボランティア｣

等の第三者への拡がりは、【非居住】において若干多い(図 7)。 

4.2 公開･活用に対する障害･課題と解決 

（１）障害･課題となったこと 

図 8 は公開･活用に対して障害･課題となったことの問いに対する

自由記入欄の記述内容を分類し、【居住】(58例)、【非居住】(35 例)

の別に集計したものであり、表 6はその代表的記述である。【居住】

においては｢建物(庭)の維持手入れ全般｣(28％)[17]、｢プライバシ

ー｣の保護(10％)[18]など日常生活の場に第三者を招き入れること

に起因する障害･課題が比較的多く挙げられている。【非居住】では

公開･活用に向けての｢修繕･改修･安全性確保｣(40％)[19]といった

比較的大きな工事や｢事業計画･企画･情報発信｣[20]、｢人手･組織･

時間｣[21]、｢資金面(工事以外)｣[22](20～26％)といった運営に関す

ることが挙げられている。【居住】と【非居住】とで登文住宅の位置

づけや公開･活用の内容･運営に異なるところがあるため、それに対

する障害･課題も相違すると思われる。なお、｢公開活用準備(掃除

等)｣(14％)[23]、｢利用者のモラル･防犯｣(12％)[24]が障害･課題と

なるのは【居住】【非居住】共通するところである。 

（２）障害の解決 

図 9 は、公開･活用の障害等をどのように解決したかの問いに対す

る自由記入欄の記述内容を分類し、【居住】(40 例)、【非居住】(32

例)の別に集計したものであり、表 7 はその代表的記述である。共通

するのは｢NPO･ボランティア･パート等の協力｣(20％･25％)[25]、｢資

金を捻出･調達｣(23％･16％)[26]である。【居住】では｢できる範囲で

継続的に｣(33％)[27]対応する、｢所有者一族･知人の努力･協力｣

(28％)[28]が多く、【非居住】では｢専門家に依頼,協力｣(22％)[29]、

公開活用を行っている  104 (37.7) 55 (72.4) 159 (45.2)
公開活用を行ったことがある  27 (9.8) 4 (5.3) 31 (8.8)

小計【公開活用】 131 (47.5) 59 (77.6) 190 (54.0)

公開したいが活用は考えていない  4 (1.4) 0 (0.0) 4 (1.1)
公開活用どちらも考えている  26 (9.4) 5 (6.6) 31 (8.8)

行っていない、予定もない  102 (37.0) 10 (13.2) 112 (31.8)
その他  13 (4.7) 2 (2.6) 15 (4.3)

小計【非公開活用】 145 (52.5) 17 (22.4) 162 (46.0)

合計 276 (100) 76 (100) 352 (100)

【居住】 【非居住】 計

　　　　　　　   　　　　　  　　     　　表4　公開･活用事例数　　　      　　　　(　)内は%

表5　代表的な記述(公開･活用への経緯･理由)

[07]文化財による地域･歴史理解　►小学生の社会科の勉強の一環で、公開とともに歴史説明をし

ました　／[08]地域貢献･活性化　►この集落に集会場が無いため、町内会の役員会や総会を開く

場所として提供することとした　／[09]所有者の保全意識を惹起　►たまたま茶道を習っておりまし

たので炉を切ることにしました。使う 目的が出来れば自然と掃除をするよう になると考えてからです

／[10]限定的な公開活用なら　►私的な居住空間も兼ねているので、信頼できる機関や知人の紹介

で、ホームステイのよう な宿(B&B)として使って来た　／[11]建物(庭)保全の認知　►建物や庭園の管

理・維持の大変さを理解していただきたい　／[12]歓んでもらう　►他人が愉しんでく れる姿を見るの

は嬉しい。各種展示物鑑賞だけでなく 、屋外も楽しんでも らえるので、主催者にも来客者にも長

時間滞在できるよう に活用している　／[13]より積極的な活用へ　►娘も この家の価値を大切に考

えております。ただ、個人所有には限界を感じております。そのためにも活用は喫緊の課題です

／[14]収益物件としての評価向上　►現在、日本料理店として営業活用している　／[15]地域や専門

家の支援･評価　►地元の大学の先生に活用法など意見を頂き、またイベントなどの活用の場に紹

介頂いたり、使っていただく よう になりました　／[16]地域交流･国際交流　►訪日外国人観光客が

増えている今、国際観光資源としても活用したい
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見せてと頼まれた
使わせてと頼まれた
居住の頻度が減った

相続した
取得した

公開活用事例をみた
登録文化財になった
やりたい事ができた

大規模保全工事実施
その他

ダ 【居住】(N=124) 【非居住】(N=53)

(%)

図5 公開活用のきっかけ(複数回答) 0 10 20 30 40

地域貢献･活性化
地域交流･国際交流

限定的な公開活用なら
地域や専門家の支援･評価
所有者の保全意識を惹起

建物(庭)保全の認知
歓んでもらう

より積極的な活用へ
市町村の要望

文化財による地域･歴史理解
保全資金の獲得

市町村への寄贈に繋げる
収益物件としての評価向上

複合的

ダミー 【居住】(N=48) 【非居住】(N=23)

(%)

図6 公開活用への経緯･理由(自由記入)

表7　代表的な記述(障害の解決)

[25]NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾊﾟｰﾄ等の協力　►案内のボランティアの方に、お願いしてトラブルを予防

していただく 　／[26]資金を捻出･調達　►年金で修繕費捻出で大変　／[27]できる範囲で継

続的に　►ひとつひとつ目の前にあるものを解決して行く 以外にありません。長期にわたっ

ての事なので　／[28]所有者一族･知人の努力･協力　►75歳と70歳の夫婦でなんとか対処し

ている　／[29]専門家に依頼,協力　►市を通して専門家に調査を依頼した　／[30]自治体の

協力　►県や行政と連携した観光バスツアーの誘致　／[31]近隣の協力･理解　►近隣に協力

しても らった

表6 代表的な記述(公開･活用に対する障害･課題)

[17]建物(庭)の維持手入れ全般 ►管理維持に費用がかかる　／[18]プラ イ バシー ►住まいとしているので、

他人が家に入ることに抵抗があった　／[19]修繕･改修･安全性確保 ►建物を現状維持しながら補修したこ

と　／[20]事業計画･企画･情報発信 ►通常ある文化財の公開とは違った特色をどう 出すか　／[21]人手･

組織･時間 ►まちづく り協議会を構成している各種団体の協力体制の確立と　／[22]資金面(工事以外) ►チ

ケット代金で出演料等の費用を賄っているが、赤字になることも 　／[23]公開活用準備(掃除等) ►住まいと

して使っているので片付、清掃をしなく てはならないので負担になる　／[24]利用者のモラ ル･防犯 ►勝手

にあちこち開けたり触ったりしないか

　　　　　　【解決】

【障害･課題】

①

資

金

確

保

②

工

事

実

施

③

所

有

者

の

運

営

努

力

④

第

三

者

の

協

力 ⑤

保

安

対

策

⑥

未

解

決

Ⓐハードの整備 14 8 13 14 1 5
Ⓑ企画･運営 6 2 14 13 1 5
Ⓒﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ･保安 0 3 6 7 6 2
Ⓓ評価･理解 2 2 4 4 1 1
【障害･課題】の再分類：Ⓐ=修繕･改修･安全性確保+保全に必要な専門家の

手配+建物(庭)の維持手入れ全般、Ⓑ=公開活用準備(掃除等)+事業計画･企

画･情報発信+人手･組織･時間+資金面(工事以外)+道･駐車場･立地、Ⓒ=プ

ラ イ バシー+利用者のモラ ル･防犯+近隣迷惑･来場者ｹｶﾞの予防、Ⓓ=建物

の評価+保全･公開活用に対する理解

【解決】の再分類：①=資金を捻出･調達+補助金を活用+収益を活用、②=

改修工事を実施(予定)、③=できる範囲で継続的に+生活の張り,愉しみに+

所有者一族･知人の努力･協力、④=専門家に依頼,協力+NPO･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾊﾟ ﾄー

等の協力+自治体の協力+近隣の協力･理解、⑤=来場者･利用者の理解+セ

キュリティ強化、⑥=未解決

表8 障害･課題と解決の対応関係 (N=64)
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図7 公開活用の運営の中心(3つ以内)
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図8 公開活用へ至るまでの障害･課題等(自由記入)
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近隣の協力･理解

来場者･利用者の理解
セキュリティ強化

未解決

ダ 【居住】(N=40) 【非居住】(N=32)

(%)

図9 公開活用の障害･課題の解決(自由記入)
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｢自治体の協力｣(16％)[30]、｢近隣の協力･理解｣(13％)[31]が相対的

に多い。【居住】では、所有者を中心に人的･資金的にできる範囲で

行うことで障害･課題を乗り越えており、【非居住】では専門家や自

治体、近隣等の第三者の協力を得ることで障害を乗り越えている。 

表 8 は、【障害･課題】と【解決】の両方の自由記入欄に回答があ

った 64 例について、それぞれをⒶ～Ⓓおよび①～⑥に再分類し、そ

の対応関係数を整理･集計したものである。｢Ⓐハードの整備｣に対す

る｢①資金確保｣｢②工事実施｣は概ね所有者の自己資金によるもので

あり、解決①②も含めて｢③所有者の運営努力｣に負っているところ

が大きい。その一方で、専門家･ボランティア等｢④第三者の協力｣

も障害･課題の解決に大きく寄与していることがわかる。｢Ⓑ企画･

運営｣｢Ⓒプライバシー･保安｣｢Ⓓ評価･理解｣に対しては、その多くが

解決③④が対応している。Ⓒではボランティアの協力･防犯設備導入

や紹介制･申込制等｢⑤保安対策｣がなされている。また、いずれの障

害･課題においても解決に至らず｢⑥未解決｣(耐震未着手など)のま

ま公開･活用を行っているものも少なからずみられる。 

登文住宅の公開･活用のあらゆる面で所有者の負担が大きいが、

【非居住】を中心に第三者による協力が拡がっている。しかし、ハ

ードの整備･工事にかかる資金の負担は所有者に偏在しており、公

開･活用および保全を促進していくための今後の課題である。 

 

５．公開･活用の内容･場所 

本章では公開･活用の実態とそれに対する所有者の自己評価をみ

る。最後には【非活用】事例の公開･活用を行わない理由も確認する。 

5.1 公開･活用の内容と場所、来訪者 

（１）内容 

図 10 は公開･活用の内容を具体的に問うて、その回答を分類して

【居住】【非居住】別に集計したものである。企画･運営に比較的労

力が掛からない｢見学｣(56％･39％)、｢展覧･展示会｣(34％･35％)がと

もに多い。【居住】では 54/97 例と過半で｢見学｣が行われ、そのうち

30 例が｢見学のみ｣である。【非居住】では｢見学のみ｣は 3 例と少な

い。祭りや伝統的行事等の｢地域行事･寄合他｣も共に 20％程度であ

る。その他の公開･活用内容は、いずれも【非居住】が比較的多く、

｢店舗･飲食店｣｢事務所｣｢宿泊｣｢宅老所｣などの収益事業を含め、登文

住宅の使い方が多様に開発、実践されている。 

（２）使う場所とその場所を使う理由 

図 11 は公開･活用で使う場所を集計したものである。【非居住】で

は｢全体｣55％、｢居間まで｣6％と合わせて 61％であり、過半の事例

で来訪者を私的領域に招き入れている。【居住】でも｢全体｣19％、｢居

間まで｣11％と合わせて 30％であり、【非居住】ほどではないが、私

的領域に招き入れている。応接空間である｢座敷廻りまで｣を含める

と【非居住】96％、【居住】でも 86％と大部分の事例において主屋

内部まで来訪者を招き入れている。残りは主屋の外部と内部の中間

領域まで(｢庭等まで｣｢蔵等別棟まで｣｢土間･店舗まで｣)である。 

図 12 は公開･活用でその場所を使う理由の具体的記述を分類し、

【居住】【非居住】別に集計したものであり、表 9 はその代表的な記

述である。公開･活用でその場所を使う理由は｢空間体験･鑑賞でき

る｣[32]が 30％弱でともに多い。内容で｢見学｣が多い【居住】では、

｢生活等を具体に説明できる｣(21％)[33]に並んで、｢外部からアクセ

スしやすい｣(19％)[34]、｢生活空間と分離できる｣ (11％)[35]とい

ったアクセスに関する理由も多い。但し、これらを挙げている事例

でも、そのほとんどで座敷廻りかそれより奥に来訪者を招き入れて

いる(表 10)。活用内容が多様な【非居住】では｢広く使える｣

(46％)[36]、｢活用内容に対応する｣(51％)[37]が多い。 

（３）開催日数と来訪者数 

図 13 は公開･活用の年間日数を具体的に回答してもらい、【居住】

【非居住】別に集計したものである注 5)。【居住】では季節毎開催程

度の｢1～5 日｣31％が最も多く、｢随時｣21％、｢通年｣18％で続く。【非

居住】では｢通年｣35％が最も多く、｢1～5 日｣16％、月 2～4 日開催

程度の｢24～47 日｣が 12％で続く。図 14 は年間来訪者数を具体的に

回答してもらい、【居住】【非居住】別に集計したものである注 5)。共

に月10～50人程度の｢121～600人｣が30％前後で最も多いが、【居住】

では｢13～60人｣が21％で続き、【非居住】では｢1201～6000人｣が21％

で続く。中央値は【居住】300 人、【非居住】750 人である。 

内容･場所、開催日数･来訪者数から、【居住】では日常生活と併行

しつつ時間的･空間的に対応できる範囲で公開･活用を行い、【非居

住】では比較的回数が多く、規模の大きな事業を行っていることが

伺える。できる範囲といえども【居住】の空間の開放性は高く、支

援等によって内容の多様性が拡がる可能性を持つ。 

5.2 公開活用タイプと内容･使う場所 

前節では、公開･活用の内容、使う場所とその理由等の特性を【居

住】【非居住】からみてきたが、本節は開催規模(開催日数･来訪者数) 
と内容の種類数から事例を｢公開活用タイプ｣に分類して、内容や場

所との関係を分析する。 

（１）公開活用タイプと内容 

表11は開催日数･来訪者数･内容のすべてに回答があった116事例

を集計したものである。開催日数が多くなるほど来訪者は増え、内

容の種類数をみると、開催日数が短期および通年では種類数 1 が多

表9 代表的な記述(その場所を使う理由)

[32]空間体験･鑑賞できる　►江戸時代の建物や庭など

の観賞考察ができるため　／[33]技術･生活等を具体

に説明できる　►説明の内容を具体的に伝えることがで

きるから　／[34]外部からアクセスしやすい　►戸口より入

りやすい、靴を脱がなく て良い　／[35]生活空間と分離

できる　►一時的に生活空間を公開、空間を分けること

ができる　／[36]広く使える　►建具を取り払う と100人ぐ

らい入れるから　／[37]活用内容に対応する,適する　►

庵唄い練習に適している

土間･

店舗

まで

座敷

廻り

まで

居間

まで
全体

【居住】×

｢外部からｱｸ

ｾｽし易い｣

3 10 1 1

｢生活区間と

分離できる｣
1 6 2 0

表10 【居住】のアクセスに関する理

由と使う場所 (事例数)

0 20 40 60

見学
展覧･展示会

コンサート
店舗･飲食店

地域行事･寄合他
講演会･寄席他
お茶会･句会等

文化教室
食ｲﾍﾞﾝﾄ･小喫茶(ｶﾌｪ)

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･勉強会
博物館･資料館

事務所
ｽﾀｼﾞｵ･ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ

宿泊
宅老所･居場所

観光案内所

図10 公開活用の内容(具体的記述)

ダ 【居住】(N=97) 【非居住】(N=51)

(%)

見学のみ

【居住】30事例

【非居住】3事例

0% 50% 100%

【居住】(N=93)
【非居住】(N=51)

図11 公開活用の場所

庭等まで 蔵等別棟まで

土間･店舗まで 座敷廻りまで

居間まで 全体

0 20 40 60

空間体験･鑑賞できる
外部からアクセスしやすい

生活空間と分離できる
広く使える

小人数にも対応
音響がよい

生活等を具体に説明できる
地域に寄与できる

活用内容に対応する
設え(炉,ピアノ等)がある

観光客に対応する

図12 その場所を使う理由(具体的記述)
ダミー 【居住】(N=80) 【非居住】(N=37)

(%)

0% 50% 100%

【居住】(N=97)

【非居住】(N=51)

図13 公開活用の年間日数

随時 1～5日 6～11日

12～23日 24～47日 48～95日

96～180日 通年

0% 50% 100%

【居住】(89)

【非居住】(48)

図14 年間来訪者数

1～12人 13～60人

61～120人 121～600人

601～1200人 1201～6000人

6001人以上 ※中央値：

【居住】300人,【非居住】750人
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｢自治体の協力｣(16％)[30]、｢近隣の協力･理解｣(13％)[31]が相対的

に多い。【居住】では、所有者を中心に人的･資金的にできる範囲で

行うことで障害･課題を乗り越えており、【非居住】では専門家や自

治体、近隣等の第三者の協力を得ることで障害を乗り越えている。 

表 8 は、【障害･課題】と【解決】の両方の自由記入欄に回答があ

った 64 例について、それぞれをⒶ～Ⓓおよび①～⑥に再分類し、そ

の対応関係数を整理･集計したものである。｢Ⓐハードの整備｣に対す

る｢①資金確保｣｢②工事実施｣は概ね所有者の自己資金によるもので

あり、解決①②も含めて｢③所有者の運営努力｣に負っているところ

が大きい。その一方で、専門家･ボランティア等｢④第三者の協力｣

も障害･課題の解決に大きく寄与していることがわかる。｢Ⓑ企画･

運営｣｢Ⓒプライバシー･保安｣｢Ⓓ評価･理解｣に対しては、その多くが

解決③④が対応している。Ⓒではボランティアの協力･防犯設備導入

や紹介制･申込制等｢⑤保安対策｣がなされている。また、いずれの障

害･課題においても解決に至らず｢⑥未解決｣(耐震未着手など)のま

ま公開･活用を行っているものも少なからずみられる。 

登文住宅の公開･活用のあらゆる面で所有者の負担が大きいが、

【非居住】を中心に第三者による協力が拡がっている。しかし、ハ

ードの整備･工事にかかる資金の負担は所有者に偏在しており、公

開･活用および保全を促進していくための今後の課題である。 

 

５．公開･活用の内容･場所 

本章では公開･活用の実態とそれに対する所有者の自己評価をみ

る。最後には【非活用】事例の公開･活用を行わない理由も確認する。 

5.1 公開･活用の内容と場所、来訪者 

（１）内容 

図 10 は公開･活用の内容を具体的に問うて、その回答を分類して

【居住】【非居住】別に集計したものである。企画･運営に比較的労

力が掛からない｢見学｣(56％･39％)、｢展覧･展示会｣(34％･35％)がと

もに多い。【居住】では 54/97 例と過半で｢見学｣が行われ、そのうち

30 例が｢見学のみ｣である。【非居住】では｢見学のみ｣は 3 例と少な

い。祭りや伝統的行事等の｢地域行事･寄合他｣も共に 20％程度であ

る。その他の公開･活用内容は、いずれも【非居住】が比較的多く、

｢店舗･飲食店｣｢事務所｣｢宿泊｣｢宅老所｣などの収益事業を含め、登文

住宅の使い方が多様に開発、実践されている。 

（２）使う場所とその場所を使う理由 

図 11 は公開･活用で使う場所を集計したものである。【非居住】で

は｢全体｣55％、｢居間まで｣6％と合わせて 61％であり、過半の事例

で来訪者を私的領域に招き入れている。【居住】でも｢全体｣19％、｢居

間まで｣11％と合わせて 30％であり、【非居住】ほどではないが、私

的領域に招き入れている。応接空間である｢座敷廻りまで｣を含める

と【非居住】96％、【居住】でも 86％と大部分の事例において主屋

内部まで来訪者を招き入れている。残りは主屋の外部と内部の中間

領域まで(｢庭等まで｣｢蔵等別棟まで｣｢土間･店舗まで｣)である。 

図 12 は公開･活用でその場所を使う理由の具体的記述を分類し、

【居住】【非居住】別に集計したものであり、表 9 はその代表的な記

述である。公開･活用でその場所を使う理由は｢空間体験･鑑賞でき

る｣[32]が 30％弱でともに多い。内容で｢見学｣が多い【居住】では、

｢生活等を具体に説明できる｣(21％)[33]に並んで、｢外部からアクセ

スしやすい｣(19％)[34]、｢生活空間と分離できる｣ (11％)[35]とい

ったアクセスに関する理由も多い。但し、これらを挙げている事例

でも、そのほとんどで座敷廻りかそれより奥に来訪者を招き入れて

いる(表 10)。活用内容が多様な【非居住】では｢広く使える｣

(46％)[36]、｢活用内容に対応する｣(51％)[37]が多い。 

（３）開催日数と来訪者数 

図 13 は公開･活用の年間日数を具体的に回答してもらい、【居住】

【非居住】別に集計したものである注 5)。【居住】では季節毎開催程

度の｢1～5 日｣31％が最も多く、｢随時｣21％、｢通年｣18％で続く。【非

居住】では｢通年｣35％が最も多く、｢1～5 日｣16％、月 2～4 日開催

程度の｢24～47 日｣が 12％で続く。図 14 は年間来訪者数を具体的に

回答してもらい、【居住】【非居住】別に集計したものである注 5)。共

に月10～50人程度の｢121～600人｣が30％前後で最も多いが、【居住】

では｢13～60人｣が21％で続き、【非居住】では｢1201～6000人｣が21％

で続く。中央値は【居住】300 人、【非居住】750 人である。 

内容･場所、開催日数･来訪者数から、【居住】では日常生活と併行

しつつ時間的･空間的に対応できる範囲で公開･活用を行い、【非居

住】では比較的回数が多く、規模の大きな事業を行っていることが

伺える。できる範囲といえども【居住】の空間の開放性は高く、支

援等によって内容の多様性が拡がる可能性を持つ。 

5.2 公開活用タイプと内容･使う場所 

前節では、公開･活用の内容、使う場所とその理由等の特性を【居

住】【非居住】からみてきたが、本節は開催規模(開催日数･来訪者数) 
と内容の種類数から事例を｢公開活用タイプ｣に分類して、内容や場

所との関係を分析する。 

（１）公開活用タイプと内容 

表11は開催日数･来訪者数･内容のすべてに回答があった116事例

を集計したものである。開催日数が多くなるほど来訪者は増え、内

容の種類数をみると、開催日数が短期および通年では種類数 1 が多

表9 代表的な記述(その場所を使う理由)

[32]空間体験･鑑賞できる　►江戸時代の建物や庭など

の観賞考察ができるため　／[33]技術･生活等を具体

に説明できる　►説明の内容を具体的に伝えることがで

きるから　／[34]外部からアクセスしやすい　►戸口より入

りやすい、靴を脱がなく て良い　／[35]生活空間と分離

できる　►一時的に生活空間を公開、空間を分けること

ができる　／[36]広く使える　►建具を取り払う と100人ぐ

らい入れるから　／[37]活用内容に対応する,適する　►

庵唄い練習に適している
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｢外部からｱｸ

ｾｽし易い｣

3 10 1 1

｢生活区間と

分離できる｣
1 6 2 0

表10 【居住】のアクセスに関する理

由と使う場所 (事例数)
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図10 公開活用の内容(具体的記述)
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【居住】30事例

【非居住】3事例

0% 50% 100%

【居住】(N=93)
【非居住】(N=51)

図11 公開活用の場所

庭等まで 蔵等別棟まで

土間･店舗まで 座敷廻りまで

居間まで 全体

0 20 40 60

空間体験･鑑賞できる
外部からアクセスしやすい

生活空間と分離できる
広く使える

小人数にも対応
音響がよい

生活等を具体に説明できる
地域に寄与できる

活用内容に対応する
設え(炉,ピアノ等)がある

観光客に対応する

図12 その場所を使う理由(具体的記述)
ダミー 【居住】(N=80) 【非居住】(N=37)

(%)

0% 50% 100%

【居住】(N=97)

【非居住】(N=51)

図13 公開活用の年間日数

随時 1～5日 6～11日

12～23日 24～47日 48～95日

96～180日 通年

0% 50% 100%

【居住】(89)

【非居住】(48)

図14 年間来訪者数

1～12人 13～60人

61～120人 121～600人

601～1200人 1201～6000人

6001人以上 ※中央値：

【居住】300人,【非居住】750人

いが、中期開催では複数が圧倒的に多くなる。 

表 12 は、｢開催日数｣｢来訪者数｣｢内容数｣の組合せから 12 種の公

開活用タイプを設定し(表側)、公開･活用の内容別に集計したもので

ある。短期開催のものは｢見学｣に集中し、中期･通年と日数が増え、

来訪者数が多くなるに従って内容が多彩になってくる。｢食ｲﾍﾞﾝﾄ･

小規模喫茶(ｶﾌｪ)｣といった設備を必要とするものや｢博物館･資料

館｣｢店舗･飲食店｣などの設えが固定化するものは通年で多い。中期

開催では｢見学｣と共に設えを固定化しない｢展覧･展示会｣｢コンサー

ト｣｢地域行事･寄合他｣｢ワークショップ･勉強会｣などが比較的多く、

内容が多様になる傾向がある。開催日数と設備の有無や設えの固定

化、内容の多様性に関係性がみられる。 

（２）公開活用タイプと使う場所と使う理由 

表 13 は公開活用タイプごとに使う場所を集計したものである。短

期開催は主に｢見学｣なので、コース限定によりプライバシーの侵害

や環境整備範囲を制御できることなどから、｢私的領域｣まで来訪者

を招き入れることが多い。通年も建物全体を使った｢博物館･資料館｣

｢店舗･飲食店｣などが多くなるので｢私的領域｣まで招き入れる。一方、

設えを固定化しない多様な内容を展開する中期開催は、会場となる

｢座敷廻りまで｣が多くなる。 

表 14 は上述の場所を使う理由を集計したものである。短期開催は

｢見学｣が多いので来訪者が登文住宅そのものの｢空間体験･鑑賞でき

る｣ことが理由となる。多様な内容を展開する中期開催は、会場であ

る座敷の襖を外すことで｢広く使える｣および｢活用内容に対応する｣

柔軟性を獲得できることが理由となる。｢博物館･資料館｣｢店舗･飲食

店｣｢宿泊｣などは、建物がもつ空間構成が｢活動内容に対応する｣とい

うこともあるが、文化財であることが集客効果につながるというこ

とも大きいと考えられる。 

開催日数と場所およびそれを使う理由には関係性があり、柔軟性

の高い座敷を使って多様な内容を展開する中期開催においては、そ

れを可能にするために企画から当日の運営まで支援の必要性が高い。 

5.3 所有者･運営者の自己評価 

（１）自己評価 

表 15 は予め設定した 12 の評価項目を 5 段階で評価してもらい、

【居住】【非居住】別に平均点を集計したものである注 6)。全体的に

【非居住】の評価が高いが傾向は共通し、｢建物の価値が評価された｣

｢所有者の責任を果たせた｣｢要望に応える事が出来た｣｢建物を大事

平均点

｢該当し

ない｣の

割合(%)

平均点

｢該当し

ない｣の

割合(%)

 建物の価値が評価された 4.15 (2.5) 4.13 (5.4)
 所有者の責任を果たせた 3.95 (4.9) 4.00 (8.9)
 要望に応える事が出来た 3.93 (9.8) 4.09 (1.8)
 室内を有効利用出来た 3.41 (18.9) 3.66 (5.4)
 庭を有効利用出来た 3.43 (20.5) 3.68 (10.7)
 収益を得られた 1.72 (41.0) 2.41 (17.9)
 建物保全資金を調達出来た 1.42 (43.4) 2.00 (21.4)
 支援者がみつかった 1.42 (50.8) 2.11 (32.1)
 建物を大事にするようになった 3.95 (8.2) 4.04 (5.4)
 生き甲斐や楽しみになった 3.61 (12.3) 3.69 (7.1)
 地域活性化に寄与出来た 3.78 (8.2) 3.80 (1.8)
 社会貢献出来た 3.76 (9.8) 3.79 (5.4)

表15 公開活用に対する自己評価(5段階平均点)

【居住】(N=122) 【非居住】(N=56)

*5点｢そう思う」…3点｢ふつう」…1点｢そう思わない」、0点｢該当しない」として

回答。平均点の算出には｢0点｣は含めていない。

見学

展覧・

展示

会

コン

サー

ト

地域

行事･

寄合

他

講演

会・寄

席他

お茶

会･句

会等

文化

教室

ﾜｰｸ

ｼｮｯ

ﾌﾟ･勉

強会

食ｲﾍﾞﾝ

ﾄ･小規

模喫茶

(ｶﾌｪ)

博物

館･

資料

館

店舗･

飲食

店

事務

所

ｽﾀｼﾞ

ｵ･ﾚﾝ

ﾀﾙｽ

ﾍﾟｰｽ

宿泊

観光

案内

所

母

数

《短小単》 71.4 4.8 4.8 14.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21
《短大単》 50.0 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6
《短小複》 68.8 43.8 31.3 12.5 12.5 37.5 6.3 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16
《短大複》 28.6 71.4 42.9 42.9 28.6 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 7
《中小単》 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
《中大単》 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 5
《中小複》 38.5 61.5 38.5 30.8 15.4 38.5 38.5 23.1 15.4 7.7 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 13
《中大複》 73.7 63.2 52.6 42.1 26.3 26.3 15.8 47.4 26.3 0.0 5.3 0.0 10.5 5.3 10.5 19
《通小単》 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3
《通大単》 14.3 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 35.7 0.0 0.0 28.6 0.0 14
《通小複》 100 0.0 100 100 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 100 0.0 0.0 0.0 1
《通大複》 40.0 70.0 40.0 10.0 40.0 30.0 40.0 20.0 40.0 10.0 20.0 0.0 30.0 10.0 0.0 10

表12 公開活用タイプと公開･活用の内容 (%)

　※網掛けは｢40％｣以上

表16 代表的な記述

(促すこと、励みになったこと)

[38]来訪者･利用者の声など　►来場者が、

気持ちのよい空間であるよと言ってく れて

ゆっく りして行ってく れること　／[39]建物

等の評価　►建物の大きさや建築技巧に感

激と評価してく れた時　／[40]他者･親族の

理解･協力　►自分の今やっていることに対

し、理解してく れる人がありがたい　／[41]

専門家や団体での来訪　►建物･建具等多

く の専門家の方々が来られ、多く の新たな

発見をしてく ださることで、知らなかった建

物の価値を見いだすことができること

《小》 《大》

《単》 21(17) 6(5) 27(22)

《複》 16(11) 7(6) 23(17)

《単》 1(1) 5(3) 6(4)

《複》 13(7) 19(9) 32(16)

《単》 3(3) 14(4) 17(7)

《複》 1(0) 10(5) 11(5)

55 61 116

計

表11 開催日数･来訪者数･内容の関係

年間開催日数：《短》=随時＋10日以下、《中》=10～240

日未満、《通》=通年(240日以上)

年間来訪者数：《小》=400人以下、《大》=401人以上

公開活用内容の種類数：《単》1種類、《複》2種類以上

※日数｢10日｣･人数｢400人｣はそれぞれの中間値程

度、※表中の(  )は【居住】の事例数。内数

《短》

《中》

《通年》

来訪者数開催

日数

内容の種

類数

計

地域に

寄与で

きる

外部か

らアクセ

スし易

い

生活空

間と分

離でき

る

広く使

える

活用内

容に対

応する

設え

(炉,ピ

アノ等)

がある

空間体

験･鑑

賞でき

る

生活等

を具体

に説明

できる

母

数

《短小単》 8.3 0.0 16.7 8.3 8.3 0.0 41.7 25.0 12
《短大単》 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 33.3 6
《短小複》 0.0 15.4 7.7 7.7 23.1 7.7 61.5 7.7 13
《短大複》 16.7 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 16.7 6
《中小単》 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 1
《中大単》 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 40.0 5
《中小複》 10.0 40.0 10.0 60.0 20.0 0.0 10.0 30.0 10
《中大複》 17.6 35.3 0.0 35.3 64.7 23.5 23.5 17.6 17
《通小単》 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 3
《通大単》 0.0 0.0 0.0 30.0 40.0 0.0 50.0 10.0 10
《通小複》 0.0 0.0 0.0 100 100 0.0 0.0 0.0 1
《通大複》 10.0 30.0 0.0 20.0 50.0 20.0 30.0 30.0 10

　※網掛けは｢40％｣以上

表14 公開活用タイプとその場所を使う理由 (%)

庭から中

間領域

座敷廻り

まで
私的領域

母

数

《短小単》 14.3 33.3 52.4 21
《短大単》 16.7 33.3 50.0 6
《短小複》 6.3 50.0 43.8 16
《短大複》 0.0 85.7 14.3 7
《中小単》 0.0 100 0.0 1
《中大単》 20.0 60.0 20.0 5
《中小複》 7.7 69.2 23.1 13
《中大複》 5.3 36.8 57.9 19
《通小単》 66.7 0.0 33.3 3
《通大単》 14.3 21.4 64.3 14
《通小複》 0.0 0.0 100 1
《通大複》 10.0 40.0 50.0 10

表13 公開活用タイプと使う場所 (%)

｢庭から中間領域｣=｢庭等まで｣＋｢蔵･離れ等別

棟まで｣＋｢土間･店舗廻りまで｣／｢私的領域｣=｢

居間まで｣＋｢全体」／※網掛けは｢40％｣以上
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人と出会うきっかけ

企画して綺麗に維持する

専門家や団体での来訪

来訪者･利用者の声など
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地域への寄与･活性化
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助成金,表彰

特になし

ダ 【居住】(N=39) 【非居住】(N=29)
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図15 促すこと、励みになったこと(自由記入)
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図16 来訪者に知ってもらいたい、

見てもらいたいところ(3つ以内)

0 20 40 60 80 100

公開活用できる部屋ない
住まいとして使っている
片付けが出来ていない

労力がかかる
運営を担う人がいない
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ダミー 【居住】(N=132) 【非居住】(N=16)

(%)

図17 公開活用を行わない理由(複数回答)
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にするようになった｣はともに 3.9 点を超えている。所有者の責任と

して社会のニーズに応えて登文住宅を公開･活用を行った結果、建物

の価値が評価され、建物を大事にするようになった、という好循環

が形成されていると解釈できる。一方、｢収益を得られた｣｢建物保全

資金を調達出来た｣｢支援者がみつかった｣は 1,2 点台と低い評価で

あるが、それ以前にこれらの評価項目は｢該当しない｣の割合が高く、

評価の対象外となっている。【居住】でその傾向は顕著である。 

（２）公開･活用を促すことや励みになったこと 

図 15 は公開･活用を促すことや励みになったことを問う自由記入

欄の記述内容を分類して【居住】(39 例)、【非居住】(29 例)の別に

集計したものであり、表 16 はその代表的な記述である。ともに｢来

訪者･利用者の声など｣(38％･62％)[38]が最も多く、｢建物等の評価｣

(21％･24％)[39]が続く。｢他者･親族の理解･協力｣｢専門家や団体で

の来訪｣を含めて [40][41]、第三者の評価を直接所有者･運営者が実

感することが登文住宅の公開･活用促進に繋がっている。また、【居

住】【非居住】いずれの所有者も、来訪者に｢活用や事業内容｣よりも、

手を入れて保全してきた｢住宅の外観･内観｣｢庭園等｣を見てもらう

ことを望み(図 16)、公開･活用はそのための手段と考えられる。 

5.4 公開･活用を行わない理由 

図 17 は【非活用】に対して公開･活用を行わない理由を問い、そ

の結果を【居住】【非居住】別に集計したものである。【居住】では｢住

まいとして使っている｣が 91％と最も多く、｢家の中は見せたくな

い｣(27％)や｢片付けが出来ていない｣(20％)が続く。住まいに第三者

を招き入れることは容易ではない。一方、【非居住】では｢運営を担

う人がいない｣(44％)、｢労力がかかる｣(38％)、｢経費がかかる｣

(25％)が多い。支援する第三者のサポートがあれば公開･活用の可能

性が考えられる。また、｢公開活用のための改修｣(25％)も公開･活用

を阻んでいる。20％程度であるが、【居住】【非居住】ともに｢要望が

無い｣が公開･活用を行わない理由となっている。 

 
６．結論 

図 18 は前章までで得た知見をもとに、登文住宅の公開･活用と保

全との関係を図化したものである。【非居住】では①公開･活用が建

物の比較的大きな修繕･改修を促し、一部であるが②日常的維持管理

に第三者の協力を得る要因となっている。一方、【居住】では③所有

者の日常の維持管理意欲を誘引するものの修繕･改修を促すとまで

は言えない。しかし、【居住】の場合は住まいとして使っており、住

生活を営む上で必要な修繕･改修はその都度行うので、日常の維持管

理意欲を促すことこそが重要ともいえる。また、公開･活用の意義の

一つとしての④来訪者の共感は、公開･活用の内容もさることながら、

座敷廻りあるいは私的領域にまで招き入れての空間体験を可能とさ

せる⑤空間開放性が大きく影響していると思われる。このことは保

全に努めている⑥建物の内外観および庭を見てもらいたいという所

有者の想いとも重なり、⑦所有者の保全意欲を惹起する。空間開放

性を実現するために、⑧来訪者を前以て確定する紹介制･申込制ある

いはボランティアの協力を得ての声掛けなどで対応することもある。 

現在、多くの登文住宅では独自に公開･活用を実践している。これ

らの登文住宅間で連携が進めば、中期開催事例において開発された

多彩な活用内容･空間の設え方および運営ノウハウ、支援者･支援団

体の情報、および収益事例における事業情報などが共有される。こ

のような登文住宅の使いこなし技術といえる情報は、運営負担の分

散や公開･活用の内容充実に寄与し得る。 

専門家･ボランティアなどの支援者･支援団体との関係を築く契機

となり、かつ登文住宅に関心を持つ来訪者を引き付ける公開･活用は、

登文住宅の保全活動に対する支援者を掘り起こすことにつながる可

能性もある。登文住宅の使いこなし技術が公開･活用に留まらず、保

全活動をも組み込むよう展開すると、私的財産でありながらも所有

者･支援者･来訪者の協働により次世代への継承に繋がっていく。 

登録文化財の制度が創設されて 20 数年たち、登文住宅の公開･活

用は一定程度進んでいるといえる。登録文化財の価値を活かした使

いこなしの段階にきている。 
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注 

注 1)文化庁の国指定文化財等データベースより 

(https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/searchlist.asp) 

注 2)本研究における｢保全｣の定義は、｢登録有形文化財建造物としての建築

的価値を損なわないよう、住まいの現代化を含む建物の修繕･改修や維持管

理を適切に行って、健全な状態に保つこと｣とする。 

注 3)参考文献 2 など 

注 4)上位 4 都府県は、大阪府 100 事例、東京都 87 事例、京都府 83 事例、兵

庫県 80 事例である。(2017 年 4 月 29 日現在) 

注 5)図 13･14 のカテゴリー分けの意味は、開催日数年間｢1～5 日｣2 月に 1 日

未満/｢6～11 日｣1 月に 1 日未満/…/｢96～180 日｣1 月に 15 日以下/｢通年｣1

月に 16 日以上、来訪者数年間｢1～12 人｣1 月に 1 人以下/｢13～60 人｣1 月に

5 人以下/… /｢1201～6000 人｣1 月に 500 人以下 

注 6) 5 点｢そう思う｣･3 点｢ふつう｣･1 点｢そう思わない｣、および 0 点｢該当し

ない｣として 5 段階で評価をしてもらい、平均点を算出した。平均点の算出

には｢0 点｣を含めていない。 

 

［2018年 10月 3日原稿受理　2019年 1月 21日採用決定］


