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司会（青木) 日本建築学会叢書「都市建築の発展と制御」刊行記念シンポジウムを開始

させていただきたいと思います。司会を担当いたします青木でございます。よろしくお願

いいたします。

皆様に今日お配りした資料の表紙をめくっていただきますと、本日のプログラムが書い

てあります。本日は 1 部、2 部、3 部の 3 部構成になっております。中身を見ていただく

とおわかりになるように、一つひとつが独立したシンポジウムになるような中身の濃いも

のですので、ぜひ最後まで熱心にご参加いただきたいと思っております。各部の間には休

憩を取る予定です。それから終わりの時間が 17 時 30 分になっておりますが、このように

内容が盛りだくさんなものですから、ひょっとすると少し時間が延長することになるかも

しれません。あらかじめご容赦いただきたいと思います。

それから、3 部が終わりました後に、前のホワイエで会費制ですけれども懇親会がござ

います。ぜひこちらのほうにも積極的にご参加いただきたいと考えております。

では最初に開会挨拶を、本会の小野副会長にお願いしたいと思います。（拍手）

小野 皆さん、こんにちは。副会長を仰せつかっております小野でございます。シンポ

ジウムに先立ちまして、一言ご挨拶をさせていただきます。皆さんご存じのように、現在

わが国では東京に代表される都市への金、モノ、人の集中の一方で、地方の極端な過疎化

が進行して、この集中と過疎化の中でさまざまな問題が引き起こっております。特に都市

化に伴う環境破壊、生活環境の悪化など、解決すべき課題が大変多く、それらへの具体的

で有効な対応が望まれています。

本会では 2004 年 4 月に、現在都市の抱えるこうした問題に対して、これまでとは違っ

た観点からメスを入れ、その対応策を検討することを目指しまして、当時の秋山会長を委

員長とする都市建築の発展と制御に関する特別調査委員会を、専門の垣根を越えて横断的

に設置いたしました。特別調査研究委員会は公開シンポジウムの開催や都市建築の原型に

関する設計競技など、非常に多彩な活動を展開しており、2005 年 5 月にはこれらの成果

をまとめて「都市建築の発展と制御に関する提言」として公表しております。

その後、この提言内容を広く社会に発信する目的で、提言に至る問題意識や具体的な提

案を、本会の創立 120 周年記念事業として位置づけられた日本建築学会叢書として刊行す

る準備を続けてまいりました。このたび「都市建築の発展と制御」シリーズ全 3 巻の刊行

を記念して、今日のこのシンポジウムを開催することになりました。これらの研究成果が

具体的なかたちで広く社会に発信されることは、現在の中長期計画でもそうですが、本会
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が活動の大きな取り組みの柱としている社会との連携拡大の観点からも大変意義深いもの

だと思っております。本日のシンポジウムが、さらにこうした問題解決の大きな糸口にな

ることを期待しております。

最後に、今回のシンポジウムに貴重なお時間を割いてご参画いただきました各方面から

のパネリストの先生方並びに参加者の皆様、また本シンポジウムを企画された秋山先生を

はじめとした委員会の皆様方に、本会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げ、開会の挨

拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手）

司会、小野先生、ありがとうございました。では次に、本シンポジウムの趣旨説明を、

本会の秋山前会長からお願いいたします。

秋山 ご紹介いただきました秋山です。「都市建築の発展と制御」というテーマは、2003

年に私が建築学会長に就任の際に、研究に取り組むべき課題として提案したものです。こ

のテーマは唐突なものではなく、学会のそれまでの活動路線に沿った、きわめて自然なテ

ーマであると考えています。

1980 年代後半からの土地の投機に基づくバブルの発生は、日本経済に大打撃を与えまし

た。1997 年の京都議定書は、地球環境問題の取り組みの本格化を告げています。2000 年

6 月、建築学会は建築関連 5 団体と共同で「地球環境・建築憲章」を起草し、建設行為と

環境破壊のつながりを直視して、建設行為と自然共生との調和の必要性を強く訴えました。

そして、憲章がただの免罪符ではないことを示すことが、建築学会の課題となりました。

都市形成には多くの分野がかかわっています。このテーマに取り組むためには分野横断

的な議論の必要が痛感されました。そこで土木学会、都市計画学会、造園学会、不動産学

会等の関連 7 学協会並びに建築 5 団体に呼びかけ、それらの団体との協賛の下に、特別調

査研究が設置されました。まず都市建築の発展と制御に関する論文公募を行い、論文応募

者を中心として調査委員会を設置しました。2005 年には議論の結果を報告書にまとめ、小

野副会長からご紹介がありましたように、「都市建築の発展と制御に関する学会提言」を発

表しました。この間、都市建築の発展と制御に関する具体案についての設計コンペも行い、

それらの成果も公開資料として刊行されています。

建築学会はかねてから研究成果の社会還元を心がけており、2006 年度より一般市民向け

の建築叢書の刊行に着手しました。ちょうど良きタイミングで、先ほどご紹介がありまし

たように 3 分冊の叢書ができあがり、本日全部出そろったということになります。しかし、

その内容はまだ問題点の整理に着手した段階にあると言えると思います。さらなる問題点
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の分析の深化、方法論の具体化、財源の確保の方法論等、課題は山積しています。課題の

解決に向けて、国民的合意形成が何よりも必要であると考えられます。

これまで都市ないし都市建築の現状認識、制御の方向性、方法論の具体化の見通しが議

論されてきました。わが国は戦後アメリカ流の民主主義、資本主義の流れに乗って、大き

な経済発展を遂げました。工業技術と市場経済がもたらす自由で利便性の高い都市が実現

されました。都市建築は経済発展の象徴です。しかし、それは私たちが目指すべき真の生

活空間であるのか。戦後の六十余年で「国破れて山河あり」から「国富みて山河危うし」

になってしまったのではないか。いまや市場経済は人類の目標達成の手段を飛び越えて、

経済合理性の自己実現に向かってひたすら暴走し続けているようにも見えます。その弊害

は経済発展がもたらす自然生態系の衰退に端的に現れています。

自然生態系は市場経済における参加者ではありません。したがって、人類が自然生態系

の利益を代弁しない限り、衰える一方です。自然生態系を育む土壌として緑地を確保する

ことは、生態系の一員である人類の基本的な使命であると考えます。都市を再編していく

過程で公共空間の確保も欠かすことができません。都市の土地はいまやすべて私有化され、

資産価値のみによってその有用性が評価されています。緑地の確保と並んで、公共空間の

確保は都市建築の無軌道な発展を制する制御力の根幹を成すと考えられます。このような

方向性の下で、具体的な制御の方法論については多くの選択肢が存在し、その体系化が焦

眉の急であると言えます。

本日のシンポジウムは、各分野を代表する講師の方々のご参加を得て開催することにな

りました。これまでたどってきた議論に対して、どうか仮借ないご批判をいただきたいと

思います。また、さらなる議論展開に向けてご示唆、ご教示をいただければ幸いです。本

シンポジウムの論議がさらにこだまして、合意形成につながる議論に発展することを切に

願いまして、趣旨説明とさせていただきます。（拍手）

司会 秋山先生、ありがとうございました。ここで本日の副司会ご担当の南先生をご紹

介させていただきます。

南 南です。よろしくお願いします。（拍手）

司会 では、ただいまより第 1 部の基調講演に移らせていただきたいと思います。ここ

からの進行はモデレーターの饗庭伸先生にお願いいたします。
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饗庭 第 1 部のモデレーターを仰せつかっております首都大学東京の饗庭と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。いま秋山先生から全体の趣旨説明がありましたが、『都

市建築の発展と制御』という叢書の刊行記念シンポジウムになっております。本日受付の

向こうにも置いてありましたが、お持ちの方は、お手元に 3 冊お持ちではないかと思いま

す。色の違う 3 冊なのでわかりやすいと思いますが、1 冊目が赤い色、2 冊目が緑色、3

冊目が紫色の表紙のものがあると思います。

非常に簡単な組み立てを申し上げますと、赤い本が 3 冊の中でも総論に当たる部分、緑

色の本が公共空間・緑地に関する論を集めたもの、紫色の部分が特にモノをつくるほうの

建築に焦点を合わせたものという組み立てになっています。

ただいまからの第 1 部の基調講演は、叢書の構成に引きつけてとらえると全体の総論的

な位置づけになっていて、第 2 部、第 3 部になると緑の本と紫の本の話題が出てくるとい

うつくりになっています。これから基調講演ということで、4 名の先生方にお話をお願い

することになってございます。たとえばお一人 1 時間半の基調講演をお願いしても、それ

だけで十分にお釣りが来るぐらいの高名な先生方ばかりですが、本日は非常に失礼と無理

を申し上げて、「先生お一人 20 分で基調講演をお願いします｣ということで、4 名の先生方

にお願いしております。非常に限られた時間ですので、あまりたくさんの話題にはならな

いと思いますが、私のほうから非常に簡単にお願い申し上げたのは、日本の、特に戦後の

都市建築はなぜだめなんだろうか、それをこれから良くしていくにはどうしたらいいのか

という、二つの非常に単純な問いだけです。今日は 4 先生のお話を楽しみに参っておりま

す。

第 1 部は 20 分ずつ先生にお話しいただいた後に、この叢書の編集委員会、提言をつく

った委員会の委員であるコメンテーターの佐藤滋先生からコメントをいただいて、最後に

少し壇上で意見交換ができればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

では、さっそく最初の基調講演をお願いしています田村明先生をご紹介したいと思いま

す。お手元の緑の本の最後の 19 ページに、講演者・パネリストの紹介が書いてございま

す。高名な先生ですので、私からあらためてご紹介するまでもないかと存じますが、1926

年に東京にお生まれになられ、東京大学建築学科などを卒業されて、横浜市のいまの都市

デザイン行政につながる大きな流れをつくられたということが、私が存じ上げている一番

大きな業績かと思っております。

以後、法政大学に移られて自治体学会の創設にかかわられるなど、日本の都市計画、ま
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ちづくりの先駆者ということでご紹介させていただきます。では田村先生、基調講演をよ

ろしくお願いいたします。（拍手）

田村 ただいまご紹介を受けました田村です。今回はこうした記念すべき建築学会で、

基調講演の 4 人の中の一人に選ばれまして、しかも真っ先だということで大変光栄に存じ

ております。20 分という大変短い時間ですから、早口になるかもしれません。レジュメを

書けということで、後から見たら拒否してもよかったらしいんですが、書いてしまったの

で、皆さん方に差し上げてあります。でも、これを読み上げることはしませんから、後か

ら読んでいただければ結構です。

今日はまず、私が建築学科に入ったいきさつをチラッと申し上げたいと思います。私は

戦争中に旧制高等学校に入りました。理科でした。理科にいないと兵隊に引っ張られてし

まうから、理科に行ったので、私は文科系も好きで総合的なことをやりたかったんですね。

理科で、戦争が終わって、今度は理科系でどこに行くかというと、純粋理科の理学部にい

くく気はない。工学部を受けるんですが工学部の学科をずっと並べてみると、どうも技術

に偏重していてあまりおもしろくない。私は総合的なことをやりたい。たまたま理科に入

ってしまったが、理科も文科もない。もっと広くやりたいと思ったんです。ただ、工学部

の中にそういうところがなかなかない。最後になって私の友だちが「建築学科があるじゃ

ないか」と言うのでハッと思ったら、当時は土木工学科、電気工学科、機械工学科と、み

んな何々工学科と言うんですが、建築学科だけは、ただ建築学科なんですね。

なるほどこれはちょっとおもしろいかなと中身を見ると、いわゆるエンジニアリングだ

けではなくてデザインみたいな美学的なことも入っているし、都市計画みたいな社会的な

ものも入っています。ほかの学科に比べるとはるかに総合的で「これはいい。じゃあ、そ

こを受けましょう」というので入ったわけです。

建築学科の先生たちも多いでしょうが、ただし私が入ってみてちょっと幻滅したのは、

全然総合的ではないことです。建築学科の中もみんな縦割りで、バラバラになってしまっ

て、計画系だ、歴史系だ、構造系だ、何だかんだと言って、全然総合性が発揮されていな

い。こんな小さな世界の中で何で総合性が発揮されていないのかと、私は非常に疑問に感

じました。ですから私は自分で総合性をやる以外にないと思って、建築学科を卒業してか

ら、法学部で法律学をやったり、政治学をやったりしましたが、それは私が総合性をやり

たかったからです。

中でも建築学科に入って一番の疑問は、設計製図の課題の提出でした。課題を出します
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と、いろいろなデザインをする人がいて、デザインのセンスのある人もいました。でも一

番疑問なのは、敷地を出されたら敷地が白図で、周りがどうなっているか全然わからない

ことでした。最近は多少どのへんだということを言うかもしれませんが、隣の敷地がどう

なっていて、そこに電柱が立っているのか、看板があるのかないのか、坂道なのか平道な

のかということも含めて考えないと、本当は意味がないと思います。しかしまったくの白

図の上で、模型をつくっているのと同じです。

こんな白図では、これは少なくとも都市建築ではありません。ただの建物なんですね。

タテモノ設計課題であって、建築の設計課題というのはちょっと違うんじゃないかと、私

は非常に疑問に感じました。でも、しょうがないので書いて出しました。何かひっくり返

ったような、おもしろい格好をしている人は確かにセンスはいいので「あいつはデザイン

センスがある」と、いいことになってしまうんですね。私の友人たちも建築家がたくさん

いますが、確かにそういうおもしろいデザインをする人たちが非常に優秀だということで、

その後みんな名を成して、立派な方々がたくさんいます。全部とは言いませんが、そうい

う方々で建築をつくってきて、建設業界もだいたいそういうやり方でやってくる。これで

は本当のいい建築はできません。つまり、バラバラで都市という環境をつくる建築になっ

ていないのです。

10 年ぐらい前になりますが、私は亡くなられた日笠端先生と一緒にドイツに行きました。

地区詳細計画の議論をしに行きましたが、私が非常にびっくりしたのは、ドイツでは日本

のような建築教育をしていないということです。全部かどうか知りませんが、少なくとも

そこの大学で聞くと、街並みがあったらまずファサードを全部描く。これは 1800 年にで

きた。これは 1600 年にできた。これは 2000 年にできた。いろいろな建築物が並んでいる。

ファサードを両側描いて、その中の 1 軒を引っこ抜いたら、そこに一体どういう建築をつ

くるのか。

なるほど、これだったら都市建築なんですね。まず街並みを理解して、自分たちでそれ

を把握して、こういうまちにどういう建築を建てたらいいかと。ですから初めから建築と

は都市建築なのです。日本の建築教育はただの白図、全然関係ないどこかの白図で、それ

を横浜市と言おうと言うまいと、横浜市だっていろいろありますから、隣に関係なく自分

で格好いいものを建てればそれでよろしい。これでは全然なっていない。これが混乱させ

た一番大きな理由だと思います。

いま司会者の方が二つの課題を出されましたが、時間もありませんので、「なぜ都市建築
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が混乱してきて調和しないのか」ということを、まず箇条書き的に申し上げます。第 1 番

目は、ここに携わっている方も多いと思いますが、現在までわれわれが習ったような建築

教育は初めから都市建築ではない。都市建築を教わっていないということです。現在は多

少違うことを期待したいんですが、ただのタテモノを習っているだけであって、これでは

いい都市ができるわけがないし、いい都市建築になるわけがない。建築教育が第 1 番です。

2 番目に、私は民間で不動産業的なこともやっていました。これは市場性原理に立って

います。市場性原理というのは競争原理です。アダム・スミスが言った市場性原理は非常

に立派なことで、予定調和が働いて、やりすぎるとだめになるような仕組みができている

のが市場性原理ですが、日本の現在の市場性原理はそうではありません。調和ではなくて、

どんどん片方に偏ってしまいます。それは宇沢先生もおられますから、私はくどくど説明

しませんが、要するに市場性原理と言いながら、古典的な市場性原理ではない。単なる競

争原理だけしか働いていない。私もその中に身を投じてやっていましたから、なぜそうな

ってしまっているかよくわかるんですが、全部の企業がそれでやっているわけです。

私もやっていて疑問を感じました。でも「まち」なんか考えていられない。せめてそう

いう中で、民間建築でも都市のことを考えない建築は意味がないということで、私は多少

の施策を織り込みましたが、一会社がそんなものを織り込んでもたかが知れていて、結局

においては無茶苦茶になってしまったというのが現状です。これが 2 番目です。

3 番目は効率性です。不動産投資はいかに効率的に行うか。私もそういう不動産計算を

さんざんやりましたが、いかに効率的かというのは、いい都市建築をつくることではない

んですね。経済計算の中で一番の効率性というのはそれなりの計算の仕方があって、これ

で出すと古い建物をぶち壊してしまって新しいものを建てれば良くなります。

その一番の基底にあるのが地価です。土地の値段が高すぎる。イギリスの建築家協会の

会長が来て「何で日本はそういうものをどんどん壊してしまうんだ」と言いました。「それ

はイギリスと比べて土地が高すぎるからだ。この地価の上では、これが効率性に合ってい

るんだ」と言うと、彼は「イギリスでは残しておくのが効率的だ」と言いました。それは

地価水準がまったく違うからです。日本の効率性とイギリスの効率性は違う。効率性原理

で動いているから無茶苦茶になってしまうというのが 3 番目です。

4 番目に、都市計画という言葉はありましたが、都市計画不在なんですね。私は建築学

科で、丹下健三先生から都市計画を習いました。この前ノートが出てきて、見たら用途地

域が何だかんだと書いてあります。こういうことは知っていてもいいし、私も知っていま
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すが、これを知っていても、ただの法規の説明です。法規ではないんです。いいまちをど

うやってつくるかという原理が、丹下先生の都市計画の講義自体にさえないんですね。単

なる法規の説明で、こんなものではろくなものができません。後からわかりましたが、現

在の都市計画法制は、まったくいいものをつくろうというものではない。これは詳しくは

申し上げませんが、ただ、そういう制度になっているだけです。それが 4 番目です。

5 番目に、都市計画で一番問題なのは、自治体というのをほとんど認めていないことで

す。少なくとも私の勉強した旧都市計画法は、自治体なんてまったく認めていません。こ

れは単なる執行機関です。あるいは市民もまったく認めていません。これは国の事務で、

国が行うんですね。そんなものでいいまちができるわけがないですね。その中で建築もあ

る役割を担わされていますから、こういうことで建築が混乱する。そのほかにもいろいろ

理由がありましょうが、それが大きな理由だと思います。

では制度的にどういうふうになっているのか。私は制度的に一番問題があったのは、1

番目に中央集権の画一的なルールだと思います。都市計画法もそうですが、建築基準法も

細部に至るまで画一的なルールがあります。私も建築審査会の委員をやったことがありま

すが、建築の専門家でさえどこを読んだらいいかわからないような法規を使って、しかも

全国画一的にやって、わからないと中央にお伺いを立てている。こんなものではだめです

ね。自分のまちに対してどれがいいかということが市民も自治体も確認できない。だから

自治体は自信を持ってできない。そういう画一的な中央集権的ルールが都市の個性を認め

ない。

2 番目に、しかし中央集権的なルールでやっていると自治体はある意味では楽です。「あ

れは中央が悪いんだ。法規が悪いんだ。俺たちは悪くない。言われたとおりにやっている

だけだ」と全然やる気がない。私は自治体にもおりましたが、自治体の中でやる気がない

んですね。特に法規をやっている人たちはまったく自信を持っていないし、誇りも持って

いない。ただ言われたとおりにやっている。これではいいまちができるわけはありません。

この前の姉歯問題その他が出ましたが、これは建築主事が悪い。民間建築審査機関も良く

ないと思いますが、自治体の建築主事自体も誇りを失っているんですね。これが一番の問

題だと思います。

3 番目は、これを実際にだれが担うかです。都市計画でも、建築の法規でも、これを担

う担い手がいますが、いま申し上げたとおり、その担い手に自信がない。建築家もいいか

げんにやっている。建築士という制度は、本来的にはプロフェッショナルとしてきちんと
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自分たちで責任を負うべきことになっていたはずですが、これが効率性原理に惑わされて

しまっている。片方で、それをちゃんとコントロールすべき自治体のほうも自信を失って

いるということです。

これをやる資格を持っている人、あるいは担い手がきちんと育っていない。一口に担い

手といっても単なる担当者ではなくて、わがまちを良くしたいと思う人間がいなければし

ょうがないんですが、そういう人間を育てていない。これは子どものときからの教育もあ

りましょう。建築教育もありましょう。さまざまなものが本当の担い手、都市建築を良い

ものにする担い手を失わせていると思います。

ところで、どうやってそれを制御したらいいかということで、これも箇条書き的に何点

か申し上げます。要するに何のために制御するかといえば、いいまちをつくっていくため

です。それは一時的にいいのではなくて、永続的、継続的、あるいは持続的にいいまちに

していくということです。持続的とは、もちろん歴史的なものもきちんとあるし、都市と

して人間が生活するためのオープンスペースもきちんと整備されて、いざ災害のときにも

対応できるようになっているということです。そういう豊かな都市をつくることが、継続

的、持続的という意味です。サステイナブルなんていうカタカナだけはやりましたが、私

は歴史的なもの、自然的なものを踏まえながら都市のいいものを生かしていくことが持続

的であると思っています。

そのための条件ですが、まずそういうものが本当に必要だと市民が思わなければしょう

がないですね。市民教育ができていない。北欧を見ると、子どものときから環境教育をき

ちんとやっています。スウェーデンの中学校の教科書を見ると「土地の利用計画はコミュ

ーンの独占的な権利である」と書いてあります。つまり土地所有権は認めるけれども、そ

れをどう利用するかという利用権は、全体の都市の中で考えるべきだということをきちん

と言っていて、それを中学のときから勉強しているんですね。環境教育は小学校のときか

らしています。そういうものが全然抜けている。だから、まず市民の合意をつくることが

必要だと思います。

第 2 番目に、これは言うまでもないことですが建築家の自覚です。建築士という制度は

自覚あるプロフェッショナルとしての建築家であるはずですが、どういうわけはそうでは

なくなって、単なる経済に奉仕する人間になってしまった。これをどうやって教育し直す

かが非常に大きな問題です。

倫理性も要求されますが、単に倫理だけを言っていてもしょうがありません。そうする
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と 3 番目にやはりルールが必要です。そのルールは「これはわれわれ自身のルールだ」と

思えるようなものでないと、中央から一方的に押しつけられたような画一的なルールでは

従いません。したがって地域のルール、自分たちが自信を持って「わがまちはこれでなけ

ればならない」というルールをどうつくるかです。そのためにも市民的合意が必要です。

私が横浜でやったときには、さまざまなルールをつくりました。中央官庁からは「いつ

から横浜市は独立国になったんだ。こんなルールをつくりやがって、けしからん」と言わ

れましたが、「けしからん」じゃないんですね。「中央では何もやらない。だからわれわれ

はわれわれのルールをこしらえたんだ」と言ったら「いつから横浜市は独立国になったん

だね」と言われました。「独立国になったんじゃなくて、あなたのほうがサボっているから、

われわれはわれわれのルールをこしらえているんだ」というやり取りをしました。地域が

自信を持って自分たちのルールをこしらえるということです。

私も中央官庁を経験しているからわかりますが、中央官庁なんてそれぞれの部局はほん

の限られたものしかみんな担当していないんですね。そんな観点から言われるのをやるの

ではなくて、これを総合的に考えるシステムが必要で、それが自治体側の立場です。そん

なに小さな立場ではありません。建築だけではなくて都市のことも考える。環境のことも

考える。地球環境も考える。大気汚染も考える。あるいは美しさも考える。すべてを考え

た中で、どういうものがいいかを考えるルールが必要です。私は、そういうものを総合的

に考えるシステムがどうしても必要だろうと思います。

そこで私は、広い意味で平仮名の「まちづくり」という言葉をはやらせています。「都市

計画」も言葉自体はいい言葉です。都市を計画的に考えていく。ところが都市計画は官庁

に独占されてしまって、官庁の都市計画になってしまっています。これは官庁のためにや

っているのではありません。しかも中央官庁が自分たちのためだけにルールをこしらえて、

法規をこしらえて全国をコントロールしている。こんなばかなことはない。ルールという

のは自分たちが誇りを持って、これでわがまちをつくるんだということを考えていかなけ

ればいけない。そういうルールをこしらえるには「市民の政府」が必要だ。市民の政府は

平仮名の「まちづくり」になる。

都市計画は非常にいい言葉ですが、実際には中央官庁に独占されてしまったので、それ

ぞれの地域で市民の政府をこしらえて、自分たちでコントロールできる制度・ルールをこ

しらえ、その中でいかにいいものをつくっていくかを考えるということです。ルールは単

に押さえつけ、規制するものではありません。いいものを考えていくことも必要です。
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私はアーバンデザインというチームをこしらえました。アーバンデザインは多くの建築

家が提唱していましたが、それは単に建築の大きいものが都市で、都市を俺が全部デザイ

ンするんだと、ある建築家が都市を全部デザインしてしまって「これでやる」というもの

でした。私の先生の丹下健三先生も「東京計画 1960」などを提案されましたが、そういう

ものがアーバンデザインではないんですね。そうではなくて、それぞれが自分たちのまち

だと考える中で、お互い同士を考えながら、横を見ながら、全体を考えながら、歴史や自

然も考えながら、その中で自分たちがどうつくっていくかというルールが必要です。それ

が本当の「まちづくり」です。

それで私は、平仮名の「まちづくり」は役人がやるのではなくて、市民がその気になら

ないとできないということを提唱してきました。私はまちづくりを市民的な用語として使

ったんですが、いつの間にか中央官庁にまで「まちづくり課」ができてしまったんですね。

自治体はずっと前からありますが、国土交通省の中にも「まちづくり課」ができてしまっ

たという時代になっています。これはいいことだと思いますが、名前をつけた以上は、私

の考えているような、もっと総合的で、地域が主体になって、市民が自分たちのものだと

考えられるようなことで、やってもらいたいと思います。

さらに立ち入りますと、私は法学部を出ているので、土地の総有ということを言ってい

ます。皆さんちょっと耳慣れないかもしれませんが、総有というのは民法上にあります。

入会地が総有です。つまり、みんなで使っているけれども特定のだれかが持っているもの

ではない。私は、都市景観などはまさに総有だと思っています。一定以上の都市の空間は、

土地の前後に所有権が及ぶのではなくて、一定以上はみんなものだから、そこをどうする

かはみんなの合意でやらなければいけない。いまの民法上では土地の権利は上下に及ぶと

なっていますが、こういうものは古い考え方で、むしろ都市建築にするためには、特に景

観については、土地の総有という考え方、景観は皆の総有であるという考え方を持つべき

だと思います。

小布施という長野県の小さな町は、内は私のもの、外はみんなもので、まさに私の考え

方をやさしく市民的な用語で言っています。内は自分のもの。しかし外側、つまり壁とか

屋根は全部みんなもの。みんなが使うもので、町全体のものだ。まさに都市建築です。こ

ういうものをわかりやすい言葉で表現しています。これからは、こういうことが必要では

ないかと思っています。

それぞれの地域に、それぞれの町らしい個性がある。画一的ではない。しかし、その代
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わり自分たちが責任を持つ。だれかが責任を持ってくれるのではありません。「お役人が悪

い」「法律が悪い」なんていうことを言っていないで、自分たちが自分たちをコントロール

できる仕掛けが必要です。

例の姉歯問題にしても、制度的欠陥もありますが、一番は本当に自分たちが自分たちの

街を安全でいいものにしていくという気迫がなかったところに問題があるのではないか。

都市建築を美しい、持続的な、そして人間にとって楽しい、これからもずっと人間が継続

的に美しく暮らしていけるようなものにするためには、いまのような制御が必要ではない

かと思います。

以上、大変早口で申し上げましたが、これでお話を終わります。どうもありがとうござ

いました。（拍手）
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饗庭 田村先生、どうもありがとうございました。引き続きまして、2 番目の基調講演

の先生をご紹介いたします。同志社大学の宇沢弘文先生です。よろしくお願いいたします。

先生につきましても、私があらためてご紹介するまでもない高名な先生ですが、シカゴ大

学教授、東京大学教授などを経て、現在同志社大学社会的共通資本研究センター長をされ

ています。

最初の田村先生は建築学科の出身ということで、建築のことからお話しいただいたんで

すが、宇沢先生は建築のご出身ではなく、経済の先生でいらっしゃいます。ですので、わ

れわれ建築学会の外側の視点から貴重な提言をいただけると思います。それでは宇沢先生、

よろしくお願いいたします。（拍手）

宇沢 ご紹介いただきました宇沢です。外側から話せということですが、私の専門の経

済学はアダム・スミスに始まります。実はアダム・スミスをどう読むかは非常に難しくて、

いま田村さんがおっしゃったように市場原理主義というか、「市場のメカニズムを巧みに使

って、一人ひとりの個人が自由に自分のやりたいことをやる。マーケットがうまく調整し

てくれる」という考え方に受け止められていますが、そうではなくて、アダム・スミスは

人間が人間らしく生きられるような社会をどうやってつくったらいいかということを、一

生の問題意識として持っていました。

彼が最初に書いた書物は『The Theory of Moral Sentiments』で、30 歳のときに書きま

した。「人間が人間らしく生きる。悲しみとか喜び、希望を自由に表現して、それが現実に

なるような社会をつくる」ということで、その本の最後のほうにこういうことが書いてあ

ります。人間が人間らしく自由に生きていくためには、ある程度経済的、物質的に豊かに

なっていなければいけない。「衣食足りて礼節を知る」という、そのままの表現です。そし

て、その後 20 年かけて『国富論』という経済学の古典となる書物を書きました。その中

では Wealth of Nations という言葉が使われています。Nation は国土と、そこに住んで、

生きて、生活している人々を総体としてとらえます。決して State、国家ではないという

ことを繰り返し強調しています。

そういう意味で『国富論』は、訳語からしてかなり誤解されてきました。アダム・スミ

スの『国富論』、古典経済学の考え方を非常に見事に表現した教科書的な書物があります。

それは 1848 年にジョン・スチュアート・ミルが出した『Principles of Political Economy』

（政治経済学原理）です。その中で最後のほうの章に of the Stationary State という章が

あります。
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ミルの言うステーショナリー・ステートは、国民所得とか消費とかさまざまなマクロ経

済的な指標（インデックス）は、ずっと一定に保たれています。しかし、ひとたび社会の

中に入ってみると、そこは華やかな人間的な交流、文化が展開して、新しい発見が次から

次へと行われている。しかし全体で見ると、自然環境はステーショナリーに維持され、マ

クロ的な経済変数も一定に保たれる。それがアダム・スミスが求めていた、あるいは問題

としていた古典派経済学の世界である。経済学はまさにアダム・スミス的なステーショナ

リー・ステート、いまの言葉で言うと「サステイナブル・ステートを、どうしたら現実に

実現できるかということを求める学問である」というのがジョン・スチュアート・ミルに

よるアダム・スミス解釈です。ただ、ジョン・スチュアート・ミルの書物は、特に日本で

はほぼ完全に無視されました。それは 1848 年にマルクス、エンゲルスの二人がコミュニ

ズムの基調となる書物『コミニスト・マニフェスト』を出して、その陰に隠れてしまったか

らです。

アダム・スミスの考え方を現代的な言葉で言うと、サステイナブルな状況をどうやって

求めるかということです。その問題を経済学として追究したのがソースティン・ヴェブ

レンです。彼は制度学派という経済学の新しい流れをつくった経済学者ですが、彼の問題

意識は、アダム・スミス、ジョン・スチュアート・ミルの言うような理想的な、ユートピ

ア的な状況は、現実にどういう制度をつくれば実現するかということです。このソーステ

ィン・ヴェブレンの考え方を現実の姿にしたのが、実は社会的共通資本の考え方です。

森林、川、海、その他、大気もそうですが、人間あるいは地球がサスティナブリに存続

していくために非常に重要な役割を果たす自然環境が社会的共通資本です。もう一つの社

会的共通資本は道、道路です。街路と言ったほうがいいかもしれません。それから鉄道、

上下水道、電力その他のいわゆる社会的インフラストラクチャーです。これらに対して日

本語で社会資本という言葉を使うことがありますが、英語で「社会資本」を直訳したソー

シャル・キャピタルという言葉は「人間と人間の間の信頼関係をいかにしてつくりだして

いくか。それに立って文化を形成していく」という別の意味で使われており、それに対し

ては社会関係資本という日本語があてられています。ソーシャル・インフラストラクチャ

ーは日本でいうところの社会資本とはちょっと違って、単なる物理工学的な構造だけでな

くて、どういう制度、どういうルールでそれをつくり、使っていくかということも含まれ

ています。

社会的共通資本でもう一つ大事な構成要因は、医療とか学校教育、あるいは金融、司法、
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行政といったさまざまな制度資本です。これも大事な社会的共通資本であり、それらを総

体としてどうやって維持し、管理したらいいか。そしてジョン・スチュアート・ミルの言

うステーショナリー・ステートを実現できるのかというのが、私たちに課せられた一番大

きな問題です。

この社会的共通資本は、原則として田村さんのおっしゃった考え方に基づいて管理され

ています。土地はある人が所有権を持っているにしても、勝手に何をしてもいいのではな

くて、あくまでも社会的共通資本としての土地を、たまたまある個人が社会から委託を引

き受けている。だから、それを大事に使わなければいけない。社会的共通資本の一番の原

点は、やはり社会にとって、人間にとって大切なものを、みんなで大切に守っていこうと

いう考え方です。

実は社会的共通資本という言葉は私がつくったのですが、もう 40 年近く、特に日本の

経済学者の間ではなかなか理解されず、ほぼ無視されてきました。日本の経済学はアメリ

カの、非常に歪んだ、間違った経済学の影響を非常に強く受けています。市場原理主義と

いう言葉で表現されますが、この考え方で、いま日本は大事なものが壊されつつあります。

私はこの 40 年近くの間、社会的共通資本を追いかけてというか、自分の心の中にある漠

然としたものを何とか一つの学問的なコンセプトとしてつくり上げるという苦労をしてき

ましたが、その中で三つ、非常に印象的な事件があります。

できるだけ時間内にお話ししたいと思いますが、第 1 は 1956 年、私はアメリカのスタ

ンフォードに呼ばれて行く直前にワトキンスミッションの助手をしました。2～3 カ月でし

たが、ワトキンスミッションは 1956 年に建設省が呼んだ調査団です。その前に、建設省

が日本で最初の高速自動車道路を名古屋と神戸の間に計画しました。そして 100 万ドルだ

ったと思いますが、世銀に借款を申し込んで却下されました。代わりに世銀はワトキンス

ミッションという、ラルフ・ワトキンスという人を団長とした非常にパワフルなミッショ

ンを日本に送りました。わずか 2 カ月でしたが、徹底的に調査をして、ワトキンスレポー

トを書いて本国に帰っています。それを戦後の建設省は聖書（バイブル）のように使って、

高速道路の建設だけではなくて、日本を自動車のために便利にすることに使ってきました。

実は私はエバレット・ヘーゲンの助手でした。ヘーゲンという人は当時 MIT の教授で、

日本占領の割合基礎となる考え方をつくった委員会の重要なメンバーでした。そのヘーゲ

ンが、あるとき私にこういうことを言いました。「日本占領をどういう考え方でやるかとい

うことが問題になったときに、こういう主張が出されて通った。アメリカの自動車産業が
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戦争中自分たちの利益をまったく無視して戦争のために協力したので、戦争が終わって日

本を自動車産業に対する褒美として差し出した。アメリカの自動車産業の一番いいマーケ

ットにするために、当初は日本の重化学工業化を徹底的に抑えて、日本中に道路をつくる。

そして日本人の自動車文明に対する抵抗をできるだけなくすような、さまざまな政策を取

る」。

そのために、まず官僚を徹底的に脅して自分たちの意のままに行動するものにしたわけ

です。建設省の役人は、それまで内務省の役人でした。そして内務省の役人そのままの姿

で、非常に傲慢な姿勢を持って農民や町民に向かっていきました。私はヘーゲンを説得し

て何回かヒアリングを開きました。いつもかなりのおじいさんが出てきて「田んぼが分断

され、先祖が守ってきたまちが壊される」と訴えるわけですが、それを完全に抑えつけて、

しかも調査団に対しては卑屈な態度を取る。見るに耐えませんでした。

ヘーゲンは必ずこういうことを言ったのです。「あなたたちは名神高速道路ができて日帰

りで京都に行けるようになる。そんないいことはないだろう」。私は「京都に日帰りで行く

ばかはいない。親戚のお葬式で行くならわかるが、京都に行くのは何日も泊まって京都を

見物するために行くのだ」と言おうと思ったのですが、占領直後のくじかれた状態では、

とてもそういうことは言えませんでした。

私はただ一人のマイノリティーレポートを書いて出しました。だいぶ後になって国連の

コンサルタントをして、ワトキンスミッションの原文も見ましたが、もちろん私が書いた

レポートはどこかで捨てられていました。それが第 1 のエピソードです。

第 2 は 1983 年で、私は文化功労者になりました。実は文化勲章というのは戦前は年金

を伴っていたのですが、戦後は天皇の国事の栄典に伴ってはいけないというので、文化勲

章と文化功労賞に分けられたものです。文化功労賞は文部省で式があって、その後宮中に

呼ばれて天皇陛下がお茶をくださるというので行ったわけです。

そうしたら優雅な部屋で、文化勲章と文化功労賞をもらった人たちが楕円形のテーブル

を囲んで、一人ひとり昭和天皇に、自分は何をしたかを話すことになっていました。最初

に話されたのが武藤清さんという霞ヶ関ビルを設計された方です。東大教授を辞められて、

確か鹿島建設に入って設計をされた。武藤さんが難しい専門用語を使って、地盤があまり

強くない東京で超高層ビルを設計していかに大変だったかということを長々とされたんで

すね。

昭和天皇がたまりかねて、身を乗り出して「君、そう言うけど地震のときは上にいる人
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は大変だそうだよ」と。柔構造なので上に行くとすごく揺れが大きいからです。そうした

ら武藤さんが「建物は大丈夫です」と言いました。

それで昭和天皇が重ねて「君、そう言うけど人間は大変だそうだよ」と言われると、ま

た「建物は大丈夫です」と言って、とうとう昭和天皇はあきらめて黙ってしまわれました。

その後私の番になって、すっかりあがって、何を言っていいかわからなくなって、ケイ

ンズがどうとか、市場主義がどうとか、社会的共通資本がどうとか、くどくど訳のわから

ない話をしたんですね。そうしたら昭和天皇が身を乗り出されて「経済、経済と言うけど、

君は人間の心が大事だって言いたいんだね」と言われて、あれは本当にショックでした。

経済学は人間の心を切り離して、無視して、経済の鉄則を求めます。マルクス経済学も

近代経済学もそうです。私はその前のワトキンスミッションのこともあって、ワトキンス

ミッションで一番心に残ったのは、おじいさんたちが歴史とか文化とか自分たちの生き様

が壊れていくと訴えたことで、まさに人間の心ですが、経済学では心というのは決して表

に出せない、無視しなければいけないという点で悩んでいました。

だから私は昭和天皇のお言葉を非常にうれしく思いました。お茶をくださると言ったん

ですが、実はその後別の部屋で素晴らしいごちそうとお酒がたくさん出たんですね。みん

な緊張して飲む人がいないので、私がガブガブ飲んでいたんですが、隣がたまたま侍従長

の入江さんでした。入江さんとは前に何度かご一緒したことがあって、私に「今日は宇沢

君のペースで飲みすぎたよ」とおっしゃって、私は本当に感動していたので「天皇陛下は

なかなか素晴らしい方ですね」と申し上げたんです。そうしたら入江さんが「君、あれを

育てるのに 1000 年かかったよ」と。

昭和天皇はニコニコして聞いていらっしゃって、非常に感動しました。それから文化勲

章をいただいて、同志社大学に社会的共通資本研究センターをつくっていただいて、それ

までモヤモヤとしていたものを、もう少しかたちのあるものにするという作業を続けてい

ます。

京都に行って最初に親しくなったのが安井清さんという方です。素晴らしい方です。実

は安井家は 400 年以上続いた御所の宮大工で、桂離宮の大修復というのがあって、昭和の

大修復という 15 年かかった大きな事業で、その総棟梁をされました。安井さんは丹念に

写真を撮って、そのときの記録を残されています。木を採った山に行って、記録をたどっ

て同じような木を探してきて、かなり時間をかけて材木にして、漆喰その他はつくった当

時そのままのものを再現されました。大変な作業でした。
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安井さんは 400 年前にできた桂離宮を一部解体して、元のとおりに戻しましたが、大工

さん、左官、その他があまりにも素晴らしい技術で、それに感動して、家は弟さんに譲っ

て、世界中に日本の伝統建築の良さを広めるということをされています。特に岡倉天心が

住んでいたという町家をボストンに移しました。ボストンのチルドレンミュージアム、子

どもの博物館に移築して、三軒両隣をそのまま再現して、しかも見に来た人たちが畳、ち

ゃぶ台を見る。それから安井さんが一番強調しているのは、家族みんなでお風呂に入ると

いうことです。それも再現して、いまハーバード大学の建築科で一つのコースになってい

るそうです。

私は「君、あれを育てるのに 1000 年かかった」という言葉を、安井さんと親しくして

つくづく実感として感じるようになっています。社会的共通資本はそういうちょっとモヤ

モヤとしたもの、先祖から守ってきたもの、あるいは自然を何とか大事にして保存してい

こう、それが経済的に可能になる制度をつくりたいということです。

今回の建築学会のご本を読んで、わが意を得たりという感じを持っています。本当にお

めでとうございます。（拍手）



20

饗庭 宇沢先生、ありがとうございました。余韻が冷めやらぬ中、次々と基調講演で本

当に申し訳ないんですが、3 番目の基調講演の先生をご紹介いたします。伊藤滋先生です。

よろしくお願いいたします。

伊藤先生も私の口からあらためてご紹介申し上げるまでもございませんが、東京大学都

市工学科の教授を経て、その後慶應大学に移られ、現在は早稲田大学の教授をされていま

す。では先生、よろしくお願いいたします。（拍手）

伊藤 伊藤でございます。僕はプラグマティックな男なので、まず、都市計画の具体的

な話をいたします。いまから 3 年ぐらい前ですが、小泉前総理のメールマガジンに 700 字

のエッセイを 6 回書けと言われて書きました。これが結構、当時話題になりました。はじ

めに少し恰好をつけて専門的なを話題をとりあげようと考えましたがやめました。何故な

らば、このメールマガジンは多くの一般の人達が見ているからです。「都市計画の仕事は基

本的に普通の人にはまったくわからない。独りよがりのことばかりやっているのが実態だ。

普通の人にわかりやすく話す話題はないか。それを書いてみよう」と考え直しました。そ

れで一番初めに書いたのが電柱です。

「世の中に電線のない道路は沢山ある。しかし、それらは国や地方自治体が立派な道路

として位置づけたところが無電柱化されている。たとえば青山通りとか内濠通り、晴海通

りでは電線がない。それから国鉄、いまの JR の駅前にも電線がない。しかし私鉄の駅前

の商店街は電線と電柱のくもの巣だらけだ。こういうところを直すことこそ、われわれの

仕事ではないか。しかし電線を地中化するという事業はお金がかかる。国土交通省の道路

局は金を持っているから、道路局のお金の少しでもいいから、これらの街中の庶民の繁華

街にまわして、小さいキャブをつくって電力会社に賃貸ししろ」と書きました。そうした

らエッセイがのって 10 日位したら、「官邸で何か騒いでいるぞ」と言う話が私のところに

きました。総理のメールマガジンをつくって 1 年半ぐらい経っていましたが、一般市民か

らのヒット数が最大になったというんです。私は当たり前じゃないかと思ったんですが、

それで役人連中は大騒ぎをしたのです。

さっそく副大臣会議が開かれました。それが平成 15 年の 1 月です。公共事業は何でも 5

カ年計画をつくります。電線地中化も 5 カ年計画をつくっていました。副大臣会議の結果、

平成 15 年 4 月からの電線地中化５カ年計画の予算が 1.5 倍になったそうです。僕は「1 け

た上げるぐらいになるかと思ったら、たった 1.5 倍か」とブーブー言いましたが、それで

も予算節減の折に相当の成果があがったわけです。
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2 番目に何を書こうかと考えて、街路樹を書きました。皆さんご存じのとおり、東京で

はそれほどではないかもしれませんが、地方都市に行くと、めちゃめちゃな丸太棒のよう

な街路樹があります。それはだいたい市道と県道が多いのです。地方自治体は金がありま

せん。維持管理をこまめにしますと費用がかさみます。面倒くさいので、思い切って切っ

てしまえということです。日本の風土は丸太棒にしても必ず枝葉が出て木が育つというこ

とでしょう。

それを書いたら、これもすごいヒットがありました。「そうだ、そうだ。何で、あんなも

のが街路樹だ」という市民からの意見が多数寄せられました。これも副大臣会議になりま

した。それで何をやったかというと、「地方分権の時代だから中央政府が言えるのは国道に

限られる。だから、それぞれの市の市長さんが自分のまちの国道の街路樹を点検して、こ

れは非常にけしからん、丸太棒だと言うのだったら、関係する地方整備局に申し出れば地

方整備局がそれを直します」ということが決まりました。しかし、この話は県道や市道に

はおよびませんでした。何故ならば地方分権の時代だからです。

いまでも思い出しますが、さっそくそれを使ったのがいまの安倍総理だそうです。下関

の関門海峡沿いの国道です。下関駅は焼けましたが、「あそこの街路樹があまりにひどい。

この間、伊藤のエッセイでこういうことになったから、あの国道の街路樹を直せ」と言っ

たら、焼けたところからスタートして見事に直したそうです。これも結構点数を上げまし

た。

3 番目に、前から思っていた屋根のことを書きました。「日本のまちをホテルの上から見

ると、建築屋は建物の側面はお化粧するけれど、屋根つまり頭部のことを全然考えていな

い。頭は紳士の礼儀だからちゃんとしろ。かつらでもかぶせろ」と。ご存じのとおり小さ

いビルでは、屋上に空調機が乗っていたり、ウォータータンクがあったり、ひどいのは倉

庫までつくっています。小さくても不細工な機械類や小屋がいっぱいありますから見てい

られません。それで屋根をかぶせろといったのです。マンションもそうです。多くのマン

ションには屋根はかかっていません。

少し話がずれますが、マンションも関が原を越えて滋賀県に入りますと屋根がかかり出

します。兵庫県に行くと品のいい屋根がかかっています。私は関東の男ですからものすご

く恥ずかしい思いがします。どういうことか滋賀県と兵庫県のマンションには屋根がかか

っています。京都風の横線のあるいは吉田五十八風のデザインです。僕はデザインを知り

ませんが、格好がいいな、品がいいな、それに比べると東京のマンションは屋根がかかっ
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ていないと思っています。

また「ヨーロッパに行って、教会の上に行くと皆さんご存じのとおり赤瓦の屋根がきれ

いでしょう」とかきました。ところが途端にヒットが少なくなりました。私は何だろうと

思いました。しかし 1 年ぐらい経ってハッとわかりました。ここが大事です。つまり、メ

ールマガジンに反応してくれる人達は家庭の奥さんや普通のサラリーマン達です。その人

達は率直にいってそれほど家計にゆとりがありません。電線地中化は道路局と東京電力に

文句を言えば何とかやってくれるとみんな思うんです。ですからそういうエッセイを見て

も、それぞれの″普通の人達″は「そうだ、そうだ」と言いいます。街路樹も、市役所に

文句を言えば直せるから市役所へ押しかければいいと考えます。

ところが屋根になりますと事情は違います。自分の住んでいるマンションの屋上とか自

分の小さいお店の屋上に何もかかっていないと、「そうだ」と言った途端に、特に奥様方の

頭をよぎるのは「ここに屋根をかけたら 30 万かかるかしら。40 万円かしら」ということ

です。自分のポケットに関係することになった途端に、日本人は返事をしなくなるんです。

これは何でしょうか。公徳心がないと言うんでしょうか。そうではなくて日本人の戦後の

プラグマティックな行動が頭に染み込んでいるんでしょうか。つまり、家計に関係なけれ

ば社会をなげきますが、家計にひびくことになると、社会のなげかわしさは消えてしまう

ということです。

まちを良くするということは、どうしても自腹を切らないとできません。あるいは自分

の権利を少しけずらなければできません。日本的な状況で言うと基本的に、100 万円かか

るなら 7 割は公で 3 割は民で行うとか「6 割の金はお役所から金をとってくるから、4 割

は皆さん付き合えよ」ということが出てこないと、うまく行かないと街はなおってゆかな

いと思います。

僕は小さい話が好きです。戸田市に 3 軒両隣条例というのがあります。市道 6ｍのとこ

ろに 3 軒建て売り住宅が並んでいて、道路と自分の建築線のところが 50cm しかないとい

う場所でも、その 50cm に花を 3 軒で植えてくれれば、お花に対して戸田市が補助金を出

すというものです。これもとてもいいことだと思いますが、しかし考えてみると、何で 3

軒花を植えるのに補助金をもらわなければいけないのか。戸田市が美しくしたい街並みを

市民と一緒になって決めています。そして皆で花を植えることに同意し、その経費は市民

が自前でまかなうことがどうしてできないのでしょうか。それを維持管理するのは大した

お金ではありません。自分で払ってもいいじゃないかと思うのです。むしろ、こういうこ
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とをやっているという事実を市役所がまちの中に広めてくれることにお金を使ったほうが

いいだろうと思うんですが、なかなかそうは行かないようです。

ところで、市民の皆様方はお金がないかというと、そうではなさそうだということが最

近わかってきました。普通の家庭の主婦は金持ちという顔はしませんが、海外旅行するく

らいの貯金は持っています。であれば、屋根をかけるのだって 50 万円くらいあれば屋根

は何とかかかります。それを出さないということであれば皆でまちづくりをやろうという

意味がなくなります。

結論は「皆さんがクライアントから建築設計費を 500 万もらうなら、それの 1 割の 50

万円は、設計屋とクライアントのおかみさんとが折半をして、建物の外側について少し金

をかけてくださいと私は申し上げたいのです。市民の皆さん、もう一声金を出してくれ」

ということです。そういう金がないかというと、実はあります。私は、いま小さい地方都

市に非常に関心を持っています。人口 10 万人以下という都市は、全国で 200 ぐらいある

でしょう。僕は最近東北にある人口 10 万人位の都市の幾つかとつきあっています。

ご多分に漏れず駅前はガタガタです。中心市街地の店はご多分にもれずシャッターを下

ろしています。店の店主は「だめだ、だめだ｣と言います。よく店がもつなと思うでしょう。

本当にこれらの店のおかみさん達は金がないのかというと、必ずしもそうでもないらしい

のです。この話題については建築家達よりは、都市計画の連中はよくわかっています。つ

まり、昭和 40～60 年代の四半世紀、地方都市の中心商店街の商店とても儲けました。彼

らはその金をどこへやったかというと、自分のまちに投資していません。これは銀行が悪

いのです。銀行が「奥様、この金を預からせていただければ利息何パーセントで運用しま

す」といってきました。そのうちにニュージーランド債とかアルゼンチン債を買わないか

といいます。その次には「東京のワンルームマンションを買いませんか、高い利息になり

ますよ」ときます。ですからこれら地方都市の商店街のおかみさんの金は銀行経由で東京

のまちの不動産物件を買ったりしているわけです。ところが自分のまちには金を出さない。

そういうことがわかってきました。

何でわかったかというと地方の農協や信用金庫の話を聞き込んだからです。農協も信用

金庫もその金融の体質はとても良いのです。その預金者はだれかというと地元に住んでい

る商人や農家の人達です。ですから、表向きのフローでは確かに金回りは悪いのですが、

過去数十年にため込んだストックの貯金はそうとうあると私は睨んでいます。そういう人

たちに金を出してもらうためにはどうしたらいいかということです。それは役所がいくら
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言っても絶対に「うん」とは言いません。彼らは役人を不審の目で見ています。それでも

都合が悪くなると役人をおだてて使うのです。

一番いいことは、たぶん地元のおじさんや高齢のご婦人たちを上手に持ち上げて NPO

をつくってもらいそれを活用することです。まちづくりに関連した話をその NPO に持ち

かけるのです。ここが鍵です。そのときに重要なのが担い手です。その担い手をだれが引

き受けるのでしょうか。

ここで議論が飛躍するのですが、人口 10 万ぐらいのところでは担い手は地元にいませ

ん。地元の人たちも人を見ていますから、そういう担い手が東京や大阪から来ても信用し

ません。まちづくりの専門家が長くその地方都市に腰を落ち着けますと信用します。そし

て担い手を信頼した場合に、地元の人達は彼らを徹底的に使います。残念なことに、多く

の場合、地方の工務店兼一級建築事務所は現在の所全然機能しません。これらの工務店は

地方社会の中で発注者とぴったりとくっついているからです。私も初めは一級建築士事務

所工務店が発注先に街づくりについていろいろ意見を出し、街づくりに貢献してもらえる

かと期待しましたが、その期待は外れました。ですから地方の都市建築を良くするために

は、元気な街づくり NPO をつくって、そこに街の中の意見が多くて実行力のある実力者

をよびこんでゆくことをまず始める必要があります。その NPO に助成金を出す工夫は、

中央政府が考えなければいけません。

現在寄付金に対する免税措置は120か130のNPOにしか適用されていません。しかし、

近々数千に及ぶ街づくり NPO に免税措置ができるという話を聞いております。ですから

ぜひ皆さん、免税措置の NPO をつくって、小金を持っているまちの地主さんや商売の人

達から寄付金をいっぱいもらってください。そこに大都市にいる専門家で、地方都市の問

題を深刻に考えている人たちが 3 年位の嘱託で行って、その NPO の担い手になってくだ

さい。繰り返しますと、地元のおかみさんやおばあちゃんの持っているゆとりのある財布

から何とか、少しでもいいから金を出してもらい、戸田の 3 軒のお花畑ではないですが、

もう少しまちの外側の風景を良くするという工夫をしていただきたい。

建物自体ついてはどうでしょうか。全国には、一級建築士事務所と工務店がたくさんあ

ります。これらと建築学会が付き合っているのでしょうか。一級建築士事務所の連合会が

あって役に立つかと思ったら、あまり役にたたないという話を聞きました。これに対して

建築家協会は結構動いています。建築士会連合会も宮本さんがやっていて頑張っているよ

うです。ですから狙いは事務所協会です。大学の先生方、ぜひ事務所協会をうまくおだて
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て、その気にさせて街を良くする運動に引きずり込んでください。地元の昔からの悪縁を

切るようないやな仕事は東京や大阪から来た NPO の嘱託に任せましょう。その代わりに

眠っているお金を、なんとか引っ張り出す仕事をしてください。これは建築の仕事ではな

くて都市計画の仕事かもしれませんが、そんなことを私は考えております。

もちろん、それだけでは地方都市の駅前の商店街は良くなりません。私は逆の街づくり

を考えています。駅前ですから沢山のお客さんが昔は来てました。昔は良い店がありまし

た。そこがだめになったのです。ですから、その都市の住民にとって、そこは″場末″で

はないのです。そこに住んでいる人のイメージとしては、そこは場末ではないのです。街

の昔の格は高かったけれどそこが衰えたのです。市民のイメージはそう悪くはないのです。

ですから、400％、300％の商業地域をやめて、そこを一種住専の街にし、戸建て建築を建

てます。最低限敷地をたとえば 120 坪ぐらいにしてやったら、これはいいまちになると思

います。まったく商店街の逆の発想です。一種住専で最低限敷地 120 坪の条件のもとで、

で、皆さん一級建築士が腕をふるえる質の高い木造の 2 階建ての住宅をつくります。ある

いは、われわれ都市計画家が大好きな四軒長屋 3 階建てバルコニー付きの集合住宅をつく

ります。そこにチョコチョコッと一種住専の例外規定として「セブンイレブンやローソン

を入れる」くらいの措置をすれば、結構いいまちになると思います。

以上でよろしいでしょうか。（拍手）
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饗庭 伊藤先生、どうもありがとうございました。引き続きまして基調講演をいただく

最後の先生になります。進士五十八先生をご紹介いたします。進士先生は東京農業大学の

教授でいらっしゃいまして、つい最近まで学長をされていました。われわれの発展と制御

の委員会も日本造園学会会長のお立場でしたか。

進士 あのときは日本都市計画学会会長としてです。

饗庭 失礼いたしました。そのころから、いろいろとご助言をいただいております。で

は先生、よろしくお願いいたします。（拍手）

進士 東京農大の進士と申します。3 人の方がそれぞれ違うやり方で、どういう路線に

乗ろうかと思って迷いながら聞いておりましたが、私は造園家です。昔何かのシンポジウ

ムがあったとき、三沢浩さんから「建築家の悪口を言う先生です」という紹介でした。で

も私はずいぶん昔から日本建築学会の会員になっていました。銀座に会館があったときか

らです。日本造園学会は創立 85 年近いのですが、今では建築家の会員は少ないようです。

建築出身でランドスケープのコンサルタントをやっている方はもちろん会員に多いので

すが、建築家ではいままでに瀧光夫さん、仙田満さん、池田武邦さんが学会賞をもらいま

した。池田さんは「学会賞をもらったら直ぐにおやめになりました」が、私だけではなく

て造園家には結構、建築学会にも都市計画学会に入る人が多いのです。

私は、ここが一つは問題だと思います。別に皆さんに「ランドスケープ研究」や「ラン

ドスケープデザイン」を買ってと言うわけではないんですが、建築家は建築界という非常

に大きくて安心できる世界があり、その中にまた、公共建築、学校、オフィース、インテ

リア、アーバンデザインといくつもの世界があって、大建築界の中だけで十分に生きてい

けの、他をあまり見ないという問題があって、おそらくそれが都市問題にピタッと対応し

てこなかった原因の一つじゃないかという気がします。それは敷地主義。敷地の中からな

かなか出ないことに繋がるように思います。そこを一つ考えてほしい。広く風景の目－ラ

ンドスケープの目でモノを見る努力をして欲しい。

もう一つ、私は東京農大ですから農学部系発想の話をすると、建築学会は当然工学部だ

から、工学の発想で全部徹底しておられるような気がしますが、工学の発想は私から言う

と部分効率なんですね。条件を限定して、その中で最大の効率を追求するという発想です。

たとえばこの部屋は窓が一つもありません。今日は少し曇っていますが、太陽がちゃんと

照っていても、ここは全部クローズしています。設備屋さんがもうかるようにしているん

でしょうけれども、自然空間とは遮断しています。これは効率主義です。もし部屋を暗く
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して私だけにスポットを当てていただくと私が目立ちますから、一番目立たせたいところ

を目立たせるという方法では、照明効果を最大化するには無窓しにして、完全人工環境に

し照明の部分技術効率を高めるのが一番いいわけです。エアコンも同様、ただその分、外

に余分な熱を出していることを平気で忘れてしまうというのが工学の発想の限界だろうと

思います。

今日は悪口を言うつもりではなかったんですが、流れ上で言いますと、もう一つは空間

をつくっていないのではないかと思います。これにはたぶん大反論でしょうね。造園では

たとえば砧公園のような広い公園を見るとわかるように、大芝生地に樹木が生えているだ

けです。そこではケヤキのように枝張りが広がっているものは、その下に部屋ができます。

水平型に枝が展開するのは天井だと思っていただくと、枝の天井と草の床で部屋をつくっ

ているわけです。樹木の間は窓です。

だけど一番大事なのは樹木や芝ではなくて、その上に広がっている空間です。もちろん

建築の方も壁と床と天井で空間をつくりますが、空間を全部設備で埋めてしまいます。イ

ンテリアデザイナーや家具デザイナーへとどんどん分化して非常に高密度な空間になって

います。ゆったりとした空間なんて滅多に味わったことはない。美術館のホールはいいだ

ろうなと思っていくと、余分と言ってはいけないけれども、アートと称するモノがビッシ

リと埋まっていて、ゆったりとくつろげる空間ではなくなっている。建築界は空間や景観

をつくるプロでしょうが、どうも建築家はモノをつくったり壁や設備をつくるのは得意だ

けれども、空間や景観をつくってはいないんじゃないかという気がしてなりません。

私は実は新宿御苑とか明治神宮内苑の芝生広場でアベック分布調査の調査をずっとやっ

てきました。広々とした芝生地の一体どこにカップルはいるかということを実測していま

す。そのときにわかったのは、余分な設備は要らない。背中が保護されていて前方が開い

ている空間があって非常に落ち着く。それは生物としての人間にとって背山臨水がとても

落ち着くということでして、それを今は設備的につくってしまうようになっているのです。

建築計画の研究論文を見ると相当緻密です。だけどあれは論文生産であって、いい空間

を生産するつもりではないんじゃないかと思います。なぜなら、どこが一番ホッとするか

ぐらい、自分自身が現場で感じればすぐにわかることです。自分自身の感覚を信用しない

で、他人の行動調査を一生懸命やる。それだと論文がどんどん書けるというわけです。

私は今、気楽に冗談で言っているわけですから、皆さんも気楽に聞いてください。こう

いう冗談を大真面目に聞くというのが建築家の限界ですから、そこのところもわかってい
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ただきたいと思います。

もう一つが時間への感覚です。建築の制御はある種の成長管理みたいな話で時間の問題

だと思います。先ほど宇沢先生が桂離宮の話をされましたが、私は造園家ですから、桂離

宮にも去年ボランティアで行きました。いまは年間で 1200 万円しか庭園管理費がないそ

うです。天下の桂離宮の庭園管理を 1200 万でやれという。どうしますか。それほど目立

たないところにはお金が行っていないんですね。現場の人たちは苦労してますよ。それで

ボランティア 20 人で行って掃除をしてきました。

あれは古庭園です。昔の庭園はいきなり図面を描いてデザインしたものではない。親子

2 代でつくり、2 代以降も加わり今日に至っている。庭園は歴代積み上げらながら作り続

けるものです。つまり育っていく空間です。ですから時代ごとにつくり直し改造もしてい

ます。

しかしそのとき、だいたいにおいて親がやったところは尊重しつつ微調整していくのが

普通です。智仁親王、智忠親王お二人の八条宮家が主役ですが、父親の古書院の一部をい

じっています。最初は古書院なんて言わなかった。新御殿ができたから古書院と名がつく

わけです。創作と継承がポイントです。

ところが現代の建築界の主流は、スクラップ・アンド・ビルド。破壊し整地し、新しく

「俺の作品をつくる」。それは建築家の皆さんは、先輩より俺のほうがはるかに素晴らしい

と、うぬぼれがある。先輩のものを尊重しない。既存のストック、場所のコンテクストを

尊重して、歴史（時間）の味わいを形成しようという気概が欠如している。自然にも同様

です。もちろん経済問題、コストダウンも大きいでしょう。ただそれは別の問題です。現

代建築はすべて工業製品です。鉄やアルミニウム、ガラスやコンクリート材だけですから、

エイジングの美はあまりない。時間が経てば良くなるのを私はエイジングの美と言ってい

るんですが、「エイジングの美」への関心はないですね。自然材では、桂離宮のみならず普

通の庭でも「庭さび」と称して、時間が経てば落ち着いた美しさが出るものです。もとも

とそういう素材を生かしてきたわけです。庭園と建築は、そうやって相補ってきたのかも

しれません。

少なくとも木造建築はエイジングの美が生きたはずです。しかし、接着剤づけの合板木

材ではうまくない。建築界はそこに注意して欲しい。父親、先輩、実は建築界が長年培っ

てきた建築文化を無視していることに気づくべきだと思うのです。

建築学会は大世帯で、細分化し過ぎですから、歴史評価集団は建築史グループというこ
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とで独立、別立てになってしまい、こちら歴史的建造物、あちら現代建築と分けて、他を

考えなくても安心なのでしょうね。その割り切りの良さが工学的発想ですね。割り切って

ゾーニングしてしまうと、安心して、そこでスクラップ・アンド・ビルドを繰り返してい

けるのでしょう。だけど私はせめて、単位空間でそれがあったとしても、都市全体ではそ

のバランスは取ってもらいたいと思います。そういう都市全体のコントロールということ

が、おそらく秋山先生が学会長のときにこのプロジェクトを始められた理由だろうと推察

していますし、期待しています。「やはり従来のやり方ではまずかったね」ということに、

皆さんが気づいて、この研究をお始めになったんだろうと思います。

いろいろ言いたいことはありますが、私は造園家ですから、少しお話ししたいと思いま

す。日本造園学会にぜひ入会して、「ランドスケープ研究」（学会誌）を読んでくださると

いいんですが、その基本のキーワード三つをあげます。①グリーン；生命、②ガーデン；

安心と理想、③ランドスケープ；土地自然性・地域性、全体性・社会性の三つです。皆さ

んよくグリーン、緑と言いますが、グリーンの語源は「ガーラ」というアーリアン語で「生

長する」という意味だということを覚えてください。それは生命ということです。建築物

そのものはモノですから無機的ですが、それを使う人間たちはみんな生き物です。生物性、

生命性、有機性を忘れないでください。

次にガーデン。ガーデンは 2000 年以上の長い歴史を持っていますが、これは「ガン」

と「エデン」の合成語です。ガンは「ガードする」「防衛する」「安全にする」という意味

です。安全にするために構造的には堀をめぐらしたり、塀をめぐらしたり、垣根をつくっ

たり屋敷林で囲ったりしてきました。「ガード」です。エデンは「喜び」「楽しみ」です。

これは花が咲き、実がなり鳥がさえずるのですが、根本は人間が持続的に生きられる食料

の担保です。水があって、果物があって、緑陰があって、生命が守れるシェルターです。

この点で建築と同じです。ただ生き物・食べ物不在の建築だけでは十分でないことを知っ

ていただきたい。

私は文字どおり「家と庭」で「ホーム」だ。マンション住まいの方はホームレスだと冗

談を言うんですが、ハウス・オンリーだからホームになっていないからです。ハウス・ア

ンド・ガーデンでホームです。生き物が生きる空間、水とか緑、もっと言えば食べ物であ

り、飲み物である。いまでは八百屋で買ってくればいいんですが、大昔の人間は身近に水

と食料を確保したシェルターが必要でそれをガーデンと呼んだ。いまでもそういう自然空

間を視野の中にもつことの安心感はある。私は、安全と安心は違うと思っています。安全
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というのは機能的で、ちゃんと合理的に理解できるものです。だけど安心は、何万年か知

りませんが、人間の歴史の中でできた非常にエモーショナルなものです。ですから理屈で

はないですね。

先ほどの宇沢先生のお話もそうだったと思います。経済もずっと理屈で来て、このごろ

は「環境経済」という言葉を使って、もっと屁理屈になって、あまり役に立っていません。

建築家ばかりをいじめたので経済もちょっとからかっておきますが、私はどうもそういう

ふうに思えてなりません。やはり生身の人間からスタートしている。こう言うと造園家だ

け格好いいですが、なぜそういう世界が伸びなかったかということです。建築学会の 10

分の 1 も学会員がいない造園家の言葉です。犬の遠吠えを言うとこれは「世の中が悪い」

と言えます。

セントラルパークは 1853 年ぐらいにつくった公園で、もう 150 年近いんですが、オル

ステッドという設計者はいろいろなことを体験した人です。アメリカに赤十字をつくった

り、奴隷解放に協力した人ですが、セントラルパークをつくったときにランドスケープア

ーキテクトという職能を自分で名乗るわけです。その資格として二つ言った。一つはサイ

エンティフィックファーマー、科学的な百姓、農民です。自然のことを隅々まで、良く知

っているということです。それと同時に、それは自然を理学部的に理解するのではなくて、

人間が生きることにどこに行っても直接役に立つ応用の学として、いわば理学部よりは農

学部に近いものです。それがサイエンティフィックファーマーです。

もう一つの資格はソーシャルプランナーだと言いました。これは伊藤滋先生がずっとお

っしゃってきたことだと思います。本当に現実的に言って、どうするのかということです。

社会のあり方というのは人々の願望です。田村先生は先ほど「市民の政府」と言われまし

た。市民の政府が本当に大事だと思います。最近文京区の区長は、国も都も重要だという

ので指定したいという最後の震災復興公園をぶっつぶして体育館をつくろうとしていて、

市民が選んだ首長も議会ももう少ししっかり勉強してくれないと困るなと思っています。

ソーシャルプランナーは社会、住民、市民の真意を理解し生かすということだし、社会

のあり方やビジョンを見られることだと思います。セントラルパークではパストラルを都

市の中に実現する。60 万人だったニューヨークに 320ha の公園をつくるという発想は、

かなり長期的な展望です。日比谷の 20 倍ありますから、それがウォール街より南ぐらい

にしか人がいないときに大公園を作ったのですから。人工文明批判から自然回復を重視し

てんですね。彼の思想は、そういう意味でソーシャル・オリエンテッドでした。ただアメ
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リカの造園家も、その後はデザイン・オリエンテッドになってしまって、いわばものづく

りに矮小化していきます。

私は、これは日本の建築界でも造園界も同じだろうと思います。その職能が発達するプ

ロセスでどんどん細分化して、狭い世界を対象に専門化していくものですから、全体が見

えないようになっていく。デザイン・オリエンテッドで、人と違うデザインをやったとい

う意味では特徴が出るのでしょうが、社会全体、国全体がどういう方向へ向くかというこ

とに関しては、きわめて無関心になっている。そのあたり、これからはぜひ考えなければ

いけないことだろうし、たまたま建築学会がこういう 3 冊の本を出されたので、これを来

年度以降日本中の建築学科の 1 年生に全部買わせて、建築教育の教養版としてしっかりた

たき込むべきだと思います。もっとも、そうなると造園家は要らなくなるかもしれません

が、そういうふうになることを期待しております。

18 世紀の後半にランスロット・ブラウンというイギリスの風景造園家がいました。ラン

スロットが本当の名前ですが、彼はいつもケイパビリティ・ブラウンというあだ名で呼ば

れていました。どこに行っても「ここにはケイパビリティがある（可能性がある）」と言っ

たからです。それはどういうことかというと、土地によって全部ランドスケープは違う。

ランドスケープの「ランド」は土地や自然だし、「スケープ」は全体や総合ということです。

「土地」を生かすこと、諸々の要因をトータルにバランスをとることが、造園家なわけで

す。アップダウンのある地形ではそれを生かすし、フラットな土地へ行けばフラットを生

かし、水辺に行けば水辺空間を生かすということで、ランドスケープ・デザインはみんな

一品生産です。ですから、その土地の可能性（ケイパビリティ）を引き出す専門家でなけ

ればならないのです。「この土地はいけるよ」の「いける」が本物の「生ける」にならない

といけない。

ついでにもう一つ、歴史的なこと。その後にハンフリー・レプトンという造園家がいま

す。彼はレッドブックという、使用前、使用後を対比した絵をつくっています。これはい

ま、まさに説明力と言われていることです。先ほど市民はなかなかわかってくれないとか、

自分の金は出さないという話がありましたが、それはどうなるかわからないのは不安です

からね。事前・事後、ビフォア・アンド・アフターのシュミュレーションを見せると安心

ですね。

彼のは、よく絵本であるように、紙が重なるようになっています。本もいちいち手づく

りで貼ってありますから、レプトンのレッドブックは高い。はがすと現状で、乗せるとこ
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れからの姿になっています。いまは CG も発達しプレゼンがうまいし。皆さんはそういう

ことを駆使しておられますが、敷地や対象だけではないところまでどれだけ幅広くやるか、

歴史をどこまでさかのぼってやるかがポイントだと思います。

私は都市美委員会から、東京都の景観マスタープランづくりから審議会まで 20 年以上つ

き合ってきました。それで考えたのは、都施設の建設前に、敷地と周辺の自然、歴史、生

活の三軸を必ず調査した上で計画設計する方針で『都市美ガイドライン』、ケーススタディ

ーもやりました。景観マスタープランではこういう大都市には大きな座標軸が要るという

ことです。隅田川、多摩川、国分寺崖線、神田川、石神井川といった水系、地形などの自

然の系です。これは東京都の行政としてしっかりと、「景観基本軸」として額縁を安定化す

る。少なくともウォーターフロントに向かって建物の高さを抑えていくという思想です。

これまでの建築指導行政のように敷地だけを管理するという発想だと、河川に接してい

るから高いものをつくっていいとか、日影のことで変な斜線にするとか、つまらない町並

み風景をつくって全体のスカイラインを見ていない。ですから公の側で大きい座標軸、絵

なら額縁のようなものは自然緑水系でしっかりやるしかないというのが私の考えです。景

観基本軸はすでにつくりました。

あとは地域性です。東京を一色で見るのではなくて、下町と山の手という言葉は昔から

ありますが、実際はもっと細かい。東京市のころの区の名前を見れば、みんな違います。

そういう区の特質です。伊藤先生の『東京育ちの東京論』が私は最良のテキストだと思い

ますが、ああいうふうに明快な地域性があります。私は東京の下町木場育ちですから、そ

れをつくづく感じます。ここにおられる高名な建築家は皆さん本郷育ち、山の手育ちでし

ょう。川向こう育ちとは違って品がいい。だから下町の良さのない無国籍、無機的なベイ

エリアになってしまったと思います。

都の景観マスタープランでは、水系や斜面林など自然と地形景観で大景観を安定させる

額縁をつくり、その中には民間力でその土地の地域性を踏まえつつ、それ以外はどうぞご

自由に創作してくださいということでフレームをつくったつもりです。最近はちょっと様

子が変わって、色はこれにするなんていう建築指導的規制手法が登場しているようですが、

その関係者はみんな建築出身の方たちです。ランドスケープ屋の方がもっとおおらかで、

トータルな風景の目でやっておりました。建築家の感性を信じているからです。（拍手）
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饗庭 進士先生、ありがとうございました。引き続き、いま基調講演をいただきました

4 先生に前に出ていただいて、佐藤先生よりコメントを差し上げたいと思います。先生方、

どうぞ前のほうにおいでください。

お約束の時間というか、決めている時間がありまして、当初の予定は 3 時まででしたが、

始まりも若干遅れておりますので、いまから 15 分ほどをめどに、コメントと多少の意見

交換ができればと考えております。よろしくお願いいたします。それではまず佐藤先生よ

りコメントをいただきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。

佐藤 今日の会は基調講演をいただいて、その後にコメンテーターがコメントをするこ

とになっております。しかし、コメンテーターとして指名されている者はこの研究の運営

を担ってきて、学会でこういうことを常々考えている人間として、コメントいただいた先

生方にお礼を申し上げ、また、その中で考えていることを紹介するという役割だと思いま

す。

時間もないのでまず 4 人の先生にお礼を申し上げて、それから進士先生はちょっと違う

ニュアンスでお話しなさいましたが、「いろいろ難しい問題があって非常に困難な時代を過

ごしてきたけれども、その中で少しずつ成果が上がってきて、何とか可能性も見えてきて

いる」ということを、先生方にお話しいただけたらと思っています。

前会長も申し上げましたが、建築学会で一連のこういう活動をしてきた成果の一つの集

成として、この 3 冊の本をまとめることをやったというのが、この事業だと思います。じ

ゃあ、少しずついい方向に向いているから、安心してそのままやっていればいいのかとい

うと、なかなかそうではなさそうです。いろいろなことがだんだん見えてきて、可能性も

見えてきたけれども、本当にそれを安定した方向に持っていけるのかどうか。ここのとこ

ろが、いま非常に難しいポイントにあるだろう。だから、いまのこの時期をどう見るのか

ということを、ぜひもう一度お話しいただきたいと思います。

宇沢先生から社会的共通資本ということでお話しいただきましたが、そういうことで見

ていると、1970 年代に近代都市計画、近代建築がジェーン・ジェイコブスをはじめとして

大変な批判にさらされます。その中で新しい枠組みを何とか模索しようということで、田

村先生がおっしゃったようなまちづくりを、専門家と市民と自治体で組み立てていくとい

う努力を 30～40 年にわたってやってきたと思います。

ここには都市建築のビジョンとありますが、そういう中でわれわれは単にビジョンを述

べるだけではなくて、それを実践していくための社会的な枠組みも何とか一緒に育ってき
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て、伊藤先生がおっしゃったような NPO が育ち、まちづくり会社も実験的に出てきて、

まちづくりの担い手も、評価はなかなか難しいですが、ある意味では育ってきています。

そういう社会的な仕組みもできてきている中で、これからこれを本当の流れにしていける

のか。それとも単なるあだ花で終わってしまうのか。この時代をどう読むのか。あるいは

この時代をどう進めていくのかが、いま非常に問われていると思います。

田村先生も大変厳しい問題を指摘なさいましたが、やはり田村先生が進めてこられた市

民の政府という標語にあるまちづくりも、ある意味では自治体が 30 年前と比べれば相当

違う状況になってきて、われわれが何かをやろうとしたときに、地域の中にはそれなりの

担い手がいて一緒に何かができる。やっとこういう時代になってきたと思います。

それから伊藤先生が紹介なさったようなことも、伊藤先生が大変ご努力されたと思いま

すが、全国都市再生モデル調査とか、今度は担い手支援ということで、まちづくりの NPO

に直接国が資金を入れて、まちづくりをその現場で育てていくということも、実験的なも

のだと思いますが、何とかできてきました。

ですから「都市建築のビジョン」とここの中に入っていますが、こういうものが単なる

机上の空論ではなくて、われわれが一緒に、専門家が協働していくような社会的な仕組み

も育ってきて、その二つのことが連携しながらできていく可能性が見えてきたのだろう。

そういう時代をどんなふうにして推し進めていったらいいかというところが、いま私が非

常に関心を持つところです。社会的共通資本として共有されているものということがあり

ましたが、これもある意味では少しずつ市民権を得ている考え方だと思います。しかし、

これを本当に社会的に安定した制度としていくために、ビジョンを示し実践し、その中か

ら社会的な仕組みを育てていくという非常に難しい、ある意味で非常にビビッドな時期に

いまあるのかなと。そのへんのところをどんなふうにお考えになっているのか、ぜひもう

一度お話を伺えればと思います。

進士先生もそういうことで頑張っていらっしゃるので、そのへんのところをお話しいた

だければと思います。

饗庭 ありがとうございました。では田村先生から順番にコメントをいただきたいと思

います。よろしいでしょうか。お願いいたします。

田村 十分なコメントができるかどうかわかりません。いまの状態が良くなっていると

いうのは、佐藤さんは私よりもお若いから、当然楽観的に見なければいけませんが、私は

かなり悲観的なほうが多いんですよ。私はいま 22 世紀論序説というのを書いていますが、
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これからかなり文明的に断絶が来るのではないかという前提です。

この話はちょっと置いておいて、いろいろわかってきたという、いまの佐藤さんの話の

ほうに持っていきますと、最近植木等が死にました。私と同い年ですが、「わかっちゃいる

けどやめられない」。建築家の方は真面目だから、ああいう歌は歌わないかもしれませんが、

建築全体が「わかっちゃいるけどやめられない」のではないか。都市建築の混乱はみんな

が多少わかってきた。わかっていなければ、わかっていない奴らがやっているんだからし

ょうがない。わかっているくせにやめられないという、本当はここがちょっと問題じゃな

いかという感じがするんですね。

確かに昔よりもいろいろなことがわかっている。なぜそうなるかまで、実はわかってい

る。建築に絡む問題は談合から何からいろいろありますが、わかっているけどまちを混乱

させている責任が建築教育にもあるし、建設業界にもあるし、市民にも、自治体にもあり

ます。みんなわかっているんですね。わかっているくせにやめられないという、これが何

なのか。ここを解かないとだめだと思います。

それは制度的にいろいろ変えようとしています。つい 2 週間ぐらい前、私はある著名な

知事と会ったんですね。彼は個人的には非常にいいことを言っています。鳥取県の片山さ

んで、今度 2 期で辞めましたが、やっぱり最後には制度的なところに行ってしまいます。

あれほど改革派知事としてやった人でもそうなのかなと思いました。

制度的に変えることは、もちろん必要です。いまのいろいろな改革は制度的にやってい

ます。地方分権推進委員会でも、地方分権推進法でも、みんなそういうものを一連にやっ

ていますが、だが制度が先行してで変わることはあまりない。だれかが実態を変えてゆく

ことによって制度が変わるんですが、改革には逆に制度は後からついてくるものだと思っ

ているんです。ところが「わかっちゃいるけど」という人々は、みんな制度改革のほうに

なります。制度というのは中途半端に妥協的にできるんですよ。革命の制度ではないのだ

からから妥協的になる。肝心なところがみんなごまかしになってしまう。ところがやって

いる人間は、それでやっているような気分にだけはなる。制度をやると根本的なことをや

っているような気分になる。ここが問題だと思います。

だから「わかっちゃいるけどやめられない」をやめさせるにはどうするかが一番問題で

す。わかっているけどなぜやるかということが問題です。私はもちろん制度改革は大いに

必要だと思います。しかし制度を変えるにしてもそれを進めるのは個人だと思うんですね。

この 20～30 年やってきたいままでの改革は、私も含めていろいろな人たちがやってきた
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ことは、みんなどこかで突破口をいくつか開けたのです。それが目立った。ああいうこと

をやっているじゃないか、こういうことがやれるじゃないか。制度はだめだけどやれるじ

ゃないかということが全国各地に起きてきた。それが一つのパワーになって今日まで来た。

それが今日を動かしたんです。それが制度の改正だけで収まるのではだめなんですね。そ

うじゃなくて、もういっぺん残っている問題をこじ開ける力です。

土木の方はあくまで組織ですが、建築の方は良くも悪くも、組織で動くよりも個人です

から、個人的には突破力のある人が猛烈にいるんです。土木の人はまず組織がどう動くか、

建築の人は組織の前に俺がどう動くか、という人がいるんですね。だから建築学会を含め

て建築出身の人で、個人で風穴を開けられる方が、少なくとも 100 人以上いるのではない

か。そういう方が 100 でなくても、20 でも 30 でも風穴を開けると、「わかっちゃいるけ

ど」が変えられるし、制度も変わると思うのでぜひそういうふうに動いてほしいと思って

おります。以上です。

饗庭 ありがとうございました。続きまして宇沢先生、お願いできますでしょうか。

宇沢 また昔話になって恐縮です。いま、いい方向に向かっているとおっしゃったんで

すが、最近何か違和感を持っています。その一つですが、私は 1980 年代の初めに東大の

経済学部長をしていました。そのときに、たまたまフランスのパリ大学システムの一番偉

い人が東大に来ました。パリ大学システムというのはフランスの超エリート校九つか、全

部含んで、その一番偉い人はフランスで文部大臣よりも偉いという触れ込みだったんです

ね。

総長が向坊さんで、そういうときはいつも向坊さんが「一緒に会ってくれ」と言うので

二人でその偉い人に会ったら、その人が最初にこういうことを言ったんです。「東大は偉い。

あれだけ紛争があったにもかかわらず、何一つ改革していない。それに比べるとフランス

のパリ大学システムは次から次と改革で、もうすっかりだめになった」。彼の言っている意

味は、全部官僚主導型の改革で、内発的な改革ではないんです。だから改革をすればする

ほど、大学としての本当のあり方、まさに社会的共通資本としての大学の本質が失われて

いくんですね。

それまで私たちは改革しないように頑張っていたんですが、その後、次から次へと改革、

改革で、今度の大学法人と言うのか、それへの移行がとどめを刺しました。あれによって、

いままでかなり独立性を保っていた国立大学の大部分が、完全に文部官僚にコントロール

されています。全部と言っていいと思います。文部省は管理するために会計面から管理す
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るというので、会計担当の副学長は、文部官僚の天下り先です。ほかの省庁も分け前をよ

こせというので、彼らに譲っていますが、国立大学を完全に死滅させつつあります。私立

大学も同じような流れに移っています。その象徴が東大の駒場キャンパスです。私は近く

に住んでいて、最近の流れを見て、もうだめだという感じを受けます。古い、いい建物が

次から次へと壊されて、木が切られて、醜悪極まりない建物が建っているんですね。もう、

これはだめだと。

実は私は旧制一校の卒業で、戦争末期に入って、戦争が終わって駒場寮にいました。8

月 15 日に戦争が終わって、9 月の初めにマッカーサーが厚木に来て、それからしばらくし

て非常に過酷な占領が始まったわけです。1 番目は日本中のまともな家を全部接収して、

占領行政に使いました。一高も本館が師団司令部に使われていました。軍の施設とみなし

て、占領軍の将校団がやってきました。

安倍能成先生が校長で、応対に出られて、こういうことをおっしゃいました。「一高はリ

ベラルアーツのカレッジである。リベラルアーツというのは専門を問わないで、人類がこ

れまで残してきた遺産を、科学でも、技術、芸術でも、何でも問わないで、ひたすらそれ

を吸収して、一人ひとりの生徒の人間的な成長を図ると同時に、その貴重な遺産を次の世

代に残すという、人類にとって一番大事な仕事をしている。だから占領というヴァルガー

なことには使わせない」ときっぱりおっしゃって、占領軍はそのまま帰っていったんです

ね。

これは私の心の中に一番強く残っているエピソードの一つです。社会的共通資本として

の大学を守る。それが度重なる改革で、見るも無残な姿になってしまった。

饗庭 ありがとうございました。引き続き伊藤先生にお願いしたいと思いますが、実は

このシンポジウムはお話しいただく順番を決めるときに、高名な先生ばかりなのでどうし

ようかと議論をして、一応、年の順にお並びいただいております。

だんだん明るい話をいただけることを期待しておりますので、伊藤先生、お願いいたし

ます。

伊藤 住宅については、昭和 30 年代から約 50 年間の記憶をたどると、良くなっていま

す。これは確実に良くなっています。皮肉なことをいいますと、一番良くなったと思うの

は、建て売りの 3 階建てのツーバイフォーの建物です。あれは良くなりました。なぜかと

いうと地震で壊れません。

これは阪神淡路のときに調べました。当時の建設省住宅局はアメリカが持ち込むツーバ
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イフォー住宅を簡単につくらせないように、建築の仕様をべらぼうに高く定めました。で

すからアメリカ様式の住宅はベタ基礎で、金物で、ガチガチにつくっています。都市計画

の連中が「何だ、あの建て売りのアメリカ住宅は」とけなしていたんですが、阪神淡路で

調べたらそれが一番頑丈でした。

この欧米型そして在来型住宅ともに昔に比べると常に少しずつあか抜けしてきています。

しかし、在来工法の戸建住宅が少なくなってきたので建物に奥ゆかしさがなくなりました

ね。あちらこちらに細かいことを気にしすぎて、建物ひとつ一つが全部違った構造、違っ

たデザインで出来ているような気がします。ですから、日本の都市には統一感がないので

す。これはマンションについても同じです。規模・材質・デザイン・建てる方向など皆ば

らばらです。日本中の建物はいま 5､000 万軒ぐらいあります。ですから 5､000 万通りの異

なった建物ができています。一つとして同じ建物がないといってもよいくらいです。それ

はやめてほしい。やはりある程度そろった雰囲気が、住宅地には欲しいと思います。

もちろん、商店街は何をつくってもよいです。建築屋さんが大好きなバナキュラーな建

物でもかまいません。めちゃめちゃでいいんです。道頓堀に建っているドン・キホーテの

グルグル回っている観覧車でもいいです。しかし住宅地や住宅地にある商店街について、

建築家の皆さん、少しまじめに周囲を気にして建ててください。不思議なことがあります。

最近パチンコ屋も建築家が設計しているでしょう。あれでパチンコ屋のデザインは品が良

くなりました。しかし、逆にああいう品のいいパチンコ屋はどう思うか聞かれますと、僕

はやっぱり渋谷や新宿の駅前にあるパチンコ屋のほうが好きです。それを蒸留酒に薄めた

ような、どこかの公会堂にでも似た最近のパチンコ屋の建物は気にいりません。何か薄暗

いモダンな刑務所に似たパチンコ屋になってしまったのかなと。

共通性が全部なくなったのがいまの都市建築ではないでしょうか。住宅については恥ず

かしくないような、ある程度の統一性が欲しいと思います。皆さんが設計するときに、そ

ういうことをお考えいただいているかどうかということが問題です。

もう一つ、準工業地域で建物を建てるときは、そこには多数の住宅が存在しているので

すから、商業建築をつくるとき、恥も外聞もない設計をしないでください。ラブホテルの

上に自由の女神とかミロのヴィーナスとかがあります。これらも建築家が設計しているん

です。あれは良くないですよ。そういう気配りをして欲しいのです。繰り返し申しますが、

準工業地域は少し気をつけてほしい。商業地域はどうぞご自由に何でもやってください。

そんなメリハリのつけ方が必要だと思います。
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最後に高層住宅のことが一言も出てきませんでした。高層住宅はものすごい批判を浴び

ていますが、すでに厳然たる事実で一般化しています。あれは都市建築だと思います。高

層住宅を都市建築としてどう評価するか、ぜひ若い方にやっていただきたいと思います。

何故ならば、韓国のソウルや釜山、香港等、アジアの全ての都市の住宅地では、低層戸建

てや低層連棟住宅よりも高層集合住宅が主役であるからです。日本はそれと異なる都市住

宅を考えるか否かの課題であるからです。以上です。

饗庭 ありがとうございました。では進士先生、お願いいたします。

進士 超高層はビル群をいくつかにまとめたい。スカイラインを山形に美しくまとめて

ほしい。大和三山で三つでもいいけど、大きいから東京は五山とか。ボリュームの大きい

高層ビルが、東京中に散在するだけはやめたい。それがでたらめ、混乱すると空の風景が

つまらなくなる。だから私は東京は超高層を中心に山形にゾーニングしてほしいとお願い

したいのです。

もう一つお願いしておきます。私が一番若い。皆さん名誉教授です。いままで先生方が

現役のときちゃんと教育されませんでしたからこういうことになったわけで、責任はある

わけです。ここから先は現役がしっかりしなければいけません。だから先ほどの 3 冊。2000

部なんてだめでしょう。大真面目に、2 万部、5 万部と売るぐらいアピールしたほうがい

い。建築学会として半額補助して学生に全部配る。ディテール教育に入る前に、全体像を

持たせるべきだと思います。

世界で一番古いガーデンブックは『作庭記』という日本のものです。その冒頭に｢石をた

てん事、まず大旨をこゝろふべき也」ときます。鎌倉時代の人が「作庭にあたっては先ず

一番に大旨、全体像を持て」と言っています。いま社会の全体像を持って仕事に当たる人

はほとんどいないじゃないですか。そういうことをちゃんと教育すべきです。

明治期の建築教育史で、庭園論を大江新太郎が講じています。インドアとアウトドア、

インテリアとエクステリアの連携が大事なのに、いつの間にか造園学を建築学科から抜い

てしまったようですね。

伊藤先生のお話は場所感覚がないということですが、私の提案は 1 か所にたとえ半年で

も住んでみてほしい。下宿でもアパートでもいいからそこに住んで、動き回って、縁日ぐ

らい出てもらいたい。建築学科の学生には学生時代に地域生活体験ポートフォリオをつく

らせるなど、地域体験、自然体験を建築教育の前提にする。いまはそういう体験がありま

せんので、体験を強制するカリキュラムがいる。渋谷と本所や深川は違う。錦糸町も亀戸
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も違う。だいたいにおいて建築学科や都市デザイン学科の大学は下町に一つもない。それ

でまちづくりは学べない。場所の違いを体験させてほしい。

次は材質。テクスチャー感覚がない。皮膚感覚が鈍っている。建材屋さんも合板ばかり

つくるしプラスチックに慣れてしまった。本物の素材感覚がないのではないか。非常にデ

ィテールだけど、ものすごく大事だと思います。人間にとって、建物は第 2 の皮膚、第 3

の皮膚でしょう。それが今や本物の皮膚の上に化繊、化学繊維で包んで、次にプラスチッ

クで包むんだから、生き物からは相当遠くなっています。

造園の意義ですが、自然素材ということですと、建築の外空間でいいと思えるものが本

当に少ないのはなぜか。緑をプラスチックや建材と同じように扱っているからです。緑も

設備、部品なんですね。だから全てをサツキで植えつぶす、全てアベリア、樹木も全てヤ

マモモかクスノキでボリュウムを出そうとするだけです。4 種類か 5 種類の植物だけでラ

ンドスケーピングの仕事をしている。

植物の 300～400 種類の味わいのが違いがわかることです。この紫の表紙。さっきも褒

めていたんですが、この本はちょっと鈍い、落ち着いた色を表紙にして、裏生地はこのく

らい彩度を上げています。同じ紫の花でも、グラデーションで何種類もあるんです。それ

は花の場合だけど。樹木の緑はもっと多様です。シイノキとクスノキは全然違いますから、

その違いぐらいは体験してほしい。そうすれば素晴らしい感性の都市ができます。

饗庭 ありがとうございました。お約束の時間も過ぎていますので、最後に佐藤先生に

一言いただきます。

佐藤 わが家も庭に一切手を入れずに雑草を生やして、とても美しい庭になってきたと

感じています。学会がこういう提言をして一体何をやっているかというと、学会は教育研

究機関に属する人間が多いのですが、現場に出ていっての教育を進めたいということです。

たとえば大学の拠点をまちの中につくって、そこで学生も教員も専門家も市民も一緒にな

って、まちや場所のことを考える。こういう流れがこの 10～20 年大きく育ってきたと思

っています。

そこで建築学会ではまちづくり支援会議という組織をつくり、そういうことを学会とし

ても本格化して、地域の中に出ていって活動しようということをやっています。その中の

教科書として、いま 9 冊（本年 10 月に 10 冊で完成した）つくっています。なかなか楽観

的には見られませんが、そういうことを通していろいろ出てきた芽を学会としても育てて、

社会的に大きな流れをつくっていくということをやりたい。私も、それから学会全体もそ
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う考えていると思いますので、先生方にも今後ともご支援をよろしくお願いしたいと思い

ます。どうもありがとうございました。（拍手）

饗庭 どうもありがとうございました。これにて第 1 部の基調講演を終わらせていただ

きたいと思います。先生方、ありがとうございました。（拍手）



42

日本建築学会叢書「都市建築の発展と制御」

刊行記念シンポジウム

第 2 部 パネルディスカッション 1

「どうやって緑を都市に取り戻すか」
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司会 お待たせいたしました。これより第 2 部「どうやって緑を都市に取り戻すか」を

始めたいと思います。ここからの進行は、モデレーターの風見正三先生、よろしくお願い

いたします。

風見 皆さん、席にお戻りでしょうか。第 1 部のいろいろなお話をまだ伺いたい気持ち

も皆さんあると思いますが、第 2 部は、1 部での高所、大所からのいろいろなご意見をい

ただいたうえで、もう少し都市の緑、公共空間をどう取り戻していくかということで、各

先生方にお集まりいただいておりますので、これから早速入らせていただきたいと思いま

す。私はいまご紹介いただきました、モデレーターをさせていただきます風見と申します。

よろしくお願いいたします。

まずパネリストの先生方をご紹介させていただきたいと思います。19 ページに略歴等が

ありますので、細かい説明は割愛させていただきます。

最初に、東京工業大学の原科幸彦先生です。（拍手）原科先生は、そちらの略歴にありま

すように国立環境研、マサチューセッツ工科大学客員研究員等を経て、現在、東京工業大

学の大学院教授です。環境計画、環境アセスメントの専門家で、今回も大きな都市の環境

政策の立場からいろいろなお話を伺う予定です。

続きまして、東京大学教授の横張真先生です。（拍手）横張先生は、筑波大学から昨年、

東京大学に移られ、緑地環境学、農学の専門家です。特に都市と田園のこれからの融合の

あり方、緑地をどうつくっていくかということで、先ほども進士先生のお話がありました

が、特に農学、造園側からということでお話を伺う予定です。

続きまして、大野輝之先生です。（拍手）大野先生は今回、こういった具体的な、実践的

な話を頂くために、行政から是非ということでお声をかけさせていただきました。本年の

4 月 1 日から東京都の環境政策担当部長をされておられます。略歴にもありますように、

かつては成長管理等の研究もなされてきておりますが、最近では、『都市白書』、『環境白書』

等を執筆されておられ、これからの東京の緑地の政策をつくっていかれる方ですので、今

日はそういった点でいろいろなご意見をいただきたいと思っています。

本委員会からのコメンテーターとして、神戸大学の重村先生です。（拍手）以上のメンバ

ーで、3 巻あるうちの 2 巻目、緑の表紙を配しました「緑地、公共空間と都市建築」とい

うことで、第 1 部から引き続きまして、具体的にどう都市に緑を残していくかについて、

大変短い時間ですが、皆様とともに考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。
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進行としましては、まずパネリストの先生、お三方に順次ご説明いただきまして、その

あと壇上にわれわれは戻りまして、ディスカッションを始めさせていただきたいと思いま

す。それでは原科先生から、よろしくお願いいたします。私どもは一度会場に降りさせて

いただきます。

原科 時間があまりないので 10 分少々でお話しさせていただきます。お手元の資料の

裏表にメモを用意しました。ただこれだけの分量は 10 分少々では無理なので、だいたい

ポイントを見ていただいて、まず「1．環境と共生する都市づくり」、環境基本計画のいろ

いろな話がありますが、これは飛ばします。「2．成長管理と都市環境の質」の話、次のペ

ージが「3．新しい環境アセスメント」、それから「4．計画の意思決定過程の透明化」の

問題にいきたいと思います。ポイントだけですのでちょっと急がなければいけないのです

が、そんなふうにまいります。

どうやって都市に緑を取り戻すか、持続可能な社会づくりのためのアセスメントという

ことでお話しします。このアセスメントは環境アセスメントだけではなくて、もっと幅広

く考えていただきたいのですが、そんなお話をさせていただきます。

まず環境ですが、「不都合な真実」からいきます。“An inconvenient truth of Tokyo”、

「東京の不都合な真実」ということですが、世界一特異な都市です。大変魅力があって、

みんなが大好きですが、しかし過剰な開発ということは、しっかり心に留めないといけな

いと思います。超過密都市東京は、昔からいわれてきましたが、いまはものすごいです。

東京圏を半径60～70kmぐらいで考えますが、一都三県の範囲に3300万人住んでいます。

地球上で 3000 万人以上が住んでいる都市圏は、東京以外にはありません。2 番目に大き

いところが 2000 万人前後ですから、ずば抜けて大きな都市です。

しかし皆さんは、この超過密都市だということはもちろん聞いておられるけれども、実

態はあまりピンと来ないのではないかと思います。たとえば東京 23 区のオフィスの床面

積は、いまニューヨーク市、これは東京よりも 3 割ぐらい広い範囲ですが、その 2 倍以上

あります。先生方は東京都のことはよくご存じだと思いますが、数年前にもう 2 倍以上に

なりました。このことをほとんどの都民は知りません。それはどんな具合か。

これは航空写真です。私が撮ったものですが、左が東京です。右がニューヨークです。

こういう写真を私はずいぶん前から撮っています。放送大学で環境アセスメントという講

義をもう 10 年以上やっていますが、実は十数年前にも撮りました。そのときと比べてず

いぶん変わっています。ニューヨークはあまり変わりません。しかし左側の東京はこの十
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数年でずいぶんビルが増えて、いまでは東京の都心部はニューヨークとあまり遜色がない

ほど、いっぱいビルが建っています。

これが都心から 5km です。左が東京の原宿のあたりです。斜めにある緑のベルトは表

参道です。やはり密度が高いですね。

これが 10km です。これも 23 区の中です。左が東京、右がニューヨークです。東京は

これだけ密度が高い。23 区の範囲ぐらいで見たときは、ニューヨークは少し都心から離れ

ると、これだけ緑が多いのです。これが「不都合な真実」です。

この先を見ると、差はもっと明らかに開きます。23 区からちょっと離れた調布のあたり

です。左が東京、右がニューヨークです。これだけ違うわけです。

ですから私はこのことが根本的な問題だと思っております。たとえばデータを見ると、

2000 年前後のデータですが、東京 23 区はオフィスがいっぱいあるだけではなくて、実は、

都心に住居は少ないといいますが、人口密度は 23 区でニューヨークの 2 割増しです。都

心にはオフィスに加え住宅もいっぱいある。つまり緑のスペースが減っているということ

です。これがまさに「不都合な真実」です。

そこでわれわれは考えないといけない。これは私が書いたものですが、この漫画は専門

家が描いてくれました。英語にしましたが、言いたいことはわかると思います。左が東京

の都市活動、右が環境です。東京の都市構造は、環境とのバランスがあまりに悪い。した

がって、もうこれは第 1 部で先輩の先生がお話しになったとおりで、成長管理の計画をし

なければいけない。その計画で考えなければいけないのは、「都市建築」ということですか

ら、実はこういうことだと思います。環境資産をつくるという考え方が必要だと思ってい

ます。

お配りした資料が 2 枚追加になりましたが、裏側にあるのは、日本経済新聞の「時論」

に書いたものです。環境資産の概念を書いていますので、これはぜひお読みいただきたい

と思います。そういうものをつくる、つまり建物だけではなくて、緑も含めてトータルと

して環境をつくる、しかもそれが経済的価値を生む資産になるのだというコンセプトが必

要だと思っています。

私は環境計画の研究をやっており、こんな本を書いています。1 月に岩波書店から出た

ばかりですが、『環境計画・政策研究の展開－持続可能な社会づくりへの合意形成』という

タイトルです。ここは社会の意思決定を合理的で公正なものにするにはどうしたらいいか、

こういう観念からわれわれは計画をつくってきただろうか、そうではなかったと思います。
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これをやらないといけないと思います。もしこれを読みたいという方は、このメモの裏に

参考図書として書いてありますので、ぜひご覧ください。

では環境計画は、どんなことをやるか。よくハードとソフトといいます。ハードウエア

とは、土地利用の構造などを決めることです。ソフトウェアとは、そのための仕組みをつ

くることです。そして、この二つで、よりウェートが高いのは、仕組みのほう、ソフトウ

ェアです。環境規制、あるいは枠組み規制といって、直接的ではないのですが、仕組みを

つくって、その仕組みに従って自由に活動していただければ、環境はいいほうにいく。そ

んな考え方があります。

もう一つあります。先ほど進士先生が、最初に志とおっしゃった。意志、ハートウェア、

結局、心の問題なんですね。環境計画ではよく環境教育とか環境学習といって、環境意識

の形成とか環境倫理の形成という言い方をしています。これらの三点セットで考えなけれ

ばいけないのです。環境資産をつくろうと、大変密度の高い日本の都市の空間を変えるた

めには、仕組みと、そのベースがいると思います。いまのきわめて高い容積率のもとでは、

これはとても変えられないと思います。私は、考え方として、このことを言いたいと思い

ます。

たとえばダウンゾーニングです。ダウンゾーニングをどうやって進めるか。もしこれが

実現すれば、計画の進め方、つくり方はずいぶん変わります。しかしダウンゾーニングと

いうのはルールですから、ルール自体をもう一回つくり直さなければいけないということ

ですから、そうすると最終的にはハードウェアですが、そのための仕組み、ソフトが必要

です。さらにそのためには人々の意識、ハートウェアです。ソフト、ハートがそろわない

とダウンゾーニングはできません。

ではどうしたらいいか。そのために広い意味のアセスメントが必要です。環境配慮の合

意形成の要件と書きました。合理的で公正な意思決定をどうするか。合理性のためには科

学的な分析が必要です。通常はこのためにシステム分析が適用されています。そこで大事

なことは、いろいろなものを比較検討することです。代替案の比較検討です。代替案を比

較検討するためには、計画の情報があらかじめ公表されなければいけない。ですから公正

な、民主的なプロセスが必要です。住民参加と情報公開がポイントとなってきます。科学

的で、そして民主的な方法です。このためには、時間がかかってしまうでしょう。

そこで、もう一つ効率性です。社会でものを決めるためには、そのためのコミュニケー

ションをどうするかというのがポイントだと思っています。そのための基本的な手段が環
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境アセスメントというわけです。そこで新しい環境アセスメントをわれわれは考えなけれ

ばいけない。通常の環境アセスメントは、事業を行う直前に行います。しかしこういう考

え方があります。戦略的環境アセスメント、英語で SEA（Strategic Environmental

Assessment）といいます。これはよくいわれる持続可能な社会をつくる、持続可能な開発

のための手段です。これは人間活動をどうやって管理するかということです。

そこでたとえばいろいろな開発が起き、どんどん東京の密度は高まりました。そんなに

つくっていいのか。必要性の判断、あるいはどんどんつくって累積的影響はどうなのだ。

これらの検討を、これまでのアセスメントはできなかったのです。しかし本来のアセスメ

ントは、そういうことも対象になるはずです。

そこで影響評価の方法論の基礎としては、システム分析とか参加の問題が出てきます。

たとえばこんなふうになります。環境アセスメントは二つに分けられますが、通常は、事

業アセスといって、事業の直前の段階でやっているのです。ですから計画の中身はほとん

ど固まってしまっている。だからみんなが声を出しても止められない。ところが事業を行

うためには上位の計画段階とか、方針を決める政策段階、つまり上位の意思決定段階、こ

れは戦略的な意思決定をする段階ということで、たくさんの段階があります。とにかく事

業よりももっと前の段階で環境配慮をできないだろうか。これが新しい考え方の環境アセ

スメントです。

そうすると、この段階での情報公開をどうやって進めるかということが、きわめて重要

なことになってきます。実はそういう動きがいま出てきました。ひょっとしたら今週の水

曜日の 7 時からの朝の NHK「おはよう日本」で、私の顔をご覧になった方がおられるか

もしれません。インタビューにちょっと怒りのコメントをしました。とんでもないことだ

と怒っていたのです。どういうことかというと、計画段階の計画アセス、これが環境省の

研究会でまとまりました。今週の火曜日の夜、3 月 27 日ですが、そこで決まりました。そ

のときの会議は環境影響評価法で対象にしている 13 種類の事業すべてを対象にするとい

うことで始まりました。ところが土壇場で、発電所だけは外れました。経済産業省が大反

対をしたのです。これはおかしな理屈で、まったく変なことですが、外されました。

私は、これはおかしなことだと大変怒っていたのです。ただ大事なのは、こういう格好

で実際に新聞に出ていて SEA は具体的に社会で動き始めていますが、そのカギを握るの

は住民参加です。その参加をしっかりやらなければいけない。発電所が外れたのはやむを

えないというか、残念でおかしなことですが、いずれにしても新しい仕組みができます。
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そのときに大事なのは、参加の中でよくいわれる、「意見を出しても、その意見が全然反映

されないんじゃないか、かたちだけになってしまう」と。これではだめなのです。5 段階

で参加のレベルを考えることができます。大切なのはレベル 4 の「意味ある応答」です。

意味ある応答をどうやってやるかです。これが一番大事です。そこがどこまでできるかに

よって、参加の中身が決まってきます。したがって意味ある応答をするための参加をどう

したらいいかということを考えています。

もう予定時間が来てしまったので終わりにしますが、最後に一つだけ、意味ある応答と

いうのは、公共空間での議論によって実現します。建築家の皆さんは、公共空間というと

広場とかホールとか市庁舎とか、ハードのほうを考えます。ここで言う公共空間はソフト

です。読者の広場というようなことで、みんながアクセスできる場です。つまり透明なと

ころ、メディアも含め公開の場で透明な議論をしましょう。それによって本当に社会的な

意思決定ができるのだということです。こういうコンセプトです。具体的な方法論は社会

工学の分野なので、いろいろお話ししたいことはありますが、時間がオーバーしたようで

すので、ここでストップします。どうもありがとうございました。（拍手）
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風見 原科先生、ありがとうございました。SEA、広域性、累積性の視点など、先ほど

ありました都市総体から考えるという意味で、都市建築に対して非常に重要な視点をご提

供いただいたかと思っております。続きまして横張先生、お願いいたします。

横張 ご紹介にあずかりました横張です。時間もあまりないので、いきなりですが本論

に入らせていただきたいと思います。

都市と緑をめぐっては、近年大変多くの議論がなされているところです。たとえば都心

にあってはヒートアイランドの緩和に対して緑がどのくらい貢献するのかとか、様々な議

論があることは皆さんすでにご承知かと思います。そうした中にあって、私はやや都心を

離れた郊外の緑について、話題提供をさせていただきたいと思います。

いまさら言うまでもないことかもしれませんが、都市は常に拡大し続ける存在であった

と言って良いかと思います。これは 19 世紀の末、当時のイギリスにおいて、産業革命等

を通じて都市が非常に巨大化し、周囲の農村を蚕食していった状況を風刺した漫画です。

おそらく有史以来、都市は多かれ少なかれこうした「常に拡大する」ということと不可分

な存在であり続けたのだろうと思われます。

緑地計画の分野にあっても、こうした都市の拡大をいかに手なずけるのか、あるいは都

市の拡大の中で失われる緑をどのように担保していくのかが、これまでは大きな命題でし

た。これは言うまでもなく、そうした中での古典中の古典としての田園都市論、およびグ

リーンベルトの議論ですが、これらに象徴されるように緑を通じて都市を手なずけるとい

うのが、これまでの大きな流れであったのではないかと思います。

ところが、ご承知のとおり人口減少や超高齢化、さらには成長の限界といった中におい

て、都市が縮小を始めるということが問われるようになっています。これは先ほどの絵を

私が勝手につくり変えたものですが、外に向かって進軍していたブリキの兵隊たちが、い

ま内に向かい始めている。潮が引くように都市が小さくなるなかで、これまで市街地が広

がっていたところに新たな空閑地が発生し始めるということが指摘されています。こうし

た空閑地をどうするのかが、大きな社会問題になるだろうと思います。

そうした事態に対して提案されているのが、ご覧のようなコンパクトにまちを集約して

いくという議論ではないかと思います。これは私どもの大学院の大野先生が最近出版され

た本の中で描かれている姿です。東京を題材に、主要な鉄道とか幹線道路沿いに都市を集

約させ、コンパクトなまちを形成し、都市が去ったあとには緑を戻していくというご提案

です。もちろん緑屋としては、大変魅力的なご提案ですし、もしこういうことが本当に実
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現できるのならば、それは大変望ましいことであろうと思います。

しかし、ここで考えてみなければいけないことの一つとして、いったいだれが、こうし

た緑を維持管理していくのかという問題があるかと思います。従来、都市の緑というと、

まずは公園が想定されていました。しかし、公的主体による公園的な維持管理は、昨今の

自治体の財政事情にあっては、とてもとても望めない。こんなに広大な緑がいきなり手に

入ったからといって、公的主体がそれをきちんと維持管理できるかといえば、それはおそ

らく大変困難なことであろうと考えざるを得ません。

では、たとえばこれまで都市が広がってきたときには、都市は農地や森林を食いつぶし

たのだから、都市が戻っていくときには農地や森林を戻せばいいという議論もあろうかと

思います。しかし、これは農地面積、農家戸数、農業人口等の、いわゆる日本の農業の現

状を示すチャートですが、どれをとってみても日本の農業はもうほとんど死に体をなして

いるというのが現実と言わざるを得ないでしょう。さらに、日本の農業政策は、中核農家

優先、すなわち地方部のより集約的な農業が展開できるような農家を今後中核に据えて育

成するという方向に大きくシフトしています。こういった流れにあっては、郊外の農業は、

ほとんど展望がもてないのではないかと思います。

公的な主体が公園的な管理をするものとして緑を担保するのも難しい。都市が広がる前

に存在していた農地に戻せといわれても、いまさら農業側にそんな元気はない。となると、

緑を戻すというのはけっこうな話しだとしても、だれがそれを所有し、維持管理していく

のか。この点においてきちんとした議論を積まないと、ただ緑が増えるから良いと手放し

には喜べないと私は思います。

一方、そもそも論として、こういったコンパクトなまちを形成していくということが、

本当に可能なのか、これは慎重に考えなければならないことなのではないかと思います。

ご承知のように日本の都市は、明確な都市と農村の境界を持たずに、いわばスプロールが

ずっと外縁に向かって広がるという都市構造を持ってきたという、ある種の伝統のような

ものがあったと思います。現代の日本の都市をみても、そうした姿が随所にある。そうし

た現実にあって、あえてコンパクトなまちを形成しようとすれば、それはかなり強権的な

話にならざるをえない。力と金を相当につぎ込まなければ、こうしたかたちはなかなか実

現できないのではないかと、私は懸念します。

ですから現実的には、都市の縮小は、歯抜け状に市街地がスカスカになっていく状態と

して起きるのではないか。その結果、小規模な低未利用地が同時多発的に広がる区域が郊
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外に蔓延してしまう。こうした事態を、いったいどう考えるのか。

一方、日本の都市を見ると、実はまだまだ、まちの中に農地が残っています。市街化区

域内の生産緑地をはじめ、農地がまちなかに残る。たとえば東京の場合、いまだに東京の

食卓にのぼる 1 割程度の野菜は、都内で生産されているといった現実があります。こうし

た都市と農地の混在は、実は日本の都市の伝統とも言えるものです。例えば江戸のまちを

調べてみると、江戸城を中心にだいたい 4～6km 圏に混在が非常に強く見られる地域が分

布していること、江戸の行政区の境界であった朱引き線の内側に、4 割強もの農地であっ

たことがわかりました。こうした農地は、さまざまな特産品としての農作物を栽培し、そ

れが江戸の人々の食卓にのぼっていました。

こういう発想を、先ほど申し上げたような、低未利用地化しかねない小規模な空閑地に

うまく応用できないだろうかと私は思っています。先ほど農業が死に体であると申しまし

たが、いわゆる従来型の農業ではなくて、新しいタイプの「農」を想定してみたらどうだ

ろうか。

これは東京の国分寺の例ですが、都市に住む定年退職された方々が、最初は市民農園と

か裏庭で野菜を作ったりしているうちに、だんだんとそれでは飽き足らなくなって、農家

に援農に行く。しかし次第に、自分たちが主体となって農作業に従事するという新たな動

きが見られるようになっています。こうした動きは、たとえば農地面積でいえば、従来の

市民農園と農業生産の中間的な面積を耕しているし、作目についても市民農園と農業生産

の中間的である。すなわち、従来は都市住民による市民農園的な農業と、プロの農家によ

る農業の両者が断絶していたのが、次第に両者がマージするような現実が、発生し始めて

いると思います。こうした新たな農の姿を、先ほど申し上げたような今後発生してくる小

規模な空閑地にうまく適用していく、そうした発想があってもいいと私は思っています。

しかし、こうした土地は民有地ですし、また永続性が担保されるわけでもない。そこで、

いわば明滅する土地において、従来のように固定的に緑を資産として担保していくのでは

なく、ある時間断面において、同時にそこに賦存している緑はある一定レベルを保つけれ

ども、個々の緑が消えたり新たに出現したりすることは許容するといった、緑地をダイナ

ミックに制御するような計画論が必要になるのではないかと思っています。

大変駆け足で、私が行なっている研究や思いの一端をご紹介いたしました。もしもご関

心いただけましたならば、のちの質疑においてご質問・ご意見等いただければ幸いです。

（拍手）
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風見 横張先生、ありがとうございました。明滅する農地ということで、このような土

地利用をダイナミックにコントロールするというのは、原科先生のお話とも共通する点が

多かったと思います。それでは引き続きまして、東京都の大野先生からお話をいただきま

す。よろしくお願いします。

大野 こんにちは。東京都の大野です。先ほどご紹介いただきましたが、私はこういう

建築とか都市計画の分野の会合に出るのは実に久しぶりで、いまから十数年ぐらい前には

たびたびあったのですが、いまから 10 年前に環境局に移りましてからは、専ら大気汚染

対策などの分野をやってまいりました。いまちょうど都知事選挙をやっており、石原知事

の実績の中で何と言ってもディーゼル規制が一番の成果であると言われています。私のほ

とんど大半の時間は、ディーゼル規制をやることに費やされてきたというところです。

大気汚染対策が一段落しましたので、ここのところ力を入れ始めているのが地球温暖化

対策の強化です。地球温暖化対策にはいろいろな分野があるのですが、われわれ環境局は、

これから都市開発とか都市づくりの中で CO2 の削減、エネルギー使用量の合理化、再生

可能エネルギーの導入というかたちに特に力を入れていこうと思っております。そういう

意味で久しぶりに、都市開発や都市の整備の分野に出てきたところです。その関係で今日

はお声をかけていただき、参加させていただいたと感じています。

緑の話に入る前に、ちょっと宣伝をさせていただきますと、これは東京都の「環境白書

2006」という、ちょうど 1 年前に出したものです。この特集のテーマが、「持続可能な都

市をめざして」ということで、「都市の未来が地球の未来を規定する」というキャッチフレ

ーズで出したものです。これは東京都環境局のホームページでご覧いただけますので、ご

興味のある方は見ていただけるものですが、その中で東京のサステナビリティ度を若干比

較しました。

これは先ほどの原科先生もちょっと触れられた部分でもあるのですが、以前 1991 年の

東京都市白書の中で、世界の四つの都市の比較をしたものがありました。その後 15 年た

ったので、比較をしてみようと思ったものです。見づらくて恐縮ですが、一番上の東京の

都心部とほぼ同じ面積のロンドン、ニューヨーク、パリの土地利用を比較したものです。

この水色の部分がオープンスペースです。特徴的にはオープンスペースが非常に小さいと

いうことで、ほかの都市がだいたい 2 割ぐらいあるのに対して、東京は 1 割しかないとい

う状況があります。

さてそれでは緑の話を若干始めたいと思います。最初に「依然、減少する東京の緑」と
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いう話ですが、平成 10 年に東京のみどり率を測ったところ、このような数字でした。最

近、一番新しいもので昨年発表したものですが、このような状況です。平成 10 年と平成

15 年のみどり率は、調査方法がかなり違いますので、単純には比べられないのですが、し

かしそれにしても、従来思っていたみどりの率に比べて、東京の実際の緑の率は非常に少

ないということがわかりました。

では東京の緑にはいろいろな緑があるので、どのへんがどのように減っているのだろう

かということです。一つは、屋敷林がだいぶ減っています。これはかなり開発が活発にな

ってくる中で、残っていた良好な屋敷林などの緑が失われているというのが一つです。そ

れから農地です。これもいま横張先生がおっしゃいましたが、この 10 年間で調べますと、

東京では 1600ha ぐらいの農地が失われているという状況にあります。それから森林は、

意外だという感じを持たれるかもしれませんが、東京の行政面積の 3 分の 1 は森林になっ

ています。面積は広いのですが、ここも林業が衰退する中で、あるいはもう一つは、地球

温暖化のせいだという話もあるのですが、シカが増えて、シカ害が深刻になっています。

そういう中で森林面積は変わっていないのですが、メンテナンスができずに、質がかなり

下がっているという状況にあります。

そういう中で人工の緑の街路樹を増やしていこうという方針もあるのですが、街路樹も

なかなか生育条件が厳しい。このようにすぐに電柱にぶつかってしまうということがあり

ます。それからミニバブルの余波があって、開発などで緑が失われていくという状況があ

ります。上のほうは、区部のある特養ホームの開発事例ですが、緑がほとんどなくなって

しまいました。下のほうは多摩部の病院の跡地の開発です。開発前には敷地の 52％、半分

以上の緑があったのですが、開発されたあとには、わずかに敷地面積の 4％ぐらい、だか

ら 10 分の 1 ぐらいになってしまったという状況です。

何でこういうふうになってしまうのだろうか。やはり都市計画、建築規制の問題がある

と思います。ここにるるいろいろなことが書いてありますが、こうした制度の問題がもち

ろん大きくあるわけです。これについてもわれわれはいろいろ検討しているし、あるいは

改正の要望などもしているのですが、なかなからちが明かないということがあります。わ

れわれ地方自治体の役割を考えたときに、こういう国の制度の問題点を研究して、指摘を

する、あるいは法改正を要望することも大事なことの一つですが、それだけやっているの

では地方自治体の仕事としては半分以下しかやっていないということだと思います。やは

りわれわれの責務は、自治体が持てる手法を駆使して、実際やれるところからやっていく
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ということかと思っています。

そのいくつかの事例をお話ししたいと思います。先ほどの第 1 部のお話の中で田村明さ

んが「突破できるところは突破するのだ」というお話をされました。さすがに横浜市で実

践を積んだ田村さんはいいことを言うなと私は思ったのですが、環境局がこの間、やって

きた取り組みについて二、三お話ししたいと思います。

一つは、緑化計画書制度です。これは東京都の自然保護条例の中で規定をしているもの

です。東京都内で敷地面積が 1000 平米以上で新築、増改築をする場合、それから公共施

設ですと 250 平米以上ですが、緑化計画書を出さなければいけないというものです。その

ときに従前は、図の左側のほうの空地、建築物を取ったあとの空地について、2 割ないし

3 割の緑化をするというのがあったのですが、これが平成 13 年度から屋上についてもそれ

をやるのだという制度に変えました。

これ自身は三井住友海上の有名なもので、われわれの制度でやったものではないのです

が、屋上緑化についてはそのあと平成 13 年から 17 年度だけで約 80ha の緑をつくってき

ました。毎年だいたい十数 ha ですので、ほぼ日比谷公園 1 個分の屋上緑化が実現してき

たということです。

もう一つ、緑の質です。これは評価制度を入れていこうと実現したものです。マンショ

ン環境性能表示制度を平成 17 年から開始しました。この制度のベースになっているのは、

建築物の環境設計制度というのがあって、都内で床面積 1 万平米超の建築物をつくるとき

には環境に配慮した設計をしなければいけない。環境性能の評価書を提出してもらうとい

う制度があります。これを平成 14 年度から開始して、それをベースにして、特にその中

でウェートが大きく、かつ購買者に買う前に環境性能をわかってもらう仕組みが必要であ

るということで、開始をしたのがこの制度です。

これは四つの評価軸があるのですが、今日の話の緑はその一つになっています。量と質

において星が決まってくるというものです。特徴的なのは、これは販売するときに分譲広

告のチラシに必ず、一定の大きさの性能表示をしなければならないという仕組みを取り入

れたものです。これは非常に有効に機能していますし、またわれわれがやったのは金融機

関に働きかけをして、この環境性能表示制度が有効に働くようにこの星の数と連動した優

遇住宅ローンをつくってくれという話をして、これは住友信託銀行がわれわれに賛同して

くれて、この星一つについて 0.1％金利を優遇するという住宅ローンをつくっていただき

ました。これは満点で 12 の星がありますから、合計で 1.2％の金利が優遇されるという制
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度です。

これを具体的にどのように星を評価していくかということですが、細かいので飛ばさせ

ていただきます。

このような努力をしてきて、今後の方向ですが、いま考えているのは一つは開発・建築

時における緑化義務、開発許可の強化です。自然保護条例の見直しをして、現在よりもも

う少し建築や開発に当たって、とらなければならない緑の量を増やしていこうと考えてい

ます。

それから緑の評価制度ですが、先ほどのマンションの環境性能表示制度が、いまは 1 万

平米超ですが、ボランタリーではありますが希望する方にはこの表示制度を中小でも実施

ができるという制度に変えようということと、それ以外の一般の建築についても緑の評価

をして、それを何らかのラベルのようなかたちで出していく制度をつくっていこうと準備

をしています。

それ以外にもいくつか緑をつくる方向については、たとえば校庭の芝生化をするとかが

ありますが、できるところから東京の緑を守って、さらに増やす仕組みをつくっていこう

と考えています。時間でありますので、ここで終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。（拍手）
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風見 大野先生、非常に具体的な制度に至るまでのお話をありがとうございました。そ

れでは引き続き、パネルディスカッションに入らせていただきますので、諸先生方、壇上

のほうによろしくお願いいたします。

大変限られた時間で、時間が十分ありません。大変申し訳ございませんが、各先生方か

らいまお話を伺いましたので、引き続きましてこの特別調査委員会のメンバーでもありま

す神戸大学の重村先生のほうから、それに対してまずコメントをいただきまして、ディス

カッションを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

重村 今日は、時間が進むにつれて、課題、関心は集中していくのですが、いろいろな

お話がたくさん加わっていって、またどんどん拡散方向にもなっていくという中で、有効

なディスカッションにしていきたいと思っています。

私たちは 2003 年からこの委員会を始めまして、大きな都市が向かっていってしまった

方向に対して、建築というものを私たちは扱いながらいまの環境を議論していくと、どう

してもまずは緑地という言葉を抜きにして議論できないのではないか。またオープンスペ

ースという伝統的な言い方もあるのですが、そういう言い方の中でも緑地、つまり生命の

ある緑、秋山前会長のおっしゃるような地球と結びついていて、私たちの命と結びついて

いる緑というものをきちんと評価していかなくてはいけないのではないかということから、

緑という言葉を欠かさないようにして、この議論を続けているわけです。

緑の場合は、ターゲットが非常にはっきりしているので、一見簡単なように見えるわけ

ですが、実際には田村先生の言い方では、「わかっちゃいるけどやめられない」の最もひど

いかたちで、その数字は先ほど原科先生がお見せくださったニューヨークと東京の比較が、

また先生のご講演が重なるにつれて年次ごとにひどくなっていくという状態を私たちは拝

見しているわけですし、また先ほど大野さんから実際にもその数値が非常に落ちていると

いうことを教えていただきました。

もともと東京は公園が少ないことはわかりきっているわけですが、どうにか緑があるよ

うに印象づけられていたのは、大きな武家屋敷がそもそも明治に、江戸が東京に変わった

ときに武士や幕藩体制のためのスペースが膨大にあったというところから始まって、そう

いう残された大名屋敷のようなものがどんどん開発されていった。さらに 70 年代に、こ

れは田端先生ではなかったかと思うんですが、東京の緑比率が多いのだけれど、それは個

人の住宅、それもそんなに大きくはない小さい住宅の中の緑の累積が大きいというのを見

て、ああ、そういうことかとわれわれは感じていたわけです。ところがそういうものがい
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ままさに、貯金があるあると言っていた家が、ふと通帳を見るとほとんど残っていないと

いうようなところに来ているという状態であることが、非常によくわかるわけです。そう

いう中で、横張先生が明滅する緑というものも含めて、立体的に考えていこうというお話

を今日されたと思います。

もう一度おさらいしますと、一つは額縁という議論を進士先生がされましたが、そうい

う大きな額縁としての緑、これは公共政策がしっかりしていればできるかもしれない、で

きるといっても相当ひどいところにいっていますが、原地形とか、川とか、そういうもの

をどのようにとらえていくかという問題、そういう中でもろもろの公共施設に対して、も

う一回どうやって緑を回復していくのか、それから私たちの身の回りの緑をどういうふう

に回復していくのかという、いろいろな課題を持っているわけです。

そういう中で、今日、原科先生からは Strategic Environmental Assessment、戦略的な

環境アセスということから、いまの個別の事業アセスではなくて、もっと政策レベルで、

あるいは計画レベルで、参加型でやっていって、成長管理をしていかなくてはいけない、

また環境資産をそういうかたちでつくっていきましょうというお話がありました。これは

宇沢先生の社会的共通資本をつくっていくというお話とも関連していると思うのですが、

一つはこういうことによってどういうものが可能になるのかということについて、コメン

トをいただけたらと思います。

また横張先生の注目された部分で、確かに土地が放棄されていって、その空間そのもの

は空いていくのだが、それが適切な公共空間になっていかないという問題に対して、さま

ざまな参加型の方法で、あるいは従来とは違うかたちで、つまり公園でもない、農地でも

ない、そういう市民の身近なところで実態的に使っていくというお話がありました。これ

はたとえばドイツなどではエコステーションなどをもとに 20 世紀につくってきた工業都

市の再生をこういうもので一生懸命行っていると思うのですが、これの可能性についても

う少しお話を伺えたらと思います。

それから大野先生からのお話で、先ほどの緑のいろいろな手法を使ってやっていくとい

う話はよくわかったわけですが、私たち自身、建築のビヘイビアにとって、たとえばさっ

きの表の中にかたちとして見えない公共空間ということがありましたが、かたちとして見

える公共空間をつくっていくために、建築側はどういうことを心がけるべきかということ

も含んでコメントしていただけたらと思います。

もう一つ申し上げておきますと、これはできない、あれはできないというような非常に
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暗い言い方になる部分もあるかとは思うのですが、実は昨日まで私はフランスに行ってお

りましたが、たとえばあのパリでさえ、いまセーヌ左岸のオステルリッツ駅から外郭環状

までの間にあるあまり使われていなかった工業用地と、鉄道の上空、これも先ほど宇沢先

生のお話に出ていましたパリ第六大学の移転、あるいは国立図書館、ビブリオテーク・ナ

ショナルの移転などに使いながら、そういう文化施設や大学施設や住宅施設も含んだ新し

い開発を行っているわけです。

これをたとえば汐留などと比較すると、汐留はすべてとにかく床で埋め尽くしてしまっ

たという開発ですが、これが見事に高さのコントロールをし、ほとんど中層で抑えて、先

ほど進士先生がおっしゃったように山型に高さ規制を行いながら、かつ巨大な緑地を生み

出している。こういうことがやれているわけです。ですから私たちが目標を高く持つとい

うことが、非常に重要なことではないかと思います。

私ばかりしゃべってもしょうがないので、そういうことを問題提起させていただいて、

先生方にコメントをいただけたらと思います。

風見 大変時間が押しています。本当はじっくりお話を伺いたいのですが、第 3 部もあ

りますので 16 時半ぐらいまで時間を少しいただきまして、原科先生、横張先生、大野先

生の順番で、いまのご対応をお願いいたします。

原科 「戦略的環境アセスメント」という言葉ですが、戦略的というと何となく危ない

感じもして、一部から評判が悪かったり、逆に一部からは評判がいいのです。戦略的環境

アセスメント総合研究会で、最初のときは防衛省、当時の防衛庁からも傍聴に来られたと

いうことでしたが誤解されたようです。ただ戦略というのは、先を見てものを考えること

なのです。このことは、先ほど第 1 部の皆さんがおっしゃったと思います。都市は将来ど

うあるべきか、われわれの生活はどうあるべきかということを考えて、そこからものを考

えなければいけない。本当の環境アセスメントはそういうものなのです。

ところがいま日本では事業の直前に行います。ものが決まってしまっている。だから環

境配慮をやろうと思っても、ものすごく限られています。建物あるいは道路の設計を、少

しいじるだけです。そもそも環境に配慮するのであれば、どこに、どんなものをつくるか、

まずこれが根本でしょう。だからそれは計画段階です。上位の計画段階から環境配慮をし

ましょうというのが普通の環境アセスメントの考え方です。世界のアセスメントはそうな

のです。世界中はそうなのですが、日本はずいぶん遅れています。

何で遅れたかというと、情報公開を嫌うからです。だから遅れているのです。発電所が



59

外れたのはそれです。電力会社はいま臨界事故とかデータの改ざんなどいろいろな問題を

起こしていますが、なかなか情報の公開をしないのです。その体質の表れがまさにこれな

のです。13 事業の中で発電所だけが外れました。これではだめです。ところが国土交通省

は積極的で、彼らはやりましょう、もう最終の報告書がまとまる前に彼ら独自の研究会が

スタートしました。結局、パブリック・インボルブメントをしっかりやりたい、真のもの

をやりたい。そのためには早い段階から情報を交換して、そして住民の声を聞くことなの

です。その中でいまおっしゃったような先見的な、戦略性のある計画をつくれるのです。

たとえば汐留などを考えても、これなどは戦略アセスの一番わかりやすい例です。あの

地域全体を計画するときに、建物の総量はどうするか、緑地はどうするか、そういうこと

は将来の都市空間のあり方を考えて、その将来イメージを表す物理的な状況を決めていけ

ばいいのです。これは計画をやる人はみんなわかりますね。ところがそれを個別に敷地単

位でやってしまっているので、トータルでおかしくなってしまう。全体でやれば、これは

総量として、これだけは緑地にしましょうとか、しかも市民の意見も聞くことができるの

です。これが戦略的アセスです。だから戦略的アセスをやるということは、非常に効果が

あるはずです。

東京都も 10 年近く前、そういうアセスメントをやりましょうということを提案しまし

た。これは青島知事のときです。そのころは大野さんも都市計画にかかわっておられたと

思いますが、ところが知事が替わってしまった。知事が替わってからその方針が変わって

しまったので、どんどん高度開発をしてきました。

しかしいま東京 23 区では、ニューヨーク市の倍以上の床面積のオフィスビルがありま

す。住宅もずいぶんあります。ですからどう考えても、もうつくり過ぎです。そういった

ことを考えると、土地利用全体のあり方を考える。これもアセスメントの対象になるので

す。それが戦略アセスです。先ほどダウンゾーニングと申しましたが、これは政策です。

戦略アセスの考え方は、政策段階でも適用できるのです。ですから基本的には情報公開し

て、市民や専門家の意見をしっかり聞く。いろいろな利害関係、ステークホルダーの声を

しっかり聞いて、そして決めていく。これが戦略アセスメントです。そういうことでやれ

ばかなりの可能性がありますが、ただ先ほどお話のように新しいシステムの導入はなかな

か難しい。そう簡単にはいかないのですが、そういう経験をだんだん積めば、都市の緑を

増やす可能性は大変高いと思います。

もう一つは、個別の小さいミニアセスといいますが、その段階でも環境に配慮してもら
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いたいと思います。先ほど大野さんがおっしゃった、いま東京でやっておられる緑の計画

書は、まさにミニアセス的です。ああいうことをぜひやっていただきたい。両方必要です。

総体で見ることと、個別のことと両方必要だと思っています。時間がないので早口で申し

上げました。

風見 ありがとうございます。やはり透明性ということと、早い段階から市民を入れて

考えることが重要だという姿勢をおっしゃっていただいたと思います。引き続き、横張先

生からお答えをお願い致します。

横張 ひとつには、政策ないしは仕組みの問題として、農政がずいぶん変わらなければ

いけないだろうと思っています。いまのような固定的な農業、農家、農地に対する政策を

変えていかなければ、今日私が申し上げたような新たな「農」は、農政側として受け止め

ようがなく、結果的に都市住民の遊びという捉え方しかできないものと思います。したが

って、農政の改革が、私が今日申し上げたような話の背景にはまず大きく必要であろうと

思っています。

先日もとある場で、郊外に次々と大規模な小売店舗ができてしまい、一方で中心市街地

の空洞化が起きて、シャッター通りができているという現実に対して、それが社会のニー

ズだったら、むしろ農地をつぶして郊外にショッピングセンターができることを許容する

かわりに、中心市街地をよこせと農政側が言ってもいい、中心市街地に農地が広がるまち

だってあっていいじゃないですかという話をしたら、軽く笑われ、鼻であしらわれてしま

いました。それぐらいの意識改革が農政側に求められるのではないかと、私はそれなりに

真剣に申し上げたつもりだったのですが。

他方、社会システムとしては、先日、とある社会学の方とお話をしているときに、その

方が「マイナー・サブシステンス」という概念に言及され、私は非常に感銘をうけました。

その方は、この言葉を「遊び仕事」と訳していらっしゃったのですが、要するに従来の日

本社会には、遊びでもなければ仕事でもないという人々の生業があったが、近代化の過程

で仕事なのか遊びなのか二者択一を迫る社会が形成されることで、遊び仕事が滅んでしま

った。もう一度、遊びでもなければ仕事でもない中間系を復活させていくことが、今後の

日本社会においては大事だということを、この方はおっしゃっていました。そうした遊び

仕事の現場として、今日私が申し上げたような空間が位置づいていくことは、夢物語かも

しれませんが、社会システムとしては今後展望されるべきだろうと思っています。

特に、いま話題になっている定年退職者の増加や超高齢化社会の到来にあって、退職者
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を単に余生を暮らす人としてではなく、仕事はリタイアしたかもしれないけれど遊んでい

るわけでもない、遊び仕事の第一線にいらっしゃる方と位置づけていく。そういう社会の

有り様と、今日の私の話しは，通ずるところがあるものと思います。

風見 ありがとうございます。横張先生からご指摘頂きましたように、特に新しい担い

手という意味で団塊の世代がこれからコミュニティに入っていく時代になると思いますの

で、この場以外でもいろいろな議論ができていくのではないかと思っております。それで

は引き続きまして東京都の大野先生からお願いいたします。

大野 ご質問にあまりかみ合わないかもしれませんが、先ほど申し上げ忘れたことを二

つばかりお話ししたいと思います。一つは、いま私ども東京都の環境マスタープラン、環

境基本計画の見直しをしています。これを来年 3 月ぐらいに改定しようと思っています。

その中で、一つ大きなテーマで考えなければならないと思っているのが、先ほど横張先生

のお話にあった、都市が大きくなっていくという傾向が変わってきているという、この局

面をどうとらえるかという話です。シュリンキング・ポリシーという言葉がありますが、

実際、われわれはこの間見ていたことを表すような事例がいくつか出ているなと思ってい

ます。

一つが、横沢入の開発というのが当時ありました。これは先ほど原科先生がおっしゃっ

た青島都政のころ、JR が五日市で里山の非常にいいところを開発しようとしたことがあ

って、その当時、まさに先ほどお話があった総合アセスメントの第 1 号としてこれは適用

するのかという議論があったところですが、実はそれがその後、バブルがはじけて開発を

断念して、つい 2 年前でしたか、JR のほうから東京都に寄付されました。これが現在で

は里山保全地域の第 1 号の指定をしたところです。

もう一つの事例で言いますと、これは青梅だったと思いますが、これも数年前に開発計

画が持ち上がり、だいぶ大きな論争になって、結局、規定上は開発許可が出したものがあ

ったのですけれども、その後、デベロッパーが倒産をしてしまい、当初地元の市も市の計

画の中で、これは宅地開発をするということがあったのですが、これも市が方針を改めて、

現在では市がそこを買い上げて保存するということになっています。

こうした事例を考えてみても、実際的に開発の方向が変わってきて、客観的にはそれを

緑として保全する、あるいは緑を回復するという局面もできてきていると思います。この

方向を、一つは環境基本計画の中で取り入れていきたいと思っています。

もう一つは、ごく小さな事例ですが、実践的に宅地を守っていくとなると、緑が失われ



62

る契機となるのは相続です。相続のときにどうやって緑を守っていくか、これは非常に大

きな問題だと思っています。二つの方向があると思っていますが、一つは税制です。相続

税の改正に手を入れるのはなかなか難しいのですが、一つはこの方向でやっていこうと思

っています。あともう一つは、より実践的な方法としていくつか相続に当たって開発はす

るのだけれども、まったく緑がなくなってしまうのではなくて、相続が発生する前から、

つまり地主さんがご存命のときからプランナーの方と相談をしていただいて、もちろん

100％残すわけにはいかないのだけれども、かなりいいかたちで緑を残している事例がい

くつか出てきています。こうした相談制度のようなものをつくれないかと思っています。

個別具体的にはそういう方向で相続の問題と、何らかで緑を守っていくようにしたいと思

っています。以上です。

風見 ありがとうございます。もっといろいろなお話をお伺いしたいところですし、ま

だまだ会場の方からもご意見をいただきたかったのですが、今日の会は 120 周年記念事業

の出版記念ということで、大変盛りだくさんで豪華なメンバーをそろえさせていただいて

おりますので、このあとも続いております。

このあと、重村先生の方から、第 1 部のお話を含めて、少しまとめをお願いしたいと思

います。本日の議論では、社会的共通資本という視点から、地域が共有財産、コモンズと

いう考えで新しい緑地をつくっていくことや政策的にいろいろな位置づけをしたうえで、

横張先生がおっしゃっているような明滅する農地をプログラムしていくこと、大野先生が

言われているようなこれからの制度を含めて、行政だけではない緑地の新たな担い手を育

てていくことやその財源を確保していくことの重要性などが示されました。そういったこ

とについては、まだまだ議論する点がいろいろあると思います。そうした部分も含めまし

て、最後に、重村先生にまとめていただければと思っております。

重村 全体をまとめるというところまではいきませんが、一つは、非常に大きな今回の

成果としては、長期的な価値観を持ったアセスメントを参加型で進めていくということが

議論されましたし、またいま大野先生、横張先生から出てきた話も、新しい担い手である

とか、あるいはライフスタイルと結びつけたりとか、新しい価値観を結びつけてこういう

ものを保全していこうというお話だったと思います。

この短期間に支配していたような市場原理的な価値で緑を評価していくと，非常におか

しなことになるわけですが、相続の場合なども典型的で、いろいろな計算可能なものに変

えていくと、非常に抽象的なものになっていってしまうわけですが、私たちがいま持って



63

いる価値そのものを次世代に残していく仕組みとしての新しい社会制度や社会の仕組みを

いろいろと研究していくことが重要であろう。それがまた長期的なアセスメントにもつな

がるのではないかと考えられます。そういうことでこのセッションを締めくくりたいと思

います。

風見 まだまだお話を伺いたい点がございますが、今日を契機にして学会としてもこう

いった分野横断的な議論が続くことを期待しているところですので、これからもこうした

会をぜひ続けていければと思っております。

原科 この本『都市建築の発展と制御』がちょうどいいのですが、第 3 巻、241 ページ

を見てください。南さんの発言で、「容積率制度は功績も多いが弊害も大きい」と書いてあ

ります。この感覚が大事なのです。容積率を決めたときにどうやって決めたかといいます

と、腰だめといいまして、腰だめというのは、散弾銃を腰の位置に構えて弾を余分に撃つ

んです。狙いは大雑把だが、余分に撃てば当たるという考え方です。だからそもそも容積

を高めに設定したという感覚です。当時の担当者は歩留まりがあって、せいぜい半分しか

使わないだろうと考えて決めたと言います。ところが、今はそれがいっぱいになってしま

っている。だからそういう具合に見ていただきたい。いまの容積率は極めて高いというこ

とを一言だけ言っておきます。

風見 ありがとうございます。ぜひお買い求めいただきまして、ご覧いただければと思

います。それではパネリストの先生、コメンテーターの先生、ありがとうございました。

（拍手）



64

日本建築学会叢書「都市建築の発展と制御」

刊行記念シンポジウム

第 3 部 パネルディスカッション 2

「都市建築はどこへ向かうべきか」
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司会 では、第 3 部のパネラーの先生がおそろいになりましたので、第 3 部「都市建築

はどこへ向かうべきか」をこれから始めたいと思います。一番初めにお断りしましたが、

いま 4 時 40 分開始です。5 時半終了は無理ですので、限りなく 6 時に近づくかと思いま

すがご容赦いただきたいと思います。これから 3 部は、モデレーターの温井先生にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

温井 第 3 部のモデレーターを務めさせていただきます、東北芸術工科大学の温井と申

します。よろしくお願いします。第 3 部は 1 部、2 部と同じように、今回の叢書の第 3 巻、

スミレ色の『都市建築のかたち』に連動したかたちでセッションを設けました。ただ、プ

ログラムをご覧いただくとおわかりのとおり、第 3 部はもう少し幅広く、「都市建築はど

こへ向かうべきか」というタイトルになっています。

今日、お願いした先生方も非常に幅広い分野からお出でいただいたので、まず幅広い視

点でご発表いただき、それから討議に移りたいと考えています。どのように幅広いかは、

お手元の資料のプロフィール、一番最後のところをご覧いただき、ご紹介しながら幅広い

分野をおわかりいただきたいと思います。

一番遠くから、ご紹介させていただきます。環境設計研究室、芝浦工業大学名誉教授の

曽根幸一先生です。（拍手）曽根先生は建築家としてたくさん名建築をおつくりになってい

らっしゃいますが、今回の都市建築に一番関連しているのは幕張ベイタウンの設計ではな

いかと思います。『都市建築のかたち』の中でも、1 章、ご執筆いただいています。今日お

話しいただくのも、それに関連したお話と理解しています。

次にお座りになっているのは、原田敬美先生です。（拍手）プロフィールに原田先生は都

市政策研究所所長と肩書きを記載してありますが、前港区長でいらっしゃいます。政治家

として、実際にまちをどのようにしていくか。いろいろなご苦労、実例をたくさんお持ち

です。今日は、そういうお話も聴けるのではないかと思います。

次にお座りいただいているのは、渋谷和久先生です。（拍手）渋谷先生は、現在、国土交

通省九州地方整備局総務部長です。今日は行政の立場からご発言いただけると思っていま

すが、お手元の資料にあるように、ご著書と、翻訳もずいぶんなさっています。欧米の都

市計画にも大変明るく、その視点からもご発表いただけると思います。

次にお座りいただいているのは、五十嵐太郎先生です。（拍手）五十嵐先生は東北大学助

教授ですが、若手の建築評論家、建築史家として大変ご活躍で、皆さんもよくご存じだと

思います。お手元の資料にも、たくさんの著書が書かれています。今日は建築史家、ある
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いは建築批評家としての立場からご発言いただけるのではないかと私も楽しみにしていま

す。

コメンテーターの先生をご紹介します。陣内秀信先生です。（拍手）陣内先生は皆さん、

大変よくご存じだと思いますが、東京の都市建築、イタリア、イスラム圏、中国と世界中

の都市建築に大変造詣が深く、さまざまな場所で実際に調査をしてご活躍されています。

今日、こういう幅広い分野の皆さんのお話をまとめていただくのは陣内先生しかいないと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

今日の発表の順番ですが、お手元の資料には曽根先生が最初に書かれています。先ほど

皆さんにご紹介したとおり、曽根先生には「都市建築のかたち」にもご執筆いただいてい

ますので、曽根先生のご議論はちょうど今日の議論の要になるかなとも考えています。そ

こでディスカッションに入る直前、一番最後に曽根先生にご発言いただく順番でお願いし

ようということになっています。そこで最初は、渋谷先生からお願いしてよろしいでしょ

うか。準備ができましたら、渋谷先生、よろしくお願いします。先生方、見やすいところ

に一度お下がりいただいて、よろしくお願いします。

渋谷 国土交通省の、いま福岡にある九州地方整備局という地方支分部局の総務部長を

しています。本日、お声をかけていただいたのは別に九州にいるからではなくて、昨年 7

月まで本省の都市計画課の室長をやっていました。いわゆるまちづくり三法改正の担当を、

2 年間にわたってずっとしていました。そういうご縁もあって、今日のテーマは「都市建

築の発展と制御」ですが、制御がいかに大変かというお話です。

ご存じように、まちづくり三法は都市計画法の 40 年ぶりの大改正をしました。都市計

画法が昭和 43 年に制定されて以来、いままで毎年、毎年、ずっと規制緩和してきた都市

計画法を、初めてと言ってくらい規制強化の方向に舵を切ったわけです。それがいかに大

変だったかという話をまず最初にさせていただきたいと思っております。そして次に、思

いを同じくする皆さん方で議論するだけではなくて、今度はぜひ制御に反対する勢力を巻

き込んで、もっと激しい議論を展開されてもよろしいのではないかということもお話しさ

せていただきたいと思います。

「制御」という言葉は日本では非常に評判が悪いので、「マネージ」という言葉を使わせ

ていただいています。しかも、ウェル・マネージです。アメリカなどでまちづくりをやっ

ている人たちと話すと、よくウェル・マネージという言い方をします。開発か保全かとい

う 2 極対立は結局合意形成にならないので、みんなでいいと決めたらそれがいいというこ
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とだ、ということです。

アメリカはプロセス民主主義の国です。アメリカの都市計画は基本的にプロセス民主主

義で、みんなでいいと決めたらそれがいい。よくないことがわかったらあとで変えればい

いではないか、というのが大変わかりやすい。それをウェル・マネージと言っています。

そういう方向はなかなか日本にはなじみがないのですが、みんなで議論する方向に少しず

つ持っていこうという話をしていきたいと思います。

昭和 43 年に改正前の都市計画法ができましたが、ご存じのように人口が年間 100 万人

増えるようなときでした。いかにスラムをつくらずに、ということが当時の都市計画法の

課題でした。したがって、基本的には最低限のインフラ水準を確保していただき、そのう

えで開発を許可する。ご存じのように日本の開発許可は、イギリスのプランニング・パー

ミッションと違って敷地単位になっています。建築基準法の単体規制と敷地単位の開発許

可で、結局、街並みはどうなったのかという問題意識をお持ちだと思いますが、開発許可

ですらネガティブチェックが原則です。

私はネガティブ・プランニングと呼んでいますが、人口が増える時代はネガティブ・プ

ランニングでよかったかもしれないけれども、人口が減る時代、都市が薄く拡散していく

時代にあって、日本の都市計画をもっとポジティブなプランニングに切り替えなければい

けないのではないか。これが今回の都市計画法改正の一番のねらいです。郊外の大規模集

客施設、郊外の大型ショッピングセンターを規制することが目的ではなくて、都市計画の

あり方そのものをもっとポジティブな方向に変えていこうというのがねらいです。

昭和 43 年に都市計画法ができたとき、当時の都市計画法がスプロールと呼んでいたの

はこういうものです。いわゆる郊外のばら建ちの住宅で、こういうものがばらばらと建ち

上がるとインフラも追いつかない。こういうばら建ちは最近はなくなって、むしろ郊外の

ショッピングセンターこそが現代版のスプロールではないかと私はあちこちでしゃべって、

その都度、ショッピングセンター協会からクレームをつけられました。

しかし時代が変わったいま、いまのままの都市計画法でいいのだろうか。郊外のばら建

ち、スプロールを規制することだけをねらっている都市計画法で、まちづくりそのものに

広域的な戦略が全然ない。地権者の意向、税収といった短期的な視点だけで個々の開発が

許可されてしまうのでは、結局、歯止めのない郊外開発がどんどんできる。しかもまった

くばらばらの無秩序なまちができあがってしまうではないか、というのが問題意識でした。

とは言っても、都市計画でまちができるわけではありません。当然、なにがしかの開発
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行為は必要です。ショッピングセンターも必要な機能で、別にいらないとは言っていない。

ただ、どこにつくるか。住民がきちんと合意する場所、みんながいいと思う場所にそうい

うものが建てられるのが本来のまちづくりなのではないか。これが問題意識でした。

これは私がつくったえらくいい加減なものですが、諸外国の都市計画を調べていくと日

本の都市計画は思い切りゆるい。昭和 43 年から 40 年かけて、都市計画法はだいたいきれ

いに 2 年に 1 度改正されています。法律事項がないですから容積率とかの緩和ばかり毎年、

毎年ずっと繰り返してきて、ほとんど規制緩和だらけの都市計画法の改正をずっとしてき

ました。世界で最もゆるい都市計画法が日本の都市計画法ではないか。

欧米のいろいろなものを調べてみると、一番厳しいのはドイツ型です。基本的に現在の

土地利用を変えてしまうような開発は地区計画をつくりなさい。計画なくして開発なし、

と言われているのがドイツ型です。イギリス型はプランニング・パーミッションというか

たちで、かなり裁量性の高い専門官がチェックをします。街並みとかいろいろなことに配

慮しながらやりますが、イギリスは成文法の国ではないので、プランニング・パーミッシ

ョンの実績をいろいろ見ながら国で通達を出し、通達に従いながらパーミッションが出て

きます。

ちなみに、イギリスの場合、超大型店は中心市街地以外は許可してはいけないという通

達です。当時、PPG6 と言われていたものですが、現在はそういう運用がされています。

次がアメリカです。アメリカもゾーニング規制です。ちなみに日本の都市計画法はアメ

リカのゾーニング規制とイギリスのプランニング・パーミッションの両方を真似て、用途

地域と開発許可の二つの制度で成り立っています。開発許可はイギリスのプランニング・

パーミッションとは似て非なるもので、ネガティブチェックしかしていません。

ご存じのように、アメリカのゾーニングは現状の土地利用をほとんど固定するようなも

のすごく詳細なゾーニングをします。現状の土地利用を少しでも変えるものは、ゾーニン

グを変えなければいけない。ゾーニング変更のアピールを開発者がします。私が二十何年

前、アメリカに留学したとき、ミシガン州のあるまちで都計審に何度か出させていただき

ました。それはそれは、みんなでああでもない、こうでもないとさんざん議論したうえで

ゾーニング変更が認められます。

共通して言えるのは、ものすごく柔軟です。規制はものすごく厳しいですが、みんなで

議論したあとで地区計画をつくったり、ゾーニング変更をしたり、プランニング・パーミ

ッションを出したりということで、結構柔軟に対応しています。
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ところが日本の都市計画は、思い切りゆるいくせに硬直的でなかなか変えようとしない。

昔の建設省の通達に、「安定性が大事だ」と書いてあります。それはもうなくしたのですが、

要するにゾーニング変更しなくてもいろいろなものが建てられるように、雑多な用途がい

ろいろな用途地域の中で許容されている。開発許可も、ほとんどの場合、出てしまうのが

日本の都市計画です。

これだと、本来まちづくりの主役である市民のエンパワーメントにならない。市民の方

が本当にまちづくりについて立ち止まって考えていく場がない。市民が気がつかないうち

に、市民の合意がないままに、いつのまにかイオンや再開発ビルが建ってしまうというこ

とではなくて、一歩立ち止まり、市民がみんなで参加しながらまちづくりについて考える

場が必要ではないか。そのためにはいったん規制を強化して、都市計画の何らかの手続き

を経ないと開発できない仕組みに変える。これは規制を強化することではなく、開発を止

めることではなく、民主的なプロセスを確保するためのものだという説明を、だれにした

かというと、反対された方々にしたわけです。

今回の都市計画法の改正に対して、反対されたのが経済学者の方です。規制緩和の推進

をものすごく強調されている。特に経済学者の方々が、規制を強化することはまかりなら

んと厳しく言われました。「基本的に、国が法律で規制できるのは外部不経済がある場合に

限る」と言われました。仕方がないので、郊外の大型店には外部不経済があるという説明

をして一応認めていただきました。

それを一つの定義にして、僕たちの本当の思いは、外部不経済がたまたまある郊外の大

規模集客施設だから今回、認められたのですが、今回をきっかけにもっと都市計画なるも

のに民意を反映できるよう、のためにいったん規制を強化して、そのうえでみんなで議論

しながら解除していきましょう、計画をつくってやっていきましょうという方向に変えて

いきたい。これが私どもの思いでした。

これまでは都市計画の専門家が計画案をつくり、「役所がつくる計画策定プロセスに住民

も参加できます」ということでした。計画には安定性、事前確定性が大事で、それでいて

ゆるい。これでは困る。昔、1980 年代に大阪の豊中市がこんなキャッチフレーズを言って

います。「市民の計画、役所の支援」。私は若いころこの話を聞いて、目からうろこでした。

当時、建設省の都市計画課は都市計画に住民を「参加させてやる」というようなものの言

い方をしていたので、「これはひどいじゃないか」と私はずっと内部で言っていました。こ

れからはやはり地域が判断する。そのために都市建築なり開発を、「制御する」という言い
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方は非常に嫌われるので、みんなで議論してウェル・マネージされた都市構造、都市をつ

くっていこう、これが地域にイニシアチブを取り戻すことだ。今回の都市計画法の改正は

こういうことだということを説明してきました。

従来の都市計画法は、特に大規模な集客施設がほとんどの地域で立地可能で、例外的に

市町村が特別用途地区などで規制することはできる。この原則と例外を転換して、原則、

立地禁止にするけれども、新たにつくった地区計画の手続きや、都市計画の提案制度など

を使っていただき、建てたければみんなで議論して都市計画の手続きを経て建てればいい

ではないかという方向に変えていこう。これが今回の都市計画法改正の骨子です。ここに

あるように「ゆるい都市計画＋規制できる」から、基本は「規制＋緩和できる」と原則と

例外を大転換して、地域の選択を増やしていこうということです。

もう一つ申し上げたいのは、今回の都市計画法の改正には、抵抗勢力が二つあります。

一つは経済学者の方、もう一つは内閣法制局です。内閣法制局的に言うと、公共性には序

列があります。一番優先度が高いのは安全や衛生です。都市の文化、美しさ、賑わいとか、

いわば人によって観点、価値判断が違うものは、確かに公共性がないとは言わないけれど

も、ものすごく優先性は劣後する。たとえばそういうもののために規制を強化することは、

法制的にはなかなか難しいと言われました。

今回は、たまたま外部不経済を理由にやったのでオーケーでした。景観法はなぜできた

かというと、何がいい景観かを法律上で何も定義していないからです。まず条例で規制す

る先行的な自治体がたくさんあったので、実績があるから地方自治体に武器を与えましょ

う。何がいい景観かは地方が決める。だから、あれは法律になったのです。たぶん、これ

からの国の法律はそういう方向へ向かって行くのではないか。何がいいまちづくりかは、

地方が決める。地方が議論する場を与えましょうというのが、今回のまちづくり三法の一

つの答え、方向性だと思います。都市建築の制御といったときに、いまの建築基準法、あ

るいは都市計画法にものすごくたくさん問題があるのは百も承知のうえで申し上げていま

すが、制度を変えてできる話ではない。やはり、市民一人ひとりのエンパワーメントがど

うしても必要なのではないかということです。

横浜市さんが、地域まちづくりを支援する条例をつくられています。たとえば地域のま

ちづくりの団体を市が認定して、団体が自分たちでポケットパークを維持管理するからと

いう自主ルールをつくる。だったら、市役所でポケットパークをつくり、管理は NPO が

しますよと。行政と NPO は、これからそういう連携の時代になってくるのではないか。
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あとでお話ししますが、いまのまちづくり、都市計画は都市全体しか見ていない。開発許

可と建築規制は敷地しか見ていない。だけど、一般の人が思うまちづくりは地区単位なの

です。地区単位のまちづくりをどうするかは、建築系の制度は見ていないし、都市計画の

制度も穴になっている。こういったところについて、本来、地区計画という制度がありま

すが、そこに行く前に、もっとゆるやかな、たとえば自主ルールみたいなものを自治体が

いろいろなかたちで支援する仕組みがある。

企業の経営改革は現場の実践運動、ムーブメントから始まって、そのあと会社全体のマ

ネジメント改革につながって、最後にガバナンスの改革につながる。これが企業経営改革

の一つの王道です。まちづくりも一緒です。いきなりマスタープランをつくりましょうと

言ってもうまくいかない。まずは一人ひとり、顔の見える関係でおもしろい取り組みがあ

って、そのうえでみんなで目標を共有して、最後にマスタープランで都市の構造を変えて

いきましょうという方向になっていく。下から積み上げていく方向が大事で、下からとい

うときに、それが敷地単位ではなくて地区単位で、NPO やいろいろな市民の人たちが活

動できる場を提供していく。これがこれからの課題ではないかと思います。ということで、

とりあえず最初の話を終わらせていただきます。ありがとうございます。（拍手）
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温井 渋谷先生、どうもありがとうございました。それでは引き続き、原田先生、よろ

しくお願いします。

原田 ご紹介いただきました原田です。私は海外モデル事例と、この学会が存在する地

域、港区の実践例を 10 分間、お話しさせていただきます。特に私の視点はライフスタイ

ル、海外の事例紹介、その中でも市場型と非市場型、それからくり返しになりますが港区

のいろいろなケース、最後に学会と皆様へのご提言をお話しさせていただきます。

私の話はいま申し上げたとおりですが、対象地域、焦点としては東京の、しかも都心地

域のお話をさせていただこうと思います。東京は好むと好まざるとにかかわらず、世界の

東京になっています。たとえば私が大学を卒業した年次である 1971 年と現在の経済を比

較すると、いまは信じられませんが、71 年は 1 ドル＝360 円の時代でした。初任給は米ド

ルで言うと日本は 80 ドル、アメリカへ行くと 500 ドルという、これだけの差がありまし

た。今日、1 ドル＝120 円、初任給はおよそ 1500 ドルで、日米ほぼ同じ水準です。こうい

う経済に対応した都市建築を考えなければならない。そういう節目にあるということです。

2 番目に、想定するライフスタイルのお話をさせていただきます。まず、（1）はライフ

スタイル意識の変化への対応です。ライフスタイルを考えて都市建築を考えるべきである。

計画技術論は二の次であるということです。（2）は特にこれからは女性の社会進出という

観点から都心居住が必要になっていく時代です。家事・育児はもちろんこれから男性も積

極的にかかわっていくべきことですが、さらに文化活動、地域活動、社交といったことを

考えると、都心居住が必要な時代になってきます。従来の社交、あるいは営業活動は、象

徴的に言うと男性同士が銀座、六本木、新宿の歌舞伎町あたりで接待や社交をしていまし

た。今後は営業活動、社交活動は夫婦同伴で、ということが増えると思います。たとえば

銀座でホステスを侍らせて営業活動ということではなくて、ホームパーティーで社交をす

る、営業活動をする。その中で夜遅くまで安心して社交ができるということで、都心住宅

が必要になると思います。（3）危機管理への対応で、都心居住が必要です。民間にしても

役所にしても、組織の幹部は職場の隣接地に住む必要がこれからますます増えると思いま

す。いろいろな事件が次から次へと出ます。たとえば警視庁の幹部は、桜田門の庁舎から

だいたい徒歩 15 分圏内に住んでいます。何かあればすぐ歩いて、走って警視庁に駆けつ

けられるところです。したがって世界をリードする有力企業が集まる、たとえば東京駅の

前にも、住宅をつくるべきではないか。高額家賃は保険と考えるべきではないかと考えて

います。
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3 番目に、事例をいくつかご紹介させていただきます。これは、オランダ、ロッテルダ

ムの職住近接の例です。左側はユニレバーという世界的企業の本社ビルで、中央に見える

のが共同住宅です。ユニレバーの社長は、共同住宅の上に住んで危機管理に備えています。

ことあるときは数分でエレベーターを下り、本社の自分の社長室に駆けつけて現状分析し、

社員に命令ができます。また、自宅でホームパーティーをやって、夜遅くまで夫婦で営業

活動をする。社長の務めを果たすことができます。ちなみにこの設計は、オランダの代表

的建築家のヤン・ホーホスタットさんです。

次は、パリのモンパルナスの駅と一体の住宅開発です。これがモンパルナスの駅で、こ

れがモンパルナスタワーです。いらした方もいると思いますが、新幹線の駅の上に公園が

あります。公園、つまり駅の周りにオフィス、住宅が建っている事例です。これがモンパ

ルナスの新幹線の駅です。この上に、これから見ていただく公園があります。PARKING

と英語で書いてありますが、ホームの上に駐車場があります。その上に公園があります。

これがオフィス、これがモンパルナスタワーで、こちら側に住宅があります。これが先ほ

ど公園の右手にあった建物ですが、この住宅には保育園、スポーツクラブなど、さまざま

な機能が収まっています。駅との複合機能の開発例で、こういったものがこれから期待さ

れるのではないかと思います。

その次の事例は、ニューヨーク市のクィーズ・ウェスト開発です。スライドに見えるの

は皆さんご存じのとおり国連ビル、クライスラービルです。国連ビルのすぐ裏に、グラン

ドセントラルステーションがあります。ここはイーストリバーです。こういう場所に、国

連ビルを背景にした開発がなされました。後ほど見ていただきますが、この事業者はクイ

ーンズウェスト開発公社で、ニューヨーク・ニュージャージー港湾庁とニューヨーク市が

出資して設立した公社です。この場所は見てのとおり従前は工場、荷揚げ場で、いわゆる

ブラウンフィールドのまちでした。いま申し上げたとおり、グランドセントラルステーシ

ョンから地下鉄でわずか一駅という交通至便の立地です。ちなみに、私の隣に立っている

方がニューヨーク・ニュージャージー港湾庁、地域開発本部長です。

これが、場所の中の一つの高層住宅の例です。この周辺は 28ha の土地で、高齢者住宅、

低中所得者向けの住宅、6400 戸を中心とした開発がなされています。水辺はイーストリバ

ー沿いに、約 2km 延長の公園が整備されています。この住宅の低層部、下の部分は小学

校で、小学校と高層住宅の複合機能です。高層住宅から国連ビルを借景にして、大変快適

な生活ができます。ちなみに、この設計はシーザー・ペリさんです。
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同じくニューヨークですが、もう一つ、4 番目です。ニューヨークのサウスブロンクス

です。皆さんご存じと思いますが、ニューヨークで、あるいはアメリカで、おそらく世界

で最悪のスラムの場所です。これは非市場型都市開発の例ですが、バナナケリー住宅改善

運動、住民によるスラム再開発ができたもので、市場メカニズムではない都市開発の例で

す。真ん中に立っている方が、NPO のリーダーです。白人で、ある名門大学を出た若手

建築家ですが、こういうところでお仕事をしています。サウスブロンクスはニューヨーク

でも一番危険な場所、観光客が絶対に行ってはいけない場所ということで非常に悪い場所

ですが、もともとは裕福な白人が住んでいました。そこに黒人が入り込んで、スラム化し

ていった場所です。そういう中で、意識の高い方たちが Don't Move-Improve.つまり、こ

こから外へ出るな。われわれの手でまちを改善しよう、という合い言葉でまちづくりを進

めた例です。

これはその中の一部です。たまたま中を視察しているときに、このアパートに住んでい

る女性の町会長と巡り会いました。いろいろな話を聞かせていただき、中を見せていただ

きました。まちづくり公社は 1978 年に設立され、ニューヨーク州政府公認です。目的は

住民参加で低家賃の住宅を供給しましょう、みんなで維持管理をしましょうということで

つくられたまちづくり公社です。ほとんどの住民は黒人、ラテン系、カリブ系の人たちで

す。この女性も、プエルトリコからの移民の方です。こういうかたちで連邦政府、州政府、

市役所、民間団体からたくさんの寄付を受けて、まちづくりの活動をしています。たとえ

ばチェースマンハッタン銀行、いまは統廃合されましたが東京銀行のニューヨーク支店も

スポンサーになって、こういう団体に寄付しています。

これは中へ招き入れられて見学させていただいています。私も建築家という仕事柄、見

てびっくりしたのは、とにかくわが家よりも広い。天井の高さも高い。こう言っては何で

すが公団住宅（いまの機構住宅）よりも立派だ。サウスブロンクスのスラムのど真ん中に

こんなすばらしい住宅があるのかということで、大変びっくりしました。住民の、非市場

型の住宅開発、リフォーム運動で、こんなものができています。

次に、港区の実践例を 6 点、お話しさせていただきます。港区は大都市東京の都心区で

すが、いろいろな課題の中で人口が減った、住宅が減った。住宅をつくろう、人口を増や

そうということで、住宅供給を一生懸命やりました。（1）は付置住宅と総合設計制度によ

り、容積にボーナスを与えて住宅をつくっていただくということです。2003 年の住調によ

ると、港区は 10 万 9000 戸の住宅があります。1985 年から 2003 年までの付置住宅で供
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給された住宅が 1 万 2377 戸、総合設計制度で供給された住宅戸数が制度開始の 1976 年

から 2003 年までで 1 万 2725 戸です。これはオーバーラップしているものもありますが、

おおむね港区の住宅の 11％がこういう制度でつくられたものです。論文によれば、良質な

住宅が供給されたと評価されています。

（2）住商共存の設計ガイドラインということで、港区の場合、たとえば 1 階に 24 時間

営業のコンビニがある。あるいは地下にディスコがある、上に公団住宅などがあるという

ことで、お店の騒音や震動が上に伝わっていろいろなトラブルが起こる。下で安心して営

業する、上で安心して眠れるというルールづくりが必要だということで、住商共存のため

のガイドラインをつくりました。現在、それで運用しています。

（3）防犯に強い住宅という面からの生活安全条例をつくりました。港区では共同住宅

設計の際に、確認申請を出していただく前に、警察署で設計上の防犯指導を受ける制度と

しました。そういったことで安全・安心の都心住宅をつくっていくということです。

（4）総合設計による公開空地の創出です。港区で空地をつくることは地価の関係もあ

ってなかなか難しく、総合設計制度を使って公開空地をたくさんつくっていただきました。

ちなみに 2001 年度末で港区は約 2000ha の土地がありますが、そのうち 25.4ha が総合設

計で供給された公開空地です。区立公園が 23ha あるので、区立公園以上の空地が総合設

計制度で供給されました。これも、論文で公開空地は高い評価をいただいています。

（5）3 主体で都立公園の整備ですが、これは芝公園のことです。東京都立芝公園があり

ます。東京都は財政危機で、明治以来、なかなか公園の整備が進みません。そこで民間と

港区と 3 者で公園を整備し、かなり公園面積を増やしました。東京都と港区と民間と共同

で整備した公園の例があります。

（6）PPP（Public Private Partnership）で官民恊働によるインフラ整備ということで、

民間の力を使ってインフラ整備をします。具体的な例を申し上げると、皆さん、ご利用に

なっていると思いますが、品川駅の東西自由通路は約 160億円のコストがかかりましたが、

港区を中心に地元の企業の方にご協力をいただいてインフラ整備をしました。すぐ近くの

田町の駅は、規模は品川より少し小さいのですが、約 25 億円のコストがかかりました。

この東西自由通路も民活、地元企業の力で 25 億円を出していただいて整備しました。そ

ういうインフラ整備を進めています。

もう一つは、先ほど申し上げた都立芝公園で、住民と企業が管理に参加するかたちで緑

のメンテをしています。2003 年度には、おかげさまで緑の大賞を頂戴しました。港区はい
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ろいろな開発が進んでいます。民間事業者が開発するたびに緑地を出していただき、過去

5 年間だけで申し上げると約 4ha の公園、緑地を提供いただいています。港区所有になっ

ていなくても、たとえば直近でオープンした防衛庁跡地 4ha を公開空地のかたちで提供い

ただいたり、民間のご協力をいただいています。

都心に住んでいるとどうしても自然が欲しい。写っているのは私、本人ですが、福井県

越前市の田んぼのオーナーをやっています。私は 5 人家族で、55 平米の狭い住宅に住んで

います。本当に狭くて困っているのですが、ただ都心の便利さを考えるとなかなか引っ越

しができない。自然を味わいたいということで、グリーンツーリズムに参加して年に数回、

こういうところで自然を味わいます。こういう都市と地方の補完関係は、さらに積極的に

進められるべきことかと思います。

最後になります。学会での配慮すべき事項としての提案です。（1）は、提言実現のため

に政治活動をしましょうということです。今回、こういう立派な本が 3 部作できましたが、

制度は政治がつくります。そのための政治活動をしましょうということです。本研究の提

案内容で政策上、実現してほしい内容はたくさんあります。予算化、条例化してほしいも

のがたくさんあります。そういったものを知事、区長、市長、あるいは議会の議長に陳情

活動をする必要があります。

（2）は、先ほどニューヨークのサウスブロンクスの住宅改善運動の例をお示ししまし

たが、ああした非市場型の都市開発の例はこれからどんどん必要になってきます。そうい

う意味で、新たなニーズに対応したカリキュラムの創設、大学でつくっていただく。それ

から、卒業生です。少し皮肉っぽく言いますが、私が卒業した時代、たぶんいまもそうだ

と思いますが、設計を 1 番で卒業するとおおかたが大手の設計事務所や大手の建設会社設

計部に就職します。先ほどちらっと申し上げた、サウスブロンクスで活動している白人の

方は、名門大学の建築学科を出た方です。名門大学の建築学科を出た方が、喜んでああい

う非市場型のまちづくり改善運動の組織に就職していく。日本でも、いまそういう時代に

なっているのではないか。ぜひ卒業生の進路指導で、こういったまちづくりの団体に就職

させる。あるいは私は区長体験者ですが、設計でトップだから区役所に入る。そういうこ

とで建築学科の学生さんの進路にご配慮いただければということで、ご提案させていただ

きます。以上です。どうもありがとうございました。（拍手）
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温井 原田先生、どうもありがとうございました。それでは引き続き五十嵐先生、よろ

しくお願いいたします。

五十嵐 僕自身は必ずしも都市計画に制度的に詳しいわけでもないですし、昨年景観論に関

する本を書いたことがあって、おそらくそれで今回、ここに招いていただいたと思います。建築や

都市で起きている議論を一般の人の興味にどういうふうにつないでいくかに関心があるので、今

日もそういう趣旨でお話をさせていただきます。

そういう意味ではあまり専門的とは言えない話になるかもしれませんが、基本的に今日、言いた

いのは、3 つほどあります。今日のラインアップでいくと建築家の人はあまりいないと思います。で

も、都市を考えるときに建築家の力をもっと信頼してほしいというか、建築が大事ではないかという

ことが一つです。あとは、都市の建築における時間の多層性、重層性が非常に大事ではないか。

もう一つは、そこでつくられていくものは広く議論の対象になってほしいということです。対象はきり

がないので、だいたい、この 1 年くらいに僕が訪れた都市のことに触れながら、いまの話を展開し

ようと思います。

昨年の秋に、シドニー、メルボルンを初めて訪れました。行ったことがある人はわかると思います

が、結構でこぼこのスカイラインです。そういう意味では高さや壁面が連続するヨーロッパとは違い、

割とアジア的なごちゃごちゃした街並みです。ただ、シドニーの有名なオペラハウスは、完全に一

つの建物で都市のランドマークというか景観をつくっています。設計、建設の途中に大きなトラブ

ルがあったり、資金がどんどんかさんだという問題も起きましたが、おそらく 20 世紀につくられた最

も有名な人工的な景観の一つではないかと思います。長期的に見れば、そこで使われた資金は、

決して無駄ではないでしょう。おそらく広告代理店でいくらそのまちを宣伝しようとも、結局、かたち

は残らない。オペラハウスという建築によって、シドニーはその名を世界に知らしめています。

ただ、建築的な資産も基本的に多いと思いました。たとえば日本の場合、ポストモダンやデコン

ストラクティビズムは、バブルの崩壊や阪神大震災があって、完全に息の根を止められたところが

あります。オーストラリアはいまでもそういったものが多くつくられていて、それだけではなく近世の

建物もよく残っています。古典主義の建築を見ると、ヨーロッパに比較するとデザインは少し下手

かなと思いますが、それでも残っています。

あるいはパサージュがあったり、20 世紀前半のアールデコ的な建築も残っている。そういう意味

でいろいろな時代の建物が同時に存在しています。そういったことによって、凸凹のスカイライン

ながらも、まちとしてはある一定の魅力を持っている。景観論を語られるときによくパリやベネチア

がすばらしいまちの事例として出ますが、そういうときにもすぐに電線を取ったらいい、三角屋根が
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ついたらいいという話になります。もちろんそういう見方もあると思いますが、いま挙げたようなまち

の魅力は、基本的には重層的な景観をつくっていることにあると思います。中世、近世、近代、現

代もいまなお最新の建築が、ある意味でとてもアグレッシブなものまで含めてつくられている。そ

れが積み重なっていることで、すぐれた都市の建築が継承されているように思います。ウィーンの

街もトラムの電線は意外に多いですが、建築そのものの力が効いています。

また、いい記憶だけではなくて、戦争やユダヤの迫害など、ある意味では負の記憶、マイナーな、

マイノリティの記憶を含めて、都市の景観に蓄積されている。ベネチアも、よく見れば、個々の建

築デザインは中世、近世と結構、違っています。もちろん素材の同一性、まちのスケール感によっ

て全体に良好な雰囲気ができていると思いますが、一発ですべてができているわけではない。異

なる歴史の積み重ねがすごく重要だと思います。しかし、日本の場合、一つ前にあったものを完

全否定して、全部つくり直していく。大野秀敏さんの表現を借りれば、「親殺しの都市計画」です。

僕が昨年書いた景観論では、特に日本橋と首都高速の問題にフォーカスを当てましたが、一昔

前にあったことを全否定すると、いつまでたっても重層的な景観はできないことが気になっていま

す。ただ、私は必ずしも首都高速を残したらいいと思っているわけではなくて、もっといい景観が

できるならそれでもいいと考えています。でも、本気でそれが成し遂げられるかとうかが怪しい。

たまたまおとといまでシアトルにいました。シアトルの似たような事例として、高架の高速道路が

あります。湾沿いに走っていますが、老朽化によって取り壊しが検討されています。そこで、アメリ

カらしいと言えばアメリカらしいのですが、市民の意見を聴いて決めていく。お金がもったいないと

いうことを含めてさまざまな意見が出て、それでなかなか進んでいないけれども、2008 年までには

決めるという話らしいです。その途中で、建築家が市民と協力して、「こうしたらいいのではないか」

という案をいくつか出しています。それがとてもおもしろいと思いました。先ほど挙げた日本橋と首

都高の話では、建築家サイドからあまり提案がありません。もちろん仕事にならない可能性は高い

かもしれない。けれども、昨年私が景観論を書いたのは、ある意味で建築家にバトンタッチしたい

という思いがあって、建築家サイドからも上から進んでいるプロジェクトに対して「違う選択肢もある

のではないか」というほかの可能性をもっと示してほしいと思っていました。

もう一つ、類似した事例としてよく挙がるのが、ソウルの清渓川（チョンゲチョン）の高架道路です。

これも老朽化を受けて、暗渠化した川を「復元」したプロジェクトです。こちらはある意味で選挙の

争点になっていたので、ある種の合意があると思います。たとえ結果が個人的には好きではない

ものだとしても、納得できる手続きがあるわけです。首都高と日本橋の場合は、何となく全体的に

上から進んでいる感じを受けたので、違う考え方もあるのではないか。とりあえずそこの議論をオ
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ープンにすることによって、都市がどうあるか、建築がどうあるかを立ち止まって、みんなで考える。

考えるときに、建築家は空間を考えるプロですから、もっと発言してほしい。個人的には、あまり出

てこないことにも、いらだってもいます。

同じように、新東京タワーができるという構想があったときにも、昨年、四国で、ある現代美術の

作家に「自分だったら新東京タワーはこういうものをデザインする」というスケッチを描いたものを見

せてもらったことがあります。そのとき「アーティストですら」という言い方も変ですが、「自分だった

らここをこう考える」と言っているのに、建築家が都市建築の可能性を自ら封印しているのが気に

なっています。もちろん、建築家が大型のプロジェクトに参加する機会が、実際になくなっていま

す。東京について言えば、固有名で挙げれば、伊東豊雄さんや、SANAA とか、世界的に活躍し

ている建築家がいます。世界各地でプロジェクトをやっているのに、そんな大事な資産を持ちなが

ら東京に彼らの代表作がありません。せいぜいブランドが彼らに仕事を発注しているくらいで、い

まのところはそういったものも使われていない。もっと彼らの才能を有効活用すべきです。

東京の建築は、一見すごく華やかに、百花繚乱でつくられているように見えますが、その中で必

ず見ないとまずい現代建築が意外と少ないのではないか。コンペが少ないこともあるかもしれませ

ん。コンぺとはある意味での手続き的な合理性です。コンペを行うことによって、知らないうちにだ

れかが設計することに決まったではなく、とりあえずはいったん公開された形式によって、まちの

景観、あるいは都市がつくられることに合意する一つのプロセスになると思います。そういったもの

も、もう少し欲しいと思います。

ここは専門家の場ですが、都市建築にはもっと多くの人が口出ししていいと思います。基本的に

は共有の財産だと思います。コンピュータの世界でアーキテクチャという言い方をします。アーキ

テクチャがもたらしている社会は、ある意味で管理と囲い込み、たとえば著作権を含めたものを非

常に厳密に管理、コントロールしていくという意味でのコンピュータの世界のアーキテクチャは進

んでいます。そうではない、ここで言っている物理的な建築はもっと開かれています。一部の特権

者だけのものではない。ローレンス・レッシグという学者によるコモンズという議論がありますが、た

とえ民間の企業がつくるものだったとしても、共有して語られるべき、議論されるべき対象だと思い

ます。

いささか唐突な例ですが、管理と囲い込みで言うと、著作権は厳密なコントロールが進んでいま

す。最近、ワイドショーを賑わせている、森進一が「おふくろさん」の歌詞に手を加えたのを、作詞

家が怒って、歌わせないともめている問題があります。あの議論を見て僕が思ったのは、その歌は

森進一のものでも、作詞家のものでもない。ましてや著作権協会のものでもない。すでにあれは歌
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を聴いているわれわれのものではないでしょうか。世に出て、長い時間がたっています。作詞家が

歌をやめさせるというのは、どこかおかしいと思います。

同じような意味で、都市における建築は専門の中の議論は当然必要ですが、その一方で常に

一般の議論の中に巻き込む。そのうえで承認されていく、あるいは認められていくプロセスが非常

に大事ではないかと考えています。以上です。（拍手）
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温井 五十嵐先生、どうもありがとうございました。それでは最後に曽根先生、よろし

くお願いします。

曽根 曽根でございます。なぜか私だけ温井さんに引っかかって原稿を書いてしまいま

した。都市建築のかたちということで、ほかの先生方はソフトの話が多かったですが、私

の話はかたちに限定して話したいと思います。パワーポイントができないので目の検査み

たいな模様ですが、妙なパネルで話をさせていただきます。

『都市建築のかたち』の中で書かせていただいたことは、たまたま私どもが 18 年ほど

幕張ベイタウンをやっていたことです。今年、最後の街区が始められますが、ほぼ 18 年

か 19 年くらいやってきています。私だけではありません。今日もご出席いただいている

何人かの先生方と一緒です。これについてはすでにいろいろな雑誌でも発表させていただ

いたし、まちをつくるガイドラインも冊子にまとめられています。そのへんは省略してお

話ししようと思います。

都市建築のかたちということで考えたのですが、都市建築と言っても、日本の場合は二

つくらいやってよさそうなものが残っています。一つは、一般的な市街地で、多くの場合、

密住地帯を成していると思います。もう一つは、団地ではないかと思います。戦後このか

た、ものすごい勢いで団地がわが国につくられています。この面積を足し算するとどのく

らいになるかわかりませんが、実は団地が非常に偏った形式でつくられてきたと思います。

なぜか。モデルであったであろうドイツのベルリンの資料が手元にあります。ほぼ 30km

×30km くらいのベルリン市街地の建築で、開発した例が 500～800 例あります。お手元

のレジュメに 870 件と書いてありますが、これは建築のタイプです。本文では 540 件と書

いてあるので、訂正させていただきます。30km 圏の中に 500～600 の団地がつくられた。

そのうち日本の、兵隊さんが並んでいるような団地の形式は 1 割にも満たないのです。

これは何が原因だったかというと、近代建築運動が展開して世界中に唱導されたのが原

因だろう。近代建築運動は多くの建築家がご存じのことで 20 年代から 30 年代にかけて徹

底的に宣伝され、ヨーロッパの建築家が日本に宣伝し、あるいはその間に CIAM などもで

きています。世界布教というか、宗教団体みたいなことが起きたのだろうと考えます。イ

ンターナショナルスタイルと呼ばれて、普遍的な合理性を世界に唱導していたと言っても

いいだろうと思いますが、実は私たちの世代は、これを下敷きにして教育されました。確

かに近代建築運動の中から非常に多くの技術要素を身につけてきましたが、なぜか都市建

築についての教育はなかったのではないかと思います。大変少なかった。大規模なものは
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1960 年代くらいまで、おそらく団地しかなかったのではないかと、私自身、感じています。

それが証拠に、教材のモデルになったのは、おそらく皆さんもご存じのリートフェルトの

シュレイダー邸やコルビュジエがつくったサボア邸、ミース・ファン・デル・ローエのパ

ビリオンといったものだろうと、私くらいの年齢の方は、おそらくそういうふうに感じて

おられるのではないか。

実は、この教科書のモデルになったものは、全部別荘型です。唯一、まちの中につくら

れていると感じたのはリートフェルトのシュレイダー邸ですが、これが文字どおり古い中

世、近世から続いた街区を否定して、その脇に、ものの見事な対立をなして建てられてい

ます。つまり、絵で言うとヨーロッパのまちは元来は左側のようなかたち（中庭型）でで

きてきました。一つひとつの住宅もこういうかたちをしていますし、大きくとらえると街

区もこういうかたちをしているのが大半だろうと感じています。

アフリカにフェスというまちがありますが、あそこの 1 軒の家はこれをものすごく小さ

くして、1 戸の住宅にしたものがぐじゅぐじゅとつながっています。今日は陣内先生が見

えています。陣内先生が勉強されたベネチアのまちもこういうかたちを取っていますが、

非常に街区が小さい。運河でものを運びますから、車が入らなくていいので、おそらく街

区が世界で一番小さくて美しいまちではないかと思います。これが一つの街区になる場合

もあるし、1 軒の家になる場合もある。

わが国に近い例で言えば、中国の四合院、集落になると胡同（ホートン）と呼ぶそうで

すが、あれも考え方によっては囲われたかたちで 1 軒の家ができ、それが集落を成して胡

同になっています。しかしなぜか日本の建築形態は、右側の図式（孤立型）が多いのです。

このことを民俗学の学者、『照葉樹林文化論』を書いた中尾佐助という方が、右側のような

建築の形式をニグロ・日本型、つまりアフリカの土人や日本の農家の建築形態は右側でで

きていると。

一方、左側の形式は街区である場合もあるし、一戸の住宅である場合もありますが、こ

れをカスバ・胡同型と言いました。カスバというのは北アフリカに見られます。胡同とい

うのは四合院が集落を成した中国のものです。建築の型から言うと左側の型は圧倒的にヨ

ーロッパから中国まであるけれども、左側の型は非常にまれで、日本の建築の型を成して

いる。

たとえば江戸時代の東京の面積を調べると、7 割くらいが屋敷ないしは寺社で、町家は

実は非常に少ないというデータが残っています。それはみんな左側のかたちで、周りにマ
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ージン、庭を持ったかたちを垣根で囲って屋敷と呼んでいたわけです。それがほとんどを

占めている。したがって、江戸をつくっていったのは、田舎から農家が移植されてそれが

屋敷になったのではないかと僕は思っています。マージンの部分には非常に緑が多いから、

それで世界の人は江戸を「大いなる田舎」と呼んだのではないかと推察しています。

ところが近代建築は中世、近世からつながってきた街区型の建物が非常に閉塞的だと感

じて、右側のものに直していったのではないか。これが一つの改革だったのではないかと

私は想像しています。建築教育においても、僕らはまちの中で連続する建築の教育はほと

んどしていません。市街地の中で連続する建築体の教育は、教材にはなかったと考えてい

い気がします。

先ほど陣内さんに怒られましたが、歴史の研究家もかなりそういうところがあります。

法隆寺に始まっていろいろな農家の研究までなさいますが、おそらく建築の単体です。周

りにマージンのある建築、敷地主義のかたちでの評価、様式の研究は多かったと思います

が、まちの中で連続していく町家の研究はあまりなされていない。この間、歴史をなさっ

ている若い先生に絡んでそういうことを申し上げたら、「そんなことない」という。で、「洛

中洛外図」という有名な絵がありますが、ああいうものからまちの建築を分析していく研

究を読ませていただきました。

そういうことと、もう一つは、日本の建築はみんな単体で規制されています。連続体で

規制されず、単体規制でできています。まちの中で建物が全部独立していますから、猫が

走るような隙間ができています。実は市街地の中で隙間ができているのは日本しかないと

いうことにみんな気がつかない。あんなに隙間が空いている国はほかにはないわけです。

隔壁、共同壁がおそらく必要になりますが、外国では隔壁の部分にいろいろな法律をつく

ってまちをつくっています。隔壁にあたる部分、たとえばこういうところが 1 軒の家だと

すると、隔壁の隙間の部分だけで増改築できる仕掛けになっています。そういうことで、

これから隔壁の研究などもしていただいたほうがいいのではないかと感じています。

幕張の話ですが、幕張は沿道性というか、道路に建物が近づいてつくってくださいとい

うことを第一に考えています。道路を挟んで建築が向かい合って形成する景観が街並みだ

と私は思っているのですが、この点では、ヨーロッパを巡回されて帰ってみえた芦原先生

が非常に早い時期、60 年代に『街並みの美学』という本を書かれています。このときに、

D/H という概念がわれわれの周囲に登場しました。建物と道路の幅と高さの関係を言って

いますが、それが一種の快適係数のように言われてきました。いまはすっかりそんなこと
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は忘れて死語になっています。同じような意味で、アラン・ジェイコブスが 10 年前、95

年に書いた『グレート・ストリート』という本がありますが、芦原さんと同じことを言っ

ています。30 年間、われわれはそういうことに無神経で過ごしてきていると感じます。

そんなことで、幕張の建物は街区の形態そのものがシルエットを決めてしまうかたちで

道路に建物を近づけてつくられています。公団住宅の平行配置型のものと違っているのは、

お互いが向き合うというか、裏側と表が必ずできます。こちらが道でこちらが中庭だとい

う関係になると、裏表ができます。

裏表というのは大変重要です。裏側でお互いに生活の気配を感じることが重要なことで

はないかとわれわれは議論しています。昔、「裏窓」という映画がありました。お互いに住

む人が気配を感じる距離が必要ではないかというのが、われわれの主張でした。言い換え

れば、このプロジェクトは西洋によく見られる先祖帰りの型をやっているわけです。

わが国も大正期までは、同潤会なども含めて沿道型の都市建築もかなり多かっただろう

と思います。しかし戦後の東京は区画整理計画が 2 万 ha 考えられたそうですが、残念な

がらほぼ 8％しか実現しなかったと記録に残っています。

ただ、昔の建設省は 60 年代までは下駄履きアパートの形式にこだわっておられたので

はないか。いま青山の一部に残っている気がします。今日は役所の先生もお見えですが、

私の修士論文はそういうものを対象にしたので、たぶんそのころまで国もそういう都市型

の建築にこだわっていたはずです。60 年代後半になると、とたんに大量生産というか団地

をつくる方向に走って行ったのではないかと感じています。

諸外国では、だいたい 19 世紀の半ばあたりに大改造して市街地の骨組みをつくってい

る例が多く見られます。日本の場合、区画整理事業がうまくできても区画整理は区画整理

でやり、そのあとで建築に「建ててくれ」というかたちになっている。そういう事業手法

が取られる。元来、まちをつくるということは道路と建築と一体に考えなければいけない

のですが、それがリレー型になって時間差を持ってやられる。だから、どうすることもで

きない。

元来なら、そこで道路と建物を同時に両者が検討して、そのうえでどういうまちをつく

るかと考えていかなければならないのが、実際にはそうできていないのが現状です。幕張

ではこういうことを避けるために、かなりモデル設計をやって進めてきている経緯があり

ます。日影も、道路の幅員を日影でチェックしながら進めてきています。そういうことで、

街区と建築はもう少し真剣に考えていかなければなりません。
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たとえば、街区に隅切りというものがあるのをご存じだと思います。隅切りがいつごろ

日本に定着したか、私は非常に不思議に思っています。なぜかというと、丸の内と日本橋

の一部には隅切りはありません。そういうことに気がつく方は少ないと思いますが、アメ

リカもカナダも隅切りはありません。なぜ日本だけ大きな隅切りを切るのか、わかりませ

ん。細街路なら理由がわかります。しかし、郊外の開発で 10m 以上も隅切りを切っていま

す。20m 幅の道路に 10m くらいの隅切りを切らなければならない理由は、私にはわから

ない。結局どうなるかというと、八角形に近い宅地ができます。なぜそれでも済むかとい

うと、セットバックを勧めるからです。セットバックを勧めるということは、日本の教育

がこちら側（孤立型）のかたちを建築だとしか思っていないからです。その配置では、現

在の都市で言えば超高層になるかもしれませんが、道路の縁から建物を必ずセットバック

しなさいという教育をしてきたに違いない。

そのことがわかるのは、郊外などで新開発した都市の場合です。そこでも変なガイドラ

インがあって、10m セットバックしなさいなどと書いてある。いったいどういうことだろ

う。幅 20m の道路をつくっておきながら、なぜセットバックを 10m しなければならない

のだと思うのですが、そういうことをあまり反省していない。道路をつくる側も建築の側

も、それを不審だと思っていない。わが国には、何か考えられないようなことが起きてい

ます。

もう一つ、最後に申し上げたいと思いますが、わが国は広大な面積の団地が現在建て替

えの時期を迎えています。これも街区が問題になっています。最近は住民の同意を得ない

と建て替えができませんからいたるところで計画が頓挫している。合意を前提にすると

100 戸以上の建て替えは難しいのではないかと申し上げています。昔の団地は周りに道路

さえつくればいいということで、何 ha もあるような団地を一斉につくってきた。しかし

団地には、内部に宅地内道路と呼ぶものはあっても道路はないのです。道路がなかったら

接道できませんから建築は立て替えられない。となると全体に同意を諮らないと建て替え

はできないかたちになる。団地全体が運命共同体になってしまう。そういう意味でも隘路

にはまっているのではないか。まちづくりには街区という概念が非常に重要ではないかと

感じています。（拍手）
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温井 どうもありがとうございました。それでは引き続き、ディスカッションに移りた

いと思います。先生方、ご登壇願います。

司会 全体の進行ですが、6 時になると申し上げましたがもう限りなく 6 時です。あと

15 分、ご容赦いただきたいと思います。先生方にも会場にいらっしゃる方にも申し訳ない

ですが、もう 15 分間、お時間をいただきたいと思います。

温井 それでは陣内先生、コメントをお願いできますでしょうか。

陣内 司会の温井さんが最初に「非常に幅の広いディスカッションが行われるだろう」

と言われましたが、予想どおり、予想以上にいろいろな視点、いろいろな方向に、皆さん

刺激的なお話をしてくださったと思います。これをクロスさせるのは至難の業ですが、で

きるだけフォーカスを絞っていきたいと思います。

今日は、アメリカとの比較がずいぶん出てきました。ドイツ型、イギリス型、アメリカ

型で、われわれはアメリカをモデルにしていると考えますが、アメリカの「実はそんなこ

とはない。もっとまじめにやっている。都市建築をちゃんと頑張っている」というところ

は、非常に重要な指摘ではないかと思います。アメリカは非常に細かくゾーニングをやっ

ていて、逆に市民、NPO も含めた議論の過程で規制を緩和しながら、実際にダイナミッ

クなことを実現していく。ちょうど日本と逆であるというお話は非常に刺激的でした。そ

のモデルとして横浜の NPO のポケットパークのようなことをご説明くださり、敷地単位

ではない、地区単位であるとおっしゃったのは非常に重要です。

先ほど始まる前、楽屋でお話ししていたとき、日本の都市計画は平面的で、紙の上に書

かれた土地利用、用途地区、それに合わせた容積率、建ぺい率。立体的なイメージや、都

市建築がどうくるのかというイメージはほとんどありません。伊藤滋先生はもうお帰りに

なったかもしれませんが、よくお話しされるのが、「ヨーロッパの都市では必ず模型をつく

ります」ということです。模型をつくって、イギリスだと市民も模型をつくりながらみん

なで議論して方向づけをするといったことが、日本では全然なされていないと思います。

原田さんは、新しい可能性とライフスタイル、その視点の重要性をお話しされました。

確かに 70 年代以後、高度成長、都市の拡大でみんなが郊外へ出て行ってしまう中で、本

当に切実な思いで都心居住を追求する動きがずっとあったと思います。原田さんもそうい

うことでずいぶん頑張られた。いま都心居住が一気にドラスティックに実現してきている

中でのお話だったと思いますが、その中で都心のどこにどう戻るか。どういう形式の建築

をつくって戻るかが、非常に問われているのではないかと思いました。
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緑地を生み出すために公開空地、あるいは事業者に空地、緑地を積極的に出してもらっ

て、それが社会資本になっているというご説明がありました。都市建築の型までどこかつ

なげていく議論が、そのへんにも大いにあるだろう。ただし、容積率の問題が非常に大き

い。最後に曽根先生が二つのタイプで象徴的に示された街区型を目指すとすると、幕張ベ

イタウンは 200％の容積率だったそうです。港区では、ここ 10 年前から 320％、400％に

近い中で、その高容積を街区型の方法で実現するには非常に困難な現実があるという、苦

しいところも楽屋で伺ったばかりです。

一番最初、原科先生がダウンゾーニングのお話をされました。あちらで打ち合わせして

いたので十分にはお聴きできなかったのですが、ニューヨーク、マンハッタンでさえそん

なに超高層ばかり建っているわけではない。むしろ東京のほうが高層が増えている状況も

ある。ここもアメリカとの比較です。われわれのイメージからすると、マンハッタンのほ

うが東京よりどんどん高いものが建ったし、建て続けられていると思うけれども、現実は

そうではないことはもう一回、認識する必要があるだろう。特に港区のように外国の資本

も多いし、いま非常に輝いているところ、経済力が強まった日本を代表するところでどう

いう住まい方、都心居住が追求されるのか、非常に興味あるテーマだと伺いました。

ご紹介くださった中で、ニューヨーク、サウスブロンクスのスラム化していたところ、

中層の集合住宅に非常にやる気のある方が入って行って再生した。ああいうリノベーショ

ンをしていくのも、非常に重要ではないかと思いました。都市の居住、永続性、サステイ

ナブルです。一方、五十嵐さんは建築家の力と時間の永続性、多層性、重層性、積み重な

って行くことの重要性ということで、象徴的には日本橋の首都高速の関係もお話しされま

した。これは非常に重要な視点です。ご本人は必ずしも取ること自体に反対しているわけ

ではないけれどもということで、議論を提起されています。

最近、比較的若い世代に聞くと、簡単に「取る」という、当然のこととしてみんなが思

考停止している状況に対して、非常にクリティカルです。あれはもう一度見直すべきだ、

場合によっては残すべきだ、それ以上にもっとやるべきことがあるのではないか。取った

あとのことを本当に考えているのか、ということもよく言われます。

日本橋の高速道路のあたりの再生計画のコンペがありましたが、応募案の中で高速道路

を取らない前提でやったのは、早稲田のランドスケープの佐々木葉二先生のグループだけ

でした。ほかはみんな取る。どちらがいいか、なかなか難しい。大きい範囲で取ってほし

いという気持ちは非常に強いですが、取ったあとどうするのか。本当に歴史の重なりをち
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ゃんと保障できるのか。周りもクリアランスしてしまったり、アーバンファブリックも全

部なくなってしまうのか。まるで変わってしまう都市空間になったのでは、日本橋らしさ、

アイデンティティがなくなるだろうという提起にもなると思います。

実は昨日、できあがった芝浦アイランドを見せていただきました。その前に、その周辺

で倉庫のリノベーションをやっているある会社の社長と、それにかかわっているプロデュ

ーサー的建築家に話を聞きました。いまの動きが対極的です。両方とも、東京で一番動い

ている品川、あるいは芝浦の運河沿いの話です。

私の気持ちでは、質の高い超高層、緑地も含んだ芝浦アイランドのようなものがよく考

えられ、いろいろな条件を満たすよい空間としてできるのは悪くはないと思いますが、全

部がそうなってしまったらあのへんの運河はまったくおもしろくなくなる。

逆に、倉庫のいいものは十分耐えて、リノベーションしてすばらしい発信基地になる。

いま世界のベイエリアでは、むしろクリエイティブ・インダストリー、クリエイティブ・

シティづくりの動きが活発です。そういうことを盛り込んでいく器としては、高層の住棟

よりむしろ新しい産業や文化的価値を持つ器を都市建築の新しい型として見ていく必要が

あるのではないか。時間の積み重ねということで、五十嵐さんのお話からインスピレーシ

ョンを受けました。

近代建築はビルディングタイプと言ってきました。そのときのビルディングタイプは、

病院、図書館、ホテル、学校という用途ごとのタイプです。ここで言う都市建築の型は違

うのではないか。曽根先生が象徴的におっしゃっているのは、街区型、沿道型とか、もの

の有り様、つながり方、コンテクストとの関係、場の形成の仕方、環境との対話の仕方、

風景のつくり方という方向を目指している。それは時代とともにフレキシブルに変わりう

るし、メタモルフォーズしうるし、持続していくものである。これはヨーロッパ、特にイ

タリアがティポロジアということで言い始めたことですが、そういうものが日本的にも少

し入る余地があるかと多少感じました。

曽根先生が芝浦を退官されるときにまとめられた本の帯の宣伝のところに、磯崎新さん

がメッセージを寄せられていて非常に印象に残りました。磯崎さんは、「自分は都市が見え

なくなっていることをマニフェストとして言った。逆に、曽根さんは都市を見えるように

努力してきた建築家である」。なるほどな、と思いました。

実際、都市建築という考えが日本の戦後、どんどん薄れてしまって敷地主義になる。そ

の中で、周りとつながらない、集合性など考えにくい、連担していく、地区全体をイメー
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ジすることができにくくなっている。アーバンデザインも日本ではなかなか育たない。佐々

木葉二さんというランドスケープの方がおられますが、彼と話していてもランドスケープ

デザイナーが受ける仕事の多くはプライベートな敷地の中で完結するものだ。アメリカな

どは公共空間でやる仕事が多い。日本は敷地主義であるということを、そこでも伺いまし

た。規制や制度にがんじがらめの中でお仕事をされてきたのが曽根先生ではないかと思っ

ているので、今日のお話も大変興味深く伺いました。

確かに日本の街区型は、京都の町家みたいに連担するものはある程度そうだったように

そこにコミュニティが生まれたし、芦原義信先生がおっしゃったような街並みがそこに生

まれていた。街区、内側のオープンスペースの共有もあるけれども、日本では沿道型に意

味がある。両側町、両方のほどよい幅の、道を挟んだ両方の町や郡が社会組織、コミュニ

ティにもなっています。

近代も、昭和の 10 年くらいまではモダニズムになりながら続いたと思います。一方で

は同潤会アパートが生まれたし、いま建て替えている官庁街、文部省などの建物や東大の

1 号館もそうかもしれませんが、みんな中庭型です。深川に佐賀町エグジビットスペース

というすばらしいものがあったのですが、感激するくらいの都市的なスピリットを持って

いました。あるいは、本郷館があります。明治ですが、木造 3 階です。そういうふうに、

都市のイメージを非常にクリアに持ち、コミュニティや都市のライフスタイルを大切にし

た時代、昭和初期までは、街区型、接道型が当たり前の如くにあったのではないかと思い

ます。どこかから失われていったことは非常に重要で、敷地主義です。

よくよく考えてみると、たとえば臨海副都心の計画を 85 年、86 年に東京都が提案しま

した。インフラは公がやって、道路やエネルギー、パイプライン全部をやったあとで、敷

地を区画に分けてそれぞれでコンペをやりました。汐留もそうです。内部の調整はあまり

なされないで、それぞれ有名なアーキテクトの外国人を呼んできて、デザイン的には非常

におもしろいものが並んでいるけれども全体のコーディネーションはなかなか生まれない。

非常に日本的な、敷地主義の大規模再開発が起こっています。先生方がおっしゃることは

一見、離ればなれのように思えますが、私の中ではつながっているのではないか。そのへ

ん、あとの手綱さばきは温井さんにお任せします。

温井 どうもありがとうございました。接着していただくのが大変だったのではないか

と思います。それでは司会の青木さんから 6 時 15 分まで延長をいただきましたが、私の

時計だとあと 5 分ないくらいです。本当は会場からもぜひご意見をいただきたいのですが
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先生方から一言ずつ、お話しいただいて最後に陣内先生で終わります。

最後の陣内先生のお話にもありましたが、接着剤になっているのは曽根先生に出してい

ただいた左右の絵ではないかと思います。ああいう街区型のものにこだわっているので、

アメリカのゾーニングなどは現状を保つかたちでゾーニングがかけてある。そういうとこ

ろでは重層的景観も生まれる気がしますし、そういうものをつくっていくには市民参加が

どうだろうか。「港区ではこんなことできないよ」という楽屋裏でのお話もありました。そ

のへんはどうかかわるか、まったく自由に考えていただきながら、一言ずつ最後にコメン

トを発表順にお願いできますでしょうか。

渋谷 幕張のベイタウンは、私も 20 年前、千葉県の企画課長をやっていたのでかかわ

っていました。この間、ひさびさにお邪魔して、非常に感銘を受けました。

ああいういい街は、まっさらな土地に千葉県庁が全面協力したからこそできたというこ

ともあります。なかなか既存の都市では難しいのではないかという気もあります。ただ、

できるところもあるし、少しずつやれるところもたくさんあると思います。

曽根先生がご指摘になったように、超高層だけがすべてではない。たとえば原田さんが

区長をされていた港区のようなところは、都心 3 区ですし当然需要もある。港区なら、道

路や緑地の面積を広げるために大きな街区にして容積率ボーナスという道も当然ありえま

す。高層化する可能性は十分ありますが、逆にそうではない地方都市でも一発プロジェク

トみたいな高層再開発みたいなものが本当にいいのだろうかという気持ちはあります。

歴史的な、昔ながらのたたずまいがある地方都市では街並みを重視しながら、地区計画

をいきなりは難しい。景観協定、景観地区が難しければ、横浜市さんのような、まずは自

分たちのルールづくりから始める。みんなで議論して、街並みを大事にしたまちづくりを

少しずつやっていくところから始めるというふうに場所ごとに分けて考える。

国の人間がこういうことを言うのも何ですが、国の制度やパンフレットが画一的になっ

ていた部分はかなりあります。そこは市民のエンパワーメント、地方公共団体職員のエン

パワーメントをこれから僕らも大事にしていきたいし、押しつけではない制度、少し時間

がかかるけれどもみんなが議論しながらやっていく制度で、レジュメに書いたニューパブ

リックマネジメントはまさにそういうことです。

ニューパブリックマネジメントは欧米の行政改革の一つのキーワードですが、要は経営

者は大方針を決めるけれども、基本的には現場にすべて判断を任せる。これが企業の経営

改革の基本的な発想です。たとえば国も同じで、全国一律に決めなければいけないことは
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ある程度決めるけれども、基本は各地域のいろいろな判断にお任せしましょう。

それは都市の中でも一緒です。都市のマスタープランで大方針は決めるけれども、細か

いところはみんなで議論しながら決めていきましょうと、まちづくりもそういう方向にな

っている。国の制度としては、それを支援する仕組みをこれからつくっていく方向になる

のではないかと思います。以上です。

温井 どうもありがとうございました。原田さん。

原田 2 点、お話しします。港区は都心ですからこれだけの大型開発がいろいろありま

す。いろいろご意見もあると思いますが、開発が進むとボリュームに伴ってインフラ整備

が必要になります。大都市の都心区だからこそ、計画的に誘導しながら民間の力でインフ

ラをつくっていただくかたちでの開発を進めてきています。

2 点目はくり返しになりますが、ぜひ建築の学生さん、特に設計に自信がある、プラン

ニングに自信がある学生さんには、特に非市場型のまちづくりのグループに参加する。あ

るいは、つくっていただいて、その中で大いに活動していただきたい。

併せて、こういうすばらしい提言書ができたので、本だけで終わらせるのではなく具体

化する。そのためには、政治行動をしないといけない。ぜひ皆さんも学会の名の下に陳情

書をつくって、知事や区長、市長、議会の議長に持って行っていただきたい。持って行き

ましょう、というご提案をさせていただきます。以上です。

温井 どうもありがとうございました。五十嵐さん。

五十嵐 幕張のベイタウンは、10 年ほど前、関係者 15 人ほどにインタビューさせていただいて

原稿を書いたことがありました。このプロジェクトでは、都市デザインのガイドラインがあって、それ

をめぐっていろいろな試みがありました。スティーブン・ホール棟は、かなり違反しているけれども

議論しながら認めていったり、あるいは坂本・松永さんのところではルーバーを開口と見るか見な

いかの議論があったり、あるいは三井所さんのところでL字を2枚、平行配置にも読めるようにとい

う、そういうルールは必ずしも縛りだけではなく、創造的な例外を認めていた。あえて面倒くさいこ

とをやっているけれども、そのことによって相互の関係性を生み出す、おもしろい試みだと思いま

した。

囲みについて、先ほどの 2 枚を拝見させていただいておもしろいなと思ったのは、パビリオン型

はスケールがないというか、小さいものから巨大高層ビルまで全部可能だけれども、囲み型でいく

とどうしても、ある中層くらいのスケール感で止めざるをえない。天理教の都市計画にはそんなも

のがありますが、通常はある限られたスケールの中で行う。
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ヨーロッパでは囲み型の都市建築で暮らしてきた、すごく長い歴史がある。僕は自分がそういうと

ころに住んだことがないので日本でうまくいくのかどうか、実はよくわかりません。ある程度、高密度

の中の普遍的に成立するシステムなのかどうかは、今後、行方がどうなるか、もう少し見たいと思

いました。

最後に 1 点、教育の話がいろいろ出ていました。とはいえ、僕と同世代くらいの建築家、あるい

は建築の教育現場でも、壁が連続していくタイプの都市を教えているわけではない。パビリオン型

ではあるけれども、スキマに注目するなど、周囲の都市環境を読んでどう建築をつくるかは、以前

に比べて強く意識するようになってきています。そういう建築家も育ってきてはいるので、そうした

人たちがますます活躍する場ができるといいのではないかと思います。

温井 では、曽根先生。

曽根 密度のことだけ付け加えさせていただきます。沿道型、要するに道路に賑わいを

生じさせたいという意図がありますが、この型はおそらく 220～230％の容積までしかで

きません。これから既存の密集市街地で再開発等をやるときには、超高層と道路に沿った、

沿道性を持った建物との複合型を何とか開発していかないと、経済原則に従えば 300、

400％の容積が必ず必要になります。

事業上のお金の数字が挙がってきますから、その中で沿道性と超高層型との複合を考え

ていく。幕張は埋立地に理想的につくらせてもらったものですから、これからは複合をど

う考えていくかになってくるのではないかという気がします。

温井 どうもありがとうございました。

陣内 教育のことで、原田さんから大変重要なお話がありました。卒業生の優秀な人を

行政に、自治体にということは、私も痛感しています。たとえばアムステルダムへ行って

市のアーキテクト、プランナーといろいろ交流したり、上海の同済大学での国際会議では、

同済の先生の教え子がみんな自治体に入って建築家として大活躍しています。その連中が

やってきてプレゼンテーションをします。

この間、伊藤滋先生が企画に参加された、イタリア文化会館でのトリノと東京の比較の

シンポジウムがありました。トリノの都市計画課にいる女性のアーキテクトが、トリノの

都市改造をものすごく見事にプレゼンテーションしました。

そうやって見ていくと、田村先生はまさに横浜でそれをおやりになっている。いま横浜

は日本の中でもまだそういう性格をキープしていらっしゃると思いますが、ほかがなかな

か続きません。幸い、うちの教え子でも、地方自治体に行く人が少しずつ増えています。
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設計やデザインをやる人、あるいは有能な建築出身のさまざまな分野で活躍できる人が自

治体に行ってほしいと思います。

温井 どうもありがとうございました。それではこれで 3 部を閉じたいと思います。パ

ネリストの先生方に、もう一度拍手をお願いします。（拍手）

モデレーターの不手際で大変超過しましたが、司会の青木さんにマイクを戻したいと思

います。
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司会 どうもありがとうございました。では最後に、三橋先生からまとめと閉会のご挨

拶をいただきたいと思います。

三橋 日本大学の三橋です。長時間にわたり、ずっとほとんどの方に残って聴いていた

だいたことを大変喜んでいます。先ほど司会から「まとめはしなくていい」ということで

ほっとしたのですが、今日はとてもまとめられるような内容ではないことは私は最初から

わかっていました。今日は少し感想を述べて、締めの言葉にしたいと思います。

今日は刊行記念ということで、秋山前会長が最初に都市建築と特別研究をやろうという

ことでスタートして、こういう本にまとまりました。今日はこの本の内容についてほとん

ど網羅された話が出たかな、というのが全体の印象です。

だれが都市をだめにしたか、なぜだめになったかの共通認識は、どの先生もどうも同じ

ような感じだったかなというのが私の感想です。今日は大先輩の田村先生を始め、非常に

内容の濃い、短い時間の中で非常に強いメッセージが各先生からありました。宇沢先生は

「人間が人間らしく生きられる都市」、あるいは「経済学は人間の心が大切」という。これ

は経済学に限らず、建築学、都市学もそうだと思います。

そういう意味で、各先生から非常に大きな視点で総合的に考えたほうがいい話、あるい

は全体像をとらえよ、というキーワードが一つの共通点だったかと感じました。これから

地球環境の時代の中で、将来 21 世紀はたぶんそうだと思いますが、22 世紀は宇宙環境の

時代とも言われ宇宙建築も研究する時代になってきます。

将来像をとらえながら、都市というものは人間と同じようにたぶん生きていると思いま

す。これから都市の建築を再構築していくという意味で、今日を出発点として横断的に他

学会と議論をする。今日も経済学等いろいろな分野の方がお見えになりましたが、これか

らはこういう議論がまず重要かと思います。今回、市民向けの本を書こうというのがこの

本の刊行趣旨でしたが、専門的になりすぎたかなというのが感想です。

今日の会議で一番残念だったのは、パネリスト、基調講演の方々の時間が足りなかった

のではないか。お話り切れなかった点がたくさんありました。それから、フロアの方々と

ディスカッションをしたいというのが最初の趣旨でしたが、それもできませんでした。こ

のあと懇親会がありますので、ぜひそこで議論していただければということで、これを締

めの言葉としたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）

司会 三橋先生、ありがとうございました。では、長時間に及びましたが、これで本日

のシンポジウムを終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。


