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演題 

『身近な景観価値の発見とまちづくり』 

早稲田大学創造理工学部長・教授  

後藤 春彦  

 

ただ今、ご紹介いただきました後藤
でございます。 

桑名は私の大好きな町でありまし
て、今朝も出がけにアサリの佃煮をい
ただいてまいりましたが、私の家では
必ず常備しておく食材でした。あのよ
うなものを口に入れた瞬間に町の風
景などが浮かんでくる、そういう非常
に身近なところから景観をとらえて
いくことが大切ではないかと思って
おりまして、今日は、この『身近な景
観価値の発見とまちづくり』というタ
イトルでお話をさせていただこうと
思います。 

お手元に事務局に頑張って作って
いただいたカラーの資料があります
ので、それに基づきまして、お話をさ
せていただこうと思います。それで、
最初はちょっと頭の体操といいます
か、景観というのは読んで字のごとし、
景を眺めるわけですが、ものの眺め方
ということについて考えてみたいと
思います。 

最も大きなものとして地球を取り
上げたいと思いますが、地球をどのよ
うに眺めるかというお話をしたいと
思います。アップルマップというふう
に名付けていますが、地球をリンゴに
見立てて、リンゴの皮をむくように北
極圏からナイフを入れてこうやって
めくっていくと、不思議な地図が現れ
ます。この北極から始まりまして、最

初はグリーンランド、アラスカ、シベ
リア、不毛の大地が出てきます。その 
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次にヨーロッパ、北アメリカ大陸、そ
して日本、これは 20 世紀の富が集約
している円弧だと思います。さらに進
んでいきますと、中国、インド、中東、
それから北アフリカ、さらに中央アメ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

リカ、これらは例えばエジプトですと
か、中央アメリカ、たくさんの遺跡が
ありますが、すべて古代に文明が誕生
したところです。 

さらにナイフを進めていきますと、
今度はインドネシア、アフリカの中部、
南アメリカの北部、これらは大航海時
代にヨーロッパの列強が押し寄せた
土地であります。そして、進んでいき
ますと、オーストラリアが来て、南ア
フリカ、さらに南アメリカの北部、こ
うしたところは、白人の国や地域があ
るところです。ということで、最後、
このリンゴマップは国境のない、南極
に集まっていくわけですが、これも一
つのものの見方ですね。こういうのは
「生態史観」という言い方をしますが、
こうした地球をどのように見るかと
いったときに、例えばこのような意図
を使って見ていくと、同じような文化、
さらに文明の伝播を窺い知ることが
できるわけです。 

何が言いたいかといいますと、グロ
ーバリゼーションと一言で言って、地
球をすっぽり包み込むような欧米化
が進んでいるように見られるかもし
れませんが、実は文化、さらに伝播さ
れていくような文明というのは、この
ように意図を頼りに届けられていく、
そういう感覚を持っているのです。 

さらに、これはＮＡＳＡの発表した
夜の地球の光の地図です。皆さんよく
ご覧になっていると思いますが、日本
列島は本当に明るいです。あるいは、
ヨーロッパ、アメリカ、非常に明るい。
まさにこれらが文明を謳歌している
ところだと思います。 

同様の地図で、2010 年にフェイス
ブックの友だち関係を示した図が発
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表されました。先ほどの図とよく似て
いるのですが、よく見ると、日本列島
の形があまりはっきりしていません。
あるいは、このエジプトのあたりとか、
あるいは東欧のあたり、さらに中国、
こうしたところはこの光の文明の塊
と比べると、あまりはっきりしていな
い。これはある意味、欧米とは言語が
異なる、文化が異なる国々があるとい
うことを一方で示しているものだと
思います。このようにものをいかに見
ていくか、これがまず、景観を眺める
非常に重要なポイントだと思ってい
ただきたいと思います。 

私、大学で景観設計という授業を担
当していますが、最初に学生に景観と
は何かというお話をするときに使う
のは『色即是空』という言葉です。色
即是空、色はこれ即ち空なりと書いて
あるわけですが、「色」というのは実
体です。ある現象世界、そうしたもの
を即ち「空」だと、この般若心経の４
文字は言っているわけです。では、こ
のキーワードの「空」とは何か。それ
は英語で言うと emptiness（エンプ
ティネス）と訳されています。これは
nothing（ナッシング）、無ではない
のですね。空っぽというのはエンプテ
ィネスだという。エンプティネスとは
何かというと、実はこの色即是空とい
う言葉の中に込められている相互依
存性という言葉をこの空という一文
字 で 表 現 し て い ま す 。 英 語 で
interdependence( イ ン タ ー デ ィ ぺ
ンデンス)というふうに言いますが、
あるものはそのもの独自で存在して
いるわけではないということです。 

このコップ、ここにありますが、こ
のコップはこのコップ独自で存在し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ているわけではなく、今、私が例えば
これを支えている。そういうことによ
って、私とこのコップの間の相互依存
関係によってこの実体がここに存在
するということを、この般若心経では
教えてくれているわけです。なおかつ、
このコップは未来永劫ここにあり続
けるかというと、そうではない。必ず
変化していく。そうした実体、あるも
のの存在、そうしたものを「空」、イ
ンターディペンデンス、ものとものが
相互に依存する関係によって成り立
っていることを、この色即是空、般若
心経は言っているわけです。この色即
是空というのを、少し頭の横に置きな
がら、あるいは、先ほどのアップルマ
ップのようなものの見方によって、い
ろんな解釈ができるということを頭
の隅に置きながら、景観とは何かとい
うことについて、ぜひ、考えてみたい
と思います。 

今日、このお話の中の扉のページの
右下に出てくるのは、私の書いた本で
すので、もし言葉足らずの点があれば、
そうした本も後ほど眺めていただけ
ればと思いますが、景観とは何かとい
うことについて、この後、考えていき
たいと思います。 

 
景観法ができました。景観法、たっ

た３文字の法律、これは非常に珍しい
法律です。最近では法律の名前は非常
に長くなっています。法律というのは、
オーバーラップしてしまってはいけ
ないので、空いているところを埋めて
いくように法律を作りますから、最初
は商法とか民法とか、短い言葉の法律

でよかったわけですが、今では 10 何
文字の法律で穴の空いたところを埋
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めていくのです。しかしながら、景観
法、たった３文字の法律ができたとい
うことは、それまでこの分野に関して
全く法がカバーしていなかった、全く
の空白地帯だったということを示し
ています。この景観法ができ、その第
１条に目的が記されています。この目
的だけ読みますと、『この法律は、我
が国の都市、農山漁村等における良好
な景観の形成を促進するため、景観計
画の策定その他の施策を総合的に講
ずることにより、美しく風格のある国
土の形成、潤いのある豊かな生活環境
の創造及び個性的で活力ある地域社
会の実現を図り、もって国民生活の向
上並びに国民経済及び地域社会の健
全な発展に寄与することを目的とす
る。』と記されています。何が問題か
というと、景観法では景観を定義して
いないのです。景観とは何かというこ
とがどこにも記されていない、そうい
う法律です。 

次に、第２条、これは読みませんが、
第２条に基本理念が示されています。
そこに赤く示していますが、「地域」
という文字がたくさん出てきます。景
観ということを語る際には、地域とい
う言葉が一つ重要なキーワードにな
るということが、ここから伺い知るこ
とができます。後日、国土交通省のお
役人に、なぜ景観法で景観を定義して
いないのか伺ったことがありますが、
なかなか名回答だと思いますが、「景
観というのは、それぞれの地域でお考
えいただくものであり、国が景観はか
くあるべしという定義をするのはお
かしい。ですから地域でそれぞれ景観

ということを解釈していただくため
に、法律では景観とは何かという定義 
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をしていないのです」というようにお
話をされていました。いずれにしろ、
地域という言葉が重要なキーワード
であるとういうことも頭の片隅に置
いておいてください。 

最も分かりやすいようで最も分か
りにくい景観の定義として、ゴード
ン・カレンというイギリス人の都市計
画家の定義があります。これは『都市
の景観』というタイトルで翻訳されて
いますが、ゴードン・カレンは、一つ
の建物は建築だが、二つの建物は景観
であるということを言っています。１
個だと建築だけど、複数集まると、そ
こに先ほどのいうところの相互依存
関係、相互依存性ができて、そこに景
観 が 生 ま れ る と い う こ と を ゴ ー ド
ン・カレンは言っています。 

じゃ、２つあればいいか、そうでは
なくて、例えばこうしたまち並みの背
後の、地となる背景と図となるまち並
みの関係は景観かもしれません。何か
複数の要素の相互依存性が認められ
るものに景観を感じることができま
す。あるいは、安定したまち並みの中
に一つ別の形のものが挿入されるこ
とによって、これも安定したまち並み
と、この特徴ある形態の相互依存関係
によっても景観は成立いたします。 

皆さんよくご存じの現在最も活躍
している日本人建築家の安藤忠雄さ
んの代表作に『住吉の長屋』という小
さな住宅があります。その住宅、もち
ろん中のプランニングも優れている
のですが、実はこの住吉の長屋という
タイトルのごとく、このような古い長
屋の中に抽象的なコンクリートの箱

が挿入されて一つの景観をつくって
いるものです。しかしながら、このコ
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ンクリートの箱は、決して乱暴な振る
舞いをしているわけではなくて、隣の
１階の庇の屋根の線とそろうべくコ
ンクリートに目地が入っている。建物
の高さもお隣とそろえている。あるい
は、長屋ですから、社会を表象する道
路と建築の内部空間の関係が非常に
密接で、これまでは千本格子のような
もので表現されていたものを、この抽
象的な開口部で表現している。この伝
統的な長屋を抽象化して表現するこ
とに成功しているということで、日本
建築学会賞を受賞している作品です。
その後、この建物はどういう顛末をた
どったかというと、お隣が建て替えに
なります。反対側の建物も壊されて駐
車場になってしまいます。今ではこの
ような形で、お隣はブロック塀に囲ま
れ、先ほどの道と建築の内部空間の密
接な関係もなくなって、猫の額ほどの
庭ができて、建物も３階建てに建て替
えられ、屋根の形もこのようなボール
ト屋根に変わっています。こちらも、
庭を持ち、少し高いところに建ってい
ます。安定した地に抽象的な図が挿入
されて、一つの相互依存関係が生まれ
て景観が生じていたのですが、今はみ
んなが図になりたがっているような
状況で、ここにはなんの秩序も我々感
じることができません。今、この建物
だけを評して建築学会賞を取る立場
かというと、それも疑問になるわけで
す。 

今、お話してきたことはどういうこ
とかというと、実はこのまち並みを創
出しているものを下支えしている地
域社会がある。あるお盆のような形を

した地域社会の上にまち並みが乗っ
ている。ですから、この下支えしてい 
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る地域社会が崩壊すると、この上の、 
まち並みも崩れていってしまうわけ
です。 

景観とは何か、このセクションの本
題に入りたいと思いますが、これは氷
山の一角の写真です。水面に出た本当
の氷山の一角です。その下に非常に大
きなこの氷山の一角の下支えしてい
る目に見えない部分があります。よく
景観と風景と景色と眺めは何が違う
のかと言いますが、僕は、景観という
のは、この目に見える風景、景色、眺
めに加えて、目に見える風景等を下支
えしている目に見えない地域があり、
この両方を合わせて景観というふう
に説明しています。 

何もこれは私が勝手に解釈してい
ることではなくて、実は景観というの
は、Landscaft（ランドシャフト）と
いうドイツ語を、生物学者の三好学と
いう人が明治時代に考え出した訳だ
とされています。これは諸説あって、
三好学ではないという説もあります
が、いずれにしろ、明治の初めに日本
でつくられた言葉で、現在では中国で
も韓国でもこの景観という言葉を使
いますが、これは日本から逆輸出され
た言葉です。 

では、この景観の元になっているド
イツ語のランドシャフトというのは
どういう意味かというと、これはドイ
ツ語の辞書を引いていただくと分か
るのですが、実は地域と風景と２つの
意味が込められています。１つのラン
ドシャフトという言葉に地域と風景
という２つの意味が込められている
ということが大変重要なのです。 

しばしば出てきたこの図は、私が書
いた落書きですが、人間の手にも、あ
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るいは空へ飛び立とうとしている鳩
にも見える形です。こういうのを『多
義図形』、たくさんの意味を持つ図形
というふうに言いますが、実は景観と
いうのは非常に多義性を持つもので
す。それは目に見える風景と、それを
生み出し、下支えしている地域社会の
両方を意味している言葉だとご理解
いただければと思います。これまでお
話ししてきたことを図にまとめると、
こうした下支えしている地域がある、
あるいは色即是空でいうインターデ
ィペンデンスという相互依存関係が
ある。そうしたことが景観を解釈する
うえで大変重要な言葉だとご理解い
ただけると思います。私はどこへ行っ
ても景観というのは、地域＋風景だと
いうことでお話をしています。全国市
町村長会でもそうしたお話をしまし
た。 

 
さて、この景観法ができて、景観に

関する取組がかなり整い始めてきて
いる中で、当然規制・誘導が法的根拠
をもって進めることができるように
なりましたが、この規制誘導の枠組み
だけでは実は優良な景観形成はでき
ない。そこで景観まちづくりというこ
とが非常に大切になってくると思い
ます。景観は良くなったのか、景観法
ができて本当に日本の景観は良くな
ったのか。そうした疑問に対して、目
指すべき景観の目標像が定まってい
る場合においては、こうした規制・誘
導しようということは有効に働きま
す。それは、例えば名勝や自然公園の
ようなものだと思います。しかし、多

くは地と図でいうところの地です。
我々の身近な生活の場、そうしたとこ 
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けでは良好な景観形成は実現するこ
とができません。そこには景観まちづ
くりという考え方が非常に大切にな
ってくるわけです。 

私はその身近な景観を今日のタイ
トルにつけさせていただいています
が、「生活景」と呼んでいます。 

従来の景観の概念では、美観ですと
か風致とか自然景といったものはコ
ントロールの対象になったわけです
が、まだまだこの生活景というのは、
計画の中に取り組むうえでは発展途
上の段階にあります。これからこの生
活景をよくしていく、地と図で言うと
ころの地を整えていかないと、先ほど
の安藤忠雄さんの住吉の長屋の周り
の地が壊れてしまうことによって、す
べてが景観価値を失ってしまうよう
なことが示すように、そうした地の部
分に対して、これから我々は考えてい
く必要があるだろうと思っているわ
けです。 

景観まちづくりが大変期待されて
いる時代です。景観を育むコミュニテ
ィー、市民の皆さんの活動があり、さ
らに、そうしたコミュニティーを育む
景観、景観はそうした教育力も有する
ものだと私自身は理解しています。 

 
そうした中で、現在、都市再生とい

うことが世界中で行われています。も
ちろん桑名でもチャレンジされてい
ると思いますが。都市再生の中でも戦
略的に景観まちづくりを進めていく
必要があるわけです。都市再生とは何
だろう。これはよく間違われやすいの
は、経済再生と勘違いされることがあ

ります。都市再生というのはそうでは
なくて、公共空間を再生することにほ
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かなりません。こうした場合の公共空
間というのは、物理的な空間のみなら
ず、社会的な空間を再生しないといけ
ない。この社会的な空間とは何かとい
うと、人間と人間の関係です。あるい
は、先ほどの地域社会という言い方を
したほうがいいかもしれませんが、い
ずれにしろ、目に見える風景と、それ
を下支えしている地域、それと同じよ
うに物理的な空間と社会的な空間を
どう再生するか、これが都市再生の重
要な部分です。 

４つほど、その戦略的な手法を紹介
したいと思いますが、１つは、小さな
公共空間を創出する。スペインの言葉
で「スポンジ化する」、あの穴の空い
たスポンジ化するという言い方をし
ますが、身近な部分空間を発見して価
値づけて、そこに不要なものを取り除
いて庭を開いたり、小道を結んだりし
て小さな公共空間をつなげていこう
という手法です。これはバルセロナの
航空写真ですが、バルセロナというの
は、一辺が 120ｍのきれいなグリッ
ドでできている都市ですが、ここに有
機的な町の形が見えます。ラバル地区
と よ ば れ る と こ ろ で す が 、 こ こ は
1970 年ごろまでは非常に環境の悪
いところでした。バルセロナ市役所は
積極的にここを、先ほども言った、ス
ポンジ化して、小さな部分空間を発見
して価値付け、そこに小さな公共的な
機能を張り付けることによって、ここ
の町の文化性を高め、今では非常に魅
力的な町になっています。 

それから、今日はこれを強調してお
話ししようと思いますが、これからの

景観の重要な要素は人間そのもので
す。人間をどうやってみせるか。人の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

流れを再現するということが重要な
手法だと思っています。そのためには、 
人間の根源的な欲求である歩くこと
の楽しさをみんなで分かち合う。ある
いは、歩いている人の流れを見えるよ
うに可視化する。さらに向こうの人と
こちらの人の視線を交錯させること
が重要な手法だと思います。 

これはベルリンの国会議事堂のド
ームのガラス屋根、ここに二重螺旋の
スロープが巡っていて、上に展望台が
ありますが、そこに人々がゆっくり歩
いて登っていって、移りゆくベルリン
を見て、また降りてくる。それぞれの
視線を交錯させながら歩いている人、
あるいは町を眺めている人をまた眺
めている、そういう仕掛けがあります。 

今、都市空間の中では、非常に大き
なアトリウムがたくさんできてきて
います。これも先ほどの国会議事堂の
隣のベルリン中央駅ですが、このよう
に大きな空間に駅の機能がおさめら
れていて、このように縦横無尽に動く
人々をお互いに眺め眺められる関係
を持とうという設計が行われていま
す。 

こうした人の動きを見せる設計は、
実は関西空港が最初に行ったものと
なっています。今、成田空港から海外
に飛び立とうとすると、自分がどうい
う道をたどってどこから飛行機に乗
るのか分からないで、常に矢印の跡を
追っかけて進んで行かなきゃいけな
いわけですが、例えば関西空港ですと、
俯瞰的に自分がこれから通っていく
ルートが見えて、それによってスムー
スに飛行機までたどり着くことがで

きるような仕掛けになっています。こ
うした人間が歩いている姿を楽しく
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見せるような仕掛けが、都市空間の中
にこれからたくさん出てくる、そのよ
うに僕は期待をしています。ヨーロッ
パでこういうお話をすると、いやいや
それだけではなくて、実はこうした空
間が多くなっているのはテロ対策だ
と彼らは言います。都市空間の中に死
角をつくりたくないんだ、と言います
が、結果的に人々の流れが非常に良く
見えるような動きに変わってきてい
ます。これはマドリッドの空港です。 

そうした中で、例えば今、海外から
日本にやってきた観光客がどこで一
番多く観光写真を撮るか、それは東京
タワーでもなければ国会議事堂でも
なくて、実は渋谷の交差点なのです。
スクランブル交差点。ここの人の動き
が最も日本らしい、最もアジアのアク
ティビティーを表現している姿とい
うことで、ここでみんな喜んでパチパ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

チ写真を撮る。あるいは、築地のマグ
ロの競りの姿もパチパチ写真を撮る。
そういう人間そのものが景観の要素、
人間の動きこそが景観をアッピール
する重要な役割になってきています。
この渋谷のスクランブル交差点は、今、
ロンドンのオックスフォードサーカ
スというところでも話題のサイト（風
景）です。   
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３つ目として、町の魂、場所の力と
いうものを受け継いでいくことも必
要だと思います。そのためには原地形、
元々の地形をリスペクトする、敬意を
払う、あるいは、その町の歴史、市民
の記憶を刻む。さらにその町をこれま
で牽引してきた産業構造、社会構造の
変化をいかに受け止めるか、そうした
ことが重要になると思います。 

最近では大きな工場が閉鎖される
ケースが増えてきていますが、そうし 
た大きな工場は厄介者のように思わ
れがちかもしれませんが、よくよく考
えて見ると、その町の経済をこれまで
牽引してきた産業です。そこには市民
のたくさんの記憶や思い出が込めら
れています。そうしたものはやはり受
け継いでいかなくてはいけないとい
うことで、今、世界中でこういう工業
地をうまく活用していこうというこ
とが試みられています。工業地の持っ
ている可能性というのは、元々その工
業地の占める面積が非常に大きくて、
立地が良くて、交通の便も良くて、ま
た、元々変化を受け入れやすい形態を
していて、さらに、先ほど申し上げた
ように、その地域社会を牽引してきた
大きな思い出がそこに詰まっている。
人々の魂を宿している。そうした併用
地もこれからは重要な景観資源とし
て扱っていく必要があるということ
です。 

これは、スペインのビルバオという
バスク州にある町ですが、重厚長大型
の産業が立地している町です。ちょう
どこのあたりに造船のドックとか工
場があったのですが、そういう重厚長

大型の産業は幕を引き、文化的な町に
このビルバオも変貌しようというこ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とで、美術館を造り、いろいろな試み
をしています。これはグッゲンハイム
美術館の別館でフランク・ゲーリーと
いう人のデザインの美術館ですが、こ
の美術館のデザインが良いとか悪い
とかということではなく、僕がこの写

真でご紹介したいのは、工業都市が非
常に美しいことです。日本の工業都市 
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は灰色を思い出しますが、ヨーロッパ
の工業都市は、そこで上がった利益が
すべてそこの町の文化に還元される
ので、ヨーロッパの工業都市は非常に
美しい。さらに都市計画がしっかりし
ていますので、都市の周りの緑が非常
に美しく、額縁のように配置されてい
ます。ですから、このようにすぐ後ろ
に大きな里山のような緑を背負った
工業都市が存在するわけです。 

ですから、これからの日本の工業都
市は、いろいろな魂を宿しているもの
を生かしながら、しかし、そこで得た
利益を東京の本社に吸い取られるよ
うなタイプではない、まちなみに還元
できるような産業を誘致していく必
要があるだろうと思います。 

こうした産業遺産をいかに活かし
ているかということが、世界中で多く
の取組がされています。その一つを紹
介したいと思います。 

これはローエルというアメリカの
東海岸の事例です。アメリカの産業遺
産の発祥の地と言われているところ
ですが、産業革命の後、どこの国も最
初に繊維産業が発達しています。 

ここも同様に 1823 年にこのメリ
マック川の水流を活かした形で繊維
産業が発達します。これも、他の産業
革命の国と同じように、最初はこの新
しい産業に対する期待が高くて、この
ようにユートピアとして工業都市が
描かれます。そこに近郊の農村から働
きに来る女工さんも、おしゃれの一つ
として、ここで働くことが一つの憧れ
のような形で繊維産業はスタートを
します。 

しかしながら、このローエルでも
40 年経ちますと、非常に過密な町に 
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なってきて、また、移民がやってきて
住宅事情も非常に悪い町になり、公害
やあるいは児童の工場就労の問題、ス
トライキ、様々な課題を抱えるわけで
す。あのような、描かれているユート
ピアとは違う町になってしまいまし
た。結局このように工場は空っぽにな
ってしまったわけです。1950 年、こ
のローエルからすべての繊維産業が
撤退して、ローエルという町は失業率
が全米で最高になってしまう。 

そこで立ち上がったのは、まさにま
ちづくりです。グラスルーツの草の根 
の市民の活動です。パトリック・モー
ガンという一人のローエルの高校の
校長先生が、どんな歴史の教科書より
も、このローエルを見学してくれるこ
とがアメリカの産業革命を学ぶうえ
で一番役に立つ、と唱えて多くの市民 
を説得して回って、何とか空っぽにな
ってしまったローエルの町をもう一
度立て直すことができないか、そうい
う取組を行いました。 

そこにアメリカの大学なども参画
して、この町の再生を進めるわけです。
Cross Section（クロスセクション）
といいますが、最も典型的にこの町が
栄えた時代の様子をイメージします。
そこに、Narrative  Mapping（ナラ
ティヴ マッピング）という方法で、
いくつものお話をマッピングしてお
話をこの町に埋め込んでいく。そうし
て、地域ごとにローエルのストーリー
を表現する手法を取りながら、空っぽ
になってしまった空き工場に人々が
戻って来て、今度はここを文化の拠点
にするということに大きく転換して

いったのです。 
これは最終的には５億ドルの民間
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投資を引き寄せました。ですから、税
金でやっているのではないのですね。
税金はもちろん最初のスタートする
ところでは公共的な資金を投入する
わけですが、軌道に乗ると、民間から
投資を引き寄せて、この空き工場の上
はオフィスが並んだり、低層部分には
商業施設が入ったりして、再生できた
わけです。 

こうした川沿いも全く人の気配が
なかったところに、小さな公園が点在
して人が流れるような仕掛けをしま
した。いくつかの工場はミュージアム
に変わり、かつて走っていたチンチン
電車や運河の上を走るボート、そうし
たものも復活していきます。 

そして、単なる工業都市であったロ
ーエルが、現在では教育や文化の香り
のする町に生まれ変わっていくわけ
です。先ほどの校長先生のパトリッ
ク・モーガンの名前を冠したモーガン
カルチャーセンターというのができ、
ここはアメリカの産業革命史を学ぶ
うえで必須の場所、多くの高校生たち
が修学旅行で訪れる町に変貌してい
ったわけです。 

このローエルから我々が学ぶこと、
僕は４つ整理してみました。１つは、
どんな土地にも価値がある、すべての
土地に価値がある。全く手のつけよう
のないほど荒廃してしまった工場跡
地でも、そこには価値があるというこ
とを、このローエルが伝えてくれると
思います。 

２番目に、そうした一見、荒廃して
しまった町にも、きちっとしたストー
リーを与えてやる、それが人々のイメ

ージを喚起していく。そこにやがて
人々が集まり、投資を呼び込み、雇用 
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を生み、文化的施設も展開して行くこ
とが可能になるということです。 

さらに、3 番目として、変化を可能
にするために、専門家や政府、市役所、
あるいは民間セクター、教育分野、い
ろんな分野の人々が集まってパート
ナーシップを組むことによって、保存、
教育、文化、デザイン、地域経済など
の領域で成功を導く。 
そして、もう１つ、４番目は、独自の
ストーリーを見つけ出していくこと。
これは地域ごとによってストーリー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

は異なる。先ほど景観というのは一つ
の言葉で定義がされていない、それぞ
れの地域によって景観の定義は異な
ってしかるべきだというお話をしま
したが、独自のストーリーを見つけ出
すことによって、コミュニティーが育
ち、さらに、よその人にとっても魅力
的なまちづくりができる、そういう独
自のストーリーを見つけ出すことに
もローエルが成功しているのでない
かと思います。 
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そして、４つ目の戦略としては、市民
文化、市民自治を育むということが非
常に大切だと思います。私の大学では、
そうした市民自治、市民文化を育むた
めにキャンパスを開放するような夏
休みの一日を持ったりしています。特
に４つ目の話は、この後、第５章の中
でさらに高めていきたいと思います。 
 

次にお話しするのは、景観まちづく
りの目指す生活景への経済学的な価
値ということです。この本は、建築学
会編ということで、浅野先生と一緒に
我々のグループでつくった「生活景」
という本ですが、そこの中に多く記さ
れているお話をしたいと思います。こ
の「生活景」は、毎日新聞で非常に大
きく松原理事長さんが書評で取り上
げてくれています。 

さて、生活景とは何か。これは簡単
に言うと、人間を取り巻く生活環境の
眺めにほかならない。そして、その生
活景というのは、日常の暮らしの営み
を映す景観、まさに身近な景観。私た
ちは地域のキーワードである地域の
歴史や文化を包含する生活景に価値
を見出すことができる。これは川添登
という建築の評論家が「メタボリズム
とメタボリストたち」という本の中に
書いている文章の一説ですが、近代建
築は、一つひとつは個性的だが、群が
ると没個性的となるのに対し、まちな
みは一つひとつには個性がないが、群
がると地域性が表れるというのです。
僕は、このことが非常に大きなヒント
を我々にくれると思います。 

もし、安藤忠雄さんの住吉の長屋は

名作だということで、あの住吉の長屋
がいっぱい麻雀パイのように並んで
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いたら美しいか。一つひとつは個性的
だが、群がると没個性的になる。ある
いは、万博のパビリオンの会場でもそ
うかもしれません。群がると没個性に
なる。しかしながら、こうした地域に
根ざしたまちなみは、一個一個はそん
なに個性がないかもしれないけども、
集まることによって表現できること
は地域性だ、と。景観を下支えしてい
る地域性を視覚的に我々は感じるこ
とができる。こうした生活景に実は大
きな価値がある。 

それを経済学者の丸尾先生が整理
してくれましたが、空間的時間的外部
性が大きい財は、その財を持っている
人だけでなく、周りの人たちも、さら
に、今いなくても将来、その町で暮ら
す人たちにも恩恵をもたらす、それが
生活景の財だと。豊かになるにつれて
限界効用が増す上級財。貧しい時代に
はそれほど価値を感じないけれども、
豊かになると物質的要求が充足され
てくると、その価値はより高く評価さ
れる。非可逆財、一度壊してしまうと、
もう元に戻すことができない。地位財
ではない。大きなお庭とか、高価な芸
術品を持っているような高い地位や
財力を得た人たちだけが個人的に抱
えることのできるものではなくて、誰
でもが持てる財である。 

そして、一番大切なのは、市場も政
府も代わって供給できない。そこに暮
らしている人でしか供給することが
できない。そうしたものが生活景の経
済的価値であることです。 

では、そうした生活景、これから
我々意図的に大切にしていかなけれ

ばいけないターゲットとして生活景
というものがあるということが分か 
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ったとして、それをどのようにこれか
ら育てていくことができるか、その事
例をこの後、２つお話ししたいと思い
ます。 

 
１つ目は、東京都の新宿区で景観形

成ガイドラインというのを作りまし
た。これは東京新聞の 1 面の記事です
が、「新宿区“72 の顔“守れ」。新宿
の景観というと、皆さん頭に浮かべる
のは、新宿の西口に超高層、東京都庁
のような景観であったり、東西口のデ
パートが建ち並ぶような商業施設の
景観であったり、歌舞伎町の夜のネオ
ン街の景観であったり、まさに図にな
るところを想像されると思います。当
初、新宿の景観まちづくり審議会でも

新宿の景観ガイドラインを作ろうと
いったときに、そういう新宿の最も新 
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宿らしい、地と図でいうところの図に
なるところのガイドラインをつくろ
うとしました。でも、果たしてそれで
いいのか。さっきから申し上げている
ように、地を整えないことには、図を
いくら良くしても景観が良くなるわ
けはないのです。 

そのような議論の中で、新宿区をロ
ーラー作戦で徹底的に調査をして、一
般の住宅地に対してのガイドライン
を作るべきじゃないかという話にな
りました。その結果、新宿区は 10 の
支所で分けられているのですが、その
各支所に７つから 8 つずつの景観の
単位を作って、その単位ごとに地域に
分けて景観ガイドラインを作るとい
うことを行いました。これは新宿区の
全体図ですが、一つずつはこれぐらい
の単位に分けてガイドラインを作り
ました。人海戦術です 。このときは、
我々早稲田大学と東京大学、工学院大
学の３つの研究室が集まって、すべて
の道を歩いて調査をしました。それぞ
れのガイドラインを作ったのですが、
10 の支所があるので 10 分冊で景観
まちづくりガイドブックというのを
作っています。これが 1 冊 500 円で、
紀伊國屋書店にて販売されています。
まさに市民が町を読む、景観を学ぶう
えでの重要なテキストブックにもな
っています。我々の大学がある戸塚地
区というところも、このような形で地
形と記憶と水と緑ということに必ず
どの地区も分けて、大切にしなくては
いけないものを確認して、さらに 72
のエリアごとにそれぞれの景観ガイ
ドラインを記しています。例えば、こ

れは早稲田大学のある映像ですが、大
学がこれからどういうキャンパス形
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成をしていくかというようなことを、
一般の区民に対しても知らせるよう
なページがあったりします。 
 このようなことで、生活景を整えて
いくためには、市民一人ひとりのまち
づくり、景観づくりに対する自覚が重
要で、そうしたところに働きかけるた
めに、新宿区ではこうした景観形成ガ
イドラインというものを作っている
わけです。 

もう 1 つの事例は、兵庫県。現在、
合併して豊岡市に入りましたが、かつ
ての城崎町の城崎温泉についてご紹
介したいと思います。城崎温泉は、志
賀直哉の『城崎にて』というので非常
に知名度がある温泉で、今年はちょっ
と少ないのですが、多くのお客さんが
集まっていただけるときには 100 万
人の観光入込客がある、日本でも有数
の温泉地です。実は、この現在の非常
に情緒のある城崎の姿というのは、志
賀直哉は眺めていません。1925 年、
大正 14 年に北但大震災という大きな
地震があり、城崎は全部燃えてしまい
ました。200 何十人の方が亡くなり
ました。まさに今の東北の被災地と同
じように、灰燼に帰した状況から復興
した温泉街であるわけです。 

当時の町長さんが、温泉と小学校を
きちっと当時の最新の技術の鉄筋コ
ンクリートで蘇らせようということ
で、この３つある外湯を全部コンクリ
ートで造り直しました。後はこうした
石垣の護岸、橋、このあたりも景観設
計のようなこともきちっと行いまし
た。実はこれが関東大震災から２年後
の災害だったということもあって、東

京から技術者がこの町に来ることは
ありませんでした。そのために、たま
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たま町長さんの母校である早稲田大
学、我々の先輩教授であるところにＳ
ＯＳが来て、我々の建築学科がこの町
の復興計画を作った、そういうご縁が
あったのです。 

今回、合併するにあたって、また町
長さんが電話をかけてきて、ぜひ、「ま
た早稲田に助けてもらいたいことが
ある。今度、合併して大きな新市に取
り込まれてしまうと、この温泉一本で
やってきた町が独自でまちづくりを
進めることができなくなってしまう。
そのために独自の計画をきちっと作
りたいから知恵を貸してほしい」とい
うお話でした。 

我々は出かけていきまして、２年間
かけて、合併後もこの町が市民自治で
まちづくりを進めていくための計画
を作ることをお手伝いしました。その
ためにワークショップを数回開催し
ました。これはマサチューセッツ工科
大学、先ほどのローエルのそばにある
ＭＩＴの学生をこの町に呼んで、一緒
に早稲田の学生と合宿をしながらワ
ークショップをしたものです。あるい
は、「まちづくり人生ゲーム」という
ふうに呼んでいる、私の研究室で作っ
たワークショップをやりながら、この
町のソフトの課題をあぶり出すワー
クショップをやったり、まちかどウォ
ッチングということで、町の持ってい
るハードの課題を整理するワークシ
ョップをしました。これはロールプレ
イングゲームで、お芝居をしながら将
来、この町が抱えるであろう課題をみ
んなと一緒に議論する。中身は結構シ
ビアなことを扱いながらも、少しみん

なで笑いながら考えることができる
ようにということで、こうしたワーク
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ショップを重ねていき、最終的に「城
崎このさき 100 年計画」という計画
を作りました。これは合併後に自分た
ちで市民がやっていきたいまちづく
りの夢が 33 編まれたものです。いつ、
誰が、どのような予算で行うかという
ことは書かれていない。ですから、行
政計画としては失格です。しかし、い
つか、誰かが、なんとしてもやってみ
たい計画をこのように作った。これを
今、合併後、バイブルとして若い人た
ちのグループ、商工会のグループ、旅
館組合のグループ、観光協会、いろん
な人たちが一つひとつ実現していく、
そのようなことをやっています。 

温泉の中心に神社があります。そこ
に向かう参道を赤線で示しましたが、
我々が 33 編の中の１つ、この神社に
至る参道沿いに広場をつくろうとい
う計画を担当する機会に恵まれまし
た。ここに先ほどの神社があって、大
きな外湯があって、参道に相当する空
間があります。これ全部が木造の旅館
やお土産物屋さん街なので、ここにコ
ンクリートの壁を立てて、火災の危険
があるということで、「火伏壁」（ひぶ
せかべ）と呼んでいますが、防火壁（ぼ
うかへき）を造りました。あと、町の
若い人たちのチャレンジショップを
こうした中に展開しています。そうい
う計画を作ってもらったのです。10
坪ほどの小さなお店がこのように展
開しております。 

かつては、この神社の前に 4 階建て
のホテルが建っていたのですが、この
ホテルの経営が少し傾いて、このまま
では外部資本が、この温泉街に入って

きてしまうということで、地元が公共
にこの土地を買うように進言して、空 
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いた土地をどう使おうかというのが
我々のプロジェクトになっています。
この参道に相当する空間を空けて、そ
の前に広場を取って、ちょうど 60ｍ、
三十三間ありましたので、三十三間広
場という名前をつけています。ここに
火伏壁を造っていただきます。これは
夜の姿です。 

これは、コンクリートの防火壁です
が、ただ防火壁だけなら味気ないとい
うことで、これは京都の黒川の頑丈な
和紙を職人さんに貼ってもらいまし
た。このような雨風が当たるところの
コンクリートの仕上げを和紙でする
という、新しい試みを決めました。こ
のように浴衣で散歩してくれる新し
いグループを作ることができました。 
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 これは、オーラルヒストリーという
ふうに呼んでいるのですが、学生が街
の人々にいろいろ昔の歴史の記憶を
聞き出して、それを編集してみんなの
歴史、パブリックヒストリーに編み直
すということでやっているのですが、
その中の一部をこんな形で壁に記し
てみました。   

これは、先ほど言った若い起業家の
方のチャレンジショップが続いてい
るまちなみです。 

これは、川沿いの風景ですね。これ
も景観の一つのモデルになるように
ということで、我々のプロジェクトは、
城崎にある一つひとつの建物の大き
さにこの立面を分割して、いろいろな
デザインをパッチワーク状で表現す
ることによって、今後のデザインの参
考にしてもらうというところに落ち
着きました。 

このプロジェクトでは多くの賞を
いただくことができました。 

 
さて、結論でございますが、景観ま

ちづくり、景観というのは、ややもす
ると美醜、あるいは単なる町の“らし
さ”で固められることが多いのですが、
そうではなくて、やはり地に足の着い
た景観まちづくりを進めて、市民自治
の成果として市民の意図的な評価に
もかなうような景観価値を醸成し、客
観的にも保護されるべき景観利益を
生み、それをきっかけに町の景観形成
の規範を市民によって確立していく。
こうした流れが大切ではないかと思
います。 

景観という概念は非常に大きくて

多義的です。風景と地域という言い方
をしましたが、見えるものと、それを 
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下支えして生み出しているもの、視覚
的概念と地域的概念をつなぐものも
景観です。あるいは、物理的な空間と
社会的な空間をつなぐものも景観で
す。また、今日はちょっとお話しする
機会がありませんでしたが、都市的な
領域と農村的な領域をつなぐものも
景観です。 

いかに我々は旅を続けるか、最後の
お話ですが、今日、私は新幹線に乗っ
て来ましたが、20 世紀の日本が目指
した社会システムは新幹線そのもの
です。はっきりとしたゴールがあって、
そこに向けてなるべく真っ直ぐの線
路を敷いて、そこに効率よく走る列車
を運行する。これが 20 世紀の目指し
た社会システムでした。効率が尊重さ
れました。大量に高速にものごとを進
めることが求められました。しかし、
どんな人が乗っているか、我々は外か
ら見ては分からないのです。 

一方、21 世紀の社会システムは、
七福神の宝船だというふうに私はお
話をしています。スピードは全く速く
ありません。どこに向かって進むのか
よく分からない。風の流れ、潮の流れ、
そうしたものを読みながら、たまたま
乗り合わせた人たちが合意形成して
少しずつ進めていく、そういう社会、
そういう乗物に我々は新幹線から乗
り替えているのです。これをガバナン
スという呼び方をすることもあるか
もしれませんが、ただ、その 7 人は一
人ひとりが一芸に秀でた人たちです。
そうした一芸に秀でた人たちの能力
を活かしながら、この船をゆっくりゆ
っくり進めていく。そういう乗り物に

乗っている。景観まちづくりも、そう
いう中で進められていく、そういう感
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覚が必要ではないかと私自身思って
います。 

このお話を世界中でしているので
すが、先日、韓国でお話をしたら、お
まえの言っていることはよく分かる
んだが、こんな古いものに我々は乗っ
とらん、というふうに怒られました。 
今はカーナビがついているはずだ。な
るほどと思いました。この七福神の船
にこうしたナビゲーションシステム
がついていて、上から今、自分がどの
位置にいるのかということを確認し
ながら船を進めていく、そういう社会
に我々はいるのだろうというふうに
思っています。 

 
最後、今日のお話をまとめます。景

観は一夜にしてできるものではあり 
ません。景観を育む不断の市民の努力
が欠かせません。景観を磨き上げてき
た人々の努力によって景観利益が今
あります。社会的協働を通した間主観
的、今日、この話をあまりしませんで
したが、主観と主観を重ねていって、
少し客観的に物事を見るような、そう
いう間主観的な評価によって景観に
対する眼差しが客観性を増すものと
なります。景観は社会関係資本の視覚
的表現であり、景観まちづくりとは、 
将来に向かって共有されるべき都市 
像を発現させるものであると思いま
す。 

ここで、ちょうど私のいただいたお
時間になりましたので、以上とさせて
いただきたいと思います。どうもあり
がとうございました。 
   


