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「都市」を哲学する その１-1：「近代」の隘路をどう超えるか 
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本稿は、「都市」をテーマに、土木工学上の技術論からではなく、哲学的観点から考察し、「地球時代の都市

論」を構築することを目的としている。10数回を予定している連続掲載のうち、今回はその初回にあたる。 

執筆目的を明らかにした後、①「都市＝生命体の有機システムの隠喩」という視座、②ローマ＝官能都市の実

体験から生じた近代都市への懐疑、③地球や人類存亡に対する危機感、の三つの問題意識を挙げ、「人類の危機

＝都市の危機」との問題提起を行った。これを受け、近代都市計画の隘路について、その立脚点を明確化すると

ともに、具体的事例として、「都市マスタープラン」の構造欠陥、都市の空洞化、規制緩和の罠について言及し

た。 後に「地球環境時代」における都市計画コンサルタントの職能像とミッションについて試論を展開した。 

Key Words:有機システム、地球限界、近代都市計画、主客二元論、普遍空間、自由主義経済学、マスタープラ

ン、共通規範、空洞化、規制緩和政策、バブル経済、地域経営・都市経営、社会環境プロデューサー 

１. はじめに 

１.１ 本稿シリーズの目的 
近年、「脱近代」や『複雑系』というキーワードに

接する機会が増えた。今、「知」の分野に何が起きてい

るのだろう。そして私たちが携わる技術、とりわけ都市

や建設事業への影響としてはどんなものがありうるのか。 
本稿の目的は、①「近代性」というものが「現代と

いう時代」や「都市」に与えた影響を考察するとともに、

②「都市性」というものの本質を『風土論』により探り、

③「都市は複雑系である」という仮説のもとに、『風土

論』と『複雑系』の概念装置を組み合わせることにより、

④これからの時代において「望ましい都市論」を提唱し、

⑤都市計画・都市経営のあるべき姿と都市計画コンサル

タントの将来像を描くこと、⑥閉塞感の見え始めた我が

社の技術分野に「哲学・思想」の面から最新の認識提起

という一石を投じることにより、社内の知的風土活性化

を促すことにある。 
なお、本稿は今回を含め同一タイトルのもと10回程

度のシリーズで「技術報」に連続掲載する予定である。

足かけ３年間にわたる大きな構想であるが、査読者や読

者の皆さんのご協力・ご指導を仰げれば幸いである。 

１.２ 本稿シリーズが目指している到達点 
「都市計画」に関していえば、『風土論』や『複雑

系』の諸概念の研究により、「都市づくりのビジョン」

「住民参加」「歴史・文化性付与」の重要性と意義につ

いて、これらの理論的根拠を明確にすることができると

考えている。ここではとりわけ、地中海沿岸都市や日本

の宿場町・城下町に見られるような「個々の建物と都市

との景観的統一性」を育んだ動機について「都市性」と

いうキー概念を用いて考察し、都市形成における「思想

的共通規範」の重要性を摘出することになるであろう。 
一方「都市経営」のあるべき姿に関していえば、現

行の「個別管理型・トップダウン型・成長経済依存型」

の都市計画法・建築基準法による都市・建築の規制誘導

方策に替えて、「自己組織化における触媒機能」のよう

な「全体創発型」の誘導手法が提示できると考えている。

これについては、『複雑系』の概念装置を用いることで、

論理的な整理に至ることが可能であると思われる。 
その後、「都市」の議論からやや離れて『風土性』

というテーマに議論を拡張することで、「都市」という

ものについて、これに対する価値判断を含めた根本的な

視座の見直しを試み、地球環境時代において私たちが生

きる「環境世界」のあるべき姿を探ってみたい。 
さらに、人類進化と文明進化の過程を、人類学・社

会学・言語学・大脳生理学的観点から考察し、人間存在

の本質を再定義するとともに、私たちが今直面している

「都市＝文明危機」の根元的要因とその突破方策につい

て探っていきたい、と考えている。 

１.３ おことわり 
「都市」を哲学する、と題されたこの論文は、通常

の技術論文とは様相を異にし、明確には序論・本論・結

論の体裁をとっていない。これは、①試行錯誤を経なが

ら執筆されたものであり、必ずしも各回毎に明確な結論

を導き出し得ないこと、②『風土性』や『複雑系』は個

別の論点ではなく、全シリーズを貫く「通奏低音」であ
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るため、観点を変えて随所に登場すること、③従って

「起承転結」の構成には馴染まず「行きつ戻りつ螺旋的

に発展する」展開になること、という事情によるものと

ご理解されたい。 
換言すれば、読者は、本シリーズが、ある程度「ど

の部分をとっても全体の骨子を含んだ」入れ子のような

構成になっていることに気づかれることであろう。 
今回は、①シリーズの目的と目標、筆者の問題意識

を序論として整理した後、②結論として、「近代」世紀

末の時代状況と人類の将来展望についての試論を展開し、

③ 後に、本論として、西欧哲学の通史的概括と、『風

土論』と『複雑系』の主な概念の紹介を行った。が、む

しろ本稿全体がシリーズの序論、あるいは問題提起に該

当するものと理解されたい。 
また、本稿においては「近代」という語彙が頻繁に

登場する。正確には「近・現代」とするべきところであ

るが、ルネッサンスに始まり、デカルトが思想として体

系づけ、ガリレイやニュートンが科学として完成したパ

ラダイムの本質を総称し「近代」「近代性」などと呼称

する。この概念を生んだ当の西欧において、「近代」が

「現代」と区分されずに「modernism」と呼称されて

いるためである。あらかじめご了承いただきたい。 

２. ｢五感で生きる都市｣ と ｢近代都市｣ との断層 

２.１ 「都市の原体験」 
1985年、21歳の初春、ローマのレオナルド・ダ・ヴ

ィンチ空港に降り立った瞬間、私は柑橘系の芳しき香り

と地中海地方独特の生暖かい冬風を感じた。リムジンの

車内で、シチリアでのドキュメンタリー取材を終えた帰

りだというジャーナリストと知り合い、ホテルに向かう

途中、その車で真夜中のローマを案内してもらった。石

畳がフィアットの固いサスペンションに一層響き、硬質

音が「馬車」の乗車感覚を私に想起させた。車窓から見

る古代遺跡はどれもオレンジ色にライトアップされ、圧

倒的な迫力をもって私の網膜に焼き付いた。コロッセオ

で思わず下車し、古代の大理石の質感を肌で楽しんだ。 
翌朝ホテルの部屋で飲んだ espresso は、時差ボケで

朦朧とした私の大脳に冴えわたり、前日の深夜の夢想体

験を私に再び思い起こさせるのに十分であった。 
私は明らかに五感で「都市」を体感していた。 

２.２ 問題意識と視座の萌芽 
東京での暮らしが長い私がはじめて「都市を感じ」、

これが私にとっての「都市の原体験」になった。建築学

科を卒業し、設計事務所に就職したのちも、経済効率の

みを追求し人間性を捨象したかに見えるスチールとガラ

スの四角い箱「近代建築」に疑問を感じ、質感とディテ

ールの意匠にこだわる設計を続けるかたわら、「建築・

都市の本源」を巡って、歴史学や人類学、思想・哲学や

経済学を学んだ。また、個々の建築が個性を持ちながら

も、全体として完璧な景観的統一性・地形的特性への調

和を有している都市に「生命が持つ有機システム」のメ

タファー（隠喩）を直感し、度々地中海地方に赴いた。 

 
図－１ 有機体を思わせるシエナのまち 1) 

 
図－２ 有機体を思わせるサントリーニ島のまち 2) 

活字で記載された歴史を勉強する過程で「歴史とは

文明史であり、都市史である」ことに気がついた。さら

に、「都市は生命の隠喩」であると同時に「都市は文明

そのもの」でもあることが分かった。「都市」を考える

とき、土木工学上の技術論ではなく「社会や文明」とい

う観点から考えるという視座が、こうして私に芽生えた。 
次に湧き起こってきたのが「風土」という概念であ

る。ローマでの体験は冬、到底柑橘系の果実など実って

はいない季節である。あの香りは人々のつけるオーデコ

ロンによるものだと、後から知った。「風土」という地

平においては、自然と社会・文化が融合し、一方が他方

のメタファー（隠喩）になっていることを実感したのだ。 
私の問題意識は「時代とパラレル」であったと思う。

チェルノブイリの大惨事があり、共産主義が崩壊し、バ

ブルがはじけた。一方では、分子生物学や大脳生理学の
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飛躍的進歩があった。「近代」の隘路が社会の諸相で浮

き彫りになるとともに『複雑系』に代表される「新パラ

ダイム」が自然科学分野から登場した。また、エコロジ

ーが流行するかたわら、『風土論』が脚光を浴びるよう

になった。今、私は建築・都市を中心とする自己の問題

意識を、時代の 先端の認識（哲学・思想）に重ね合わ

せて掘り下げる時期の到来を強く感じている。 
本稿の執筆は、以上の原体験と問題意識に端を発し

ているが、新時代に向けた「都市論」構築が狙いである。 

３. 「地球限界」の時代、人類存亡の危機 

次に、個人的な体験に基づく問題意識から目を転じ、

現代社会の諸相を、巨視的な視点で俯瞰してみよう。 
地球規模で進行している経済・社会・文化・環境など

の激変に対応するために、私たち企業人を取り巻く環境

は「大競争」の時代にある。しかし状況の本質は、単な

る近代以降の社会構造の特質である「市場経済」という

範疇におさまる問題ではない。 
私は20世紀末から21世紀初頭のこの時代を、「地球限

界の時代」と捉えている。①地球的規模で進行する環境

破壊、②国家財政破綻と、株・円・ドル同時暴落による

国際金融秩序崩壊の危機、③アジア地域の人口爆発と経

済成長による食糧・エネルギー危機、④二超大国の均衡

関係の崩壊がもたらす民族紛争の激化と生物兵器・核兵

器使用の危機、⑤都市における麻薬の汚染や少年による

猟奇犯罪の急増にみられる精神破壊など、人類の存亡に

対する巨大な脅威が私たちを取り巻いている。 
しかもこれらは全て「都市の問題」を孕んでいるのだ。

換言すると、「人類の危機は都市を生んだ文明のありさ

まに、根本原因が帰結する」と私は考えている。 
約5500年前、メソポタミアに建設されたシュメール

都市は、掠奪闘争と農耕による生産力拡大を背景に成立

したが、都市建設のこれらの動機は、民族対立・環境破

壊という形をとって現代の私たちをも脅かし続けている。 

４. ｢近代都市計画」とは 

「都市問題」は人類危機の縮図であり、それは「近代

都市計画」の隘路に端的に表れていると、私は考える。 

４.１ 「近代都市計画」とは 
「近代都市計画」は、1943年に建築家・都市計画家

であるフランスのル・コルビュジェ（1887-1965）が提

唱した「アテネ憲章」に端を発する。これは、「都市を

物質に還元しその機能を 大効率をもって発揮できるよ

うに整備・開発する」というイデオロギーに集約される。 
この思想は我が国の現行・都市計画法に完璧に継承さ

れていることがその第４条から分かる。条文では、「都

市計画」とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図

るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業

に関する計画」と定義されている。ここでは、「近代思

想」が捏造した、客観的次元における抽象化された物理

的空間のみが、考慮の対象とされている。 

４.２ 「近代都市計画」の立脚点 
「近代都市計画」の立脚点についての見解は様々であ

ろう。しかし私は、西欧近代パラダイムが生んだ三つの

イデオロギーを挙げる。①デカルトが提唱した「主客二

元論」と、これから派生した「機械論的世界観」「機

能・効率主義」、②ニュートンが理論的構築を行った

「普遍空間」、そして、③アダム・スミス、ケインズら

による「自由主義経済理論」である。 

(1)「主客二元論」 
1) 「主体の後退と世界の客体化」 
「要素還元主義」を特徴とする「近代思想」は「世界

を分解する」。この解体装置は、「事物の世界 vs 主体

の生きる内的世界」という二元論に帰因する。そして、

「近代的主体」は自分自身と事物との間に二元性を確立

することで、環境世界から退き、その世界を自身とは決

定的に区別される「客体」として見るようになる。 
「我思う、故に我あり」というデカルトの言葉は、①

「客体」からの「主体」の独立と、②「主体」による思

惟の独占、を宣言したものに他ならない。 
2) 「機械論的世界観」 
「事物の世界 vs 主体の生きる内的世界」という二元

論は、「事物＋生物の世界 vs 主体」という図式に拡張

され、主体（である人間）以外の一切の存在は「主体に

奉仕する機械」に貶められる。「近代的主体」は「客体

世界」を虚無化し、このため当然ながら、「客体」は単

なる利用・開発対象であって倫理の枠外に押しやられる。 
この二元論はデカルト以前から、アリストテレスにお

いて「人間と生命を持たない事物の間には親和的関係は

ありえない」として確立していた。生命を持たない＝感

情を持たない事物に対する冷徹な態度が、そのまま環境

に対する近代人の二元論的視座となって顕れている。 
リオデジャネイロ宣言にある「持続ある開発」も、近

代二元論を下敷きにしていることは明らかである。 
3) 「機能・効率主義」：「なぜ」から「いかに」へ 
上記は、「いかに－手段と道具」の思想であり、「な

ぜ－存在理由と行動理由」の思想ではない。世界を説明

し支配しようと努力を重ねる近代は、実のところ、「な

ぜ：動機」から「いかに：機能と効率」への置き換えを

図る壮大な企てであった。「なぜ自然を開発するのか・

なぜ伝統文化を破壊するのか」を問うことなく、「いか

に都市を開発するか」のみに腐心してきたのである。 
この発想に「要素還元主義」と「機械論的世界観」が

合体して「機能主義」「経済効率第一主義」が生まれる。 
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(2)「普遍空間」 
近代思想は「主客二元論」に加えて、もう一つ、

「普遍性」というものを中心的なパラダイムに置いてい

た。この信条は17世紀の科学革命による物理的世界に

おける普遍法則の相次ぐ発見によって基礎づけられ、ニ

ュートンの「普遍空間」の提唱によって完成された。 
それは、絶対的で、均質で、等方性を持ち、無限で

ある、という属性を持った空間である。 
鉄・ガラス・コンクリートの大量生産、エレベータ

ーの発明を伴い、どこにでもある四角いマッチ箱のよう

なビル ―国際様式という― の思想的根拠となった。 

(3)「近代都市計画」の土台：自由主義経済理論 
「近代都市計画」は「開発」を金科玉条にしている。

そして「開発」の推進力は、「自由主義経済」がその理

論的基盤として措定している「成長経済」を前提とした

公共投資、民間活力、海外投資に、100％依存している。 
ここで重要なことは、「自由主義経済」と「近代都

市計画」との循環的関係性である。前者は後者の思想的

基盤であるが、一方、後者は前者の実現基盤なのである。 
つまり、建設事業という莫大な需要を契機として、

自由主義経済の唱える経済成長が実現されてきたのだ。

かつて「計画なきところに開発なし」という名言があっ

たが、経済学的観点から見るかぎり、実態は「開発なき

ところに（都市）計画なし」なのである。 

(4)「二つの経済学」（参考） 
ここで参考までに、「近代都市計画」がその思想的根

幹に据えていた自由主義・資本主義経済の本質を、共産

主義との対比においてみていくことにしよう。 
1) 共産主義経済とその崩壊 
1989年、ベルリンの壁が崩れ、冷戦が終結した。40

年間以上、東側世界を支配していた「共産主義」という

パラダイムの事実上の崩壊であった。西欧で生まれた

「近代」は皮肉なことに西側ではなく、東側（東欧・中

国・キューバなど）において、 も純化され、発達した。

では、近代パラダイムを受け継ぎ、独自の政治・経済体

制を築き上げたマルクス主義とは何であったのだろうか。 
ここで非常に重要と思われる論点について強調して

おこう。西洋社会において中世以降、現在に至るまでそ

の命脈を保っている「神」という概念は二面性を持って

いる。①絶対普遍の超越存在という側面と、②物質に還

元されないという側面である。 
東欧が完成した共産主義は、これを二つとも否定し

たという意味で、極めて「近代的」であった。共産主義

における絶対者とは官僚機構に他ならない。そして、そ

のシステムや世界観が持つ「単純性」の欠陥 －気象条

件、勤労意欲、流通、貿易といった、本来『複雑系』の

視点で考慮すべきファクターの捨象－ が露呈し、50
年という短命を余儀なくされ崩壊したと考えられる。 

2) 自由主義経済とその延命 
一方、西欧においては近代から現代を通じて両者を

許容し自由主義経済を採用したのである。 
自由主義経済の立場をとっている西側の政治・経済体

制も、共産主義同様に今や崩壊寸前の様相を帯びている。

しかし、次の点に着目する必要があるだろう。 
①「主客分離と心身二元論」を掲げながらも、中世以

来の「神という完全存在の措定」を残存させたこと、 
②これにより「神の見えざる手＝市場」が発達し、実

態経済において一定の『複雑系』が機能したこと、 
この二つが、自由主義が共産主義より長く延命したこと

の要因であると、私は考えている。 
アダム・スミスの唱えた「市場における神の見えざ

る手（個々の消費行動は全体の経済秩序に収斂する、と

いう観念）」は、「自己組織化」の本質に通じるところ

があり、事実、自由主義経済システムの統合軸となって

機能している。西欧社会において、2000年の長きにわ

たり「神」は二元論に分断された世界に生きる人間の精

神安定剤として機能してきたのだ。 
スミスの「自由放任主義」は、かつてケインズの批

判により理論的主導力を失ったとされてきたが、財政支

出による景気活性化というケインズの理論も、天文学的

に膨張した財政赤字の前に倒れようとしている。一方、

現代経済の本質は、「資本」から「情報」へと主役が交

代したものの、依然として「市場の原理」である。 

５. ｢近代都市計画」は隘路に陥っている 

５.１ 「都市マスタープラン」の幻想 
「近代都市計画」において「都市マスタープラン

（以下、都市マス）」は枢要な位置を占めている。その

名のとおり都市計画のマスタープラン（基底計画）とし

ての役割を担うべき存在であるが、その実効性について

は大きな問題を孕んでいることを否めない。 
ここでは、「都市マスが抱える非複雑性」という視

点からその功罪などについて考察を行う。 

(1)西洋における「都市マス」の成果 
19世紀フランスのオスマンや私たちの時代の丹下健

三などは超一流の都市プランナーとして知られている。

現在のパリ、ボローニャ（イタリア北部の都市）の成功

は、彼らが作成した「都市マス」によるところが大きい

といえよう。また、戦後ドイツの「Ｂプラン」「Ｆプラ

ン」は、いわゆる土地利用計画に対して環境・景観保

全・建築制限の観点から公共の利益確保の担保性を強調

した、都市行政における強力な武器として機能している。 
「近代」というパラダイムを骨の髄まで受け入れた

西洋においては、その有用性は否定できない。あらゆる

土地は、あたかも機械のごとくシステマティックにそれ

ぞれの機能を与えられ、詳細に管理されている。しかし
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西欧諸国においては「開発より保全重視」の性格が強く、

中世の街並みが残る中心街などは、ほぼ完全に開発が凍

結され「建築自由の私権」は徹底的に制限されている。 
ドイツではさらに生態系の保全・創出プランが重ね

合わされ、たとえば都市環境保全の一環として温室効果

防止措置が、大規模緑地の確保などの施策として図面に

明記されることで、都市計画により担保されている。 
ただし、欧州におけるたぐいまれな計画統制の成功

の陰には、古代ギリシアの哲学から中世の新プラトン主

義（ネオ・プラトニズム）に至るまで脈々と流れている

思想、すなわち「都市は、神がつくった宇宙＝コスモス

を具現化するべきもの」という世界観が、大きく作用し

ていることを付け加えておかなければならない。 

図－３ シュツットガルトにおけるＦプラン 3) 

図－４ ハンブルクにおける風致景観プログラム 4) 

(2)我が国における「都市マス」の実態 
1) 「都市マス」の導入経緯と実態成果 
我が国が初めて「都市マス」を制度として施行した

のは、1968年の新・都市計画法施行の直後、1969年で

ある。この際「整備、開発又は保全の方針」が都市計画

におけるマスタープランとしての位置づけを持つ、との

通達が出された。その後1993年の都市計画法の改正に

より、自治体による策定権限と義務が明文化されている。 
我が国の「都市行政」においては、建築の自由とい

うかたちで私権が大幅に認められる一方、道路斜線や用

途規制・容積率といった不条理な枠をはめられることで、

不整形な建築が乱立する結果となり、とりわけ都市景観

に対して「三流」のレッテルを世界中から貼られている。 
「都市マス」が有効な行政手段として機能していな

いことの顕れであるが、これが未だに策定されていない

都市が存在することに対する是非判断については、判断

に苦しむところである。 
2) 「都市マス」が有効でない理由 
ではなぜ有効に機能しないのであろうか。一つの要

因として、公共の利益つまり社会主義に立脚しているの

か・（不動産売買や建築の自由という）市場原理に任さ

れいるのか、プラン自体が旗色不鮮明である、という事

実が挙げられるだろう。都市は建設省、その他の土地は

農水省が縦割りで管轄しており、国土利用・土地利用計

画が統合されていないことも一要因である。 
もう一つ視点を変えていえば、「近代性」というも

のの咀嚼不完全に起因するといえよう。西洋でマスプラ

が比較的有効に機能し、日本では失敗しているのは、

「近代性」というものに対する市民のコンセンサスの

「深浅」に起因するのではないかということである。た

だしこの背景には、西洋の都市と日本の都市との「構造

的・根本的な相違性」が横たわっていると思われる。 

(3)「都市マス＝近代性」の弊害 
1) 『複雑性』をスポイルする「都市マス」 
次に「都市マス」の否定的側面を「近代性」という

観点からみていく。これは「都市＝風土性表現＝複雑

系」という仮説を立てたとき「都市マス」が持つ問題と

してどのような弊害があるかを考えることに他ならない。 
結論からいうと「都市マス」は都市問題を生んでい

る諸悪の根元の一つであると私は考える。ゾーニング

（：効率主義・機能主義のもとでの土地の極端な用途純

化）、容積率・建ぺい率（：要素還元主義）、人口・産

業・土地利用フレーム（：成長経済を前提にした空虚な

決定論主義・予定調和主義）など、「近代性」のあらゆ

る側面が「都市の複雑性を解体」し、近代化以前まで有

していた「都市」の『風土性』をスポイルしているよう

に思える。現に以前業務を戴いた、某地方都市の心ある

都市計画課課長も「都市マス」を公の場で否定していた。

住民と一緒になって「まち」の問題について話し合い、

住民主体でまちをつくっていく「プロセス」は非常に有

意義と言っておられたが、これは「都市＝複雑系」の立

場を代弁する、極めて当を得た見解であると私は思う。 
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2) 「自己組織化」と「触媒」の重要性 
ノーベル化学賞を受賞し「自己組織化」という概念

提唱で知られるイリヤ・プリゴジンの理論は、今日の

『複雑系』の理論構築に多大な貢献をしている。彼は宇

宙・生命・経済・企業、すべてのシステムの本質は「自

己組織化のプロセス」とし、「触媒」がそのプロセスの

鍵を担っているとしている。私たち都市プランナーが、

住民や行政と違う立場で「まちづくり」に外部から貢献

できるとしたら、「触媒＝きっかけと促進作用」に徹す

ることであろう。現実対象を捨象し密室に閉じこもって

結果を先に描いてしまう「都市マス」は「マスターベー

ションプラン」でなくて何なのであろう？ 

(4)中世に「都市マス」は存在したか？ 
「都市の自己組織化」に、マスタープランは必要な

いことは回を改めて述べるが、中世において実際に「都

市マス」が存在したか否かについて、若干の考察を行う。 
1) 近代以前の日本のエコ・シティの形成過程 
「近代性」が輸入される以前の日本の都市に、「都

市マス」は存在したのだろうか。秀吉の大坂、家康の江

戸など、古地図などをみる限り、まちづくりの基本的ヴ

ィジョンが存在したことが分かる。ただし、現代の「都

市マス」のように都市を機械と見なす性格のものではな

く、自然・地形条件との調和を考慮した上で、政治意図

実現を目的とした大枠の土地利用や重要施設の配置が定

まっていた程度であり、相当程度の融通性を有していた

ものと思われる。私は、この融通性が自然・地形条件と

の調和を可能ならしめ、今でいう「エコ・シティ」が実

現できていたのではないかという仮説を立てる。 

図－５ 中世城下町・鶴岡 5) 

2) 中世・西欧の都市の形成過程 
翻って、近代以前の西欧ではどうだったのだろうか。

ルネッサンスやバロック以前、ここでは地中海沿岸の中

世都市を取り上げてみたい。これらの都市は、キリスト

教圏であれイスラム教圏であれ、公共広場・中庭・街区

の隙間に作られた不整形な街路・連続ファサード・建築

材料の同一性・同色の屋根、といった共通の形態言語を

有していおり、イタリアやスペインなどの国では、その

景観的な美しさなどから、ユネスコの世界文化遺産に指

定されている都市も多い。後にみるボローニャもこうし

た事例に入る。これは果たして「都市マス」のおかげな

のだろうか。古地図や当時に描かれた絵画を見ると（図

－６参照）、主要な視点場からの鳥瞰的景観、地形・方

位を尊重したと思われる都市軸が把握できるが、都市形

成の初期段階においてどこまで定まっていたのだろうか。 
3) 都市形成の動機となる「共通規範」 
まちづくりに際して「共通規範」のようなものを

初に提唱した人間がいて、あとはそれに「右へ倣え」的

につくられたのではないかと推測する。建設・資材運搬

技術が現代と比べ格段に低かった当時は「共通規範」が

自然条件に則ったものであれば、経済性・安全性・快適

性が一番高いということで、市民があたかも同一意志を

持つがごとく、まちづくりに参加したのではないだろう

か。材料・工法・構造・形態・色彩の自然な統一、これ

は、『複雑系』でいう「自己組織化」の成果であると考

える。ここでの「共通規範」とは、Ｃ・アレグザンダー

の提唱する「パタン・ランゲージ」に類似したものだ。 

(5)古代都市や近世都市における都市形成要因 
古代におけるギリシア、ローマ、中国、日本などの

都市には直角グリッドによる街区割りがみられるし、ギ

リシア・ローマの遺跡には、極座標に基づく施設配置を

みてとることもできる。また、イタリア・ルネッサンス

の理想都市には非常に純度の高い幾何学性が存在し、バ

ロック時代の都市は、放射状の広幅員街路やスカイライ

ンの統一を顕著な特徴として有している。これらの事実

から、都市形成には「自己組織化」とは異なるプロセス、

例えば政治的意図などが存在することは明らかである。 
ただし、現時点において私の知る限り、 
① ルネッサンス、バロック都市の多くは、中世都市

を下敷きにして都市構造がつくられていること 
② 古代中国・日本の都市における直交街区は、長く

は存続せず、自然・地形条件への調和や「風水」

が、都市構造の支配的規範になっていったこと 
③ ギリシア・ローマ都市の極座標は、都市全域を網

羅的に規定したものではなく、都心部主要施設の

配置計画の規範として用いられたに過ぎないこと 
などの傍証を、文献資料に求めることができる。 

事実、バロック都市ローマやナポリ、ルネッサンス

都市フィレンツェ、どれも古代から中世の都市構造を下

敷きにし、後の時代の都市が地層のように重なってでき

ている。都市形成のカギは「都市マス」ではなく「風土

性」と「自己組織化」にあり、が私の当面の見解である。 
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５.２ 地方都市の空洞化と活力低迷 

(1)「空洞化」という都市構造の変化 
都市を成り立たせている人口の分布状態・土地利用の

状況や、それらの経年的変化を、ここでは、「都市構

造」と呼ぼう。都市構造の視点で見た場合、日本の都市

においては、①空洞化の進行、②都市周縁部の無秩序な

乱開発、という現象が同時進行しているといえる。 
空洞化が進むと、ア）商店街の壊滅、イ）学校・上下

水道など公共施設の維持管理効率の低下、ウ）お祭りな

ど地域活動・文化の消滅、エ）夜間人口の減少による犯

罪の多発、オ）都心－郊外間の道路が必要になり新たな

公共投資が求められる、などの問題が発生する。 
「都市」を空間的次元で統合ならしめている「都心」

の活力衰退は、都市全体の衰退であり、放置しておくと

間違いなくスラム≒廃墟と化すことは、アメリカの諸都

市がこれを証明している。ちなみに「空洞化現象」を、

秋田大学の清水教授は「逆都市化現象」と定義している。 

(2)「拡散」がもたらす都市の活力低迷 
また、モータリゼーションの進展は私たち都市住民の

生活を飛躍的に便利にしたが、大店法の規制緩和、都

心・郊外の地価格差と相まって、古くから続いた都心の

商店街を壊滅させ、消費者は車利用が便利な郊外大型店

舗（ロードサイドショップ）にシフトしてしまっている。 
他方、周縁部の無秩序な開発は、バブル崩壊後、我が

国では勢いこそ衰えたが、モータリゼーションの発達と

相まって依然として続いている。これは、環境破壊・景

観破壊に直結しうる問題である。景観破壊は地域特有の

自然資源・歴史文化資源をスポイルし、観光業への依存

傾向の強い地方都市の、深刻な経済活力低下をもたらす。 

(3)都市の「空洞化と拡散」の原因 
こうした問題の原因は、市街化調整区域の開発を抑制

できなかった都市マス・都市計画法・建築基準法の不備、

モータリゼーションの進展や、大店法による商調協の大

幅規制緩和などに求めることができる。 
しかし、究極の原因は、既に述べたような、都市計画

におよぼした「近代思想」にあると考える。「主・客二

元論」が生んだ「環境世界の客体化」、すなわち「都市

のオブジェへの還元」である。「都市」の持つ社会的・

文化的・歴史的側面を捨象し、客体としての物質（まさ

にオブジェ objet）に還元して、施設建設に偏向した都

市行政が行われた結果である。 

５.３ 「規制緩和政策」の欺瞞 

(1)バブル経済が促進する都市の「空洞化」 
「過剰信用」に基づいて、投機経済が実体経済をは

るかに越えて、膨張していくことを「バブル化」いう。 
1980年代のバブル期に主要都市では、投機目的の土

地の買い占めやマンション・ビルの乱開発が行われた。 

バブルによって都心の地価は暴騰し、ア）不動産売

却益を狙った企業による土地買い占め、イ）高騰した相

続税を払えなくなった住民の郊外転出、ウ）オフィスビ

ル・商業ビル・売却用マンションの都心乱立、エ）高層

ビルによる居住環境悪化と地元住民の郊外転出、などの

現象が都市を襲った。先ほど説明した「空洞化現象」の

立役者の一つがバブル経済である。 

(2)土地問題に対する政府の無策 
これらの問題に対して、政府は全く無力である。大

蔵・日銀は再びバブルを形成することで金融機関の不良

債権を解消（つまり暴落した地価を再び高騰させ、黒字

資産に転換させる）しようとしており、政府お抱えのエ

コノミストは、ことある毎に「景気は回復期に入った」

と、あたかも大本営発表のような主張を展開している。 
しかし、リゾートマンションやワンルームマンション、

ゴルフクラブの会員権を買う国民が、今いるだろうか？ 
バブル経済については、建設省も一役買っている。都

市内の全ての土地は「容積率」という法的規制がかぶさ

っている。容積率500％の土地が1000㎡あれば、そこに

延べ床面積5000㎡の建物が建てられる。土地を事業用

に使う場合、家賃収入や建物売却益が増大するので、容

積率は高ければ高いほど地主に有利である。そのため、

地価は容積率に比例する。この原理を用いて都市計画法

の規制を緩和し、都市内の容積率を大幅にアップして地

価を上昇させる施策が実施されている。 

(3)規制緩和政策の落とし穴 
しかしこれには決定的な落とし穴がある。経済が上昇

気流に乗っているときは、民間事業者は土地を使って商

売をしようとするので、確かに規制緩和は有効である。

今は逆に下降気流にあるため、容積率をアップしても事

業をやろうとする人はいない。現に都心部でも空き地が

無数に点在し、貸しビルは供給過多である。このような

状況下で地価が上がると土地の所有者は損をすることに

なる。資産価値が上がるということは課税対象額が上が

ることを意味するからだ。事業意欲の有無に関わらず、

多額の「固定資産税・都市計画税・相続税」がさらに増

大するため、都心の資産家は土地を手放し、「空洞化現

象」がこれによって加速されていくのである。 
空洞化現象同様、バブル経済を生んだ規制緩和政策の

下敷きも「近代思想」とりわけ「成長神話」を信奉する

「自由主義的近代経済理論」にあるのは、明白であろう。 

６. 都市計画コンサルタントのミッション 

 前述を踏まえ、私たちのミッションについて考える。 

６.１ 21世紀の都市計画に求められるもの 

(1)新しい「意識」の創造による「存在」の克服 
公共事業を通じた、都市活動の利便性、公共福祉、
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生活環境の向上などを職務とする、私たち建設コンサル

タントに対する社会的ニーズは、単に建設事業に付随し

た技術サービスの提供といったレベルから、新世紀の時

代潮流の基底をかたちづくる思想や哲学・文化の創造へ

と高次化するものと思われる。 
存在論的に言えば、新しい「意識＝思想・哲学」の

創造による「存在＝環境問題やエネルギー問題など」の

克服が今まさに求められており、これに果敢に挑戦する

者が、新世紀において「真の知的生産者≒コンサルタン

ト」として生き延びることができるであろう。 
新しい都市計画は新しい意識から生まれなければな

らない。「上部構造≒現代の市場主義経済理論」を前提

にして、同じ上部構造に属する「環境問題やエネルギー

問題」を根治する術は、論理学的にあり得ないからだ。 
今一度、「下部構造」からつくり直す必要がある。

このためには、古今東西の先達の培ってきた歴史を学び、

哲学・政治思想や宗教が同時代の『風土』や都市構造・

建築様式を形成してきた「構造とプロセス」そのものに、

悟性の光を照射する作業を経なければならないだろう。 

(2)理論と実践／行政と現場のはざまで 
都市や建築の分野において、「意識が存在を規定す

る」（思想が意匠・構造・工法を規定する）ということ

は、実は古代ギリシア時代から既に定説になっている。

従って、紙のうえで、古今東西のあらゆる学者がこの件

に関して唱えてきた成果を吸収することはできる。 
しかし私たちの目前で展開される現実社会の惨状；

交通問題・環境問題・経済問題・犯罪問題など、都市に

関わるあらゆる問題が解決されずに、日増しに悪化して

いく状況を、どう解釈したらいいのか。理論と実践との

間、学界と現実の都市行政との間に横たわる深い溝、あ

るいは疲弊した縦割行政の断層に注目する必要がある。 
この溝を埋めるのは誰か。学者か、官僚か、自治体

担当者か、デベロッパーか。私はここに「コンサルタン

トの存在意義」を見いだす。中立性・公共福祉を標榜す

る私たちが、理論と実践の橋渡しの役を担うべきなのだ。 

(3)縦割行政のはざまで 
神戸の「国道43号訴訟・ 高裁判決」における、道

路管理者側（国）の事実上の敗訴に見られるように、た

とえば、幹線道路沿道の居住環境悪化に対しては、遮音

壁など道路用地内の対策では極めて不十分で、周辺の民

間土地利用の改変など、面的な広がりをもった都市計画

的な対策が不可欠となっており、道路・交通・環境・都

市・建築の横断的な行政対応が求められている。私たち

が、省庁間・省内部局間・国－自治体間のコーディネー

ターを務める機会も多くなるであろう。 

(4)地域経営・都市経営 
財政限界を背景に、都市計画の主体は自治体・国か

ら民間企業・第三セクターへとシフトしていく。自治体

（やリストラで生き残った特殊法人）が事業を行う場合

も、既に国庫支出を当てにはできなくなり、「事業採算

性・収益性」が厳しく問われだしてきている。 
より本質的な観点からいえば、「都市計画」から、

「都市経営」への社会ニーズのシフトは、「単純系：静

的構造物の統制・管理」から、「複雑系：動的プロセス

の自己組織化促進」という、パラダイム転換と、軌を一

にしていくものと考えられる。 
ところで、再開発や区画整理事業におけるプロジェ

クト・マネジメントにおいては、情報技術は必須である。

ＧＩＳやＣＡＤのみならず、プロジェクトにおいて発生

する工事人工・資機材・工事運搬車両・掘削残土・事業

収支といった複数の変数を時系列的にクリティカル・パ

スを判断しながらシミュレートするマネジメント支援シ

ステム（事業執行判断支援システム）など、高付加価値

型の情報技術を駆使しなければ、『複雑系』の領域に存

在する都市開発事業のマネジメントは不可能である。 
現に私たち都市・地域部においても、都市再開発に

関わる事業執行・経営体制の検討、事業経営マネジメン

トシステムの開発、事業収支・資金計画の検討業務が、

コア技術として育ってきている。今後は地方自治体や民

間デベロッパーからの受注も考慮した、業務処理体制の

確立、知的所有権を伴ったアプリケーション・ソフトウ

ェアの販売などに取り組んでいく必要がある。 

(5)国際社会への貢献 
国際化への対応は、単なる「市場の双方向参入→国

際競争」の範疇において海外からの外圧を背景に不承不

承腰を上げる、というスタンスではなく、「思想・文化

の対立→止揚→創造」という領域に、私たち日本人が積

極的に打って出るという覚悟で臨まなければならない。 
韓国、台湾、中国、ベトナムなど、アジア諸国は大

局的にみて高度経済成長過程にある。経済成長は都市開

発を促し、多くの公害・環境問題やバブルの被害を引き

起こす。また、消費購買力の拡大は多くのエネルギー・

食糧需要をもたらすとともに、モータリゼーション社会

へと導いていく。これらは先に見たように既に「地球限

界」に至りつつある現代社会にとっての一大脅威である。 
私たち先進諸国は、国際社会のステージで、発展途

上国の人たちに何を言えばいいのか。「経済成長は悪だ

から止めろ」と言うのか。第三世界からの収奪により、

いち早く物質的富を手中にし豊かさを享受してきた私た

ちが、彼らには「そうさせない」方便があるのだろうか。 
①ポスト工業生産の生産様式、②生産と消費との関

係、③自然と共存しながら都市生活を営むための文化と

生活様式、これらのシステムを構築し、それを発展途上

国の人々に伝えることが、私たちに課せられたミッショ

ンではないだろうか。「物質的豊かさより高次元の豊か

さ」を「前倒しで」彼らに提示し、その理念に前向きな
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姿勢で参画してもらうことが求められる。提示内容は、

宗教・民族などを超越した普遍的な価値観でなければな

らないことは言うまでもない。これに関しては、今や世

界中を巡る情報インフラが大きな役割を果たすであろう。 

６.２ 都市計画コンサルタントの新たな職能像 

(1)「社会環境プロデューサー」 
言うまでもなく都市（計画）は、思想・文化・政

治・経済形態の表現であり、また、あらゆる都市施設

（土木構造物や建築、公園緑地）の母胎となるものであ

る。①新しい「下部構造＝思想」の創造、②建設コンサ

ルタント業務の深耕と拡大、この二重の責を、私たち都

市計画コンサルタントは果たさなければならないのだ。 
『複雑系』であり『風土』である「都市」はあらゆ

る人間活動の舞台である。「都市」は物質にも人間の行

為にも還元できないし、現代という時間の一断面にも単

純化できない。これらを全て「通態」している『風土』

が極めて凝縮された時空間が「都市」であるからだ。 
省庁統廃合のもと、ニュージーランドやオーストラ

リアなどの事例を見るまでもなく、公共事業の民営化は

容易に想像できる。民営化の対象となるのは、建設事業

だけではない。都市経営・通産・運輸・環境・医療福

祉・文化・教育など社会環境全般に関わる行政が民営化

されるであろう。『単純系』パラダイムのもとに成立し

ていた縦割行政と中央集権思想に凝り固まった官僚や自

治体担当者では、激変する社会から噴出する複雑で有機

的な諸課題の処理は不可能だ。こうした課題の全てがコ

ンサルタントに委ねられる日は遠くないと思われる。 
私たちは建設省の発注システムや、受注生産という

システムの内側にとどまるわけにはいかない。まさに今、

「社会環境プロデューサー」への脱皮が必要なのだ。 

(2)「エンジニア」と「アーキテクト」 
シビル・エンジニア civil engineer という際の civil

には「社会的・公共的」という意味がある。しかし、

engineer には「技術を扱う人」という意味しかない。

つまり「都市計画」に関わる職能をこの言葉で表現する

場合、「都市空間の物理的側面を扱う技術者」というニ

ュアンスが常についてまわる。 
一方、アーキテクト architect という単語は「建築

家」という語義を持つ他に、「原理の構築者」という意

味を内在している。architecture は「構成」という意味

を持っているし、architect には「創設者」という語義

も与えられている。このことは、単語の接頭辞の語義を

併せて考慮すれば納得がいくであろう。archeo-には

「原初的」という意味が、archi-には「 上位の・主導

権のある」という意味がある。 
ランドスケープ・アーキテクトという職能がもては

やされるようになってきた。直訳すれば「景観建築家」

ということになるだろうが、ランドスケープ・エンジニ

アという単語は存在しない。一方、本稿で提起したいの

は「都市」を考える際の哲学的視座の重要性である。 
私が何を示唆しているかは自明であろう。シビル・

エンジニアを「土木技術者」とする「誤訳」は問題外と

して、私たち都市計画に携わるコンサルタントも、そろ

そろ、先進国流に「アーキテクト」という職能名称を、

併せて使うべき時期に来ているのではないだろうか。 

６.３ 「開発と保全」から「風土に固有の進化」へ 
「開発と保全」の問題を、例えば「国土開発省」と

「国土保全省」という新たな縦割行政から発想するのは

全くナンセンスである。また、「投資効果バランス」と

いう経済学のパラダイムから判断するのも、短絡的であ

り表層的である。同様に、都市計画や建設事業というも

のを、全て「物理的空間を対象とした開発計画」に還元

すると、「近代の呪縛」から脱出することはできない。 
これらの理由は、①地球環境の保全といった観点か

らも、②時間・空間両次元における生成過程と、主体

（＝住民）と客体（＝都市）との通態を重視する『風土

論』や、③自己組織化の過程を重視する『複雑系』の立

場からも明らかである。本来「都市」の構造と形成プロ

セスは、一様で均質な時空間を下敷きにしているわけで

はない。大切なのは、「開発か保全か」の区別の議論で

はなく、「場所と風土に固有の創造的進化」の「きっか

けづくり」をどのように行うか、という点にある。 
私たちコンサルタントは「自己組織化の触媒」に徹

する必要がある。これは、とりわけ地方分権が進んだ段

階において決定的な重要性を持つ。自治体担当者は、今

後、「お上＝霞ヶ関」の立場ではなく、「住民＝風土を

生き、創り上げる主体」の立場に立つことになるからだ。 

６.４ 学際統合の必要性と「知」の国際潮流 
現在、都市に関する学問は、土木工学・建設工学・建

築学の一派として位置づけられている。 
しかし、今まで見てきたように、「都市」を語る場合、

実に様々な切り口が必要になる。経済学・政治学・社会

学・歴史学・地理学・人類学・民俗学・建築学・哲学・

美学・心理学・情報科学など、土木工学のほかに、およ

そ全ての社会・人文科学の知識が必要である。とりわけ

都市計画を専門的職業とするなら、これらの横断的な知

識や視座が不可欠であろう。そして西欧思想の新潮流と

伝統的な東洋思想との融合を図りつつ、「都市学」を全

包括的な科学として体系化・統合化しなければならない。 
私の問題意識と軌を一にするように、1997年4月、大

阪において、山口昌男氏を発起人代表とする「歴史文化

学会」が設立された。その設立趣旨を参考までに抜粋し

ておこう。「…人類の歴史と文化の本質と役割を追求

する、共同の開かれた学問を創造することが改めて求め
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られています…とりわけ、都市の建設と宗教をはじめ

とする文化の形成は極めて根源的な問題を提起していま

す…それらの基盤としての風土とは何かなどに関して

の…研究活動を推進していくことを提唱致します。」 
「都市は人間の営みの場である」以上、アカデミック

な研究活動を行う一方、専門家として傲（おご）ること

のない、生活者としての節度ある常識も、私たちコンサ

ルタントに欠かすことのできない資質の一つであろう。 

７. おわりに 

僭越ながら、私が試みている論説はそのテーマの大き

さから、一回の投稿では内容を語れるものではないと判

断した。今後、10数回に分けてさらに追求を進める予

定である。次回以降の予定を表－１に整理しておこう。 

表－１ 今後の執筆予定 
■第１段階： 古代ギリシアから近代に至るまで脈々と流れ

る西欧哲学を概括し『風土論』と『複雑系』が登場した背

景を探るとともに、これらのキー概念を整理する。 
 また、「都市＝複雑系」の命題を論証するとともに、

「歴史文化」という視点の重要性について論考する。 
■第２段階：『風土論』の一つの中核をなす「都市性」と

いうものを、都市の性格の歴史的変遷という観点から探

り、併せて「近代思想」のパラダイムとの並置により、

「都市性＝都市の意味」の本質を浮き彫りにする。 
■第３段階：『風土論』と『複雑系』の概念について掘り

下げ、その理解を深めるとともに、近代都市計画によって

スポイルされた「都市性」を回復・醸成していくための手

がかりを、実践論を交えながら発掘・整理する。 
ここでは『風土論』を媒介に、新たな「都市計画論」構

築に向けてのスタンスを確立することになるだろう。 
また、「風土性」の表象である「景観」「風景」という

問題についてもこの段階で再び焦点を当ててみたい。 
■第４段階：「都市＝複雑系」の視座を確認し、プロセ

ス・自己組織化・進化といった概念装置により、「計画か

ら経営へ」のベクトルの重要性を提起し、「都市経営・地

域経営」を推進していくための方策を、実践的方法論を交

えながら模索する。 
■第５段階：「都市性」の議論を「風土性」の議論へと拡

張することにより、「地球環境時代」に生きる私たちの

「環境世界」のあり方というものを探る。 
ここでは「環境経済学」「エコロジー」といった潮流の

効用と限界とが、「現象学」や「風土論」からの哲学的ア

プローチによって浮き彫りにされるであろう。 
■第６段階：人類進化と文明進化の過程に対し、人類学・

社会学・言語学・大脳生理学的観点から、厳密な考察を加

え、人間存在の本質を再定義する。 
これはオギュスタン・ベルクが人間の本質の一つとして

ア・プリオリに措定した「倫理性」という概念装置の限界

を明らかにし、彼が提唱した、①自然・環境・空間と、社

会・文化・歴史との「通態」という中心概念に、②超越存

在に対する人間の帰依、③個人と集団（≒共同体）の通

態、④人類の概念進化、などの視点を加えた新しいキー概

念構築の模索に他ならない。 
■第７段階：現代社会が囚われている「都市＝文明」の危

機の諸相について具体的事例を挙げて整理し、「人間存在

論・進化論」の立場から、それらの危機の根源的要因とそ

の突破方策とを探る。 

各段階を踏まえて論述を行う過程で、①地方都市の空

洞化、モータリゼーションの功罪、都市マスタープラン

の構造欠陥、バブルの爪跡・不動産問題など「近代都市

計画」の陥った隘路、②環境問題や犯罪・精神病理に代

表される現代社会の諸問題に「都市」がどう関わってい

るのかということ、③地方分権や住民参加、自然との共

生などの社会ニーズの本源性、④モータリゼーションと

都市構造、⑤文明・文化によって異なる宇宙論・世界

観・自然観、といったコンテンポラリーで、かつ、私た

ちの現業に密着した話題を適宜盛り込んでいく予定であ

る。また、前述した「歴史文化学会」での研究報告も、

紙面を借りて行うことができるであろう。 
これら全体構想の 終目的は、近代の隘路を突き抜け

ようとするビッグバンのなかにヒントを探りつつ、「都

市問題・環境問題を解くカギ」を見つけることにある。 
なお、現時点においては、第７段階に至るために要す

る期間は、約３年を見込んでいる。 

「技術報」は、私たちコンサルタントの日々の現業成

果を、土木工学・都市工学の観点で、紹介することがそ

の主目的であると認識している。私の取り上げたテーマ

はその趣旨から逸脱する部分もあるだろう。しかし全て

の工学の原点にはその時代のパラダイム、すなわち哲

学・思想が横たわっている。読者の皆さんがそれぞれの

立場から再度、原点に立ち戻り、専門分野における技術

の深耕・拡大にチャレンジされることを願うものである。 
＊    ＊    ＊ 

そもそも、私が本稿の執筆に踏み切ったのは、一昨年

前から一年以上続いている、ある勉強会に啓発されたた

めだ。他社を含めた建設コンサルタントの有志が集まり、

毎月一回開催してきたもので、「都市や道路行政」を巡

り、色々な談義に花を咲かせてきた。その知的風土に触

発されて自分も何かやらねば、と奮い立った次第である。 
この席で印象的だったのは、「高度情報化社会におい

ては、情報はストックとしては価値を生まず、フローが

付加価値を生むことに気づかなければならない」と、あ

るコンサルタントが発言したことである。「営業秘密」

という檻に閉じこもって情報を秘匿する戦略は、既に過

去のものになっているのだ。社内外を問わず、私も自ら

情報を発信することで、新たな情報を受信し、自らの認

識力を磨き自己啓発するべく努力していこうと思う。 
このような機会を与えて下さったハオ技術コンサルタ

ント事務所の熱海郁三氏をはじめ、パシフィックコンサ

ルタンツの有志など、多くの方々にお礼を申し上げる。 
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