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講演要旨（051030＠秋田県小坂町）2006/02/26 修正 

 

民岡 私は昨日から参加させていただいているのですが、昨日のいろいろなお話も踏まえて、

それらと関連づけて説明をさせていただければ、と思います。パワーポイントのスライドが 90

枚以上あるので、あらかじめ私なりの視点というか、キーワードを、いくつか提起させていた

だきたいと思います。 

「文明・環境・経済」の三つのキーワードを、私は専門が都市計画なので、都市というアプロ

ーチで解釈したいと思います。それで、文明の崩壊のお話が、昨日ありました。ウルクにして

も、地中海のいろいろな諸都市にしても、文明の崩壊は都市からはじまっています。都市が崩

壊して、その都市が周辺にある山や森、あるいは海浜といった自然を失わせていく。それが文

明の崩壊ということになるわけです。当然ながら、「文明・環境・経済」というなかの、経済

の側面から見ても、経済活動は都市で行われています。環境破壊もしかりです。そういう意味

で、「文明・環境・経済」の考える、ひとつの集約された空間が都市であるというアプローチ

をさせていただきたいと思います。 

 あと、もうひとつは、私は今、オリエンタルコンサルタンツという建設コンサルタントにい

ますが、土木の設計や調査を主に手がけています。ただ、個人的なバックグラウンドは、私は

建築出身で、設計事務所で設計をやり、その後、都市計画に転向しました。1998 年から 2003

年にかけて、イタリアに行っています。なぜ、イタリアに行ったかというと、建築と都市を過

去にやって、もうひとつ空間の空間表現である美術をやりたかったからです。ここにも少し、

クラフトマンシップと書いてありますが、いわゆる美術と建築と都市は、空間的なスケールが

違うだけで、基本的には同じものだと私は考えています。それはルネッサンスの思想でもあっ

て、ミケランジェロやラファエロが、この三つの領域を領域横断的に捉えて活動していた、と

いうことがあります。かつての日本でも、同じことがいえると思います。そういった視点をも

ってイタリアへ行ったわけです。 

 そして、イタリアへ行ったことで、面白いことをいくつか発見しました。ひとつは人口半減

の問題です。100 年後、日本の人口が半減すると仮定すると、ちょうど今のイタリアと同じ人

口になります。国土面積も非常に似ているので、今のイタリアの集住のあり方というか、国土

に対する住まい方が参考になるのではないかと思いました。もちろん、石造りと木造の建築は

違います。ただ、木造といっても、日本の都市部はほとんどが耐火建築物に変わっているので、

こういった視点を考えるときには、即座に日本が木造だからどうのこうのということには、話

はもっていけないということになります。 

 それで、人口半減のイメージ、国土構造の類似性の他に、もうひとつ戦後の共通性がありま

す。イタリアも、もちろん日本ほど破壊されていないわけですが、敗戦国から出発して G7 にま

で至ったという経緯があり、似ている部分があります。 

 イタリアを考えるとき、写真にもありますが、イタリアのまちづくりは修復保全型といわれ

ていて、これはフィレンツェですが、屋根は完全に統一されています。新しく補修や改修され

る場合でも、もともとの屋根の色はかならず踏襲しなければならない、という決まりがありま
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す。そして、イタリアのこういった街は、都市計画法と文化財保護法の二重の指定を受けてい

ます。この二重の指定により、街なかの建築物、あるいは開発に関する規制が担保されている、

という状況にあります。 

 現地にいたときは、修復をしていました。私が専門としていたのは壁画の修復ですが、建物

外側のものではなく、主に内側に描かれた作品の修復をしていました。 

 以上は前置きです。では、課題のほうに入っていきたいと思います。 

 まず、問題提起ですが、ここに日本とローマ、イタリアと書いてあります。昨日から、地中

海文明の興亡の話をずっとされていますが、もちろんウルクや諸都市のように滅んだ国、ある

いは都市もあれば、現在のイタリアのように滅んでいない箇所もあるわけです。なぜ、そうな

っているのか。 

 あるいは、縄文、自然との共生、エコロジーといった、世界に誇るような文明構造を用意し

ている日本。この日本を、文明的な側面で捉えるという観点も、当然、非常に重要ですが、も

うひとつ文化的な観点から捉えるのはどうか。つまり、もう少しタイムスパンを小さくした視

点です。 

 例えば、この 8 月に福島でシンポジウムが開かれ、今回は秋田ですし、あるいは青森でもい

い。こういった自然が豊かな地域の美しさ、これに対して、例えば福島の駅前、あるいは青森

の駅前、八戸の駅前、そういったところの、あの貧しさは一体何なのか。街なかでは、商店街

は壊滅状態ですし、都心という概念が、もう成り立たなくなっています。今の日本の都市の問

題は、都心が郊外に移っている、というところにあります。郊外に新しく市庁舎をもっていこ

うではないか、という話も、じつはいろいろな自治体で真面目に検討されている。そういった

状況があります。そこを、私はなぜなのかと、少し頭をひねって考えているところです。 

 それで、これはひとつの題材としてイタリアを取り上げているだけで、他でも比べられる環

境はあると思いますけれども、かつて一貫して生きとし生けるものの共存ということをテーマ

に文明を築いてきたはずの日本の都市において風景が破壊され、いろいろな面で住み続けられ

ない状況がある。一方、ローマ文明から出発して、現在のイタリア共和国にまで至っている地

域には、一貫して人間優位や自然を従属させるという思想を展開して、自然収奪を行ってきた

歴史があります。そうすると、その延長にあるはずのものとして、当然、国土の荒廃やコミュ

ニティの崩壊というものがあるはずです。論理的帰結として、当然あると思われる。しかし、

なぜかそうなっていない。美しく魅力的で住み続けられる都市という状態になっている。日本

とイタリアの間での観光客の往来は、どれくらいの差がでてくるのかはわかりませんが、おそ

らく 1：100 くらいの割合になっているのではないかと思います。こういったところを着眼点と

して、なぜそうなっているかを考えてみたいと思います。 

 まず、日本の都市計画、まちづくりの今日的課題ということで述べていきます。これは、新

聞紙上でもそうですし、国交省をはじめとする行政側がまとめる白書や報告書でも、かなり整

理されています。美しい国土づくりや都市再生、そして最近、問題になっているのはストック

の活用ということです。あとは歴史・文化の継承や地域の風景の話、都市観光の振興などです。
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集客力を高めて交流を進めていこう、環境共生循環型のまちづくりをやっていこう、市民参加

型のまちづくりをしていこう。おおむね、このような整理になっています。 

 それで、近代都市計画の行き詰まりに焦点を当てたいのですが、そこにはいくつかの観点が

あります。経済や産業効率を偏重して、ゾーニングが行われる。ゾーニングとは、土地の用途

を純化していくもので、いわゆる商業地域や住居地域のように、土地の用途を分断的に定めて

いくということで、こうすることによって生活の場がなくなったり、食・住が分断されて移動

が逼迫したり、という状態にいたるわけです。東京に住んでいる方はお分かりだと思いますが、

毎朝毎晩、通勤地獄にさいなまれる。生態系がどんどん破壊されていきますし、街の風景はど

んどん画一的になっていって、風景が失われていく。 

 これは、近代都市計画の隘路です。このまま進めていくとどうなるか。ひとつは環境破壊か

ら、右側にあるように地球の持続性、循環性が失われていく。それから、資源面、エネルギー

という面でも過剰消費しているので、地球環境を破壊していく要因になっていく。もうひとつ

の観点があると思います。それは、生活の場がなくなっていくということです。風景や歴史性

が失われた都市は、人間集団、社会の循環性、持続性が喪失していくことになるのではないか

と考えています。 

 私は文明の崩壊を二つの側面から捉えています。外部的つまり地球的な観点から見ても崩壊

するし、内部、つまり人間側の内的要因からも崩壊していくのではないか、と見ています。か

つて、古代ギリシアの文明が崩壊したひとつの要素として、奴隷制度の崩壊があります。奴隷

制度が崩壊すると、奴隷を前提とした社会生産の組織が作られているために、社会が循環され

なくなります。世代が循環されないわけです。そういう意味で、崩壊していく。あるいはロー

マ帝国にゲルマン人が北からやってきて、社会の中枢に入ってくる。そうすると、ローマ人た

ちのなかでの価値観や、集団の組織性が失われて、どんどんゲルマン化していきます。そうい

う意味で、文明が崩壊していく。そういうことも捉えてみたいと思っています。 

 それで、風景の話ですが、これは結構、重要な論点だと思います。今、風景というものが国

際的にどのように認識されているか、定義されているかということで、英語と日本語で書いて

いますけれども、「風景は、その性格が自然的、または人間的要素の作用、及び相互作用の結

果として人々に知覚されている地域である。」これは、フィレンツェで 2000 年に「欧州風景条

約」というものが結ばれて、そこで定められたものです。下に青い部分であるのは、私の解釈

です。まず「風景は、物質ではない」ということです。これが明記されています。それから、

「地域である」ですから、これは「空間である」ということです。そして三つ目は、「時間的

なプロセスを組み込んだ観念である」ということです。これは、人間の営みや精神的な働きを

含んでいる、ということです。これをだいたい集約的にいうと、４番目にありますが、「ある

地域社会にとっての共通の了解事項」のようなものです。物質的なものではなく、了解事項だ

ということがポイントです。これにもとづいて、竹林先生や手塚先生の風土工学も、当然、こ

ういった共通的な認識のもとに行われていると私は考えています。 

 風景は、じつはこのように考えていくと、文明や文化を測るひとつの有力な指標になってい

くわけです。それで、指標ですが、「風景喪失は文明の危機を暗示している」のではないかと
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いうこと、これははっきりといえると思います。風景は、先ほどの定義にもありましたが、人々

の精神やさまざまな活動、文化を束ねることを通じて、社会を形成する靱帯としての役割を担

っています。筋肉としての働きを果たしているわけです。ですから、風景の喪失は都市の記憶

の喪失ともいえますし、街が記憶を失って歴史文化を感じられなくなり、時間、空間が均質化

されていく。そういう現象と並行して、人々の絆が無化されていくのではないか。それで、今、

いろいろなところで言われているのは、風景喪失がひとつ精神破壊の一因になっている、ある

いは、その結果になっている。そこが循環しているのではないか、ということです。 

 近代都市計画の話に戻りますと、これはちなみに「インターナショナル・スタイル」として、

1900 年頃に発祥した理念というか、国際的な思想です。そして、「アテネ憲章」に近代都市計

画の原則が書かれています。今では全地球規模で拡散しており、日本の近代的な街、東京や大

阪あたりでみられるような風景は、じつはアジア全域、アフリカ、中南米、オーストラリア、

地球上すべての地域を席巻しているわけです。これは、資本主義と自由主義経済と期を一にし

て定着、普及していっている。日本をはじめ各国の都市計画の根幹思想となっています。もと

もとガリレオやニュートンが展開した近代科学の方法論、予定調和説と仮説検証主義、これを

土木・建築の世界に輸入したものである。これは定説になっています。 

 それで、この手段と方法ですが、ひとつは「シビル・ミニマム」という言葉があります。市

民生活に最低限必要な機能、利便性、安全性、衛生環境を達成する。これがひとつの目的にな

っていて、その方法として官僚機構というものが、それをシステマティックに行っていく、と

いうことがあります。ですから、必然的に自治体は中央に従属する、という関係になるわけで

す。 

 さて、近代都市計画のコンセプトは、産業・経済の発展というものを、主な目的においてい

ます。ですから、近代都市計画の観点からすると、良い地域、要するに優等生は生産力が高く

消費規模が大きい、住宅面積が大きい、これに尽きるわけです。民力という言葉がありますが、

こういうものを指標にして地域の豊かさを測っています。 

 それで、これがなぜ行き詰まっているかというと、これはいろいろな解釈がありますが、近

代主義のコンセプトの適用を誤ったのではないか。要素還元主義というものを、本来、複雑系

で有機体である都市に適用した結果である。それから、機械的自然観というものです。生きた

人間の場である都市に適用した結果である。あとはグローバリズムというのは、アングロ・ア

メリカ主義ですが、これを他の文化圏に押しつけた結果である、ということがいえると思いま

す。 

 それから、都市計画はいろいろとあるわけで、例えば日本の風水などは、江戸や平安京で有

名です。もちろん、中国からもってきているわけです。東洋の風水以外でも、中世ヨーロッパ

にしてもインド、イスラムにしても、近代都市計画は百数十年の歴史ですけれども、それ以前

にも都市計画は行われていました。今でも、じつはアメリカ的な思想の影響が比較的小さい地

域におけるまちづくりは、風土性を濃厚に残存させています。日韓ワールドカップのときに、

私はローマに住んでいたのですが、イタリア国営放送のキャスターが、日本の都市を酷評して

いました。韓国は、アジア性で非常に皆を楽しませてくれた。ところが、日本は仙台へ行って
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も横浜へ行っても、どこへ行っても同じである。あれは一体何なんだ、ということです。そう

いう意味で、地中海地方も、滅亡した都市もあるけれど、未だに残っている街はそれなりにう

まくやっている街なのではないか、と考えています。 

 それで、ここにありますが、例えば左上はマチュピチュです。左下は、モロッコのフェズだ

と思います。こちらは、地中海とくに南イタリアやギリシアにある、石灰で固めたような白い

街です。今、イタリアの話をし始めているので、いわずもがなですけれど、個性的で魅力的な

都市が多い。また、日本でも多くの地名が知られています。これは、ひとつ重要な話です。な

ぜ、日本人はイタリアの地名を知っているのか。しかも、フランスやイギリスに比べて知って

いるのか。これは、地方分権だからです。 

 地方分権ということは、歴史的な営みが多くの都市で行われ、それが記録に残っていて、メ

ディアで放送されるということです。ですから、日本人が知っているわけです。地方分権にポ

イントがあるわけです。世界文化遺産というものがあり、2005 年の現在、7 月の時点だと思い

ますが、40 地区指定されています。 

 では、なぜイタリアをヒントにするのか。これは、先ほど少し触れましたが、日本の 100 年

後の人口は、現在のイタリア並みになっていきます。2100 年時点の中位予測でいうと 6400 万

人です。ちなみに、2004 年現在のイタリアの総人口は 6000 万人を切っています。あとは国土

面積が同等で、北海道を除くと日本もイタリアも 30 万平方キロになります。ですから、人口密

度がほぼイコールです。キロ平米あたり 200 人になります。南北に非常に細長い国土で、山地

が多い。フランスやドイツに比べると、非常に山地が多い国です。ですから、限られた平野部

に集中的に人が住んでいます。それから、近代化に非常に遅れていて、ちょうど明治維新と同

じ頃に国家統一を行っている。そして、第二次世界大戦で負けている。恒常的に財政難で、経

済は低迷しています。ただし、今の日本の状態は、国際的格付けでイタリア以下になっている、

という状況です。 

 それで、都市の比較ですが、これもいろいろな捉え方があります。都市づくりという意味で

は、少なくとも今時点までで、これからどうなるかが議論になるのですが、開発型と保全型と

いう違いがあります。それから、都市の性格は、日本が均質、非個性的であるのに対して、イ

タリアは、差異、個性的である。都市計画の目的も、ずばりいって違います。産業・経済の場

の整備と、一方では、生活の場の確立です。それから、都市の構造は非常に外縁的、スプロー

ル的であるのに対して、イタリアの場合は集約的になっている。少し細かくみていくと、日本

の開発がなぜ、そうなるのかといえば、農村の大改変ということもありますし、震災・戦災か

らの再出発というものがあります。イタリアの場合は、古代、中世、近現代を通じて都市国家

の伝統があります。これが 60 年代、70 年代くらいの政策の推進により、ストック保全型を選

択しているわけですが、そのあたりは少しポイントになります。性格については、日本の街が

なぜ、それほどつまらない状況になっているのかというと、政策や補助金の均一性があり、と

もかくオールジャパンのスタンダードで扱われるので、当然のことながら金太郎飴になるわけ

です。イタリアの場合も、当然、そういった全国的スタンダードはありますが、州政府が法律

をつくりますし、もともとの都市国家の伝統を残しているので、多様な街になっていくという
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ことです。それから、主要目的については、先ほど述べた産業・経済の場の整備と生活の場の

確立という違いがでてくる。日本の場合は、経済性を上げるために土地の用途を純化して、こ

こはともかくオフィスビルしかありません、ここは商業施設しかありませんということによっ

て、そこの地域での生産効率は上がりますが、国民にとってはどうかというと、非常に長時間、

長距離の移動を余儀なくされることになります。それから、日本はフロー経済が、非常に大規

模です。フロー経済とはどういうことかというと、その生産手段として土地や建物がある。土

地・建物は常に更新されます。更新するときにお金が必要になる。それを GDP にカウントして、

それがフロー経済になる。イタリアの場合、GDP が少ないというのは、土地・建物の更新が少

ないからです。保全と修復が中心なので、建設事業の規模も小さくなるわけです。ところが、

国民の豊かさはというと、無駄なことをしていないので、世代を通じて蓄えられていくものが

あります。家にしても豊かになっていくし、家具も昔からのものを使っていると、骨董的な価

値が上がっていく。そういった関係にあります。 

 都市の構造については、かつてどうだったかという話は抜きにして、今の状態は、日本はス

プロール的で、イタリアは集約的と、ずばり言っていいと思います。やはり都市間の移動が多

いという問題と、都市と非都市の区分が非常に曖昧である。市街化調整区域というものがあり

ますが、そこは建築可能になっているので、事実上、市街地と変わらないというのが日本の状

態です。一方、イタリアの場合は、城壁を越えるとそこはもう都市ではない、という明確な区

分があります。もちろん、近代以降には城壁の外側に新しい街をつくっていますが、それでも

その外側があるわけです。それ以上の範囲を超えると、いきなり国有林になったりします。そ

ういう意味でも、構造的な違いは顕著です。 

 ここで、住み続けられる、住み続けられないという議論にもっていきたいのですが、イタリ

アの都市は「住み続けられる」、日本の都市は「住み続けられない」ということを、象徴的に

言っています。もちろん日本でも住み続けられる都市、魅力的な地域はあります。イタリアの

街は、個性や歴史文化が保全されている。生活の場が担保されている。自立性が高く、移動エ

ネルギーを要さず、環境への負荷が低いというのがいくつかの要素としてあげられるのではな

いかと思います。サスティナビリティについては、言うまでもありませんが、21 世紀の国際社

会や、この研究会においても非常に重要なテーマになっていますし、いろいろな面で使えるキ

ーワードではないかと思います。そして、文化的サスティナビリティということも、非常に重

要だと思います。文明的と言ってもいいのですが、これには、じつはあまり焦点が当てられて

いません。経済、環境の分野でもっぱら使われています。しかし、もう一歩進めて文化や文明

と言っていいと思います。それから、日本の都市ではなぜ、住み続けられないか、ということ

については、愛着が生まれない、ということがあります。都市をどんどん放棄している実態が

あるわけです。それから、国や企業にとって都合のいいようになっている。住民のほうは転勤

が当たり前で、コミュニティ活動をしようと思っても時間がとれない。転勤してしまうので、

当然、そこに連続性が保たれなくなっていくわけです。それから、あまりにもエネルギーがか

かる。余談ですが、日本は最近、自殺者が多いということで、東京に住んでいると、毎日どこ

かの路線で人身事故があります。とにかく、今、私は打ち合わせに行くのに、20～30 分くらい
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前に行かなければ目的地に着けない状況になっています。ほぼ毎日、人身事故があります。こ

れは一体何なんだ、ということです。年間３万人の人が死ぬということは、どういうことなの

か。阪神淡路大震災が、毎年５回、起きているのと同じです。経済的ダメージはどうか、とい

う問題もありますけれども、死者の数だけ見ると阪神淡路大震災が二ヶ月に一度ずつ日本を襲

っている、という状態です。ちなみに、今、イラクでテロリストの問題がありますけれども、

日本の自殺者の数はあんなものではないのです。ですから、イラクでテロの集団殺戮というの

なら、まず日本の集団的に人口が失われていくというあたりを、もう少し真剣に捉えていいの

ではないかと思います。 

 それで、先ほどの日伊の逆転の話ですけれども、結局、文明的な持続ということがあるので

すが、文明の瞬間瞬間で文化の在り様が崩れると、文明もガラッと崩れてしまう可能性があり

ます。一方、ヨーロッパの場合、少なくとも西欧の場合は、文明的にはいろいろなことをやっ

ています。地球に迷惑をかけたり、自分たちが滅亡したりといろいろなことをしていますが、

今の先進国の状態というのは、一言で総括すると、なんだかんだいいながら、工夫してギリギ

リのところでなんとかしている。そこが文化の違いだと思います。ギリギリのところで踏ん張

ってなんとかしている、ということが、人間は知恵を持った動物だ、ということの証明なので

はないか。ですから、日本の場合も 1 万年や数千年の文明的な豊かさを背負っていても、一歩

踏み外すと滅亡するわけです。そのあたりが注意ポイントではないか、と思っています。 

 近代化の話に戻りますと、ここにありますが、左側が要するにかつて列強国といわれていた

国です。右側が、いわゆる枢軸国です。日独伊が枢軸国になったのは、偶然ではなく必然で、

政治的にそれがよかったからそうなっているわけです。バックボーンが非常によく似ています。

要するに、列強国に対して辺境にいたわけで、そのままにしていると攻められてしまう。そこ

をなんとかするために、まずはイタリア、ドイツ、それから日本と巻き込んでやっていたわけ

です。近代化後発グループであったということですが、イタリアは、かつての日本の幕藩体制

が未だに続いている、という状態です。例えば仙台であれば前田藩というようなかたちで、今

でもかつてのロンバルディア王国の伝統が、例えばミラノに生きている、という関係にありま

す。 

 その戦後の路線に注目すると、はっきりわかるのですが、戦後復興があって、50 年代～60

年代前半くらいまでは、奇跡の高度成長ということで、同じような状態でした。開発推進をし

ていましたが、日本はその後、高度経済成長が止まっても、高度成長期の列島改造や太平洋ベ

ルト地帯に続いて、バブルの開発を行い、今でも開発が続いています。イタリアの場合は、ち

ょうど 60 年代～70 年代にかけて、政策の大転換をしました。これにはいろいろな背景があり

ますが、そういう流れから保全型になっていった。そういうことで、ここの部分が違うわけで

す。 

 それで、これは朝日新聞社からでている『日本縮小』という本から取ったものです。とても

面白いのですが、一番右側からサイクルがはじまっています。敗戦後、人口増、資源集中とい

う状態から出発して、列島改造、資源の分散へと流れていきます。これは、要するに豊かさの

分散です。そうして均質的な国土構造にし、現状では人口減や高齢化が迫るなかで、拡散型の
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資源配分は行き詰まっている。そこで、もう一度、再集中するか、都市文明が崩壊するか。今、

そういう状態で岐路に立たされているところです。人口減で資源を集中させるか、資源を拡散

させるか、というあたりが問われているところです。 

 そういうふうに考えていくと、先ほどサスティナビリティの話をしましたが、持続の要件と

いうことで、とにかく文明、文化がどうあれ開発は不可能になっていきます。一方、官庁、自

治体の財政が非常に逼迫していますし、そもそも 2007 年以降、役所も企画や財政を担っていく

中枢的な人材が深刻なレベルで不足していきます。我々コンサルタントも同じですし、各企業

もそうです。生産人口が減っていく。いろいろなノウハウが失われていくわけです。設計事務

所やゼネコン、とくにゼネコンはひどいと思いますが、施工技術が保てなくなっていくわけで

す。そういうこともあって、新しいものをつくるのは人的にもダメ、金銭的にもダメ、環境的

にもダメという状態になっていきます。そこでイヤでも、「使いまわしの経済」へと、経済行

動を変えていかなければ立ちいかないことになります。いろいろな側面からこれはいえるので

すが、イヤでも保全型になっていくということです。 

 保全型まちづくりのメリットは、いろいろな先生方が書いておられるので、改めて言う必要

もないと思いますが、循環型経済に適したコンパクトシティの話、それからアイデンティティ

やコミュニティを醸成していこうではないか、ということです。それから、地域経済での貢献

ということもあると思います。いわゆる保存や修復は、非常に労働集約的な産業であって、機

械でガリガリ作業する部分が、かなり限られてきます。そういうことで、非常に多くの分野の

労働者が必要になってくる。しかも、地域の伝統工法や、伝統的な材料に頼る部分が相当ある

ので、今、問題になっている地域経済の雇用喪失、大企業にとってのうまみはないけれども、

地域経済には多大なプラス効果をもたらすことが考えられます。そういったものを背景にして、

新しい文化を創っていく、ということになるのではないかと思います。 

 日伊の共通性については、先ほど少し述べたので、ここは飛ばしていきます。ここで、少し

国土構造を見ていきますが、都市分布、これは同じ縮尺で描いていて、ちょうどイタリアでい

うと、最北部にロンバルディア平原があります。人口はミラノが 124 万人、トリノが 86 万人、

ジェノヴァが 60 万人です。この三大都市だけで 270 万人います。日本は、東京は少し大きすぎ

るので、区部（23 区）だけとって 813 万人、川崎が 127 万人、横浜が 349 万人で、これだけと

っても 1289 万人いて、イタリアの三大都市の５倍いるわけです。あとは、名古屋から福岡まで

を足して、８都市で 2000 万人、イタリアの場合は８都市で 764 万人です。この８都市というの

は、日本は仙台や札幌は除いており、関東より南の、またイタリアについては、全土の人口８

大都市です。ミラノと東京を始点にして南下していくと、緯度は違いますが、福岡とパレルモ

のあたりが、ちょうど 1000 キロ行ったあたりにおさまっています。 

 それで、これは偶然かどうかわからないのですが、3 大都市は北部の平野にあります。日本

では関東平野にあり、イタリアではロンバルディア平原があって、そこに非常に稠密な人口が

ある。また、少し下がって、日本の名古屋のあたりの位置に、イタリアではボローニャがあり

ます。非常に市民文化が豊かな街で、頑張っている街です。そして、さらに下がると京都があ

り、イタリアではフィレンツェがある。この２都市は、文芸・学術の都市です。ちょうど、ボ
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ローニャと名古屋は、首都圏と学術都市の間に挟まれている、という意味で、微妙な位置関係

を保っている点で非常に似ています。それから、ローマと大阪、これが非常に似ている。かつ

ての都です。大阪は遷都して京都へ行き、それから東京へ行きましたが、ローマは今でも首都

になっている。さらに、ナポリと広島、パレルモと福岡がある。くどいようですが、日本の場

合は、８大都市の人口は 1289 万人で、イタリア（270 万人）の約５倍の人口が固まっています。

これが、100 年経つと今のイタリアと同じような人口になるということです。ただ、イタリア

はさらに減少するので、100 年経ってもまた同じような関係にあるのかもしれません。 

 以上を踏まえて、日本の 100 年後をにらみ、現在のイタリア並みに人口を減らしていくとい

うコンパクトシティのシミュレーションをやってみると、パターン１は、一極集中を変えずに、

日本を均等に半減させていくという発想です。そういう方向性もあるのではないか、というこ

とです。ただ、実際にはあり得ないことだとは思います。 

 それから、パターン２ですが、今の３都市の人口を、イタリア並みの人口にしていくなら、

５分の１に減らさなければいけません。どういうことかというと、例えば東急東横線という路

線がありますが、特急停車位置はちょうど全駅の５分の１です。渋谷を出てから横浜まで、特

急は５駅停まるわけです。ですから、そこだけを街にして、あとは全部、緑地か農地、森林に

変えていく。そういう発想で、ようやくイタリアのような姿になります。ともかく、相当な大

転換をしなければならない。このようなかたちでのコンパクト化がいいかどうかはともかく、

頭に描くイメージとして、相当、ドラスティックだということをご理解いただきたいと思いま

す。 

 次に、少し細かい話になりますが、イタリアの保全思想の流れはどうなっているのか、とい

うことをまとめてみました。流れは大きく二つあって、ひとつは美術品の保全修復が 18 世紀く

らいからはじまっています。もうひとつは建造物、建築ですが、これはルネッサンスから始ま

っています。間に、20 世紀に入ってからムッソリーニなどが展開していったファシズムの思想

があります。独裁者としてだけ知られていますが、ムッソリーニは結構、文化人です。彼は非

常に文化というものを保護し、お金を出していった。文化財保護法も、そのあたりにできてい

ます。それで、モニュメントを指定して、どんどん保全していったという時期、いわゆる文化

財行政としての時期が、1900 年代前半まで続きます。また、日本では憲法第９条というとなに

かわけがわからないものですが、イタリアの憲法第９条は、「風景や文化財、歴史、伝統は共

有の遺産であって、国家がこれを保全する」と明確に謳っています。 

 その後は、戦後に転機があり、60 年代～70 年代以降は民主化、民権化運動が起きて、都市計

画的な立場でもそれをやっていこうという流れがでてきます。そして、先ほど述べたように、

文化財行政・都市計画行政の両方から、歴史的な建物が「二重指定」になっている地域がかな

りある。また、キーワードは、「市民文化財」という言葉です。これの下に、歴史的な都心部

全体、あるいは社会的な環境というものを面的に保全していく。ですから、社会的環境という

のは、建物や道路だけでなく、そこに住んでいる住民の構成でもあるということです。住民の

構成自体を、きちんと保っていこうではないか。そのようなことをやっています。政策の転換

は、ちょうどそのあたりに対応します。 
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 それから、このあたりは、少し細かいのですが、美術品の修復や保全は、例えばポンペイの

発掘やナポレオンのイタリア侵攻が直接のきっかけになっていたり、建造物の方は、いわゆる

古典復興、文芸復興が引き金になり、その後、近代化に対する反動としてロマン主義が起きて

歴史的な建築物の再評価につながり、モニュメント主義にいたるということです。その後は、

戦前から戦後までですが、ファシズム期に国威高揚のための遺構を保全したり、文化財保護法

ができたり、共和国憲法が生まれるといったことを経ています。モニュメントは、例えば凱旋

門やコロッセオなどもそうですが、そういうものを保全しようということです。60 年代以降は、

モニュメントを単体的に保全するのは、一体何のためになるのか、という批判が国民のなかか

らでてきます。要するに、市場原理や都市化の圧力のなかでは、文化的なアリバイ、要するに

それを保存しているのだから、都市を開発するというためのアリバイに使われています。じつ

は、昨日の日経新聞にもでていましたが、大都市で重要文化財というか、歴史的に重要な建物

を保全すれば、それを含む地区においては、大規模な容積の割り増しが認められて、開発がで

きる。そのようなことが書かれていました。確かに保全されるものもでてきますが、それ以上

に開発も行われるわけで、当然ですが風景はちぐはぐになっていくわけです。ああいうことを

していると、街並みはさらに壊れていくと思います。一部の文化財は守られるでしょうけれど、

周りがどんどん開発されていくので、新しいもののなかに、それこそ冷蔵庫のようにポツポツ

と古い建物が埋もれていく、という状態になって行きます。イタリアの場合は、60 年代に都市

計画法の改正をして、歴史的都心部については凍結的に保全していくという決定や、各自治体

がマスタープランを策定するという義務的事項が定められるなど、対照的なプロセスを経てい

ます。 

 写真を紹介します。こういうフィレンツェの街並みが守られていくということです。それを、

チェントロ・ストリコ（centro storico）といいますが、欧米へ行くとだいたい看板がでてい

るので、ご覧になった方もいるかと思います。英語で直訳すると、ヒストリック・センター

（historic center）になります。しかし、ヒストリック・センターという言い方は、じつはし

ません。ヒストリック・エリア（historic area）や、ヒストリック・ディストリクト（historic 

district）という言い方をするようです。これは、国によって違います。アメリカでもイギリ

スでも違うし、フランスでも違うようです。いわゆるあのあたりの国でいう、ダウンタウン

（downtown）にあたるのではないか、と思います。1960 年に国際会議が開かれ、そこで本格的

にチェントロ・ストリコの再生問題が提起されました。当然、日本も参加していたと思います。 

 では、ユネスコの世界遺産に登録された数ですけれども、チェントロ・ストリコだけが登録

された事例をあげていくと、イタリアには７つあります。その他、ヴェネツィアやヴィチェン

ツァやアッシジ、ヴェローナという街は、チェントロ・ストリコが世界遺産になっているので

はなく、街全体がなっているので、ここから外しています。 

 昨日、ドイツの話がありました。配られたパンフレットなど見ていたのですが、私もドイツ

には何度か行ったことがあります。ちなみに、ドイツで世界文化遺産に登録された都市は、一

箇所しかありません。それはなぜかというと、爆撃で全部、破壊されてしまって、今、ある街

は復元した街だからです。つまり、本物ではない。本物っぽくつくってあるけれども、本物で
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はないというのが、今のユネスコの価値観なので、そこに照らし合わせると全部、ダメになり

ます。少しおかしいと思うのは、日本の首里城も、完全復元であるのに登録されていますので、

解釈のちぐはぐしたところが、どうもユネスコにはあるように思います。 

 写真を紹介します。街によって、形状も、色も、自然と都市の関係もかなり違います。 

 注目していただきたいのですが、ボローニャという街があります。これは、1582 年に描かれ

た鳥瞰図です。いびつな構造をしている城壁があり、その内側に都市がある。そこから先は、

道路は放射状に伸びていきますが、田園になっていることがわかると思います。これを、Google 

Earth、つまり今の衛星写真で見ると、昔の絵とほとんど変わりません。 

 これは、上下逆になっていますが、都市基本計画いわゆる日本でいう都市計画マスタープラ

ンに相当するものです。建物の全数調査をして、それぞれの状態がどうであるかをマッピング

し、いろいろなカテゴリーに分けて、公開しているわけです。住宅なども、保存、再生するエ

リアを指定して、丹念に修復していく。これは、ボローニャの広場です。マッジョーレ広場と

いって、大聖堂の前の中央広場です。ペイブメントについては、舗装の材料をどうやっていく

か、というようなことがきちんと決められたりしています。保全、修復に関わる語彙や概念も

非常に多岐にわたっています。全部イタリア語で書いていますが、非常に多くの言葉がある。

日本では、季節に関する言葉が非常に多いのですが、イタリアでは修復に関わる言葉や料理に

関わる言葉の語彙が非常に豊富です。そのあたりを数え上げていくと、じつはその国の文化の

中枢がどこにあるかがわかると思います。 

 保全による都市、あるいは都市再生のメカニズムはどうなっているか、ということを描いて

みたのですが、まず都心部の保全というものがあり、一方では郊外部を開発抑制するという二

つの軸を並行していくわけです。歴史的な都心部の保全を行うと、文化的な価値や歴史的な価

値が上昇するし、それが都心部の経済価値を上げていく要因にもなります。修復再生について

は、建築工事が活発化しますが、イタリアの場合、これは民間の建築工事が中心的に活発化し

ています。そうすることによって、いろいろな観光政策や都心商業の産業政策などを巻き込み

ながら、都心部の活性化が行われていくわけです。民間のゼネコンや建築設計事務所が主に関

わっていて、これがだいたい５割くらいです。あとは官庁主導が５割くらいといわれています。

ですから、民間の担う役割は非常に大きいのです。そこで投資の還元が行われ、再生事業が行

われ、ということでループが形成されて、全体的に都心部が活性化して都市再生が行われる。

ここには、規制緩和ということが全くないのに注目してください。今、行われている日本の規

制緩和は、完全にこれに逆行するものです。あれでどうやって都市を再生するかというのは、

私には全然、理解ができません。いずれにしても、イタリアはまったく違うメカニズム、理念

でやっていることが注目すべき点です。 

 それで、今、少し言いましたが、これはイタリアだけではありませんけれども、ヨーロッパ

の建築統計というものがあり、ユーロコンストラクトという本になっているのですが、これは

16 ヵ国参加していたと思います。2004 年のデータですが、住宅、非住宅と用途別に別れていま

す。あとは土木事業があり、合計して 100 になるようになっています。新築と修復の割合は 5：

5 ではありませんが、6：4 くらいの割合です。それから、都市再生の歴史的都心部の部分だけ
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見ると、1994 年以降にイタリア政府の予算が付いたプログラムは 77 あります。その予算負担

率は公開されているのですが、公共と民間で 1：1 になっています。これは、この前、９月に行

ってきたのですが、ローマの都心で行われた修復工事です。たまたま見てパッと撮っただけで

すが、こんな街なかで何箇所も見かけます。営業中の店舗でも、外壁の修復などを普通にやっ

ています。 

 これは、リゾート地で城郭公園というか、古い中世のお城の周辺を公園にしようという都市

計画コンペをやっていて、そのコンペ案が街なかに展示されているのを、通行人が見ていると

いう光景です。皆、関心が高いようです。これはジェノヴァです。ここのチェントロ・ストリ

コは、ヨーロッパ一、高密度で知られています。先ほどの都市再生プログラムで、かなり初期

の段階で予算付けされた街です。コロンブスの生まれた街でもあります。 

 これが、ジェノヴァのプレ地区です。下町で、港湾に面した非常にゴミゴミした場所です。

こういうところを再生しようという試みが、このようなかたちでされています。まず、図面を

つくるところから始まるわけです。そして、再生住宅をどうつくるかというところへいきます。

これは、取り壊し中が左側で、修復後が右側です。インターネットなどで見ると、民間建築の

ゼネコンや設計事務所の宣伝のホームページがたくさんありますが、修復後はこうなりますと

いうような情報が、たくさんでてきます。 

 これは、カルロ・スカルパというイタリアの建築家が、オリヴェッティのショールームを 70

年代だと思いますが、修復再生した有名な事例です。それから、これはアッシジの地震で倒壊

した天井画の修復の模様です。また、これは違う場所ですが、モザイクなどもこういうかたち

で一個一個、破片を同じ位置に戻していく。これは、プラート市といって、フィレンツェの隣

街の建物のなかの壁画です。ここではやっていませんが、私も同じような仕事をしていました。 

 これは、実際に自分がやった場所です。このファサード修復ではなく、建物のなかの壁画の

修復をしていました。空爆で破壊された天井が 20 部屋ほどあり、そこの部分に注射器で樹脂を

入れながら筆で補彩するという作業をしました。あとは、建物や現場の写真です。 

 修復を取りまく諸課題ということですが、これから考えていく上でどんな問題、課題がある

かということです。ひとつは、その目的は何かということです。一般的な意味と国際的な定義

がありますが、「文化財」の要件には、美的価値と歴史的価値のふたつがあります。日本の文

化財保護法もそうなっているのですが、時代を見ていくと歴史的価値のほうに重心が移ってい

ます。また、文化財から都市や風景に対象を拡大していっています。それから、日本とヨーロ

ッパの修復の違いは考慮しなくてはならないのですが、まず文明的になにが違うのかというと、

歴史観や時間意識、自然観や死生観で、昨日のギルガメッシュの物語や、安田先生の紹介にも

ありましたが、死や生に関する考え方、自然に関する考え方が全然、違う。文化的にも、建築

物の材料、工法や都市の構造が違っている。そういったものを考慮しながら、保全という考え

方を取り入れるとして、では、日本的な修復や保全はどうなのか、ということを考えていく必

要があります。もうひとつは、まちづくりや都市計画への適用とその課題をきちんと明確にし

なければならないと思います。修復というのは、一般的には、壊れたり・傷ついたり・汚れた

りしたものを、直したり・きれいにしたり・元通りにしたり、ということですが、そうではな
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く、国際的な定義というものがあって、「修復とは、対象の物質的無欠性を維持するため、ま

たその文化的価値の保全、保護を担保するために行う介入措置を指す」と書いてあります。要

するに、物的な損傷だけに着目して、それを改善していきましょうということです。物質主義

です。これが、今、国際的に一応、承認されている事項です。その対象は、美術や工芸品から

始まったのですが、やがてモニュメントにいき、だんだん文化財の概念が拡大しているという

ことです。今では自然や生態系、例えば熊野古道や北海道の釧路湿原といったものも、文化的

景観といいますが、保全対象になっています。 

 日伊の修復の違いを見ていくと、日本の場合は材質的にそれがオリジナルなのかどうかとい

うことは、あまり考慮されません。イタリアの場合は、そこにこだわります。もうひとつ、日

本には清浄の概念があります。ケガレを嫌うというところがあるので、修復するのですが、作

業の終わったものは、何か新品に見えてしまう。それが欠点でもあり、良さでもある、という

ところでしょうか。 

 それから、時間軸の捉え方が全然、違います。ヨーロッパ人は直線的な時間感覚をもってい

て、そこには進歩史観があります。日本の場合は、循環的な時間意識があるので、要するにそ

れが、「つくっては壊し、壊してはつくり」という発想になっていくわけです。いわゆるスク

ラップ・アンド・ビルドといいますが、おそらく１万年くらいの長いタームで、日本人の思想

的なものがそこにじつは現れているのではないかと思います。ですから、スクラップ・アンド・

ビルドをいけないんだ、ストック型経済がいいんだというとき、それは確かにそうですが、文

明的に背負った大きいものがじつはあるのではないかと思っています。それを考慮しつつ、で

は環境や財政的な制約のなかで街をどうつくっていくか、ということを考えなければ、絵に描

いた餅になる可能性があると思います。その端的な事例が、日本の伊勢神宮です。式年遷宮で、

20 年に一度の全面建て替えですが、これは敷地も動かしてしまいます。ですから、建物はオリ

ジナルではないわけです。物質としては、違う材料を使っているので、そういう意味でオリジ

ナルではありません。ただ、イタリアの場合、これはアッシジのサン・フランチェスコ教会で

すけれども、震災で破壊された壁画を一片ずつその位置に戻していきます。要するに、物質的

オリジナル性への飽くなきこだわりというものがあって、両者は非常に違うわけです。そうい

った違いを考慮しながら考えていかないと、西洋やイタリアからこういうものがあるから、と

いって制度を輸入しただけでは全然、身に付いていかないし、日本的なものも残していけませ

ん。このあたりが、重要な論議になっていくのではないかと思います。 

 では、日本的な修復とは、なにを目指すかということですが、ひとつはこの研究会でもテー

マになっている、「人と自然とのつながり」を保全していくことです。「人と自然とのつなが

り」というあり方というか、「人と自然との関係」を保全する。このことは、例えば無形資産

というものに表れています。芸術や芸能、習俗や祭祀、信仰、お祭りといったものを保全して

いくのです。幸いなことに、日本はそういうことをきちんとわかっていて、文化財保護法にも

世界に先がけて「無形文化財」という概念を導入しています。それから、「人と人との関係」

も保全していく。昨日、海外から来られた方も言っていましたが、隣人との関係など人間関係

が、良い意味で前近代的というか、残されている。ヨーロッパの人でもアメリカの人でもその
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ようなことをいう人が多いので、やはりそれが日本の長所というか、卓越したところなのでは

ないかと思います。そういったものも保全していく。 

 それから、蓄積的な時間と循環的な時間の両者を大切にしていく。日本的な美意識というも

のもあります。「風流」という言葉がありますが、光と闇の調和や微妙な存在感を大切にして

いる。また、伝建地区というものがあります。これは、チェントロ・ストリコの日本版ともい

えると思いますが、伝統的建造物群保全地区といって、これは、その有名な一例である愛媛県

内子町です。ご覧いただいて分かると思いますが、人は歩いていません。要するに、歴史的な

テーマパークです。時代劇のセットのようにも見えてしまう。本来、街は建物ではなく生活で

成り立っているはずなのに、ここには生活感がありません。ですから、確かに建物は保全され

ているけれども、主役がいません。主役がいないところに観光客がやって来るわけだから、観

光客がやれる唯一のことはおみやげを買うことだけです。観光客がバスから降りて、ダーッと

そこを歩くときしか人通りができないし、一番ひどいのは、その時にしかお店から人が出てこ

ないということです。人が歩くと、お店から人が出てきて商売をする。これは、全国どこの観

光地でもそうです。 

 それから、もうひとつの観点ですが、「修復は未来も視野に入れた歴史行為」です。イタリ

アで文化財保護をやっていたときに、先生からも言われたし、仲間内でも言っていたのですが、

例えば 10 年後のことを考えるときには、10 の二乗、つまり 100 ですが、最低限 100 年くらい

前から現在に至るまでの歴史的なことを知らないと、10 年先までは出てこないのです。同じよ

うに、100 年という都市計画のスパンを考えるときには、100×100 で１万年くらいのことを考

えていないと解決案を出せません。ですから、この研究会で言っている文明や環境というもの

を、5000 年、１万年遡って考えるというのは、そこに意味があると思うのです。そういう長い

過去から現在に至るまでの、まさにベクトルですが、方向、速度とエネルギーをもったベクト

ルを理解して、その時点でのベクトルの尖端が、今、我々がいる時点になります。さらにそこ

から先のことを考えるときには、そのベクトルの延長で考えるしかないのです。未来を考える

ときには、過去から現在までの持続性を、まずきちんと見て総括して、さらにその尖端にある

現在から未来までの持続性を、その延長、あるいはその修正として考える。これをしない限り、

未来は絶対に見えてこないと思います。ですから、修復は未来も視野に入れた歴史行為だとい

うふうに、私は理解しています。新しい歴史をつくるために、過去を見ている、ということが

重要だと思います。 

 もうひとつは、修復は「癒し」だということです。レスタウロ（restauro）やレストレーシ

ョン（restoration）などいろいろな言葉がありますが、だいたい西洋の言葉ではレスタウロと

いうのがだいたい語幹に入っています。そうすると、これはもうひとつレストラン（restaurant）

という言葉がありますが、これらはすべて、ラテン語由来の同源の言葉です。レストランには、

食べる場所以外に、食を通じて自己治癒力に働きかけ、人のこころと身体を癒す場所、という

意味があります。もともとは癒しの場所なのです。それを、食と宿泊を通じて行う。ですから、

宿泊機能もあったようです。レスタウロも、当然、同じ語源を使っています。それをきちんと

ひも解いていくと、対象が何であれ、それは癒す行為となる。ただ私は、都市は人間の生体と
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同じくらい有機性が高いと思っています。都市は有機物です。ですから、対処療法ではなく自

己治癒力が必要なのではないかと思います。環境や風景に対して、自浄的、かつ持続的に改善

していく仕組みをつくり出す必要がある。当然、そのための仕組みとして法律があり、行政が

あり、技術があり、いろいろなことがあるわけです。要は、持続性を確保するためには、自己

治癒力を高めることが重要なのではないかと思っています。これは、イタリアでも日本でも同

じです。そして、何よりもまず、日本の将来像、ビジョンを描く必要がある。修復はひとつの

手法です。その中身であるコンテンツは、また別問題です。そして、そのコンテンツをどうす

るかということ、つまり、ビジョンを考えなければならない。持続条件や日本史上の理想点を

きちんと描いて、これからどうするかを皆で考えていく必要があるということです。課題もつ

らつら書いていますが、例えば土地私有制度や土地計画、市民参加の話、モータリゼーション

をどうするのかということ、こういうものはたしかに現実的課題ですが、こういう表層を考え

る以前のことを、きちんと押さえておく必要があると思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

司会 民岡さん、どうもありがとうございました。 

 

質問１ 民岡さんの話には、私は 100 パーセント賛成ですが、もう少し補足して説明して頂た

いところがあります。歴史的な営みのある風景というイフェクトを説明していただきましたが、

単なる美術や文学以上のものがある、ということだと思います。それは私も何となくわかるの

ですが、単なる美術、文学以上のものというのは、もっと現ナマ的というか、実社会、あるい

は我々の文明に対する寄与がもう少しあるというところを、もう少し説明していただきたいで

す。経済のところで、55 番のスライドのところは、たぶん地域経済にこれだけ寄与するという

図だったと思います。それもその一部だと思うので、そこのところをもう少し説明していただ

ければ、と思います。 

 

民岡 確かに風景は、先ほどの定義にもじつはあったのですが、結局、このなかに「人間的要

素の作用及び相互作用」というところがあって、そのなかに経済活動や産業活動は当然、入っ

てくるわけです。産業遺産というジャンルもありますし、先ほどの内子町の街並みでいうと、

じつは内子という街はなぜあれほど栄えたかというと、確か蝋産業で栄えています。今でも蝋

は売っていて、生産もしているのですが、それが街並みにでてこない。じつは、蝋の生産は歴

史的な街並みの外側でやっています。けれども、かつては蝋の生産と、それを売る場所がその

街並みだったわけです。ですから、当然、そういう生産様式に適したような窓の構成や換気の

システムがあって、ああいう街並みになっている。仮にですけれども、蝋の生産を現代的に消

費物に結びつけていくことができれば、街並みももっと生きてくるのではないかと思います。

ですから、ああいうものを舞台にしながら、生産活動や地域の営みを見せる仕掛けでしょうか。

そういう捉え方が必要なのではないかと思っています。例えば、埼玉県川越市の場合、街並み

はよくできているし、にぎやかです。ですから、あそこはうまくやっていると思います。あれ
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は、まさに商売の営みそのものをプレゼンテーションして魅せるという発想があります。湯布

院もそうです。そういう成功事例もあるので、美学的にどうかということ以前に、やはり人間

活動がそこで行われていて、そういった舞台とセットになってパフォーマンスが行われている。

まずはそういうものを保全しようという意識に立てるかどうかだと思っています。 

 

質問 1 ある地域が、単に風景的に良くなっただけでは、地域の人は満足しないということで

すか。 

 

民岡 ええ、たぶん逆だと思います。地域がにぎやかになったり、満足した結果として、風景

も当然のことながら具現化されている。ですから、いきなり風景をつくろうと思ったら、たぶ

んダメなんだと思います。まず、風景はいいから、とにかく人間が満足して住める場所にしよ

うではないか、ということでいいと思います。その結果として、その地域は当然、にぎやかで

人もいて生き生きとしていて、街並みへの関心も払われていて交通対策もきちんと行われてい

る。それが結果的に風景に表れて、成績が良くなるという関係だと思います。 

 

質問 2 日本の場合は内子町の話がでましたが、ヨーロッパのいろいろな街に行っても、ロウ

ソクを売っています。日本では、ロウソクはもう仏壇にしかないものですが、生活の場の灯り

としてロウソクがものすごく使われている。 

 それで、カメヤマロウソクという、世界的なシェアをもつロウソクがありますが、亀山の街

自体、人がいなくなったので、商売にならなくなって、別な場所に店を出したところ、えらい

繁盛しています。一方で、カメヤマ自体は、大企業が立地したために、ものすごくアクティブ

な街に変わっています。今まで 100 くらいしかベッド数がなかったビジネスホテルが、ここ 1、

2 年でお客が増えたので、ベッド数 500 くらいになっているようです。イタリアに長く住まれ

ていて、やはり光に対する考え方が違うと思います。日本はどんどん明るい方向にいってしま

いますが、ヨーロッパの街は、まだ日本の昔でいう陰影礼讃のような風景が多く、楽しんでい

るところがあるのではないでしょうか。 

 

質問 3 私も民岡さんと、基本的な方向は同じです。民岡さんのお話だけを聞いていると、お

そらくここにいる皆さんのほとんどが納得すると思います。が、実際、どうしてこういうこと

になってきたかというと、私は国土計画を担当していましたが、何といっても格差の是正とい

うことが念頭にあります。格差を是正するためにはどうしたらいいかというと、分散政策、均

衡政策で、極端にいうと東京を日本中につくるということで、かつて東京と鹿児島の地域間格

差は 3 倍あったのですが、今は 6 割です。強引に地域を変えることによって、それを実現して

きた。 

 それで、まだ開発だといわれていますけれども、国土開発から開発という言葉をなくす。そ

こまでやろうとしているわけです。でも、それに対して未だにかなり抵抗は強いのです。地方

の人たちがいうことは、開発されたところはいいけれど、我々のところは開発されていない。
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今度は我々の番だ、という。これを、いつまで経っても言い続けるんです。世界一、格差の少

ない日本において、まだ開発しろといわれる圧力は、相当、強い。その結果、どうなったかと

いうと、いわれたように、日本に来る観光客の数が、気づいたときにはアジアの主たる国の中

で一番、低いという状態です。マレーシアやタイにはとても及ばず、韓国よりも少ない。中国

は問題外に多いです。ともかく、それほど少なくなって、結局、日本中に魅力のない都市をつ

くってしまった。 

 それは、ある目的を達成するための副作用で、我々が考えるのは、もう目的は達したではな

いか、ということです。ここまできたから、もう転換だというのですが、まだ必要だといわれ

てしまう。コンパクトシティも、基本的には最後に書かれていましたが、それは行政としては

だいぶ前からいっているし、研究費もつけてきたけれど、住民のレベルでは、意識は全然、違

います。個人レベルでは、日本はものすごく車が安いですし、どんどん作れといわれて、どん

どん作らされて、車で通えばそのほうが便利です。学者や行政が、なにを余計なことをいうの

か、というのが住民の意識です。個人のレベルでの合理性と、全体の合理性がすごくかけ離れ

ている。これをやられたら、本当に行政は、市街化区域の外を市街化調整区域で押さえても、

その外に街をつくられてしまう。密度の薄い都市がどんどんできてきて、それを全部、道路整

備などで支えなければならないわけです。そんな金がどこからでるんですか、という話ですけ

れども、住民は、そんなことをいっても自分にとってはそれが合理的だという。主権者がこう

では、というところがあります。 

 

質問 4 行政もそれを追いかけていて、要は郊外のほうがメインだから郊外に移そうというこ

とになる。 

 

質問 5 秋田でも、病院でも学校でも施設でも、何でも郊外へ持っていってしまう。それでま

すます中心部はなくなるのですが、住民もほとんどの移動手段が車なので、そのほうが便利な

のです。 

 あとは、聞いていて、モータリゼーションを偏重している地方の中小都市と、逆に東京など

大都市圏は、分けて考える必要があるのではないか。 

 

 私は秋田によく来るのですが、地域文化があってまとまりがあります。ですから、ソフトの

ほうが残っていた場合、それが消え去ってしまう前に、どうにかしなければならない。今、例

えば古い秋田の言葉を小中学生に聞くと、100 しか残っていないわけです。今、高校生のメー

ルで地方の言葉がとても流行っています。そういうふうに、トレンドでまだ残っている。食文

化も、とてもすごいものがあります。先日、これは青森の話ですが、中井さんと一緒にカレー

ラーメンというものを食べました。そういうものは、ほとんど他にありません。 

 

質問 6 私も、秋田で再開発に絡んでものすごく苦労しました。もともと面白いいい街で、も

のすごくストックがあったんです。しかも、たいへん幸運なことに、戦災にも遭わなかった。
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昭和 30 年代に国体があって、その時に国体のための施設を整備するということで、古い施設を

全部壊して、昭和 30 年代の建築に変えてしまったわけです。昭和 30 年代の建築は面白くて、

昔、学生時代に東ドイツに行ったのですが、東ドイツの、共産党時代につくられた公共施設に

ものすごく似ています。シビル・ミニマムで、平等のものをつくる。そして、飾り付けは一切

なくすんだという哲学でできているのだと思います。基本的には、そういう建物です。 

 ですから、逆にいうと、金持ちもいるし貧乏人もいる、いろいろな人がいるような構造にな

って、ある意味では富がどこかに偏在していなければ、面白いものはできないのではないか。

日本は逆になっていて、相続税がものすごく多いので、東京でもいい住宅地は全部、細切れに

して、誰かが買うたびに景観も変わっていくわけです。そういうことが裏目に出ているのが、

今の日本なのではないか、という感じが、一方でものすごくします。 

 

質問 7 市民がいて都市がある。それがイタリアの都市であると私は思うのですが、その「誰

が」という部分は、今、開発を求める人、あるいは生活する人になります。やはり東京や横浜

は、逆に機能だけでいいんじゃないか。そこに、どういう主体を想定して都市をつくるのか。

要するに、私の質問は、市民がいるから都市があるので、とくにイタリアの都市に学んで、都

市というものを日本につくるのは無理なのではないかと思います。その主体の問題をどう考え

るのか、というところをおうかがいしたいのですが。 

 

民岡 私はフィレンツェにも住んでいました。人口数十万人の街ですが、通勤、通学の流動が

非常に小さいのです。ですから、ここに住んでいる人は、観光客も大勢いますが、実際に住ん

で働いている人が多いわけです。行政の人も、フィレンツェに住んでいるわけです。そういう

街は、当然のことながら自分が主役になるので、行政が行う都市計画に対する参加の面白さも

あるし、参加の意義もあって、一番重要なのは、そういった労力やお金やエネルギーが、自分

に還元されることです。今の日本は、受益者還元が住民に対して行われない仕組みになってい

るわけです。例えば、千代田区などは、少ししか人が住んでいません。ですから、千代田区の

都市計画は、行政とコンサルタントだけがやっていて、千代田区民は入っていません。あれが

典型で、そういうことは東京や大阪では難しくなっている。だけれども、こういう小坂町や、

前回の天栄村などは、まだ流動が少ない分、経済的な活力はどうするかという大きな問題はあ

りますけれども、住民が主体になって受益者還元を得ていくまちづくりを行いやすい。そうい

う意味では、むしろ地方の方が可能性があるのではないか、と思います。東京は、ちょっと手

遅れかな、と思います。東京は、例えば一度、地震がきて、全部、崩れないとちょっと無理か

な、という感じがします。 

 

質問 8 フィレンツェに住んでいる人たちは、車はどこに置いていますか？ それだけ昔と同

じように住んでいるということは、駐車場はどうなっているのでしょうか。 
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民岡 じつは、モータリゼーションの問題は書かなかったのですが、イタリアでも深刻です。

ただ、フィレンツェについていえば、まず乗り入れ禁止になっています。昔からの住民は、ち

ゃんと権利を持っています。ただ、旅行者など外からきた人は、フィレンツェには絶対に停め

られません。環状道路というものがあって、その環状道路沿いに公共駐車場があるので、そこ

に停めるか、隣町に停めて電車で来るかどちらかです。 

 

質問 8 生活している人が、たとえそこにマンションを借りていてもダメなんですね。 

 

民岡 生活している人は、自転車を使います。イタリアの自転車の使い方は、面白く、盗った

り盗られたりの関係がある。昔、『自転車泥棒』という映画がありましたが、それが今でも続

いています。自転車は公共のもの、という認識があるのでしょうか。私も、一度、盗ったり盗

られたりということをしていました（笑）。 

 

質問 9 日本のとくに地方都市の場合、先に述べたように車がなければ生活できないというと

ころがあります。それにあわせて、ますます都市機能を変えてしまって、外へ出ると便利だか

らということで、そこに皆、集まってしまうという構造です。ですから、結局、車が普及する

のと同時に、おそらく日本全国の地方都市が均一化していって、とくに歴史があった中心部が、

全部、郊外にもっていかれると人が来なくなってしまう。結果として、大型店まで撤退するこ

とになってしまうわけです。それが繰り返されている、という感じがします。 

 

中井 大都市と地方都市の差ということでいうと、中国では、結局、揚子江デルタと広州デル

タ、北京、天津あたりに、農村から集約的に移動しています。そういう現実があるわけです。

日本の高度成長期と同じことが起こっている。 

 我々は今、地球全体の成長の限界という視点のなかで、サスティナブルな文脈で語っている

わけですが、日本海を越えた向こう側で起こっていることは、日本の昭和 30 年代と同じことで

す。近々、高齢化で人口はピークに達しますが、あと 20 年は増えます。この、13 億が 15 億人

いくのか、16 億人いくのか、という世界の中で、農村の人口が今、8 億 5000 万人です。都市人

口は、4 億人強です。この人口比が、逆転するというのです。 

 そういうなかで、中国の政策当局も混乱しまくっていて、政策対話を日本に求めています。

中国も、一緒にやりたがっている。日中産学観光立国というのが受け皿になっています。来年

から、中国が第 11 次５ヵ年計画を始めるにあたって、今、共産党案のコアの部分ができたので

すが、その政策担当者がきて、11 月 7 日に国連大学でその内容を報告します。それにあわせて、

日中へのインパクト、都市の問題も含めてディスカッションします。去年から、ずっとメガロ

ポリス構想について中国から相談されているのですが、それは人口吸収を結果的になし得た日

本の高度成長に、何かヒントがあるのではないかという対談をしているのです。ですから、日

本は別に成功したわけでもないけれど、結果的には暴動が起きないかたちで人口吸収が起きて、
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食べ物には困らないという地点に立ち至ったわけです。そして、これから、その日本はどうな

るかということです。そういう話を視野に入れながら、何かステージがあるらしいです。 

 人口がまだ増えて、かつ物的なものの水準を追求している次元の人々が、今、横にいるなか

で、では、我々のステージはどういうステージなのか。人口は減少し、ものは豊かになった。

そのなかで、中国にモデルが見せられるのか。ですから、ここまで解決策を入れ込んで、国民

的合意ができて、中国に羨ましいと思わせるくらいに、かけっこのような感じですが、1～2、3

年でいけるのか。 

 ですから、いずれ中国は高齢化して減少傾向に向かうことは見えているのですが、今はまだ

増えているので、増えていることしか考えていないけれど、高度成長期の我々は、減ることを

考えずに、右肩上がりの未来像しか描かずに、行き着いた先でダッチロールを繰り返して、今

や次の模索をしています。その行き着くところまで見せるなかで、地球全体のサスティナブル

なものも、アジアコアの絵を見せられるかどうか。そういう問題意識を、僕は持っています。 

 いずれにしても、民岡さんはすごく大事な視点を提供してくれました。かねてから、この研

究会では都市の問題は大事だといわれていたなかで、ひとつの材料を出していただいて、あり

がたいと思います。 

 安田先生、いかがですか？ 

 

安田 平成 18 年は、都市を中心に研究会を行いましょう。 

 

中井 11 月 7 日の国連大学シンポジウムは、無料です。10：00 くらいから始まります。 

 

以 上 


