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自然・伝統と共生する都市環境

東京大学名誉教授

月尾嘉男

危ぶまれる日本の状況

　1950年に世界の人口の1／30が日本

人でした。しかし、2050年には1／100

になると言われています。日本の力

は全体的にとても弱ぐなってきてい

ます。経済分野も1995年には世界の

16％を占めておりましたが、今は10

％を切る程度で、国債の評価は20位

程度まで下がりました。総合的な評

価は、1992年までは日本は1位でし

たが、今は22位程度になってしまい

ました。

　このまま日本は沈没していくので

しょうか。たとえば、日本以外の先

進諸国の財政はほぼ安定しており、

大きく見れば借金を減らしていま

す。しかし、日本だけがひたすら借

金が増え、いまや180％になり、財

政的に危うい状況です。

　自給率も下がっています。先進諸

国の中で、日本の食料自給率（40％）

と同じ程度の国はオランダだけで

す。大抵の国は80％程度を維持して

います。

　犯罪の検挙率も日本は低下してい

ます。2002年の検挙率が最低で、20

％程度でした。おもしろおかしく言

ってはいけませんが、窃盗犯は5回

に1回しか捕まらない程度になって

しまいました。

　格差も拡大しています。非正規雇

用者の比率が急速に伸びています。

この6年間、正規雇用者はあらゆる

年代で減りました。ニートと呼ばれ

る働かない若者も増えています。所

得格差も拡大しています。それから、

労働分配率は下がっています。企業

の業績がよくないのに労働分配率が

下がりますから、一人当たりの報酬

は下がります。

　そして、信じられないことなので

すが、貯蓄がない家庭は1972年では

せいぜい3％でした。それが今は23

％まで増えました。日本の世帯の

1／4は貯蓄なしで生活しておられる

わけです。生活保護世帯も増えてい

ます。また、残念ながら自殺する人

が3万人を毎年越えています。

　もう一つの大きな問題は、地域格

差が広がっていることです。65歳以

上の人口比率が一番高い島根県と、

一番少ない沖縄県では1．7倍も開い

ています。過疎地の人口の比率、県

民所得、預貯金残高、生活保護の比

率、高等学校卒業率、失業率、有効

求人倍率も開いています。

　さらに、社会基盤の整備、つまり

道路の舗装率や情報通信関係の基盤

整備の格差も大きく開いてしまいま

した。東京、神奈川、愛知、大阪に

情報産業が集まるのに対して、青森、

高知、長崎、宮崎、鹿児島といった

地域における基盤整備はさらに遅れ

ています。

　都道府県単位の財政力指数では、

東京都だけが自分の地域で必要な金

を税金で賄えています。

　以上のような状況ですが、がっく

りしているばかりではいけません。

見方によっては長所もあるのです。

北海道、岩手、福島、長野などは土

地の面積が広いです。森林面積も広

い。国立公園がない県があります。

茨城、千葉、愛知、大阪など、経済

的に発展しているところはそういう

施設がありません。スキー場やゴル

フ場、キャンプ場、美術館、博物館、

温泉…これらも従来あまり恵まれて

なかった地域にあります。

　食料自給率は、過疎地や高齢者が

多い地域が高く、東京は1％です。

歴史遺産を現代の遺産にする

　日本は、国際的に見てもかつての

大国という状況ではなくなってしま

いました。財政・安全・情報・教育・

格差…たくさんの問題を抱えていま

す。では、どうしたらいいのでしょ

うか。

　アラン・ケイというアメリカのコ

ンピュータ学者は、「視点はIQ80に

匹敵する」と言っています。その意

味は、「物事を見る視点によって8割
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は結果が決まってしまう」というこ

とです。IQ100を満点とすると、80

点はどこから物事を見たかによって

決まる。そう考えますと、地域の資

産はたくさんあります。

　一つ目は、歴史環境を使うことで

す。滋賀県の旧・長浜町（現・彦根

市）では、古くからあった鼠壁の家

の保存活用をしています。現在はガ

ラス工房として利用されていたり、

世界的に有名な会社の博物館があっ

たりして大人気です。

　城下町だった飛騨市古川町では、

古い建物をうまく活用していません

でした。そこで、ゴミ捨て場になっ

ていた用水路を清掃し、鯉が住める

ほどきれいな川にしました。街路灯

も工夫し昔の雰囲気を出すようにし

ました。空き家は山村体験宿泊用施

設にして、観光客や居住者を呼び込

んでいます。東京大学都市工学科の

西村先生が指導されました。

　長野県の小布施では、枡一酒造と

いう老舗の酒屋が自社の蔵や酒造倉

庫をレストランやバーに改装して利

用しています。庭を観光客に開放す

るオープンガーデンもやっており、

人を集めています。

　松江市は、夜間に人を集めること

に成功しています。ライトアップに

加え、10m間隔程度で置いたロウ

ソクの行灯にボランティアが火を付

けて街路灯の代わりにし雰囲気を出

しています。

　小樽市は、運河沿いにある石造り

やレンガ造りの倉庫をビヤガーデン

や土産屋に改装して、成功していま

す。

　このように、歴史遺産（ヘリテージ）

はどこにでもあります。それを現代

の資産（プロパティ）にするのも、

新しいまちづくりの方法でしょう。
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商店街の活性化

　地方では中心商店街の衰退が問題

になっています。しかし、それも工

夫次第です。

　香川県高松市丸亀町の商店街は、

以前は普通のガラス張り天井とカラ

ー舗装した通りがある程度の寂しい

商店街でした。しかし、商店街の人

たちが頑張った結果、ガラスドーム

を真ん中につくり、洒落た洋風の店

に改装しました。そうしたら、今は

四国で人気の商店街になりました。

　金沢の中心では、空き駐車場をイ

タリア風広場にして商店街をつくっ

たら、北陸三野からお客さんが集ま

る商店街になりました。

　取り組みは大都市だけではありま

せん。大分県臼杵市でも典型的な商

店街の天井を取り払い、石畳としま

した。店舗のファサードは、江戸時

代を再現するものにしました。そう

したら人が集まる場所になりまし

た。

　商店街は商品を売るだけではな

く、お客さんにサービスをして、そ

のついでに物を買っていただくとこ

ろなのです。いずれの事例もそこに

気が付いたと言えます。

経済の発展と環境保全

　日本は2002年に自然再生推進法が

できました。かつて開発してしまっ

た自然をもう一度昔の生態系に戻す

際には補助金が出て、公共事業とし

て行うことができるという制度です。

　沖縄県那覇市では、縮小したマン

グローブ林を甦らせようと、マング

ローブを植林し、復元させる取り組

みを行っています。

　茨城県の霞ヶ浦では、波を防ぐた

めにコンクリートの護岸で固めてし

まいました。それを昔の姿に戻そう

と、湖に生えていた水草の苗を子ど

もたちが育てて植えました。今は水

草も茂って波が打ち消され、コンク

リートの護岸を少しずつ外せるよう

になりました。

　自然再生の象徴とされているのが

釧路川の復元です。牧場をつくるた

めに水はけをよくしようと掘った運

河で、4kmほどの長さがあります。

真っ直ぐで川幅も変わらないその川

を、その脇にある三日月湖に流れを

つないで川を蛇行させ、元の運河を

湿原に戻そうという事業を始めてい

ます。

　経済の発展と環境の保全は180。

対極にあるものと理解されてきまし
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た。たとえば、経済発展のために干

潟を埋めると環境保護の人が反対す

る。そういう関係です。

　じつはエコノミーとエコロジーと

いう言葉は、同じ言葉から派生した

言葉です。ギリシャ語で生命の棲家

を意味するオイコスという言葉があ

り、地球もオイコスです。最も小さ

いオイコスは家庭です。それを管理

しようという学問がエコノミーでし

た。また、それを研究・保全しよう

という学問がエコロジーでした。し

かし、経済至上主義によってそれら

が分かれてしまったわけです。もう

一度、一体となるような新しい仕組

みを社会につくってはどうでしょう

か。

　地産地消も地方都市が発展するた

めには重要です。鳥取県と愛媛県で

は、75％程度が地元の食材を使って

給食をつくっています。もちろん地

元の一次産業の育成や、伝統的な食

材・食事の保存・継承という目的も

あります。しかし、今の時代にさら

に重要な役割が出てきました。たと

えば、北海道産とアメリカ産の牛肉

を食べるとしたら、どれだけ二酸化

炭素を排出するか。アメリカ産は冷

凍して船で運んできますので、2．4

倍も違います。カボチャも多くはニ

ュージーランド産です。佐賀県産の

カボチャと比べて甑2倍も排出量が

違います。ですから、地産二二が進

めば、二酸化炭素の排出量削減に貢

献するわけです。

　木材にも同じような動きがありま

す。北海道では、公共建築に北海道

産の木材の使用を推奨しています。

シベリアの針葉樹で家を建てる場合

より7倍も二酸化炭素の排出量が違

います。地球温暖化は21世紀の最大

の課題ですから、考えないといけま

せん。
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　それから、水もそうです。日本人

は500mlの水を年間50億本飲んでい

ます。そのうち12億本が外国の水で

す。計算してみますと、これは異常

なことです。1リットルで300円、ガ

ソリンの2倍の値段です。ガソリン

が値上がれば安いガソリンスタンド

ヘガソリンを使ってわざわざ行かれ

るのに、その2倍もする水を平気で

買って飲んでおられるわけです。

地域産業は生み出せる

　これまでは、安いものは買うとい

うグローバリズムでしたが、地域の

経済を発展させるためにはローカリ

ズムを見直すことが大切です。グロ

ーカリズムという言葉は昔から使わ

れていますが、そういう発想も必要

でしょう。地域産業がないと嘆く人

もいますが、工夫次第でいくらでも

できます。

　徳島県の上勝町は、町の8割が森

林で覆われています。ここに「いう

どり」という名前の会社ができまし

た。もみじや銀杏の葉といった料理

のつまものに目をつけた農協の課長

さんが、それを売ろうと立ち上げた

会社です。普通、商社を間に入れて

取引すると、利益はほとんど地元に

還元されません。そこで、インター

ネット販売にして、料亭から注文を

受けることにしたのです。注文を受

けたらお年寄りが山に行ってきれい

な葉を収穫し、トレイに並べて発送

する。300種類くらいの葉を提供し

ていて、現在大ヒットしています。

それから素晴らしいことに、町の医

療費も減っています。お年寄りが毎

日山に行くから元気になるというこ

ともありますが、生きがいができた

のだと思います。

　高知県馬路村では、一般には売り

にくい無農薬栽培の柚子を、当時の

農協の課長さんが、地元の柚子・蜂

蜜・ミネラルウォーターを使ってジ

ュースをつくり、1本100円で売りま

した。これも通信販売形式で、ジュ

ースだけで40億円の売り上げがある

そうです。

　北海道大空町の佐々木旅館には、

山菜を使った特別メニューがありま

す。地元の山菜を常時180種類くら

い用意しておいて、塩漬けや乾燥さ

せて保存し、それを料理に使って提

供しています。最初は村人にも理解

されなかったようですが、都会から

来る人が高額な料金を払ってでも食

べています。雑草だと思えばそれま

でで、貴重な食材だと見たわけです。

　特許法が変わり、地域で長年使わ

れていた名前を商標登録して保護で

きるようになりました。京都府が一

番熱心で、工芸品や食品を登録して

います。石川県も温泉の名前をすべ

て登録しました。そうやって無名な

ものをブランドにして守っていく。

地域が発展していくためには大事な

ことです。

　人口移動も各地で考えられていま

す。北海道標津町は、住宅地購入を

決めて5年以内に住宅を建てて、住

民票を移したら土地を無料で提供し

てくれます。でも、引退された方が

来られると町の負担が増えてしまい

ますから、なるべくなら働く人に来

てもらったほうがいい。そのために

は仕事をつくらないといけません。

そこで成功したのが、和歌山県の緑

の雇用事業です。林業を維持するた

めの事業で、林業希望者には住宅を

安く貸してくれます。林業の指導も

してくれます。正確な数字を忘れま

したが、1，000人以上の人が都会か

ら来ているそうです。

　ですから、仕事をつくって人を呼

ぶことも地域がこれから発展する上
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では重要なことなのです。そこで、

地方にある330万戸の空き家をうま

く活用して、人に来てもらってはど

うでしょうか。必要になったときに

返してもらえないと困るとおっしゃ

る人も多いのですが、多くの自治体

では保証制度が始まっています。そ

ういう取り組みをしながら、定着型

社会からテンポラルに動く社会をめ

ざしたらどうかということです。

社会の目標を見直す

　最後に、2つのことをお話しいた

します。戦後めざしてきた社会の目

標をそろそろ見直したらどうかと思

っております。ひとつは「GRP」（グ

ロス・リージョナル・プロダクツ）、

つまり地域の経済生産力です。これ

をひたすら高めようと、国も地方自

治体も目指してきた。とにかく経済

が発展すればいいと思ってきました。

　もちろんそれができればいいので

すが、日本の今後の状況を考えると

難しい。そこで、新しい考えとして、

「GRC」を考えたらどうでしょうか。

たとえば、和食はアメリカで大変な

ブームです。評価も高い。「日本は、

ポピュラーミュージック、家庭電子

機器、建築、ファッション、アニメ

ーション、和食など文化大国だ。自

信を持ってください」と言ったアメ

リカのジャーナリストがいました。

そういう文化をもっと世界に向けて

売り出すわけです。それならば地域

にいくらでもあるはずです。

　もう一つが、「GRH」です。ブー

タンの前国王が20歳のときに、「ブ

ータンはGNPではなくGNHをめ

ざす」と言われました。Hはハッピ

ネスで、国家として国民の幸福が一

番重要だという宣言でした。

　しかし、その当時、ひたすら経済

成長をめざしていた日本人にはその

意味がよくわかりませんでした。新

聞記者が質問状を国王に送ったら

「人々の幸福な生活を可能にする自

然環境、精神文明、文化伝統、歴史

資産なども破壊し、家族、友人、地

域社会の連携までをも犠牲にする経

済成長は、人間の生活する国家の経

済成長と言わない」という返事がき

ました。今の日本を予言したような

ことを30年前に言われたわけです。

　日本は一時的にアメリカに次ぐ2

番目の規模の国になりましたが、必

ずしもそれで幸せになったわけでは

ありません。もう一度次の目標を見

直すことが必要です。伝統や文化を

世界に打ち出したり、生活している

人が幸福と感じる社会、都市、環境

をつくっていくことを考えたらどう

でしょうか。まちづくりもそのよう

なことを目指していただけたらと思

います。
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