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渡　それでは第2部を始めさせてい
ただきます。まず、はじめにパネリ
ストの方々にそれぞれ発表をしてい
ただき、その後にパネルディスカッ
ションをしたいと思います。
　では、金先生から発表をよろしく
お願いします。

韓国の住宅事情と最近の動向
金　私からは、まずはじめに韓国の

住宅事情をご紹介し、そして最近の
動向についてお話したいと思います。
　韓国の住宅の分類は、日本ととて
も似ています。大きくは「単独住
宅」と「共同住宅」に分かれます（図

1）。単独住宅というのは戸建て住宅
のことで、のちほど説明しますが多
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住宅というシェアハウスのよう
なものも含んでいます。共同住宅
は、多世帯住宅と連立住宅、そして

アパート（日本ではマンションとよ
ぶ）が含まれます。また、日本と違う
のは、それらが建物の階数と延べ床
面積で分類されるということです。
　振り返りますと、韓国では1980年
代を境目にマンションが増えてきま
した。1950年代に起きた戦争からの
復興により都市化が進み、都市を中
心に住宅不足となった結果、政府が
マンション供給政策を始めました。
1962年から始まり、日本と同じく団
地型です。
　日本では住宅公団が開発したよう
に、韓国では大韓住宅公社という住
宅供給組織が大規模な開発を行い、
70年代に建設が急増、そして80年
代に民間が参加することになりまし
た。
　しかし、都市では敷地が足りない
ことから、80年代後半になります
と、政府がニュータウン計画を立て
ました。89年から93年につくられた図1　韓国の住宅分類とその推移

パネリスト
金　容善（東京大学大学院新領域創成科学研究科 研究員）

奥野博昭（大和房屋（蘇州・無錫）房地産開発有限公司 総経理）

川島　裕（ パナホーム㈱ 台湾・マレーシア プロジェクトマネージャー／
 アーバンデザインインターナショナル㈱ 代表取締役）

佐々木宏幸（明治大学理工学部建築学科 専任准教授）

モデレーター
渡　和由（筑波大学芸術系環境デザイン領域 准教授）

第26回　住生活月間協賛
まちなみシンポジウム〈東京〉〈大阪〉
海外で活かされる日本のまちづくり

〈第２部〉パネルディスカッション

期日：	〈東京〉平成26年10月24日（金）
	 〈大阪〉平成26年11月17日（月）
会場：	〈東京〉独立行政法人住宅金融支援機構すまい・るホール
	 〈大阪〉大阪国際会議場（グランキューブ大阪）10F（1003会議室）
主催：	（一財）住宅生産振興財団、日本経済新聞社
後援：	国土交通省、住宅金融支援機構、都市再生機構



37家とまちなみ 71〈2015.3〉

盆
ブン

唐
ダン

新都市は、ソウル市近郊の第1
期ニュータウン住宅建設でつくられ
た4つの都市のうちの一つです（写真

1）。一番面積が広く、まちなみは割
と都市的な計画がなされています。
また、ソウル市北西にある一
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新都
市というニュータウンも都市的な計
画で、人造湖を造るなど、水環境を
考慮したまちなみです（写真2）。
　このようにして住宅供給が進んだ
のですが、都心部はまだまだ住宅不
足のままでしたので、丘陵地に密集
して形成されていた戸建て住宅地を
取り壊してマンションをつくる再開
発計画が行われてきました。また、
マンション以外の単独住宅もある程
度計画されました。
　ソウル市にある多家口住宅のまち
なみを見てみますと、一見整理され
たまちなみのように見えます（写真

3）。しかし、道は最小限で、敷地内

には最大規模の建物がつくられてい
ます。複数の世帯が住んでいて、道
も狭く、暗く、緑も少ない。住環境
としての質はそれほどよくありませ
ん。
　最近の動向としましては、都市部
の住宅不足のために第2期ニュータ
ウン計画を策定し、集合住宅の継続
的な建設はされてきました。しか
し、景気の影響により販売不調で
す。また、マンション生活は騒音や
コミュニティの問題もあります。で
すから戸建て住宅の需要が増加して
きています。言い換えますと、住居
の多様化が進んでいるのです。
　戸建て住宅に関する最近の傾向は
3つほど見られます。
　一つは、韓屋という伝統的な木造
軸組構法の住宅が増加しているとい
うことです（写真4）。韓国南部の全羅
南道という県が韓流ブームのような

住宅における文化的なブームをつく
ろうと、政策を打ち出しまして、木
造建築許可数は大幅に増加していま
す。
　二つめは、コミュニティの話で
す。戸建て住宅ではコミュニティが
うまくいってなかったのですが、ピ
ーナッツ住宅（タンコン住宅）とい
う、2世帯が1つの建物の中に住み、
土地と建物を共同所有する住宅が最
近話題になっています（写真5）。加え
て、別荘住宅、ツーバイフォー住宅
も増加しています。
　三つめは、戸建て住宅による住宅
地開発です。関心が高まっており、
世
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市ではその計画がなされまし
た。デベロッパー・開発者を中心と
した住宅地の開発は今後増えていく
のではないかと思われます。
渡　ありがとうございました。で
は、奥野さんの発表をお願いします。

写真3　多家口住宅のまちなみ
出典：ソウル市立大学都市科学研究院

写真5　ピーナッツ住宅（タンコン住宅）写真4　伝統的な木造軸組構法の戸建て住宅地の
完成イメージを掲げた看板
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新都市（1989～93年）出典：LH公社 写真2　一
イル

山
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新都市（1989～93年）出典：LH公社
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大和ハウスグループの
中国事業について
奥野　私は現在、中国江蘇省の蘇州
市と無錫市で、大和ハウスグループ
の不動産開発プロジェクト担当とし
て現地に駐在しています。
　大和ハウス工業の中国事業は1972
年に広州交易会に参加したところか
ら始まります。1983年から始まった
第1期事業においては外国人向けサ
ービスアパートを中国各地に展開し
ました。不動産開発は第2期事業と
して2005年から始まりました。現在
も大連・蘇州・無錫・常州で事業に
取り組み（図2）、浙江省紹興市では
宝業集団と工業化住宅部材の製造お
よび販売の会社を設立し、製造を開
始しています。
　私の駐在歴は、まず2003年から
2006年の4年間、遼寧省大連市に駐
在しました。そして2008年11月から
江蘇省蘇州市に、2014年6月からは
無錫市のプロジェクトも兼務してい
ます。
　これまでの現地駐在を通じて、私

が感じていることは二つあります。
　その一つめは、消費者、事業者、
社会・地域、行政・政府という「4つ
の視点から事業を見る」ということで
す（図3）。「少子高齢化で成長を海外
に求めたい」「先進的な技術・ノウハ
ウを軸に海外展開を図りたい」これ
は日本でよく聞く話ですが、現地へ
の押し付けになってしまいます。4つ

の視点で考えることで事業機会が生
まれ、現地の消費者が求める商品を
提供し、他社との競争に打ち勝つこ
とができます。ちなみに、大和ハウ
スが蘇州市で事業機会を得ることが
できた最大の要因は、中国のマンシ
ョンがスケルトンから内装付きへの
転換点にあったことでした。行政は
内装品質の良い住宅の提供を私たち
に期待し、その期待に応えるべく挑
戦しました。続く無錫・常州での事
業は、その実績を見た行政側からの
お誘いで始まりました。
　二つ目に感じていることは、「住宅
事業の品質は3つある」ということで
す（図4）。蘇州プロジェクトは引き渡
しからすでに3年が経過し、数えき
れないくらいのクレームをいただき、
真摯にアフターサービスに取り組み
ました。品質要求は日本と同等、も
しかしたら日本以上かもしれませ
ん。日系企業に対する大きな期待を
感じると同時に、品質に厳しいお客
さまがいらっしゃるからこそビジネス
チャンスがあると感じています。
　最後に、私が関わった事業をご紹
介します。「槐城別墅　Acacia Town 

図3　4つの視点から事業を見る

図2　大和ハウスグループの中国における主要エリア

図4　住宅事業の品質は3つある
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Villa」は1993年完成、総戸数247戸
です。当時は日本から部材を運んで
建築しましたので、外観がダイワハ
ウスの戸建てやアパートにそっくり
です（写真6）。
　蘇州プロジェクト「和風雅致　The 
Grace Residence」は全902戸、内装
付き高層マンションです（写真7）。中
央に水景を配した大規模な外構で
す。夜景も大変きれいで、入居率は
80% を超えています。
　無錫プロジェクト「ムーンリット・
ガーデン」は敷地面積約8.2万㎡で蘇
州プロジェクトと同程度ですが、容
積率が105% で低層住宅を中心とし
た開発です（写真8）。敷地内の水景沿
いに約100本の桜を配した遊歩道を
設ける計画です（写真9）。
渡　ありがとうございました。では、

川島さんの発表をお願いします。

台湾とマレーシアでの取り組み
川島　私は台湾とマレーシアのプロ
ジェクトマネージャーを担当してお
ります。そこで今日は、両国におい
て私自身が気づいた「ローカルマー
ケットへの気づき」と、日本側に要求
されていること、それに対するわれ
われの方向性についてお話したいと
思います。
　まず、台湾とマレーシアのマーケ
ットにおける気づきを整理してみま
すと、地盤は台北は軟弱で、クアラ
ルンプールは割と堅固です。開発・
建築、諸法律・規制に関しては事業
主側の力関係で変動します。デベロ
ップ事業は、土地交渉は日本単独で
は困難です。事業収益は、デべロッ

プ事業・リース事業ともに高い目標
値を持っています。
　次に、企画開発設計ポイントにつ
いてですが、街づくりではコンセプ
トや線形計画は不十分です。中華
系・マレー系それぞれ特徴があり、
建物は連棟式に対しては抵抗があり
ません。ダブルキッチン、浴槽、靴
の脱ぎ方等に特徴があり、工法に組
積造が加わります。設計・施工管理
はどこも不十分で、内壁の仕上げは
ペンキが主流です。外壁は施工方
法・技術がいまひとつです。
　マストポイントとしましては、中
華系は風水への配慮を、マレー系は
礼拝への配慮が必要です。また、両
者ともセキュリティは最重要です。
　このような状況のなかで、日本側
には、しっかりしたコンセプトタウン

写真6　塊城别墅　Acacia Town Villa 写真7　蘇州プロジェクト「和風雅致　The Grace Residence」

写真8　無錫プロジェクト「ムーンリット・ガーデン」の現状 写真9　無錫プロジェクトのイメージパース

第26回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム〈東京〉〈大阪〉
パネルディスカッション
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シップが要求されるようになってき
ました。日本の建物（ハード）に対す
る興味は薄れていて、ノウハウ、ク
オリティー、管理手法、着実な実行
力、ネームバリューといったことに
非常に期待しています。
　台北では都市更新事業が重要なテ
ーマになっていまして、特に日本企
業の信頼性や資金力が期待されてい
ます。防災対策やスマートタウン構
想の手法についても非常に興味を持
っております。
　なかなか日本の考え方では進まな
いところがありますので、それに対
する注意が必要です。最近はタウン
マネジメントも考えられるようになっ
てきていますし、ローカル企業と行

政のテーマの差異や、日本企業のコ
ンセプトの整合などが重要になって
きています。技術的な信頼と日本ク
オリティーの実現は非常に要求され
るところです。
　以上のことから、日本側の取り組
みの方向性をまとめますと、まず両
国ともに用地確保等のために共同事
業（JV・合建）を組成するということ
です。そして設計的な要素としまし
ては、日本人の持つ特性や歴史的な
変遷で期待される事柄（和、空気環
境対策など）で、自然の活用なども
要求されます。日本からの投資とし
ましては、個人投資や双方向ビジネ
スへの展開もあります。
　台湾での実施検討項目としては、

まず地震対策です。そして建築躯
体、内・外装材、防水は力を入れた
い内容です。リフォームやリノベー
ション、メンテナンス対策も必要で
す。
　98年にできた新耐震法律以前の建
物は1/2の強度しかありませんの
で、台北はそういう意味では巨大市
場です。都市のコンパクト化が大き
なテーマで、事業企画から施工・竣
工後までを含めてトータルに日本の
品質を持った試みが必要です。
　注目される開発手法は比例交換

（等価交換）です。定期借地権付き比
例交換をやりたいところですが、法
律的な不備がありますので、それは
今後のテーマです。

写真10　新荘プロジェクト（8階まで工事完了）

写真12　蘆州プロジェクト

写真11　中正区プロジェクト。等価交換と
コンパクト化による

写真13　ツインタワーの桃園プロジェクト
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　次に、マレーシアでは、住宅取得
意欲を追い風に、釣鐘型人口ピラミ
ッドを考慮して進めることになるか
と思います。コミュニティも重要な
要素です。
　まちづくりの方向性としては、ア
ッパーミドル狙いのゲーテッド・ア
ンド・ガーデッドタウンシップ、これ
は日本型のコミュニティを重要視す
る内容に合致する手法です。また、
最大ボリュームであるムスリム（イス
ラム教徒）のミドル層向けの住宅策
です。一方、問題はブミプトラ（地
元民）向けの対策で、開発面積の
20% から50% をローコスト住宅にし
なければいけません。
　開発テーマのプライオリティーで
すが、①セキュリティー、②ファシ
リティーマネジメント、③ヘルスケ
ア、④コミュニケーション、⑤モビ
リティー、⑥水、⑦エネルギー、と
いう順番になります。
　今後のテーマとしましては、両国
ともに高齢者施設は重要になってき
ます。特に台湾は2050年にアジアト
ップの高齢化社会と予測されていま
す。そしてタウンマネジメントも今
後のテーマです。
　最後に、実施例をご紹介したいと
思います。台湾では、コンパクト化

の新荘プロジェクト（写真10）や、等
価交換による中正区プロジェクト（写

真11）、蘆州や桃園などでの高層マン
ションのプロジェクトが進んでいます

（写真12、13）。
　マレーシアでは、丘陵地における
面開発や（写真14）、コンパクト化を
進めた都心の高層マンションのプロジ
ェクトが進行しております（写真15）。
渡　ありがとうございました。次に、
私からも発表させていただきます。

米国と日本から学ぶ
人が中心のスマートな
住宅地づくり
渡　今日は佐々木先生からさまざま
な事例をご紹介いただきましたが、
アメリカの事例には、一団地型の計
画住宅地であるものと、ニューアー
バニズム型の計画住宅地であるもの
があります。一団地型は日本のニュ
ータウンでもつくられてきたと私は
思っていたのですが、日本に帰って
きてみますと、アメリカとの質の違
いを感じました。
　一団地型の計画というのは、まち
全体を価値化することと言えます。
また、公共空間、共有空間、そして
まちの景観の連続性が考えられてい
ます。その連続性により、自然監視

による防犯環境設計ができます。
HOA による管理運営は、共用空間の
価値と利用価値を育てます。
　たとえば80年代前半にほぼ完成し
たビレッジホームズでは、農地がコ
モン空間です。畑や果樹園が共用・
共有空間となっており、住民が果物
や野菜を育てていて、それを住民は
食べることができます。
　こういった一団地型で価値化され
た住宅地がたくさんつくられてきた
わけですが、反省点が多々あり、ニ
ューアーバニズム型の計画住宅地が
出てきました。
　デイビスというまちの一角での開
発では、住宅地に隣接するかたちで
保育園や商業施設などのほか、共用
空間がつくられています。その共用
空間は住民だけでなくまちにいる人
すべてが自由に使えます（写真16）。
座席やパラソルがあり、木陰がある
緑地は民営です。人々は目の前のお
店で買った物を持ち寄って、ここで
食べることができます。
　ニューヨークの真ん中にある公園
には、4,500脚の可動椅子と800もの
テーブルがあります（写真17）。これ
を人々は自由に使えるのですが、マ
ネジメントがしっかりしていることで
実現しています。そのマネジメント

写真14　マレーシア東海岸プロジェクト。丘陵地における面開発 写真15　セントゥールプロジェクト

第26回 住生活月間協賛・まちなみシンポジウム〈東京〉〈大阪〉
パネルディスカッション
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によってこの公園でビジネスを成り
立たせ、補助金を今は一切もらって
いないそうです。
　じつは、日本からこういったこと
を学んだという話を、アメリカにい
た時に聞いたことがあります。私が
知る限り、ニューアーバニズムの研
究者は関西や関東の、特に首都圏の
駅を中心にした開発を視察してお
り、そこからヒントを得ていると思
われます。
　また、おそらく欧米人は江戸時代
の絵図を勉強していて、そこからさ
まざまなインスピレーションを得て
います。たとえば大阪のそば屋の絵
図は、ニューヨークの公園の景観に
近いと私は思います（図5）。ビレッジ
ホームズの設計者も日本の将軍から
学んだと言っていました。調べてみ
たところ、伊達政宗が400年前に果
樹などを植えるという政策をつくっ
ていました。
　じつは、日本は場づくりの天才で
あったと思います。ところが、こう
いったことを日本人は忘れているわ
けです（図6）。
　さらに、日本で行われている小型
の住宅地計画は、アメリカにひそか

に輸出されています。もともと大き
な住宅があった場所の再開発では、
その中に小さな家を並べて、コモン
ビルディングをつくり、共通の庭を
持って一体的に暮らしています。ポ
ケット・ネイバーフッドとよばれるそ
れは、日本から学んでいます。
　そして、アメリカにはパターンブ
ックという本があります。街区の設
計、緑地設計、低木 / 高木の設計、
住宅の配置、玄関先のランドスケー
プをはじめ、個々が積み重なって一
つのまちなみや外部空間をつくって
いるということを分かりやすく示し
ていて、設計者がいなくてもそれを

参考に、地域の工務店が家をつくっ
たり、現代の開発に役立てることが
できるというものです。伝統的・地
域的な建築のディテール、建物のボ
リューム、代表的なスタイルなども
解説されています。それを見れば再
現できるわけです。ここでの示唆
は、地域の伝統を継承し、スタイル
を守り続けているということです。
　最後にまとめになりますが、ま
ず、私たちは日本に学んだアメリカ
の住宅地の価値観を認識し、アメリ
カから学び直す必要があるのではな
いでしょうか。それから、価値観が
変わってきていますので、その再確

写真16　住宅地に隣接する商業・共用空間でのプレイスメイキング

写真17　ニューヨークの公園でのプレイスメイキング
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認をしたほうがいいのではないか。
伝統的な空間は応用し、継承してい
く。そしてやはり、日本でそれをき
ちんと実現したほうがいいのではな
いかということです。さらに、海外
においては、その地域の伝統も生か
すような開発法を考えたほうがいい
と考えます。

行政との関係は
どのようであるべきか
渡　それではここからは佐々木先生
にも参加していただき、ディスカッ
ションを行いたいと思います。まず
最初に、今日のお話の重要なポイン
トとしましては、行政との関係で
す。民間企業の開発を行政がサポー
トしたりファシリテートするような、
ある種の関係者間の合意といったも
のを得る必要があると思います。
佐々木　私の事務所でのプロジェク
トのクライアントはほぼすべてが行
政です。公共空間デザインやフォー
ム・ベースド・コードという開発規
定を策定する仕事をしています。
　たとえば私がコードを担当してい
たボッセル市の場合、市議会議員は
7名で、われわれが直接市議会ある
いは計画委員会と一緒に勉強会を開
き、住民参加ワークショップ等も通

しながら合意形成できます。市議会
で策定するプランの説明をして、そ
れが採択される場に同席することも
あります。専門家が行政と共同しな
がらやっていけるシステムがあると
いうことが非常に大きいですよね。
　カストロストリート（写真18）を例
に挙げて言いますと、都市計画を戦
略的な道具として使うことができま
す。4車線の道路を3車線に減らし
て、そこに生まれた空間に斜め45度
の路上駐車帯を導入しました。そこ
はフレキシブルゾーンと呼び、たと
えばそこに面する店舗がその場所を
アウトドアカフェとして使いたい場
合は、市が駐車場の撤去を認めま
す。つまり、転用を認めるシステム
を行政と一緒につくって用意したの
です。プランニングが戦略的に都市
の活性化と結び付き、それをサポー
トする空間デザインが行える土壌が
あります。
渡　奥野さんと川島さんにお伺いし
ますが、日本式を求められながら、
民間から行政へ提案していくことに
ついて、工夫されることがあります
か。
奥野　与えられた条件の中で、住民
あるいは社会のニーズをいかにうま
く捉えることができるかだと思いま

す。中国は猛烈なスピードで変化し
ていて、時間軸が以前とは違うと感
じます。事業者としては、少し先の
未来も含めた開発を心掛ける必要が
あるでしょうし、行政へのプレゼン
テーションでもそういうことを説明し
ます。
川島　東南アジアでは、道路が入る
とかなりの勢いで売れてしまいま
す。日本でも景気が絶好調の時はそ
うであったと思いますが、ある意味
でそれは希薄です。やはりタウンシ
ップコンセプトをはっきりさせなけれ
ばいけないという思いが、行政ある
いは民間のトップの方々は強くなっ
てきているなと感じています。
　ですので、われわれとしまして
は、提案をぶつけなければ、反対に
申し訳ないという気持ちです。
佐々木　どこまでやれば民間の投資
を期待できるのか。また、それを認
めながらも成立し得る建物の形状は
どういうものかという発想がありま
すから、エコノミストなどさまざまな
分野の専門家とプロジェクトチーム
をつくって、行政のプランナーたち
と一緒にやりますね。
金　韓国では、「まちづくり」という
日本の言葉は、日本語そのままの形
である程度認識されています。た

図5　江戸時代の大阪のそば屋の絵図（出典：「江戸庶民風俗図絵」三谷一馬） 図6　日本がアメリカの住宅地に与えた影響
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だ、実践でそれが実行されるかとい
うと、そうでもありません。まだまだ
住宅をどうやってつくり、どう売る
かということばかりです。
　不景気になり、住宅は販売不調で
すので、まちづくりというコンセプト
をこれからは取り入れないといけな
い時期でもあると思います。
奥野　まちづくりの土壌ということ
で言えば、中国で私が関わった事業
は、土地の購入時にすでに都市全体
のマスタープランがしっかりと計画
されていますね。
川島　マレーシアは、その点では行
政と民間が一緒になりながら、本来
はもうちょっと高次元の開発のアイ
デアを出していかなければいけない
状況です。ブロックごとの開発はい
ろいろと行われている一方、都市計
画がいまひとつしっかりできていま
せん。車で走りにくいような場所も
多くあります。

これからの日本のまちづくりは
渡　アメリカが70年代くらいに反省
していることを、いま日本では最新
だと言っているようなプロジェクト
が多く見受けられる気がします。ど

のように感じておられますか。
佐々木　TOD（公共交通指向型開発）
は、日本では当たり前の都市構造で
すよね。ところが、いつの間にか日
本は郊外化が進んで、今度は都市を
コンパクトにしようという。
　私は決してアメリカのほうが優れ
ているとは思いません。ただ、少な
くともアメリカは反省し、そこで何
かを考えています。なおかつ、反省
したことを実現するプランニングな
りシステムができています。
　そのような中で、ニューアーバニ
ズムのような新しい考え方が、うま
くプランニングのシステムと一緒に
なって、目に見える形で実現され始
めてきているのだと思います。
奥野　台湾は都市再生をしないとい
けない段階になっていますが、まち
づくりという大きい見地から語れる
かというと、なかなか難しいです。
広域なアイデアを持つ人、あるいは
行政とともにそういうことができる
人が必要だと常々思っています。
金　台湾の集合住宅における外壁の
老朽化を研究していますが、施工方
法が間違っていたりするがために、
何回も直すくらいなら建て替えたほ

うがいいのではという建物がたくさ
ん存在しています。でも、再開発を
まちづくりという視点から見ると、
そこに住んでいる人たちを元に戻せ
るのかという問題があるかと思いま
す。そういったことを考えながら、
国立高雄等一科技大学や国立高雄大
学などの先生たちと一緒に共同で研
究を進めているところです。
渡　たしかに、いろいろな専門分野
の人材を集めてチームを組織するこ
とは、アメリカでも盛んに行われて
います。海外でプロジェクトをする
場合、皆さんはどうされているので
しょうか。
奥野　少なくとも中国では大和ハウ
スも小企業であるという覚悟で、外
部の知見をしっかり取り入れながら
やります。
　それに加えまして、日本の企業に
は多くの経験で得た知見があると思
います。それがしっかりと社内で整
理されていて、すぐに取り出せる状
態であるかどうかということも非常
に重要だと思います。
渡　では最後に、知財・人材も含め
まして、佐々木先生から一言いただ
けたらと思います。

写真18　カストロストリートにおける車道を活用したプレイスメイキング
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佐々木　私のアメリカ時代の大学の
恩師に、サンフランシスコ市の元都
市計画局長のアラン・ジェイコブス
教授がいます。私がジェイコブス教
授から教わったことは、「パブリック
という概念、そして都市の大部分は、
建物と建物の間の空間である」とい
う、モノの見方を教わりました。つ
まり、そこを豊かにしていく責任を
誰かが負わなければ、都市は豊かに
なっていかないわけです。
　では、どうすればそれができるよ
うになるのか。それにはニュートラ
ルな立場で都市の方向性を決めて、
具体的なアクションとしていく仕組
みがあるかどうかが問われるかと思
います。残念ながら、日本はその確
立が遅れていると感じます。
　研究・教育機関においても、たと
えばコミュニティの在り方を、より長
期的な視点で考えながら具体的な空
間に落とし込めるような人材の教
育・育成はまだまだです。
　これらはそう簡単に解決できる問
題ではありませんが、その両方のア
プローチがあれば、日本の社会をよ
り豊かにしていくことができるので
はないでしょうか。あるいは、日本
が胸を張って海外に貢献するものを
つくるために必要なのではないでし
ょうか。
渡　ありがとうございました。今日
のお話が皆さんの今後の活動のヒン
トとなればと思います。ではこれで
パネルディスカッションを終了させ
ていただきます。

金　容善（きむ・よんそん）
東京大学大学院新領域創成科学研究科
研究員。70年韓国ソウル生まれ。東
京大学大学院博士課程修了後、同大学
大学院研究員を経て、現職。専門は建
築構法・生産。最近は、既存集合住宅
の不具合現象、建材のリサイクル、環
境配慮型住宅、韓国の木造住宅生産体
制、公的住宅の払い下げ、建築病理学
など幅広い分野で活躍中。著書に『世
界の SSD100―都市持続再生のツ
ボ』（共著）、『日本経済、公共デザイン
で蘇る』（共著、韓国紙）など。

川島　裕（かわしま・ゆたか）
パナホーム ( 株 ) 台湾・マレーシアプロ
ジェクトマネージャー・アーバンデザイ
ンインターナショナル ( 株 ) 代表取締
役。54年千葉県生まれ。79年パナ
ホーム ( 株 ) 入社。中層建築事業、分
譲事業、都市再生事業など住宅関連事
業の業務に40年近く携わり、首都圏開
発支社社長を経て、近年は海外プロ
ジェクト・プロジェクトマネージャーと
して、台湾やマレーシアで事業を展開
した。退職後はアーバンデザインイン
ターナショナル ( 株 )を設立して活躍中

奥野博昭（おくの・ひろあき）
大和房屋（蘇州・無錫）房地産開発有
限公司総経理。65年奈良県生まれ。
88年株式会社リクルートコスモス入
社、分譲マンション開発事業・安比高
原スキー場運営に携わる。92年大和
ハウス工業株式会社入社、10年間住
宅営業を担当後、海外室に移籍。03
年より4年間、中国現地合弁会社・大
連アカシアビラ総経理を務める。07年
より東京本社不動産事業開発室にて不
動産証券化ビジネスに従事した後、現
在は中国江蘇省蘇州・無錫市における
独資分譲マンション開発事業の責任者
として活躍中、中国駐在期間は10年

渡　和由（わたり・かずよし）
筑波大学芸術系環境デザイン領域准教
授。筑波大学芸術専門学群・同大学院
卒業。GK 設計にて科学博や横浜博覧
会などの会場計画や設計を担当。90
年に渡米し、米国のランドスケープ
アーキテクチュアと建築の設計事務所
で日米の都市や住宅地の計画実務を行
う。98年秋に帰国して現職となる。専
門分野はサイトプランニングとプレイ
スメイキング。米国のサスティナブル
デザインに関する著作（ビオシティ
誌）、『吉祥寺スタイル　楽しい街の
50の秘密』（三浦展との共著、文藝春
秋、2007）などの著書がある
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