
第12回住宅月間協賛・まちなみシンポジウム

「まちと住まいの未来」　　多様な価値観と住まい・まちの姿

一
パネルディスカッション

「多様な住まいとまちづくり」

コーディネーター：蓑原　敬（都市プランナー）

　　　　パネラー：浜美枝（女優・農政ジャーナリスト）

　　　　　　　　　渡辺篤史（俳優）　　　　　猟

　　　　　　　　　鳴海邦碩（大阪大学大学院教授）
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蓑原　浜さんの基調講演では、21世紀の若い

人たちに伝えるべき暮らしや環境を、もう一

度私たちのコミュニティの原点に立ち返って、

基本的に考え直したほうがいいんじゃないか

というキーを与えていただいたと思います。

これからは3人のパネリストの方々と共にそ

れを踏まえて、具体的なお話をお聞かせいた

だきたいと思います。

　それでは最初に渡辺篤史さん。「建てもの探

訪」（テレビ朝日系列）はじつに600回を数え

ているということですから、本当にプロみた

いな方です。

渡辺　バウハウスの初代校長グロピウスは、

あらゆる創造物の最終目的は建築であると言

っています。私なりに解釈しますと、彫刻や

絵画は気に入らなければ動かせるけれども、

建築は1回建ってしまうと、長い期間、そこに

存在し、嫌いな人でも通りすがりに見ざるを

得ない。これは苦痛ですね。ポーランドのワ

ルシャワは、戦後の復興にあたり昔の写真、

設計図面、絵はがきなどを集めてまちなみは

昔のままにつくり直したと聞きます。ドイツ

やベルギーやオランダでもそうだと聞きます。

一方で戦後の日本はアメリカナイズの流れの

なかで国籍不明の住宅が全国に建ちました。

しかも、同じようなまちなみになってしまい、

面白くも美しくもない。

　「南欧風」とか「コロニアル」といっても、

そのエッセンスは確かにドアや窓など部分的

にはあるけれども、全体を見ると全然そうじ

やない。日本は南北に長い地形で、それぞれ

に個性豊かな気候風土があるわけですから、

もう少し個性的なまちづくりが行なわれても

会場風景

いいのではないかと思いながら日々暮らして

おります。

鳴海　昭和35年と昭和55年の20年間に、日

本の町の面積はどれくらい増えたかというと、

2．5倍の広さになっています。拡大した面積の

大半は大都市周辺の都市化によるものなので、

すなわち古くからの町は相対的に少なくなっ

ているわけです。大半の町は新しい町として

できて、そういうところに私たちは住んでい

るわけです。

　たとえば大阪市について見ると、ほとんど

市街化していますが、調べてみると200ぐら

いの農村集落をなかに含んでいます。戦災で

焼けたりいろいろしていますが、そのうちの

60か70ぐらいは昔は非常に立派な民家があ

っ左ところで、そのたたずまいが大阪の大都

会のなかに残っているのです。かつて200近

くの村があって日本的な環境を形成していた

わけですが、それを飲み込んでしまった都市

のほうは近代的な都市計画でどんどんつくら

れていったということです。

　たとえば、奈良県の大宇陀は、古いまちな
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蓑原敬
（みのはら・けい）

　都市プランナー．1933

年東京生まれ、福岡育ち。

大学で地域研究（アメリ

カ）、建築を学ぶ。60年か

ら25年間、建設省および

茨城県で、都市計画、住宅

政策の政策立案と現場行政

を経験。大規模プロジェク

トの指揮、国際イベントの

企画、地方都市の都市計画

立案、まちづくり事業など

に関与。著書に『街は要

る！』、『街づくりの変革』

（いずれも学芸出版社）な

ど。

みがよく残っていますが（写真1）、このよう

なまちなみが相対的に少なくなると同時に、

占臭いということになってどんどん変化して

いった。こういう地区と身の回りにある新し

い住宅地が混じり合って私たちの環境ができ

ていることを、まず頭に置いていただければ

と思います。

　大宇陀のまちなみを見ると、昔の町家なの

で通りの環境がとてもうまくできています。

谷川から引いた水が側溝に流れていて、そこ

で洗い物もします。自動車：がたくさん入って

きて、この環境がいま危うい状態になってい

ますが、多くのまちは成長したりっくり替え

られたりして変化しているのが実態です。

　写真2は、大阪の下町の普通の家の庭先で

す。庭なんてありませんが、鉢植えと格子が

とてもいい味わいです。別に専門家がやった

ものではないですが、結構落ち着いて見えま

す。東灘区のものが悪いとは言いませんが、

もう少し味わいのあるものにどうやったら変

わっていくのか、そのためにどうしたらいい

かというのは、まだ未解決の問題です。

　20年前に、関西の結構いい住宅地で家を建

てるときに周りから影響されたかどうかを調

査したことがあります。古い住宅地では周り

に気を配っていますが、新しい住宅地だと、

自分の建てたいように建てる傾向にあること

がわかりました。

　震災後の景観変化について話し合ったこと

がありますが、みんな周りのことはどうでも

いいとは思っていないことがわかりました。

けれども、どうやって隣と話をしたらいいか。

通りをどうしたらいいかを話し合うまでには

至っていない。ときどき話し合って、みんな

で意見が出し合ってメモを書いて、各戸が持

っているぐらいになったらとてもいいんじゃ

ないかと、そのとき思いました。

　また、その地区にお寺とか文化財があった

ら、そういうものをうまくネットワーク化す

れば、意外と楽しいまちになります。地域に

よって違いますが、変化に富んだ豊かな景観

を生み出すことも、工夫次第で可能です。

　H本の住宅はそもそもつくりが弱いし、非

常に狭くつくられているということもあって、

どんどん建て替えられていく可能性がありま

す。写真3は、ドイツの建築家たちが1930年

代に設計してつくった公的な住宅ですが、そ

れがいまだに入居希望者のウエイティングリ

ストがあるそうです。部屋は40㎡か50㎡ぐ

らいしかないのですが、人気の秘密はじつは

裏側にある。ウナギの寝床のような細長い庭

が裏にあり、そこの庭いじりを楽しむことが

できる。皆さん、表にも花を植えて楽しんで

豊：かな表情を生み出しています。

　浜さんの基調講演でもグリーン・ツーリズ

ムについてふれられていましたが、写真4は、

ドイツの小さなまちの風景です。昔からの家

を使い込んで、いまでも人が来て楽しく暮ら

60

写真1奈良県大宇陀町のまちなみ。伝統的まちなみがまだ

全国に数多く残っている

醗襲
　　1醸

磯餓i
写真2大阪の下町。長屋の表に置かれた鉢植え
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写真3ドイツ、フランクフルト近郊の1930年代に建てられ

た集合住宅。古い住宅だが入居待ちの人たちがたくさんい
る

写真4　ドイツ、コブレンツ近くの小さな村。昔からの建物

がペンションとして利用されている



せるようにしているのでたくさんの観光客が

やってきて、1週間か2週間泊まっていくわけ

です。地元のおじいちゃんと観光客が出会っ

て立ち話をしていますが、地元の人にとって

もいいものは、よそから来る人にとっても魅

力があるのです。日本ですと、観光か地元優

先か極端になってしまう。このようなよさは

日本の田舎もたくさん持っているんですが、

どうしてこういうのができないかいまだに不

思議です。 写真5幕張ベイタウン。マンションだって中庭が欲しい 写真6　幕張ベイタウン。日本

でも住宅でまちができる

レ

　　都市のアメニティ空間

　　　　　　磁懸　　　　管　　＿鍔辮　翫ご　灘

蓑原　基調講演で浜さんは、これからの日本

を考えるとき、原点に立ち返って、捨て去っ

てきたものを顧み、農村とか民芸に代表され

る木の文化を忘れてはいけないとおっしゃい

ましたが、今度は浜さんのまち論を聞かせて

いただきたいと思います。

浜私は箱根に住んでいますが、ふだん出入

りするのは東京の事務所です。都会に住む場

合の私のこだわりは、まず水が見えるという

ことが第一条件なのです。いまはたまたまそ

れが隅田川です。それから、ささやかでもい

いから土があって緑が欲しい。朝起きて夜寝

るまで1回も土を踏まない暮らしというのは、

私にとってはちょっと考えられないですね。

結構、東京の下町にはそういう条件に適つた

ところがあります。

　私は都市と農村の交流をもっと盛んにした

いと活動していますが、まだまだ自分にエネ

ルギーのあるうちは地方に行って、老後は大

都会の下町の、歩いて大体1時間以内に神社や

川があって、できれば映画館があって、お豆

腐屋、魚屋、八百屋があるという、そういう

空間にいたいなと思っているんです。

　私の場合には、幸せなことに下町で育って、

いまも一歩出れば30分以内に自分にとって気

持ちのいいアメニティ空間がある。ですから

都会暮らしが悪で、田舎暮らしへの点れだけ

では、私はダメだと思います。むしろ年を重

ねた人が快適に暮らすのは、必ずしも自然だ

けではなく、都会のアメニティ空間であり、

それをどのようにつくっていくかが大事じゃ

ないかなと思います。

蓑原　日本のまちというのは、道に沿ってあ

るかたまりをもって村ができていくのが、出

発点でした。それがどうなったかというと、

ものすごい勢いで人が集まりましたから、ほ

とんど何のルールもないまま畑を食いつぶし、

山林を食いつぶして都市がスプロールしてい

ったのが実態です。

　そんななかで、いま千葉の幕張ベイタウン

で、住宅でまちをつくる実験が行なわれてい

ます．最近人［が1万人目らいになりましたが、

通りは外国風景じゃないかという意見もでて

いますが、集合住宅にも中庭があって子供た

ちが自由に遊べるような空間ができています

（写真5、6）。

　ここでは小学校もオープンタイプでまちと

一体化し、自由な雰囲気で大人も社会活動を

楽しんでいます。5月にはベイタウン祭が開

催されるようになり、空いている土のところ

に花の種を蒔いて歩く「フラワーゲリラ」と

いう人たちもいます。ここの人たちはそうい

うことでまちを買うという形で住みこなして

写真7　ストックフォルム、ガムラシュタン。ヨーロッパで

は旧いまちが甦っている

霧辮 響綿響鋼華難鞭

灘轄鱗撫響

写真8　オスロ、オーカーブリッゲ再開発。ヨーロッパの新

しいまちも人間のスケールと多様性
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渡辺篤史
（わたなべ・あつし）

　俳優。1947年茨城県生

まれ。シリアスから娯楽作

品まで数多くのテレビ・映

画に出演。近年ナレーショ

ン、司会、さらに住宅番組

のリポーター等々その幅を

広げて活躍中。趣味はオー

ディオ、テニス等色々ある

が、なかでも建築にはだい

ぶ以前から興味をもち、専

門書を読み講演会を聞きに’

行ったりしていた。著書に

『渡辺篤史のこんな家を建

てたい』（講談社）。

62

きています。

　近代的なまちづくりにはどこか欠陥があっ

て、ヨーロッパでも今、旧い街が生き生きと

蘇っていますし（写真7）、新しいまちも今は

旧い街の空間のスケールを大切にします。た

くさんの人がお互いの様子を気にしながらも

個性を発揮するということが長生きするまち

づくりの秘訣ではないでしょうか（写真8）。

1癖価値観を

渡辺　最近、高層マンションがずいぶん増え

ましたが、将来メンテナンスにお金がかかる

ようになるとか、人間の心理、特に子供には

影響があるとかということを読んだのですが、

その辺は大丈夫なんですか。

鳴海　たとえばイギリスでは30年ぐらい前に

高層住宅でガス爆発があって、それ以来やめ

だということになりました。ドイツは、管理

があまりよくなくてそのような公共住宅が非

常に荒れてきて、やっぱり高いところに住む

のは安全面からも、社会的な意味からもよく

ないということが言われてきました。

　アメリカでは二つの意見があって、それは

住んでいる人の問題で、お金持ちはガードマ

ンを置いて、高いビルに住んで素晴らしい景

色を手にすれば、そっちのほうが暮らしやす

いというわけですね。だからデベロッパーに

とっては超高層はいい。だけど、普通の人た

ちが住んでいる超高層は問題を引き起こす。

つまり、自分たちで管理し暮らす住宅として

は高層はむかない、ということだと思います。

結局、アメリカも公共住宅は高いものはっく

らないという方向に変わってきています。

　ところがアジアでは全部が逆の現象なんで

すよ。たとえば韓国とか台湾とか香港、シン

ガポールは、みんな超高層ビルです。何も問

題がないというのですが、本当にそうかもう

少し考えてみないといけません。

蓑原　首都圏で考えてみても、これからはも

う人口は増えません。どんどん高齢化して郊

外から住みやすいまちなかに帰ってくという

動きが始まります。これはすでにヨーロッパ

でも起こっています。そうすると、日本でこ

れから何を考えなければいけないかというと、

郊外で過疎化するのをどうやって止めるかと

いうことと、逆に都心に入ってくる人たちに

いい住宅を提供できるかということです。

　われわれの推計によると、東京23区でいま
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大体360万戸ありますが、2025年でも同じ

ぐらいです。人は高齢化するけれども変わら

ない。1世帯当たりの人数が少なくなるから戸

数はあまり変わらなくて、やはり370万戸ぐ

らいと予想されます。ところがびっくりする

ことに、いまある建物が壊れて建て替えられ

ていく速度を計算すると、じつに25年間に

230万戸ぐらいが入れ替わることになります。

いまあるストックの62．5％はなくなるという

数字になります。

　ですから、そのように推移するという現実

を直視した上で、ではどうやったらもう少し

ましなまちになるかを議論していかなければ

ならないとぼくは考えています。

鳴海　私はいま千里ニュータウンの近くに住

んでいます。このニュータウンは生まれてか

らもうすぐ40年ですが、この間蓄積されたス

トックを生かし、もっと住みやすくする工夫

をしょうと、住民を巻き込んだ運動が始まっ

ています。要するに、歩けるまちにしようと。

ニュータウンは広いからクルマがないと不便

だと思いますが、じつは歩いて暮らせるよう

に設計されているのです。クルマを使うこと

によって逆に自分たちのまちを生き生きした

まちじゃなくしている。都心回帰も大きな潮

流としてありますが、われわれが20世紀につ

くってきた郊外にも、蘇る郊外やニュータウ

ンもあって、そのための方法はそう難しくな

いと思うのです。ストックとしては立派な構

造を持っていますから、それを昔考えたよう

に、構造が生きるようにしていけば、まだま

だ捨てたものではないと思っています。

蓑原　いまのような問題のなかで、私たちが

一番困っているのは、まちをそれらしく維持

していくためには、個人が営むお店が不可欠

なのですが、そういうお店をやっている人や、

職人さんが食えなくなってしまう。これは、

先程の浜さんの講演の農業問題とも絡むので

すが、人がモノと直接対峙しながらつくって

育てていく仕事が、企業社会のなかで生き残

るための方策も考えていく必要があります。

浜都会に暮らしている方も地方から出てい

らっしゃる方が多いわけですが、日本人には、

結局、結（ゆい）とか、自治会といった、助

け合って暮らしていく生き方がとても向いて

いると思います。東京都内でも自治会がいろ

いろな活動をしているところがあります。コ

ミュニティを建物との関係で考えた場合に、

どんな建物がお互いが助け合っていく暮らし

方に向いているのか、いつも考えています。
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蓑原　私はかつて理想とされたニュータウン

の団地をいくつか見て気がつきましたが、少

数の人が計画をして、少数の人が建てて、非

常に計画的に管理しているところは何卜年と

いう時間はもたない。やっぱりたくさんの人

が少しずつ手をかけて、白分たちの表現を外

に出していくようなやり方でないともたない

ですね。

　じつは大野秀敏さん（建築家・東京大学教

授）が非常にうまいことを言っています。香

港は高層住宅をつくっているけど、じつはテ

ラスから竹籠をたくさん張り出させて、外に

自己表現している。オランダは、彼の表現に

よるとメジロなのですが、窓の外を白くして

カーテンの形で個性化をはかっている。です

から全体としてはある種の空間秩序があるけ

れども、最後は個人がまちに対してなんらか

のアピールができるような構造を持っている

というのです。そういうのでなければ長生き

しないんじゃないかなという感じが、ぼくも

しています。

浜自己表現は大切ですが、それが景観を損

ねてしまうことも多いですね。私は、布団を

干してある風景は別に嫌いではないですが、

それをしていいところといけないところ、子

供が遊んでいいところといけないところ、そ

れからお花も自分の家の周りにはどのように

植えたら景観としてきれいかという、その自

己規制のようなものがないと全体の景観は美

しくならないと思いますね。

灘鰻二蕪lll∴蒸灘

蓑原　いまの建築基準法は敷地単位で構成さ

れている技術基準を守らせる法律ですから、

まちなみをつくろうということには向いてい

ない法体系です。そういう意味では、その部

分を建築基準法から切り離さなければいけな

いというのがおそらく近々の課題だと私は思

っています。まず、まちづくり協定のような

ルールをつくり、そのなかで自己表現できる

ような仕組みをつくっていかないとまちとし

て長生きしないのではないかと思います。

渡辺　いろいろな住宅を覗かせていただいて

12年になりますが、たとえば家族4人で3LDK

というモデルケースがあって、それを獲得す

ることがステータスになっていました。でも、

よくよく考えると、都市に居住するのと郊外

の生活は全然違いますから、都市部分はやは

りある程度折り重なって住まざるを得ません。

そのことを踏まえて、多様な人々の価値観、

ライフスタイルにあった住まいが求められる

と思いますし、メンタルな部分での要求にも

応えていく必要がありますね。

鳴海　これからは、一・方では都会に帰ってい

く人もいれば、あるいはもっと自然豊：かなと

ころに行きたいという人も、それぞれ増えて

いくでしょう。自然の豊かなところで密集す

るのは意味がないし、一人で自然が豊かなと

ころにゆったり住もうと思ったら手間が大変

です。みんなが協力しないとやっていけない。

郊外の団地でも自然を残しながら住もうと思

ったら、それなりの難しい苦労が必要です。

浜島の周りの50代の人は、いまどんどん地

方に出ていっていますね。そして、70歳ぐら

いになったら都会に戻ってきたいと。だから、

あんまりひとつの家に執着しなくなってきた

と思うんです。体力があるうちに、月に1回で

も2回でも行って、そして村の人たちと仲良

くなって、十分楽しんで、自然のなかでリフ

レッシュして、そして老後は本当に便利で病

院にすぐ行けるところ。あんまり哲学的に難

しく考えないで、もう少し柔軟に、自由に住

み分けていいのではないでしょうか。

蓑原　われわれは戦後50年以上にわたり営々

と住宅地をつくってきた経緯がありますが、

これからが勝負でして、これからの30年、

50年でストックとして本当に価値ある住宅地

をつくれるかが問われる時代になってきます。

つくった瞬間が一番よくて、あとはすぐ劣化

して、できるだけ早く捨てるというようなも

のではなく、長年そこで手塩をかけ、人が変

わっても積み重なっていくようなストックと

して住宅をつくっていく。そうすると、たと

えば材料ひとつとっても、木の息づかいを大

事にしたほうがいいとか、エージングによっ

て親しみがわくよう材料を使うとか、変わっ

てくるはずです。

　当然、豊かなストックを積み重ねるために

は、相続税を絶対変えてもらわなければいけ

ない。せっかく頑張っていい家をつくっても、

相続税で売ったり壊さざるを得ないという構

造自体が非常に問題です。

　それからもうひとつは、家づくりとまちづ

くりの間に断絶があって、そこの間をつなぐ

ものとして、やはりそこに住んでいる人たち

自身が次の家へまちへのつなぎをどう考える

か、それもひとつのストックとして育ててい

くことも大切なことでしょう。
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