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蓑原　まず、20世紀は、都市論としていった　　なところまでは議論ができているけど、その

いどういう原像を持って臨んだだろうかと考　　先はどうもないような気がします。

えると、ひとつはハワードがあり、もうひと　　　もう一方では日本の現実があって、もう二

つはコルビジェがあった。コルビジェはどち　　外の住宅地は団地を中心として壊滅するので

らかというと空間論なんだけど、ハワードに　　はないだろうか。それから、農村に対しても

は社会的な仕組みやいろんな問題を背景に控　　ある種のコントロールが効いていたのが、も

えていたし、じつはハワードの後ろにはラス　　うそれも効かなくなって、散発的な開発が出

キンとかモリスがいて、それがハワードの論　　てくる可能性が強くなっている。

理とかアーウインという流れになって、イギ　　　そういう全体の動きの中で、われわれはい

リスの水準を非常に高くしているというとこ　　つたいどういう議論していったらいいのか。

うがあるんじゃないかと思っています。ぼく　　ただ、観念論・抽象論ばかりやっていると、

は、昔からそういう流れのデザインが非常に　　具体的にものごとをつくるという行為を経て

好きでね。これを受けたゲデスーマンフォー　　ないから、どうしたって都市解体論になって

ドというような流れが、今に生き残れている　　しまう。特に社会学者や評論家などという人

都市計画論なのではないかと思ってる。　　　　　たちが書いているのはみんな都市解体論的で、

　一方で、それが21世紀にどう展開していく　　要するにグローバリゼーションの結果、都市

んだろうか。ハワードの田園都市論がああい　　なんかどうでもよくなってしまうような話し

うふうにできてきた背景は何だろうかと思っ　　か出てきませんが、ぼくはそういうのは非常

ていたら、最近ピーター・ホールが盛んにそ　　におかしいと思っている。

ういうことを議論しているようでね。『ソシア　　　アーキテクトとして都市のカケラをつくっ

ブルンディ』という本を読むと、田園都市の　　ている人たちは、都市に対してそういういい

いちばんオリジナルな、社会思想的な面まで　　かげんな姿勢では臨めないはずなんで、そう

も含んでそういう議論を始めているのは非常　　いう期待を持って、アーキテクトであり、都

におもしろかった。　　　　　　　　　　　　市デザインに真剣に取り組んでいる大野さん

　もうひとつは、サステイナブル・コミュニ　　と小嶋さんに、今やっておられることを含め

ティ論というのが、アメリカのニューアーバ　　てお話をしていただきたいと思います。

ニズムの流れの中にあって、ピーター・カル　　大野　ぼくの場合は大学というペースがあり

ソープやDPZなどがそういうことを言い出し　　まして、これまでの10年ぐらいは比較的教育

ている。その思想というのは、アメリカでは　　研究に重点をおいてやってきています。ひと

あんなのは不動産屋の手先だと非常に冷たく　　っは「都市の表層」と呼んでいる建築と都市

見られている面もあるんですが、やっぱり彼　　空間の接点に着目して、都市空間の内壁がど

らが「アワニー宣言」などで言ってることを　　うなっているかということ、たとえばコマー

見れば、基本的には20世紀の、どちらかとい　　シャル化だとか、あるいはテーマパーク化と

うと本流の、歴史的な展開のひとつのかたち　　いうようなことも含めて、日本の都市の実相

じゃないかと見ています。　　　　　　　　　　　を明らかにしてきました。

　だけど、ピーター・ホールなどイギリスの　　　2年前から環境学ということに片足を突っ

連中のやっている話にしろ、ニューアーバニ　　込み始めたのと同時に、日本を含む社会の構

ズムの連中にしろ、具体的な都市像がどうい　　造が大きく変化をし始めたわけですね。その

うふうに構成されているかということについ　　　とき、建築家は都市、都市と言い続けている

ては、小さなユニットのクラスター化みたい　　けれども、じつは具体的な都市霧というのは、
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図1スペースブロックを用いたハノイでの実験住宅モデル。Hanol　HB64A　mode1（模型）
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丹下さんが1960年に東京計画を発表して以来

ほとんど言ってなくて、抽象的な都市の解釈

論はたくさんありますが、都市の提案という

のは少ないということに気づいたんですね。

それはもちろん、社会がメガ論を嫌ってきた

ということと関係しているので、あながち怠

惰だとは言い切れませんが、やっぱり建築と

いうのは敷地に閉じ込められて、発注があっ

て初めてものごとの思考が起動するというと

ころにとらわれているわけですね。

　大学にいるからには、普通の設計という生

業の中ではなかなか手が出せないところにも

行かなきゃいけないんじゃないかなというこ

とで、2～3年前から、無謀にも「東京の将来

を考えよう」ということを始めたんです。そ

うしたら、たまたま私の郷里の岐阜県からも、

美濃地方に人口が集中しているんですが、県

庁の周辺整備の案を考えるということを頼ま

れたのですが、それを考えるにはもっと大き

いことを考えなきゃいけないということにな

り、地方都市の問題も一緒に考え始めたんで

すね。

　そういうことを勉強していくと、たとえば、

人口減あるいは高齢・少子化というようなこ

とが、今後、社会それから都市形態、住まい

方というものに非常に大きい影響を与えると

いう認識が深まってきて、いよいよこれはま

じめに取り組まないといけないなと思って、

今やっているところなんです。

小嶋　設計に忙殺されていて、都市に対して

そんなにちゃんと構えてはいないんですが、

一つは東大との共同研究で、要するに、地球

環境問題に対して超高密度な居住空間モデル

をつくる。ローエミッションで環境負荷が小

さいものを真剣に開発しようということをも

う3年くらいやっています。

　それで、スペースブロックという話をだい

ぶ前からしているんですが、それを使ってポ

ーラスな穴だらけの空間モデルを積み上げる

ということをやって、性能も考えながら、評
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ノイで今、実験住宅をつくろうとしているん

です。東南アジアで人口爆発している地域に

対して、コンパクトシティのモデルを具体的

につくれるかどうかという中の、それを形成

するパーツとしての建築ということになりま

す（図1）。

　スペースブロックというのは、設計をする

ための道具みたいなものですが、それを使う

と、東南アジアの高温多湿気候に対して環境

工学的に有効なものを簡単につくれそうだと

いうことから、連動してやってみようという

ことになりました。これは来年2月に着工の

予定です。

　それと、去年、群馬県太田市で大学対抗の

40haの住宅地の設計コンペがありまして、そ

れで一等を取ってからもうそのあと、惨憺た

る目にあっていて（笑）、都市とか土木の問題

に入っていくのはほんとに大変だ、というこ

とを実感している最中です。40haに対して

1，000区画の、平均250r㎡ぐらいの住宅団地を

設計しています。土地公社なので建築をつく

るのではなく、土地を売り出すときのソフト

ウェアの設計をやっています。

　その計画は、‡地コーポラティブ（土地の

量り売り）と、アクティビティフィールドと

呼んでいる原っぱのようなものを、道路を減

らして街区ごとに持つということをセットに

しています。その原っぱごとにどんなテーマ

を与えてどういう所有形態にして、誰が持つ

かによって住宅地の維持管理にも関係するな

ど、いろんなシナリオが入っているんですが、

相手がぜんぜん乗って来ないので悪戦苦闘し

ています。

蓑原　それは、土地公社の土地分譲でしょう。

上物についてはどのような仕組みなんですか。

小嶋たとえばハウスメーカーなどが、それ

ぞれ建てる。だけど、分譲の仕方では、卸売

りみたいなのもあるんじゃないかという話も

……Bハウスメーカーにロットで売って。、

蓑原　それも、今のプログラムの中に入り得

、
ノ

．
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るわけですね。

小嶋　土地公社としては、要するに誰かに土

地を売ってしまいたい、それだけしかないで

すね。だから、いろいろ言ってもなかなか興

味を持ってもらえない。

蒙ちっくりのメノタリテrイ

蓑原　いまは、クライアントのある建築とか、

それからデザインじゃなくてマネジメントと

か、要するにプロダクションの過程が社会化

されちゃって、その中で誰がどういう責務で

何をするのかというのが非常に曖昧になって

いる。さらにその中で、いったいアーキテク

トは何をやるかということがすごい問題なわ

けですね。

　そのときに、都市デザインとか都市ビジョ

ンというのを誰がどうつくるのかとか、その

問題というのが温まったく日本では欠落した

部分になっていて、やり出したらすごく苦労

すると思いますね（笑）。

　デザイナーが一生懸命やってデベロッパー

がそれに協力してあるレベルまでいってるプ

ロダクトがないわけじゃないんですが、ただ、

それがモデルにはまったくならなくて、たま

たま成功事例があってもそれを今、再生産す

ることすらできない。行政構造の中でもう一

度フィードバックしょうと思っても、その判

断は普通の行政構造の中ではしてくれない仕

組みになっている。

大野　いちばん手合いが悪いのは、今のよう

な話の、土地を売る人と家を建てる人が分離

されている構図ですね。これは、公団の土地

部隊とか住宅の部隊だとか、それから土木と

建築の分離だとか、それから区画整理する人

とデザインする人が違うとか、そこにほとん

ど起因している。

　そんなに最先端じゃなくてもいいですが、

この30年間ぐらい、建築界住宅業界などい

ろんなところで考えられたことが土地を考え

る人たちに何のフィードバックもなされてい

ないわけです。測量事務所に近いようなとこ

ろで、道路計画とか宅地割りに手慣れた人た

ちが線を引いて、いかにもニュータウンらし

い絵姿ができている。それができてから初め

て、街のかたちや生活に意見のありそうな人

が呼ばれて出ていくわけですよ。でも、もう

すでに換地処分が始まっていますとかいうよ

うなことになるのですが、そこはかなり大き

いところじゃないですか。

蓑原　そこは、おそらく日本の都市ができて

いくシステムの基本に関わるところだと思う

んです。今の日本のまちづくりのメンタリテ

ィというのは、昭和20年代から30年代につ

くられたメンタリティから一歩も出てないわ

けです。要するに、道がない、下水がない、

そういう基礎インフラがない。それに対して、

基礎インフラさえつくれば、通常は一戸建て

100坪くらいのいい住宅地が建つはずなんだ

ということになる。そういう前提の下に区画

整理がやられている。だから、結果的に上物

がどうなろうと知ったこつちゃないという構

造でずっと今までも来ているし、そこはぜん

ぜん変わってませんよね。

大野　そう。そこに、市場原理さえ入ってき

てないですね。当然、区画整理したら売らな

きゃいけないわけですが、周りを見てもぜん

ぜん売れてないようですね。

蓑原　だからそのときに、ハワードの時代に

も遡る議論になるんだけど、土地を持って維

持管理し、そこを守る人たちというのはいっ

たい誰であるべきか。そこに住むべき人たち

がそうするべきなんではないか。

　たとえばぼくらが幕張ペイタウシで成功し

たひとつの大きな理由は、底地は千葉県企業

図2幕張ベイタウン（1）

図3幕張ベイタウン（2）
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図4　宮脇檀氏の基本計画による高幡鹿島台ガーデン51（日

野市1984）
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図5太田市新野脇屋住宅団地計画（コンペ時）

ナナメ分割して住宅を
広い側に建てたタイプ

　親兄弟4世帯で4宅地分　　　　　　　背劇りタイプ

　　1000㎡所有

図6土地の量り売りによる街区変化をヴィジュアルに示したダイ

アグラム
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庁が持ち続けるという決断をした。それで、

その上に建った建物についてのある種のコミ

ュニティが、それをかなり厳しくウォッチし

ているという構造が発生しているというとこ

ろに、成功の秘訣があると思います（図2、3）。

　もう自分の土地は誰がどう使おうと勝手だ

というんで売っ払つちまうというメンタリテ

ィと、道路とか下水道さえつくっちゃえばそ

れで終わりというメンタリティの複合体しか

ない、というところに問題があるんですね。

　じゃ、たとえば美しい環境をつくりだした

日野市の「高幡鹿島台ガーデン54」というの

はどうかというと、基本計画者の宮脇檀さん

が一生懸命、丁寧にやったので、結果的にあ

れだけの密度の高いものができたんですよね

（図4）。だけど、あれはたまたま、当時、都と

市役所に前向きな担当者がいたからできたと

いうことでしかない。

　もう一つは、じゃ、仮にそういう形で都市

デザインアプローチというかな、ランドスケ

ープデザインアプローチをしたものが、国際

的な水準に達するまで成功しているかという

と、やっぱりちょっとさびしい。

　こちらの住宅生産振興財団は、そういう意

味でいうと、どちらかというと土地を付加価

値をつけながら販売するという、上物つきで

販売するみたいな構造で仕事をしているから。

それはものすごく難しいですよね。

編集部　結局、われわれも土木の次に登場す

ることになってしまいます。たとえば減歩率

を減らそうと思うと、やたら奥行きの深い敷

地をつくっちゃいます。ところが、奥行きが

深すぎて値段がすごいことになるから、たと

えば間口10m取って300㎡になるとこれは高

すぎて売れない。そこから、この奥行きが深

すぎる敷地にうまい環境をつくれないかとい

うことで、宮脇さんのような人が登場したり

するんですね。そうすると、区画整理の二次

開発みたいなもので、全体はグリッドパター

ンの中に島状に道路をつくってやっていくこ

とになる。でも、やっぱりマスタープランじ

ゃないところが問題ですね。

小嶋　今おっしゃったのとまさに同じような

ことを始めたのが、この太田市のコンペなん

です（図5）。こういう間口6．75m奥行き37m

の短冊状の絵を元に、道路率を減らして土地

「
》

〉‘
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のコーポラティブを導入することで、いろい

ろな不整形な土地になっても、購入する人が

納得していればいいということを提案してい

ます。短冊なのは面積上のダイヤグラムです

（図6）。たまたま今おっしゃったようなことが

そのまま絵になっていて、土地の問題に建築

家が手を出していい状況を得られたものです

から、そこからちょっとコーポラティブとい

う仕掛けを入れてみました。

　だけど、縦割りの弊害で、何でこいつらが

来たんだとしか思っていないかも知れない人

たちのところに一人で放り込まれて、えらい

目にあってます（笑）。

蓑原　非常によくわかります。客観的構造と

してはみんなそういう構造ですよ。それをど

うするかというと、まずひとつは、土地を売

る人言の意識をどう変えなきゃいけないかと

いうこと。それから、区画形質を決めるとき

に、どういう意識で臨まなきゃいけないかと

いう問題があるんです。しかし、それが切り

替わるきっかけは、できつつあるとぼくは思

っているんです。

　つくば市で今おもしろいことが起こってい

ます。大地主さんたちは今、もう土地を売る

ことは考えていず、いかにして子孫に伝える

かということを考え始めています。区画整理

区域に入って固定資産税を取られてはどうに

もならない。だから、どうやって開発区域か

ら逃れるか、開発対象外にしておいて後世に

残すかということを一生懸命考えている。そ

うすると必然的に、保安林指定にするとか、

固定資産税相当額でいいですから30年借りて

くださいとか、道路沿道50m、30mを借りて

ください、ということ提案し、一部実現して

いる。その裏にちょこつと宅地開発をやるよ

うな提案をして、公団なり県、市を巻き込も

うとしている。そういう意味では、地主サイ

ドからですが、ある種のフィードバックが始

まっていると見ていいでしょう。

　とにかく土木が終わらないと建築が始まら

ないという、そこをどう直したらいいかです

ね。

大野売れない宅地がたくさん増えてくれば、

たぶん少しは変わるでしょう（笑）。要するに、

土木というのは一種の計画経済が占めている

世界ですから、今まで売れ行きということは

考えなくてもよかったわけです。これからは、

必ず売れたのと違ってくるような状況が必ず

やってくるわけだから、そこで気づかざるを

得ないでしょうね。それを待つしかないと思

います。

小嶋　一昨年ほど前から、敷地というものは

超えられるのか、というようなことをずっと

考えて文章を書いたりして来たのですが、基

本的に建築家というのは、やっぱり敷地境界

線が決まったあとが仕事で、都市計画という

たいそうなことをいわなくても、すべての仕

事が日本ではそうなっていました。その決ま

った線に対して外とどうっなぐか、というこ

とを一生懸命考えている。しかし先ほど話し

た太田のケースでは、まさに敷地というもの

を決めなさいというのが仕事で、そうすると

かなり違ったことができそうだということが

わかった。

　そのときには、制度的な問題かもしれませ

んが、片方では土木の人や誰かが道路などの

計画で手を動かすわけですが、そこではゼネ

コンが出てこようが誰が出てこようが全員、

同じ言語でしゃべっていて、こちらだけが完

全なエトランゼになっているという構造。こ

れは、公園でも似たようなことがあるみたい

ですけど、そういう構造の中では道路の設計

というのはそんなに変わらない。

蓑原　ただ、土木の中にもいろいろな人がい

て、たとえば東大の篠原修さんとか東工大の

中村良夫さんとか異端な人もいます。篠原さ

んのところは今度、建築家の内藤廣さんを土

木工学科の助教授に迎えましたね。既成の土

木という範疇を超えてやっている人もいるん

です。

　だけど、今おっしゃっているように、実際

の現場で区画整理を扱っている人はもう敷地

さえ関係がない。要するに換地の境界でしか

ない。興味ないわけですよ（笑）。そのレベル

で議論している限りは、絶対良くならないと

いうことはいえますね。

　それから、敷地に閉じ籠もることでしかで

きないのは変だから、逆に敷地内では勝手に

やるというのが日本の大多数の建築家の立場

なんですが、これはおかしいですよ。だって、

敷地というのはまちの部分であり、街区とか

まちなみということを意識しないで敷地に閉

じこもって議論しているというのは、建築家

の本来の役割ではないはずです。その仕組み

自体に抵抗しないのはやっぱりおかしいでし

ょう。

大野　まあ、必ずしもそれだけじゃなくて、

建築家があまり公の論理だけを振りかざすと、

全体主義的な論理というのがどこかで出てき

てしまう。建築家のレゾンデートルというの

　　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9

蓑原敬
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1949年岐阜県生まれ。東

京大学卒業、同大学院修了

後、棋総合計画事務所を経

て東京大学にて教職に就

く。現在、新領域創成科学

研究科環境学専攻、工学部

建築学科兼担。主な作品：

YKK滑川寮、花の館・花
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は、敷地に閉じこもることによって私の論理

を主張することによって、公との間に緊張を

生み出すということも重要だと思います。

　ただ、それとは別に、建築家の空間に対す

るセンシティビティとか建築家マインドとい

うのがあると思います。環境に対する建築的

なものの考え方、これがその敷地の境界で終

わるということが問題だと思うんです。

　ぼくは今、学生に建築意匠という講義をし

ています。そのなかで、そのことを突き詰め

ていくと、結局、建築家とは何だということ

を少しどこかで言わなきゃいけないわけです

ね。そうすると、個人が何か社会のビジョン

を持って、個人のレベルで社会にコミットす

ることが建築家の本質だと思うのです。

　だから、敷地の境界を超えた途端に、組織

の論理しかなくなつちゃうところが問題なん

です。敷地を超えたときに個人の論理をなぜ

受け入れられないかというところがいちばん

問題であって、たぶん60年代までは、いろん

な人が公的な領域についても議論する社会の

風、空気もあったと思います。社会も、何か

それを聞いてみようという度量があったと思

います。今は敷地境界を挟んで、こっちはあ

なたの好きなようにやってもいいけど、ここ

には口を出すなというか、何か線を引っ張ら

れちゃった感じです。

蓑原　だけど同時に、70年忌から都市計画の

外でまちづくりの話がいっぱい出てきて、お

互いの敷地境界を超えた議論が始まっている。

そうすると、それは土木の領域でもなければ、

建築確認の領域でもないから、行政からは外

れたところで、ゴチャゴチャした動きが出て

きている。それに対して、建築家がどう介入

して、どうやってきたかという問題もあるわ

けです。

　ほんとうに介入して理論化して定義すれば、

必然的に今の建築基準はおかしい、日本の都

市計画の体系はおかしい、ということになる。

もっと個人と非常に大きな高度な体系の中間

にあるまちなみを管理する、小さい公という

か、共というか、そういうシステムがあって、

そういうのを守るのも建築家の役割の一部で

はないかということになりませんか。

大野　うん、そうだと思います。たぶん最初

にハワードとコルビジェを出されたことが、

そのことを象徴していると思いますが、テク

ニカルプランにおいても、この二人が原型を

つくっていると思いますね。

　コルビジェというのは、やはり国家と結び

家とまちなみ44－2001．9

ついているわけです。それで、自分のプラン

を売りつけるためにアルジェに行ってみたり、

一時はヴィシー政権とも近づいたりして、ち

ょっと評判を落としたりしています。彼のア

イデアはやっぱり、あるところで国家の力を

背景にしないと実現できないところがある。

ところが、ハワードというのは組合ですね。

まあ、コルビジェはいろんな面があるから、

それだけでこう言っちゃうと気の毒ですけれ

ども、そういう側面が非常に強く、特にアー

バニズムに出ているわけです。そして、ハワ

ードは今の地域主義的なコミュニティペース

の伝統というものを体現していた。そういう

非常に対照的な二人だったんでしょうね。

垂：二鑑一アーバニズムについて

ヂ議　　：　　憂．

蓑原　そういう意味で、今のニューアーバニ

ズムが問題にしているのも、そういうレベル

の公共性であり、それをいかに高めるか、と

いうことでしょう。しかも、それをいかに主

体的に管理していくかという構造も囲われて

おり、おそらく21世紀型の議論になっていく

だろうと考えると、そういう領域に建築家が

介入し、これからどんどん職域を確立すると

いうこともでてくるでしょうね。

大野　ええ、あると思います。ただ、何かそ

れだけで収まり切らないんじゃないかなとい

う感じもします。それは、さっきコンパクト

シティの話もありましたが、環境論的に詰め

ると、コンパクトシティがひとつの合理性を

持っているわけですね。しかし、先ほども申

し上げた少子・高齢化が進んでいくと、女性

が働くのが当たり前になる。高齢者も働かざ

るを得ない。つまり、社会の全員が平等に参

画する社会が否応なくできてくると、最初に

蓑原先生が指摘されたように、やっぱり郊外

居住が危機に瀕すると思うんですね。

　ニューアーバニズムの方向というのは、あ

る意味では19世紀以来の郊外主義の延長上に

あって、それは特に日本のように急激に高齢

化してくるところでは、たぶん破綻すると思

うんです。人口が特に減少したときに、いろ

いろ打ち捨てられていく郊外が出てくると思

うんです。そうすると、今度、非常に高密に

住むときのイメージというのが、今のハワー

ド以来のある小さなコミュニティだけで片づ

くだろうか、という問題につながる。

小嶋　コンパクトシティの話は、たとえばさ

憧

り



∩

o

u

きほどのベトナムでのモデルでいうと、東南

アジアはこの30年で人口がすごい勢いで増え

ているわけですね。中国の沿海州にあれだけ

超高層が建つのは、単なる経済成長のモニュ

メントではなく、あれだけのボリュームのも

のがないと実際に成立しないぐらい、人が増

えているわけです。それに対応するため普通

にやると、昔のバンコクみたいに、ひたすら

スプロールしていくことになる。そうなった

ときに緑地を潰していくのはほんとうに地球

環境にとっての危機であって、そのような状

況の中では郊外はほんとに禁じ手で、それを

やつちゃったらもう終わるよということにな

りつつある。

　だから、ぼくは、郊外住宅地というのは基

本的に非常にネガティブにとらえていたので

すが、コンペに指名されたら、建築家的本能

で何か考えられることがあるんじゃないか、

ゲームには勝たなきゃいけないということで

考えてみた（笑）。そうして、日本の郊外とい

うか、住宅団地のちょっと古いものとか、太

田なら太田を歩いてみると、寂しい住宅地に

なっていることにびっくりもしました。郊外

というのは、何となく明るくて、赤川次郎の

小説の舞台みたいな場所だと思っていたんで

ずが、夕方になっても人通りも少ない。人口

が減っていくし、だけど、近所づきあいもそ

んなにあるわけじゃなく、あれはつくっちゃ

まずい、と思ってしまいました。

蓑原　都市化のプロセスの中で、特に若年人

口がこれから増えて工業化が進んでいくとこ

ろにおける郊外の問題と、先進成熟国で高齢

化が進んでしまってどうするかという問題を

峻別しなきゃいけないところもあります。

　それから、先進成熟国は高齢化と人口減少

だと決めつけると、これまたきわめておかし

いことになるかもしれない。今のイギリスや

オランダは、外国人人口を入れることによっ

て人口が減らないでしょう。逆に、『ソシアブ

ルシティ』を読んでぼくはびっくりしたんだ

けど、2016年までに、イングランドは440万

戸要るという予測なのです。しかもそれがど

こに住むかというと、新しくそういう市場に

参入してくる人たちは、やっぱりイギリス型

のアメニティを求めて、農村部とか小都市と

かそういうところに散っていくという。今ま

でのような郊外とかニュータウンという概念

ではないところで住みたがるという。若い人

やDINKSのようなライフスタイルを持った人

でもそうなるという。

　でも、彼らのライフスタイルが、その年齢

においてそっちのほうが先行するとしたら、

当然、郊外はだめだと言い切れなくて、逆に

もっとすごい農村地域でどんどん子育てをや

り、その環境の中でこそ、大都市都心とは違

ったかたちのリブワークができるというよう

なこともあり得るんじゃないか。単に今まで

つくられた郊外が過疎化していくというのと

は別の過程が発生してくるのではないですか。

大野　もちろんあります。たとえば、どのレ

ベルでコンパクト化するか。東京圏全体23区

に集めるのもコンパクト化だし、それぞれ沿

線にいっぱい小さいまちがありますが、それ

ぞれをコンパクトにするのもそれはコンパク

ト化だし、どのレベルでコンパクト化するか

という話は簡単には言えないと思うんです。

灘轍爲甘糟朧鋤勢嘩∵四一よ脾噺ぎ嚇触㌔補明麗轟欄饗

譲蝶意輔薯鋼！塑）ぎ憲雛嚢
灘撃鷺繋雛難獺霧叢糞ぎ響㌃臓　回議肇晶き嬢．丁羅驚

蓑原　美濃広域で大野さんが議論したときに

は、人間のハビタットの密度パターンについ

てどのようなイメージを持っていたのですか。

大野　ぼくたちの基本的な考え方は、いっぺ

んチャラにしてつくり直す話じゃなくて、既

存のストラクチュアは再利用していこうとい

うのが基本ですから、ゲームの十五並べのよ

うにあっちゃってこっちゃってという話だと

思うんです。ですから、今ペターンとしてい

るのがもう少し疎密ができてきて、シワが寄

ってくるようなイメージですよ。

蓑原　でも、美濃広域という話になると、人

口が数万規模の小さい都市が、全体的に衰弱

しているけどけっこう粘り強く張りついてい

る、というイメージじゃないんですよ。

大野　そうです。だから、今は結局、旧市街

地ではある程度集積がありますが、どんどん

小嶋一浩
（こじま　かずひろ）

　建築家。東京理科大学助

教授。1958年大阪生まれ。

京都大学卒業、東京大学大

学院在学中の86年、仲間

と設計組織「シーラカンス」

（現C＋A〈シーラカンス＋

アソシェイツ〉）設立代表

取締役。主な作品：吉備高

原小学校、千葉市立打瀬小

学校、HOUSE　TM、氷室

アパートメント、スペース

ブロック上新庄、ピックハ

ート出雲など。

図7リニアポリス21の空間イメージ
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図8－1行き止まり路地の多い現況

図8－2　いくつかの住居を「ひき算」することて行き止まり路地相互を

つなける

図8－3新たなネットワークの誕生

家とまちなみ44　　20019

拡散化していって、それぞれのグレーダー岐

阜だとか、グレーダー大垣の中ではあんまり

人口増減がない。だけど、全域に均質化しち

ゃっているわけですね。問題はそれをどのよ

うなイメージで集約化していくかということ

になるわけです。鉄道と道路の両方利用でき

る地域にある程度意図的にクラスター状に集

約化していこうというのが、そのイメージで

す（図7）。

9蓑原　ピーター・ホールやカルソープのイメ

ージもそれに近い気がしますが、クラスター

の問の空隙はどのようなイメージでどのよう

にコントロールしていくか、ということにつ

いてはどうですか。

大野　基本的には、農地化、緑地化だと思っ

ているんですけどね。

　もうひとつぼくが言いたいのは「減築」。最

近、そこら中で言っているんですけど、20世

紀は増築の概念でつくった。21世紀は減築だ

ろう、と。増築は床を増やすことによって資

産価値を増やすことでしたが、21世紀におい

ては、特に先進諸国においては「過剰」が問

題になってきて、過剰から何かを引くと、む

しろ資産価値を高めることもあるだろうとい

うのが、減築の考え方です。たぶん日本の中

小都市では、うまい引き算をすると良くなる

可能性のあるまちがたくさんあると思うんで

す（図8）。

小嶋　家族4人で住んでいたところが2人にな

る。そうすると、完全に閉じた構えで、家族

を前提にした住宅の不自由さが出てきていま

す。1人当たり面積は増えたかもしれないけど、

ぜんぜん快適じゃない。じゃあ、それに対す

るプランが出せるかどうかというのは、ぼく

らの問題だと思うんです。

　大野さんが先ほど建築家とは個人のレベル

でコミットするものだとおっしゃいましたが、

建築家はやっぱり空間のプロでしょう。土木

なり都市計画と具合いが悪いのは、一般的に

はこの空間のプロがいないところでいろんな

ことを決めるからですね。垣外も、単なる密

度論で減らしてもぜんぜん良くならないんで、

どこを引くかということのトレーニングをし

た人が引かないと、話にならない。

　ところが、ぼくらが空間のプロだというと、

どうもかたちをつくるやつらだというふうに

誤解されている。市民のまちづくりというの

も、空間のプロがいないところではだいたい

つまらないことしか起こらないから、あんま

り興味が持てないですね。でも、誰も空間の

う

愈・
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プロに予算も時間も用意してないので、やる

度にこんな仕事はもう10年やらないそとか思

って撤収する羽目になってしまいます（笑）。

蓑原　ぼくなんか、そういうことの積み重ね

だね。それこそ10年くらい一生懸命やっても、

結果、バラバラになったり、全部だめになっ

て、最後はじゃま者扱いされそうになるから、

こっちからサヨナラって逃げてきたりさ（笑）。

でも、そこにやっぱりしがみついて頑張って

いかない限り、絶対に前に進まない。

　だから、そこをシステムとしてどうつくる

か。だけど今システムをつくっても、，はっき

り言って、そういう訓練を受けた者が少ない

ですね。コンサルタントはデザイン能力を欠

いた人が多いからまず不能、それからアーキ

テクトは、悪いけど逃げちゃう人が多い。ア

ーキテクトとしておもしろくないから（笑）。

大野　それと、アーキテクトも実はそんなに

トレーニング受けてないと思うんですよ。都

市の話をしたときに、まともにという言い方

は出超かもしれませんが、今のようなことを

理解している建築家って意外と少ないんじゃ

ないでしょうか。普通、建築家に期待するの

は、まちなみに対する貢献ということになる

んですが、そんな即物的なことじゃなくて、

建築が都市の中でどういう位置にあるのかと

いうことを、何か理解している人は少ないと

思います。

蓑原　それはおそらく、日本では、建築教育

の中でもまちづくりの教育がほとんどされて

いないからでしょう。

　ぼくは、もうひとつ問題があると思ってい

て、たとえば宮脇さんがガーデン54で一生懸

命努力したけど、結果的に、あの建物が悪い

けどどれだけ長持ちするのだろうか。それか

ら、たとえば民間がつくり上げたものとして、

ぼくは最高の傑作だと思うのは仙台の泉ニュ

ータウンです。あれはインフラをちゃんとこ

しらえ、家も大きい。でも、やっぱり家の素

材、デザイン、つくり方には問題が残ってい

る。

　そういうことを考えると、さっきの景観と

かまちなみをネグレクトしたのと同様に、住

宅生産の工業化の流れの中で建築家が完全に

疎外され、生産システムの中にそういう人が

いないから、たとえばエイジングに強い素材

というときに、美しさとか、かつてわれわれ

が自然素材の中に見出したような魅力を全部

排除した材料しか使わないようになってしま

った。そういうことに対して抵抗感もないわ

けだ。結果として、まちとしてはインフラは

きっちりできているし、空間スケールも悪く

ないけど、． ｫわめて寂しいまちになったりす

る。

小嶋　いや、そうなると、「じゃ、設計させて

ください」というのが短絡した答えになるけ

れども、まあ、それも難しいですね（笑）。

大野　でも、それは、ある意味では建築家の

代表的な見解でね。あいつがやるよりはおれ

がやったほうがいい建物ができる、という答

え方は。

蓑原　世の中の建築物のなかで、建築作家的

な能力が必要なものはたいして少ない。建築

生産システムに潜り込まない限り、良くはな

らないものが多い。ぼくは、世の中に建つ建

築物が1，000棟あるとすれば、アーキテクトと

いう人はそのうちの5棟ぐらいやればいいと

思っている。でも、むしろ大切なのは建築的

教育を受けた人が建築生産システムを含め、

都市の形成過程に関わっていくことだと思う。

大野　ぼくもそう思うね。でも、現実は1棟ぐ

らいですよ（笑）。

蓑原　まあ、やれているうちはまだいいんだ

けど（笑）。問題は、それが全部いわゆる生産

システムの中に移ってしまい、基本的にはも

う建築家ができる仕事じゃないんですよ。そ

れにもかかわらず、あたかも建築家ができる

と錯覚をし、建築家がそれをデザインすれば

良くなるというふうに思っているのがおかし

いと思いますね。

　それで、いちばん最初の問題に戻るんです

が、やっぱりぼくらが19世紀、20世紀の忘れ

物というのは何だったんだろうかと考えると、

バウハウスが全面に出てきて、モリス、ラス

キンの流れが消えたんだよね。その流れが消

えたとたんに何が発生したかというと、ほん

とうに古いものでクォリティの高いものを大

事にしょうとか、おいしいものとか手触りの

いいものを大事にしょうとか、そのような人

間のほんとの感1生に根ざしたものの評価の仕

組みというのが、どこかに行っちゃったんじ

ゃないのかな。

　若い人には、だから、ものをつくるときに

やっぱりそういうことを意識して、ある種時

間によって素材の性質が変わり、かっ、奥行

きを持ってくるような素材を使おうとか、そ

ういう意識もってもらいたいな。

平成13年6月15日（金）、（財）住宅生産振興財団にて。
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