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日本都市計画学会関西支部 平成19年度 第3回講演会 

主催：財団法人日本都市計画学会関西支部企画事業委員会 

平成20年2月12日（火)、午後2時～4時15分        

大阪産業大学梅田ｻﾃﾗｲﾄﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ 

 

「都市の縮退化とサスティナブルシティについて考える」 

～都市にperforation＝穿穴（せんけつ）を～ 

 
講 師：千葉大学工学部准教授 岡部明子 氏 

主な著書：「ユーロアーキテクツ」（学芸出版社：1998）、「都市のルネッサ

ンスを求めて－社会的共通資本としての都市」（共著、東京大学出

版会：2003）「サスティナブルシティ－ＥＵの地域・都市戦略」（学

芸出版社：2003）など 

 

 
ご丁寧な紹介をいただきました、千葉大学の岡部と申します。よろしくお願いいたします。今日は

平日の昼間という優雅な時間帯の講演会で、私はどちらかというと夜は苦手な方ですから、気持ちよ

く話ができるかなと思っています。拝見していますと皆さんは都市計画が使命感を持ってまっすぐ進

める時代に活躍されてきた、どちらかというと幸運な世代の方々なのではないかなと思います。勿論、

若い方も混じっていらっしゃるようですけれども、それに比べますと私の世代くらいを境に、それ以

降の世代は都市計画をどうやって何をしたらいいのだろうと思い悩むことが多い時代に入ってきて

しまったと思います。 

今日は都市の縮退化を必ずしも悲観的に捉えずに、何か明るい展望を持てたらいいなという期待を

込めて関心を持っていただけたのかなと思うのですけれども、残念ながらそれほど勢いよく、かつて

都市が成長していた時代のような明るい話にはなかなかならないようです。是非、皆様方のご意見を

お伺いして何とか自信を持って都市計画を前に進められるような、いずれにせよ何か手を打っていか

ないといけない時代だと思います。 

先ほど、ご紹介の中でもありましたが、私はスペインのバルセロナに長い間住んでいました。それ

が都市の問題に関心を持つようになったきっかけです。皆さんの中には、都市計画を専門の方もいら

っしゃると思いますが、私はそもそも建築学科出身でして、設計馬鹿といいますか、建築の設計する

こと以外はあまり頭になかった人間でしたが、たまたまヨーロッパのバルセロナに行ったのがきっか

けで、都市計画に興味を持つようになりました。 

スペイン語ができるということもあるんですけれども、インターネットで私の名前を検索していた

だくと、メキシコ生まれというありがたい誤報もありますが、これは間違っております。私は確かに

メキシコと関係がありまして、小学校の低学年のときに３年間住んでいて、メキシコから帰ってきた

ときには、自分は日本人よりはメキシコ人かなというぐらい、スペイン語の方が先に出てくるという

状態だったので、メキシコ生まれと言っていただけるのは光栄なことです。ありがたい誤報と思って

そのままにしてあります。生まれたのは残念ながら東京で小学校の２年くらいまでは東京で暮らして

おりました。  
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今日は大変多くのキーワードをいただいておりまして、なかなか１時間半で全てを話しきるという

のは難しいかなと思っています。1つは都市が縮退するという、成長の逆の局面について、もう1つ

はサスティナブルシティ、それから、多極ネットワーク型の構造という３つのキーワードをいただい

ています。多極化ネットワーク型の構造まで触れると話が散漫になろうかと思いますので、私の話は

多極ネットワークについては直接触れません。ご関心のある方は後の質疑応答のときに何かの質問を

していただければと思います。 

人口が減少していって都市が縮んでいく局面に都市計画でどういうことが考えられるのだろうか

を考えていきたいと思います。ヨーロッパの事例をいくつか紹介していきますが、なにかヨーロッパ

に日本が見習うべきお手本があるという先入観で聞かれる方が多いのですが、残念ながら、それほど

すぐきく処方箋があるわけではありません。共通の問題を認識して違う面から同じ問題を悩んでみて、

そこから何か出てこないかなと思います。現状を知るという意味で、人口減少が進んでもっとドラス

ティックな経験をしているヨーロッパの例を見るというような感じで見ていただければと思います。 

キーワードとして、穴を開けるという意味のperforationという言葉は、ヨーロッパの都市の問題

を 近向こうの人と話をしているとよく使われる言葉です。日本語になんて訳そうかなと思ったんで

すが、金属の板にパカッと穴を空けるようなそんなイメージがある言葉です。それに近い言葉は見つ

からなくて、穴を穿つというのをそのまま用いています。読もうとすると「せんけつ（穿穴）」とい

うことになります。 

私は、perforationという言葉を 初バルセロナで聞きました。地中海沿岸の高密度な都市で、市

街地に穴を開ける介入の方法です。他方、旧東ドイツで社会的に人口がうんと減っているような所で

も同じperforationが使われていることを知りました。かなり人口が減る、あるいは都市を再構築す

るような時に、普遍的な概念を示すキーワードになるのではないかという気がしています。それで、

今日はこのperforationについてお話します。 

今日お話しますのは大きく4つありまして、１番目は診断としてのperforation。人口が減ってき

て都市に穴が開いていくという現実です。市街地を病人に例えれば症状で、どういうふうに穴が開い

ていくのか、どう診断するのかということ。2番目は、穴が開いていく都市に対して、穴でもって穴

を直すといいますか、穴を開ける方法を処方箋とする道があるのではないだろうか。そういうふうに

解釈できる事例がいくつか見受けられる。逆に都市に戦略的に穴を開けていって、どうせ縮小してい

くけれどもそれが何か都市の価値を場合によっては高めるような、ポジティブな縮小があるのではと、

かなり苦しい仮説ですけれども、頑張ってこれにチャレンジしてみたいと思います。つまり、

perforation をキーワードとしてヨーロッパの事例を見ようというわけです。3 番目が、今まで近代

都市計画は、都市が拡大一方の時代でしたから、建物をつくり市街地を拡大することしか考えていな

かったけれども、果たして人類の長い集落を形成する歴史の中で穴を開けるような思想は今まで全く

なかったのか、むしろ、穴を開けるような空間の作り方があったのではということで、少し歴史を振

り返る。 後に、穴を開けることでサスティナブルシティを実現していく方法を、何とか経済的市場

メカニズムを賢く活用しながら、人口減少下でも都市の価値を高めていく方法を探りたい。 

まずは、診断として、人口が減少していくときに穴が開いていくということはどういうことなのか。

地域の話をするときに、枕詞のように少子高齢化、人口減少が話の初めに付くようになって、誰もが

気にも留めず聞き流すようになってきたと思います。今までは異常なことだったけれども、当たり前

のことになってしまった。人口減少は避けられないという認識を持つようになって来た。それに対し

て少子化対策がなされてきました。しかし、なかなか今日の明日に人口が増えるものでもないし、も

っと社会の構造的な問題でもあるので、子供を多く生めば何とかなるものでもないし、人口学的にも
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そういう形では解決する問題ではないことが見えてきている。もう受け止めるしかないという状況に

なってきています。直視するところまでは来ているが、例えば市町村の長期総合計画を見ましても、

少子高齢化、人口減少と始まりますが、いざ自分の町の人口推計となると、どういうわけかなかなか

勇気を持って減少を打ち出しているところは少ない。実際、減少を前提にしてしまったら、これから

どうしていいのかわからないのが正直なところではないかと思います。総論としては減少でしょうけ

れども、うちの町は何とかなるのではというわずかな希望を捨て切れていないということがあります。 

この縮小にもうちょっとクリエイティブに当たれないだろうかという話があります。日本は縮み志

向の文明論、小さいものを好む、完成度を高めていく過程でどんどんものを小さくしていく、という

日本の美意識があります。文明論、文化論、美学の世界では日本的な縮み思考が美しく語られている

けれども、これが今まで拡大成長を前提としてきた都市計画を支える哲学に結びつくかというと、な

かなかここの接点が見えていないと思います。日本人はそういう美意識を持っているから何とかなる

んじゃないかというのはあまりにも楽観論過ぎるのではないか。 

もう1つ、縮小はそう怖くないという本が 近盛んに出ています。これは主に経済面から統計デー

タを操作したものが多いけれども、その比較的早い例として、「人口減少社会は怖くない」とか「人

口減少経済の新しい公式 縮む世界の発想とシステム」という本が出ています。著者である松谷さん

はこれでかなり話題になって、その後も何冊か本を出されています。これらの本をざっとと見ていき

ますと、あくまで経済的な数値上の話です。一人あたりの所得を指標にしていますが、ここに統計の

トリックがあります。人口が減れば一人当たりに換算すると豊かになるわけですね。どうも基本的に

はそういうトリックがあって、とてもそれを読んだからといって、人口減少社会はこのままいけそう

だとはならない。それはなぜかというと、私たちは空間的に人口が減少することに対する恐怖を直感

しているからです。しかし、データ本は、具体的なインパクトというものをあまりイメージさせない

ようにしているのではないかと思います。こういう本を読んで、国全体としては何とかなる、数字を

いじっていると何とかなるような気がしてくるけれども、いざ、今人口減少に直面している自治体に

何か希望を与えるかというとちっともそういうものがない。例えば、ある都市の人口が 5 千人減る、

1万人減るというと、国レベルでは単なる数字でしかないかもしれないが、自治体にしてみればあの

団地が1つなくなってしまうというふうに人口減少が直感的にわかる。そうわかってしまうと、これ

はそんなに簡単にはいかないということになります。経済的な議論は盛んなものですが、空間的なイ

ンパクトをしっかりイメージできずにいるようなところがあるようです。 

人口減少について大騒ぎしておりますが、少し長い目で人口動態を振り返りますと、明らかに戦後

数十年の人口の急増自体が異常事態だったと捉えざるをえない。つまり、人口の急増が今の問題を引

き起こしているのです。冒頭では今までは都市計画のやることがはっきりしていてよかったと言いま

したが、実はこのときに抱え込んだ問題が今出てきていると捉えることもできると思います。 

名古屋のDIDを見てみますと、1960年代にはこれぐらいのエリアです。その面積で2000年に倍以

上になっている。推計どおり人口減少が進むと1960年と2060年は大体同じ人口規模になります。都

市部とそうでないところとでは人口推計に違いはありましょうが。しかし、2060 年に果たして DID

が大人しく元の鞘に収まるかというとそれは誰が想像してもありえない。さっきあったオレンジのエ

リアがきれいに元の農地や森林に回復することは想像できない。人口は確かに減るけれども、それが

どう実際に空間的インパクトを与えるか、見えにくい状況です。だから不安だということなのではな

いか。これに対して、現在、日本で実現可能性が高い対策として思われているのは、コンパクトシテ

ィ。コンパクトシティという言葉は都市計画や建築の分野の人間だけではなくて、誰でもが一応知っ

ている言葉になってきていると思います。それの日本語訳と考えていいのでしょうが、「集約型都市
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構造」という言葉が社会資本整備審議会の都市計画分科会の部会の中間とりまとめられて、昨年の7

月にこうしたイメージが出ました。これはまさにコンパクトシティの話ですよね。人口を山にたとえ

ると、かつて市街地はこうであって、中心市街地に山があって、公共交通機関でモータリゼーション

の発展でどこにも住めるようになって山が低くなり広がるようになった。これを成り行きに任せると

アイスクリームが溶けるようにこんなふうになってしまう。これでは持続可能とは言えないので、何

とか都市計画でもって再び山を高くして、広がってしまったところを縮退できるような計画誘導をし

ていくべきではないかと主に言われています。 

ここで、どういう対策が具体的にとられているかといいますと、先進的な事例としてよく紹介され

るのが、 近話題になっている高松市の中心の魅力を高めるという丸亀商店街です。商店街のコミュ

ニティが主体となって、大規模なアーケード街の一等地にスーパーブランド街をがんばって誘致して、

町の中心の風格を取り戻した。ただ、問題としては、お店の種類に偏りがあり生活商店街としてのバ

ランスはという点があります。もう1つは、富山市のコンパクトシティ政策。ＬＲＴを導入し、団子

と串の計画と言われている、公共交通機関に沿って居住を誘導していこうというものです。どちらを

見ましても、先進的な政策と言われているけれども、要はこの大きな山にせよ、小さな山にせよ、山

を高くするという話ですね。私は、ヨーロッパのさまざまな都市を見てきて感じますことは、山を大

きくするよりも、人口減少、縮退の局面で問題が出てくるのは、ここの山じゃない方、低い方をどう

するかという問題の方が遙かに大きいと思っています。 

新都市の次号の特集が人口減少社会を迎えて模索される都市計画のあり方ですが、その冒頭の座談

会が今年の１月にありました。私を含めまして、国交省の方、岡山大学谷口先生、交通計画が専門の

方、日本政策投資銀行の藻谷さん、「ニッポンの地域力」という本を 近書かれています。日本中の

データを収集されて、私もいろんなところでお会いする方ですが。たまたまほぼ同じ世代ですねとい

う話になりました。私達の世代がこの課題について責任を持って考えていかないといけないのかなと

少し重荷に思ったところもありました。申し合わせたように皆さん郊外の問題を指摘しました。人口

減少に対する課題として中心の話をする方が誰もいなくて、私の予想は完全に裏切られた。 初から

郊外の話となり、縮退してしまった土地がどうなるか、農業が元気なら農地が戻ってくるだろうが農

業が元気ではない。そうなるとどうなるんだろうかという話は出たんですが、４人の認識や言葉の使

い方もまちまちで、結局あまりいい結論は出ませんでした。ただ、縮退後の土地が問題だということ

までは共有されたことに意義があったと思います。要するに、人口減少の時には人が多く集まってく

る方に都市計画の政策手段を集中するというよりも、むしろ捨てられていく地区でどうしていったら

いいのかが大きな課題だとかなり多くの人が認識するようになってきた。それがここで言う穴が開く

ということですね。 

人口減少の空間的インパクトとは何か、 も過激な絵を見ると、一番はっきりするかなと思いまし

て、人口急減に苦しむ旧東ドイツの都市の現状をまずお見せしようと思います。いろいろなところで

紹介されている例ではありますが。日本の場合と異なり、自然減ではなく社会減です。ですから、わ

が国では、このような大きなショックを与えるようなインパクトはないでしょうが、時間をぎゅっと

縮めて見ると、じわじわと同じようなことが効いてくる。どっちが厳しいかわからないような状況が

あると思います。 

これはよく知られていることなので簡単に紹介します。旧東ドイツの社会主義の時代に建設された

パネル工法の集合住宅団地を中心に大量に空き家が発生してきました。日本では主に団地再生の技術

的手法として紹介されています。空いてしまった団地をどう再生していくのか、旧住宅公団を始めと

して強い関心を持っています。なぜこういうことが起こってしまったのかといいますと、東側から西
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側へ大量の人口が移りました。 初は、東側の人件費が安いので、西側からの投資が増えて東側は経

済発展をするだろうという見通しだったのですが、どうも製造業部門に関して大型の投資は起こらず、

老朽化した工場がどんどん閉鎖されていって、雇用機会が失われて若い人口が西へ流れてしまった。 

今、ドイツに行かれた方はお気づきと思いますが、旧東と旧西を結ぶ長距離電車に乗っていますと、

たまたま週末なんかにはそうですが、軍服を着た若者が大量に乗っています。東側で失業している若

者は西側で働ける人は働くんですが、仕事がなく 後には軍に入るしかないと推測される。軍に入る

と鉄道はきっとただですね。パスを見せてますので。毎週末、東ドイツの実家に里帰りをしているの

ではと想像していますが、多分間違ってはいないと思います。東側には魅力的な仕事はまるでないと

いう話を旧東ドイツの方にしましたら、大学の先生はそうじゃなくて、西側であぶれていた大学の先

生が東側で仕事を見つけていると言われました。けれど、それぐらい東と西の格差が大きい状況です。

それが結果的に人口減少というかたちになっている。 

国レベルで人口減少が 5 年で 15％というのは大変なことです。日本で言いますと、中心市街地の

シャッター通りでも、なかなか 5 年で 15％も減少しない。なかり局所的に見ても減少しないという

状況があります。それから、失業率が 20％、全国的に見て、空き家率も 20％。日本で 近、団地で

空き家が増えてきているといっても、なかなか5％を超えることはありえない。20％も空き家がある

という状況は、その街の第一印象は「空き家が多い」となります。局所的に見ますと、今上げた数値

はすべて倍になります。人口が30％減っているところもある。失業率も40％、空き家率も40％ぐら

いのエリアがある。1998年時点で、100万戸の空き家があって、その半分近くを撤去しなきゃいけな

いということになっています。 

縮退してしまった後の土地をどうするかという時に、空き家を放置されるのは大変なことです。こ

のグラフはドイツにおける人口推計です。こちらの地図は、さまざまなファクターを加えて、＋なの

か－なのかをドイツの地図に落とし、色で示したものです。明らかに旧東ドイツだけが真っ青になっ

ているのがわかります。 

西側でも人口が減少していたり、経済活動が停滞していたりしているエリアがあります。これは旧

重工業地帯のルールの辺りですし、ここはザール工業地帯ですね。旧重工業地帯は西側でも東と近い

ような状況にあるということです。これからお話ししますのでは、ライプツィヒと旧二西の典型的な

重工業都市の例、ザール地域のフェルクリンゲンの話をします。 

旧東ドイツの団地再生で日本で一番紹介されているのは、ライネフェルデの例だと思います。ここ

はなかなか面白い団地再生をやっていて、その手法が日本では注目されている。全人口は11,000人、

市の南部が広大な団地になっていました。石油化学工場で働いていた人が主に住んでいて、7,300人

の人が住んでいますが、2000 年時点では 37％減っている。旧東ドイツを回っているとこういうふう

な嫌になる風景ばかりをみかけます。道路に面して隔壁を共有しながら比較的近代以前の街のつくり

になっているところもこのように空き家が増えていますし、また、社会主義時代の戦後 60 年代から

80 年代につくられた団地も、どこでも空き家になっていて窓なんかも壊されたところがあちこちで

見受けられます。ライネフェルデもその典型的な例の1つです。 

ライネフェルデでは、建物を完全に取り壊すわけでもなく、再生する方向で人口がまた戻ってきて

いるというかなり例外的なケース。比較的西側に近く、頑張れば西側に通勤できるエリアにあるとい

う地理的な幸運が作用していると思います。 

ライプツィヒはライネフェルデより規模がはるかに大きく、50 万人の都市です。郊外のグルナウ

は、郊外に7、8階建てから高層棟の20階を超える建物まである巨大団地ですが、 大8万人が現在

は4万人しか住んでいない。 
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話はそれますが、空き家が増えている団地を見ていてちょっと意外に思うことは、1980 年代につ

くられた団地に空き家が多かったりします。逆に 60、70 年代につくられた団地は高齢化が進んでい

ますけれども、比較的大事に住まわれている住棟が多いです。それは1つには、段々と公共交通機関、

駅から離れたところに団地が建てられたことにより、年代が下るほど不便な立地になったこともあり

ます。もうひとつ、段々と高層化、高密化していったことも要因のようです。つまり、空き家が増え

てくると、何かと物騒になり、いざというときに這ってでも降りられた方がいいので、EV がないと

使えないような建物には住みたくないという人間の本能が働くんでしょうかね？加えて、日本でもそ

うですけれども、団地住まいでは、60、70年代はそれ以外の建物よりもかなり設備が充実していて、

かなりいい建物だったのに対して、時代が下るにつれて他の建物の設備が向上して「必ずしもあこが

れの団地住まいではなくなってきた」ことが旧東ドイツでもあるらしい。日本と同じですね。 

ライプツィヒは人口減少の先輩のようなところです。人口のピークは 1940 年代です。元々はグー

テンベルグが印刷技術を発明した時代に、印刷・出版業のまちとして発達して、町工場が沢山できま

した。その後の社会主義下の重工業政策では、ライプツィヒをさらに大きくするよりも周辺の衛星都

市に重工業を立地させてそっちを育てる政策に出たために、近隣の 20km くらい離れてハレの街があ

りますが、そちらに重工業が立地しまして人口が増えたために、ライプツィヒでは戦後から一貫して

人口減少が始まっています。でも、 盛期は 70 万人いまして、東西ドイツ統合の時点では、ひょっ

として再び経済が持ち直して、100万都市も夢ではないのではないかと、1989年のベルリンの壁が崩

壊したときには真面目に言われていました。 

都市が急に成長するのではないかという楽観的な見通しがあって郊外の住宅開発などが進みまし

た。ところが現実はさらに人口減少が酷くなりまして、そして、2000 年を超えたあたりでついに 50

万人を切ってしまう。50 万人を切るとさすがに人口減少を直視せざるを得なくなってきて、人口減

少に対して何が都市政策としてできるのかに真剣に取り組むようになりました。 

そこでは様々なことをやっていまして、人口減少の動きと都市の発展をビジュアル化しているもの

もあります。これは直感的にわかりやすい図です。段々と都市が成長していくときは、お行儀よく外

へ、外へ拡がっていきますが、人口が減少していくときは、穴がぼこぼこ開いていく。中心市街地も

空くし郊外も空く。逆に、市街地が郊外に飛び火していく。このような都市形態になる。そして段々

と元からの都市のかたちがわからなくなってしまうくらいに穴が開いてしまうことになる。都市の人

口が減っていくときに都市に穴が開くというのは、こういう恐ろしい空間的なインパクトを持ってい

るということです。 

人口が減少はやはり、あまり明るい話ではなくて、怖い話なんです。どんどんと穴が開いていく。

日本では、これからの縮小に対して、計画の逆まわしのように「都市をたたむ」というポエティック

な言い方をされている場合もありますが、そんな綺麗にたたむように元の鞘に収まることはまずない。

ゲリラ的にどこに穴が開くかよくわからない状態で、穴が開いていくのが現実ではないかと思います。

そして、こういうふうになってきますと地価や住宅の家賃が下がってきますので、以前はとても自分

の経済力では住めなかったような場所に住めるようになりますので、人口移動もものすごくランダム

で全く読めなくなると言われています。ライプツィヒの方とか他の旧東ドイツの都市の方はおっしゃ

っていました。 

そして一番怖いのは廃棄された建物が増えてしまうことです。壊すには当然お金がかかるわけです

が、整備するコストを負担する仕組がない。旧東ドイツの場合には、国家予算を使いまして団地再生

の名の下に8割方の予算を撤去に使っています。建物をそのまま残されてしまうと何が起こるかとい

うと、不法投棄のゴミとかが堆積していきますし、不法占拠され住みついてしまう人達も出てきたり
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して、犯罪の温床にもなる。草ぼうぼうの荒れ地になっていれば もいい状態で、そこまでいかない

のが現実です。人口減少下でサスティナブルシティを実現するというのは、 低でも何とか草ぼうぼ

うの荒れ地にすることが求められる。これが縮小していく都市の現実です。これに対して、この旧東

ドイツの都市はどんな処方箋を持って対処してきたか。 

ライプツィヒは現在50万人の都市で、300k㎡の広さ。ライプツィヒの駅舎はヨーロッパでも も

大きな駅舎として知られている。駅に接して、約 500m 角のかつて市壁で囲まれていた旧市街があり

ます。この中は現在、テーマパーク型のショッピングセンターと見まがうほど綺麗に再生されていま

す。中には旧市庁舎も建っています。人口減少下にあって、1990年代に2000年をまたいで名市長が

出ました。現在、ドイツの建設大臣なんですが、縮小都市に対する対策が高く評価されて、他の面で

も旧東ドイツの都市政策に成功して高く評価された市長さんです。 

その時に始められた仕組として、ちょうど病人のカルテのようなものを思っていただけるといいん

ですが、地区別にモニタリングによって緊急対策を必要としている地区を特定する、かなりきちんと

した調査をしています。地震のときに、けがをした人にラベルを貼る、トリアージみたいなものです。

失業率、犯罪発生率、空き家率などいくつかの指標から緊急な対策をしないとこの地区はもう存続で

きないという、緊急度の高い順に、1、2、3と示しています。旧市街はいいが、中途半端な旧市街と

いいますか、この西側と東側の2つの地区が総合緊急度１となっています。緊急対策を行わないと街

が消えてなくなってしまうという極限状態にあるということです。モニタリングは毎年かなり綿密に

やっていまして、毎年冊子が出ていまして、過去5年間はインターネットで簡単に入手できるように

なっています。 

西インナー地区と東インナー地区は、大体同じような状況にありまして、町工場と住宅が混在して

いるところです。西インナー地区はかなり住宅地区として再生されてきていますが、より深刻な問題

を抱えていた東インナー地区の話を中心にします。 

東インナー地区は、印刷、出版業がライプツィヒの伝統的な産業ですので、19 世紀の半ばくらい

からこうした町工場が立地していたエリアです。旧市街に近い方から徐々に外側に向かって市街化が

進んでいった。現在は3.4k ㎡くらいで、人口が3万人弱のエリアです。人口減少率は5年で 30%で

すから、さっきお話しした都市全体の倍くらいの深刻さです。局所的に酷い状態にあるところです。

空き家率が40%です。大体空き家率が30％を超えると、街は奈落の底に落ちていくようになり、どん

どんと駄目になります。出て行ける人はその街から離れようとしていきます。というようなクリティ

カルな数字です。40%ですと、そのポイントを超えてしまったということです。 

そうなりますと経済的に少しでもゆとりのある人は、出て行ってしまいまして、逆に移民層、若者

の貧民層が入り込んできてしまう。中心に近いほうから段々と市街地が拡大していきました。古いほ

うの半分では、20世紀前半までの建築線を揃えたタイプの街が形成されています。、戦後に開発され

た半分では、旧東ドイツ時代にパネル工法の建物が一杯建てられました。ただ、ここではパネル工法

でありながら、建築線を揃えるような建物が建てられたところです。ココまで行くと、街全体を 盛

期に戻す再生はあり得ないので、現実を直視するしかありませんでした。地区内の建築ストックを3

つに分類して、1つはほっといても何とかなるであろうというもの、もう1つはなんとしても既存の

建物を維持して市街地としての体裁を保とうとするものです。駅から路面電車が入ってきて、メイン

ストリートがここですが、空き家が目立っていて、これは使われていないので何としても街の体裁を

維持していきたい。もう1つは街の体裁を維持することはあきらめまして、緑地に還元する方が相応

しい空洞化した市街地として建物の撤去を促進する。 

こうして3つに色分けすることの大切さといいますのは、ほっておくと半分穴がぼこぼこ開いてき



 8

て始末に負えないので、それを戦略的にあるところに穴を集めるというような誘導を行うことです。

街として何とか、少し縮小しながらも生きのびる、というような方向を探っているわけです。 

日本に当てはめると、土地所有者のことなどなかなか難しい気がいたしますけれども、これだけの

極限状況になりますと、何としてもこの街を生かそうということが働くということです。制度的な違

いも当然ありますが。例えば、緑地に戻すところでは、決してその建物単体で判断するわけではない

ですね。こちらが壊されまして、妻側のこの建物を残している。なんでこの建物を壊すかというと、

まち全体の価値からここは壊した方がいいと判断して壊していく。実際、市の助成制度としては、あ

る建物に関しては壊す方に補助金を出しています。他方、連続した市街地維持を方針とするエリアで

は、そこに住むことを前提にある人が修復する場合には補助金を出す仕組があります。同じ建物でも、

取り壊しか建物維持か逆の誘導をしていくわけです。 

これでかなり緑地が整備されまして、東西２つ併せてですけれども、13.8ha の緑地が整備されま

した。かなり空き家が多かったということの裏返しになります。つまり、どっちみち穴が開いていく

のだから、戦略的に穴を開けることによって価値を上げるところまでいかなくても、まちとしての価

値を維持しようという戦略です。 

 次に、大きなスケールで多極ネットワーク型地域の例です。エムシャーＩＢＡとして紹介されてい

るものですが、これもperforationという今日のキーワードに引きつけてみます。これはシティ・リ

ージョンというスケールですが、複数の都市を抱える旧工業地帯ですけれども、この中に緑地をネッ

トワーク型に挿入しいくことによって全体の住環境を向上させて、生活の質を良くするというもので

す。どこを緑地として残してどこを緑地に再生するのかを考えると、先ほどのライプツィヒのインナ

ー地区の発想と同じです。人口減少下の地域スケールのひとつです。 

 次に、ドイツの 後の例で、フェルクリンゲンというまちです。ザール地方にあります。産業遺産

としては世界で初めて世界遺産に登録された製鉄所の企業城下町です。かつては人口4万人だったと

はいえ、その人口にしては立派な商業集積があります。といいますのは、隣にフェルクリンゲンの製

鉄所があったからで、工場で働いている人達の奥さんが給料日になると製鉄所の門の外で待っている。

ぼやぼやしているとそれがアルコールに変わってしまうので、奥さんが給料を取り上げて生活必需品

にこの街でさっさと変えたとよく言われたそうです。そういう理由で人口規模に比して、旧市街では

丸ごと商店街みたいな巨大な商業集積があります。ところが、基幹産業が縮小しまして、世界遺産と

して公開されている程度の話になりました。フェルクリンゲン製鉄所は近代化した設備を別のところ

に移しておりまして、縮小しても多少製鉄を行っていますが、以前ほどの従業員は当然抱えておりま

せん。西側は東との統合効果で全般的には人口が増えているんですけれども、産業構造転換に苦しん

でいる地域は例外です。中心商店街にも空き店舗が40%ある。デパートも2つあったうち1つがもう

潰れてしまった。 

ここで、何をやっているかといいますと、建物を取り払って公共空間を整備しています。ここが商

業集積のある旧市街。市役所もその一角にあります。空き店舗が増えてきてしまっているので、市役

所裏の建物を取り払うことによって、広場の空間を市役所裏のサービス用のパティオだったところを、

公共空間として整備することを行っている。他にも同じようなことを行っていまして、かつてよりも

建物を減らす方向で何とか商業集積を維持していこうということが行われています。 

初は、西の都市再生事業で都市再生プログラムにあったもので、補助率 50％で建物の所有者が

建物をグレードアップする事業に入っていたけれども、補助率50%では自分のお金を少しでも出すの

で、所有者はやる気がなくて誰もこの補助金をもらおうという人が出なかったんだそうです。このま

ちの将来を悲観していて、50%でもとても投資する気はないという状況でした。そこで、市はプラン
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にまで関わりました。カトリックの国では、離婚は認められていませんので、教会で結婚できるのは

初の結婚だけです。再婚するときには結婚式を教会ではできないので、多くの人は市庁舎で結婚式

を挙げます。この写真は市役所の裏側から出てきたものです。ここの建物が取り壊されたことによっ

て、より緑の豊かなスペースができました。このプロジェクトに直接関わってきた市役所の女性の方

に案内してもらったのですが、こういうふうに綺麗になるとわかると、この赤い建物の人など補助率

50%でももらおうという気の人が出てくる。 盛期の商業施設を維持しようとしても無理だから、そ

れを上手く戦略的に壊していくことによって、再びここの土地所有者の方達も建物を何とかしようと

いう気になってくるという、小さなささやかな例です。 

次に、足かけ 10 年住んでいた、バルセロナの話をします。アルプスの北側の都市と比べまして、

地中海沿岸の都市ははるかに高密度でして、その中でもバルセロナはとくにコンパクトシティです。

コンパクトシティという言葉は、元々イギリスかオランダで生まれた言葉ですが、 近いいイメージ

があるので、逆にバルセロナは拝借してヨーロッパで一番コンパクトなまちであることを売りにして

います。バルセロナ自体はコンパクトというより、むしろ過密のデメリットばかりが言われておりま

す。コンパクトな評価は近代都市計画の中ではまずありませんでした。都市計画の方なら皆さんご存

知のセルダの都市計画（1859 年）です。パリのオースマンと、ウィーンのリングシュトラッセと並

んで3大都市計画と呼ばれる、バルセロナの拡張都市計画の図面がこれです。 

セルダ都市計画は、今のバルセロナの都市構造を見る上でも一番よく都市の姿を示している図です。

このちょうど板チョコみたいなグリッド状のまちが拡がっていまして、その中に異物のようにクルミ

がはまったような形はこのままでして、現在と何が違うかというと、この外側にさらに郊外住宅地が

開発されて、神戸のように山が迫った地形ですけれども、山裾ぎりぎりまで郊外住宅地が拡がってい

る。ここは、街路のパターンはこのまま維持されています。今日、お話ししますのは、旧市街の中の

くるみの中の左半分の地区です。ヨーロッパの都市といいますと、旧市街と新しい市街があると捉え

ていらっしゃるのじゃないかと思いますが、旧市街の中が２つに分かれているのが一般的なんですね。

都市観光で訪れるエリアは旧市街の中の半分なのです。バルセロナで言いますと、ランブラス通りの

こちら側半分だけなのです。もともとローマ植民都市起源なので、丘状のところに宗教施設なんかが

ありまして、そのあと市街地はこっちに拡張されています。ヨーロッパ中世都市の場合、ばたばたと

拡張されていまして、 後に拡張されたところは農地として残されている場合が多いです。産業革命

当時に工場が立地するまでは農地として残されていて、それがために、農地として残されたところに

工場がばたばたと立地してきまして、労働者向けの安普請の住宅が建っていく。道のパターンは中世

のままですが、建物の作りは全然違うという、中途半端な旧市街を抱えている都市が多いです。バル

セロナの場合は、特にその構造が明確に見える。 

今日お話ししますのは、一番多くの問題を抱えている、旧市街のブラックホールのようなところで、

ラバル地区と言います。私は、ここで初めてperforationという言葉を聞きました。ライプツィヒと

全く違うケースですが、同じperforation という言葉が使われているのです。ラバル地区は1.1k ㎡

で、人口が3.5万人。一番多いときはこの倍以上の人口がいたエリアです。歴史地区に隣接するイン

ナー地区で、ここに市壁が残されていたために市壁の中だけれども城外みたいな場所で、屠殺場、慈

善施設とか、迷惑施設がそもそも立地し始めてその後工場ができて工場労働者が住むようになる。現

在では、家賃が安いわけではないのにこの地区が移民の人達の受け皿になっている。ずっと常に都市

にとって迷惑なものを受け入れ続けてきたようなエリアです。建物としても、産業革命後にわーっと

建てられたものが多くて決していい物ではない。 

こういうところを再開発する場合は、アクセスがよくて中心に立地していますから民間任せの再開
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発であっという間に質の高い真新しいストックに更新されて、民間活力で十分再生可能なところです。

ところが、ここでとられたのはバルセロナの公共空間戦略としてよく知られているperforationとい

うものです。非常に高密度な市街地です。このように下の階などは日もあたらない、風通しも悪いと

いうことで、少しでも経済力がある人達は旧市街から出て行ってしまうというような状況でした。 

また、バルセロナの場合には、スペインの特殊な歴史事情がありまして、フランコ独裁体制が1975

年まで続いておりました。その間、中央と仲の悪かったバルセロナには公共投資が殆どなされない

30 年間がありました。そういう背景もありまして、よくも悪くも、高密度な住環境の悪いエリアが

そのまま前世紀の遺物のようなかたちで20世紀末まで残されていた。 

ここで何をしたかというと、建物をよくしようということを考えたのではなくて、perforationで

す。穴を空けて広場をつくっていくということ。少しでも狭い路地に日が当たるように、戦略的に広

場を作っていった。政策誘導しまして近くのバーにオープンカフェを出してもらって、こういう日の

当たる場所ができれば、当然こうしたところに住んでいる人たちは１杯 50 円でコーヒーが飲めるの

であれば街に集うようになるわけです。地中海はさっきのライプツィヒと比べますと外の居間の方が

気持ちいいような気候ですので。これにはさっきお話したフランコ独裁体制直後の民主化の市政府の

政策があるのです。市としてはお金もないし、公共事業でやらないといけないことが山積みになって

いる状態で市民に生活が良くなったと実感してもらえるような効果的な策を講じなければならない。 

初にやったのが郊外の公共空間政策と併せて、中心市街地にこうした広場を造っていくというよ

うなことです。少ない予算で建物を上手く壊すことで辻広場を創造していくということを

perforationと言ってみたり、スポンジ化という言葉も使われました。空気の気泡を稠密な市街地に

穿つようなかたちで造っていくやりかたです。小さな広場が上手くいったことをよいことに、段々と

大きくなりました。その大きい広場がこの2つです。 

あまり時間もないので北側の 初にできた方を話します。さらに大きいのが南にありますが。 初

はこういう状態でした。細い路地しかなかったようなところに、現在ここにはリチャード・マイヤー

設計の現代美術館が建っていまして、広場が建物の前にあります。旧市街の中で地下駐車場がとれる

広さの広場が 1 つもなかったんですが、初めて地下駐車場を備えた広場を作りました。これが

perforationのより大きい形のものです。これは工事中の写真ですが、リチャード・マイヤーの現代

美術館は向こうでは冷蔵庫とか呼ばれていますが、旧市街のあったかい感じの建物に真っ白いリチャ

ード・マイヤーの建物がいいか悪いかについては建築家や都市計画家がいやというほど論争していて

必ずしも高く評価されているわけではないです。でも、ヨーロッパ都市の市長さんはなぜかリチャー

ド・マイヤーの建物を街の中心に1つは欲しがる。なんかよくわかりませんが、そういうところがあ

りまして、バルセロナも例に漏れず、リチャード・マイヤーの現代美術館を設けた。 

ただ、市民の人たち、建築家や都市学者の人たちが皆好意的に受け止めているのは建物の前にでき

た広場です。広場には、40㎡のアパートに一家6、7人で住んでいる移民の人たちが多くおりますの

で、そういう家に住んでいる家族の子ども達の遊び場にもなっているし、これだけ観光資源としても

価値のあるコレクションを持っている美術館ができたことによって、今まではランブランス通りから

こちら側には入ってはいけないと言われていたエリアに観光客が来るようになった。知識層の市民も

美術館に来るようになりましたし、移民の子たちもいるし、外国人の観光客もいる、多様な人が共に

集う広場ができたことを高く評価しています。こうした都市介入の波及効果に加え、バルセロナはそ

もそもピカソやミロに縁のある街ですので、世界中のお金持ちの芸術家にとってはちょっとくすぐら

れる街ですから、そうした人たちがここら辺の老朽化した空き家を借りるなりして、セカンドハウス

に利用されるようになりまして、ずいぶんと風通しのいい街になってきたみたいです。そのきっかけ
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になったのが、穴を開ける広場をつくっていくという方法で、バルセロナの公共空間戦略の

perforationと呼ばれているものです。 

私は、これはこういう地中海沿岸の極めて密度の高い都市だからこそやれる手法なのかなと思って

いたのですがそうではなくて、さっきのライプツィヒのような空き家が 40％と増えてきているとこ

ろでも同じような言葉を使い、理念としては同じように空間に価値を見出して地区全体の価値を高め

る考え方があるということだろうと思います。 

これが 初に上手くいった例で、その後は南側の大きな広場で行った。ここには売春婦がずらっと

立ち並ぶので有名な通りがありまして、その通りを分断するように７ブロックほど撤去して大きなオ

ープンスペースをとりました。北側に比べて、南側の評判はさほどよくなくて、麻薬密売人の道や売

春婦の道もありましたが、そういったものをさらに狭いエリアに追い込んでしまっただけで、決して

問題を解消していないという批判もあります。また、移民の流入についても、 初は伝統的なジプシ

ーが多かったのですが、その次にモロッコ系のアフリカから渡ってくる移民が多くて、なぜかパキス

タン系の移民が増えています。以前は街と共生できる売春婦だったのが、 近は東側のマフィアと結

びついた売春婦が増えてきていてなかなか共存できない。いろんな政策が上手くいっているけれども、

さらにしんどい問題が降りかかってきており、これら社会問題を公共空間政策で完全に解消できては

いない。 

バルセロナの公共空間政策の新規性は、建物をよくするのではなく、建物を壊して空間をつくると

いう発想の反転にありました。建物の物的なストックを減らすことによって街の価値を高めるのは、

これから人口が減ってきて物的なストックも減らさねばならない時代にあっては、なかなか元気の出

る話なんじゃないかなと思います。 

セルダの碁盤目の都市計画には、ラバル地区の交通計画として十字に道を通す計画がありました。

これが100年越しの計画道路となっていて、かなりのラバル地区のうちの3割から4割の建物は道路

計画線にひっかかるという状況でした。そうしたことが建物の維持更新を抑えてしまったこともあっ

て、ただでさえさまざまな問題を抱えている地区がさらに問題を深めていった。都市計画の罪深い一

面も見受けられます。この連続講演会のテーマが「人にやさしい都市」らしいんですけれども、ここ

に住んでいる人たちが求める公共空間を数珠つなぎにすることによって、さっきの通過交通を処理す

る交通計画に替わる都市計画に転換していったというのがバルセロナの公共空間政策です。 

戦略的に空地を開けていくことを考えますと、バルセロナの公共空間政策とライプツィヒとはかな

り前提条件も違いますし都市の形も違いますけれども、いずれも穴を開けることによって、都市全体

の価値を高める点では共通しているわけです。ここから1つ希望の持てることは、人工的な構築物を

減らすことによって都市の価値を高める可能性もありうると。今までは、建物を造ることが投資だと

思っていたのが、都市全体から見ると逆に壊すことが投資に成り得るんだと。そういう発想の転換が、

人口が増え続けない時代に大いにヒントになるんじゃないかと思います。 

次に、3番目です。穴を開ける思想は、確かに近代以降で考えるととっぴな発想だけども、近代以

前は必ずしもそうではなかったのではないだろうか。例えば、この有名なノリのローマ地図は、建物

の図ではなくて空間を染め抜いた地図ですね。さっきのバルセロナの公共空間政策はまさにこのノリ

の地図を念頭において、これをベースにして現代に新たな公共空間政策をつくっていることがわかり

ます。ここでは誰でもアクセス可能なところが白く染め抜かれていて、教会堂内部や通り抜けのパテ

ィオなども染め抜かれています。こうした考え方は中世の都市だけじゃなくて、アンリ4世のパリに

おいてもありました。これはラスムッセンの本からとった記述でありますけれども、都市を開発する、

基本的には当時市街地を拡張することはできなかったが、更地に都市を開発したい場合には王の騎馬
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像を真ん中に置いた広場さえ整備すれば、その周りは開発してもいいというようなことになっていま

す。広場をつくることがメインで、それを縁取るために建物を作る。つまり、空間に投資するという

のは長い都市の歴史を見ると、人が集う、そうした場をつくることのほうがむしろ都市に対する投資

だったと言えるのではないかと思います。近代以降の急な人口増加でもって発想が変わってしまった

が、また元に考えを戻すと穴を空ける投資ということが十分に考えられるかなと。 

さらに穴を空けるという思想を都市計画以外の分野で見てみますと、なかなか刺激的なものとして

は、建築家の原広司さんの有孔体の理論があります。彼は搾孔という言葉を使っていますけれども、

穴を開けることによって他所との関係をつくる、そういう建築の作り方を近代のモダニズムの建築の

つくりかたを、均質な空間に対抗するものとして提示します。また、 近の建築家ではスティーブン・

ホールが、ポロシティといっています。ポロとは穴のたぐいですが、穴の可能性に着目したような建

築が 近出てきています。あるいは人脈の科学の分野でネットワーク理論の中でも構造的に穴がネッ

トワークの価値を大いに高めるという理論が出てきています。穴を戦略的に上手く開ければ全体の価

値を高める可能性を持っている。都市論は、関係性の理論の側面を持っており捉えても、十分に可能

性のある話なのではないかということです。 

そうは言いましても、確かに穴を開けることで都市全体の価値を高めることは可能だけれども、じ

ゃあ建物を減らしていけば都市の価値はどんどん上がっていくかというと、そんな単純なものではな

いですね。穴の開けかた次第になるわけで、いかに穴を開けるかが都市計画の肝心の課題ということ

になります。その1つの方法がさっきのバルセロナの都市の公共空間を充実させる方向となりましょ

う。これを経済活動の文脈に位置づけると、どういうことになるのだろうかという話を 後にさせて

いただきたいと思います。 

空間というものと経済学がなかなか結びつかなくて、私はずっと2年ぐらい悩んでいますが、何と

かして空間に資本概念と拡張して捉えることができないかといろいろと考えています。まだ、ちょっ

と荒削りな話でして、なかなか堂々巡りで上手くはいっていないけれども、空間に資本価値があるい

うところに何とか持って行けないか、そうすれば投資が起こるわけですからね。そういう方向はない

かなということですね。資本概念の拡張ということの延長で、何とか空間というものを説明したいな

と思っています。 

そもそも資本概念は近代的な産業革命以降のもので、資本概念として 初に登場したとされている

のは工場設備など私的資本ですね。生産は資本と労働の関数ですから、工場設備に投資して労働力を

投入すれば生産が得られると。それが単なる工場設備ではなくて、段々と交通インフラが必要になっ

てきて、交通インフラは個人で整備することが難しいので、段々資本概念が拡張されてきて、社会資

本という概念が生まれてきました。しかし、気づいてみると社会資本が自然を食いつぶしているとい

う問題が出てきて、自然資本にまで拡張されてきた経緯があります。社会資本にしましても、道路や

鉄道は生産関連資本であると同時に、生活関連資本でもありますから、両面を持っていて、生活イン

フラとしての社会資本の重要性が強まってきた。 初は工場みたいなものからスタートしたのですが、

どんどんと拡張されてきて、今話題になっていますのは、知識情報化社会に移行して、いわゆるソー

シャル・キャピタルという、 近英語で言われることも多くなりましたね。人と人のネットワークが

かつての産業の鉄道、道路と同じような役割を果たすようになってきている。そして、社会関係資本、

あるいはソーシャル・キャピタルに投資していくという考えが 近大きく出てきています。 

また、他方でちょっと乱暴な言い方をしますと都市自体が工場の役割をしている。知識情報化社会

では都市からさまざまなものが生まれてくる。そこで、都市総体になんとかして資本価値を見出すこ

とはできないか。つまり、社会インフラとしての都市ということが段々と言われるようになってきた。
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しかし、都市は社会資本としてはとらえきれない限界を私は感じています。そこで、空間という資本

はありえないだろうかと考えております。さっきのバルセロナのような公共空間整備を「空間という

資本」に対する投資と考えられないかということです。今までは、投資して道路を作ったり建物を建

てたり、モノを蓄積してきました。そうではなくてアンリ4世の時のように、空間を整備するために

建物が建っているというような反転の発想ができはしないだろうか。確かに、このような話の持って

いき方はヨーロッパのような歴史的な街並みにはしっくりきます。空間というものに今投資価値があ

るという方向に持っていけるとすれば、人口減少時代に、戦略的に建物を壊していくことが投資価値

を持ちうる。 

地と図が反転した状況を直感的に把握しようとすると、こんなことになりはしないかと思うのです。

これは国土地理院の地図です。これは明らかにさまざまな投資されたモノ、個人で投資された建物や

道路があり、自然の緑地やそういうものが積層したものとして、その集合体として資本価値を見出し

ているということがわかります。他方、さっきのノリの地図は空間そのものに価値があるというふう

に読み取れはしないだろうか。そう考えていきますと、空間という資本は、あるものとものの間でも

あるし、人と人との間でもあるし、人と自然の間でもある。と考えると、今言われているソーシャル・

キャピタルにかなり近いものになる。ソーシャル・キャピタル（人間相互のネットワーク）は一般的

には非物的な資本と解釈されていますが、それの物的な対応がまさに空間ということになりはしない

かと。もし、そうだとすると都市の人口が減ってきて縮小、縮退していく局面において、穴を空けて

いくことが、社会資本整備になりうるのではないだろうかと考えています。まち全体の価値を高める

ように建物を減らしていくのであれば、それはマーケット・メカニズムにも上手くやれば乗ることに

なる。 

単に空間をつくればいいということではなくて、ソーシャル・キャピタルとしての空間を整備する、

関係性のストックとしての空間を増やすと、こういう方向で整備していくということであれば、これ

は十分投資になりうるという筋書きです。空間へ投資することで、人口減少下でも都市総体としての

価値を高める持続可能な発展が、サステイナブルシティがかなうことになります。 

例えば、街並みの連続性を修復して人々の賑わいを創出する方向であれば、ここに空間の価値が出

ることによって街が価値を取り戻すわけです。ライプツィヒの、ここだけは残したいといった市街地

のことや、あるいは緑のネットワークがあるところで繋がればそれがある価値を持っていく。あるい

は、都市的に多様な人たちが出会う機会を創出するものも十分まちの価値を高める投資になります。 

ところで冒頭に問題提起した日本の郊外の再編はどうなるのか。ここまでの話では、ちょっとひっ

かかるとすれば緑のネットワーク化をするぐらいで、なかなか見えにくいかもしれません。が、日本

の都市の場合には、関係性の資本がヨーロッパとは違ったかたちで蓄積されてきているのではないか

と思います。ヨーロッパの場合にはモノとモノ、人と人の間でかなり内向的な都市を形成しているの

に対して、日本は人と自然、まちと自然との関係で都市を形成してきた経緯があります。郊外の再編

でも、この延長が成り立つのではないかなと思っています。例えば、都市を取り巻く田園風景を乱す

建物を取り除く方向で建物を減らしていくことを考える。郊外が乱開発され、現在もさらに新規の開

発が起こりながら、古い建物が使い捨てられていく、使い捨ての土地利用が蔓延しています。こうな

ってしまった郊外を、まちと自然の関係を修景する方向で、自然との関係を取り戻す方向で、建物を

減らしていくような、そういう再編の方向があると思います。そこで都市計画が民間の投資、建物を

つくる投資だけではなくて壊して空間をつくる投資をも、上手く誘導する方向もありうるじゃないか

と。人口減少して、縮退してしまった後は、公的資金を投入するなり、旧東ドイツで行われた団地の

取り壊しのような全面的に公的資金でカバーしかないと思われがちだが、都市全体の価値を高めると
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考えれば、十分経済活動の中でもある程度はよみがえりうるのではないかと、そんなふうに考えてお

ります。ちょっと長めに話しましたが、以上で終わりにさせていただきます。 

 

Ｑ１：神戸市役所のサワノです。穿穴は地区の価値を上げるための投資であると言われましたが、バ

ルセロナ、ライプツィヒの事業手法、事業主体、資金提供者、誰が得したのかなどをお教えくだ

さい。また、区画整理手法がありますが、それとの関係で言うとどう考えておられるか。その2

つについてお答えをお願いします。 

Ａ１：ヨーロッパは日本の土地制度とだいぶ違っているので、日本でどこまで応用可能性があるかが

問題になると思いますが、基本的に違うところは土地所有者には権利もあるけれども、適切に管

理していく義務、責任が多いというのがヨーロッパの土地所有制度ですね。日本でもある程度の

義務は伴うけれども、土地を適切に管理していく義務が前提としてあるというのが大きいと思い

ます。ライプツィヒの場合の穴を開けることに、日本では土地所有者が協力しないだろうと思わ

れます。ライプツィヒの場合はかなり特殊な事情もあるのですが、というのは旧東の土地所有者

は西側へ移住してしまっている。社会主義の時代に亡命してしまっている経緯があって、東西ド

イツ統合で所有権がまた復活しているケースが多いわけです。疲弊した地区に土地を持っている

わけですが、市場価値が落ちてしまっても土地を所有していることによる都市に対する負担が生

じる状態で、自分の持っている資産に将来性がないのに維持するための出費や維持しないと罰金

があるというのが大きいですね。そうすると、市が撤去費用を補助するので、その跡を良好な緑

地として維持してくださいという取引には土地所有者が比較的好意的に応じていて、むしろ何と

かしてほしいというような関係があって、こうしたことが可能になっています。ゼロでいいから、

まちの価値が維持されて欲しいということがありまして、土地所有者にとっても不利益ではない

かたちで行われている。 

緑のネットワークに組み込まれて緑地になってしまうのかというと、そうではなくて、建物用

地として残されるわけで、場合によっては、将来建設する選択肢も残されている。 

バルセロナの状況は日本ではまず想像できない本当に酷い状態ということが前提にあります。

私も 1985 年に初めてバルセロナに行ったのですが、 初に言われたことは、ラバル地区には歩

いて立ち入ってはいけない、車で通るときでも必ず窓を閉めてから通りなさいと言われたくらい

治安が悪くて、入れないエリアでした。そういうところでは、なかなか単体で価値を上げるとい

うことは難しくて、地区の社会問題を解決する物的な改善に対しては、土地所有者が比較的好意

的、協力的だということです。私もきちんと把握していないんですが、街区を取っ払ってしまっ

たところで大きな広場をつくってたところでは、何がその失った資産をどう補填されたかという

重要なところをフォローしていません。建物がどういう公共空間にどう面しているかによって税

金が変わってきていますので、突然大きな広場に面してしまったために、本来なら建物に多く税

金がかかることになります。ラバル地区に関しましてはそれを猶予措置で、すぐにはそうはなら

ないようにしました。地区全体の価値が上がることによってそこに借りて住んでいる人の生活の

質が向上することは勿論ですが、そこに何らかの資産を持っている人にも結局は有利になります。

もっと重要なことは都市全体にとって、こうして疲弊地区の問題がなくなることが、都市のブラ

ンドイメージをぐっと引き上げることになり、都市全体の利益に繋がる。ヨーロッパの中で都市

間競争が激しくなっている今、新しいもので付加価値をつけることは簡単ですが、すぐ真似され

てしまいます。他方、どこの都市も疲弊地区の問題で悩んでいますので、こちらを低減すること

の効果のほうが長続きします。税金を用いた公共的な手段がラバル地区のような疲弊地区に集中
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的に投下されることに他地区から批判されることはなくて、むしろ、都市全体の利益として受け

てとめられていることはまず大きいことです。 

日本の土地区画整理手法は 近発展途上国でもかなりお手本にされていますようになかなか

優れた手法だろうと思う。穴を開けるということとの大きな違いは、区画整理手法が現在のまち

のなりたちを評価せずに将来のあるべき姿を描いていることです。他方、穴を開ける手法は、現

状からスタートしているところですね。現状を尊重して、今どういう状態にあるというところを

基点に部分的に介入していくというやり方であるということが大きな違いだと思います。これは

ヨーロッパの都市社会学の分野で盛んに議論されてきたことですけれども、1960年代頃から行わ

れた旧市街の再開発では、一度更地にしてまた再開発することが多くの都市では現実に行われた

わけです。その時に問題になりましたのは、物理的な建物の老朽化の問題は解消するのですが、

そこにあった社会問題はさらに郊外の問題地区をつくり出して、余計孤立化させてしまっている。

建物が老朽化していて再開発するというのは単なる方便でしかなくて、実は隣接して同じように

老朽化しているけれども再開発にあっていない地区があるということが指摘されまして、人が住

んでいる状態の町を更地にすることによる間接的なマイナスのことが非常に多いと。だから、今

住んでいる人がそこの場所に住み続けられる方向でなるべく動かさずに再生する。人と街とをま

るごと再生するのが 1980 年代ぐらいからヨーロッパで取られている、中心市街地への介入手法

となっています。そこらへんが土地区画整理事業とは違うことになっていると思います。 

Ｑ２：川上と申します。今、おっしゃったことに追加してお願いしたいのですが、区画整理は元々フ

ランクフルトで開発されていますよね。だから、そういう面ではドイツでは区画整理の方法の考

え方を使っているのではないかと私は思うのですが、それは違いますか？それから、バルセロナ

の場合は、そういう方法では広い用地を確保するのは殆ど不可能ではないかと思うけれども、そ

の辺りはどうでしょうか？そこを伺わないと意味がないと思いますのでお尋ねします。 

Ａ２：私は土地をどうするのかは問題だと思って 近勉強はし始めているのですが、元々建築家が都

市にどう関わるかから出発しているので、やっとそうした問題意識を持って、いろいろ調べよう

としているが、どうも私の中でハッキリ見えてきていないですね。ただ、どうも日本の区画整理

とは大分話が違うという気がして仕方がない。どう違うのかをどう説明したらいいのか、難しい

ところですが、例えば、ラバル地区では、こうしたことがどうして可能かということなんですが、

これの場合は市民向けの説明で、きちんと事業手法を説明していないなのかもしれませんが、

初に出た元々をご説明しますと、1975年フランコ独裁体制が崩壊した後に、バルセロナ市当局が

中心になりまして、かなり行政主導で様々な公共空間戦略を立案するんですね。その一環として

つくられていまして、建築家がこれをつくっていますが、この時点で土地の権利関係をきちんと

整理して提案したとは思えまぜん。つまり、この地区の社会問題を解決するために、どのような

問題を抱えていてそれを解決するにはどのような空間的介入が効果的かということでもって作

られる計画です。それを実際どういう事業手法で行うのかは次のステップでしょう。利権調整に

至る前に、都市計画の仕事として部分詳細計画を描きます。これはマスタープランをエリアを区

切って具体的に定める法的都市計画です。かつ、ここでは市がこのエリアの再開発のために公社

を立ち上げまして、そこでこの建物は単体で残す価値があるという検討が行われたり、まちの空

間に関する検討が複数行われて、そうした結果、ここをオープンスペースにしようということが

マスタープランと連動した部分詳細計画として都市計画決定されます。こうして決定された部分

詳細計画を大前提に、個別の利権調整が行われるという段取りです。つまり、どのような街にし

たいかということが、利権調整以前に法的拘束力のあるかたちでまず先行して決められる。どう
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も日本では、さまざまな既得権のあるエリアで何かしようとすると、入口で、容積率をどう移転

するとか、ボーナスをどうつけるかという条件付けがまずあって、そこを大前提に話を進めてい

るのがどうも腑に落ちないところがありますね。そうなると、どうしても容積率が増える方向に

しかならない。これからは人口減少時代ですからどちらかというと容積率を減らし、建物を減ら

して、ダウンゾーニングして、地区全体のイメージアップをする方向です。 

Ｑ３：（川上）その場合に、こに住んでいた人、権利を持っていた人がいるわけですね。その人に対

する対策をしないとできないと思うのですが、中国みたいに国の命令でできるならいいですけれ

ど、スペインも自由主義国だと思うので。先ほどのドイツの区画整理の歴史を調べたときに、基

本的なところは日本とほぼ同じだったと思います。だから、それが今おっしゃったことから言っ

ても、地区詳細計画というのもドイツも同じようにやっていますよね。そういうことだから、ひ

ょっとしてバルセロナも一緒じゃないか。そういうことをしない限り、中にいる人の権利を、区

画整理の場合は皆で負担して公共空地を作るという考え方ですよね。だから、この方法しか基本

的にないのじゃないかと私はまちづくりにおいては思うのですが、それをちゃんと市民全体にそ

の考え方を普及させていけるか、いけないかだと思うんです。それが、まちづくりが進んでいく

か、進んでいかないかのキーになっていると思うのですが、そういう考えについてどう思われま

すか？ 

Ａ３：基本的に私は区画整理をそんなに悪いと思っていませんで、勿論理念は正しいと思っています。

便益を享受できる人間が応分な負担をして、新しい街に更新していく。再開発における事業手法

についてはもっと勉強しなければならないと思っています。ただ、それ以前の問題として2点私

が違うと思う点があります。１つは、都市全体の利益を考えている点。ここに直接権利を持って

いる人たちだけの問題ではないという市民共同体の認識があるという、直接自分の権利に影響を

及ぼす人間だけの問題として捉えられていないということ。結局は都市全体と政治的な判断です。

建築家なり、都市計画の専門家が、具体的な整備手法を前提とせずに地区にとって 適な介入の

あり方をかなり時間をかけて描いて具体化していっている。それを実現させるための手段として

の整備手法が次の段階で求められるわけです。勿論手法と合わないときがありまして、大きな変

更を余儀なくされることが沢山ありますし、座礁したままの計画もあります。 

第２に、土地所有者よりも現在住んでいる人の権利に配慮されているように見受けられます。この地

区で住み続けていて、コミュニティを壊さないようにするために、ある部分を壊してそこを州の

管轄のソーシャル・ハウジングを建てて、そちらに移り住ませるようにするとか、あるいは古い

建物で壊さない方がよくて、かつ、直して使うだけの価値のある建物を直して、そこに近所に住

んでいる人を住まわせて、広場用地になっている建物に住んでいる人たちをそっちに住まわせる。

新聞でも住んでいる人たちのケアがいつも話題になりますね。それにひきかえ土地所有者に対し

てどういうことがなされているかはあまり市民の関心になっていないせいか、新聞でもふれられ

ていないのが現実ですね。日本のように土地が細分化されていないということも無関係ではない

でしょう。少なくとも、旧市街で土地所有の問題が顕在化することはほとんどありません。ちな

みに、新市街に関してはセルダプランのときに、利益を享受する者の負担で持って拡張市街地の

新規インフラ整備をまかなう方針を明確にしました。土地所有者はインフラ整備事業を担えるこ

とが条件となりましたので、開発組合をつくって大口の土地所有者にまとめた経緯があります。

現在でも多くの土地が電力会社や水道会社がかなりの土地を持っています。つまり、公共性を考

えているような会社が土地所有者になっています。旧市街に関しては、大体400年以上の歴史の

ある市街地なので、そもそもの所有者を辿ると宗教施設が多くを所有していたと推測されます。
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この時点で底地は、確かではないですけれどかなりの部分が宗教施設が持っていた土地や地方自

治体が持っていた土地がかなり多くて、問題は上物を買って持っている人たちの問題ぐらいにな

るんじゃないでしょうか。 

Ｑ４：和歌山大学の林です。日本では箱物をつくることが大好きですので、どんどん壊していこうと

いうのは発想として難しいのかなと思いますが。ヨーロッパは持続可能な都市を参考にしていこ

うというのが大分と出てきたようで、そっくりそのままというのは難しいとは思うが、日本の中

でバルセロナ的と言いますか、都市空間設計の可能性がある街があればご紹介いただきたい。 

Ａ４：都市空間、都市デザイナーとか、ランドスケープデザイナーの悪い癖は、海外の都市でなかな

かいい雰囲気の都市だなあと思う空間があると、そこのある部分を拝借して次の設計に生かすこ

とがよくあります。そういう、すぐに役に立つヒントを求めたがるところです。バルセロナ周縁

部には 19 世紀にできた工場の廃墟があって、劣悪な工場労働者住宅で囲まれたような地区が複

数あります。工場の廃墟を部分的に残しつつすっごいアバンギャルドな広場や公園にしています。

それがバルセロナの公共デザインとして、1980年代に話題になりました。ああいうものを造ると

デザインの力で人が集まるのではないかと錯覚してしまうところがありまして、私も是非そうい

う公共空間を作りたいなとまず思いました。それがそもそも私が今日お話したような都市問題に

関心を持つきっかけだったんです。段々調べていきますと、どうもそんなに話は単純じゃなくて、

そこにある社会問題をきちんと見据えて、そこに住んでいる人が何を求めているのか、そこに何

をつくるかの源泉を突き止めて工場跡地に介入していることが公共空間デザインの成功の秘訣

だったのです。デザインの力で人が集まってくるわけではなくて、そこにオーソドックスな公園

をつくっても人々は集まると段々わかってきました。ただ、たまたまそういう場所なので、そん

なものでも許されるというか、それが街のあるアイデンティティに逆になりうる、世界からも注

目される、というプロセスがわかってきました。 

そこまで遡ってヨーロッパを見習おうとすると、日本の場合は、広場みたいなところでオープンカフ

ェができて人が賑わっている風景は違うんじゃないかなという気がしてきました。それと同じよ

うな公共空間というのは、都市を維持していくために不可欠な機能だと思うけれども、その公共

空間のあり方というのも、日本の都市は日本の都市なりに持っているのではないか。ヨーロッパ

の都市は比較的内向的で、その公共空間のかたちは、求心型の広場ですが、日本の都市は周辺の

山であったり、農村風景との関係がまちを維持してきたようなところがあります。広場的なもの

より「同じ眺望を楽しむ」とか、そういったところに可能性があるんじゃないか。そうなると日

本の都市は、どこでも可能性があります。かならずしも高密度な都市の方がよりサスティナブル

な都市に近いとは言えないのではないか。周辺の自然との関係を取り戻す方向で、公共空間を作

り出すことに長けているのかなと思います。その点、ヨーロッパの都市よりは進んでいるかもし

れません。欧米の都市が郊外の再編のことでずいぶん苦しんでいます。郊外をどうコンパクトに、

シティリージョンとして集中的分散に再編しようとするんだけれども、なかなか求心型の都市ゆ

えに上手くいっていないんです。むしろ、日本の都市の方が可能性を秘めているんじゃないかな

と思います。なんか違うかたちで公共空間があるだろうなと思います。 

Ｑ５：八千代エンジニアリングの高岡です。ラバル地区の改革について、全体像があって初めてそう

いうことができるのではないか。南地区と北地区を比べてみたら、どうも相互に関連がなさそう

で、その辺りはいかがでしょうか。それとライプツィヒは問題が多いので対症療法優先型と受け

取れたと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか？ 

Ａ５：バルセロナの公共空間戦略は、よく部分から全体へと言われている。部分の波及効果で全体を
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変えていくという、今までの近代都市計画とは逆のアプローチをとっているといわれることが多

いですね。ところが、これは極めて政治的な発言だという見方がありまして、実際はそうではな

いと言われています。民主化に移行するのは1979年で、フランコ独裁前夜の1976年にできたマ

スタープランがありまして、2008年の現在も有効なマスタープランです。実は無期限でして、こ

のマスタープランが結構優秀だといわれています。バルセロナモデルは、全体計画があった上で

の部分から全体だった。 近、近代的な都市計画を正当に評価する動きがあります。なぜ、マス

タープランが無期限で宙に浮いているかといいますと、当時は都市圏としてのマスタープランを

作る権限を持った行政体があった。マスタープランが有効のまま、解散し権限を失ってしまって、

元の自治体に分散してしまって、自治体を束ねたマスタープランなので、各自治体が部分変更し

かできないことになっていて、全体を変える権限がない。自治体と州の問題がありましてね、州

の地域計画を細分化したものとしてつくるからそれで補完するので、ボトムアップ型の自治体連

合タイプのマスタープランをつくる必要はないという、そういうせめぎ合いがありまして、宙に

浮いたままというマスタープランなんです。結果的に、マスタープランがかなり優秀であったの

で、独裁体制のときにできたんですが、当時知識人や多くの人たちがヨーロッパの他国に亡命し

ていたので、彼らが英知を結集してつくったマスタープランで極めよくできていると 近再評価

されていることです。ラバル地区に対しましても、今日はちょっと素人向け説明で、小さな広場

から始めて次は大きな広場と説明しましたが、このエリアに関して戦略的なプランを何度も、建

築家が独自につくっていますし、市が依頼してつくったものもありますし、いくつも計画道路の

オルタナティブとしてどのような公共空間を連結させたらいいのかというような提案がセルダ

の都市計画決定された道路ができて以降、オルタナティブが何度もつくり直されている。その中

の1つがさっきお見せしたような、こういうものもその1つで、実際実現したのは、ちょっと違

うというようになっていて無数にプランがある。いくつも選択肢を残しながら、その時できる予

算でもって、部分に介入するから戦略的たりうるわけで、部分だけ考えて全体の戦略性を持つと

いうことはありえない。おっしゃるとおり全体の計画が一方では効いているということがありま

す。 

ライプツィヒの方は対症療法的ではないかとご質問の方ですが、ゲリラ的に穴が空いていくの

に、被害を 小限にどう食い止めるかというような、かなり対症療法的に 初はかなり後手、後

手に始まったところです。しかし、対症療法では共倒れを回避できないのでモニタリングで地固

めをして体制を立て直しています。現状を把握した上で、東インナー地区全体のプランを作って、

こういう形で再編すれば街が何とか立て直せると、将来のかたちを示し不安を和らげました。ラ

イプツィヒの方が対症療法的に始まり、その後付で一生懸命計画をつくっていったケースといえ

ます。 

Ｑ６：難波です。一昨年、東ドイツのシュリンキングプログラムの調査に行った。国の施策として提

案しているが、実際採用されたのは２つぐらいしか受けるところがなかったみたいな話を聞いた

のですが、昔であればプレシンクトはヨーロッパのどこでもありましたが、こういう穴を穿って

いくみたいなのは、ヨーロッパでどんどん起こってきているような傾向があるのかどうか？ 

Ａ６：大きくは近代的な機能主義的都市計画の弊害が 1970 年代末ぐらいから徐々に問題になってき

ていて、アメリカでは 1960 年ぐらいから問題点が指摘されてきているのですが、特に機能別ゾ

ーニング型都市計画に対する批判が 1980 年代頃からいろんな都市で同時代的に起きてきた。そ

れが具体的な施策として見えてきたのが1980年代ぐらいからではないかと思いますね。そこで、

公共空間、地と図の反転したような空間を中心に都市を整備していく考え方がヨーロッパではか



 19

なり広まってきてはいます。もう1つ、ここには職能的な対立があるのを見落としてはいけない。

近代都市計画が出てきたときに、（近代都市計画とはオースマンの頃からのことを言いますが、

いわゆるモダニズムの都市計画という意味ではなくて）、そのときに技術者、シビルエンジニア

と建築家の対立があります。空間をつくる方は建築家で、それがオールドファッションと言われ

て、都市化がどんどん進んでいく中で対応ができなくなって、道路をつくる道屋さんとしてのシ

ビルエンジニアがどんどんと台頭してきて、都市をつくる主導権を握っていく。そして現代、そ

の機能主義的・効率的な都市計画のほころびが問題になってきた頃に、このバルセロナなんかも

そうですけれども、建築家が再び主導権をとって、建築家が逆襲するようなかたちで都市へとま

た関与していくという流れがある。近代以前のバロック時代の軸線をつくるような都市計画とか、

あるいはノリの地図のような都市空間をつくっていくというかたちでもってエンジニアの都市

計画、都市のつくり方に対抗していく構図として生まれてきました。 

近一番の問題になってきていますのは、旧市街で確かに賑わいが戻り、広場もきれいになっ

て、観光客も多くくるようになったけれどもそれは旧市街がテーマパーク化しているという批判

です。公共空間をつくったけれども、形だけの公共空間になってしまって、ソーシャル・ミック

スを促す本来の意味での公共空間、都市の創造性の泉としての公共空間ではない。ジェントリフ

ィケーションをおこして貧困層を排除したりして、機能別のゾーニングをこそ克服し用途混在を

進めたものの、また新たな社会階層別のゾーニングを生んでしまっている。前近代にできた中世

の趣きのある市街地が富裕層のための消費の空間にテーマパーク化されてしまっているという

ような批判が 近、社会学者、建築家の間でも出てきている。ですから、機能主義的な都市計画

に対して、空間の広場や街路を主体にした都市計画がものすごい勢いがあるかというと、そう単

純ではありません。また、それの限界も既に見えている。これが、現在のヨーロッパの都市をめ

ぐる状況です。 

Ｑ７：大阪大学の小浦です。空間という言葉の使い方が、いろいろ難しさを呼んでいるのではないか

と感じました。日本では空間をつくるという言葉がないですよね。空けることもつくることだし、

つくることもつくることだし、そういうところが制度の枠組みに載らない。イギリスの都市計画

制度が変わっていて、今までのLand Use Planning から Spatial Use Planning に変わっていっ

ているわけなんです。そのSpatialは社会的、経済的から、これまでの縦割りになっていたもの

を横串に刺して総合化したある種の空間として実現するというそういう発想があって、おそらく

バルセロナでも、そういった空間をつくることによって、今までの経済的な問題だけじゃなくて、

もう少し総合化されたものを都市計画の中に入れていこうというのが、建築の次のサスティナビ

リティの中で議論されている状況が発生してきているのかなと思うのですね。投資の対象として

の空間ということについて、街並の連続性でさえ投資の対象とならないので、景観法ができたと

きに、ルールをつくっても価値が下がらないことを証明しろと言われて何とでも数字は出ますが、

そうじゃない評価をつくっていく、そういうマーケットをつくっていくことが、空間をつくると

いう中では必要ではないかと思う。評価の方法がなく、社会的価値が作れていないので、投資の

対象として社会化できないのではと思いますが、その辺りはいかがですか。 

Ａ７：私も何を悩んでいるかというと、建物をつくるのも投資だし、壊すのも投資で、結局何にも言

っていないと同じことになってしまうという問題なんですよね。空間を経済で扱おうとすると、

近代経済学の資本という概念自体が無理かなという気がしています。社会関係資本、ソーシャ

ル・キャピタルがかなり際どい概念であって、無形の資産に対して、また将来の便益が明確にわ

からないものを投資と捉えることに対しては、経済学においてもかなり抵抗のあることなんです
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よね。そこで、オルタナティブな経済学としてのエコロジー経済学があるのですが、ここに可能

性があるのかなと思って、こちらも調べてみましたが、これはなかなか現実の政策には結びつか

ない。これはさらに上手くいかないのは、環境がベースにあるので、人工物は設計してできあが

った直後に 大の価値を持っていて、減衰して 後は環境の戻る、ゼロに戻るというふうにしか

捉えられていない。都市は人工物の集積でしかないとすると、自然と都市を同列に空間的な資源

として捉えることはもっとむずかしい。というわけで今のところ、ソーシャル・キャピタルも理

論的に力強いものになってきたので、それの物理的なものへの対応としての空間というほうがま

だ少し道が見えやすいかなと考え、近代経済学の資本概念にしがみついて頑張っているところで

す。そこらへんがちゃんとしてこないと、経済の中で、民間投資の中で回していこうとするには

乱暴なところがあるのかなと思っていてます。 終的にはそうしたことを目指したいのであるけ

れども、それ以前に、空間の価値をどのように評価していくのかということを、ヨーロッパの歴

史都市みたいなものだけではなくて、日本の都市がどのような空間的な価値を持ってきたのか、

都市が現在の知識情報化社会において資本としての価値を持っていることがどういうことなの

かを、もう少し丁寧に追わないと繋がってこないのかなということを考えています。 


