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10 年前のこと。2009 年 9 月からの半年間、

アメリカのニューヘイヴンに滞在して研究す

る機会を得た。私を受け入れてくれたのは

イェール大学建築学部のアラン・プラッタス

先生である。彼はまちの中心部の落ち着いた

商店街の一角に、イェール・アーバンデザイ

ン・ワークショップ（YUDW）という個人事

務所を開設し、コミュニティの中で派手では

ないがしっかり仕事をしていた。私は、ポー

ル・ルドルフの設計で有名なイェールの芸術・

建築学部棟ではなく、そこから徒歩 2 分程度

のこの YUDW に席を得た。

YUDW のフロアには地下室があった。暗が

りに向かう急な階段を降りると、そこが書庫

になっていた。プラッタス先生は、ワーナー・

ヘ ゲ マ ン の『American Vitruvius』（1922

年）復刻版に解説を寄せていたことから、シ

ヴィックアートの時代に造詣が深いことは承

知していた。確かに書棚の半分にはクラシッ

クな欧米の都市デザイン、都市計画史に関す

る書籍がぎっしり並んでいた。そして、残り

の半分はニューアーバニズムに関連する最近

の書籍で占められていた。両者が左から右へ、

自然と交じり合っていた。この書棚の構成に、

アメリカの都市デザイン界隈において、古典

と現代とがシームレスに連結されている様子

を実感した。地下室ということもあって、そ

れらが都市デザインの太い根っこのように見

えた。

プラッタス先生の書棚でもう一つ気になっ

たのが、最近の本の背表紙や雑誌の表紙に頻

繁に刻まれていた「アーバニズム」という

言葉であった。実はプラッタス先生から受け

入れ可の返事を頂く前に、何人か他のイェー

ルの先生方にもメールで打診していた。返事

はもらえなかったが、そのうちの一人に政治

学科のダグラス・ラエ先生がいた。東大から

イェールへの派遣が決まった後に、ニュー

ヘイヴン関連の書籍に目を通してみた中で

最も感銘を受けたのが、彼の書いた『City: 

Urbanism and its End』（2003 年）であった。

ニューヘイヴンの都市社会・政治史を綴った

本であるが、その副題にあるとおり、生活様

式としてのアーバニズムの誕生と終焉が全体

の筋立てであった。しかし、本の最後は、運

動としてのニューアーバニズムへの希望で結

ばれていた。私は社会科学の中のアーバニズ

ムが、都市計画・建築学のアーバニズムに接

続されている様子に興奮した。そして、実際

にニューヘイヴンに来てみると、プラッタス

先生とラエ先生は同じコミュニティに属して

いたのであった。

たったの半年でアメリカの都市デザインの

世界を理解できたわけではないし、そもそも

そのようなことを求めていなかった。帰国後

に慶應義塾大学で研究室を持つことが決まっ

ていた私は、ここで記述した環境に身を置き

ながら、大学という場で都市デザインについ

て行うべきことは何か、考えていた。そして、

半年の間に暫定的な回答を得た。いや、不遜

を承知で言えば、もともと構想していたこと

に少し自信を付けることができた。大学で都

市デザインについて何をやるべきなのか、私

の考えはきっと月並みである。第一に現在を

支える太い根っことしての「歴史」。先人た

ちの知恵の集積にしっかりと軸足を置きた

い。第二に運動力と越境力のある「理論」。

特に事実概念と規範概念を併せ持つアーバニ

ズムの探求に可能性を見出したい。第三に言

わずもがな、コミュニティに寄り添った「実

践」。現場で考え、現場に還元したい。

公私ともども忙しくしている間に 10 年が

過ぎた。次の 10 年はきっとさらに短くなる

ことだろう。ニューヘイヴンの暗い地下室で、

裸電球を頼りに書棚を眺めていた豊かな時間

を思い出しながら、ある種の初心を書き連ね

てみて、改めて思う。それぞれにそれぞれの

やるべきことがある。

2020 年、緊急事態宣言下の春、いつにな

く、周辺のみちでたくさん

の子どもたちのボール遊び

やご近所の人たちのおしゃ

べりの声が心地よい風と共

に耳に入ってきた。夏、海辺ではのんびり

漁具の手入れをする漁師の姿を見かけた。

秋、これまではあまり人気のなかった神社

の紅葉を愛でる老女と「ゆっくりできます

ね」と声をかけあった。戸外空間が都市に

開かれた装置として、その魅力が再認識さ

れた一年であったのではないだろうか。18

世紀半ばのロンドンではコレラの猛威を受

けて、「都市の肺」となる戸外空

間が都市には必要であるという機

運が生まれ、この考え方はたちま

ち欧米の都市に広がったことは良
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北海道ブロックの髙森です。北海道北

見市で生まれ、父親の転勤の関係で道内

各所を転々としながら育ちました。大学

卒業後は建設コンサルタントに勤め、途

中３年間東京のプランニングネットワー

ク社にお世話になりました。この３年間

の経験は景観計画・デザイン、地域計画

等、現在の私の仕事の拠り所になってい

ます。その後平成 15 年にソフトスケー

プを立ち上げ現在に至ります。JUDI は

設立当初から入会させていただいており

ました。平成 22 年からの４年間、JUDI

北海道ブロックの幹事を務めさせていた

だき、全国の会員の方々と様々な交流を

させていただきました。総会や全国大会

への参加もそうですが、関西ブロックと

の共同企画「旭川市買物公園歩行者空間

デザインセミナー」では、全国の各ブロッ

クから10名以上もご来道いただき、各々

の専門的見地から買物公園の今後につい

てご提案をいただけたことは、今も貴重

編集後記 : 今号は、これからの日本の都市デザイ
ン的思想を深耕させる推進力の一躍を担う中島直
人先生に「都市をデザインする」をご寄稿いただ
だいた。壁新聞のような JUDI 通信ではあります
が、コンテンツはなかなか秀逸なレベルにあると
たまに自負するときがあります。コロナに気をつ
けてよいお年をお迎え下さい（JUDI 国際委員長：
服部圭郎）

長崎市は、2021 年に「長崎開港 450 年」を

迎え、「次の時代の長崎の基盤づくり」に向け

静かに活気づいている。「陸の玄関口」となる

長崎駅周辺では、2022 年の新駅舎完成・新幹

線開業、2023 年の東口駅前広場完成、2025

年の新駅ビル開業と立て続けにビックプロジェ

クトが続き、市内の交通体系や地域経済を一変

させる様相となっている。市街地外縁部に目を

向けると、明治以降から後背にある急峻な斜面

を延々と開発してきたすり鉢状の特異な都市景

観は、香港、モナコと並ぶ世界新三大夜景と呼

ばれるまでになっている。その急峻な斜面を移

動するモビリティに、長崎ならではのユニーク

なデザインを見ることができる。

■稲佐山スロープカー

2012 年世界新三大夜景都市の認定を受け、

夜景スポットである稲佐山山頂展望台への交通

渋滞緩和と来訪者増への対応のため、長崎市は

中腹駐車場から山頂までの距離 510 ｍ、高低

差 84 ｍを移動するスロープカーを 2020 年 1

月に整備・開業した。車両デザインは世界的な

工業デザイナーの KEN OKUYAMA DESIGN。全

面ガラス張りで車体下部と天端は黒に塗られ、

稲佐山の美しい自然に溶け込むよう意図されて

いる。山頂への尾根沿いを走る車両からは、西

に外洋の五島灘、東に長崎市街地を望み、360

度の大パノラマと緩やかなシークエンス景観を

体感することができる。定員 80 名、所要時間

8 分。

■稲佐山ロープウェイ

稲佐山ロープウェイは、市の観光開発の一

環で 1959 年から開業している。2011 年に老

朽化したゴンドラ２台を 360 度ガラス張りの

デザインにリニューアルし、現在も運行して

いる。デザインはスロープカーと同じく KEN 

OKUYAMA DESIGN。麓の淵神社に設けられた

駅から山頂までの距離 1090 ｍ、高低差 298m

を所要時間 5 分で結ぶ。定員 31 名。眼下に長

崎の中心市街地や斜面開発した密集住宅地、山

頂側には緑ゆたかな森林景観を見ることができ

る。

■斜行エレベーター「グラバースカイロード」

市南部の南山手地区には、大浦天主堂やグラ

バー園をはじめとした歴史観光資源が豊富にあ

り、また緑ゆたかな文教地区・斜面密集住宅

地が広がる。そうした丘陵地に斜行エレベー

ター「グラバースカイロード」は異彩を放って

存在している。小学校への通学路、グラバー園

への裏からのアプローチ、上部にある住宅地と

麓にある商店街を結ぶ主要ルートとして整備後

には大きな需要が見込まれ、そして市電南端の

「石橋」電停やバス交通との相乗効果が期待さ

れるとして、2002 年に斜行エレベーターは開

通した。斜行エレベーターは、全長 160m、高

低差 50m、傾斜 31 度、時速約 5km、定員 17

名、途中５箇所の乗降場が設置されている。翌

2003 年には斜行エレベーターの先に垂直エレ

ベーターが整備され、グラバー園へのアクセス

が更に良くなっている。運行は 6:00 〜 23:30

で、来訪者も無料で利用できる。

■斜面移送システム「てんじんくん」

長崎市の７割を占める斜面住宅地では、幅員

１〜２ｍ程度の階段道路でしか行けない住宅が

多い。特に奥地には高齢者が多く住んでおり、

そうした高齢者に安全で快適に斜面の移動がで

きるよう、市と民間企業が共同開発し、2002

年から小型の斜面モビリティを設置している。

設置されたのは、天神町、立山地区、水の浦地

区の３箇所で、懸垂型のカゴで定員２名を分速

15m で斜面を移送するモビリティ。乗車する

には専用カードが必要で、来訪者が自由に乗る

ことはできない。（文責：尾辻信宣）

髙森 篤志
   たかもり あつし

な体験として心に残っています。

今年から JUDI の理事として活動させ

ていただくことになりました。現在、コ

ロナ禍のなか活動が思うように進まない

状況ではありますが、全国ネットワーク

の力を信じて微力ながら尽力していきた

いと思います。

（宮前保子）

都市をデザインする

中島直人（なかじまなおと）
1976 年生まれ。東京大学大学院工

学系研究科准教授。主な著書に『都

市計画の思想と場所　日本近現代

都市計画史ノート』、『都市美運動　

シヴィックアートの都市計画史』

株式会社ソフトスケープ

く知られている。インスタ映えしなくても、

観光地でなくても、大きく深呼吸ができる

身近な戸外の居場所をどのように確保し、

開いていくか、日本の都市環境デザインの

光が見えてきたのではなかろうか。

稲佐山ロープウェイ 斜面移動装置

イェール・アーバンデザイン・ワークショップ。その後、こ
の建物の別フロアに移転した

「2020 年の春、夏、秋」

地下室の書棚と歴史・理論・実践

稲佐山スロープカー


