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我が国のまちづくりでは、1980 年代以降、国

土交通省（元建設省）主導の国土開発から、市

民参画型の地方分権に移行し、小さな政府、豊

かな公共を目指すようになってきた。しかし、

明治時代に開校された「造家学科」の伝統は脈々

と続いており、大学における建築教育では建物

の工学的性能を中心にカリキュラムが組まれる

一方、都市計画系の教育では、土地利用や制度

設計的な領域を中心に教育が行われてきたとい

う現実がある。問題は、この中間の領域を埋め

る実践的教育手法があまり確立されてこなかっ

たことであり、このことが地方分権の時代にお

けるアーバンデザインやまちづくりの担い手の

育成を遅らせてきた大きな原因となっている。

特に建築設計の教育においては、一級建築士制

度の影響が色濃く、まず敷地を設定し、その中

でいかに建築基準法を遵守した堅牢で安全な建

物の設計をすることが最重要視されてきた。し

かし、時代の流れが環境デザインの方向に変わ

りつつある今、そうした従来型の職能だけでは

なく、建物の群として町並みをどう考えるか、

地域活性のための仕掛けとして建築や景観をど

のように戦略的にデザインしていくか、という

ような「敷地を超えた」職能も視野にいれた新

しい教育手法を考える必要がある。

　明治大学の私の研究室（都市建築デザイン研

究室）や日本建築学会の都市計画委員会では、

この問題意識に立ち、「シャレットワークショッ

プ」という欧米型のまちづくり合意形成手法を

用い、全国各地で建築都市系学生の教育プログ

ラムを実施してきた。これは、短期間に現地で

合宿をし、①地域環境の読取、②問題点の抽出、

③将来ビジョンの策定、④具体的解決策の提案、

をグループ活動で行うものである。この手法自

体はまだ開発途上のプロセスだが、約 25 年を

経て振り返ってみると、建築と都市の間のス

ケールを同時に考えられる高度な専門家を育成

するという点においては、一定の教育的成果と

実際のアーバンデザインへの実効的成果が得ら

れたと実感している。

　一方、地方における公共空間のデザインを考

えた場合に、大都市とは別の問題として、市民

力を背景とし、その地域らしさをデザインに取

り入れ、如何に地域自体が持つ魅力を増大させ

るかという、地域間競争を意識した丁寧なまち

づくりの手法が求められていると言えよう。特

に複数の公共事業が並行して実施されるような

場合、それらのプロジェクトが相互に連携され

ない場合が多いが、都市景観の全体的デザイン

価値を高めるような調整行為の必要性が未だに

社会的に認知されておらず、「敷地を超えた」

都市デザインの仕事が職能として制度化されて

いないことは大きな問題である。私たちは、第

三者による介在が硬直した行政と市民の関係を

修復の方向に導く際に有効に働くことを何回か

確認してきたが、今後、行政と市民が対立する

のではなく新しい連携関係を維持するために、

大学や都市デザインの専門家が関与し支援する

ことの重要さはますます重要になってくるであ

ろう。また、これらのコーディネーション能力

を備えた実践人材の育成は急務であると思われ

る。

兵庫県姫路市の駅前再開発事業では、2008 年

に全国の学生を集めて実施した「シャレット

ワークショップ」を契機に、私たちが関わるこ

とになったが、公共空間デザインの合意形成に

市民参加のプロセスを積極的に取り入れ、市民

と専門家と行政が緊密に情報を交換しながら、

計画や工事を進めるという新しい事業展開の手

法を経験することができた。このような事例が

更に全国に展開されることを期待している。

造園家として数十年、多くの庭作りや都市のラ

ンドスケープデザインに関わってきた。今、た

ぶん最初で最後となるであろう、自身がクライ

アントになって石庭作りを始めている。だれも

住んでいない望郷の里―池田に狭小

な畑地と囲炉裏のある小さな古屋敷

がある。ここに造園家の証しとして、

私が今も追い求めている「石と大地

の創造」の小空間を作庭したいと数年前から構

想した。

　コツコツと資金作りを始めたが、希望の金額

の半分にも満たない。そこで 30 数年石工・造

形職人として協働してきた川崎廣進さんがボラ

ンティアで協力してくれることになった。また、

田舎には幼馴染の墓石屋を生業とする五島洋一

郎君が端材なら自由に使ってよいと言ってくれ

た。姪の裕子と測った敷地図にクライアントに

気兼ねせず自由に夢のプランを描き、予算とニ

ラメッコしている。楽しいはず

のイメージスケッチは乏しい資

金に阻まれていく。他人の資金

で質の高い本ものの空間・風景

を造るのだと声高々に論じてきたが！

実現に向けクライアントとして自闘しながら得

た答えは、もう一度身体を鍛え直して自らが

力仕事で石に挑み造ることから始めることだ

と・・・がはたして完成まで持つだろうか！乞

うご期待を。

 四季雑感 　

■ 都市デザイン・プロジェクト 100 選 ■Selected PROJECTS  004　姫路駅トランジット ・ モール

■ JUDI メンバーの紹介■

大阪生まれ、大阪育ち、個人事務所を主宰して

いた私が、1990 年、米国ニューヘイブンのシー

ザーペリ事務所で、初めて見る海外事務所の雰

囲気に圧倒されたことがきっかけで、日本での

現地採用の第一号として、ペリ事務所のプロ

ジェクトに参画することになります。時は、バ

ブルの終盤、多くの海外建築家が撤退する中、

シーザーペリ日本事務所は、業務を拡大して行

きました。

　そこには、地域の文化、風土に対してリスペ

クトするデザインと日本人スタッフが日本的な

打合せで進める設計プロセスが業務拡大の要因

の一つだったと感じています。　

　その後、12 年間、九州大学新キャンパス、

中之島三井ビルディング、国立国際美術館など

を担当した後、2004 年に HTA デザイン事務所

を立ち上げ、同時に JUDI 活動にも参画しまし

た。ペリから引き継ぐ「建築＜都市＜人」を設

計理念として、グローバル化社会に呼応した地

域性のあるデザインの可能性を求め、大阪を拠

点に「まちと人が元気になるデザイン」を追求

しています。

編集後記 : 『JUDI 通信』。無事に四号目も出すこと
ができました。これまでは予算もなく、自腹を切っ
ての取材や、執筆者にも原稿料なしという大変失
礼なことを重ねてきた訳ですが、次号から原稿料
の予算をいただきました。ということで、あと一
年間は続けられそうです。さて、今回は、日本初
のトランジット・モールということで姫路駅前ト
ランジット・モールの特集号のようなものになっ
ています。シャレットワークショップという手法、
そして専門家の哲学が、形となって具体化された
ことは、大きな勇気を同業者、すなわち JUDI の
メンバーにも与えてくれるのではないでしょう
か。今後も何とぞ、宜しくお願い申し上げます。

（JUDI 国際委員長：服部圭郎）
 

姫路駅の姫路城側（北口）に出ると、素晴らし

いサンクン・ガーデンが目の前に広がる。それ

は人が憩えるようなランドスケープ・デザイン

がされた極めて贅沢な公共空間である。通常、

新幹線の停車駅の駅前空間はバス・ターミナル

やタクシー乗り場などがあり、自動車が走行で

きるためのアスファルトによって地表は支配さ

れている。人は地下に誘導されたり、またペデ

ストリアン・デッキなので空中に行かされたり

して、自動車のために地表という一番使い勝手

のよい空間を譲らされている。地表は歩くこと

も難しく、ましてやそこでおしゃべりをしたり、

たむろしたりすることなどは論外だ。それが、

この姫路駅では出来ている。しかも、水が流れ、

緑が安らぎを与えてくれる快適な環境において

だ。

　新幹線が停まるぐらいの規模の都市の駅前

は、どこもが金太郎飴のように同じように見え

る。それは、地域性やその土地の文化・歴史な

どを配慮せずに、機械的にマニュアル通りに駅、

そして駅前広場という名の交通ターミナルを整

備してしまうからだ。それは経済的効率をひた

すら優先していた時代には、それなりに有効で

あったかもしれない。しかし、経済が成熟化し、

人口もピークに達した国の取るべき計画手法で

あるとは思えない。

　ただ、これまでは惰性で新しい時代に対応し

たような公共空間をつくることがなかなか難し

かった。そのような状況を大きく変えたのは

「シャレットワークショップ」という市民のニー

ズをくみ取りつつ、それを専門家によって具体

的なデザインへと昇華させるというコラボレー

ション手法である。そして、市民の声をしっか

りと誠実に聞き取ろうとした行政の真摯な姿勢

であろう。

　この空間が具体化されるまでの過程をざっと

振り返ってみる。交通結節機能を向上させ、地

下街の活性化も図れるような駅前広場の整備計

画を策定することとなり、2006 年に姫路市は

その計画も含めた「姫路市都心部まちづくり構

想」を発表する。しかし、この構想では駅前

ロータリーは自動車中心の空間デザインがされ

た。この案に疑問を抱いた市の各種団体は、様々

な代替案を提示し始める。そして、2008 年に

地元の NPO が、まちづくりの手法の一つであ

る「シャレットワークショップ」の実施を画策

する。それを全国から集まった学生とで 2008

年 11 月に実施。そして、これに対する市民か

らのフィードバックを受けて、第二回を 2009

年１月に実施。そして、その結果を踏まえて

「市民フォーラム」が 300 人の市民を集めて、

2009 年 4 月に開催される。市側もこの市民の

動きに呼応して 2009 年 6 月に、駅前広場のロー

タリーのレイアウト案を３つほど提示する。こ

の案に関して「公開専門家ワークショップ」が

7 月に開始され、３つの案の評価の提言を市長

に行う。その結果、現在の実施案に決定された。

　そして、設計作業と並行して、NPO 法人や行

政が有機的に「連続セミナー」「専門家会議」「市

民ワークショップ」「推進会議」を開催したこ

とで、意識化、論理化、検証と選択といった合

意形成のプロセスがミルフィーユの生地を重ね

るように繰り返されていった。そして、その結

果できたのは、日本初のトランジット・モール

であり、世界遺産・姫路城の見事な姿を展望で

きる眺望デッキ、そして公共性が溢れる駅前の

サンクン・ガーデンであった。

（姫路市役所および小林正美氏への取材をもと

に服部圭郎執筆）

髙原 浩之
     たかはら　     ひろゆき

株式会社　HTA デザイン事務所　
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　現在、理事 2 期目です。JUDI の多様な職種

の方々との交流を魅力に感じながら、多様な

JUDI 活動が社会に拡がることのお役に立ちた

いと考えています。

（長谷川　弘直／造園家）

世界遺産の姫路城が展望できるデッキも新たに整備した

都市をデザインする 小林正美：明治大学理工学部教授／アルキメディア設計研究所主宰　東京大学大学院修

了の後 ,　丹下健三・都市建築設計研究所勤務 (1979-85), ハーバード大学大学院修士課

程修了 (1988), 東京大学大学院博士課程修了 (1989) ハーバード大学客員教授 (2002), 著

書に「市民が関わるパブリックスペースデザイン」（エクスナレジ社 2015）など

姫路北駅前広場のサンクンガーデンの風景
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