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「まちが人々の心に触れるようにしなさい」。

本年 4 月に出版された「エコロジカル・デモ

クラシー」（鹿島出版会 2018）の著者であるラ

ンディー・ヘスター先生が、ハワイのハレイワ

地区の将来計画を検討していた際に、ここに暮

らす古老アンクルイマに貰った言葉だ。

まちが人の心に触れる。そんなデザインや計

画ができるのだろうか。だいたい人々の心に触

れるまちとは何か。デザインや計画業務の発注

書に「人々の心に触れること」などと書いてあ

るはずもない。それでも、もし、そんなまちや

都市がデザインできたら、デザイナーやプラン

ナーとしてどれほど嬉しいだろう。そして住民、

市民はどれほど喜んでくれるだろう。

エコロジカル・デモクラシーの都市デザイン

については、ぜひ上記の本をお読み頂きたいの

だが、ものすごく簡単に記せば、「自然と社会

を同時に一緒に考え」、「スケールを上下し」、

「人々の価値観に変化を促す」デザイン手法で

ある。

エコロジカル・デモクラシーの都市デザイン

は、都市に自然と農を導きいれる。自然が身の

回りにあると、自然から生まれた種である人間、

つまり私たちの内なる自然が容易に発現する。

それは支え合いの気持ちであり、交流し楽しむ

心であり、好奇心と正義感である。現在の都市

は自然から切り離されていて、だから都市に住

む人間も自然から切り離されている。自然と人

間の間に都市が介入して、もともとあった両者

の不可分な関係を断ってしまった。だからエコ

ロジカル・デモクラシーのデザインは本物の自

然や農を都市に呼び込み、人々の心の内に自然

の喜びを呼び起こすことを目的とし、それを引

き起こす都市デザインを実践する。

エコロジカル・デモクラシーの都市デザイン

は、一つ一つのまちづくり活動をつなぎ合わせ、

隣近所から地区へ、地区から都市へ、流域や文

化圏へとスケールアップする。自然の生態系や

水の循環系のつながりを利用して、都市や地方

という大きな範囲の自然と社会についても人々

が考え、判断できるようにする。都市の密度を

上げ、コンパクトにし（場合によっては分割し）、

都市の外部に大きな自然をおく。都市が自然と

人間を繋ぐ装置となるようにデザインしなお

す。日常生活にあふれている人々の支え合いと

自然を慈しむ心を強化し、そしてより大きなス

ケールでの民主主義を実現しようとする。

こうしてエコロジカル・デモクラシーの都市

デザインは、日常にすでにある小さなエコデモ

＝自然と社会のつながりを、都市デザインを通

して、育て、根付かせ、同時に、未来の都市の

ビジョンを示す。人々が今でも大切にしている

価値、協働の喜びと自然への感嘆を強化し、推

進する都市の形態を創るのである。

「エコロジカル・デモクラシー」の本には、豊

富な事例と具体的なデザイン手法が記され、上

記の事々が実現できるように、エコデモの都市

デザインの 15 原則と３つの形態としてまとめ

られている。しかも著者ランディー先生は、エ

コデモの大切な部分を日本から学んだという。

世界の端にあるからこその、この列島の自然と

文化の多様性は、いつだって私たちの心に触れ

る。私たち日本の都市デザイナーは、何度でも

この多様な自然と人々の言葉に耳を傾け、そし

て未来の世代や小さな生き物を大切にする社会

を実現するために、真摯に行動できる。そうす

れば、発注書にはなくても、「まちが人々の心

に触れるように」できるだろう。私は JUDI 創設期からのメンバーだが

この会で「建築家」を名乗る会員は少な

く、日本建築家協会（JIA）から JUDI は

あまり知られていない。

 かくして建築という世界

と都市環境デザインという

世界とが、それぞれ別の舞

台で競いあっているような

状況が生まれている。

 私は若い頃、10 年間ブラジルの建築

家 ジ ョ ア キ ム・ ゲ デ ス（1932-2008）

に師事した。以来私は、JUDI で知り合っ

た様々なジャンルのデザイナー達と協働

して都市環境デザインに取り組んでいる

が、それは修行したブラジル流儀なのだ。

ブラジリアやクリティーバで知られるブ

ラジルの都市は建築家達による成果であ

る。

 建築家のフィールドは都市

計画レベルから家具インテリ

アのレベルまで多岐に及び、

多くの専門家やデザイナー達
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私は 1987 年に京都府宇治市に生まれ、

関西学院大学を卒業し、大阪大学大学院の

修士・博士を修了しました。学生時代には

まさか自分自身が研究者になるとは全く

思っていませんでしたが、2016 年に縁が

あって地元の京都にある龍谷大学政策学部

に着任し、地域レジリエンス（危機による

地域社会への被害を最小限にし、魅力的で

持続可能な地域を実現すること）をテーマ

に教育・研究活動に取り組んでいます。

私が修士１年生の就職活動の真っ只中で

東日本大震災が発生しました。震災後は就

職活動そっちのけで東日本大震災の被災地

に何度も訪れました。被災地の状況を知る

につれ、震災復興のあり方に大きな疑問を

感じたことが、このまま研究を続けていき

たいという原点となりました。

2015 年から JUDI のメンバーに加えてい

ただき、入会当初には「災害の記憶継承に

資する都市環境デザインの役割」というテー

マで公募型プロジェクト助成金に採択して

編集後記 : なんと今回で 10 号目の JUDI 通信を
出すことができました。誰に期待されている訳で
もなく、誰が楽しみにしているかも不明であるに
も関わらず、ここまで続けられたのは、執筆して
いただく方の原稿のコンテンツが大変面白く、ま
た広く人々に知ってもらうことで益になるなと信
じられるからです。ということで、誰に頼まれて
いる訳でもないですが、まだしばらく続けたいと
思っていますので、引き続きよろしくお願い申し
上げます。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

エコロジカル・デモクラシーのデザインの特徴

は、自然と社会のつながりを大小のスケール

で把握し、デザインし、計画することにある。エコ

デモのもう一つの特徴は、未来を指し示すビジョン

であり、同時にそのタネが日常生活にあるとするこ

とだ。したがって都市デザインに求められるのは、

小さなエコデモをまちのそこここに発見し、それら

をつなぎスケールアップする環境を用意することで

ある。ここでは私が運営委員長を務めた「（公益信託）

世田谷まちづくりファンド」と、仲間と共に本年設

立した「（一財）世田谷コミュニティ財団」を、エ

コデモの都市デザインの現場として紹介したい。

「世田谷まちづくりファンド」は創設 25 周年を

迎えている。私が運営委員長だった 2010-2015 に

は、東日本大地震が発生し、社会的企業や NPO の

インパクト評価が進展した。世田谷で培われた「ま

ちづくり」が被災地に寄り添い支えとなれるのか、

自立し成長する社会セクターを世田谷に育てられる

のか、公益信託の制度的な枠ぎりぎりまで運営委員

の方々とデザインし、チャレンジした。このチャレ

ンジの基盤となるのが、年に数回行われる審査会・

報告会に集う 30 ～ 50 助成申請団体のつながりを、

皆で確認し、創出する WS である。審査会は、助成

の可否と助成金額が公開で決まってゆくので、会場

は熱い熱気に包まれる。と同時にどの地域で、どん

な活動を、誰がしているのか、互いに知り合う。子

どもの遊び、病気の子のケア、その親とつながるこ

と、土を整えて花壇を作り、空き家にお年寄りのカ

フェを作り、目の見えない人に本を読み、都市農業

をアートし、学校農園を耕し、多自然の川にカワセ

ミの営巣地を作り、無職の若者が劇団を結成し、子

供たちが公園で巨大な絵を描き、下北沢の開発に提

案し、ツリーハウスを作り、障がいのある人のアー

トを応援し、お母さんたちの子育てと就職を支援し、

新しく祭りを祝う活動が報告される。そしてこんな

にたくさんの人が、それぞれの背景と動機とエネル

ギーをもって、まちのために何かをしていることを

驚きと歓びとともに知り、このつながりが世田谷ら

しさを生んでいることを知るのである。これを私た

ちは「まちづくりの生態系」と呼ぶが、それは一つ

一つの素晴らしいまちづくりの活動の総和以上のも

のだ。

2018 年 4 月「世田谷まちづくりファンド」の終

了を見据え、ファンドの運営委員経験者が中心と

なって「（一財）世田谷コミュニティ財団」を設立

した（https://scf.tokyo/）。市民や企業から寄付を募

り、それをまちづくり団体へ助成、投資する仕組み

である。現在は「都市の農」をテーマとする設立記

念助成事業の準備を進めている。水のめぐる大地と

季節と天候と食と人々の協働が未来の世田谷には必

要だというビジョンにもとづき、比較的多く残る農

地をまちづくりの背骨とする提案と実践を広く市民

社会に求めたいのである。

このように、まちづくりのレガシーが引き継がれ、

自然と社会が豊かにしあうエコロジカル・デモクラ

シーの回路がまわり、そこここに展開される小さな

まちづくり活動が世田谷全体を形作っている。（文

責：土肥真人）

石原 凌河
   いしはら　 りょうが

いただきました。このプロジェクトの一環

で、JUDI の諸先輩と一緒に東日本大震災や

中越地震の被災地を訪問できたことが本当

に良い経験となりました。JUDI の更なる発

展のために、微力ではありますが、これか

らも尽力していきたいと考えています。

（南條洋雄　南條設計室主宰）

都市をデザインする 土肥真人：エコロジカル・デモクラシー財団代表理事。東

京工業大学環境・社会理工学院准教授。農学博士 ( 京都大

学 )。1993-94 年カリフォルニア大学バークレー校でラン

ディー・へスター氏にコミュニティー・デザインを学ぶ。

龍谷大学政策学部　講師

交流ワークショップの様子 交流ワークショップの様子

世田谷の交流マップ
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（注）季刊誌 BIOCITY 74 号「エコロジカル・デモ

クラシー特集」には、14 名の筆者によって日本の

エコデモの様々な姿が、記されているので、ぜひご

覧いただきたい。

との協働（コラボレーション）が一般的

である。JUDI が建築家からやや遠い世

界にあることは社会の損失なのではない

かと、若い頃のブラジル体験に鑑み思う

のである。

編者（服部）が優れたエコロジカル・デモクラシーの事例である

と考えるヘスター氏が手がけたアメリカのロスアンジェルスにあ

るオーガスタス・ホーキンズ自然公園で、そのデザイン・コンセ

プトを解説するヘスター氏。右端が土肥氏。


