
であったし、神戸市から示された小野寺氏の

描かれたイメージがとても良かった。すでに、

EKIZO のテナントは決まっていたが、阪急阪

神ホールディングスから「道路への滲み出しは

できないか」と提案した。「ほこみち」を睨ん

だ道路占有を計画していたのである。道路を５

mから４mに変更、歩行者空間２mを担保し

た残りの空間と店舗側セットバック空間 1.5m

がテラス席となった。すでに決まっていたテナ

ント側へのデザインルールには、オーニングを

つけることを書き込んだ。そのほかはテナント

を信頼して任せている。それでも突然の変更で

店舗側の設計は大きな修正が必要となった。閉

店時にはテラス席の椅子や机を全て店舗内に収

納しなければならないからだ。現在では、ほぼ

すべてのテナントがテラス席を設け、道に賑わ

いが溢れている。

官民連携で進めてきたこの街路整備、今後は

北側街区の飲食店も共に中間組織としてのマネ

ジメント団体を立ち上げたい。このようにし

て、道路上でのあたらしい空間づくりは続いて

いく。

	 	 （JUDI 関西　岡絵理子）
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2002 年に JUDI に参加し、ちょうど 20 年。

この間、都市という存在に自身がどのように関

わってきたかを振り返ることで、わずかな断片

ながら、その時代に望まれた都市の姿や都市デ

ザインに対する社会の要請の一端を垣間見るこ

とができるかもしれない。

2000 年頃までは、俯瞰的な周辺環境の分析

から空間の基本構成を導き、地域性を表象する

エレメントを抽出し、場の特性を空間化するデ

ザインを手がけ試行していた。その手法は、普

遍的なデザインを求めるモダニズムとは本来は

相容れないはずだが、抽象化された表現により、

モダニズム的な建築と親和性のあるものとして

一体で実現されることも少なくなく、後にその

ような方法論で建築自体を設計したこともあ

る。

2000 年代から、地域性の表象と企業理念を

象徴することが重なり、企業本社などの仕事が

増えた。企業の多くが戦後の創業期や復興期か

ら半世紀を迎え、「第二の創業」と言える時期

に到達していたことが背景にある。本社の新設

や移設に際し、創成来の自社のオリジンやアイ

デンティティの根底に、創業地や企業地盤とす

る地域との関係を見出す企業が多く、内外の

オープンスペースやファサードなど都市や社会

とのインターフェイスとなるパブリックな空間

や表層を重視し、企業理念を伝える潜在的なメ

ディアとして捉えデザインした。

同年代には、自然環境や地域特性だけではな

く、社会情勢を含めた事業環境も鑑みることに

より、事業計画と空間構想を同時に検証する仕

事も増えた。新規開発や再開発の事業内容や規

模の見直しを図り、地域計画を含めた基本構想

を取りまとめデザインへと展開する。事業、都

市、土木、建築を横断するような仕事であり、

公共と民間に跨る事業が多かった。

2010 年頃から、事業化から検討する仕事が

増える。幾つかは鉱山跡地や工場跡地など生

産機能を終えた産業棄地、いわゆるブラウン

フィールドだ。欧米では 20 世紀後半から国家

的な取組みとして産業棄地の都市機能への再編

が進み、エムシャーパークやハイライン等の代

表的なプロジェクトは日本でも盛んに報道され

た。しかし産業棄地の多くが民地のため、日本

では公的な施策の対象ではないとされ、問題が

潜在化した。あまり知られてはいないが、工業

地帯だけではなく、首都圏内でも鉄道駅至近に

数 10ha から 100ha 前後に及ぶような土地が未

利用か暫定的な低利用のまま存在している。こ

れらの土地には現状に至る数十年から数百年の

履歴があり、容易に再開発や土地利用転換し得

ない様々な要因がある。周辺地域ひいては国全

体への影響も大きく、官民共有の課題として取

り組むことが必要だ。

2020 年前後には、公共空間の民営化や民間

活用が活発に叫ばれるようになり、公立大学の

任についたこともあって、そうしたご相談も増

えた。市民参加のワークショップや合意形成に

向けた社会実験、PFI や PPP への取組み等、そ

れら自体は否定するところはない。が、ともす

ると一過性のイベントに終始したり、民間活用

の名の下に特定の企業やグループによる私物化

や資本による公共の搾取、短期的な商業利用と

放擲が進まないかを懸念している。公共という

概念は、何世紀もかかり人類が到達した共有財

産だということを忘れずにいたい。

振り返ると、自身の原点は環境と人の関係か

ら生存の場を構築することだが、その点を指標

として浮かび上がるのは、都市という共存の場

に対し、時代という環境との関係によって生じ

た変容だ。それは人々の都市に対する絶え間な

い挑戦による、みえない軌跡の現れでもある。

アメリカは 3月第２日曜日にサマータイ

ム（daylight	saving	time）になる（アリゾ

ナなどは制度を採用していない）。時計の針

を 1時間、朝８時を９時に進める。制度に

慣れていない旅人は、約束

に遅刻し、ひどい場合は飛

行機に乗り遅れるなどの失

敗をする。

B. フランクリンがサマータイムを提案し

たという。日の出と日没に暮らしを合わせ、

燈火を節約する狙いがあった。その後、廃

止され、復活し、現行の制度はＧ .W. ブッ

シュの大統領時代以来。意外に新しい。

The	Sunshine	Protection	Act が連邦上院

を通過し下院に送付された。2023 年にサ

マータイムを、年間を通じての標準時にす

る内容。過半の国民が支持しているが、成

立するかは不透明。

日没時間が遅くなり＜ After	

５＞を楽しめる。半面、冬の

朝は真っ暗な時間帯に通勤通

学をする地方が出る。タイム
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今期で JUDI 通信は発行を終えるので

すが、６年もの長い間、年４回の季刊発

行を欠かさず続け、A４判両面のわずか

な誌面で充実した記事をお届けできたこ

とは、ひとえに編集長の服部さん、岡さ

んの御蔭だと感謝しています。勿論、素

晴らしい原稿をご寄稿いただいた方々へ

の感謝は尽きません。JUDI 通信編集の

一員に加わり、素晴らしい経験やネット

ワークができたことは、かけがえのない

経験でした。特に巻頭の『都市をデザイ

ンする』は、気鋭の方々にストレートに

我が都市デザイン論、あるいは原点を披

露いただいて、いつも刺激を受けていま

した。また編集の一環で、2020 年に長

崎へ、2021 年に大分へ、服部さん・岡

さんとともに取材に出向いたのは、貴重

な経験になりました。長崎では躍動する

アーバンデザインを長崎市景観専門監を

務める高尾さんに、大分では大学時代の

恩師である佐藤先生（大分大学名誉教授）

に案内いただき、専門家の輪が広がるの

編集後記 : さて、JUDI 通信もいよいよ次号で最終
号になります。そもそも国際委員会がなぜ、このよ
うなニュースレターを編集しているのか。不思議に
思う方もいるかと思いますが、それは 6 年ほど前、
JUDI の委員会が国際委員会だけになってしまったか
らです。しかし、ようやく編集委員会が設置された
ということで、このような広報業務もそこに引き継
ぐことにしました。まあ、踏ん張っていたら、後方
支援がようやく来たというような感じです。ホッと
しています。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

阪急電鉄神戸三宮駅北側に、突然石貼りの歩

行者優先の道路と、陽気にビールやワインを飲

んで食事をしているテラス席の人たちの姿が現

れた。店の外のテーブル席で紙コップのコー

ヒーを飲むのとは違い、グラスでビールやワイ

ンを飲んで、食事を楽しんでいる姿だ。その出

現はなんの前触れもなかった。なぜ、この様な

景色が急に現れたのか？　それは、市役所職員

のちょっとした気づきから始まった。

神戸市の中心市街地は 1995 年の阪神淡路大

震災で壊滅的な被害を受けた。市役所も 8階

建ての 6階部分が崩落、上層部を撤去して使

い続けてきたが、ようやく昨年 12月に解体工

事が始まり神戸市の震災復興も終了を迎えつつ

ある。その一方で 2018 年の神戸三宮「えき＝

まち空間」基本計画を公表し、ひと優先・官民

連携の一体的空間整備を打ち出した。その時に

都心三宮整備課に配属されたばかりの２人の職

員がいた。3年後の 2021 年 4月には三宮クロ

ススクエア整備に先駆け神戸三宮阪急ビルが開

業予定、駅前広場もデザインコンペで再整備の

予定だった。しかし、駅前広場から続くサンキ

タ通りは、集荷などの路上駐車が横行、縦横無

尽の道路横断、客引きも多く雰囲気も良くない。

２人は「こんなんでいいの？」と思った。

そこで、歩行者専用道路を目指して警察協議

を始めた。警察から提案のあった「歩行者専用

道路」とすることも検討した。道路交通法の「歩

行者用道路」として、警察が許可書を交付する

方法も検討したが、荷捌きの車が 1日 200 台

ほどあり、これら全てに許可を下ろすのは不可

能と言われた。そこで、一般車（自転車も含む）

は終日通行禁止、貨物（＝荷捌きの車）は通行

可とし、ただし 17時から翌朝 6時までは貨物

車両も通行禁止とする「通行禁止規制」を用い

ることとなった。警察からは歩道と車道の明確

化を求められたが、段差を設けないことで警察

が了承、縁石を入れ、舗装の違いが認識できる

よう工夫している。ボラードも設置したくな

かったが、警察の指導を受けいれた。ボラード

デザインは南雲勝志氏、道路デザインは小野寺

康氏とプロに依頼した。貨物車両の明確な基準

はないが、通過交通は防ぐことができている。

一方、阪急阪神ホールディングス（株）は神

戸三宮阪急ビルの建設を先行して進めていた。

2018 年突然神戸市から道路を石貼りにすると

いう話が持ち上がった。ビルの低層部は EKIZO

としてエキゾチックな飲食店などを入れる予定

尾辻信宣 
おつじ	のぶひろ

を身に沁みて感じました。JUDI 通信の

終了はとても名残惜しいのですが、時に

変わることも必要だと思い、一歩踏み出

したいと思います。JUDI 会員と読者の

皆さま、今までのご支援有難うございま

した。

（龍谷大学名誉教授　矢作弘）

都市をデザインする

杉浦栄（すぎうらさかえ）

S2	Design	and	Planning 代 表、

前橋工科大学総合デザイン工

学科及び同大学院工学研究科

建築学専攻	准教授。ハーバー

ド大学デザイン大学院（GSD）

アーバンプランニング修士修了

（MUP）、同ランドスケープアー

キテクチャー修士修了（MLA）

合同会社Ｇ計画デザイン研究所

ゾーンの西側では、日の出前の早起きを強

いられる。COVID-19 で在宅勤務になった

ビジネスエリートには良報だが、時間に縛

られるエッセンシャルワーカーには厳しい。

夕暮れのサンキタ通り神戸三宮阪急ビルとサンキタ通り

生産拠点からイノベーション拠点へと計画を推進中（部分模型）

EKIZO のテラス席 （写真提供：藤川敏行）

– 原点と軌跡 – 


