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私が所属する研究室は、高山英華氏の系列

の都市計画研究室で、都市基本計画、土地

利用計画、市街地整備、地区計画等を担当

している。都市工学専攻の中で都市デザイ

ンを担当するのは丹下健三氏の系列の都市

デザイン研究室だからというわけではない

が、私自身は都市デザインについて書いた

り話したりすることは少ない。ただ、大学

院時代は米国諸都市のダウンタウン・プラ

ンニングの研究を行い、その後は都市工学・

建築学・社会基盤学が融合した研究教育拠

点、名古屋大学の建築学教室に所属してい

たことから、都市の物的環境のデザインへ

の意識が強く、特に都市計画の演習や実践

の場では、ロジカル思考よりもデザイン思

考をとることが多い。

米国諸都市のダウンタウン・プランニング

の研究を通じて良く分かったのは、いくら

現状分析や将来予測を行い、市民、事業者、

各種団体等の意見を聞いても、都市の物的

環境に対する様々な要求を両立させる高度

な空間的解決策がないと、都市の物的環境

やそこでの生活の質は改善しないことだ。

ポートランドの 1988 年セントラル・シティ・

プランの策定にアーバン・デザイナーとし

て参加したジョージ・クランダール氏が

「アーバン・デザイナーの仕事は、計画策定

の場で出てくる数多くの意見に耳を傾け、

様々な要求に応えながら、現状分析・将来

予測で判明した問題を解決し、より良い方

向性を示す計画案を作成することだ」とい

う内容を強調していたことはずっと印象に

残っている。これは多様性・包摂性が重ん

じられる現代社会において「都市をデザイ

ンする」ことの重要な側面だと思う。

ここ 15 年ほど、様々な自治体の都市計画

系・環境系の基本計画の策定や地域のまち

づくりに関わってきた。自治体の計画策定

の現場で感じるのは、計画策定の中心にい

る人たちの多くが、現状分析・将来予測か

ら自動的に「正しい」計画案が導き出され

ると誤解していること、市民や事業者から

反対意見が出ないよう当たり障りのない計

画案に落ち着かせようとすること、その結

果として、程良く飛躍した高度な空間的解

決策を検討することに消極的なことである。

一方、地域のまちづくりの現場では、今や「タ

クティカル・アーバニズム」のアプローチ

で様々な実験が行われ、特徴ある取り組み

が実現している。昨年度客員研究員として

研究室に滞在していたスウェーデン王立工

科大学のアンドゥルー・カルフォーネン氏

が言っていたように、今、都市の様々な実

験とそれに基づくイノベーションは地区の

スケールで起こっており、その成果を都市

全体の政策やプログラムに還元させなけれ

ばならないのだと思う。

一方で、都市全体の基本計画を策定する際

にも「都市をデザインする」視点を大事に

したい。少数精鋭の計画策定チームに恵ま

れた三重県鈴鹿市の都市マスタープランの

策定では、国土交通省が提唱する「コンパ

クト（シティ）・プラス・ネットワーク」の

ポンチ絵は忘れて、課題整理で導いた「産業」

「防災・減災」「居住地」「モビリティ」「水と緑・

景観」という５つのテーマ毎に都市づくり

の方針を解像度の高い図面で表現し、それ

を重ね合わせて土地利用計画図を作成した。

こうした空間的検討を通じて即地的に明確

な方針が打ち出されたおかげで、プラン策

定後に出てくる都市計画案件はスムーズに

審議することができている。やはり都市計

画研究室の専門分野でも「都市をデザイン

する」視点は重要なのである。

アムステルダムの乗り継ぎもボローニャで

のイタリア入国も簡単に済ん

だ。体調と滞在地の申告書類

を出すだけでフリーパス。「こ

れでおしまい？」というあっ

け無さだった。2 週間自宅隔離しなければな

らないらしいが、何の指示も注意もない。で

も入国 4 日目にしっかりと電話がかかって

来て、5 日後 ( 入国後 9 日目 ) に 60 キロ先

の PCR 検査場に来るようにとの丁重な指示が

あった。鼻と喉の奥に綿棒を差し込まれてぐ

るぐるとかき混ぜられた。結果は 48 時間以

内に出る。何も連絡が来なかったら陰性で隔

離解除、その後の行動は自由。陽

性ならどこかへ連れて行かれるら

しい。自宅隔離している間の食料

は注文に応じて町内の店が玄関口
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２００２年より中国ブロック幹事を２期、そ

の後代表幹事を２期務めさせていただきまし

た。中国ブロック幹事の時は、当時関西ブロッ

ク幹事の故山本茂氏とブロック合同で「古いに

しえの中のアヴァンギャルディズム」と題して、

倉敷の街全体を使った２日間のセミナーを敢行

しました。２日目のセミナーが始まるまでに旧

東大橋家の活用について各自提案書を A5 用紙

１枚にまとめるという課題も皆さん立派にこな

され、参加者のプロ意識の高さに、課題を出し

たこちらの方がびっくりしてしまいました。さ

すがです。JUDI はレベルが高い。後日、まと

めたものを提案書として倉敷市に提出し、現在

「倉敷物語館」として活用されています。

現在私は、岡山経済同友会で、エネルギー委

員会に属し、福島の地熱発電所や、公開されて

いない島根原発などを視察し、都市とエネル

ギー、交通政策について参画しています 。

SDGs 関連としては、「 おもてなしマイスター

制度」を倉敷市と協働で立ち上げ、現在約のべ

700 名の登録者数を数え、10 年目に入ろうと

編集後記 : 今号は都市計画研究の若手の旗手でも
ある村山先生に「都市をデザインする」をご寄稿
いただきました。都市デザインにもいろいろなア
プローチがありますが、民主主義における都市デ
ザインのアプローチの重要性を改めて認識させら
れました。ポンチ絵を捨てることから始めると、
それを担う公共事業体も優れた都市デザイン事業
が展開できるかも。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

長崎市は、人口 40.7 万人、面積 406㎢の九

州西端にある県都である。南蛮貿易で栄えた港

町、坂本龍馬も闊歩した明治維新の西の舞台、

広島に続く第二の原爆被爆都市、高度経済成長

を牽引した造船業の企業城下町、など独特なイ

メージをもつ歴史文化都市でもある。リアス式

海岸の細長く奥まった長崎湾と 300 〜 400m

の山々に囲まれた “ 坂のまち ” としても有名な

長崎は、その都市デザインもユニークだ。

■中島川に架かる眼鏡橋の復元
中心市街地を南北に流れる中島川には、国指

定重要文化財の眼鏡橋をはじめとしたアーチ

石橋が 14 橋あり、多くの人に親しまれてい

る。眼鏡橋は、1634 年に架けられた２連アー

チ橋で、全国的に注目された石橋であったが、

1982 年の長崎大水害で他の石橋とともに被災

した。地元の強い保存運動などもあり眼鏡橋は

現位置に復元され、左右両岸には巨大なトンネ

ル水路（右岸：12m × 6m ×延長 240m、左岸：

5m × 6m ×延長 262m）が整備され右岸上部

は公園利用されている。その景観は、これまで

長崎が育んできた地域文化を絶やすことなく後

世に継承しようという強い意志を垣間見せてい

る。

■出島表門橋と出島復元
鎖国時代に西洋との唯一の交易拠点であった

出島の表門に架かる橋が 2017 年にモダンなデ

ザインで完成した。かつての表門橋は長さ 4.5m

の石橋であったが、明治の中島川変流工事によ

り川幅が約 30 ｍに拡張されたこともあり、元

の姿への復元は諦め現代にふさわしい橋梁を求

め、設計者に Ney & Partners Japan が選ばれた。

国指定史跡である出島には橋台が設置できない

ため、対岸の橋台のみで全長 38.5m の荷重を

支え “ シーソー ” のようにバランスをとる最先

端の構造を取り入れている。その姿は主役の出

島に配慮し、できるだけ風景に溶け込むよう桁

のウェブに無数の開口を設け、手すり子は細い

縦桟にし、背後の出島の商家群が透けて見える

よう工夫されている。桁側面の８つのフランジ

がうねるように弧を描き、金属粒子を含むステ

ンレスフレーク塗装が重厚感を与え、洗練され

たデザインを醸し出している。出島の対岸には

“ 出島表門橋公園 ” が同時期に整備され、市民

参加による様々なイベントが行われている。ま

た表門橋の北側延長には、かつて長崎奉行所西

役所が置かれていた県庁跡地の活用が地元で熱

く議論されている。長崎街道から出島に至る都

市軸がどのように形成されるか注目だ。1951

年にスタートした出島復元事業は、百年後の

2050 年には出島の四周全てを水面化し扇形の

出島を完全復元するという。今後も見逃せない。

■江戸の町割を今に受け継ぐ
長崎は明治以降港湾の埋立てでダイナミック

に街の形を変えてきたが、中心市街地では江戸

時代からの町割を今も継承している。北東にあ

る諏訪神社から県庁跡地に伸びる市役所通り沿

いは今も昔も丘の上にできたビジネス街。その

東の中島川沿いの低地は浜町を中心に町人が商

いをしてきた繁華街。南東には丸山（遊郭跡）

があり今もその雰囲気を残す。東側の風頭山麓

や長崎駅の東の筑後通りには今も寺町が残る。

古地図に描かれている長崎のまちは概ね 1.5km

四方のエリアにスッポリ入る。観光マップと古

地図を片手に時空を超えた歴史散策も面白い。

（文責：尾辻信宣）

長沼 眞智子
   ながぬま　まちこ

しています。移動のバリアをソフト、ハード両

面で解消するために人材育成に主眼を置いたも

ので、企業等の協力を得て年度ごとの登録者数

の増加率は順調に推移しています。伝統的保存

地区審議会副会長として、伝統を守りながらも、

新しい都市環境 と、 歴史上まれにみる過酷な状

況の中で淘汰される次の時代の都市の在り方を

探りたいと考えています。

（井口勝文）

都市をデザインする

村山 顕人（むらやまあきと）

1977 年生まれ。2004 年東京大学

大学院工学系研究科博士課程修了。

名古屋大学大学院環境学研究科を

経て、現在、東京大学大学院工学

系研究科准教授

（有）エルグレコ代表取締役

に届けてくれる。広場や道路のカフェテラス

の賑わいが閉じこもった家の中まで聞こえて

くる。結果は陰性。公共空間の使用が当たり

前のイタリアで、公共空間を使用しないのが

当たり前の日本流の生活をするのは、とても

つらかった。

眼鏡橋 出島表門橋 長崎の古地図（1764 年）

鈴鹿市都市マスタープラン 防災・減災の都市づくりの方針図

「ついに PCR 検査を受けた」


