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先日、関西圏の実務家・研究者の仲間たちと

『小さな空間から都市をプランニングする』（日

本都市計画学会都市空間のつくり方研究会 [ 編 ]

／学芸出版社）を上梓した。研究会としてこだ

わったのがプランニングという営為である。計

画という和訳には収まりきらない主体や行為の

多様化を踏まえ、あえて英語の表現を用いた。

都市空間にはそれを認識し、それに働きかけ

る主体がいる。そうした主体の計画的思考（都

市空間に対して働きかけをしようとする主体の

意思＝プランニングマインド）により、空間的

技法（都市空間を認識し働きかける際の手がか

りとなる枠組み＝デザインスキーム）を用いて

都市空間を漸進的に変えていこうとする試みを

「プラニンニング」と整理した。そして新たな

時代のプランニングとして、「小さな空間の価

値を大きな都市につなげる 10 の方法」を提言

した。それらは、①都市の「ツボ」を探す、②

空間を地域に開く、③エリアの外側への影響を

踏まえる（【小さな空間を連帯させて都市の効

果を高める】）、④テンポラルな実践を重ねる、

⑤「計画」をリノベーションする、⑥ゆっくり

と時間をかけて育てる（＝【小さな時間を積み

重ねて都市の魅力を育てる】）、⑦プロセスその

ものを目的にする、⑧行政のリーダーシップか

らフォロワーシップへ、⑨ユニバーサルからダ

イバーシティに向けて、⑩まちに対する期待を

高める（＝【小さな共感を生むことで都市の全

体像を描く】）、である。

小さな空間から出発し、都市全体への波及を

戦略的に講じていく。小さな動きから都市を大

きく変えてしまう。そこに次世代の都市デザイ

ンの挑戦の場があるのではないだろうか。様々

な都市において「まちかど」レベルでの小さな

再生の取り組みが数多く展開され、まちの維持

再生に希望を灯している。小さく多様な再生の

連鎖がまちの活力を支えていく構図は、もはや

一般的ですらある。

今後の都市デザインは、多くの事例が示唆す

るように、地域資源の発掘を後押しし潜在的な

魅力を引き出したり、新たな魅力を付与したり

することで、都市そのものの可能性を増大させ

ていく役割を強めていくべきである一方、市場

原理に委ねたままでは解決が容易ではない問

題（市場性に劣る社会住宅の整備、ジェントリ

フィケーションやオーバーツーリズムへの創造

的対応等）への粘り強い解決に寄与していくと

いう第一義的役割も並行して再認識されるべき

だ。OECD による報告書 Resilient Cities（2017）

や SDGs に お け る Inclusive Development に 顕

著に表明されているように、今後の都市政策が

幸福度を踏まえた包摂的成長や新たな社会情勢

に適応できるしなやかさを備える方向性に舵を

切っていくべきことが世界的に共有されつつあ

る。空間への介入を通じて「まちらしさ」を創

出する都市デザインも、今後は福祉的性質を強

めていかざるを得ない。従来の市場対立型の規

制的アプローチあるいは市場融和型の緩和型ア

プローチから、プレーヤーの反応や社会的弱者

の包摂を読み込んだ市場調和型の戦略的都市デ

ザインへとその姿を最適化していくことが新た

なタスクとなる。

都市の存在理由は、わたしたちの存在理由で

もある。都市は誰かとの予期せぬ出会いを可能

とし、その出会いが創造の波紋を投げかけ、や

がて様々な波長とシンクロし、揺るぎない伝統

や革新をもたらしていく。そして本格的な人口

減少社会を迎えた今後、個々人の「生きがい」

の発露と都市空間の再編は、分ちがたく結びつ

いていく。それを支える「見えない社会デザイ

ン」としての都市デザインの理論化を図りたい。

出羽三山信仰の宗教集落、手向（とう

げ）の雪は深い。修験者／山伏の住居で

あることを示す立派な抜き通し門が半分

以上雪に埋まっている。温暖な瀬戸内で

生まれ育った私には、想像

もできない厳しい暮らしで

ある。

手向集落でも山伏として道

者（里からくる修行者）を迎える宿坊を

営む人は少数となった。多くの人がサラ

リーマンとなっている。しかし雪の少な

い平地に降りずここに暮らす意味は何

か。それは、羽黒山と共にあるという拭

うことのできない自然に身についた感覚

であり、峰入りなどの修行、祭りや出羽

三山神社や集落の行事を通して修験道を

千数百年守ってきた誇りである。

誇り高い山伏のまち・・・まち並みは

その営みの集団的な記憶を表

現している。私たちの研究室

はこの 10 年来、まちの将来

を真剣に考える住民ととも
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株式会社 KITABA は、北の場の創造には

げめ、と彫刻家の流政之氏から授かった名

前。1989 年、バブル景気の真只中で始め

た仕事はゴルフ場の開発行為やリゾート計

画、彫刻家イサム・ノグチがマスタープラ

ンを描いたモエレ沼公園の設計など、大規

模開発の仕事でした。住民や利用者不在の

施設づくりや計画策定に疑問を持ち、住民

参加の手法を模索しながら、小さな公園の

再整備や行政計画に住民の意見を取り込む

ためのプロセス・プランニングへと仕事の

軸足を移していったのが 1995 年ごろ。以

降、マネジメント、プランニング、デザイン、

コーディネートなど、様々な言葉で地域を、

まちを、なんとかしようとする場が設けら

れ、私もそこに関わってきました。しかし

ながら、地方都市、とりわけ北海道の地方

の集落が抱える地域課題は想像以上に深刻

化・複雑化しています。

これまでの仕事の仕方、地域との向き合

い方を大きく変えていかなければならない

編集後記 : 今回は、若手の都市デザインの論客で
ある阿部大輔さんに、「都市をデザインする」を
寄稿していただいた。この世代の都市デザイナー
は現在、各地で活躍しているが JUDI には入らな
い。このメディアがそれらの若手の俊才達と関係
性を持つ役割を担えたらと考えている。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）

門司港レトロとは、JR 門司港駅周辺地域に

ある歴史的建造物を中心に、大正レトロ

を意識して修繕、空間演出をした事業である。

その面積はおよそ 91 ヘクタール（レトロ中心

地区）に及ぶ。

門司港の開港は 1889 年。背後にある炭田を

資源として、北九州は日本の工業拠点となるが、

門司港はまさにその玄関口であり、大陸貿易の

基地として位置づけられた。その繁栄は凄まじ

く、国内航路を含めると、年間 600 万人ほど

の乗降客がいたと言われる。門司港周辺には税

関事務所、金融機関、商社などの建物が建ち並

ぶことになる。

しかし、その後、関門海峡トンネルが開通し、

門司港は通過されるようになり、さらに石炭産

業が衰退し石炭の積み出しがなくなり、これら

と歩を合わせて工業都市としての北九州にも陰

りが見えるようになって門司港は衰退の一途を

辿る。この衰退は 1980 年頃まで続くのだが、

1987 年に末吉興一氏が市長になると状況は大

きく動き始める。

末吉市長は就任直前に門司港を訪れ、ここを

どうにかしないといけないと考える。ただ、新

しいものをつくるエネルギーはない。しかし一

方で、衰退の港であったがゆえに貴重なレトロ

の近代建築は残っていた。そして、それらが解

体する危機を迎えていたこともあり、末吉市長

は、これらを活かして、昔の豊かさの記憶を継

承させるような街づくりを指向しようと考え、

「門司港レトロ」をキーワードにしたまちづく

りを進めようと提唱する。「歴史的な文化遺産

を活用し、すばらしい自然を生かしながら産業

としての都市型観光整備こそ、門司港の生きる

道」（『門司港レトロ物語』、p.4）と考えたので

あった。

そして、そのまちづくりを民間主導ではなく、

行政主導で遂行することにしたのである。幾つ

かの国の省にまたがる事業を並行に進めるとい

う形になったため、縦割り行政の弊害を取り除

くためにも現地に門司港レトロ事業推進室を設

けたり、総合的なデザインで設計するために中

野恒明氏に事業を一任し（これは、当時の日本

では極めて珍しい事例であった）、中央のイベ

ント会社に企画を任せるのではなく地元の手作

りの企画で運営したりと、事業の起動時におい

て、それを丁寧に遂行させるよう配慮をしたこ

ともあり、住民や民間企業などもそれを支援し

始める。マスター・プランナーの中野氏の考え

る基本デザインの理念は「レトロ事業は、歴史

的建築物があくまで主役。土木構造物はそれを

引き立てる脇役であり、それ自体が目立っては

いけない」（『門司港レトロ物語』、p.93）とい

うもので、建築物を中心にデザインされた空間

は、歩行者にも優しいものとなった。

そして、1995 年に「門司港レトロ事業」は

グランドオープンする。このレトロ事業でブラ

ンディングに成功した門司港は、その後も、ア

ルド・ロッシ設計によるホテルの開業（プレミ

アホテル門司港）、海峡プラザと呼ばれる複合

商業施設の建築、出光美術館の開館、レトロ観

光列車の運行、門司港駅の本格改修などに取り

組み、さらなる発展を目指している。

この事業は国土交通省の都市景観 100 選、土

木学会デザイン賞 2001 最優秀賞を受賞してい

る。（文責：服部圭郎）

【取材協力】中野恒明氏、城水悦子氏

神長 敬
  かみなが　たかし

ときだと感じています。仕事７割（地域の

ための活動）、利益３割（生活するために必

要な対価を得る行為）でないと暮らしてい

くことが成り立たない地方の集落で、私た

ちができることはなんだろうか、地域とど

う向き合っていけるのか、を人口 400 人の

集落（芽室町上美生地区）で実践しながら

自問自答する日々。1966 年、宮城県生まれ。

（㈱設計計画高谷時彦事務所 : 高谷時彦）

都市をデザインする

阿部大輔：1975 年生まれ。龍谷大

学政策学部教授。早稲田大学土木工学

科卒業。東京大学大学院工学系研究科

（西村幸夫研究室）とバルセロナ建築大

学博士課程にて都市デザインを学ぶ。 株式会社 KITABA 代表取締役社長

2019 年 3月に全面改修をした門司港駅 旧大阪商船。そのファサードを維持するため地元の建築家
の奮闘があった

旧門司税関を上からみたところ。建物を保全しただけでな
く、それを繋ぐ歩行者動線を意識した空間づくりをしたこ
とが、ここを魅力ある観光地にすることを可能とした

に、まち並み修景に取り組んできた。よ

うやく制度が整い、信仰集落にふさわし

い風格あるまち並みが徐々に私たちの前

に現れつつある。

雪の中の宿坊

見えない社会デザインとしての都市デザイン

バルセロナ　ラバル地区


