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今年の 8 月、とても興味深い体験をした。

ARCH という団体が主催した東京ストリートカ

ウントである。数名のグループで河川敷や深夜

のまちなかを歩き、ホームレスの数と居場所を

調査するのである。3 日間で 500 名以上の人が

参加した。私は午前１時から３時ごろまで新宿

から神宮外苑、代々木付近を歩いたのだが、こ

の深夜のまちあるきはまったく新しい都市風景

の発見であった。

昼間は同じように見えるオープンスペースが

有する都市における位置づけの違い。無防備に

横たわるための環境の質。行為の排除、包摂、

管理の縄張り。単にホームレスという問題を自

分ごとの範疇に加えるというよりも、都市の

オープンスペースという場を、昼間見えている

デザイン対象としての空間の質とは次元の異な

るレイヤーで見ること。そのレイヤーにおける

オープンスペースを使う、眺めるという自己の

体験の意味の深化が起きたのである。

風景論では、風景とは発見されるもので初め

からそこにあるものではない。西欧ではその発

見は意外に遅く、都市住民が田園を風景として

愛で、風景画が描かれる 16 世紀ごろからとい

うのが定説だ。あるいはまたデザインという言

葉や概念も近代の産物で、人類の歴史から言え

ば新しいという。民芸の美は対象の美を識化し

たデザイン行為から生まれてはいないことを思

えば、なるほどと思う。つまり大雑把に言えば、

風景もデザインも対象を対象として認識し、対

象と自己との関係を意識して初めて成立する。

さて改めて、都市を風景として眺めるとはど

ういうことか。まずは都市住民が田園を愛でた

ように、自己の日常とは異なる世界として都市

を愛で、面白がり、記憶する場合がある。歴史

的なまちや新しく刺激的な施設や空間の体験、

暮らすようにまちを楽しむ都市観光。いずれも

そこに存在、提供されている環境の体験の代表

的記憶としての都市風景がある。

またこれと対極的な生活環境の眺めとしての

都市風景がある。生活景ともいえよう。自らの

生活環境の眺めに意識を向け、そのある程度の

整序や価値の顕在化と共有へむかう行為がその

先に待つ。あるいは厖大な情報や急速な変化に

さらされる都市生活者が自己の定位感覚を得る

ために、私のまち、居場所として心に留めたな

んらかの眺めとしての都市風景がある。

都市デザインは、これら二つの対極的な都市

風景をつくる仕事でもある。そのあり方、やり

方は多様だが、ユーザーや生活者の参加も含め、

都市デザインに関わる人たちが精力的に取り組

むことで、それぞれに、場所ごとに、デザイン

の成果が生まれてくる。広い意味で古典的な都

市デザインの仕事だ。では、冒頭のストリート

カウントで私が発見した都市風景とは誰によっ

てデザインされたものなのか。ホームレスがい

た場所、いなかった場所は誰かによってそれぞ

れデザインされたものだ。しかしそこが深夜の

風景として発見される行為は、ARCH の企画に

よって生成された。

複雑で面倒な背景を抱えながらも見た目とし

ては綺麗に仕上げられた空間やものが次々と目

の前に差し出される。視覚を通してその場ごと

にそれらと関係を取り結び、取捨選択し、タグ

付けして棚にしまう行為をサクサクこなす。そ

んなヴィジュアル時代にあって、何かを少しだ

け自分ごとに引き寄せる都市風景体験を可能に

するデザイン。そういう都市デザインが様々な

かたちで起きてくると、世界の奥行きが変わっ

ていくと思う。

最近の調査活動から。中国最大規模の鬼城（ゴー

ストタウン）＝カンバシ新区の幅約 50 ｍの歩

行者専用路に人影はまばら。目標居住人口 100

万人のための高層住宅群はがらがらで、公園緑

地は広すぎる。人口 700 万人の

瀋陽市中心部の歩行街は、人通り

が多く賑やか。周辺に高層住宅

の建設が進み、商品があふれ屋台も大繁盛。町

の美化が進み清掃人が常時活動してごみはほと

んどないが、日陰と緑は乏しい。自動車の運転

マナーは相変わらずひどいが、駐輪スペースの

8 割は便利な貸し自転車。携帯で便利に配達し

てくれるフードサービスだが、利用者のビッグ

データはどこかへ。国内では、約 50 年前に建

設された防災建築街区の調査から、近代都市遺

産としての可能性を感じる。旭川市の平和通り

買い物公園の空き店舗が、文化芸術活動の場と

しても使われはじめている。さまざまな活動の

容器としての都市空間が、使い込

んだ古着のような味わいをもたら

してくれる社会でありたい。

 四季雑感 　

■ 都市デザイン・プロジェクト 100 選 ■Selected PROJECTS  009 富山市まちなか賑わい広場 グランドプラザ

■ JUDI メンバーの紹介■

1967 年山口県宇部市に生まれ、高校まで

過ごしました。宇部について最近では「砿

都の景観」（岡田昌彰著）で紹介されてい

ますが、村野藤吾の市民会館や屋外彫刻が

点在していたことは、私の原風景として刻

まれています。大学時代は熊本で６年過ご

しました。平成 28 年の熊本地震後に新町

古町のボランティアに訪れ、傷んだ熊本城

を見て自然と涙がこぼれ、まちのシンボル

の大切さをあらためて感じました。東京に

来て 27 年目となり、本郷館（木造３階建、

現在は解体）で過ごしたことや事務所のあ

る本郷界隈、幕張ベイタウンの都市デザイ

ンに関与したことも街を考える際のベース

になっています。

JUDI に 2009 年入会後は事業委員を務めま

したが、現在は、一般社団法人パブリック

デザインコンソーシアム（PDC）の理事と

して、他分野との連携の必要性を感じ、ア

クションを組み立て、発信する側の立場で

関わっていきたいと考え、今期から JUDI

編集後記 : 半分、冗談で始めたような JUDI 通信
ですが、今号で３年目に入ります。３年目に入り
ましたが、ご協力していただく皆様の素晴らしく
も質の高い原稿で、JUDI 通信は貴重な都市デザ
インのメディアとして位置づけられるようになっ
ている・・・というのは編集側の希望ですが、少
しでも読んでよかったと思われる紙面をつくりた
いと存じますので、３年目も宜しくお願いします。
　　　　　　　　　（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

　プロジェクトの語源は、ラテン語の pro + 

ject であり意味は “ 未来に向かって投げかける

こと ” だそうだ。まさに未来に向かって投げ

かける “ 問い ” でもあったグランドプラザは、

2018 年 9 月で丸 11 年が経った。開業当時、

建築雑誌に掲載されないほど良い意味で建築的

でなく、コンペに応募したとしても「コミュニ

ケーションデザイン部門」を受賞する等、これ

までの領域では整理しづらいプロジェクトの施

設であった。賑わいそのものである “ 人の姿 ”

を形成するための都市機能である「まちなか広

場」の定義は、いまだになされてないが、それ

はそれで良いのではなかろうか。それは、広場

的空間やオープンエアを内包する場所や店舗が

市内に増加していることからも、現代の QOL

（quality of life）に必要であることは証明され

ている。

　富山駅には自由通路・駅前広場、そして、富

山城の前をトラムが走る通りには大手モール広

場とユウタウン総曲輪ウエストプラザが整備さ

れ、しかもトランジットモールを見据えた実証

実験も盛んだ。（まちなか広場の大切な要素の

一つに社会実験のしやすさが挙げられるが、富

山市民はそれを体得し実証実験の機会が増えて

いると推測している。）

　そして、公共空間として元祖的な存在であり

中心市街地の中央に位置する緑豊かな城址公園

もリニューアル中だ。それらの定点空間の森を

中心市街地のマスコットでもあるセントラムが

ゆったりとした速度、そして定時運行というリ

ズムでつないでいく。2008 年から実施してい

る「おでかけ定期券」（市内在住 65 歳以上の方

が公共交通で市内各地から中心市街地へ出かけ

る際に 1 乗車 100 円で利用できる定期券）を

はじめとした「公共交通を軸としたコンパクト

なまちづくり」への取組みを続けている富山市

では、公共交通によって公共空間の “ 行きやす

さ ” や “ 行きたくなる ” 素地が強化されている。

どんなプロジェクトであっても市民に定着する

までにはまず 10 年以上の歳月が必要だと感じ

ているが、日本一の車社会と言われ続けてきた

富山市において最も地元密着型の公共交通であ

る路線バスでさえもここ数年で利用者が増加し

ており、信念を携えた継続こそが重要であり「ひ

と」も「まち」も変われることを実感させてく

れる。

　公共交通と公共広場の出番が本格的に必要な

時代が、すぐそこまでやってきた。そして、い

よいよ 2020 年春には富山駅を挟み南北に走る

路面電車が接続され、全線で料金が均一になる

ことからも公共交通の需要拡大へのさらなる効

果が期待される。いまや、自宅から一歩も外出

しなくても生きていける現代社会において、出

かけることの意義や他者との対面や交流につい

て議論する必要があるのかはわからないが、グ

ランドプラザを数日眺めていると、広場で過ご

すことを日常生活に取り込んだ人の多さは明ら

かであり、そして、自己実現の場でもある広場

において自らが主役の一員となる催事を年に１

回以上のペースで企画し楽しんでいる人も大勢

いる。そういった様を眺めていると、たとえ交

通弱者になったとしても、歩行を含めた公共交

通で行ける地域のなかにまちなか広場が在るこ

とは、これからの必然であるように感じると書

いたら大袈裟だろうか。

　　　　　　　　　（広場ニスト　山下裕子）

谷口 雅彦
   たにぐち　まさひこ

の理事を務めます。「他組織と連携した取り

組みの推進」「地域・地方の持続可能なまち

づくりで求められる都市環境デザイン」「都

市空間で過ごす・使う時代の取組み」につ

いて活動したいと考えています。

（名城大学教授　海道清信）

都市をデザインする 佐々木葉：1961 年生まれ。早稲田大学創造理工学部社会

環境工学科教授。早稲田大学建築学科卒。東京工業大学中

村良夫研究室にて景観論を学ぶ。著書に「ゼロから学ぶ土

木の基本・景観とデザイン」（オーム社）など。

旭川市の買物公園 午前２時の東京体育館前広場

株式会社都市環境研究所　
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富山駅南口駅前広場　　写真：富山市 越中大手市場〜トランジットモール〜　写真 : 宇津徳浩 「歩く人。」の日のグランドプラザ　写真：山下裕子

自分ごと、としての都市風景の発見


