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都市はさまざまな部分からできていて、

要素を空間的なものに絞っても、建築、公

共空間、交通、河川・港湾など、その分野

は多岐に及ぶ。都市再生においては、これ

ら部分だけではなく、それを群としたとき

の空間的配置、時間的順序も計画されるか

ら、部分と部分が相乗効果を持つような、

魅力ある都市空間をつくることができる。

たとえば、広場に開いた建築。たとえば、

トランジットモールを走る赤い LRT。たと

えば、ウォーターフロントに輝くアート。

定番の、または意外な要素の組み合わせは、

都市の表現に豊かさをもたらしてくれる。

組み合わせがあるところには、デザイン

がある。分析と総合という対概念があるけ

れど、研究が「ほどくこと」を語源とする

分析 =analysis による事象の理解ならば、

デザインは「まとめること」を語源とする

総合 =synthesis で、要素の再構成を通した

事象の理解だと私は思う。住宅のデザイン

で言うならば、リビングや和室や坪庭など

に大きさと配置を与えながら、生活空間の

ヒエラルキーと隣接関係を見出していく、

というように。そうやってもたらされた理

解のなかを、私たちはまた生きていくのだ。

さて、要素がよく似た住宅や建築とは違

い、都市の要素は機能もスケールも大きく

異なるから、それらをデザインによって総

合するのは簡単ではない。近代都市計画に

おいては、たとえばオーギュスト・ペレのル・

アーブルやコルビュジエのチャンデイガー

ルのように、建築家の統一言語による都市

デザインが行われたが、要素が多様となっ

た現代では、こうした一者によるデザイン

総合には限界がある。そもそも都市再生は

既存市街地の部分的更新を扱うから、リノ

ベーションによる新旧のコントラスト、局

所的介入のネットワーキングなど、ばらば

らなものをばらばらなまま活かす手法の方

が大切である。つまり、統一によらない総

合が、都市再生時代の都市デザインに前提

されていると思われるのである。

統一によらない総合という考え方は、情

報共有の方法にも表れている。世界の都市

再生事例を調べていくと、かつてのデザイ

ンコードのような規範的な資料が少ないこ

とに気が付かされる。その代わり、都市再

生の経緯、アジェンダ、進行中のプロジェ

クトの状況などが Web 上に公開されてい

て、誰もがアクセスできるようになってい

る。マスタープランもその背景や意図の詳

細が PDF 化されているので、プロセスを ｢

分析｣ する私には大変有り難いのだが、基

本的にはこの仕組みは ｢総合｣ のためのも

のだろう。つまり都市を構成する多様な分

野の関係者が、分散協調的な方法で、都市

再生に参加できるのだ。端的に、PDF が都

市をつくる時代、と言えばよいだろうか。

こうした参加の方法を、私はデザインの

現場で学ぶことになった。現在設計を進め

ている、南阿蘇鉄道の小さな終着駅におい

てである。熊本地震からの復興の柱となる

駅をつくるというくまもとアートポリスの

プロポーザルだったので、地域公共交通網

形成計画、景観計画、まちづくり資料、地

震時の避難実態調査、観光トロッコ列車の

前面展望動画など、Web 上の資料をとにか

く読み込んで案をつくり、嬉しいことに選

出された。建築だけではなく、大きな広場、

それを囲む廻廊、プラットフォームに滑り

込んでくる列車、雄大な阿蘇の夕暮れが組

み合わさった案を作れたのは、ひとえに多

様な情報のおかげである。それに見あった

豊かな ｢総合｣ を、ぜひとも実現させたい

と思う。

阪神・淡路大震災から 25 年経った。記念

の研究集会（コロナウイルス問題により延

期）での発表準備や新聞取材を機会に改め

て振り返ってみた。とりわ

け大事だなと思ったのは次

の 2 点である。

一つは、身近な町内とかご

とに、１年に一回でもいいから将来の姿に

ついて話し合い、それを一枚の紙に書いて

おいたらどうだろうか、ということである。

復興に当たってはじめて、ほとんど町がそ

のようなものが無いことに気付いた。これ

は住宅再建に取り組んだハウスメーカーの

人たちの指摘であった。

もう一つは災害や復興に関する問題意識

をいかにして持ち続けるかである。9 地域

の復興過程を「カルテ」として記

録する調査を 10 年間行った。10

年目の調査に取り組んでくれた学

生は発災当時小学生で、まして被
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子年生まれで今年還暦を迎える琉球ブ

ロックの石嶺です。JUDI の 2003 年度

会員名簿の写真で頭は黒々ですが、今は

シルバーです。

幼少期は那覇市で育ち、小学校から大

学を卒業するまでは、基地の街、コザで

過ごしました。小 5 の時、琉球政府が

発行した旅券を持ち、大阪万博を見に行

き、本土・大阪と沖縄の様々な格差を知

りました。中１の 1972 年 5 月に沖縄

が本土復帰、通貨もドルから円になりま

した。1975 年沖縄海洋博の前後で、急

激なスピードでインフラ整備や都市開発

等が進みますが、徐々に豊かで綺麗だっ

た海は汚れ、緑は減少し、都市部の景観

は本土並みに近づき、私の中の沖縄ら

しさは徐々に薄れて行きました。琉球大

学では保健学科で公衆衛生を学んでいま

したが、本土復帰以降の沖縄の都市の在

り方に疑問を深め、関東の修士課程で環

境科学と都市景観に関する知識を高め、

編集後記 : 今回は、日本の都市デザインの新しい
地平を拓くことが期待されている太田浩史さんに

「都市をデザインする」を執筆してもらいました。
そして、エッセイは JUDI の精神的支柱といって
も過言ではない鳴海先生。また、プロジェクト紹
介は、デンマークのプロジェクトか！と個人的に
思ったぐらいの先進的な取り組み事例を大阪は大
正区から。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

川と海に囲まれた南北 4km の細長い島。渡

船やループ橋の景観が水都大阪を象徴する。難

波から自転車で 10 分。島の北端に JR 環状線

の大正駅がある。それが大阪市大正区である。

こう聞けば人で賑わう場所を想像するが、実情

は人口流出が続き、空き家・空き店舗が目立ち

活気が失われつつある。

しかし近年、余剰ストックを有効活用する目

新しい動きが立て続けにみられる。2015 年、

当時の区長であった筋原氏が先頭に立ち地域・

企業・大学と連携し、地域の活性化を図る「リ

ノベ＠大正区」を行った。参加者が地域活性

案を検討し、商店街店舗を集会所に改修する 3

日間のイベントであったが、ここでの繋がりが

種となり、その後実を結んでいく。

まず、イベント企画者や参加者の連携がはじ

まり、のちに「大正・港エリア空き家活用協議

会」が立ち上がる。このメンバーが関わるもの

だけでも、中学校空き教室の DIY リノベーショ

ン、文化住宅をシェアアトリエ兼賃貸住宅に

再生した「ヨリドコ大正メイキン」、長屋をゲ

ストハウスに再生した「HOSTEL NAGAYADO 

OSAKA」、カフェやホテル等が複合した河川敷

の「TUGBOAT TAISHO」などがある。軌を一

にして壁紙専門店 WALPA がオープンし、千島

団地全 2,236 戸の DIY 可能化なども始まった。

このようにストックを活用し新たな場をつく

る文化が芽生えつつあるなかで、ここでは特に

こどもに焦点を当てたい。

「リノベ＠大正区」に参加した大阪市大正中

央中学校教頭からの声掛けを機に、著者らの大

学が空き教室を舞台にした生徒による生徒のた

めの場づくりをサポートすることになった。ま

ずは１年目に創り上げたアートセンターを見て

いただきたい。各色は入口に立つと四角にみえ、

移動すると見え方が変わるようになっている。

2 年目は茶室や床座スペースのあるメディアセ

ンターが創出された。これらには建築に対する

先入観のないこどもの自由さが溢れ、ただひと

つの学校環境がつくられている。ただし、空間

が出来ることだけが重要なのではない。むしろ

場づくりのプロセスこそを大切にした。

「自ら考え、自らつくる」をコンセプトに、

設計案を考え、DIY 施工するワークショップを

行っている。ワークショップでは、リノベ物件

の訪問、設計案の模型づくり、色彩の学習と提

案への適用、ペンキ塗りや電動工具を使った家

具作りなど学びの機会を設けている。こうした

経験を通して完成を迎えた生徒の感想を紹介し

たい。「どんどんイメージが膨らんで形になっ

てきて楽しかった。」、「自分たちで空間を計画

し作ることを初めてやったから参加できてよ

かった。」、「終わったときにやり遂げた感があっ

てめっちゃ嬉しかったです。言葉にできないぐ

らい嬉しかった」。

やってよかった、読み返すといつも感じる。

豊富にある余剰ストックは、自ら考え自らつく

る主体性をもった地域の担い手を育む場所にな

り得るのではないだろうか。

最後に教育者・東井義雄の著書『村を育てる

学力』から一文を引用したい。「私は、何とか

して、学習の基盤に、この国土や社会に対する

『愛』を据えつけておきたいと思うのだ。『村を

捨てる学力』ではなく『村を育てる学力』が育

てたいのだ。みじめな村をさえも見捨てず、愛

し、育て得るような、主体性をもった学力なら、

進学や就職だってのり越えるだろう」。

（西野雄一郎：大阪市立大学　講師）

石嶺 一
   いしみね はじめ

東京と大阪のコンサルタント会社を経

て、24 年前に沖縄に戻り、JUDI に入会

し 17 年が経過しました。現在の仕事や

JUDI 会員としての視点や感性を磨きな

がら、沖縄のまちづくりに「環境共生・

沖縄らしさ・美しさ」をしっかりと定着

させ拡げたいという気持ちで後、10 年

は踏ん張ってみようと思っております。

（大阪大学名誉教授　鳴海邦碩）

都市をデザインする

太田浩史（おおた　ひろし）
建築家、博士 ( 工学 )。1968 年東

京生まれ。主な作品に「矢吹町第

一区自治会館」「PopulouSCAPE」「南

阿蘇鉄道高森駅周辺グランドデザ

イン」など。東京ピクニッククラ

ブを共同主宰。

JUDI 琉球ブロック

災地から離れた地域の出身だと、調査にリ

アリティを感じることができない。災害や

復興は緊急時の課題にとどまらず、まちづ

くりの平時からの課題であるととらえるこ

との必要性を痛感している。

南阿蘇鉄道高森駅周辺グランド
デザイン。西向きの芝生のプ
ラットフォームにトロッコ列車
が滑り込む。

分析と総合

中学生と大学生によるDIY ワークショップ アートセンター（創作活動の拠点） メディア・センター


