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2050年の東京圏の都市像

一縮小する時代の都市計画はどうあるべきか一
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日本の都市は、人口減少、高齢化に伴う生産減、環境問題への対応等に直面し、縮小を余儀なくされる。近代主義の都市計画の方法は拡

張と膨張を前提にしたものであり、縮小に対して有効に対処できない。本提案では、縮小に対応する新たな都市計画のパラダイムとして線から

都市に介入することを糊致とするファイバーシティを提案する。ファイバーシティは4つの戦略で構成されているが、そのうち郊外に関わる「緑

の指」と「緑の間仕切り」について報告する。

キーワー一ド:1)都市計画、2)都市デザイン、3)縮小、4)高齢少子化、5)環境問題、6>震災、7)交通弱者、8)コンパクトシティ、9)延焼防止、10)街づくり会社
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1.本研究の背景

1.1膨張の時代の都市計画

20世紀は発展と膨張の時代であり、都市計画もそれに対

応したものであった。19世紀末に産業革命の技術的成果が

出そろい、20世紀のになると、その果実が一般大衆にも分

ち与えられ、人口が増え、生活水準も向上し、市民社会の理

念は着実に現実化していった。都市設計は、衛生思想と、工

業主導の産業社会と平等主義的に向けて大きく旋回した。

エベネザー・ハワードやル・コルビジエらは、民衆に向かって

近代都市の基本的な空間像を描いて見せた。第こ次大戦

後も世界は引き続き膨張を続けた。戦火で焼かれた街の復

興と戦後のベビーブームによって先進諸国の経済は活気づ

けられ、日本でも民主主義の自由な空気のなかで大建設時

代が到来した。建築家たちは都市ビジョンづくりに没頭した。

この時代の最後に、丹下健三が「東京計画ヱ960一その構造

改革の提案」として、東京湾というタブララサにメガロマニアッ

クで、美しい機械のような未来都市を描いて見せた。

その後、オイルショックを挟んで、先進諸国が新自由主義

的政策を採用するようになると、都市はますます巨大化し、さ

まざまな意志や力や投資を吸収してダイナミックでな変化を

不断に繰り返すようになる。かつてのような公共財政と社会

民主主義的メンタリティをもった官僚の意思が主導する都市

とはまるで違う都市になったのである。都市空問は流動化す

る資本の流れを加速させるターボチャージャーとなり、空間

的素養を欠く人たちが運営する市場経済の一部門に化した。

そのような状況に、建築家や都市計画家はしらじらしさと同

時に、己の職能の無力を痛切に感じ、少なくとも日本では都

市の大きなビジョンを描くことから退いてしまった。

1.221世紀の日本の都市が直面する縮小

しかし、その間に都市では世紀単位の大変化がはじまろう

としている。それは、情報革命であり、政治経済のグローバラ

イゼーションであり、環境問題であり、人口構造の変化(超高

齢化と少子化)である。
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これらの問題群は、産業革命と同じような大きな影響を都市

と建築に与えることは確実である。特に、人口問題は重要で

ある(註1)。2005年、日本の人口はピークを打ち、長期的な

人口縮小が始まろうとしている。2050年には人口は、ほぼ確

実に現在の3/4にまで減る。しかも、その時高齢者(65歳以

上)は全人口の1/3になっている。従属人口は、2000年の

46.9%から2050年に66.5%にまで増加する。国際的に見ても、

縮小の都市風景は世界各地で現実となり始め、都市デザイ

ンのもっともホットな話題のひとつとなりつつある。ひとりっ子

政策下の中国を代表として人口膨張を抱える地域も遅かれ

早かれ人口減少に見舞われると考えられている。

人口の大変化は、確実にしかも甚大な影響を都市形態に

与えるのに、政府も新聞も年金や医療のことばかり心配して

いる。都市の専門家も本腰を入れて、この事態にどう対処す

るか取り組んでいるようには思えない。都市を急速な人口縮

小に任せておくとどうなるのか。まず、各地で廃村だけでなく

廃市も続出するであろう。何しろ50年間足らずに4,000万

人弱の減少である。首都圏丸ごとなくなってもまだ足りない

人数である(図1)。そこら中に空き家が増え犯罪の温床にな

るであろう。都市の拡大に対応して伸びきったインフラストラ

クチャーはメンテナンスもされず放置されているであろう。不

便な郊外からは経済的に余裕のある層が都心に逃げ出し、

採算割れした公共交通網を抱えた郊外には行き場のない低

収入層が取り残されるであろう。かつて地元の商店街を一掃

した大型スーパーはさっさと店を閉めるから日々の生活に困

る地域が広がる。労働力不足を補うために外国人労働者を

多数呼び込めば、異国人と暮らした経験のない日本の社会

は不安定になり、都市破壊と暴力が蔓延するかもしれない。

高齢社会では単身世帯が増え、世帯数で最多となる一方、

さまざまな共同居住の形態が生まれるであろう。有権者の大

半は老人なので老人を優遇する政策が取られ、少ない年金

収入を補うために老人が職の争奪戦に加わるであろう。また、

商品も施設も老人向けが標準仕様となるはずである。その結

果、若者と老人の世代聞の衝突が先鋭化しよう。

また、労働力の不足を補うために、移民制限を緩めざるを

得ないので、移民と日本人という人種間衝突も起こるだろう。

社会の効率性は低下し、かつて世界第2位を誇った日本の

経済力の存在感は低下していくであろう。

現代の日本の都市は3つの「縮小」に直面しているといっ

てよい。人口問題(少子高齢)と環境問題と必ず起こる地震の

危機である。人口減少と高齢化が同時に起こることで地域の

経済的体力がなくなる。環境問題への対応には過剰消費過

剰生産の抑制が不可欠である。しかし、縮小は放っておけば

都市環境と社会を荒廃させ、人びとの希望を奪う。われわれ

の挑戦は、この災いを福に転ずることである。

2。研究の國的

空間と人間の専門家である建築家には、縮小する都市の

将来像を描くことが求められている。たとえば、必然的に大

量発生する空地をどうするのか、不要になる建築施設をどう

するのか、自動車交通量が減った交通施設の余裕をどこに

まわすのか、などを真剣に空間の問題として議論し未来図を

提示しなければならない。同時に、これらの問題を扱うには

膨張を前提としたこれまでの計画思想ではまったく対応でき

ないことも明らかである。新たな設計のパラダイムが求められ

 る。

このような認識を背景にして、本研究は、東京を含む首都

圏の2050年のあるべきひとつの可能性を提案するものであ

る。それゆえ、この提案の目的は完壁な首都圏の将来像を

描くことにあるのではなく、縮小の時代に向けた計画のパラ

ダイムを提示することに重心がある。従って、以下のような限

定を含んでいる。

1.横浜や千葉や大宮など首都圏を構成する大都市およ

び、湾岸部の位置付けを行っていないが、これは、東

京一極集中を是認しているといことではなく、今回は、

首都圏の機能分担を議論の対象としていないというこ

とである。

2.都市における居住空間の検討を主眼におき、産業配

置を含む生産空問についての検討は行っていない。

3.この作業の枠組みとして、首都圏も全国と足並みを揃

えて2050年までに地域人口が3/4になるべきである

と考え、それを条件としている。人口動態から見ると、

この先も今までのi勢いで推移すれば、東京の人口は

2015年頃にようやくピークを迎えそれから少しずっ減

るが、減り方は緩慢である。これを裏返せば、地方都

市では全国平均以上に減るということである。首都圏

人口維持論は、地方都市の犠牲を前提に首都圏だけ

人口を維持して、膨張と成長を基調とした20世紀的

方法で延命を図ろうとする大都市エゴイズムである。

環境問題の根本的な問題提起は、絶えざる膨張は不

可能であるということに尽き、「成長なき発展」に向けて

舵を切らなければならない。

3.翻小する都市における計團の圏標

縮小がもたらす災いを未然に防ぐだけでなく、むしろ縮小

を都市改造の好機とみなして、建造環境としての東京の方

向を変えようとするとき、われわれはどのような方向に向かっ

て進むべきなのだろうか。縮小する都市のあるべき姿を描い

てみよう。

3.望コンパクトな大都市

2050年の東京が縮小を挺子として今以上に魅力的な都

市に生まれ変わるために、東京の都市デザインが解決しな

ければならない課題の第一は郊外の形態であろう。

日本の大都市の過密居住水準は人口が減れば緩和される
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と考えられがちである。確かに人が減れば、統計上のひとり

当たり宅地面積は増える。地価が安くなれば広い宅地も開

発されるかもしれない。しかし、すでに細分化された大多数

の宅地はどうなるのか。隣の宅地が空けば買い足すことも可

能になるが、実際には空き地は偏り、しかもバラバラにしか発

生しない。個々の家計で考えれば、隣家が空き地になって

売りに出た時に購入資金があるとは限らないし、お金がある

時に都合よく隣が売りに出ることなど期待しない方がよい。だ

から実際には大半の宅地規模は増えないまま、空き地だけ

が増えることになると予測される。

一方、大きな傾向でいえば、鉄道駅から遠く不便な場所

の住宅地から空いていくだろう。収入のある世帯は、早々と

条件のよいところに住み替えてしまうだろうから、問題は収入

や資産の少ない世帯である。地価が下落するので、仮に土

地を持っていても、もはや便利な場所に買い替えるような値

では売れない。また、高齢社会では、現行のような水準での

年金給付は不可能なので、元気な老人は経済的自立が求

められる。働き続けるために老人たちも不便な郊外から脱出

しようとする。このように、人口減少社会では20世紀都市文

明の主舞台であった郊外住宅地に問題が集中的に発生す

る。拡散し自動車に依存する郊外住宅地が環境問題と高齢

社会に適さないことは世界的に共有された認識である。その

ような背景からサステナブルな都市形態として最近関心を集

めているのがコンパクトシティである。コンパクトシティは、環

境的には合理性があるのだが、多くの地域で、若者は小さな

都市を捨てて大都市ばかりに集まる。今時、中都市以上の

規模があれば大抵の品物は揃うし、大都市より生活費は少

なくてすむのだが、世界中で大都市ばかりが繁栄している。

日本では、首都圏、特に東京へ人口が集中しすぎるというの

で、1980年代には首都機能移転や、政府機関の一部を衛

星都市に配分する政策を進め、人口を分散化しようとしたが、

景気低迷で分散政策はあっという間に放癬された。

何が大都市の魅力かと言えば、そのひとっは、大都市が

提供する選択の可能性の豊富さであろう。働き口、教育機関、

文化的催し、消費、異性との出会い、悪所、何をとっても小

都市より大都市が豊かな可能性を示してくれる。ならば、私

たちの目標のひとつは、コンパクトシティの環境性と大都市

の魅力を同時に備えた都市、つまり一見矛盾する「コンパクト

な大都市」のあり方を探ることである。これを実現させないと、

我々は、人々の納得ずくで、持続する社会を手に入れること

ができないことになる。

32あらかじめ決めない灘市計闘

近年、地震iの予測の方は精度が上がり、被災確率が具体

性を持って検討されはじめている。ところが都市レベルでの

地震対策は遅々として進んでいない。特に、JR山手線の外

に広がる通称「木賃ベルト」と呼ばれるドーナツ状の地域は、

大きな震災被害が予測される。これまでの都市計画であれ

ば、このような地区の改善法は道路を拡幅すること、狭小な

宅地をまとめて不燃共同住宅とする、この二本立てであった。

道路を広くすれば消防車などが入れるようになり、延焼防止

にも効果があり避難経路も確保できる。

ところが、道路計画地内の居住者の立ち退きの合意を得

るのに時間がかかる。しかもゴネ得を期待して収用価格が上

昇し予算が膨れ上がる。宅地の共同化と集合住宅化の方も、

将来にわたる資産処分の不自由さから歓迎されない。かくし

て、災害危険地域の根本的改善は解決の目処が立たないこ

とになる。結果が仮によくても、それに至る筋道が市民の支

持を受けなければ結局実現ができず、改良そのものができ

ないどころか、その間にも過密化が進行していく。しかし、こう

した密集地域にも空き地が散発的に発生し、その多くは駐

車揚化している。こうした空き地のランダムな発生に対応して

計画を修正しつつ、柔軟に目標に近づけていくという発想は

ないのだろうか。木賃ベルト地帯は副都心にも近く潜在的な

経済価値は高い。宅地を緑地などに転i換して地域の防災性

と環境を同時に改善することができれば、地域の経済的価

値は上がり、宅地面積の減少を補って余りあるはずである。

そのためには、空間システムだけではなく、それを支える街

づくりのシステムも一緒に考えなければならないであろう。

3.3脱・父親殺しの翻市齢画

2006年のはじめに、小泉前首相が日本橋の上空を覆う首

都高速を移設する計画の検討を指示した、という記事が新

聞で大きく扱われていた。ソウルのチョンゲチョンでの高架高

速道路の撤去が引き金になっていることは想像に難くない。

日本橋上空は撤去でなく付け替えではあるが、景観のため

に3千億円とも6千億円ともいわれる巨額の投資を政治家

が発案する時代になったと喜ぶべきだろうか。あるいは、所

詮は二流の歴史的遺構のためにもったいないというべきだろ

うか。それはさておき、私は、これは父親殺しの都市デザイン

だと感じた。保守層によるラディカリズムは父の世代を責め祖

父の時代を懐かしむというかたちで現れるが、日本では実際

に父の時代の遺産を破壊してきた。明治は江戸を消そうとし、

戦後は戦前を否定し、現在は高度成長期をけなしている。発

展とは常にそういうものかもしれない。一方で、目本の都市景

観が惨憺たるのは、日本人が歴史的建造物を大事にしない

からだと難じられる。父の時代の遺物を大切にしなければ祖

父の時代のものが残るはずがないのだから、これは明らかに

矛盾である。

ストックの時代だとか街のコンテクストが大事だといわれて

久しいが、いざ具体的なプロジェクトを目の前にすると、使い

続けるより壊した方が安いとか、日本には尊重するほどの街

並みのコンテクストがないといい出す。ストックの時代を本気

に考え、歴史の堆積する街にしたければ、まずは存在する

構築物を事実として受け入れる覚悟が要るのではないだろう

か。パリを誉めるのなら、19世紀の「首都高速」であるエッフ
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エル塔を残した寛容さを見習うべきであろう。首都高速も東

京の地形の一部として受け入れてもよいのではないか。首都

高速はそう誉められたものではないが、よく見ればビルの間

を縫って空中を飛んでいく姿はなかなか勇ましいし、首都高

速から眺めた東京は空も広く爽雑物が見えずすっきりしてい

る。あの眺望を自動車利用者だけに独占させておくのはもっ

たいない。父親殺しの都市計画を脱し、時代の堆積の上に

将来を築ける可能性をもっと追求すべきではないか。

3.尋翻かれた名断

かつて日本の都市には、市民に名所と呼ばれて親しまれ

た公共空間があった。そこには場所の歴史と人びとの記憶

が蓄積された場所であり、寛ぐことができる場所であり、人び

との交流の場所であった。名所は、西欧都市の広場のように

晴れがましい場所とは違い、都市の基層に潜む自然の断片

が顔を出すような、都市の人工性から逸脱した隙間ともいう

べき場所であった。それらの多くは高度成長期の開発によっ

て急速に消えて行った。その代わりに、テーマパーク的消費

空間の中に広場や街路が登揚した。それらは巧みに演出さ

れており、お金さえあれば都市生活の大部分と階級的虚栄

心を満たしてくれるようになっている。しかし、このような空問

は、共同体の結束には決して繋がらないし、お金を使わない

と十分な満足が得られないように仕組まれている。超高齢社

会と共にこの種の消費空間は早晩存在基盤を弱くする。最

大の世代人口を誇る老人たちは、働けなくなる老後に備え

貯蓄に励み、消費を控える。さらに、社会全体としても、生産

性が低下するので、老人でなくても買い物三昧の生活は続

けられなくなる。

これからの東京に真に必要なことのひとつに名所の再生

があるだろう。名所は経済効率の概念からは外れていなけれ

ばならない。名所とテーマパークは似ているが、テーマパー

クは消費刺激装置であり経営戦略のひとつに過ぎない。日

本の多くの都市は近世都市の遺産を名所として今日までな

んとかやってきたがそろそろ賞味期限が近付いている。われ

われの手で新たな名所を創造しなければならない時期であ

る。名所の充実は、都市に住み、働くことの誇りと喜びを市民

に与えることに繋がる。

舗騒小の介入で最六の効畢

近代主義の設計思想には、建築も都市も白紙に戻して計

画するという理想主義あるいは原理主義が濃厚にある。縮小

の時代には、経済的観点から、現実の全面否定という原理

主義的な構えは取れない。現実を不可避な条件とし最大限

継承するように努めるべきである。都市の歴史的連続性の保

存と環境への負荷を考えるなら、建設需要を拡大するためだ

けの都市破壊は最小限にしたい。それゆえ、われわれの計

画で重要な価値基準は「最小の介入で最大の効果を得る」

でなければならない。それは同時に縮小期の計画である以

上、投資効率にとりわけ、敏感にならなければならないので

ある。

尋.概慧愚デルとしてのファイバーシティ

縮小する都市のための新たなパラダイムとして、私たちは、

ファイバー(繊維:構成単位)やファブリック(布:組織モデル)を

思い描きながら都市改造の戦略を組み立てるのが有効であ

ると考える。ファイバーは実体であるとともに、認識と計画の

ための概念モデルでもある。このような概念モデルは当然、

先行する近代モデルに対抗するモデルとして構想している。

ag.1ファイバーと9ま侮か

では都市空間でファイバーは何か、実体的な面を先に説

明しておこう。Fiberは英語で繊維のことであるが、都市空間

でいえば、線状に長く伸びる構造物、あるいは管状の空間な

どを総称している。たとえば交通網はファイバーである。東京

の空中、地上、地下、あらゆるところに交通路が張り巡らされ

ている。また通信網もファイバー状である。現代都市のファイ

バーとは何よりも速度と移動の空間と言える。ファイバーシテ

ィには流動性、速度が想定されている。

ファイバーは交流と交換の場でもあり、その代表は商業空

間である。ファッショナブルな通りも住宅地の駅前にある何々

銀座も皆ファイバーである。ファイバーは境界でもある。公園

や大学のキャンパスや住宅団地の境界、崖、海岸、川などで

ある。

尋2薦から総へ

正統的な近代都市計画は面で伝統的都市を変えようとし

てきた。ところが、民主的な手続きを要する国では、既成市

街地を面的に扱おうとしても、天災か戦災でもない限り時間

がかかり過ぎて実現できない。一方、都市にとって建築は所

詮点でしかなく、建築を変えることで都市を変えるという考え

は勇ましいが現実とのギャップが大きい。幾何学的にいえば、

点だけでは場所を定義できないが、線であれば領域を定義

可能ということになる。

雛鱗灘鑓
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図1:面積の同じ二っの緑地

線は面積が同じ四角形と細長い形状の公園を比較すると
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分かるように(図1)、線状の公園は同じ面積の四角形の公園

より周長が長く、周辺の市街地に密に接することができる。線

状の形態を使うと、少ない介入で大きな効果が得られることも

大きな利点である。

現代日本の都市で行われていることは、オブジェクトを目

指した点的介入か、あるいは小さな面的介入によってテーマ

パークやゲーテッドコミュニティをつくることである。いずれも、

自己充足してしまっている。既成市街地との手掛かりをっくり

出すための活路は、点と面の中間に位置する線にあるという

のがわれわれの着目である。これからの都市デザインは線を

操作することによって面を編集することになるはずである。線

を操作対象にするということは、既存の環境を否定することな

く環境に介入するという点からしても自然な方法である。

われわれが線状の形態に注目するもうひとつの理由は伝統

的な日本の都市が線的性格を備えていたということがある。

ファイバーシティは日本の都市の伝統と繋がっている。

4.3椴造力学から流体力学に

ファイバーシティは、都市を速度あるいは流動として捉え

ている。

中国の理想都市は正方形をベースに描かれ、西欧の理想

的な建築や理想都市は、ルネサンス以来、同心円形で構想

されることが多かった。近代主義による建築や都市デザイン

はこうした伝統を受け継ぐアカデミーに戦いを挑んだはずな

のに、意外にも第1世代の都市デザインは求心的な構造を

引き継いでいる。近代都市デザインを実質的に骨格付けた

のはエベネーザ・ハワードによる「田園都市」(1898年)の提

案とル・コルビュジエによる「300万人のための現代都市」

(1922年)であるが、このふたつは共に求心的で古典的な構

図を持っている。

特に「田園都市」は衛星都市の概念を基礎に据え、中産

階級のための郊外の理想像を具体的に示し、後世の郊外の

形態に大きな影響を与えている。衛星都市という概念は、名

称から分かるように天文学に由来するが、同じ形態構造がつ

まり原子核を周回する電子でも繰り返されている。これは、極

大スケールから極小スケールまで覆う近代の普遍的な世界

モデルといってよいので、差し当たり、これを「アトミックモデ

ル」と呼んでおこう。アトミックモデルの本質は、実際には動

いている物体を一瞬の時間断面で静的に捉え、それを円形

を基本に置いた調和的に表現したモデルである。都市は非

調和的であり、常に変化し続ける。たとえば、近隣コミュニテ

ィが地理的に明確な境界をもつことは、現代生活まったくそ

ぐわない。まず、現代人が人や物に出会うのは実空間と同じ

程度かそれ以上に情報空間で出会っている。実空間での交

流に限定しても歩行圏内の付き合いもあれば、車や電車で

出かけることもする。現代都市の居住者の活動領域は伸び

縮みし、領域感も閉じられない。だとするならば、円形を用い

て空間を組織化することが、いかに時代錯誤かが分かる。

交通は現代社会の価値の実現においてきわめて重要で

ある。大都市の魅力は、大都市が提供する選択の可能性の

豊富さにあるが、いかに多様なものや情報が用意されたとこ

ろで、それらに到達できなければ選択肢とならない。過去の

階級的な社会では権力者が高速移動手段を独占していた

から一般市民には限られた選択肢しかなかった。現代都市

は高速移動手段と情報伝達手段を誰でも安価に利用できる

ようにした。これこそが近代都市がもたらした最大の価値であ

ろう。有史以来、移動の自由の獲i得は人びとを魅了し続け、

20世紀になると交通手段が質量共に爆発的に増える。現代

のグローバリゼーションも交通技術の発達の結果である。高

速の移動と通信手段は豊富な物と情報をすべての住民の選

択肢として約束したのである。一方、高齢者は交通弱者にな

りやすい。ファイバーシティは、これまで以上に移動と通信の

デモクラシーの重要性が増していることと、他方で移動の自

由の追求が排出ガスの増大の要因となっているという両立し

にくい要請があることを認め、交通と交通路を都市デザイン

の中心的課題として据えるのである。

尋.尋断縫から交換ヘ

ファイバーシティは、都市の本質である交換と交流に立ち

返るべきだという考えから、境界が都市デザインの重要な対

象として浮上してくる。

都市は物と情報の交換の場所に始まる。そして、交換は

異種領域の境界線上で起こる。典型的な境界は市門とか飛

行場とか港、鉄道駅である。伝統的なタイプの市場や秋葉原

のように特定の顧客層向けの商品に特化した現代的な市場、

どこにでもある商店、ショッピングモール、百貨店などの小売

り施設はすべて交換の場である。周縁的な場所である外国

人居住区(中華街、コリアンタウンなど)や裏路地の飲み屋街

とか駐留軍の基地なども境界の一種であり多様な交換が起

こる。大学、カルチャースクール、語学学校、図書館なども知

的な市場でなければならない。博物館や美術館、ギャラリー、

音楽ホールなどは芸術的な知の交換の場であるべきである。

近代都市計画のパイオニアたちの提案に共通したひとっの

特徴がある。それは、生産への関心に比べて商業、っまり交

換と交流への関心がきわめて薄いことである。時代背景とし

ては未だ生産が需要に追いついていなかったことがあり、思

考法からみると、近代都市計画のもっとも重要な計画概念で

あるゾーニングと本質的に相容れない考え方だからである。

近代都市計画では、明確に定義されたゾーンとゾーンはで

きるだけ接しないように緩衝しようとする。

尋.5磯観から布『ヘ

ファイバーシティの組織イメージは布である。繊維を撚れ

ば糸ができ、糸を織れば布ができる。布は柔らかで一部が破

断しても全体が壊れない。部分の性格はテクスチャーとして

現れる。目を寄せれば同じような構造が繰り返されるフラクタ
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ル性がある。

これに対して近代都市計画も近代建築も、組織の組み立

てを機械のイメージに求めた。精巧に設計、製作された要素

が、計画された通り相互に絡み合って所期の目的を達成す

るイメージである。そのためには、構成要素をあらかじめ明確

に定義し、関係を記述しておかなければならない。布と違っ

て、リダンダンシーに乏しく、どこかに不都合が起きると全体

に影響を受ける。機械の正確さは都市の曖昧さに合わない。

都市は道具であると同時に器である。計画当初の予想とは

異なる活動が繰り広げられるかも知れない場である。

亀6発甥からi騙纂へ

現実と歴史を白紙に戻さず、それらに敬意を払うというファ

イバーシティの基本的な思想は「発明から介入あるいは編集

へ」と表現できる。すなわち、創造行為は無からの発明だけ

ではなく、既存の文脈への介入あるいは要素の組み替え、

つまり編集にもあるという発想である。革命的原理主義であ

る近代主義の目からすると、既存の環境は改善されるべき劣

った環境としかみなされない。それは最新の計画で置き換え

られるべきということになる。

つまり、近代主義は進歩と成長を前提とした革命主義であ

る。ところが、地球環境問題を憂う者から見ると、革命主義は

多くの場合最大の敵となる。ある理想像が環境的にも正しい

としても、それを建設するために既存の都市を全部つくり直

し膨大な廃棄物を出さなければならないとすれば、それは総

合的に見れば理想の建設が環境的ではないということになる。

零、潤

、
＼
、

、、

騒.ファイパーシ・予イのため⑳幽つの都竃デザイン戦賂

私たちは、先に述べた課題に対する解決策をファイバー

シティという概念モデルに基づいて多面的に検討してきた。

その検討の結果は首都圏に対しては「緑の指(グリーンフィン

ガー)」、「緑の間仕切り(グリーンパーティション)」、「緑の網

(グリーンウェブ)」、「都市の鐡(アーバンリンクル)」の4つの

都市デザイン戦略としてまとめられた。(図2)

緑の指(グリーンフィンガー)は、人口減少で大きな打撃を

受ける郊外の再編戦略である。荘漠と広がる郊外住宅を鉄

道沿線歩行圏に徐々に集中させ、それ以遠を緑地化する。

これは鉄道路線でネットワーク化されたコンパクトシティであ

 る。

緑の間仕切り(グリーンパーティション)、都心を囲むように

広がる災害危険度の高い木造密集市街地を緑の防火壁で

小さく分割して、火災被害を最小限にすると同時に緑地の増

加で居住環境を改善する戦略である。

緑の網(グリーンウェブ)は、首都高速道路の中央環状線

内側の交通機能を止め、災害時の緊急救援道路と緑道にコ

ンバージョンする戦略である。併せて沿道敷地の高度利用と

地域エネルギーシステムの導入を図る。

都市の鐵(アーバンリンクル)は、アーバンリンクルは、均質

化し抑揚のない都市空間に、場所の風景と歴史を生かした

特徴のある線状の名所をつくり出す戦略である。

これらはどれもファイバーを操作することで東京の都市空

間の質を変えようというものである。

本報告では、このうち、首都圏の郊外に関わる緑の指(グリ

ーンフィンガー)と緑の間仕切り(グリーンパーティション)につ

いて詳述したい。
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図2:ファイバーシティの戦略地図
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6.緑の旛/潔E酬講鷺醗

グリーンフィンガーは、人口減少で大きな打撃を受ける郊

外の再編戦略である。荘漠と広がる郊外住宅を鉄道沿線歩

行圏に徐々に集中させ、それ以遠を緑地化する。これは鉄

道路線でネットワーク化されたコンパクトシティである。

こうして、首都圏の充実した鉄道ネットワークを活用して人

口減少下でも鉄道インフラの維持ができ、車依存を減らして

CO2削減に貢献するモビリティの高い住宅地となる。コンパ

クトでありながら大都市の魅力を堪能できるネットワーク化さ

れたコンパクトシティが誕生する。

翻人幽護少下の翻外

日本の都市の郊外の居住形態は少子高齢社会により、以

下のような条件を軸に変容すると考えられる。

1.世帯形態で単身世帯が最大となる一方、さまざまな共

同生活の形態が生まれる。

2.健康な高齢者は、生活費を自ら稼ぐことが求められる

ので、高齢者世帯といえども通勤を考える必要がある。

3.老人の身体能力および経済力から自家用車所有世

帯率は減る。

4.住宅ストックが余るので中古住宅の流通が増える。

少子高齢化によって起こる以上のような変化の帰結として、

今は隆盛を誇る郊外はやがて魅力的な居住場所ではなくな

る。一方、日本の大都市が誇るべきインフラストラクチャーは、

充実した鉄道ネットワークである。路線密度、高い頻度の運

行の正確さ、安全性などどれを取っても世界に冠たるものが

ある。しかし、郊外の人口密度が下がると郊外鉄道路線の維

持が経営的に難しくなる。鉄道が廃線されれば遠郊外の居

住者の中の経済的弱者(その中には老人世帯が多く含まれ

る)が取り残される。

6.2餓題駅購灘に健む

そこで、住宅地を鉄道駅から歩ける範囲に誘導し、その外

には緑地を誘導する(図3)。鉄道沿線にたくさんの人が住め

るようにすると共に、現行駅間隔の長い地域では駅を増やす。

周辺の地価上昇によって事業全体の収支の改善を図る。

羅砺

鰍難繕
欝多雛嚢い1

納瓢繕》

6.3グリーン7イン甫一の誘導策と馨ii鍵収支

このような再編成は、自治体が市民に明確な都市ビジョン

を示しながら、土地利用規制、移転費の助成、税制やエネ

ルギー料金のゾーン別料金体系等を組み合わせて誘導的に

行うのがよい。基本原理は拡散して住む人には効率性低下

による都市経営コスト増分を負担してもらい、駅の周りに集中

して住み都市の効率性向上に貢献する人には、助成で都市

経営コスト減を還元するということである。

さいたま市中部の与野本町駅、南与野駅、北浦和駅周辺

南北2.3km東西6.6kmの矩形の地域(面積15.2km2)をケー

ススタディ地区としてグリーンフィンガーの実現性をシミュレ

v-・一一ションしてみる。具体的には、鉄道駅から800mの徒歩圏

外に住む人を圏内に誘導する方法および圏外にできる緑地

の活用と維持の方法を主に公的政策の問題として考える。な

お、対象地域は、JR埼京線(2駅)とJR京浜東北線(1駅)の

2路線が平行して通り、山手線から30分・大宮から5分の

地域。現在の人口は148,000人で人口密度9,700人/㎞2。

大部分が戸建てか低層集合住宅で構成される住宅地である。

シミュレーションの前提条件は以下の3つである。

1.自治体および、居住者双方に経済的損失が起こらな

いようにする。

2.予測される人口の全員が居住できるような密度を設定

する

3.敷地の統合は行わず、現状の敷地分割で戸別に建て

替えを行う。
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図3:グリーンフィンガーの市街地と緑
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1)人口

国立社会保障・人口問題研究所の2002年(平成14年)

人口推計および簡易計算プログラムによると、さいたま市の

人口は2030年まで増加することになる。2000年の人口を

1.00とすると、2030年1.18、2050年1。09、2100年0.80と

なる。

徒歩圏現状は3駅分で徒歩圏面積は6.Okm2、これに増

駅を行い徒歩圏面積を7.4km2まで増やす。このうち宅地面

積は5.2km2となる。

2)建物

シミュレーションでの目標を、ひとり当たりの床面積を、埼

玉県平均・全国平均以上となる45m2以上に設定すると、地

域全体で現状56%しか使っていない容積率を、人ロピーク

時2030年には150%まで容積率を上げなければならない。3

階建ての町並みであれば建蔽率は50%となる。

3)緑地

高密化および鉄道駅徒歩圏外から圏内への移動誘導イ

ンセンティブとして、圏外を緑化し、圏内の住民に緑地を無

償で貸し出す。

大量に発生する緑地が、都市環境に貢献することは明ら

かであるが、維持管理を公的財源で負担ですることは考える

べきではない。このモデルでは、市民農園として貸し出す、

緑地負担能力のある企業(研究所、大学、工場など)を誘致

するなどを想定している。今後とも、都市周辺の緑地の形態

の問題は、農業、文化、生活、環境、教育など多面的な検討

が必要である。

4)収支

グリーンフィンガーの誘導策に関する公共財政の収支モ

デルを試作した。

1.圏外から圏内に移転する住民には経済的負担が発生

しないように、自治体は、移転する住民から緑地用と

して宅地を借り上げ、地代は移転者が、圏内での住

宅賃料に相当する水準で設定する。また、元居住者

は相当の面積の緑地を無償で借りられる。

2.圏外にそのまま残る住民には、圏外のインフラ維持に

要する費用を相応に負担してもらう(受益者負担)。

3.圏内の住民が住宅を建て替え、増床分でアパート経

営するときには、自治体は低金利で融資をし移転者

の受け皿作りをする。また、圏外に相当の面積の緑

地を無償で貸しだす。
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図4:グリーンフィンガーの事業スキーム例
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図5:グリーンフィンガーの事業収支試算
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図6:グリーンフィンガーによって再編成される首都圏の市街

地の形

山手線の各駅から1時間または横浜、大宮、川崎、千葉の

各駅から30分の乗車券内の各駅から半径800mの範囲に

ある730のコンパクトシティが鉄道でネットワーク化される。

一142一 住宅総合研究則団研究論文集No.33,2006年版



7.録の間仕甥鯵/畠r薦騒P謹蹴1⑫隔

グリーンパーティションは、都心を囲むように広がる災害危

険度の高い木造密集市街地を緑の防火壁で小さく分割して、

火災被害を最小限にすると同時に緑地の増加で居住環箋を

改善する戦略である。緑の防火壁は、随時発生する空き地

を種にして、必要に応じて土地を交換しながら繋げていく。

平面形態は空き地の出方次第なので、うねうねとするが、一

端は必ず避難場所に繋げる。緑地の面積は地区の面積の

約8%程度である。

こうすると、延焼防止効果以外にも、緑の壁を伝って避難

広場への安全な動線を確保でき、緑化率が高まり、地域の

環境が向上し(図7)、地域の経済価値が高まる。
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である。

都内の場合、建物幅25mでも4mの空地があれば延焼し

ないことが分かる。また、居住環境として見た場合でも、通風

や採光、プライバシー確保のためにも4mの幅が確保されて

いることは必要であると考えられるし、建築基準法で求めて

いる敷地が接するべき道の最低幅員の値でもある。

2)街区外周道路(地区幹線街路)に連結すること

火災などの非常時には住人がグリーンパーティションを通

って街区の外周道路へ避難したり、消防や救助活動のため

の経路として機能させることを考慮して、グリーンパーティショ

ンは地区の幹線道路に連結することが必要である。

3)防火樹を防災上必要な位置に配置すること

防火樹を適宜配置することでグリーンパーティションの延

焼抑止効果と環境効果をさらに高める。ただし延焼抑止効

果が高いのは照葉樹などであり、暗くなりがちである。住宅

地内の緑地としての防犯性、景観性などから総合的なデザ

インが必要である。

図7:グリーンパーティションに沿う住宅地

7.1グリーンパー一ティシ9ンの形態

グリーンパーティションは密集市街地の防災性や居住性

を向上させることが本来の目的であり、そのためには下記の

ような形態が必要である。

1)幅員4mを確保すること

幅員4mという数値は、延焼遅延効果を期待できる最低限

度の距離である。建物間口と建物の防火性能(構造)と延焼

限界距離の関係は図9のようになる。延焼限界距離とは、建

物の距離がこれ以上離れていれば延焼しないとされる距離
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7.2グリーンパーティシreン形成手顯

上記のような形態に到達するための計画のプロセスは以

下のようになる。

1)グリーンパ・一一一一・一ティションの拠点空地を指定する

グリーンパーティションは、これに接続しなければならない。

拠点的空地は、

・広域避難i場所に指定される大規模公園や学校施設

・一時避難所に指定される中小公園や学校施設

・中小公園や寺社
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図8:グリーンパーティション

一143一 イ}宅総合棚ラ旨財lll研究。1む文集No.33,2006イ1版



延焼限界距離d(m)
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図9:建物特性と延焼防止空地の関係

出典:損害保険料算出機構1(2005)『市街地特性を考慮した

地震火災の延焼評価手法の開発』をもとに大野研で作図
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図10:全員現物出資による街づくり会社の事業スキーム
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図11:グリーンパーティションの容積移転を街づくり会社が

行う場合の事業スキーム

2)結節点をグリーンパーティションで繋ぐ

・宅地を空き地化して、それを接続させていく。

・幅が4mに満たない宅地の場合は隣接宅地と一体化させ

る。グリーンパーティションは拠点的空地に接続させる。接道

条件を満たしていない宅地、狭小な宅地など条件の悪い宅

地を優先的にグリーンパーティションに組み入れることで、地

域の都市的弱点の解決に繋げる。

・結節点間を最短で結ぶのではなく、迂回するルートを取り

地域との接触長を確保する。

・ランダムに発生する宅地はグリーンパーティションとの交換

用地としても活用する。

グリーンパーティションはランダムに出現する空地化した宅

地を繋ぎ合わせていくので、最終的な線形は予見できない。
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{色の婁りわけは蟷物が冬蝋するまでの瞬閥を薮す、;色の嬰り分けは建物が金蔑するまての瀦縄を幾す)

図12:延焼拡大時間のコンピュv-…ターによるシミュレーション

グリーンパーティションの延焼拡大防止効果を示す。色の塗

り分けは建物が全焼するまでの時間を表す。防災まちづくり

支援システム(防災まちづくり支援普及委員会:加藤孝明氏

提供による。一)を使用した。

7.3グリーンパー予イシ圏ンの睡導策と事桑収支

グリーンパーティションをいかにして実現するか。税金を使

って自治体が直接行う方式は機動性が悪いので、グリーン

パーティションでは、街づくり会社が実施することを考えてみ

る。ある程度の公共性を保証した組織として「街づくり会社」

を想定しよう。これまでなら、行政が直営で行ってきた道路整

備や公園整備を請け負う民間組織ということになる。民間事

業にすることで、積極的に事業展開ができる。まちづくり会社

の事業展開には二っのスキームが考えられる。

1)公的援助を有効に使う方法(図10)

このような事業は公益的性格が強く、本来は行政が行う密

集市街地の居住環境や防災性改善を街づくり会社が代行し

ているのだから、事業代行費(街づくりサービス補助金)を行

政から受けることができる。資産価値の上昇もともと都心に近

い場所であるから、防災性が高まり緑地が:噌えて居住環境

がよくなれば、当然地価に反映して資産価値が高まる。その

地価の上昇が宅地の減少分を補えば、この事業は経済的に

は成立することになる。ただ、地価が上がるのは、ある程度グ

リーンパーティションができ上がってからであるから、その間

の資金調達コストを公的支援が支えると考える。

地域の改善の成果は住民が受けるべきであるから、地域

内のすべての地権者が自己所有の土地を現物出資する。

出資した土地を元にグリーンパーティションの形成と、賃貸

経営を行い、出資者に配当を行う。土地を証券化したという

ことである。土地を現金化したい人には、証券を売却するか、

または地価相当の額を無利子融資をする。緑地が増えてい
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ことである。土地を現金化したい人には、証券を売却するか、

または地価相当の額を無利子融資をする。緑地が増えてい

くと地価が上がる。転出した人の土地の売却やアパート経営

などによって利益を生み出し、株主である地域住民に配当

する。

2)グリーンパーティションの容積移転を利用し、公的援助な

しで行う方法(図11)

街づくり会社は、空き地を購入・交換し、グリーンパーティ

ションを整備する。防災的効果があると認定されるグリーンパ

ーティションについては、都心部への容積移転可能だという

ルールをつくる。都心の開発業者に売ることにより公益緑地

にも収入が入り、事業に必要な経費を回収することができる。

一つの方法として、緑の網/グリーンウェブと連動させ、首都

高速沿道の土地の高度利用に使う。首都高速沿道での開

発利益を公的に還元する効果がある。容積が余っている場

所と必要な揚所の間のアンバランスを調整することになる。

グリーンパーティションの形成は偶然に発生する空き地を

元にしているのだが、グリーンパーティションとして繋がらな

かった空き地にっいては、宅地として転売し、「建て替えル

ール」に沿った街づくりを行っていく。各住宅の更新につい

ては、共同住宅化と並行して地区ごとに協定を結び、個別建

て替えでも望ましい住環境が達成できるようにする。協定の

内容は、隣地に建つ建物の予測ができることと居住環境が

保証されることを主眼にしている。

空地発生

「まちづくり会社」が購入

飛び地は宅地として転売するつながりそうなところは防災縁地となる

支出

」土地購入代金

、金利負担

!親金

対象地区508宅地のうち、10奪簡に115宅地宅地の亮鎚希蓬があり、
まちづくり金社がそれを買い駁ったと憩建した場含の土地購入代金の総額。
ここの土地代は跨線優をから想定した。

金尉を年利2.5%で設定し、購入した115宅地を
録有年鍛(3～8隼の聞でランダムに設定)の圏の金剥負担分の金額

固定資産稜、郵市計画稜、不鋼産駁碍観

緑地整備費用埣10万円で懇定。緑埴として整髄し周辺住民に公閣する。

運欝経費 総支出の5%は、人件費など町づくり会社の運嘗費用に充てる。

収入

容積の転亮容積率K鵬あたり躍00万円を醤定。

宅地の転亮縁地に接していない土地については、
購入髄格で転売と仮定したGreenPartitionによる土地代の箇上がり分は.
下配で蓬顔を麗込んでいる。

環境改警蓬額 宅埴が緑地に南面する場舎は購入優格の1.3倍、棄西面の場含は1.2倍、
北面の場合は1.1倍になると慧定した。

支出
土地購入代

,利益纏鯉
縁地整舗翼用
必要経費

叡入
'一綴地転亮

宅地転亮020億弓0筐6G億(円〕
環境改善蓬額

図14:グリーンパーティションの事業収支試算

3)グリーンパーティションの事業収支試算

ここでは、「グリーンパーティションに認定されれば、未利

用容積分を離れた場所に移転できる」という法整備(仮称「防

災緑地法」)を想定して、公的援助がなくても事業が成り立っ

モデルを試作する。

容積率100%あたりの土地代坪単価を比べた場合、木造賃

貸密集地域よりも、都心の商業エリアの方が、土地単価が高

いことを利用し、緑地帯の転売費用によって、事業期間中の

金利負担や、各種税金、緑地帯の整備費用、「街づくり会

社」の運営経費をまかなうことができる。

試算の設定

場所墨田区住宅地508宅地最終緑化率8%

空地の発生(買取)はランダムに発生する(期間3Y・-8年で、

宅地の2割が空き地として発生)

7.4戸劉建て薔えによる街区の更新
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図13:風抜き穴のイメージ(左)、連続裏庭のイメージ(右)

図15:連続裏庭の配置例
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図16:「連続裏庭」、「風抜き穴」形態規制

敷地が細分化された住宅地を前提にした建築の形態規制で

ある。敷地の背割り線に沿って空き地(連続裏庭)を確保し、

道路とトンネル状の空隙(風抜き穴)でつなげて風のネットワ

ークをつくり出す。また、斜線制限と高さ制限を課す。住宅地

では隣に建つ建物の形態が予測できることが最重要である。

日影規制はその点で問題が多い。

従来の都市計画では、密集市街地の改善策として不燃化

と敷地統合による共同住宅化が定番メニューであったことと、

日本の市街地の建築規制は自由度が高すぎることは裏腹の

関係にある。隣に建つ建物の形状が予測できず、結果として

全体の不合理を招いている。そこで、共同化となるのだが、

敷地統合も共同住宅化も、異なった事情を持つ地権者の間

での合意が得にくいのが現実である。さらに、合理的な宅地

の評価の難しさと事業後の資産の処分に大幅な制限を受け

ることも地権者には大きな抵抗となる。

ここでは、現行規制より厳しいが合理的な形態制限を課す

ことで、個々の敷地で自由に建て替えをしても、共同住宅に

匹敵する地域環境を確保することを目指す。日本の近世の

町家は個別建て替えシステムでできていることからすれば合

理的な街並み形成は可能である。まず、街区内部の敷地境

界線を結節点で分解し、「道路に繋がらない敷地境界線」か

ら2メートル以内には建物を建てない。住宅を前面道路に

引き寄せるため、道路側壁面の位置指定も行う。こうして出

来る宅地の裏手の専用庭は、連続して街区中央部にまとま

った空地の帯を形成する(「連続裏庭」)。また各住居は、間口

の三割以上の幅で道路と「連続裏庭」をっなぐ「風抜き穴」を

一階に設ける。風洞実験による検証では、このルールによっ

て形成された街区が、同じ容積率で単純な直方体の住居か

ら成る風通しの良い街区と比較しても、同等の通風を得られ

ることが明らかになった。

8.今後の展開

ファイバーシティは開かれた概念である。また、それを実

現する戦略も、この4つに留まるものではない。重要なことと

して、縮小の時代の都市の活性化の処方i箋は都市ごとにす

べて異なるということである。東京のために開発されたこれら

の戦賂が、他の都市に適用して効果が上がるかどうかは保

証されない。さらなる共同作業の輪の広がりと思想の深化が

必要である。
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