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人口減少時代の都市計画

明石達生

（国土交通省国土技術政策総合研究所 室長）

人口減少下でも，都市は拡散を続ける。モータリゼーションが立地選択を平準化したからである。住宅需要が減っ

ても，高層住宅の建築紛争は郊外・地方部へと拡がる。緩めに設定された容積率の規制値が，利益最大化を当然とす

る開発企業の達成目標値となるからである。そうやって生じる都市空間の混乱と荒廃は，デ、ュラピリティ（耐久性）

という不動産の特性によって長期に是正されず，時とともに助長される。だから，都市の空間形成の制御は人口減少

時代であっても計画に基づく規制を手段とすることが不可欠だ。しかし， f緩いが硬直的」なわが国の土地利用規制を

「安定的だが柔軟」なものに変えるにはどうしたらよいか。この主題を考察する。

キーワード 1）都市計画， 2）人口減少， 3）土地利用規制， 4）開発規制， 5）農地転用， 6）条件付用途許可， 7）長

期耐久性， 8）持続可能な開発， 9）モータリゼーション， 10）建築紛争， 11）人口減少時代の都市計画

PLANNING SYSTEM IN DECREASING AGE 

Tatsuo Akash1 

Real estate developments have unique characteristic as“Durability”， which does not compatible with ‘＇Sustainability”unless 

planning control with land use regulations. Urban sprawl will continue even under decreasing population because of natured 

motorization. Conflicts by high rise building construction have been spreading to suburban areas and local cities because loose 

regulation of floor area ratio turned into the goal necessary to get for development companies in order to maximize profit. How 

can we change our land use regulatory system from “loose but rigid”situation into “stable but flexible”？ This is the most 

significant issue on planning system in decreasing age. 

第一編 市街地の外側の都市計画

人口減少時代には，スプロールに対する備えは過剰な

規制なのだろうかっそして，都市の拡大を前提とした開

発コントロールの仕組みは，どう改変すべきなのかつ前

半は，この観点から，線引き制度の今後を考えてみる。

「DurabiI ity」と「Susta i nab i I i ty」

Durabilityは，ちょっと聞き慣れない言葉かも知れな

い。辞書を引くと 「耐久性，長持ち，永続性」といった

訳が書いである。DurableGoodsは耐久消費財のことだ。

Durabilityは，経済学の教科書では不動産の特性とし

て登場する。不動産が他の財と異なっている特性には，

Durability （長期継続性） , Immobility （移動不可能性），

Heterogeneous （強い個別性）。HighTransaction Cost 

（高い取引コスト） , Long Time Delays （長い調節時間）

があるとのことだ。

都市の土地利用は，基本的には市場を通じて行われる

経済活動によって形成される。土地の私的所有が全面的

に認められ，しかも土地が細分化されて多くの人が所有

しているわが国では，土地の売買取引も，開発や建築と

いった生産・加工行為も，市場において他の財と異なる

ところはほとんどない。 しかし問題は，そうした経済活

動によって生じた結果に Durabilityがあるということ

だ。

Durabilityがあると，修正がされにくい。経済活動に

よって生じた失敗が，容易には是正されないのだ。いっ

たん開発された土地は，そう簡単に農地や山林には戻ら

ないし，建物だ、って使われなくなっても廃屋のまま何年

かはその場で放置される。商品の在庫のように，一時的

にはたまっても廃棄されれば何も残らないというもので

はない。失敗によってできた土地利用は，相当の長期間

にわたって失敗の尾を引くのである。

問題はそれにとどまらない。ある種の土地利用は周辺
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の開発を誘導するからだ。仮にある土地利用の立地に問

題があるとして，その問題のある状態が長期間存続する

と，周辺の土地利用がそれに誘導されて変化し，問題が

拡大してしまう。失敗した土地利用自体は必ずしも不可

逆ではないにしても，それによって周辺の土地利用まで

もが変化してしまうと，もはや元には戻らない。

ところで，「長持ち」という意味では，似た概念に

Sustainabilityがある。こちらの方は，有名なので解説

は不要であろう。一般に「持続可能性jと訳されている。

Sustainable Development （持続可能な開発）は，環境

を破壊せずに良好な空間を次世代に引き継いでいくこと

ができる形での開発行為の継続といった趣旨であるが，

今や都市計画を支える概念として，世界的な潮流となっ

ている。

DurabilityとSustainabilityは，似ているが違う。前

者は不動産という財の特性であり，後者は人類の生息空

間全体の維持のために必要な人間活動の目標ないし規範

のことである。開発により形成される土地利用が

Durableであるからこそ，開発は Sustainableなもので

なければならないのだ。

だから，不動産開発に対しては，単に税制などの経済

的な手法による誘導だけでは必ずしも十分ではなく，容

易には回復しにくい失敗が生じないよう，都市計画のよ

うに空間そのものを制御するアプローチが不可欠なので

ある。

2 モータリゼーシヨンは都市を拡散する

都市化と成長拡大の時代，無秩序な市街化の防止のた

め導入されたのが線引き制度（市街化区域と市街化調整

区域の区域区分）である。市街化調整区域内について大

部分の開発行為を許可制（＝原則禁止）としたものだ。

1968年の都市計画法全面改正で制度が創設され，原則人

口 10万人以上の市を含む都市計画区域において， 1970

年代を中心に順次区域区分が都市計画決定が行われた。

線引き制度における市街化調整区域の開発規制は，欧

米諸国と比較して全体的に緩いわが国の土地利用規制に

あって，異例に厳しいものとなっている。例外措置が抜

け道になって現実の運用は必ずしもリジッドではないと

の指摘もあろうが，それでも一般的な開発行為が原則禁

止されるというのは，厳しい土地利用規制と言うべきだ

ろう。このような厳しい規制の枠組みが法律で措置され

た理由をたどれば，高度成長期にあって未曾有の急激な

都市化による危機感が背景にあったからこそというのも

また事実であろう。

ところが，時代は変わって，わが国は人口減少期に入

ろうとしている。人口減少になれば，成長カは弱まり，

圏全体の活動量も減少するはずだ。そのような経済活動

の縮退期にあっても，市街化調整区域の厳Lい開発規制

はなお必要なのだろうか？そのような疑問が提起されて

も，不思議なことではない。

もともと，線引き制度は創設の時から，母都市の人口

が 10万人に達しないような都市計画区域には適用しな

いことが，法律の附則で措置されていた。この附則は，

2000年の法改正において地方分権を踏まえて線引き制

度の適用が道府県による選択制となった時に廃止され，

現在はないが，附則が設けられた趣旨をたどれば，成長

力の弱し、都市にまで厳しい開発規制を導入するにはあた

らないという考え方であった。そう考えると，国全体の

成長力が減退する時期になれば，かつて小都市における

線引きの適用を法律で制約してきたと同じ状態が，これ

からは全国の多くの都市にもあてはまるようになると考

えることもできる。

しかし，事実は異なると考えられる。その理由は，モ

ータリゼーションの進展である。

モータリゼーションとは，国民の自動車保有率の高ま

りに加えて，道路改良の進展を含む。とくに都市の郊外

や市街地の外に至る幹線道路の整備が進むと，そうした

外側の地域でも自動車のアクセス性が飛躍的に向上し，

広い地域で土地の潜在的利用可能性が平準化する。むし

ろ，駐車場が安く広く提供できる土地の方が，自動車利

用には有利である。このため，モータリゼーションによ

って，住宅はもとより，商業などの集客力を要する用途

ですらも立地限定性がなくなり，都市のあらゆる機能が，

安くて広い土地を求めて，市街地の外へと拡散する傾向

を帯びる。

こうした開発は，土地所有者の意向によって起こるも

のであるから，開発規制が特設になければ，個別の開発

が計画性もなく，自動車で到達できるあらゆる場所でバ

ラバラと無秩序に発生することになる。

諸機能の立地の拡散は，都市に必要な需要を満たすだ

けの施設が造られでも，そこで止まるというものではな

い。店舗やレストランが典型であるが，市場では事業者

間の競争が常にあり，新しい店舗が既存の店舗のお客を

奪おうと挑み，淘汰が繰り返される。この過程で，新た

な店舗のために農地や山林が新たに開発され，競争に敗

れた既存の店舗の土地や建物は他の利用に転用されない

限り空地や廃屋となって放置される。実際，近年では，

空き店舗が伝統的な商店街だけではなく，郊外のロード

サイドにも呂立って増加していることが実感されるまで

に至っている。

このように，モータリゼーションの進展は，需要が増

えるかどうかとは関わりなく，諸機能の立地を拡散させ，

際限なくスプロールをひきおこす。

また，わが国の国民は，いわゆるリボンディベロップ

メントに寛容である。 リボンディベロ ップメントとは，

沿道の土地が連鎖的または断続的に開発され，店舗やサ
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ービス機能の土地利用が幹線道路沿いにだらだらと続い

ていく様子を指す。 リボンディベロップメントが良くな

い開発形態だという認識は欧米では一種の常識のように

思われるが，それは， 沿道敷地への出入りが自動車の走

行速度を下げることがひとつの理由である。だが，わが

国では，道路があるのならば沿道敷地が利用できると考

える方が，人々の常識のようだ。地主が道路建設用地の

買収に応じるのも，残った沿道の土地の不動産価値が上

がるからだという話もよく耳にする。

しかし，そうやって荒れていく風景と，自動車を使う

人には便利だが自動車を利用できない人には不便極まり

ない立地構造は，Durabilityによって簡単には元に戻ら

ない。それでよいのだろうか。

3 人口減少と逆都市化

拡散を続けると，都市はどうなっていくのであろう

tr、？

表 3-1は，「クラッセン＆パーリングの逆都市化のモ

デル」と呼ばれる有名な模式図である。これは，次のこ

とを示している。

最初は「都市化」の時代だ。この時期においては，中

心都市の人口が増えて高密化し，やがて収まり切らなく

なった人口が郊外へと膨張する。都市が成長しているの

である。ところが，都市における諸活動が活発になって

くると，中心部は諸活動が錯綜し，過密化して住みにく

くなるとともに，郊外が環境の良い住宅地として積極的

に開発されるようになる。それがやがて中心から郊外へ

の人口流出を引き起こす。

こうして「郊外化」の時代が到来する。この郊外化の

流れは，都市圏全体の成長力が低下し，衰退に転じても

続く 。拡散と無秩序化が続く様子は，まるで熱力学にお

けるエントロビーの増大を想起させる。

しかし，成長がいつまでも続くわけではない。都市圏

全体が人口減少の時期に入ると，にもかかわらず郊外開

発の流れがしばらく続いたのち，やがて郊外でも人口減

少が起こるようになる。すると，開発された市街地の人

口密度が著しく疎になっていく事態となり，その結果，

DIDの地図がまるで枯葉に穴があいて行くかのように

なって，次第に消失していくことになる。 これが，「逆都

市化Jの時代である。

逆都市化の現象は，実際に起こるのだろうか？

表 3ー2は，東京圏郊外の柏市と，近畿圏の外側にある

和歌山市の人口推移である。 両市は， 2005年の市域人口

を見れば，ともに約四万人を擁する同規模の都市であ

る。 しかし，両市の都市の形態と動向は，まったく異な

っている。

柏市では，歴史的には東京郊外のベッドタウンとして

大きな成長を遂げてきた。成長は現在も続き，総人口は

ひと頃の勢いが衰えたとはいえ今も増加しており，その

増加分は見事に DID（人口集中地区）内で収容されてい

る。DID自体も面積が膨張しているとともに，さらに注

目すべきことは， 一時は減少傾向に陥った DIDの人口密

度が 1990年代から増加に反転し， 90人／haに迫る高水

準の密度になっていることだ。この数字から見る限り，

柏市では今でも「都市化Jが健全に続いており，それは

都市計画の成果と言ってもよい。もっとも，東京大都市

閣を巨視的に見れば柏市は郊外に位置するので，大局的

には郊外化の一部なのかもしれない。

表 3-1 クラッセン＆パーリングの逆都市化のモデル

都市圏の人口変化
段階

中心都市 郊外 都市圏全体

＋＋ ＋ 

集中型成長 都市化
＋＋ ＋ ＋＋＋ 

＋ ＋＋ ＋＋＋ 

分散型成長 郊外化
＋＋ ＋ 

＋ 

分散型衰退 逆都市化

表 3-2 柏市の「都市化」継続と和歌山市の初期「逆都市化」

L.H. Klaassen & J.H.P. Paelinck, 1979 

1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年

総ifi

総人口 仔）.：； 76 125 169 225 273 311 347 363 374 381 

DID人口 ff:λJ 22 55 90 146 189 235 293 313 329 340 

DID［繭 (ha) 250 490 940 1,790 2,200 2,770 3,590 3,730 3,814 3,879 

DID人口密度（）Jha) 89.7 111.9 95.3 81.6 85.8 84.8 81.6 83.9 86.2 87.6 

和歌山市

総人口 ff.Al 285 329 365 390 401 401 397 394 387 376 

DID人口 ff:メJ 176 224 254 278 287 299 300 307 301 293 

DID画責 (ha) 2,140 2,850 3,370 4,420 5,100 5,510 5,800 6,250 6,295 6,360 

DID人口密度（人/ha) 82.l 78.5 75.4 62.8 56.2 54.3 51.6 49.l 47.8 46.0 
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一方，和歌山市は違う。総人口が 1980年代をピーク

に減少傾向にあり， DID内の人口も近年では緩やかに減

ってきた。しかし，にもかかわらず DIDの面積は一貫し

て増加しており，その結果， DIDの人口密度が一貫して

減少してきた。これが人口減少に転じた後も続いている

から， 2005年にはとうとう DIDの平均人口密度がわず

か 46人にまで落ち込んだ。もしもこのまま DIDの人口

が減るとどうなるだろうか。DIDは，そもそも「人口密

度 40人／ha以上の区域Jが要件であるから， 40人／haを

下回る国勢調査区が拡がっていった場合， DIDそのもの

が消失してし、く 。その時こそ，「逆都市化」が統計的に確

認されることを意味する。

4 都市化時代における線引きの「功」

では，柏市のような都市では，どうして DID人口密度

が高水準に高まり続けているのだろうか。それは，都市

計画が大局的な市街地形成（アーバン・フォーミング）

において成功しているからに他な らない。こうした都市

づくりの成功事例では，線引き制度と市街地開発事業の

ダイナミックな連携が見られるものだ。

わが国の郊外住宅地，とくに 1970年代中頃以降に開

発された住宅地を見ると，それらの大部分において，都

市基盤の基礎的水準が備わっていることに気付くだろう。

例えば，道路の幅員が 6m以上を基本としているといっ

たことである。これには，開発許可制度の技術基準 （都

市計画法第 33条）の効果とともに，法律の条文には表

れてこない線引き制度の運用（オベ レーション）が大き

く関係している。

線引き制度の功罪を評するとき，新市街地を面整備に

追い込み，都市基盤の水準確保を図り得たことは，線引

きシステムの大きな功績に挙げてよいだろう。これは，

いわゆる特定保留や暫定逆線引きといったダイナミック

（動態的）なフリンジコントロールの手法が普及し，市

街化区域編入地区における土地区画整理事業の要件化が

定着 したことが，功を奏した理由である。

この仕組みを具体的に言 うと，次のようになる。市街

化区域と市街化調整区域の都市計画は，定期的に見直し

を行うが，それは概ね 10年先の居住人口の将来予測が

ベースとなる。これを将来人口フレームと呼び，この値

をもとに市街化区域の拡大必要面積を算定する。しかし，

定期見直しによる都市計画決定の時点においては，この

拡大必要面積の一部分しか実際の市街化区域の拡大指定

に用いない。なぜなら，面的な基盤整備が実施される見

通しのないまま農地等を市街化区域に編入してしまうと，

開発行為や建築を自由におこなうことができるようにな

るため，個別開発が無秩序に進み，結局，計画的な基盤

整備ができなくなってしまうからである。そこで，拡大

必要面積の残りについては，総量及び一部の候補地区を

マスタープラン（都市計画の整備，開発及び保全に関す

る方針）に位置付けるだけで保留しておき，面的な基盤

整備を伴う事業の実施について地権者の合意ができた地

区から，その時点において随時市街化区域の拡大変更を

行うことにする。このような方法によって，拡大面積の

総量に限りがある中で，開発を規制したまま，面的な基

盤整備を実施することについての地権者の合意形成を促

していく。

線引き制度が定着した 1970年代後半以降，わが国の

都市の郊外部が広く一定の基盤水準を備えた市街地とし

て形成されたことにおいて，この仕組みの貢献は大きく

評価されてよい。

また，この方法は，市街化調整区域から市街化区域へ

の編入だけに用いるのではなく，市街化区域内農地の整

序にも使われてきた。暫定逆線引きと呼ばれる方法だ。

定説となっているが，当初の線引き都市計画の決定にお

いて市街化区域が基盤未整備の農地だらけの地区をも広

く取り込んでしまった傾向が各地で見られ，それが市街

化区域内における街路形成の水準を低くするなど，いわ

ゆる市街化区域内スプロールの問題を引き起こしたこと

が知られている。暫定逆線引きは，この問題に対処する

方策のひとつとして考え出されたもので，埼玉県がノ号イ

オニアとされるが，かつて市街化区域として決定したも

のの，土地区画整理事業の実施に地権者の合意が図られ

ないために大部分が農地や未利用地のまま残っている地

区について，用途地域指定を残したままいったん市街化

調整区域が逆編入し，マスタープランにはその旨位置づ

けた上で開発規制を適用させて地権者の合意形成を促す

ものである。線引きの定期見直しは概ね 5～8年ごとに

行われるが，次回の見直し時点までに合意形成ができな

し、場合には，マスタープランにおける暫定の位置づけも

はずして市街化調整区域とする旨，地権者たちに最後通

告をするのである。

表4-1は，全国について，線引きの定期見直し時期毎

にまとめた市街化区域の異動である。「線引き都市計画の

見直し」というと，市街化区域の拡大ばかりが目に留ま

るが，これを見てもわかるように，区域の拡大とともに，

縮小，すなわち逆線引きが確かに行われてきた。当初の

市街化区域は，基盤整備の見通しの立たない地域まで取

り込んで過大に設定され，それが市街化区域内スプロー

ルを招いたと言われてきたが，その後の過程で，当初の

是正と新規の誘導による動態的なフリンジリフォーミン

グが行われたことも，事実である。

このように，線引き見直しを支えてきたものは，将来

人口フレームという総量規制型の計画枠であり，それが

ある穫のトラップのように作用して，土地所有者らを面

整備の合意形成に向かわせる原動力となってきた。信賞

必罰的な仕掛けと，時間を限った総量枠の中での競争的
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表4-1 市街化区域の拡大及び縮小の推移

都市計画 市街化区減 （ha)

区域数 拡大 縮小 差引

第1回 全国 220 55,701 8,234 47,467 

1975 三大都市圏 12, 707 

-'83 その他地域 105 38,626 3,866 34,760 

第2回 全国 282 44,271 6,036 38,235 

1983 三大都市圏 13,342 

-'90 その他地域 117 27,896 3,003 24,893 

第3回 全国 318 45 150 2,850 42,300 

1990 三大都市圏 16,489 

-'96 その他地域 125 26,993 1, 182 25,811 

第4回 全国 322 22,068 1,740 20,328 

1997 三大都市圏 6,043 

一’03 その他地域 140 14,285 

出典国土交通省資料

状況が，計画に効力を与えたのである。

しかし，それは拡大する牌の取り合いという構図が基

本にあったからこそ成り立ってきたとも言える。

さて，時代は変わり，わが国は人口減少時代に入った。

それでも今のところ大都市圏の人口は増勢が続いており，

平均世帯人数の減少により世帯数ベースでは全国的にも

増加傾向が続いている。 しかし，移民受け入れなどに大

きな変動がなければ，従来の人口増加予測をベースにし

た市街化コントロールの手法はいずれ根拠を失うだろう

し，地方都市圏の多くで既に根拠を失っている。拡大総

量規制型の手法は，既に時代遅れになりつつある。我々

は，時代に適した新しい手法を開発しなければならない。

5 農地法の限界

線引き制度を適用しない都市計画区域では，開発行為

に関する立地の制御は，都市計画体系では行われない。

正確には， 2000年都市計画法改正で創設された特定用途

制限地域があるではなし、かという指摘もあろうが，市街

化調整区域が対象としているような住宅開発を含むコン

トロールはこの制度では困難であろう。従って，そこが

都市的利用のための開発行為を避けるべき土地かどうか

は，特別緑地保全地区など一部を除いて，農振法および

農地法，森林法など他法令による判断に委ねるしかない。

そこで，農地をスプロール開発から守るという趣旨で，

農地法の効力を検討してみたいと思う。

農地法における農地転用許可は，いわゆる農振農用地

（農業振興地域整備計画において指定された農用地区

域）を除けば，許可 ・不許可の可能性が事前確定的に決

められているものではなく，個別の農地の特性と周辺地

域の状況を勘案して決定される個別判断の体系である。

このため，農地転用許可の判断基準とその仕組みは，と

ても興味深く，土地利用規制の方法を研究する上でもい

ろいろと参考になる ことが多い。

表5-1 農地の種別と転用許可の基準

区分 営農条件 許可の方費十
市街地化の状況

農用地区域内 市町村が定める農業振興地 原則不許可（農振法
農地 域整備計画において農用地 第 10条第 3項の農

区域とされた区域内の農地 用地利用計画におい
て指定された用途の
場合等に許可）

甲種農地 市街化調整区域内の土地改 原則不許可（土地収
良事業等の対象となった農 用法第 26条の告示
地（8年以内）等特に良好な に係る事業の場合等
営農条件を備えている農地 に許可）

第1種農地 20ha以上の規模の一団の農 原則l不許可（土地収
地，土地改良事業等の対象と 用法対象事業の用に
なった農地等良好な営農条 供する場合等に許
件を備えている農地 可）

第2種農地 鉄道の駅が 500m以内にあ 周辺の他の土地に立
る等市街地化が見込まれる 地することができな
農地又は生産性の低し、小集 し、場合等は許可
団の農地

第3種農地 鉄道の駅が 300m以内にあ 原則許可
る等の市街地の区域又は市
街地化の傾向が著しい区域
にある農地

表 5-1は，農地転用許可の許可基準である。これを

見るとわかるように，最も規制の緩い第三種農地は，市

街化が進行している地域の介在農地又はフ リンジの農地

であり，これは申請すれば原則転用が許可される。逆に，

第一種農地は， 20ha以上の集団的農地であり，こちら

は原則許可されない。第二種農地は，その中間で，立地

条件だけではなく，転用後の土地利用に関する事情が掛

酌される。ほかの場所では駄目で，どうしてもこの場所

を転用しないと仕様がないのかどうかを問うわけだ。農

用地区域内農地は転用が最も厳しく，不許可である。だ

から，実際のところどうしても転用する場合には区域指

定を除外するとし、う手続きが入ることになる。

これらのうち，農用地区域内農地はゾーニングに依っ

ているので個々の農地がこれに該当するかどうかは一目

瞭然であるが，第一種農地， 第二種農地，第三種農地の

区別は，あらかじめ地図で示されているのではなし、から，

必ずしも直ちにわかるとは限らない。むしろ，どの種別

に該当するかは，当局に伺わないとはっきりしたことは

わからないと言っても過言ではないようだ。表を見ると

一見誰でも峻別できそうに思えるが，解釈の余地もそれ

なりにあり ，微妙な場合には転用許可申請を提出してみ

ないと当局ですら答えてくれない場合もあると聞く 。

また，もうひとつ重要なことだが，同じ農地でも，ど

の種別に該当するのかは 時に応じて変化する ことがあ

ることだ。それは，周辺の地域の状況が変化すると，農

地の種類を判別する条件自体が変化するからだ。これは，

大変興味深い。

その結果，どういう ことが起こるのだろうか。

まず，市街化が進むにつれて，農地は，都市的利用の

需要に応じて確実に減少していくことだ。例えば，「市街
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地化の傾向が著しい区域にある農地Jは，第三種農地に

分類されるから，申請すれば，原則転用が許可される。

「市街地化Jとは，それまで田や畑や林や草地であった

ところが建物や駐車場に変わっていくことを指すとすれ

ば，それは農地転用許可が認められた結果とも言える。

そのため，近所の農地が転用許可を受けて他の用途に変

わっていくと，市街化が一歩進み，付近の農地が第三種

農地に判定される可能性が高くなる。付近の農地は，す

ぐ隣でなくて，聞に多少の介在農地があっても構わない。

そうして，その農地の転用が許可されると，市街化がも

う一歩進み，さらに奥の農地も第三種農地に判定される

可能性が高くなる。そうやって，一歩一歩市街化は進み，

農地は次第に減少していくことになる。

それでも，第一種農地については，「20ha以上の規模

の一団の農地」が基準であるから，これは一見守られそ

うに思われるだろう。ところが，これにも例外がある。

代表的な例外は公共転用といって，公共施設や学校など

の用地として用いる場合の転用である。勿論，例外の数

は少ない。しかし，例外の転用が行われることによって，

空間的状況はそれなりに変わるから，「20ha以上の規模

の一団の農地」がどの範囲なのか，解釈が揺らぐことが

起こる。また，農地が道路などで区切られていると，市

街地に近い沿道の部分などは必ずしも第一種農地の範囲

とは判定されないこともあり，そうした場所が転用され

ると，一団の範囲の解釈に微妙な変化をもたらすことも

ある。かようにして，解釈の揺らぎが大きくなると，い

つのまにか市街地化の道を歩んでしまうことも起こり得

る。優良な農地も，周辺の空間的状況が変化することで，

徐々に優良性が低下していくのである。

このように，思考実験を繰り返していくと，論理の上

では「なし崩し的Jなスプロールが止められずに進行し

てしまう ことになる。実際にも，この思考案験のような

ケースは，よく見られるところである。

このことから導き出される結論は，スプロールの波か

ら守るべき土地を守るには，個別的判断基準では必ずし

も目的を達することはできないということである。最初

は「優良」と判断された農地も周辺状況が変われば優良

性が減少し，守るべき理由も減少してしまうのが法則な

のだ。スプロールを進行させないためには，やはり明示

的なゾーニングを根拠にする必要があるのだと考える。

6 白い地域をゾーニングする こと

用途地域の外側の地域，つまり都市計画図で色が塗ら

れていない「白い地域」については，世紀の変わり目の

時期において，法制度もかなり改正された経緯がある。

表 6ー1に，その一連の改正経緯をまとめてみた。

表 6-1 用途地域外にかかる近年の法改正
口市街化調整区域の地区計画
－創設（1992），開発許可と連動（1998)
口線引きの選択制 （2000)
・大都市以外において，都市計画区域マスタープランで選択
口特定用途制限地域の創設 （2000)
－非線引き白地地域等における用途規制のツール
口用途地域外の容積率・ 建ぺい率
・メニュー化（1992），メニュー拡充と特定行政庁の指定義務
(2000) 

ロ既存宅地確認の廃止 （旧43条1項6号）(2000) 
口開発許可基準の条例付加 （2000)
・敷地面積の最低限度（33条4項），（用途地域外は 300ばま

で）
－市街化調整区域内の立地基準の条例化（34条11号， 12号）
口準都市計画区域の創設 （2000）改正 （2006)
－都市計画区域外において，特定用途制限地域，高度地区等を
指定可能
口都市計画基準への明記 （2000)
. 13条に「自然的環境の整備又は保全への配慮」を追加
口市街化調整区域の大規模開発特例 （旧10号イ）の廃止（2006)
口大規模集客施設の立地規制 （2006)
－非線引き白地地域，準都市計画区域を含め自動的に規制

これらの改正を受けて，各地で様々な動きもあった。

大別すると，①線引きの指定が選択制となったことを受

け，線引きを廃止して，旧市街化調整区域に特定用途制

限地域を定めたもの（香川県などに②逆に，従来線引き

の対象外とされていた地方都市圏において線引きを導入

したもの（山形県鶴岡市など），③創設された都市計画法

第 34条 11号の条例（11号条例）を定めて市街化調整区

域において住宅等の開発が可能な地域を指定したもの

（市街化調整区域内の開発許可を実施する自治体の約 4

割で導入），⑤市街化調整区域内の地区計画の活用，とな

ろう。

人口減少時代におけるスプロール防止の方策は，集約

して考えてみると，市街化調整区域の中をしっかりと区

分け・序列化して，開発を認めて集約する区域をはっき

りと示し，開発許可の基準と連動させていくことではな

し、かと思う。そう考えると ，いわゆる 11号条例の策定

が拡がっていることは，一見，この方向に軌を同じくし

た動きのようにも見える。しかし，これらの条例の内容

をひとつずつ見ると ，極めて多種多様であるが，大部分

の自治体が廃止された旧既存宅地確認のそれぞれの運用

を引きずっている。そもそも法律上も「市街化区域に隣

接し，又は近接し，かっ，自然的社会的諸条件から市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められ

る地域であっておおむね五十以上の建築物（市街化区域

内に存するものを含む。）が連たんしている地域のうちj

というような文言が入っている制約があるとともに，ま

るでそんな文言は考慮していないかのように見える条例

も少なくないが，いずれにしても，とても計画主導のア

プローチになっているとは言い難い。

仮に計画主導と言えなくても，もっと合理的なアプロ

ーチをするには，どうしたらいいのだろうか。それには，

市街化調整区域の中の土地を客観的条件に基づいて評

口
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価・分類（Classification）することが必要であろう。つ

まり，都市計画基礎調査の体系的な充実である。

このことの参考になるのが，韓国の最近の取り組みだ

と思う。

韓国では，「国土の計画及び利用に関する法律」（国土

計画法）の制定によって，「土地適性評価j と呼ばれる取

り組みが導入された。予定によれば， 2008年中に作業が

終了している。

韓国で，土地利用・開発規制を担う「都市管理計画」

は， 2002年の空間計画体系の改編によって位置付けられ，

従来の都市地域だけでなく，非都市地域にも拡大してゾ

ーニングを定め開発規制をできるようにしたものである。

都市管理計画におけるゾーニングシステムは，大区分と

してくあ，このうち，都市地域は，住居地域，商業地域，

工業地域及び緑地地域に 4区分するとともに，管理地域

については，管理保全地域，生産管理地域及び計画管理

地域に 3区分することとされる（国土計画法第 36条）。

この中の「管理地域」は，従来の準都市地域と準農林

地域の統合によって生まれた地域区分であり，「都市地域

の人口及び産業を収容するため，都市地域に準じて体系

的に管理し，又は農林業の振興，自然環境若しくは山林

の保全のため，農林地域又は自然環境保全地域に準じて

管理が必要な地域」（同法第 6条）と定義されている。

新法では，乱開発のコントロールが必要と認識されたこ

のいかにも折衷的な地域を，さらに 3地域に区分するこ

とを求めることとなった。ちなみに， 3地域の定義はそ

れぞれ次のとおりである（同法第 36条）。

保全管理地域 自然環境保護，山林保護，水質汚染

防止，緑地空間確保及び生態系保全等のため保全が

必要な地域，又は周辺の用途地域との関係等を考慮

すると，自然環境地域に指定して管理することが困

難な地域

生産管理地域農業，林業，漁業生産等のため管理

が必要な地域，又は周辺の用途地域との関係等を考

慮すると，農林地域に指定して管理することが困難

な地域

計画管理地域。都市地域への編入が予想される地域

又は自然環境を考慮、して制限的な利用及び開発をし

ようとする地域であって，計画的かっ体系的な管理

が必要な地域

このように，わが国で言えば用途地域の外側に該当す

る「白い地域Jのうち，都市的エリアとの関連が強いた

め純粋に自然環境保全地域にも農林地域にも指定しがた

い地域について，この地域の中をさらに細かく 3分類し

て，自然保護又は農林業のため開発を厳格に規制するゾ

ーンと，計画的な管理下において一定の開発を認めるゾ

ーンに序列化し，この区分けをわが国で言う都市計画決

定するという仕組みとなっている。

さて，ここで「白い地域」を細分化するにあたり，「土

地適性評価」としづ作業が登場する。

土地適性評価は，国土計画法第 27条に基づく「都市

管理計画の立案のための基礎調査」の位置づけにある。

わが国の都市計画法で言えば，第6条の都市計画基礎調

査の一部に相当する。土地適性評価は，評価体系 I （管

理地域を保全管理地域，生産管理地域及び計画管理地域

に細分するために用いる）と，評価体系日（用途地域や

用途地区を指定又は変更する場合に一定の地域・地区の

中で都市計画施設を設置するための計画を立案しようと

する場合に用いる）に区分されるが，ここで参考とする

のは前者の評価体系 Iである。これに相当する調査作業

は，わが国にはないと言っていいだろう。

そこで，評価体系 Iの調査の方法であるが，調査は，

筆地及び格子単位で行われ，それぞれの土地の持つ特性

について，先ず，様々な指標別に評価することとして指

標別評価基準に基づく点数算定を行い，次に，それらの

点数を評価指標別に加重値を適用して開発適性の値，農

業適性の値，保全適性の値及び総合適性の値を求め，こ

れらの値に基づき，それぞれの土地を 1等級から 5等級

に分類するとされている。 1等級の土地は保全・農業適

性が高い土地であり， 5等級の土地は相対的に開発適性

が高い土地である。

土地適性評価は，土地の環境生態的，物理的，空間的

特性を総合的に考慮して個別土地が持つ環境的社会的価

値を科学的に評価することで，保全する土地と開発可能

な土地を体系的に判断することを目的としている。こう

した土地の序列的評価に至る都市計画基礎調査を行うこ

とで，「白い地域」のゾーニング化を行い，きめ細かい土

地利用コントローノレを行おうとしている取り組みである。

土地適性評価は，予定では 2008年中に完了するとさ

れており，現在は，これを受けて具体的な都市計画決定

の作業が進められているものと思われる。その具体的な

状況については承知していないが，韓国の法令にもとづ

くこの取り組みは，わが国の市街化調整区域や非線引き

白地地域の制度改革のあり方に，大変大きな示唆を投げ

かけている実例と考える。

大切なことだが，わが国の市街化調整区域には，人口

にして約 1,150万人，国民の 1害rj弱が生活している。都

市計画図では真っ白な位置づけしかないが，自然環境と

農林業の空間であると同時に，生活空間でもあるのだ。

そして，人口減少とモータリゼーションの 2つの力が，

これらの地域に働いている。地域振興と称したやみくも

な開発奨励もおかしいが，「白い地域」をコンパクトシテ

ィの背景としてしか見ない態度も大雑把過ぎる。都市計

画は，「白い地域」に生活する人々の環境としあわせをも

っと正面から考え，計画主導の開発コントロールに関し，

それにしっかりと対応できるアプローチをとるべき時期
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に来ているのではなし、かと考える。

第二編 市街地の内側の都市計画

人口減少時代になれば，空間をもっと豊かに使い，生

活環境の質を高めていくことを都市政策の中心にできる

のではないか？住宅の量の供給と高度利用を優先してき

た建築規制も，地域の特色を継承する形での生活空間の

改善へと軸足を移してもよいのではないかつ後半では，

用途地域制度を対象に，「緩くて，硬直的」と評される建

築規制の今後を考えてみる。

7 「Stabi Ii ty」と「FIex i bi I i ty」

1968年の新・都市計画法制定からちょうど 40年。都

市計画行政の仕事は，新たに都市計画を定めることでは

なくて，既存の都市計画決定を変更することに移ってい

る。フィジカルな都市空間の方も，都市化や新開発が中

心の時代を過ぎ＼既成の市街地における土地利用の更新

や再整備が中心になった。都市の環境は，土地所有者や

開発者の意向によって生ずる建築活動という変化の要因

を常に抱えている。だから，これらの変化を上手に管理

することで，都市の機能を高め，あるいは良好な環境を

保持し，地域の価値の向上に貢献していくことが，今の

時代，都市計画に期待される任務なのだと思う。

「StabilityJと「FlexibilityJ，すなわち，現状環境の

「安定性」と変化対応の「柔軟性J。土地利用を管理する

制度には，この両方が求められる。前者は，土地利用の

現状を継続的に維持しようとする機能であり，居住者や

市場に安心感を与える。後者は，土地利用の変化を受け

入れていく機能であり，時代の要請に応じて地域の発展

をもたらす。両者は一見相反するようだが，両者が上手

にバランスを図って組み入れられているかどうかが，制

度が現実にうまく機能するかどうかを左右する。

さて，用途地域は，わが国都市計画における最も基本

的なゾーニングである。市街地の建築規制は，都市計画

において 12種類の用途地域のどれかが当てはめられて

いるところから始まっている。地区計画や特別用途地区

等のその他の地域地区は，用途地域の指定に重ねがけ

(overlay）する形で定められ，用途地域の建築規制を補

完 ・修正する。そういうことから，用途地域は，都市の

環境管理における「初期状態Jを提供しているものと考

えることができる。

近年積み重ねられてきた都市計画の制度改善は，初期

状態の用途地域が定められていることを前提にしながら，

用途地域にオーバーレイする制度を拡充していくことに

よって，時代の要請に対応し得るよう，土地利用管理の

能力を発展させてきたものである。80年代以降における

地区計画手法の発展がその代表例であるが，こうしたア

プローチは，地元に合意形成型のきめ細かなまちづくり

を進める機運が醸成されていたり，あるいは非常に大掛

かりな再開発プロジェクトの動きがあったりする場合に

は，それなりに有効に機能する。 しかしそれは，土地利

用規制の初期状態が適切で、あり，計画調整の場が設定し

やすい状況であるかどうかに，実際的にはかなり依存す

る。

実情はどうだろうか。用途地域は，適切な「初期状態J

を提供できているだろうか。都市計画制度は，総体とし

て「安定性j と「柔軟性Jを持って，土地利用の変化の

管理にうまく機能できているのだろうか。そして，問題

があるとすれば，そろそろ用途地域という都市計画の最

も基本をなす制度のあり方に踏み込んで，改めて見直し

を考えてみる必要があるのではないか。

ここでは，この「安定性と柔軟性を兼ね備える」こと，

即ち，良好な環境を安定的に保持し，同時に変化を上手

に受け入れるフレキシビリティを持つという視点、から，

用途地域制度を再考察してみようと思う。

8 都市計画に適合しているのに建築紛争に

「紛争予防条例」と略称される条例がある。目的は，

中高層建築物等の建築計画を対象にして，建築主と近隣

住民とのトラフソレの防止と調整である。制定自治体は必

ずしも多いとは言えないが，大都市部を中心に決して珍

しい取り組みではない。

大きな争いになる建築紛争には，決まったパターンが

ある。建築主側は，「都市計画や法令にはちゃんと適合し

ているJと主張するのだ。だから，設計どおりの建築物

を建てる権利があると言う。近隣住民側は，「そんなばか

な。周囲の環境からこんなに抗離した建物を建てるなん

て非常識だJといぶかる。 しかし，やがてそうした主張

が簡単には通らないことに近隣住民側は気づく 。なぜな

ら，提示された建築計画は，用途地域に適合しているか

らだ。仕方がないので，近隣住民側の言い分は，「なるほ

ど都市計画には適合しているが，建物が周囲に与える影

響は受忍限度を超えるものだ」という 主張になる。かく

してこのやりとりは，都市計画とはとりあえず無関係な

「民事上の争しリと分類されることになる。それでもト

ラフールは，自治体に持ち込まれる。度々持ち込まれた自

治体では，「紛争予防条例」が整備され，予防と調整の行

政体制が整えられている。

ここで指摘したいのは，低層住宅地にマンションが建

つことの善し悪しではない。紛争の予防と調整のシステ

ムにおいて都市計画が機能していないこと，そしてそれ

ゆえに地域で生ずる変化の動きが，紛争という著しく不

毛なプロセスに発展してしまうことである。

紛争は，決して好ましいことではない。それは，まず

経済学的な意味で，取引コストが著しく大きいプロセス
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だからだ。また，少々意外なことに，空間的な解決が追

求されにくいという問題がある。多くの紛争事例からの

経験則のようなことだが，一度紛争になってしまうと，

仮に開発者側の譲歩があっても金銭的解決などに行きが

ちで，建築計画の原案が基本的に変更されるような形で

の解決は，例が少ないようだ。 このことは，空間の持つ

価値を高めていこうとする都市計画の目的からすると，

好ましいことではない。しかも，第一編で述べたように，

Durabilityという不動産の持つ特性により，過去の失敗

が空間に長らく固定されてしまう。

このような建築活動を巡るプロセスが，こじれた紛争

に発展してしまう理由は，単純である。都市計画が，現

状の環境と大きく軍離した建築計画でも無条件に認めら

れるように，指定されているからだ。そこがすべての出

発点であり ，開発事業者は権利を行使しているだけだか

らである。

この背景には，もうひとつの構造的な問題もある。都

市計画が指定した容積率は，法的には上限値を意味して

いるから，過剰に厳しくならないことが重んじられ，緩

くても建築主に必要がなければ余らせればよい，と考え

がちだ。善意の事業者ならば，周辺環境と調和した建築

計画とするはずで，規制が緩いこと自体は問題でない，

と期待する。 しかし，近年の企業の意思決定論理は，こ

の期待とは全く違うらしい。株主に対して利益最大化の

使命を負った経営陣にとって，容積率の「上限値」とは，

あらゆる手練手管を駆使してでも達成しなければならな

い「目標値」もしくは「ノノレマ」と化しているそうだ。

しかも，金利負担をはじめ時は金なりの経済環境にあっ

て，法的に権利を有している事柄を巡って第三者と悠長

に交渉している暇はない。規制が緩ければ，本来設計選

択の自由度が大きいはずなのに，誰も望みもしない摩擦

やこじれた紛争の増加を結果的に招いてしまう構図が，

このあたりにもあるらしい。

紛争が起きてしまってから，あるいは現状の建築規制

に合法的な建築計画が提示された後で，合意形成による

まちづくり（＝ルールづくり）を持ち出しでも，それは

いわゆる「後出しじゃんけん」であり，当該案件には無

効としかいえない。もともと指定されている都市計画の

内容を意識しないまま現状の都市環境に概ね満足してい

る地域社会（＝都市の大部分）において，急、に持ち上が

った問題に地区計画制度等の仕組みが機能するかといえ

ば，それは困難であろう。その意味で，現行の都市計画

制度は，総体としても「安定性と柔軟性を兼ね備えた」

機能を発揮できるとは必ずしも言えない場合がある。さ

て，この問題はどうしたら改善できるのだろうか。

9 「緩くて硬直的」からの転換

用途地域に関して，専門的知識のある方々からよく聞

かれる批判は，「緩くて，しかも硬直的」というものだ。

これは，「現状環境の安定性と変化対応の柔軟性」という

概念の，ちょうど逆になる。

では，改善の方法はあるのだろうか。これは，用途の

規制を例にして考えるのがわかりやすし、かもしれない。

用途地域における用途の規制内容，つまり地域内で何

が立地できて何が認められなし、かは，建築基準法末尾に

ある別表第二に定められている。この定め方は，様々な

用途を名称、，規模，業態，設置物などで分類し，建築で

きるもの又はしてはならないものを一覧表にしたもので

ある。工業系の用途では使用する原動機の出力で分類さ

れるものがあるなど，結構きめ細かい規定になってはい

る。

しかし，所詮は分類なので，限界がある。例えば，少

し前にスーパ一銭湯の立地が問題になったことがある。

スーパ一銭湯とは，大規模な駐車場があって，沢山のお

客が自動車で、やってくる一種のレジャー施設だ。しかし，

銭湯は用途分類上共同浴場だから，最も規制の厳しい第

一種低層住居専用地域でも建築できる。閑静な居住環境

にはそぐわなし、から，当然周辺住民とトラブノレになる。

逆に，沿道に指定される準住居地域では，倉庫は建て

られるが，原動機を使用する工場は建築できない。仕分

け作業用のベルトコンベアーを設置すると，倉庫ではな

く工場と見なされて，建築できなくなる。 しかし，事業

者にしてみれば，騒音や振動が無ければ周囲に与える影

響に変化はないはずで，釈然としない。

こういう問題は，どうすれば合理的に解決できるのだ

ろうか。

一例だが，米国のゾーニング制度には，「条件付き用途

許可」（ConditionalUse Permits）とし、う類型がある。

これは，「権利としての許可」（Asof Right）と規定の「例

外的な適用除外」（Variance）の中間に位置する許可の

類型で，周囲に与える負の影響の程度を個別に審査して，

影響低減のための対策の条件を付けて認めるというもの

だ。条件には，騒音緩和のためのセットパック，交通安

全のための自動車出入り口の位置，深夜営業の禁止など

がよく付される。

例えば，住宅地の中で，レストランを出店したいとい

う申請があったとする。レストランという用途を認めて

よし、か否かだけの審査基準であれば，それ以上発展的な

調整はできない。 しかし，レストランの建築許可に条件

をイ寸けることができたらどうだろう。例えば，レストラ

ンは夜営業するが，住宅地なので閉店時聞を夜9時とす

るという条件を付ける。また，屋外にテープ、ルをおいて

食事をするようなスペースを設けると，お客の話し声が

近所の生活環境には騒音になるかもしれない。そういう

場合には，屋外の食事スペースを設けないとか，設ける

ならば広い道路に面した一画に限ることとして，お客が
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ゴミを散乱しないよう隅にごみ箱を設置することを条件

とする。屋外のお客に夜アノレコールを出すのは周辺の生

活環境にとってもつてのほかだから，アルコールを出す

飲食店ならば屋外の食事スペースを禁止するとし、う条件

もあるだろう。このように，その用途の立地が良し、か悪

し、かという一律的な規制をするのではなく，条件をきめ

細かく課した上で許可をするといったフレキシブ〉レな方

法をとれば，用途の許可という単純な場面においても，

ずっとまちづくり的な発展的対応が可能になるのである。

条件付き用途許可の対象となる用途は，ゾーニングの

表に最初から示されている。地域の特性からすればあっ

てもよい用途だが，設計や配置，利用の仕方によっては

周辺に大きな悪影響を及ぼすおそれが高いので，無条件

に許可するのではなくて，技術的審査によって悪影響を

抑制する条件を付けて許可するという類型だ。概ね 2つ

のタイ プがあって，地域特性に合致しているが得てして

周辺影響が大きいもの（例えば商業地域内のガソリ ンス

タン ドやドライブ、スルー店舗など）と，隣接地等への影

響が懸念されるが地域の利用など公益上必要なもの（住

居地域内の学校や集会所など）に分けられる。

日本の制度に照らせば，建築基準法別表第二が「二段

書き」になっているイメージである。現行制度では，別

表第二に合致する用途は建築確認で自動的に認められ

（確認用途），それ以外の場合には第 48条のただし書き

に基づく 許可を受ける（例外許可），と区分されるが，こ

れに加えて，基本的には認め得る用途と提示されている

が，自動的ではなく 一定の要件を満たすかどうかの判断

を一歩踏み込んだ審査により行った上で認める用途（例

えば認定用途）というカテゴリーが追加されているイメ

ージである。

このような，自動的な建築確認でもなく，かといって

例外的な特例許可でもなく，「一歩踏み込んだ審査を経て

条件を付して認められるJ（認定用途）という類型を用途

地域制度に組み込むことで，「緩くて，しかも硬直的」と

批判のある現行制度を，「一見厳しそうだが，実は柔軟性

がある」ワーカブルな制度に改善することができるので

はないか。有力な案と考える。

また，この方法を採用することは，用途地域のもうひ

とつ大きな制度改編につなげられる可能性がある。用途

地域の種類の数を減らして，もっと簡素で合理的に整理

できるかもしれない。理由は，都市計画の現場を含め，

用途地域のネックとなってきた「既存不適格問題」に，

ひとつの解決策をもたらす可能性があるからだ。

指定する用途地域の選択が，なぜ地域の現状よりも大

幅に緩くなりがちなのか。それは，既存の建築物で，規

制を強化してしまうと不適格になって建替困難に陥るも

のが，少数ながらも含まれているからである。 1992年の

法改正においても，従前の種類をそのままに新たな種類

の追加となったのには，やっかいな既存不適格問題の存

在が大きい。

けれども，仮に技術的審査で認められる「認定用途」

の類型を創設し，そこに分類される用途類型を多くすれ

ば，それらは一定の要件を満たすことで建替が可能にな

るのだから，少数存在する既存不適格を慮って緩い規制

を適用せざるを得ないジレンマは解消するのではないか。

となれば，現在 7種類もある住居系用途地域の数だって，

ぐっと減らしても構わなし、かもしれない。むしろその方

が，周辺への環境影響が大きい用途については，場所柄

の実情に即した対策をきめ細かく講じてもらった上で立

地を認めていくという対応がとれるので，健全なミクス

ド・ユースの促進という観点からも，好ましいのではな

いだろうか。

10 皆が満足できるプロセスの作り方

さて，以上は，用途規制を例に制度改善提案を論じて

みたが，同様の仕組みは，先の紛争予防にも貢献するか

もしれない。中高層建築物をめぐる紛争は，指定された

容積率を開発事業者が使い切ることに端を発しているが，

紛争の焦点は建築物の高さである。近年，地方都市を含

めて全市的に絶対高さ制限を導入する自治体が増えてい

るが，それは「200%マンション問題」というように， 建

築基準法のメニューで選択できる最低値の 200%であっ

ても得てして 8～14階建になるので，殆どどの場所から

でもトラブ、ルが持ち込まれる傾向があるためであろう。

とすれば，標準形である用途地域の形態規制において，

一定の絶対高さ制限を組み入れておき，かつ，さらに一

定の限度までは所定の審査プロセスにより予見性を持っ

て制限緩和ができるような，同様の仕組みを組み込むこ

とも一案であろう。

しかし，ここであえてもう 一歩踏み込んで＝考えてみた

し、。

用途にせよ高さにせよ，市街地の中で，地域の現状の

特色と異なる異質な開発が入ろうとするケースで，それ

らが喧喚や混雑や圧迫感などをもたらすと予想される場

合には，計画が開示された時点で地域住民等に不安感を

与えるから，そもそも対立的な問題が起きやすい。けれ

ども，だからと言って受け入れないことだけが必ずしも

問題の解決ではなく，むしろ調整を図って，地域の状況

にきめ細かく配慮、した開発とすることが，活力や快適性

の増進とより豊かな生活環境づくりのためにプラスとな

る場合も少なくない。ここで指摘したいのは，その調整

プロセスの設計である。一穫のゲームのルール設定のよ

うな事柄と考えてもよい。

結論や結果がまったく同じでも，プロセスの違いによ

って，人々は満足であったり不満であったりする。どう

せ同じなら，関係者みんなが満足するプロセスの方がよ
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し、。

米国の 「条件付き用途許可」の例に戻る。条件付き用

途許可の判断基準は，開発計画が周辺に著しい悪影響を

出さないことのネガティブチェックである。しかし，こ

のネガティブチェックというプロセスは，実際の調整の

場面において，議論を不愉快なものにしがちな傾向があ

るらしい。開発者側は，騒音の影響は大したことはない，

と説明する。不安な周辺住民は，それなら根拠を示せ，

と要求し，審査会も開発者に根拠資料の作成を求める。

開発者は時間と費用をかけて騒音は環境基準の範囲内で

あるという予測資料を提出するが，不安な住民たちはな

お納得しない。しかし，相応の根拠資料が提示された以

上，審査会は予測資料の前提条件となった内容を条件に

付して，許可の判断を下すしかない。その結果，一件落

着となるが，双方に不満が残り，行政のスタッフもどち

らからも感謝されない。

ノースカロライナ州の一部の自治体では，そうした事

情から「条件付き用途許可」の運用を止めてしまい，代

わりに同じことを「条件付きリゾーニング」のプロセス

で行うこととした。違いは，ゲームの初期状態である。

前者は，もともとネガティブチェックさえクリアすれば

開発者に建築できる権利があること，後者は，そもそも

その用途を許可できないゾーニングを，開発申請を契機

にポジティブなまちづくりの議論を経て変更してしまう

ことである。そして，後者の場合，条件として話題に乗

せることのできる事項の幅が広がり，地域住民の利便や

快適性の観点、もプロセスでとりあげられ，結果，地域住

民も主張が受け入れられて満足するし，開発者も当初は

できないはずの出店等ができて満足し，行政も前向きな

調整プロセスを双方から感謝される。許可よりもリゾー

ニングの方が，皆がハッピーに終わるというのである。

類似した話題は，日本にもある。東京郊外のK市では，

大規模公有地の払い下げに先立って地区計画を決定した。

その内容は，絶対高さ制限を 20mとするが，市街地環境

の整備改善に資すると認められる計画であれば 25mに

緩和するというものである。払下げを受けたマンション

デベロッパーにとっては， 6階建てと 8階建ての違いは

採算に大きく影響するから，周辺住民とも積極的に調整

をし，その結果，市当局や審査会の理解も得て， 25mを

勝ち取った。当然，担当者は社内でも評価され，満足で

ある。周辺住民も，調整プロセスには満足感がある。何

よりも，行政当局は，この地区計画がなければ不毛な建

築紛争に発展しかねない案件が，住民のポジティブな満

足を得られる案件に替わったので，大成功とほくそ笑む。

このように，建築規制の初期状態を厳しいものとしな

がらも，街に変化をもたらす開発計画ついてもそれを受

け入れるプロセスを巧妙に仕込むことによって，こじれ

る紛争を避け，調整を通じて関係者がそれぞれに満足を

見出し，その結果きめ細かな配慮がされて街の空間の質

も向上するといった建築規制のテクニックも，不可能な

ことではない。

11 まとめ

人口減少時代が本格化すれば，都市づくりにおいても，

社会的には量の供給を急ぐ必要はなくなる。それでも，

開発ビジネスの側にとっては，モータリゼーションを背

景に既開発地の再利用よりもコストの安い市街地の外の

土地を求めて新規開発へと向かう動きはなくならないし，

市街地の中においても容積率規制の上限値など規制の限

界を前提に最大利益の事業計画を立てる行動をせざるを

得ないだろう。それが企業の宿命なのだ。しかし，そう

やって形成された都市の物的状況は，たとえ失敗であっ

ても Durabilityという不動産の特性によって長期に存

続することになる。また、現状の用途地域指定のように

市街地の状況に事離して建築規制の緩い地域が多く，し

かも画一的な判断しかできないルールの下で、は，人口減

少時代になっても不毛な建築紛争はなくならないだろう。

しかし，ルールが厳しくとも明確であれば，それに従っ

て最大利益を上げるビジネスモデルを生み出すのも，企

業の創造力である。開発ビジネスの関係者にとって，周

囲との調和やコスト増となる開発地の選択に合理的な動

機を見出すには，初期状態となる開発・建築規制が現状

を変えようとする事業に対していったんは今よりも強化

された状態で設定されることが不可欠となろう。しかし，

そのルールにおいて，よりよい空間計画や地域に対する

きめ細かな配慮を奨励するフレキシブ、ルな仕組みが用意

されていれば，発展的な方向に関係者が動くはずである。

人口減少時代の都市計画においては，そのような巧妙な

都市づくりのルールを考え，発展させていく方向が望ま

しいのではないだろうか。
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