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建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイルの転換⑲

自然をマネージメントして人間との新たな関係をつくる
鬼頭秀一

●新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える
要望書提出

建築家会館です

株式会社

建築家のための保険
御

礼

2013年度12月1日 JIA所得補償保険・傷害総合保険
更改・新規ご加入の募集事務が無事終了いたしました。

中 途 加 入 受 付 中

事務 所員のもしものケガに

就 業中 のみ補償 プラン

新設

年間保 険 料 6 ,0 0 0 円より

（ 月額に換算するとわずか5 0 0円より）

地 震・噴火 またはこれらによる津 波による
ケガの補 償付き（ 天災危険 補償特 約）
プラン名

N1

N2

N3

死亡

195 万円

392 万円

586 万円

入院日額

5,000 円

10,000 円

15,000 円

入院中に受けた手術 20 倍、外来で受けた手術 5 倍、重大手術 40 倍
（入院中、外来を問わず）

手術
通院日額
年間保険料

2,500 円

5,000 円

7,500 円

6,000 円

12,000 円

18,000 円

（保険期間 1 年、職種級別 A 級、団体割引 10％、天災危険補償特約、就業中のみの危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約、重大手術保険金倍率変更特約）

■加入資格
■保険期間
■申込締切
■申込方法
■保 険 料

JIAの会員および会員がいる事務所に勤務する役員・従業員の方
（2013年12月1日時点で満69歳以下）
毎月1日加入月より 2014年12月1日までの短期契約
毎月15日書類着（翌月1日加入）
加入申込のご連絡をいただきましたら、加入依頼書類一式をご送付いたします。
申込月の25日までに指定口座にお振り込み下さい。
※この案内は概要を説明したものです。
JIA傷害保険・JIA所得補償保険の詳細につきましては、下記代理店および保険会社まで、
資料請求・お問い合わせください。

★お問い合わせ・資料請求先

【引受保険会社】株式会社損害保険ジャパン 営業開発第２部第２課 （受付時間：平日9：00 ～ 17：00）
〒100-8965

【幹事代理店】

東京都千代田区霞ヶ関3-7-3

TEL：03-3593-6453

FAX：03-3593-6751

株式会社建築家会館 （受付時間：平日9：00 ～ 17：00）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16 TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010
http://kenchikuka-kaikan.jp
E-mail:kenchikuka_kaikan@nifty.com

【提携代理店】 株式会社安田システムサービス
〒163-1529 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 29Ｆ
TEL：03-3340-6497 FAX：03-3340-5700
SJ13-05638（2013.8.21）
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アンコール・ワット：ジャングルの貴婦人
（カンボジア）
802 年にアンコール朝を興したクメール人
がこの地に都を築いた。厳密にいえばアン
コール・ワットはその中にある 700 もあ
る遺跡群のひとつに過ぎない。
この巨大寺院アンコール・ワットは 12 世
紀初め、第 18 代王に即位した若きスール
カヴァルマン二世によってヒンドゥー教の
宇宙を守護するヴィシヌ神に捧げるべく建
設された。
アンコール・ワットの平面は東西軸方向に
伽藍配置がなされていて、完全なシンメ
トリーを作り上げている。東西方向に約
1,000メートル、南北方向に約 900メート
ルの広さを持ち、周囲は四周の濠によって
囲まれる。
中央軸線上、濠を越えると立派な門があ
る。内部に入っていくと、敷地の東側に置
かれた本殿を三重の回廊が取り囲む姿が現
われる。本殿に進んでいくに従いレベルが
上がっていく。そこには空間のシークエン
スの演出とともにさまざまな仕掛けが作ら
れている。
第一回廊から第二回廊内の石畳の中庭に入
ると、突然眼の前に訪れるものを拒むよう
な急峻な階段、四隅に塔堂を持った第三回
廊が現われる。正面に最も高い 65メート
ルの高さを持った本殿祠堂を見上げること
となる。
第三回廊はピラミッドの下部のような基壇
を持つが、そこに作られた急勾配の石段を
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010 新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える
槇文彦氏を代表に 25 名が「新国立競技場に関する要望書」を提出
（公社）日本建築家協会が他建築関連団体とともに「新国立競技場に対する要望書」
を提出
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「良質な建築・まちづくり機構」が必要なのか
—日本版 CABEを推進する意味—
連 健夫
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戸田幸生

016 JIA NEWS
016
017

本部便り
2013 年度「登録建築家」認定申請受付開始／編集後記

上って入る。第一回廊、第二回廊に比べる
と十数メートルも高い。
はるかに高くそびえ立つ中央の大基壇上部
は、外周を取り囲む濠の外側から遠望して
も神殿のように迫ってくる。
寺院全体の配置はヒンドゥー教の宇宙観を
表しているといわれる。祠堂はヒンドゥー
教の世界の中心といわれる須弥山（メール
山）を、周囲の濠の水は大海原、五基の塔
を取り囲む回廊は霊山としてのヒマラヤ連
峰を表しているとされる。
急な階段といえば、メキシコのティオティ
ワカンのピラミッド階段が思い浮かぶが、
アンコール・ワットでは門をくぐっていき
なり眼前に現れる構成になっており、空間
演出という点ではこちらの方がはるかに劇
的である。
上り切って中庭の連子窓から外を見ると、
周囲の伽藍とカンボジアの森林が一望でき
る。
（写真・文：古市徹雄）
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特集
建築・都市の
パラダイムシフト

自然をマネージメントして
人間との新たな関係をつくる
世市を考えるとき、自然とどのように関わっていくのかが私たちの大きな課題です。今回は環境倫理

界中どこでも同じスタイルの建築をつくるという 20 世紀の考え方から脱して、これからの建築や都

学者で東京大学新領域創成科学研究科の鬼頭秀一教授に、人間と自然とのあり方や関係性などについて、
環境倫理学の立場からさまざまなお話をうかがいます。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

———ライフスタイルの転換 ⓳

快適な人工空間を追い求めた近代

できました。

なかったのですが、最近自然破壊などいろいろな環境の

鬼頭●イギリスのクリスタルパレスが象徴的で、万博で

問題が議論されることが多くなりました。

鉄とガラスでああいう形のものをつくって世界をびっく

鬼頭●そんなに議論されているのでしょうか。

りさせたのが、鉄やガラスなどの素材を現在のように使

古市●最近は出てきていますね。20 世紀の建築はずっと

うようになった原点ではないかと私も思います。

機械に頼ってきました。人工的に空調して、照明をして、

古市●ミース・ファン・デル・ローエという建築家が近

その代わり莫大な石化エネルギーや石油エネルギーを消

代化の恩恵を世界中に与えようとしてインターナショナ

費してきました。

ルスタイルをつくりました。そうすればどんなに貧しい

鬼頭●ある程度人工的な空間をつくることが都市という

国でも、またアラスカでも、赤道でも鉄とガラスとコン

ことですし、建築自体も、人工的な空間の中で、人間が

クリートの建築を建てれば近代化の恩恵が受けられる。

どう快適に生きるかが、たぶんいままで中心にあった

その最初の思想は非常に良かったのです。

テーマだったと思います。

に聞く

（環境倫理学者）
●

まって、そこで鉄とガラスとコンクリートという素材が

古市●いままで建築家は環境倫理学にあまり関心を示さ

鬼頭秀一氏
002

古市●大きくいいますと、ヨーロッパで産業革命が始
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でも気候や風土がまったく違う国で同じ建築をつくっ

特集

ませんし、シンガポールではすごく冷房をしなくてはな

の自然物を中心に据えて考えるべきだという人間非中心

りません。その結果、現在は建築・建設関係、そしてそ

主義的な考え方が出現し、そのことを倫理学的に基礎づ

れらの維持を考えると人間が消費する総エネルギーの

けることが目指されてきました。

約 3 分の 1 を占めるそうなのです。たとえば、超高層で

人間の価値に拠らない自然そのものに本質的に存在す

ランニングを考えると冷房、暖房、照明、エレベーター、

る自然の本質的な価値や、自然の権利などが論じられて

それからメンテナンスなどに毎日大量に電気を使ってい

きました。動物の解放を説いた功利主義者のピーター・

ます。我々建築に携わるものとしては、ものすごい犯罪

シンガー、開発に抗して動物や森、渓谷が原告となって

行為をしているのではないかと思ってしまいます。いか

裁判に訴えることができるという自然の法的権利を唱え

にエネルギーを減らしていくかが、いま非常に問われて

た法哲学者のクリストファー ･ ストーン、地形、風土か

います。

ら、さまざまな動植物も含めた「土地」を全体として捉

鬼頭●その背景には、おそらく一種の普遍主義というか、

えてそれに対する倫理的配慮をするアルド ･ レオポルド

人間の快適性がどこでも同じ形で得られることが前提に

を復権させて、生態系全体に対する倫理を説いたベアー

なっていたし、当然、途上国も基本的にはそのような

ド ･ キャリコットなどがいます。いずれも、人間と自然

レールに乗っていくことが目標だったと思います。おそ

を対立的に分けて、いままでのように人間ではなく、対

らくそれがモダニズムの基本的な理念ではないでしょう

象となる自然を中心的に捉えようとする立場です。

か。でもそれで結果的に莫大なエネルギーを使うことに

古市●日本には、アニミズム的な発想が昔からあります。

なります。

八百 万 ですか、石にも、木にも、すべて神が宿るとい

ただ気候風土と無関係に人工空間をつくることは、あ

や

お よろず

うような。

る意味近代の夢であったし、非常に素晴らしいことでも

鬼頭●確かに、1970 年代に出現した自然の権利などの思

あったわけです。そういう自然の、どちらかというと限

想や「土地」に対する倫理は、そのようなアニミズム的

界性や自然によって規定される部分をいかに克服して、

な発想にも通じるように見えます。1980 年代にアメリカ

新しい素材で人間にとって快適な人工的な空間ができる

の西海岸で盛んに議論されたディープ ･ エコロジーの考

かどうかがひとつあったのだと思います。

え方もすべての生命を平等に捉えようとしていましたし、

古市●それが快適性であり、利便性であるとされたわけ

禅やチベット仏教への関心など、東洋的な考え方への傾

ですね。でもその結果、いまはちょっと悲惨な状況にあ

倒も見られました。

るわけです。

ライフスタイルの転換 ⓳
——

そのような人間中心主義を反省し、人間以外の生物など

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

てしまうと、アラスカではすごく暖房をしなければなり

しかし、1980 年代終わりまでは、アニミズムのような、

鬼頭●でもそれは建築の責任というよりは、いってみれ

土地に根ざし、歴史的な自然との関係性に根ざした文化

ば近代の理念がそうであって、都市空間が近代の理念が

的なものに対してはアメリカの環境倫理学は関心が希薄

集約された形で考えられたためだと思うのです。

で、むしろ、人間と自然との普遍的な関係に関心があっ
たと言ってもいいでしょう。

人間非中心主義的な環境倫理学から、
関係論に基づく環境倫理学へ

しかし、1992 年のリオ ･ デ ･ ジャネイロの地球サミッ
トを機に、その流れが大きく変わってきました。先進国
が中心に進めてきた地球環境問題という国際的な環境問

古市●西洋の考え方のもとになったのはキリスト教で、

題の枠組みは、グローバル化することにより、環境問題

それは人間がこの世界の中心にいて、我々は神から地球

における南北問題である、途上国の環境問題を考える際

をコントロールすることを任されているというような話

に、また、当時注目を集めはじめた先住民族の文化や権

ですね。モダニズムはそのひとつの象徴で、自然を支配

利の問題などの新しい課題が出現してきた中で、人間と

し征服してしまうというところまで思い上がってしまっ

自然を切り離し、人間中心主義を反省し、自然を中心に

たのではないでしょうか。それは、まさに西洋的な発想

考えればいいという従来の考え方では、問題を捉えられ

で、キリスト教的な考えですよね。モダニズムは、その

なくなりました。

ひとつの象徴で、自然を支配し征服してしまうというと

自然資源の配分の問題や公害問題のような社会的不公

ころまで思い上がってしまったのではないでしょうか。

正の解決なども重要な問題になりましたし、先住民族の

鬼頭● 1970 年代にアメリカで成立した環境倫理学の当

文化を尊重し、彼らの権利をどのように扱うのかという

初の中心的な課題は、まさにそのことでした。そして、

問題も大きな課題になりました。それらを解決するには、
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人間の営みに注目し、人間と自然との関係性のあり方を

物がいっぱい出る。実は廃棄物の処理にエネルギーが必

考えなければならなくなり、そのためには、人間にとっ

要になる。そこで、省エネを実現することと、廃棄物を

ての自然的な環境のみならず、精神的環境や社会的環境

抑制することをどういう均衡で考えるんですか」と聞い

など、人間の文化の問題や社会の問題を射程に入れる環

たら、経産省の人は「僕は省エネ担当なので分からない」

境倫理の考え方が必要になってきました。

とおっしゃって、これはダメだと思ったんです。だって、

その意味では、アニミズムのような考え方を、それぞ

省エネをすることは、ただ省エネ機器を入れればいいだ

れの地域の土地と人の営みの関係性の中で捉えることが

けではなくて、廃棄物の問題も含めてトータルに考えて

必要になってきました。アニミズム復権と言って、東洋

はじめて省エネと言えるのに、既存のものを作る範囲の

の考え方や先住民族の考え方を一方的に称揚することは、

中で省エネするという発想になっている限り、結局構造

問題の片側半分しか見ていません。土地と人の営みの関

は同じです。確かに技術革新でいろんな技術はあります

係性の観点から見ると、アミニズム的な発想は近代以前

が、全体をどうするかというとき、根本的なあり方を考

の西洋にもありますし、現在でも根強く残っています。

えないと駄目なんです。

古市●ケルトもアニミズムですよね。
鬼頭●ルネサンスの頃は、キリスト教自体も、いろんな
土着的な宗教と融合してアニミズム的なものもありまし

空間に多義性をもたせてコンパクトに

た。近代になって宗教改革の中で、プロテスタントが出

古市●エコロジー都市という観点で、いま江戸の暮らし

現し、カソリックも組織的に神学が体系化されていくな

が注目されていますが、江戸の一般庶民はとても狭いと

かで、土着的宗教の部分を抑圧してアニミズム的な考え

ころで生活していました。長屋などは、１人約 3.5㎡く

方を排除していったのだと思います。東洋ではそのまま

らいです。

残っていただけではないでしょうか。

SF 作家 J. G. バラードの『時間都市』という小説の中

古市●それは面白いですね。要するにあまり東洋と西洋

で、人口が 70 億から 80 億人になって、1 人 4㎡の中でし

というふうに分けて考えない方がいいということですね。

か住んではいけないと国が法律を作り悲惨な生活になる
んです。ところが、江戸ではそれより狭いところに住ん

環境の問題はトータルに捉えることが必要

004

●

でいました。
鬼頭●それでもある意味では非常に快適な生活をしてい

古市●最近ソーラー発電や風力発電、地熱などの代替エ

たのですよね。

ネルギーが話題になりますが、考えてみれば、ソーラー

古市●その狭い空間には、たくさんの知恵が詰まってい

にしても施設をつくって、それをメンテナンスすること

ます。もちろん、風呂はみんなで銭湯へ行くし、トイレ

自体がものすごい CO2 をつくる、そこのところが考え

も共同、つまりシェアリングです。それから、現代で言

られていません。結局、プラスマイナス・ゼロなんです

うワンルームですが、朝起きるとちゃぶ台を出し朝食の

よね。

部屋に、昼間になるとちょっと作業台を出して仕事部屋

鬼頭●そうなんです。再生可能エネルギーといっても、

に、そして夜になると布団を敷いて寝室になる、それを

いまの大量生産 ･ 大量消費というシステムの中で使うだ

「しつらい」と言います。1 つの部屋をしつらえて、どん

けでは意味がありません。それが使われるシステムそれ

どん変えていくのです。

自体を問いなおす必要があります。

鬼頭●「多義性」と言いますか、要するに、1 つのものが

古市●環境問題を解決しようといいながら、結局機械を

1 つの機能をもつ単機能ではなくて多機能をもっていく、

つくり出す行為をやめるどころかむしろ増えているよう

1 つが多義的な意味をもつところが非常に面白いと思い

な気がします。環境的な言い訳として、電気量が 70 ％

ます。近代社会はどんどん単機能になっていきます。た

ですむ、ものすごく環境保全に役立つ、しかし省エネだ

とえば、薪を切ってエネルギーを得ることは、現代的に

と言って、エアコンはそのまま作り続けます。何かおか

考えると、単に暖房をするだけのためということになり

しいですよね。

ますが、従来は、そこに家族の団らんがあったり、いろ

鬼頭●以前、省エネビジョンを作る座長をしたことがあ

んな意味がありました。エネルギーを得ることや、人が

るのですが、そのときに私が経産省の人に、
「確かに、最

移動することだけを最適化して単機能にしていくのが近

新の省エネ機器を入れれば、省エネはできますが、そう

代です。それはそれで非常に効率性が高くなりますが、

すると既存のものを全部捨てなければならなくて、廃棄

それぞれ単機能にしていくから、スペースで考えると、
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1 箇所を多義的に使うのではなくて、たくさん部屋が必
方の基本は、多義性を象徴したものといえます。

生活の知恵の蓄積が明暗を分ける
古市●この近くに戸山団地という都営住宅がありますが、

単機能にしていくと、個々のモノに対する価値になっ

ここで 70 歳以上の独居老人の孤独死が問題になってい

てきます。ところが多義性にしていくと、そこで人々の

ます。区役所の人が生存確認のために、ほぼ毎朝挨拶を

関係性や伝統の継承などをどう考えるかというような、

しにいくそうなのです。ということは隣の人は全然関わ

いままで近代で切り落とされてきたものが多義性の中に

りがないんですね。日本の場合、厄介なのは、個人情報

詰まっています。だから、多義性を大事にすることは、

保護法があってあまり深入りすると今度はプライバシー

今まで切り捨てられてきたものを、もう一度見直すこと

侵害だと言われてしまうのです。

につながると思います。

鬼頭●基本的には、孤立した空間をつくることが都市の

古市●おっしゃるとおりですね。

非常に重要なところです。

鬼頭●多機能と言ってもいいですね。また多面的な機能

だから、そこをどう考えるかがすごく難しいと思いま

という言い方もあります。たとえば農地の多面的な機能

す。田舎に行けば、本当に隣近所が昔のことまで全部

もそうです。田んぼで米だけをつくると単機能ですが、

知っているという濃厚な空間で、何かやればすぐ伝わっ

田んぼに水を張ると、そこが遊水地になりますから、防

てしまう息苦しさから離れたところに都市空間がありま

災の役割も持つわけです。

した。田舎に浸っていれば快適かもしれないけれど、個

古市●冬はスケート場にもなりますね。

の自立を考えると、人々はコンパートメントに分かれた

鬼頭●春になると、そこに魚がいて、子どもたちが遊ぶ

中で暮らしていく都会の生活に憧れを持ちましたし、都

水辺空間になる。そうすると、同じ田んぼでもいろんな

市的な空間がそれを保証したのです。ただ、おそらくい

意味を持つのに、そこからお米をつくるだけの単機能に

まはその構造が変わってきたのでしょうね。

して、農薬を撒くのです。農薬を撒けばお米はたくさん

古市●孤立した空間で暮らすのも若い 20 代、30 代のう

穫れますが、ほかの機能はなくなってしまいます。子ど

ちはいいのですが、だんだん老齢化していくとどうで

もが遊べないし、生きものもいなくなってしまいます。

しょうか。

私はいろんな空間を、多義性があるもの・多機能なも

3.11 で三陸に津波がきたときに、象徴的なできごとと

のという形でつくりかえていくと面白いと思います。

して、それまでは ITだハイテクだと突き進んできまし

古市●非常にコンパクトになりますね。

たが、インフラが全部切られて電話もつながらない、電

鬼頭●そうすることでいままで近代の思想でバラバラに

気もこない、結局、みんなを救ったのは、昔ながらの人

なってきたものを少し集約して、そこに人と人の関係性

と人との関係だったと言われます。若い人がずっとうっ

や、人間的なものや、精神的なものなど、いろんなもの

とうしいと思っていたことですね。おばあちゃんが出て

をもう一度取り戻すことができるかもしれません。

きて、
「こういうときはこうやるんだ」と言ってみんなで

古市●おそらくライフスタイルがどんどん変わってきま

協力し合って飢えをしのいだという話がありました。

すね。それも良い方向に。最近、日本政府の方針として、

鬼頭●確かに、今回の震災でコミュニティごとの人と人

都市をコンパクトにしようとしています。

との相互扶助的な関係のあり方が如実に出ていました。

鬼頭●コンパクトシティですね。コンパクトにしたほう

陸前高田市のある集落のように、津波の被害が大きかっ

が、多義性を活用できるという感じがしますね。

たところでも、すぐに高台に避難して、翌日から温かい

古市●ただ、いま国が進めているのは、たとえばバラバ

ご飯と味噌汁を食べていたところもありました。災害時

ラに建物が建っているのをまとめればインフラが少なく

に対する対応の仕方が体に染みついてきちんと機能して

て済むという話なんです。でもいまの先生のお話は、そ

いるのです。助けが来るまで 1 か月持ちこたえることが

うではなくて、1 つの場所で 2 つ以上のことをやればい

できるだけの仕組みがそこにありました。かつてはどこ

いという多義的な話ですよね。

の集落でもそれが普通だったのです。

そうすると、必要な空間のボリュームそのものが減っ

ライフスタイルの転換 ⓳
——

要になるわけです。だから、ある意味では江戸の暮らし

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

三富アライエンスが毎年主催している「千人落
ち葉掃き」の風景。三富アライエンスは、官民
学の協働で、三富新田の平地林保全活動のため
に 2011 年にできた組織で、鬼頭氏が代表。三
富江戸農法の会、生活クラブ生協、所沢市民大
学の卒業生、東京国際大学、早稲田大学、東京
大学、埼玉県（川越農林振興センター、みどり
再生課）の他、さまざまな企業が参加している
緩やかな連携の組織。

災害時の備蓄米にしても、社倉米のように寺社に奉納

てきます。いままでは、ホール、美術館、図書館が別々

して実質的にストックしてあるのが普通でした。以前、

にあったものを 1 つの施設で全部をカバーできるような

片品村でお世話になった庄屋さんだったところは、お米

新しい使い方が可能になってきます。

をストックする役割があり、新米はストックして 1 年前
のお米しか食べないということでした。今でもそのよう
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なシステムが残っているのを聞いてびっくりしたことが
ありますが、昔では普通でした。

古市●それはどういうことでしょうか。
、vivialは vividで「生き生き」
鬼頭● conは withで「共に」

いまではそのような仕組みが多くのコミュニティで壊

なので、convivialityで「共に生き生き豊かに」という意

れてしまっているので、避難所でただ助けを待つだけで

味です。1973 年代に、イヴァン・イリイチが『コンヴィ

何もできないところが一般的になりました。

ヴィアリティのための道具』という本を書きました。そ

古市●東京も昭和 30 年くらいまでは長屋がずいぶん

こに由来しています。このコンヴィヴィアリティの道

あって、食べ物にしても、隣近所がお互いに貸し借りし

具という概念がパソコンの出現につながりました。ス

ていました。トータルするとプラスマイナス・ゼロくら

ティーヴ・ジョブズたちは当時の大型コンピュータで人

いになって、無駄な食材が出なかったそうです。

間を管理するイメージをもったコンピュータの世界に、

鬼頭●田舎だと、野菜を作ってたくさんとれたり山菜を

自分たちが楽しんで自分たちにとってコンヴィヴィアル

とってきたら隣にあげたり、野菜はスーパーで買わない

な、そしてよりよき社会を変革していくための道具とし

ような生活をしているところがいまでもありますが、な

てのパソコンであるアップルⅡを生み出しました。そ

かなか都市部ではそういうところはないですね。江戸が

れが今のマッキントッシュにつながりました。10 年近く

面白いのは、江戸時代にはすでに都市部だったのにそう

経ってから IBMも IBM-PCを出すことになり、パソコン

いうものを実現しているところです。

が全盛となりますが、そのもともとのコンセプトは、コ

古市●それは現代の都市でも可能だということですね。

ンヴィヴィアリティと関係があります。

鬼頭●近代的な感覚での都市では難しいのかもしれませ

話がずれてしまいましたが、倫理を強制するより、豊

んが、江戸ではそういう近代的な理念ではなくて、一方

かさの価値を生み出しそれを共有することで、結果的に

で非常に都市的な空間があったところが、とても面白い

倫理的な態度を実現させることができ、それが人々に

と感じます。

とっても意味があるのです。
最近の傾向としてシェアハウスなどが増えていますよ

豊かさを共有する

006

●

ね。以前のようにすべての部屋が分かれているのではな
くて、何らかの形で共有する場をもっとつくっていこう

古市●今日の一番の大きなテーマでもあるのですが、機

という動きもあります。いま価値観が明らかに変わって

械に頼った生活、老齢化した社会、希薄になった個人と

きていますね。みんなバラバラに暮らすよりも、いろん

個人の付き合いなど、日本のいまの状況やライフスタイ

なものをシェアして生活していこうという気運になって

ルを変えていく必要があると思うのです。環境倫理学の

きていて、若い人たちもだんだんそういう価値観になっ

視点ではいかがでしょうか。

てきているように感じます。

鬼頭●一般的な考え方だと、個人の倫理で考え、欲望を

古市●シェアハウスは、おそらく住居費が安くすむこと

抑制して環境にやさしい暮らしをするという形になるか

から始まったのだと思います。

も知れませんが、みんなで相互監視して欲望を抑制し環

鬼頭●最初はそうだったのかもしれませんが、今度それ

境にやさしい社会を実現しようとするあり方は、まさに、

が新しい価値を生むかもしれません。そこが面白いと思

環境ファシズムのような社会になってしまい、それは望

うんです。

ましい社会とは言えないでしょう。むしろ、今の環境倫

古市●それが新しい形の豊かさなのかもしれませんね。

理学では、個人には選択の自由を保証し、社会的に欲望

鬼頭●みんなで減らしたり、もう少し今の生活レベルを

を結果的に抑制できるシステムをつくるような社会的倫

落としたりと言うと、とても抵抗がありますが、いろん

理を考えるのが望ましいという議論だと思います。それ

なものを共有しながら、よりそういうものを楽しめる状

は、他の生き物に配慮し、人と人が相互扶助的に助け合

況をつくっていくのが、私は倫理的にはいいと感じるの

い､ 個人の欲望を自制して美しい景観を分かち合えるよ

です。

うな新しい精神的な豊かさの価値を生み出すことで可能

シェアリングすることによって機能的に効率性が生ま

になります。人と他の生き物との関係も、人と人との関

れますし、コミュニケーションも増えるわけです。最近

係も、それぞれが生き生きと「生」をまっとうできるよ

家族の血縁も地理的な地縁も希薄になってきていますが、

うな共生のあり方を求めるあり方です。
「conviviality（コ

いろんなものをシェアすることで今までとは違う関係性

ンヴィヴィアリティ）」という言葉に象徴的に表れている

や新しい縁をつくっていくことを都市の空間で考えると

あり方です。

面白いと思います。田舎に行けば、もちろん、いまだに
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大事なことだという説明を聞いて、子どもは納得して、

きとしていて、それこそ震災のときなどには大きな役割

街路樹が剪定されたり、いろいろ管理されていることを

をしたのですが、都市で同じことをするのはなかなか大

学ぶわけです。また「ぼくの木」と意識することで、い

変です。

ままではただそこにある木だったのが、何か虫がいるだ

古市●都会の人間も実は隣の人と友だちになりたいとい

とか、いろんなことが見えてきます。

う本能はあると思います。でも、何かきっかけがないと
できない。だから最初はきっかけが欲しいんですよね。

他の地方でも同じようなプログラムをやっていまして、
最初春に木の絵を描かせると、子どもたちは本当に単純
な絵しか描けませんがだんだん木にいろんな昆虫がいた

建築や都市において自然をどう扱うか

り、ディテールが見えてくる。自分の木だと認識をする
ことで変わっていくんです。

古市●近代建築の特徴でもあるのですが、単機能として

古市●現代の子どもたちは IT 時代に育っていますから

の個室が確立し、人工環境の生活が進んでいくと人間が

知識は多いのですが、実体験はありません。そういう意

自然と遊離していくという問題があります。たとえばそ

味ではリアリティが出てくるんでしょうね。

の解決法として、夏休み、冬休みは子どもを徹底的に外

鬼頭●都市部でも街路樹があったり、身近に雑草があっ

で遊ばせればいいですね。子どもの頃にそのような体験

たりしますから、まず観察することが大切なのではない

をすることで、おそらく建築や都市に対しても考え方が

でしょうか。

変わってきますね。

ライフスタイルの転換 ⓳
——

血縁とか地縁というコミュニティがあって、結構生き生

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

三富新田での落ち葉掃き
生活クラブ生協や学校関係で、多くの子どもた
ちも参加。地元の農家で、
「三富江戸農法の会」
代表の横山進さんから平地林保全と循環型農業
の関係についてお話を聴いている子どもたち。
（鬼頭氏は三富江戸農法の会の顧問）

私が先ほどオブジェと言ったような木も、そこにちゃ

鬼頭●建築や都市において自然をどう扱うかも重要です。

んと人との会話などがあると意味を持ってくるでしょう

僕が都市計画やいろんな建築を見て思うのは、都市空間

し、建築において樹木が成長することを考慮に入れた時

にある自然や樹木は、単なるオブジェのようにしか考え

間的な設計をして、そこで人々がどのように関わり合っ

られていない。木が成長したときに空間がどう変わって

ていくかを考えていくと、面白いものができると思いま

いくのか、時間的な視点で考えられていないものが多い

す。子どもたちはもちろん田舎に行けば自然体験ができ

ように感じます。同じ空間をつくることは近代の理念だ

ますが、都市部で日常的に自分の木と対面し、会話する

と思いますが、成長する建物というのか、そこに歴史性

ことだって可能なんです。東京でも昆虫はいますし、木

のような時間の要素を入れることについて、あまり建築

は生きていますから、そこにやはりひとつの生態系があ

家の方々は議論されないのでしょうか。現時点で一番い

ります。それを感じることはとても意味が深いので、そ

い形と大きさの樹木を特定の場所に配置することだけを

ういう設計を建築家の方たちにしてほしいですね。

考えているものを、もう少し、木や自然が育っていく過

古市●確かにこの近辺でも緑は多いんです。でも、人と

程を考えた建築や、あるいは、日常的に子どもたちが自

交わるような設計をしていないですね。子どもも我々大

然に関わっていくことを前提にし、だんだん時間ととも

人も、もっと自然と関わりを持つことがとても大事です

に成長していくような都市空間をつくれないのかと思っ

ね。

たりします。

鬼頭●関わりの全体のシステムのようなものをどこかに

古市●それはとても大事ですね。建築家自身も子どもの

入れないといけないですね。

頃から自然のリアリティを体験していれば、自分が成長

都市部でも街路樹や緑の空間などの自然的な存在に対

して建物をつくる際も当然そういうものを求めるでしょ

して、うまく管理したり設計したりすることを考えるこ

う。たとえばいま先生がおっしゃったように、近代建築

とが、現代にはすごく必要だと思います。

は均質化を求めますので、つくってもわざとらしいので
す。ちょっと木を 1 本植えてみたり。確かにオブジェと
しか考えていないものが多い。

環境倫理としての教育とは

鬼頭●どこかの都市部の小学校で、街路樹の 1 本を「ぼ

古市●子どもたちに向けた、環境倫理学的な教育は行わ

くの木」と決めるんです。それを自分の木だと思って生

れているのでしょうか。

活すると、いろんなものが見えてきます。あるとき子ど

鬼頭●環境倫理そのものを教えるよりは、自然の中で人

もが「ぼくの木が危ない、伐られちゃった」と学校に駆

と人が協力し合うことを学ぶのが大事だという感じがし

け込んできたそうで、見てみると街路樹なので行政で剪

ます。現実に自然の中で一人では暮らせないわけです。

定していたらしいのです。剪定することが、木にとって

そうすると、人と人とが何らかの協力をしなければなら
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ないことを、自然の中で学ばざるを得ない。それはいま

だと思います。また、それを体験させるだけではなくて、

まで自然教育や冒険教育などで結構やってきました。

それを組織的にどういう形でやるのかも大事なことだと

そのように自然教育を地域でずっと展開していた RQ
（市民災害ボランティアセンター）という災害ボランティ

思います。
古市●実際に自然の怖さを体験しないと、私たちはいと

アが、3.11 のときに組織的に地域に入っていきました。

も簡単に自然をコントロールできると思ってしまいます。

今まで自然学校などで子どもたちに教えてきたところで

鬼頭●当然、科学技術も発達していますから、いろんな

すが、災害時には、まさにいろんなサバイバルの技術が

ものが確かにコントロールできるようになってきて、前

生きてきて、いま被災地でさまざまな支援をしています。

よりもいろいろなことが分かるようになってきました。

古市●昔は林間学校がありましたが、いまでもあるので

私は根本的にかなり限界に近いところまで、いま科学が

しょうか。

発達してきたという感じがしているのです。科学が発達

鬼頭●似たようなものはありますね。ある程度学校の中

してきたから限界も見えてきて、その限界の中で、人が

で組織的にやっています。

どう生きるかや人がどういうふうに空間を利用していく

おそらく震災で多くの方が自然の圧倒的な強さを感じ

のかを考えることはすごく大事なことだと思います。

たのではないでしょうか。人間はいままで、自然をコン

古市●最近天気予報を見ていても、頻繁に史上最大と

トロールするなどと言っていましたが、とてもそんなこ

いっていますよね。

とはできない。小さなものでも、人間にはコントロール

鬼頭●災害はどんどん巨大化しているので、だんだん分

できない。自然の他者性を改めて感じたと思います。昔

からなくなってきています。もちろんこれも温暖化が原

の人の自然に対する畏敬とはそういうことではないで

因にあるだろうし、そういう意味でも真剣に自然に対し

しょうか。

ての負荷を下げなければならないと思います。だから、

やはり、私たちにはどうにもならない自然があって、

災害に対していろんな構造物をつくって対処しようとし

災害に関しても、受け入れざるを得ないわけです。そう

ていますが、所詮できないのですから、人がどう生きる

いう圧倒的なものなのに、20 世紀では、ちょっと小手先

かを考えるほうが重要ではないでしょうか。

で自然をコントロールできるような錯覚に陥ってしまい、
「それはちょっと幻想だったな」と改めて感じたところ
があると思います。
環境倫理としての教育があるとすれば、それは自然の
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人間が自然をマネージメントする
鬼頭●いま東京を上空から見ると、数十年前と比べて緑

他者性というか、どうにもならない自然があることを理

が圧倒的に多くて、いろんな街路樹も繁茂しています。

解させることでしょうか。自然の怖さと、その中でどう

でもそれがちゃんと住民と関わりを持っていないのです。

やってうまく生き抜いていくかは、自然の中で子どもが

逆にそこでカラスやムクドリがいっぱい増えて、いま大

遊ぶことを通じて知ることができます。その中で人と人

変なことになっています。そういう意味で森もそうです

が協力していかなければならないことをじかに体験でき

が、人間と野生生物との関係性があまりうまくいってい

ると、いろんなものが変わってくると思います。

ないですね。

古市●いまの子どもは自然の怖さをまったく知らないで

じつは、都市部の緑は、意識的に管理していかないと

すよね。リアリティがないのです。自然を体験するとい

緑として成立しません。いまコンパクトシティという考

うのは、そこでいろいろ危険な目に遭う。でもそれが極

えのもとで都市が縮小していくのはいいのですが、その

めて大事なことだと思います。

際に周りの緑地をどのように管理していくのか、あるい

鬼頭●「よい子は川で遊ばない」ではなくて、危険はも

は、そこにどう人が関わっていくか、その部分をデザイ

ちろんあるけれど、ちゃんとした指導者がきちんとやれ

ンしていかないと、都市全体の設計はできないのではな

ば事故は起こりません。だからきちんと見守るシステム

いでしょうか。

があったうえで、自然の怖さや圧倒的な強さをどこかで

地域の中にどういう形で都市的な空間をつくるかとな

感じながら、どうやって自然に対峙していくかを子ども

ると、単なる人工的な空間だけじゃなくて、中には木も

の時にいかに体感してきたかが、災害の時にちゃんと生

あり生きものもいる。周りに緑地もあるけれども、その

きるのです。これから僕らがそれぞれの土地や都市でど

中での人の関わり、つまり人がどういうふうに動いて、

うやって生きていくのか、それは自然の圧倒的な強さを

どう管理していくかを考えていかなければなりません。

背景にして、人とどのように協力していくかということ

緑もどんどん成長していきますが、それを場合によって
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ん大きくして、そこに別の空間をつくることもあるかも

そのことで自然界に撹乱が起こるんです。撹乱が起こる

しれないし、そのように管理していくことが課題ではな

ことが、すごく自然が豊かになることにつながります。

いでしょうか。そうでないと、周りが結構厄介な自然に

古市●ナイル川の洪水などもそうですね。氾濫が上流か

なってしまうかもしれません。

ら豊かな土を運んできてくれ、多くの作物をもたらした。

現実に、いま日本は放っておけば、全部緑になってし

でもアスワンダムで止めてしまったんですね。

まいます。どんどん人間の域に自然が迫っているのです。

鬼頭●止めちゃうと駄目なんです。いまの氾濫原も止め

たとえば河川敷もどんどん森のようになっています。そ

てしまってまずいところも出てきています。そうすると、

うすると、クマなどの野生生物が、河川敷をずっと下っ

昔の氾濫に近いようなことを人工的に起こしたりします。

てきているのです。たとえば仙台の広瀬川でも危ないと

古市●そうなんですね。いろいろな自然の管理の方法が

いわれています。クマがずっと森だと思って河川敷を

あるのですね。

下ってきて、パッと外に出ると都市部の真ん中だったと

鬼頭●アダプティブ・マネージメントといって、どちら

いうこともあり得るのです。最近、いままでは考えられ

かというと生態系や自然を管理するやり方がありますが、

ないような市街地にクマが出ています。だから、じつは

日本語では順応的な管理といっています。最初に設計図

緑があるといっても、必ずしも人間にとって快適ではな

があって、それに沿った形で何かモノをつくっていく管

くて、そのような野生生物との関係がとても難しい状況

理の仕方ではなくて、自然は不確実だから、結局設計図

になっています。それらも人間が野生生物の生き場所と

が描けません。そこでちょっと手を入れてみて自然のほ

都市部をきちんと切り分けながら管理していかないとい

うがどのように動くのかちゃんとモニタリングして調整

けないと思います。

しながら管理していくことをアダプティブ・マネージメ

古市●近代の人間主体の考え方が自然に対して負荷を与

ントといいます。

えていたと思っていましたが、人間が自然を管理するこ

僕は、いまのような自然も社会も不確実な中ではアダ

とも大切なのですね。

プティブ・マネージメントが非常に重要だと思います。

鬼頭●それは管理といっても、コントロールではなくて

最初に決めたからといって、それをずっとやっていくの

マネージメントなんです。

ではなく、モニタリングをして「これはこうではない」

古市●近代主義的なコントロールだと支配になってしま

となったら軌道修正する。最初からスタティックに「こ

うのですね。

ういうものだ」と決めて何かモノをつくるのではなくて、

鬼頭●何とかうまくやりくりしながらやるのがマネージ

ダイナミックな自然や対象との関係性の中でつくり上げ

メントなのでしょうね。そういう意味では、マネージメ

ていく、そういうデザインの仕方やマネージメントの仕

ントという意味で管理することが、いまは非常に重要で

方が、僕は非常に 21 世紀的なあり方だと思います。

す。人の手が入ることでかえって生物多様性が高い自然
ができることもあるんです。
前に保全生態学の研究室と共同で研究をしたことがあ

さらに、コ・マネージメントといって、いろいろな人
が協働して関わっていけるようなマネージメントが必要
だと言われ始めてきました。

ります。茅場は茅葺きの屋根をつくる茅をとるための草

少し前までは、大事な自然は人が関わらないで、その

原ですが、昔からちゃんと草原を管理して、そこから茅

ままにしておけばいいといわれていましたが、いまはそ

を刈って茅葺きの屋根にするんです。そのときに、質の

うではなくて、自然自体も人間の生活もダイナミックに

いい茅をとるためには春に焼くんです。いったん焼いて

変化していく中で、どのように自然と人間が関係を持つ

きれいに揃えると、いい茅がとれます。昔ながらにちゃ

のかが大事なことなのです。

んと焼いて刈っているところは非常に生物多様性が高い

古市●今日は、自然と私たちがどう関わっていけばよい

んです。

かを考える大変良い機会になりました。貴重なお話をあ

古市●山も放っておくと荒れ放題になるといいますよね。

りがとうございました。

鬼頭●人間がちゃんと適切な管理をするということも非

ライフスタイルの転換 ⓳
——

津波があったり…。川は絶えず氾濫していますし。でも

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

は剪定したりして抑えていくことも必要ですし、どんど

特集

鬼頭秀一（きとう しゅういち） 東京大学新領域創成科学研究科教授

1951 年名古屋生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程（科学史・
科学基礎論専門課程）単位取得退学。山口大学、青森公立大学、東京農工
大学、恵泉女学園大学を経て、2005 年より現職。専門は環境倫理学。具
体的なフィールドワークに基づき、科学技術論を射程に入れ、現実の環境
問題に対して寄与できる、新しい枠組みの環境倫理学の構築を目指してい
る。著書に、
『自然保護を問いなおす――環境倫理とネットワーク』
（ちくま
新書、1996 年）
、
『環境倫理学』
（共編著、東京大学出版会、2009 年）
、
『環
境の豊かさをもとめて――理念と運動』
（編著、昭和堂、1999 年）
、
『自然再
生のための生物多様性モニタリング』
（共編著、東京大学出版会、2006 年）
などがある。

（2013 年 11 月 8 日 古市徹雄都市建築研究所にて収録）

常に重要なことなんです。
たとえば、日本は非常に豊かな自然があるといいます
がどうして豊かなのかというと日本は災害が多いんです。
しょっちゅう火山の噴火があったり、地崩れがあったり、
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新国立競技場案を
神宮外苑の歴史的文脈の中で考える
槇文彦氏を代表に 25 名が
「新国立競技場に関する要望書」を提出
技場を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」をきっかけに、新国

『JIA MAGAZINE』295 号に掲載した槇文彦氏の論考「新国立競
立競技場案をいま一度見直そうという動きが大きく広がり、10 月

11 日には新国立競技場を考えるシンポジウム実行委員会主催のシ
ンポジウムが開催され、297 号にその模様を紹介しました。

望書」および「意見書」を、11 月 7 日に文部科学大臣ならびに東京

また槇氏を代表とする発起人一同は「新国立競技場に関する要

都知事宛に提出し、文部科学省記者クラブ（文部科学記者会）にて、

槇氏、大野秀敏氏、元倉真琴氏、古市徹雄本誌編集長が記者会見

を行いました。

また翌日 8 日、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長

新国立競技場に関する要望書

文部科学大臣︑東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
下村博文殿

この度は︑二〇二〇年のオリンピック開催地として東京が選出されましたことは︑多くの国民

の喜びとするところであり︑貴職を始めとする関係各位の御努力の成果であると︑深い敬意を
表するところであります︒

しかしながら︑主会場に予定されております新国立競技場は︑同程度の収容力をもつ過去のロ

ンドン︑アテネ︑シドニー大会での主会場の３倍から２倍の延べ床面積で計画されている一方︑

当該敷地は狭く︑この過大な計画が進行した場合には以下の三点が憂慮されます︒

「新国立競技場に関する要望書」（東京都知事、日本スポーツ振興センター理事長宛も同内容）

一．都市景観上の懸念
二．安全上の懸念
三．維持管理費用に関する懸念

外苑の森の新国立競技場が︑二〇二〇年東京オリンピック終了後も︑今後末永く国民ならびに

東京都民から親しまれ続け︑将来の世代からも賞賛されるためにも︑早急に計画条件を根本か

ら見直されることが必要であり︑その際に次の事項をご考慮頂きたく要望する次第です︒
外苑の環境と調和する施設規模と形態

東京都心における本敷地並びに敷地周辺の歴史とその意味を十分尊重して︑イベント時の安全

要望一

成熟時代に相応しい計画内容

性の確保に留意しつつ︑本施設がそれと調和した計画となることを要望します︒
要望二

日本は成熟社会を迎え︑少子化と高齢化に進行します︒この現実を見据え︑五〇年後にも納得

説明責任

できる内容をもった施設の計画を策定されることを要望します︒
要望三

本プロジェクトの行く末に多くの国民が強い関心を抱いています︒計画内容が決定された時点

において︑それに至る経緯と計画内容の詳細を公表して戴くことを要望します︒これは︑この

ような重要な公共施設の設置者の市民社会に対する義務であるという認識に基づいています︒
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11月7日に文部科学省で開かれた記者会見
左から古市徹雄氏、元倉真琴氏、槇文彦氏、大野秀敏氏

宛に同様の要望書と意見書を提出しました。

新国立競技場計画に対する見解［要望書附属資料］ （全文）
この見解は、2020 年の東京オリンピックの主会場となる国立競技場

アムのイベント需要については懐疑的にならざるを得ません。利用の

を、東京の都心部にあって濃密な歴史的背景をもつ敷地（約 11ha）に

当ての無い巨大施設は、新たな公共財政の負担の種になると懸念しま

同種競技施設としては世界最大規模（約 290,000㎡）で建設することの

す。

意味を問い、その規模縮小に向けた再検討を要請するものです。我々
は、狭隘な敷地に巨大な施設を計画することにより、神宮外苑の景観
が著しく損なわれ安全管理上の問題を惹起するだけでなく、大会後の
施設運営に大きな経済的負担を強いると懸念しております。

２．大規模化の要因
先行するロンドン、アテネ、シドニーでのオリンピックの主会場
の収容人員は、東京と同じく 8 万人～ 10 万人位の規模です。敷地は
それぞれ 16.2ha、13.0ha、20.7haを確保しながら、施設の延べ床面積

なお、本稿の議論で、新国立競技場計画の計画内容について

は 8 万㎡から 12 万㎡で、今回想定されている新国立競技場の、大き

は独立行政法人日本スポーツ振興センター「新国立競技場基本

くても半分、小さいものは 1/3 で収まっています。大規模化した理由

構想国際デザイン競技募集要項」
（2012 年 7 月 20 日公表）に基

は、施設の面積構成によります。北京では、91 千人収容で床面積は

づいています。

25.8 万㎡ありますが、そのかわり敷地も今回の 2 倍以上の 25.8haあり
ます。新国立競技場計画がかくも肥大化している原因は次のことが要

１．デザイン競技募集要項が孕む問題
１）景観上の懸念
計画されている敷地は、明治神宮外苑の一角にあり、同内苑や表参
道、裏参道とともに、明治天皇の偉業を記念して整備された緑地の一

因になっていると考えられます。
１）駐車施設に 4.6 万㎡が充てられている。
地下に大規模な駐車場が想定されています。
２）維持管理機能に 3.5 万㎡充てられている。

部です。皇居や赤坂離宮の緑地と一体となり、東京都心部の緑地の核

上掲の 8 万人収容の同種オリンピック施設が 8 万～ 12 万㎡の中

を形成しています。1926 年（大正 15 年）には、景観保持の重要性が認

で維持管理機能を収容している事を考えると極めて過大です。

識され、日本で最初の風致地区に指定された、いわば日本を代表する
由緒正しい都市緑地といえましょう。
現在想定されている規模で新国立競技場が実現されれば、いかなる
デザインであるにしろ、人々が通常の視点から眺めれば、巨大な構
造物があたりの景観を支配することが想像されます。その規模の巨

３）スポーツ博物館、図書館、スポーツ関連商業施設に約 2.1 万㎡
充てられている。
このような付帯施設は、競技場としての機能との関連は薄く、
必要があれば別敷地に計画すべきです。
４）ホスピタリティ機能に 2.5 万㎡が充てられている。

大さを思い描いて頂くためには、この施設が東京ドーム（延べ床面積

通常時の競技場、イベントスペースにはこれほどのホスピタリ

110,000㎡）の約 2.5 倍以上あることを指摘すれば十分でしょう。たと

ティ機能は必要ありません。

え、この巨大施設がオリンピック開催の 17 日間、テレビ画面上で象
徴空間であったとしても、その後 50 年、100 年、機能上閉鎖的になら
ざるを得ない巨大構造物は、東京都民の日常生活の中では親密性に欠

３．再検討の方向性
我々は、本敷地に当初の計画規模で建設することを深く憂慮してき

けた存在になることが危惧されます。

たところですが、新聞報道によれば、概算工事費が予算を遥かに超過

２）安全上の懸念

することが判明し、既に縮小案の検討に入ったようです。そのことは

狭隘な敷地に巨大な施設という組み合わせには、景観的懸念に加え
て防災上の懸念もあります。高い確率で予測される東京を襲う大震災

我々の観点から歓迎すべきことだと考えておりますが、改めて規模縮
小作業の検討において考慮すべき方向性を以下に指摘いたします。

の発生が、オリンピック開催時期に限らず、その後の何十年もある使
用期間中のイベントと重なることを想定すべきです。更に、オリン

１）都心立地の長所を生かして、出来る限り都心にある既存の官民

ピック開催中にはテロを含めて大規模集客施設には考慮すべき危険が

の物的資源（運動施設、交通インフラ、駐車場、その他関連す

多種あります。その際にもっとも基本的な安全策は周辺に収容力に見

る接客、展示施設など）を活用する。

合う十分な空地を確保することです。この点でも現在の設計条件は過

東京の都心は、都市資源の豊かさにおいて既に世界的水準にあ

大と言えます。これは人命に関する問題であり、専門家による厳しい
検証が必要です。
十分な空地があれば十分な緑化も可能にもなります。この敷地は何

ります。
２）会期中の対応と日常時の対応を分けて考える
東京で一番暑い季節での大規模大会開催は日本では例外的です。

をおいても風致地区外苑の森の一部であり、渋谷川が埋め立てられた

一方、この狭隘な敷地で 8 万人の観客の安全を確保するためには、

明治公園も大切な空地です。競技場周辺空地の広さと森の緑は、防災

極めて異例の体制を取らざるを得ないと考えられます。オリン

性の向上と市民の日常の憩いの森づくりにも資すると考えられます。
３）維持管理費に関する懸念

ピック後の運営ではこの敷地に見合った施設規模とすべきです。
３）スポーツ施設における都心一極集中を避ける

巨大な施設は維持管理費が膨大になります。特に、可動屋根は建設

首都圏には既に多数の大規模スポーツ観覧施設、催事場が存在

費が高価なだけではなく、可動装置そのものの維持費が想像以上に膨

します。今後は、若年人口の減少からイベント市場の拡大を期

大になるだけでなく、空調を不可避にします。その結果、施設使用料

待することはできません。本施設の採算計画において、既存施

を押し上げます。更に、通常時における 8 万人規模の屋根付きスタジ

設の市場を奪う形での稼働を想定することは慎まなければなり
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ません。

本件は、今や国内のみならず国際的にも関心の集まるところとなっ
ております。検討結果の公表だけでなく、専門家からの意見聴取、結

４）建設費だけではなく維持管理費も考慮する
オリンピックのための整備ということで維持管理費を等閑視し、

論に至る過程の開示と十分な説明は必須のことと考えております。

ひたすら立派な施設を追求する姿勢を排しなければなりません。
５．建築家の責任分担について
「新国立競技場基本構想国際デザイン競技募集要項」において選ば

４．説明責任について

1964 年の東京オリンピックは、高度経済成長型のオリンピックと

れた建築家の業務は監修という権能の曖昧なものです。今後の実現に

して大きな成功を収めました。翻って、現在の日本は経済的成功を果

向けて、国内の建築家との役割分担など明確にしておく必要があると

たし、高齢化と人口減少が進行しています。また、地震に代表される

考えております。設計体制の曖昧さは、設計過程に無用な混乱を引き

自然の脅威や地球温暖化、そして原発事故にも直面しています。今回

起こし、余分な出費の原因になり、最終的な施設の質に大きな影響を

の東京オリンピックは、これらの課題を見据えて、日本が、そして東

与えます。

2013 年 11 月 8 日

京が「成熟社会型のオリンピック」のあるべき姿を示すことを世界は
望んでいるでしょう。

（公社）日本建築家協会が他建築関連団体とともに
「新国立競技場計画に対する要望書」
を提出
□□□□□□□□□□□□□□□
□□

□□

殿

公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人東京
建築士会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、
一般社団法人東京建築士事務所協会、公益社団法人日本
建築家協会の建築関連 5 団体は、11 月 11 日、共同で新国
立競技場計画に対する要望書を文部科学大臣ならびに東
京都知事、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事
長宛に提出しました。
この要望書は、東京の都市景観やオリンピック後の成

新国立競技場計画に対する要望書
2020 年東京オリンピック・パラリンピック誘致の成功を祝すとともに、開催に向けて
の準備に多大なるご努力をされていることに心から敬意を表します。
しかしながら多くの建築専門家から、現在提示されている新国立競技場案に関して、
神宮外苑に歴史的に形成され、国民に親しまれてきた都市景観への重大な影響をはじめ、
多大な事業予算や将来の維持管理コストへの懸念などの問題点が指摘されています。

熟社会を見据えた建築のあり方という視点から、施設規

建築関連 5 団体は、東京の都市景観やオリンピック後の成熟社会を見据えた建築のあ

模等、計画の条件設定の見直しとともに、その経過や結

り方という視点から、必要機能の精査と規模の適正化を行う事で本計画の基本条件を再
検討することが必要と考えます。

果を広く情報公開されることを求めるものです。

建築は社会公共的な資産であり、本計画はまさに日本を代表するものとなりますので、
国民・都民に対する発注者の責任として、施設規模等、計画の条件設定の見直しととも
に、その経過や結果を広く情報公開いただくことを要望いたします。
2013 年 11 月 11 日
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公益社団法人 日本建築士会連合会

会長 三井所 清典

一般社団法人 東京建築士会

会長 中 村

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

会長 三栖 邦博

一般社団法人 東京都建築士事務所協会

会長 大内 達史

公益社団法人 日本建築家協会

会長 芦原

勉

太郎

なぜ今、
「良質な建築・まちづくり機構」が
必要なのか —日本版 CABEを推進する意味—
連

健夫（建築・まちづくり委員会委員長）

■良質な建築や美しい街をつくることを担保できない確認制度
日本の建築確認制度は高度成長社会の中で、その大量の建設需
要に対して最低限の建築の質を確保するという意味においては有
効であった。しかしながら低成長期に入り、良質な建築や美しい
街をつくるという質的な判断基準が求められる中、制度疲労を起
こしている。建築基準法が数量的判断をベースにしているが故に、
それさえ満足していれば建設できるとして、経済性優先の開発が
行われ、各地で建築紛争を起こしている。それは、地元との調整
システムがその制度の中に含まれておらず、地域の実情との乖離
が生じているからである。建築基準法は事前確定型であり、開発
業者にとって基準法の知識さえあれば、どんな開発でもできると
いう事業側にとって都合のよい制度とも言える。そこには建築の
質やまちづくりの美観といった枠組みがなく、計画側のモラルに

CABEでのデザインレビュー（審査・アドバイス）

頼るしかないのが現状である。つまり、この制度では良質な建築

う行為は、施主側にとっては、安心できるプロセスであることは

や美しい街を担保できないのである。

言うまでもない。これ以外に CABEは自治体に対しての実現支援
（エヌエイブル）を行っている。計画立案や設計者選定、コンペ

■解決のキーワードは協議調整型
それでは、良質な建築や美しい街をつくる仕組みとは何か。

のアドバイスなどを行っている。これらの判断基準とは何か。

CABEのいう良い建築とは、以下である。

キーワードは「協議調整型」である。確認申請の前に、建築家や

①目的にかなった計画であり持続可能であること

まちづくりの専門家が関わり地元住民と計画側が協議調整を行う

②周囲との関係において適切な場所での開発であること

機会を作るということである。現在の制度には「住民説明」の機

③コミュニティー推進など利用者のためにデザインされていること

会はあるが、既に内容が固まった建築計画、工事内容の説明であ

④二酸化炭素排出量を最小にするなど環境に配慮されていること

り、住民の意見を取り入れる余地はほとんどなく、開発側の一方

⑤人々が楽しむことができ、誇りを持てる空間であること

的説明の中、協議調整の場とはなっていない。協議調整は計画の
初期段階で行われることによって住民の意見を反映させることが

これらは誰でもが理解できる判断基準で、我々建築家が通常に
意識している設計行為である。

できるのである。しかしながら住民は建築やまちづくりに対して
の専門知識を持ち合わせておらず、その方法やアイデアは乏しく、

英国はそもそも都市計画法の中で美しい街をつくるという目的

また客観的視点で調整することは難しい。そこで第三者の専門家

を明確にし、建築許可制度の中で、政府がその仕組みを作るべく、

が調停者として関わりアドバイスをすることにより、バランスの

1999 年に年間 20 億円を投じて、100 人の常勤スタッフを有する外

良い解決策を見出すことができるのである。

郭団体の組織と CABEを設立した。2012 年度からは慈善団体とな

■英国の建築・まちづくり機構 CABE（ケイブ）

や計画支援などの収入により活発に活動していることが、2012 年

り政府からの助成はなくなったが、13 年の実績と信頼の上に審査
英国には、CABE（Commission for Architecture and the Built

と 2013 年の筆者らによる 2 度の訪問で分かっている。

Environment）という建築まちづくり機構があり、すべての公共
施設、一定規模以上の民間の建築計画においてデザインレビュー
（審査・アドバイス）を行っている。そこには、建築家のみなら

■日本での CABE 実現のカギ
（CABE 的活動の積み重ねと萌芽事例収集）

ず、都市計画、まちづくり、コミュニティーの専門家など 250 名

日本においても CABEのような組織、仕組みを作ろう、とい

が登録されており、プロジェクトの内容に応じた専門家が計画側

「日本版 CABE 推進タスク
うことで 2 年前から芦原会長のもと、

に対してアドバイスしている。このアドバイスには法的拘束力は

フォース」として JIAの建築家のみならず、CABEの研究者など、

ないが、この中で良質な建築、美しい街をつくるという定性的判

CABEに関心を持つ専門家と共に検討を続けてきた。2012JIA 横

断基準が入ることになる。計画側は、専門家の客観的なアドバイ

浜大会において、
「日本版 CABEを考える」をテーマにシンポジウ

スが、その計画内容の質を高めることになることを理解しており、

ムを行い、可能性に関する議論を深め、他団体の協力の必要性

結果としてアドバイスが反映されている。このデザインレビュー

など実質的な示唆が得られた。2013 年からは、関東甲信越支部に

は記録され、誰でもが参照できるという公開性が確保されている。
デザインレビューは言い換えれば日本で言う「協議調整」の場な
のである。第三者の同業者のチェック、アドバイスを受けるとい

「建築・まちづくり委員会」として位置づけされ、実現への具体
的活動を続けている。

2013JIA 北海道大会では、英国の CABE 本部の建築家、トーマ
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赤坂通りまちづくりの会。協議会に事業者側が来訪し協議調整が行われた

想定される日本版CABEの位置づけ

て学識経験者を中心とした委員によりジャッジが行われているが、
実際にはその委員に実務的経験が乏しく、実質的、現実的アドバ
イスが困難な状態である。しかしそれを押しのけるような日本
版 CABEの仕組みであっては実現は難しい。つまりバッティング
しない形で質的向上の仕組みを作ることが大切である。審査会に
は事前調整はあるが、担当者の多くは行政マンであり専門家でな
いために質を上げるための調整は難しく、負担となっているのも
事実である。そこで事前調整のために実務経験を持つ第三者の専
門家として日本版 CABEがお手伝いをするという立場で入ること
が想定できる。これであれば固まった段階での審査ではないため、
質的向上が可能となる。まちづくり協議会がある所では、専門家

2012JIA横浜大会、日本版CABEを考えるシンポジウム

が関わり事業者側が計画段階で協議会と協議調整が行われる仕組
みをつくることにより、地域の実状に合った「○○らしさ」とい
う定性的判断を取り入れることができる。まちづくり条例がない
自治体に対してはそれを作ることをアドバイスし、協議会がない
所ではそれを作る支援も日本版 CABEの役目となろう。筆者が港
区の認定まちづくりコンサルタントとして関わっている「赤坂通
りまちづくりの会」では事業者側が協議会に来て、協議調整が行
われる仕組みができつつある。そこでは住民と事業者との創造的
な意見交換が行われている。

2013JIA北海道大会、英国CABE本部の建築家を招いてのシンポジウム

■ロンドンオリンピック施設計画に関わった CABE
ロンドンオリンピックは、立地、規模、建設費を含めバラン

ス・ベンダー氏を招いてシンポジウムを行った。この中で、日本

スの良い施設計画として評価が高く、これに CABEが関わってい

版 CABEの役割として、①まちづくり協議会支援

②地方自治体

た。オリンピックは大イベントで、17 日間の限られた期間である

③公共建築物の設計者選定支援、地方自治体の

が故に、オリンピック以後の使われ方も含めたトータルな判断が

の景観行政支援
計画行政支援

④教育・研究

⑤広報があることが挙げられた。

求められる。CABEは、建築家、都市計画、コミュニティー、マ

またこの実現のためには、会員への理解と共に萌芽事例を集め

ネージメントなど、多様な専門家を有する第三者の専門家組織で

ること、CABE 的活動の実績を積み重ねていくことが掲げられた。

あるが故に客観的審査・アドバイスをすることができるのである。

各支部、地域会において、日本版 CABEに関係する活動があれば、

日本における新国立競技場計画は、その巨大な規模や建設費、外

ぜひご紹介いただきたい。また、この活動に興味のある方は、ぜ

苑前という歴史的文脈における景観上の問題が指摘されているが、

ひ加わってほしい。東北支部での意見交換会では地域の特性に応

ある意味日本版 CABEのような組織があれば、このような問題は

じた日本版 CABEの在り方の大切さが指摘されるなど、具体的広

生じていなかったとも言える。これを契機に日本版 CABEの実現

がりの活動を推進している。

が望まれる。
（むらじたけお

■既存の仕組みとバッティングしないことが大切
景観法やまちづくり条例などの審査会は、第三者の専門家とし
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連健夫建築研究室、港区認定まちづくりコンサルタント）

よくわかる建築家賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険とは
株式会社建築家会館支配人 戸田幸生

1

門職業人とは、①「特定の資格を有し」
、②「独占的に業務を行う

公的保険と私的保険

ことができ」
、③「その業務特有の責任が生じる」そのような職業

ケンバイについて違った角度からご理解をいただくために、今

を行う人で、建築家、医師、弁護士、公認会計士、税理士などが

回は「賠償責任保険」
、さらに「専門職業人賠償責任保険」につい

挙げられます。これら専門職業人にはそれぞれ、医師賠償責任保

てお話ししたいと思います。

険、弁護士賠償責任保険などケンバイと同じジャンルに分類され

おおまかな保険の分類をしてみましょう。まず保険は国、地方

る保険が存在します。医師賠償責任保険が一番早く 1963 年に誕

公共団体などの機関が運営している公的保険と民間が運営してい

生し、その次がケンバイの 1971 年、公認会計士賠償責任保険も

る私的保険に分けられます。

1971 年、弁護士は 1976 年、税理士は 1987 年に誕生しました。ケ

前者には健康保険、年金保険、失業保険、政府労災保険などが

ンバイは専門職業人賠償責任保険の中では医師についで歴史が古
い保険となっています。

あります。
私的保険はさらに 2 つに分かれ、人の生死を保険の対象とした
生命保険、損害を補てんするための損害保険に分けられます。損
害保険には明治時代から存在する海上保険、火災保険などがあり
ますが、その他は新種保険と分類します。昭和 30 年代後半から

3

建築家のステータスにふさわしい保険

ここで質問です。日本には「サラリーマン賠償責任保険」とい

モータリゼーションが始まり新種保険の中でも自動車事故に関す

う保険はあるでしょうか？サラリーマンも仕事で雇用先に損害

る保険のウエートが増大し、自動車に関する保険は新種保険から

を与えたりすることはあり得ることですが……。答えは「存在し

自動車保険という新しい分野になりました。

ません」です。先ほどの専門職業人の定義の中で「特定の資格を
有し、独占的に業務を行う」というのがありました。単なるサラ

2

リーマンは独占に値する資格を持っていないのです。

ケンバイは専門職業人賠償責任保険

保険会社社員などは保険募集の資格を持って仕事をしています

「賠償責任保険」は新種保険に入ります。日本に誕生したのが

が、この資格は高度な専門資格とは言えません。専門職業人賠償

1957 年（昭和 32 年）ということで海上保険、火災保険などから比

責任保険が存在するということはその職業のステータスが高いと

べると比較的新しい保険です。賠償責任保険にも数多くの種類が

いうことになるのです。逆に言うと職業のステータスが上がると

あり、建設工事中に誤って他人を負傷させたり他人の物を損壊さ

それにふさわしい専門職業人賠償責任保険の要請があり、その要

せたりしたときに補償する「請負業者賠償責任保険」があります。

請に基づいて誕生するのです。

他にも生産した商品に問題があり他人を負傷させたり他人の物を

歴史が古いこともステータスです。看護職賠償責任保険は

損壊させたりしたときに補償する「生産物賠償責任保険」もあり

2006 年誕生と比較的新しい保険です。これを専門職業人賠償責

ます。最近では「PL 保険」と言った方が理解されやすいかもしれ

任保険的に言うと「看護師は医師の指示のもとに仕事を行うとい

ません。他にもホテルのクロークやクリーニング店などお客様の

う性格であるため、職能資格に基づく独自の職業ではなかった。

品物を預かり本来ならば加工などしたあと無事お返ししなければ

しかしながら徐々に業務内容が高度になり、複雑な業務をこなす

ならないところ、完全な形でお返しできなかった時に補償する

中で看護師独自の責任が問題になるようになり、時代の要請とと

「受託者賠償責任保険」などがあります。

もに対象となる保険が誕生した」と解釈できます。

ケンバイは「専門職業人賠償責任保険」の範疇に入ります。専

「建築家」は早くから職能を認められた誇り高き責任ある職業
であります。

4

ケンバイの発展のために

ケンバイも含め、専門職業人賠償責任保険は自動車保険、火災

ミケランジェロ会 亀井天元

保険とは違って共通した悩みがあります。それは加入者が少なく
て安定した保険制度にならないことです。自動車保険、火災保険
は加入者が数千万人になり、過去の確率に基づいて安定した運営
ができています。しかしながら、ケンバイは毎年保険会社に払う
保険料が総額約 2 億円ですが 1 事故の最高補償額が 7 億円です。3
年半の保険料ファンドが 1 件の事故で吹っ飛んでしまう恐れがあ
ります。過去には保険会社に支払った保険料よりも保険会社から
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受け取った保険金が多くなった年もありました。保険会社では収

かは議論の余地があると思いますが、まだまだ不十分な制度を発

入保険料を分母に、支払保険金を分子にした指標を「損害率」と

展させるために逆に「年間設計料の△△％支払う用意があるので、

いって毎年検証しています。2004 年はこの損害率が 300％を超え、 これこれこういう事故を対象にしてほしい」などと保険会社に要
翌年にはやむを得ず保険料を値上げすることになりました。もし

望するのもケンバイ発展のひとつの方法かもしれません。さて、

この制度が保険ではなく会員間の共済制度であったなら既に破綻

いかがでしょうか？

していてもおかしくありません。ケンバイは損害保険というシス
テムを借りながら運営する「助け合い制度」であると考えた方が
適切かもしれません。ケンバイは建築家の職能を守る大事な制度
です。また、自動車保険などのように国内全体のためにある制度
ではなく建築家だけのための制度ですから、運営についても JIA
でもケンバイ WGがしっかり関与していることは前々回のこの
コーナーでご説明させていただきました。
ミケランジェロ会 亀井天元

時々、保険料が高いから安くしてほしいというご意見をいただ
きます。逆に保険料をもっと上げてもいいから現在補償の対象に
なっていない事故を対象にしてほしいというご意見もうかがい
ます。JIAのケンバイは 2005 年の保険料アップ後も年間保険料が

JIA 会員事務所の年間設計監理料の 1％を超えることはほとんど
ありません。ご自身のケンバイの保険料を確認してみてください。
職能を守るための唯一の保険制度の保険料水準として高いか低い

JIA NEWS
本部便り
●建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への
情報開示の充実に関する共同提案
設計・工事監理の業務を遂行する上で、業のあり方や建築主等への

●関東甲信越支部が建築アドバイス機構要望書を提出
関東甲信越支部は猪瀬直樹東京都知事・東京 2020 オリンピック・
パラリンピック招致委員会会長に対し 11 月 11 日、要望書「新国立競

情報開示のあり方等について、建築三会（日本建築士会連合会、日本

技場を含む東京オリンピック・パラリンピック施設への “ 建築アドバ

建築士事務所協会連合会、そして日本建築家協会）で共同して検討を

イス機構 ”の必要性について」を提出し、同日 JIA 建築家クラブにて

行い、11 月 7 日に共同提案をまとめました。

記者会見を行いました。

この三会合意の「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主

この要望書は 2020 年に迎える東京オリンピック・パラリンピック

等への情報開示の充実に関する共同提案」については 11 月 22 日に記

における施設計画に際し、多様な分野の専門家で構成する第三者機関

者発表し、このたび、三井所清典日本建築士会連合会会長、三栖邦博

の「建築アドバイス機構」を設置して計画内容の検討やアドバイスを

日本建築士事務所協会連合会会長、および当会芦原太郎会長の建築三

受けるよう求めるものです。

会会長は 12 月 2 日、太田昭宏国土交通大臣を訪問し、この三会共同
提案の内容の実現について要望しました。
要望書の内容については JIA ホームページでご確認いただけます。

同機構は英国の機関である建築・まちづくり機構（CABE）を手本
としたもので、議論、検討の過程で計画に関する情報が広く公開され、
市民参加型のまちづくりも可能になると提起されています。
記者会見の模様は JIA ホームページ「JIA Video Letter」でご確認い
ただけます。

左から太田国土交通大臣、三井所日本建築士会連合会会長、三栖日本建築士
事務所協会連合会会長、芦原JIA会長
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左から連建築・まちづくり委員会委員長、上浪関東甲信越支部長、芦原JIA
会長

2013 年度「登録建築家」認定申請受付を開始します。
認定申請受付期間：2013 年 12 月 17 日〜 2014 年 1 月 31 日
詳細につきましては「建築家資格制度ホームページ」 http://www.the-japan-institute-of-architects.com/ をご覧ください。

編集後記
『JIA MAGAZINE』
編集長

古市徹雄

2013 年も残りわずかです。毎年、時間が経つのが本当に早過ぎるな
と感じる季節です。
新国立競技場も何か面積縮小だけで決着をつけるようです。高さは相
変わらず外苑西通りからは 75メートル等、根本的な解決には至ってな
いようです。秘密保護法もそうですが、市民の意見はほとんど顧みられ
ることはない社会に向かっているような気がしています。
今回の新国立競技場問題にしても建築家からの発言がほとんどありま
せん。お上にたてつくことへの恐怖感と言えば大袈裟ですが、そのよう
な風潮が増しているように思われます。
先日、海外在住の建築家がある記事で「日本ではお上に反対すること
は非国民と見なされる」と発言されていました。危険な表現ではありま
すが、そういう面も否定できないのかと暗澹たる気分になりました。や
はり、間違ったものには発言し続けることが新しい日本を作るうえで不
可欠なのだと痛感しました。内容は問いません、読者のみなさんの勇気
ある投稿をお待ちしています。偉大なる先人たちが作り上げた JIAの理
念「建築の論壇」を守っていきたいと思います。

訂

正

『JIA MAGAZINE』298 号 に 掲 載 し
ました「国際関係のなかでの JIA」②
のなかで、語句に誤りがありました。

p.17「その 4 国際化の目指すとこ
ろはリアルな夢」3 段落目 2 行目
誤） PE アーキテクトの制度が
正） APEC アーキテクトの制度が
訂正してお詫び申し上げます。
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