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総合政策学部 4年	 井上貴文 

 

絵本解説指南之書 
 

絵本執筆の背景と意図  

	 例えばイタリアのフィレンツェやフランスのパリなどヨーロッパを代表する都市は建築

物の高さ、色彩、緑の豊富さをはじめとして統一された景観を保っている。他方でヨーロ

ッパ諸都市の景観に対して日本のそれは統一性に欠け、到底美しいとは言えない状況にあ

る。それでは、日本の景観(ランドスケープ)はなぜ美しくないのだろうか。なぜ、美しくな

らないのだろうか。 

	 上述の問題意識に基づいて日本の景観が美しくない理由を因数分解すると、主要な要因

はおおよそ次の 4つ−①法律の問題②お金の問題③担い手の問題④受容側のリテラシーの問

題−に求められることが予測される。今回はなかでも④受容側のリテラシーの問題に注目し、

「日本の絵本や子ども向けの本には住まいや街を描いたものが少ない」1との事実に鑑み、

幼児・小学生を対象とした絵本作成を試みた次第である。 

 

本解説書の執筆意図  

	 幼児・小学生のみならず、絵本を読ませる側(=親)をも対象としたリテラシーの向上も視

野に入れ、日本人が大切にしてきた自然との一体感など本絵本の基層を成す思想、自身の

哲学や昨今の都市景観整備における課題等を簡易にまとめた絵本解説指南書・指導要領を

作成したいと考えた。 

 

絵本に散りばめられた要素  

注 1: 月と日本人の関係性に代表される自然との一体化  

	 川端が『美しい日本の私』で明らかにしたように、月の存在は日本の美に欠かせないも

のである。そのことは次の明恵上人の歌を見れば一目瞭然であろう。 

 

雲を出でて我にともなふ冬の月 

風や身にしむ雪や冷めたき 

                                            
1 日本学術会議 『わが国の都市・建築の景観・文化の工場をめざして』(日本学術会議 2011
年) p. 17 
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山の端にわれも入りなむ月も入れ 

夜な夜なごとにまた友とせむ 

 

隈もなく澄める心の輝けば 

我が光とや月思ふらむ 

 

あかあかやあかあかあかやあかあかや 

あかやあかあかあかあかや月2  

 

	 なかでも 後の歌は目の前の月を愛しく思い感動を詠んだだけの歌のように見えるが、

この歌こそが自然との調和・融合を目指すという日本人の性格を象徴していると言っても

過言ではなかろう。川端康成も指摘しているように、この歌には「自然に没入、自然と合

一」3している日本人の姿が描き出されている。樋口はこの「目の前にある個々の出来事や

個物に共感し一体化していく」4様子を本居宣長の「もののあはれ」という言葉を借りて形

容し、この感受性こそが日本人の自然観の基層を成すものであるとした。しかしながら、

ここで注目すべきは目の前の自然の美しさを積極的に受容、咀嚼して自らの気持ちと調和

させていくという能動的な態度が求められている点であろう。では、なぜ日本人は自然と

の一体化あるいは調和を求めるようになったのだろうか。もしくはせねばならなかったの

だろうか。これには日本独自の風土的要因が大きく関係していると言わざるを得ない。 

	 『風土』で知られる和辻は日本が暑熱と湿気との結合をその特性とするモンスーン域に

属するとし、豊富な湿気が人間に食物を恵むとともに、同時に暴風や洪水として人間を脅

かすというモンスーン的風土が古代日本に住んだ人々に突発的な受容性や忍従性をつくり

あげたと説明した。例えば国花でも無い桜は国花のように扱われているが、その背景には

桜の、時期がくれば吹雪のように勢いよく舞い散るといった「きれいあきらめる」5潔さが

あり、それが日本人の気質を見事に反映しているからではないかと考える。 

	 すなわち、広大無辺な自然は無限の深みの存する非合理なものであり、人間が決して征

服することの出来ない存在であるとの認識が古代の日本人にはあったので、自然とともに

生きることを我々の先祖は選んできたのである。 

                                            
2 川端康成『美しい日本の私』(講談社 1969年) p. 9 
3 同上 
4 樋口忠彦『日本の景観』(筑摩書房 1993年) p. 26 
5 和辻哲郎『風土』(岩波書店 1991年) p. 165 
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注 2: 社会的共通資本としての緑地、公園  

	 宇沢によると、社会的共通資本は次のように定義される。 

 

	 「社会的共通資本とは、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人びとが、ゆたかな

経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持

することを可能にするような社会的装置を意味する。社会的共通資本が、一人一人の人間

的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な

役割を果たすものである。」6 

 

	 常に新陳代謝を繰り返している都市のなかにあって、少ないながらも残されてきた緑地

や公園は大切な社会的共通資本として評価することができるのではないだろうか。広井は、

東京やニューヨークといった大都市においては個人が孤立しており、彼らと「建築や巨大

な都市との間をつなぎ共生させる何らかの空間装置「中間領域」「共有空間」」7が必要であ

ると指摘したが、緑地や公園は誰もが気軽に利用できる場所であるため、人的交流の結節

点としての役割を果たすものであると評価できる。しかしながら、以下のグラフに示すよ

うに、日本の首都東京における一人当たりの公園面積は世界各国の都市のそれと比べて余

りにも低いのが現状である。 

 
                                            
6 宇沢弘文『社会的共通資本』(岩波書店 2000年) p. 4 
7 広井良典『コミュニティを問い直す・つながり・都市・日本社会の未来』(筑摩書房 2009

年) p. 70 
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(伊藤滋ほか『東京再生 ハーバード・慶應義塾大学プロジェクトチームによる合同提案』 p. 

10より作成) 

	 ここで公園の意義、重要性について考えてみたい。石川は、都市における公の共有地で

ある公園は、「稠密な市街地に広々としたオープンスペースを提供し、平時にあっては緑豊

かな環境、災害発生等の非常時にあっては人々の生命の安全を確保する空間」8であると評

価している。こと地震や洪水などの自然災害の発生し易い国において生活している我々日

本人のいくらかは、少なからず原体験として公園や緑地の大切さを学んでいるはずであろ

う。筆者も 1995年 1月 17日に起きた阪神・淡路大震災の被災者の一人であるが、建物が

倒れ、至るところに噴煙があがっている市街で避難する空間となったのは学校の運動場、

公園や緑地であったことを記憶している。こういった空間は火災の延焼を防止するのみな

らず、人々の命を守ってくれる母性的な空間であった。また、当時 5 歳で状況が飲み込め

ず不安に怯えていた私に友達と再会する場、それに付随する安心感や被災者同士の結束感

といった類のものを与えてくれたのも上述の公園、緑地といった場所であった。何も震災

に際してだけではなく、公園や緑地といった空間は周囲に暮らす人々の交流、憩いの場と

して機能するものである。経済成長に重きを置いてきた過去への反動もあり、私は“人間

らしさ”や“暮らしやすさ”といったものを追求する人々が今後更に増えてくるのではな

いかと考えている。 

	 こういった潮流は既に地方自治体において見られる。例えば横浜市では 2009年から 5年

間に渡り、緑地の保全を眼目として「横浜みどり税」を導入し、個人および法人の市民税

に緑地保全のための税を上乗せするかたちで市民と共同で目標の達成に取り組んでいる。

これは官民双方が緑地や公園を社会的共通資本であると認識し、実際に恊働して活動とい

う段階へと進めた好例であると評価して良いだろう。今後このような流れが日本全国で広

がり、 終的には緑地や公園の整備に留まることなく、「国土のランドスケープを社会資本

と捉え」9、その整備が進められていくことを望んでやまない。 

 

注 3: 母性的な空間への偏愛  

	 樋口は「日本人が母性的雰囲気をもった空間を偏愛してきた」10と主張する。ここでいう

母性的な空間とは、自然であり、とりわけ山の辺の景観を指す。この山の辺の景観はマク

ロで捉えればやまとのような盆地というランドスケープになり、ここには後述する奥の思

想も生かされている。またミクロで言えば竪穴式住居などの建築物である。竪穴式住居と

                                            
8 石川幹子『都市と緑地』(岩波書店 2001年) p. 15 
9 日本造園学会『ランドスケープの展開』(技報堂出版 1996年) p. 6 
10 樋口 前掲書 p. 50 
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は地面を掘って柱を立て、 雨よけの草屋根を葺くといったものであり、森の中の岩かげ、

洞穴がその原型である。高床式になっても、石で堅固なものをつくるというのではなく、

樹木の下に住むのと同じような感覚で家が建てられた。要するに、日本の家屋の原型は樹

木の下の空間(=母性的な空間)ともいえるだろう。 

 

(広島県 母親の懐に抱かれるように建てられた筆者の父親の実家) 

	 では、なぜ日本人はこういった空間を愛してきたのだろうか。ここでもう一度、既出の

“もののあはれ”という感受性に注目してみたい。自然と一体化する“もののあはれ”と

いう感受性は、換言すると、目の前の自然という母性的なものに甘えるという幼児的依存

であると樋口は指摘する。そして、日本にはこの幼児的依存を温存させるに十分な島国、

温和な気候、森林、山国などといった種々の自然条件が備わっていたという。それがゆえ、

日本人は歴史的に山の辺のような母性的な空間(=母の懐、あるいは膝の上で抱かれているよ

うな空間)を偏愛してきたのである。 

	 確かに、こういった山の辺の地を離れると自然の力を制御しなければならなくなるため

甘えが許されなくなる。例えば山の辺の景観を離れると風雨を防ぐための努力が必要とさ

れるし、海辺に棲もうとすれば防波堤なども造築する必要性が生じる。このように日本人

は歴史的に自然を「制御」するのではなく甘え「一体化」する生き方・棲まい方を選んで

きたのだという事実を心に留めておく必要があるだろう。 

	  

注 4: 奥の思想  

 

	 「古代における日本の首都の位置を振り返ってみると、当時最大の交通の要衝であった

難波津の近くに首都をおいてもよさそうなものを、どういうわけか、そこから山を隔てた

内陸の地、大和川あるいは淀川を遡った大和盆地や京都盆地に首都をおいている。」11 

                                            
11 同上 p. 126 
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	 樋口が上記のように指摘している通り、古代より日本人は奥というものを偏愛してきた

のである。もしくは、そこに神秘性を感じ取ってきたと言ってもいいだろう。事実日本書

紀においては神武天皇が都の目的地としたやまとは、「いかにも「奥の中心」とでもいうべ

き、なかなかたどりつくことのできない奥の奥の世界」12といったイメージで描かれている

のである。奥の偏愛は何も古代に限るものではない。現代でも、来客があるときには「ど

うぞ、奥へ上がってください」と言ってもてなすではないか。このように、日本では奥と

いう空間は重用なものであると常に認識されてきたのである。では、日本人が「奥」を聖

なるものとして捉えるようになったのはどのような理由に拠るのだろうか。そこに歴史的

経緯が存在しているとすれば、如何なるものなのか。 

	 東南アジア由来の、聖なるものを奥に置くという慣習が一つの理由として考えられ得る

だろう。例えば、いきなりマンダラの中心に入ってはいけないという教えは奥を敬い、そ

こに至るアプローチを大切にするという思想を背景としている。これが征服し難しい広大

無辺な自然と結びついたとき、日本では山奥に神秘性を感じ、そこに神社を建てることで

奥を敬ったのである。山岳信仰の誕生であるとも換言できよう。また、神社のなかでも秘

仏などが安置されている場所は実際「奥の院」と呼ばれており、物理的にも本堂よりも更

に奥に配置されている。このように、日本が大切にしてきた「奥」の思想というものは西

欧あるいは中華などの中心から周縁へと広がるコスモロジー的思想とは一線を画すもので

あり、日本の今後の都市空間を考える上で非常に有用、かつ大切にせねばならない風土固

有の特徴ではなかろうかと思うのである。 

	 しかしながら、この「奥」という思想は幼児や小学生には説明が難しいため“見えない

ものに目を注ぐ”ことが大切であると換言しても良いかもしれない。例えば、年配の方と

食事に行く際に自分より奥にその相手を座らせるとことは、経験や智恵といったその人が

これまでの人生で培ってきた見えないものへの畏敬の念の表出に他ならない。このように、

我々は日常生活においても知らず知らずの間に「奥」というものと密接に関わっているの

である。 

 

注 5: 「家」という極私の空間  

	 今でもまちを歩いていると「うちの旦那がね〜」あるいは「うちの犬がね〜」などと立

ち話している人をよく見かけはしないだろうか。これは日本人が家を「うち」と捉えてき

たことを示唆している。門を用いて外に対して戸締まりをつけるのみならず、「その外には

                                            
12 同上 p. 62 
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さらに垣根があり塀があり、はなはだしい時には逆茂木や濠」13が存在していることは日本

人が「外」から「内」を峻別していることを如実に現しているだろう。対する西洋では極

私的な空間は各自の部屋に留まるため、日本的な家の内外といった区別が存在し得ない。

このことを説明する例としては、花壇の配置が有用であると考える。 

     

(ベルギー ブリュッセルにて 2010年撮影) 	  (ドイツ ハイデルベルクにて 2010年撮影) 

 

                                            
13 和辻 前掲書 p. 174 
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(フランス ルーアンにて 2012年撮影) 

	 上の写真にあるように、西洋の諸都市では花々は道ゆく人のために向けられており、各

家々が外に対して開かれた存在であることが理解できる。ドイツ、イタリア、フランス、

ベネルクス三国然り西洋何れの国においても窓辺の花々は外に向けて配置されており、私

人の所有物というよりは公共財的な側面を色濃く露呈する。日本では庭先に植物を植える

ことがあってもそれは家族が楽しむためのものであって、決して外に開かれた公共的なも

のではない。むしろ、日本ではベランダの内部に植物を配置することの方が多いのではな

いだろうか。ここに西洋と日本の決定的な違いが存するのである。     

	 明治時代以降、日本が急速に西洋文明を受容したことはよく知られている。ざんぎり頭、

洋服から西洋風建築に至るまでこれでもかというくらい日本は西洋的なるものを積極的に

受容してきた。しかしながら、日本人の心性、すなわち内外の峻別という本質的な部分は

何ら影響を受けず残存していると言って差し支えないだろう。この点は和辻も次のように

確認している通りである。 

 

	 「日本人は外形的にはヨーロッパの生活を学んだかも知れない。しかし家に規定せられ

て個人主義的・社交的なる公共生活を営み得ない点においては、ほとんど全くヨーロッパ

化していないと言ってよいのである。」14 

 

	 この言葉からもわかるように内外の峻別、あるいは内の重視は公共性を欠如させたため

に、「土地所有の私的性格」15を強め、結果として行政による都市計画の進行などを遅らせ

てきた。しかしながら、核家族化や孤独死といった社会問題が顕在化した現代において家

族のあり方は大きな変容に直面している。「家」の意味が消失しつつあるといっても過言で

はないだろう。離ればなれになった個人がテーマのもとに、かつ精神的、物理的両面にお

いて結束できる、「「公」と「私」の中間」16とも言うべき半公共的な空間を創出することが

急務ではなかろうか。 

 

注 6：建築は大地への罪  

	 古来より日本では建築はタブーとされてきた。このことは、家を新築する際に地鎮祭を

行う慣習が日本に存在することからも容易に想像することができよう。では、このタブー

は日本独自のものなのであろうか。答えは否である。このタブーはそもそも東南アジア由

                                            
14 和辻 前掲書 p. 17 
15 広井 前掲書 p. 143 
16 山崎亮『コミュニティデザインの時代』(中央口論新社 2012年) p. 54 
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来のものである。中国文化が日本の文化や慣習に多大なる影響を与えたことは、内藤湖南

の『東洋文化史』などで知られているが、東南アジアよりもたらされた影響というものは

軽視されがちである。この点についてアレックスも次のように指摘している。少し長くな

るが引用してみよう。 

 

	 「日本の文化は東南アジアの文化と中国・韓国の文化の混同によってできたということ

は周知の通りですが、東南アジアの要素はあまり日本人に知られていないと思います。そ

の理由はきっと東南アジアの要素が日本文化の一番基礎のレベルで見えにくくなっている

からでしょう。その上に中国、韓国、中世日本の武士道、そして現代になって西洋からの

影響が何層も重なっています。」17 

 

	 そして、日本に大きな影響を与えた東南アジア的要素の代表例が、“土地に家を建てるな”

というタブーなのである。古代、東南アジアでは「柱を建ててその上に屋根を被せること

は大地に対しての罪」18だと思われていた。このタブーを日本は前述の受容性によって取り

込み、自らの文化へと昇華させてきたのである。例えば屋根を建てる代わりに、屋根をあ

まり土地から離さないようにすることで大地への罪の度合いを軽減しようと努めた形跡が

弥生時代の竪穴式住居には見られるし、高床式住居や合掌造りも東南アジア由来のものを

日本的な文脈で消化したものが結晶化したものであると言うことができよう。 

 

注 7: むき出しの電線、醜悪なスカイライン  

 

	 「近年、経済社会の成熟化に伴い、人々の価値観も量的充実から質的向上へと変化し、

生活空間の質の向上という観点から、個性のある美しい街並みや景観の形成が求められる

ようになっています。」19 

 

	 実際 2003 年に策定された『美しい国づくり政策大綱』においても、「電線類により景観

が損なわれている街なみ」20の存在が認められており、量から質への転換が認識されている

ことが理解できよう。日本においてはむき出しの電線や電柱が往往にして街並を煩雑にし

                                            
17 アレックス・カー『美しき日本の残像』(朝日新聞出版 2000年) p. 251 
18 同上 p. 205 
19 岸田里佳子『景観法の活用について』(社団法人日本建築学会 「建築雑誌」 120 (1527), 
23-27, 2005年 1月 20日) p. 23 
20 国土交通省『美しい国づくり政策大綱』(国土交通省 2003年) p. 3 
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ている、とは誰もが抱く感情ではないだろうか。 

    
(夕暮れ時のシャンゼリーゼ 2010年撮影)  (アミアンの美しいスカイライン 2010年撮影) 

	 では、翻ってヨーロッパではどうだろうか。パリやロンドンといったヨーロッパの主要

都市では電線が地中化されている割合が多い。そのため美しい景観が保たれ、必然的に観

光客の集客も多くなる。左上の写真は夕暮れ時のシャンゼリーゼ通りである。電線が地中

化されているだけでなく、凱旋門を中心的なランドマークとして周縁に広がるマロニエの

並木道は個々の建築物を隠して調和させ、美しい空の景を生み出すことに成功している。

右上は世界遺産のノートルダム大聖堂で知られるフランス北部の都市アミアンという街の

一角であるが、電線が地上に存在しないのは勿論のこと、建築物の高さや色彩も絶妙なバ

ランスを保っており大聖堂という観光資源を損なわないまちづくりが行われている好例で

あると評価できる。 

	 しかしながら、日本においては依然として地中化の費用が高い等の理由から電線の地中

化は進行しにくい状況にある。ここで主張したいのは、西洋的なやり方を日本全国で模倣

するということではない。もちろん都市や各地域によって事情が異なるであろうし、もし

かしたら電線を意図的に残すことで美しさを創出しようと試みているところもあるかもし

れない。しかし、歴史的建築物などの観光資源を保持している都市において、電線が地上

にはりめぐらされ空を覆っていては観光資源の価値も損なわれてしまうというものであろ

う。筆者はこれまでヨーロッパ各国・各都市を旅してきたが、主要な観光都市では電線は

地中化され、歴史的建築物が立ち並ぶ街並を歩いていると歴史をタイムスリップしたかの

ような感さえ味わうことができたものである。昨今日本の観光名所である京都市でも、「安

全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報通信ネットワークの

信頼性の向上」21を目的として無電柱化工事が進行している。 

                                            
21 京都市『京都市の無電柱化 –京都の美しい景観保全と安心・安全な道路空間の創造−』(京
都市 2009年) p. 3 
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	 量から質へ。我々は正にその転換期に生きていることを理解し、景観づくりを行ってい

かねばならない。 

 

注 8: 「輝く都市」による合理的な都市の構築、そしてその弊害   

 

	 「現代の日本の都市や地方の景観は、西欧のそれと比べると、調和や落ち着きに欠け、

しかも地域性が喪失し、全国的な画一化も生じていると言われている。」22 

 

	 明治以降、近代化の中で日本の住空間、都市空間といったものは大きな変容を遂げてき

た。とりわけ高度成長化においては合理性、利便性や機能性重視の開発が行われた。これ

にはコルビュジェが提唱した都市計画「輝く都市」が強く影響していると考えられる。彼

は建築物を高層化かつ高密度化させることで公園等の公開緑地を都市に生み出すことを訴

え、日本はこの論を積極的に受容し、住宅や公共施設の整備といった「量」の達成は一応

達成されたと見ていいだろう。彼が提唱したガラスと鉄筋コンクリートを用いた建築も、

単体で見れば幾何学的なデザインにより構成されており、神々しささえ持っている。しか

しながら、輝く都市の受容過程で日本人は人間にとって、また日本人に固有の大切なもの

を見落としてきたのも事実である。それは第一に生活しやすさであり、第二に「自然環境

との結びつきの巧みな日本の伝統的な生活空間の成り立ちや構成手法」23であろう。合理性

や機能性を追求し過ぎた結果、都市空間は非常に棲みにくく、また非文化的な空間になっ

てしまった。また、高層建築群はヒートアイランド現象などの環境問題を引き起こし、周

囲の人々の生活を脅かしており、とても生活し易い環境が保持されているとは言えないだ

ろう。また輝く都市はその本質として土着の風土を無視するという性格を持っている。そ

れが故、日本のあらゆる場所では文化的固有性は薄れ、景観が画一化するという現象が生

じたのである。この点は国土交通省も『美しい国づくり政策大綱』において認めている通

りである。 

	 このように、「輝く都市」は「世界共通の普遍化・基準化・標準化・規格化」24を促し、それ

が地域の均衡ある発展に寄与する等の有用性をもった時代もあった。しかし、上述したことか

ら明らかなように所詮「輝く都市」も今では過去のパラダイムに過ぎず、現在では「量」から

                                            
22 日本造園学会監『ランドスケープのしごと』(彰国社 2003年) p. 44 
23 宇杉和夫『日本の空間認識と景観構成 ランドスケープとスペースオロジー』(古今書院 

2003年) p. 1 
24 同上 p. ⅰ 
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「質」へとそのシフトが起きているのである。安易な再開発論をかざしてトップダウンで都市

を構築していくのではなく、土地の風土や文化といった地域固有な物語、多様性が活かされる

ボトムアップの生活空間づくりを見直し、双方の混合利用をしていくことこそ必要なのではな

いだろうか。 

 

注 9: 日本におけるスクラップ・アンド・ビルド  

	 日本、特に首都である東京では新陳代謝が繰り返され、建物が造られては壊されるとい

うスクラップ・アンド・ビルドが繰り返されてきた。これは、都市の溢れ出んばかりのエ

ネルギーの裏返しであるとの意見もあり、実際に外国から日本を訪れた筆者の友達は渋谷

や六本木といった東京のまちはエネルギッシュでありかつエキゾチックであると評した。

また、アレックスは都市におけるスクラップ・アンド・ビルドの原因を「「瞬間」に集中す

る」25日本文化の特徴であると考察した。すなわち日本人は俳句や短歌を通して、蛙が池に

飛び込む時の音などといった目の前の瞬間を捉えようと努めてきたが、それが裏目に出て

しまったのが現代の建築、都市景観であるというアイロニーである。 

	 では、スクラップ・アンド・ビルドやそれに付随して生じる乱雑な都市景観を単なるエ

ネルギーの裏返しとして片付けてしまっていいのだろうか。断じて否、それは大きな間違

いであろう。「都市のデザインは時間が生み出す芸術である」26とはリンチの言葉であるが、

都市がハードウェアとしての役割を果たしていることを現代の我々も認識し、都市空間の

設計にあたっては社会的な空間情報の蓄積を理解する必要があろう。その上で家制度の崩

壊や、物質的豊かさの享受から“生きやすさ”や“人間らしさ”への追求など現在の日本

の様々なパラダイムシフトに注意を払った新しい都市モデルを構築していくことが必要な

のだと考える。具体的な方策としては、近代の産業社会の成立が必要とした工場やプラン

トといったビジネスインフラへの投資のみならず、託児所や高齢者向け住宅といった人々

の生活に密着したライフインフラをも構築していくこと等が挙げられよう。 

 

注 10: ヒートアイランド現象、モビリティデザインの必要性  

	 環境省の『ヒートアイランド対策大綱』によると、20 世紀中の地球全体の平均気温の上

昇が約 0.6℃であるのに対し、東京や名古屋などの日本の 6 大都市におけるそれは 2〜3℃

にも及んでいることが確認されており、都市部の温度が郊外に比べ以上な高温を示すヒー

トアイランド現象の進行が顕著であることが理解される。 

                                            
25 アレックス 同上 p. 61 
26 ケヴィン・リンチ『都市のイメージ 新装版』(岩波書店 2007年) p. 1 
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	 ヒートアイランド現象の原因としては「①空調システム、電気機器、燃焼機器、自動車

などの人間活動より排出される人工排熱の増加、②緑地、水面の減少と建築物・舗装面の

増大による地表面の人工化」27があるとされ、特に高層建築が密集する場所において顕著で

ある。以下、汐留シオサイトを一例として考えてみたい。 

 
(アスファルトで舗装されたシオサイトの路面 2012年撮影) 

	 高密度化したオフィス街であるシオサイトでは、建物や周囲を走る自動車の排熱がすさ

まじい。林立している高層建築は東京湾からの風を完全に遮断しており、通気性が全くと

言っていいほど確保されていない。また上の写真のように、路面はアスファルトで舗装さ

れており、これも地表面の熱吸収率を増加させる要因となっている。このようにヒートア

イランド現象は我々の日常生活と非常に近いところで生じており、実際に住民の生活や健

康に影響を及ぼしている。 

	 では、どのような方法を用いてヒートアイランドを防ぐ、あるいは改善することが可能

であろうか。ここでは、2つのアプローチを考えてみたい。1つ目はモビリティの改善であ

ろう。自動車社会がもたらす地球環境への負荷、今後更に進行する高齢化が必要とする安

心かつ安全な社会といったものを考慮するとき、鉄道やバス等の公共交通機関の活性化が

重要視されるのは明らかである。また、自動車から自転車への移動手段の移行という構造

的な変革も有用であり、それに伴っては都心部のランドスケープデザイン、モビリティデ

ザインが大幅に改変される必要がある。環境先進国のヨーロッパ諸国では街の至る所に自

転車が設置されており、誰もがレンタルできるようになっている。以下のアムステルダム

の写真が示すように、オランダでは政府のイニシアチブによって自転車専用道が敷設され

ており住民は地球環境にも、自身の健康にも有益な生活を送っている。日本でも若者の間

において昨今自転車がファッションアイテムとして感取されるようになっており、持続可

                                            
27 環境省『ヒートアイランド政策大綱』(環境省 2004年) p. 2 
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能なライフスタイルへの胎動が見られている。企業はこういった潮流をビジネスチャンス

であると捉え、都心におけるお洒落な自転車のシェアリングシステム等といったものを開

発しても良いかもしれない。 

 
(アムステルダムの市街に設けられた自転車専用道 2010年撮影) 

	 2 つ目は、都市を水と緑のネットワーク(=回廊)で繋ぐことで高温化を防ぐための緩衝剤

を人為的に配置するということである。先ほど例として挙げた汐留シオサイトの周辺には

東京湾や浜離宮といった自然に溢れた場所が多々ある。こういったものを中枢として高層

建築群の敷地内にも緑地を確保する、あるいは屋上緑化を推進するなどして、都心部のな

かに水と緑の広域的なネットワークを創出することが重要ではなかろうか。利便性、合理

性を追求している間に、大都市の様相は我々の心象風景である山の辺の自然空間から余り

にも乖離してしまった。そんな大都市でこそ人々のエコロジーへの回帰への反動は大きく、

自然との一体化を示す代償景観が必要とされていることは言うまでもない。 

 

注 11: 新しい潮流としてのエコロジー  

	 近代世界システムを規定している OS の一つに「資本主義」がある。しかしウォーラステ

インが『入門	 世界システム分析』のなかで明らかにしたように、資本主義は「工場の逃避」

に代表される資源の有限性という物理的限界に直面しており、近く終焉を迎える可能性が

高い。成長がすべての問題を解決するという時代は過去のものとなりつつあり、実際に人々

も競争疲れを経験し始めている。また、資本主義下における拡大・成長の追求は環境問題
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という弊害を引き起こし、人々に彼らの生存活動と地球の関係性を再考させる機会を与え

た。そこで私は、これからの世界においては、これまで二義的なものとして後回しにされ

てきた環境保護や自然との共生が見直されるのではないかと考えている。すなわち、エコ

ロジーへの回帰である。	 

	 

(フランスのオルレアンを走る路面電車	 2012 年撮影)	 

	 エコロジーへの回帰はドイツやフランスの諸都市において加速している。上の写真はフ

ランスのロワール渓谷に属するオルレアンという都市において敷設された路面電車である

が、周囲には緑も整備されエコへの回帰が窺われる。実際に街を歩いていても、自転車を

移動手段としている人々の多さに圧倒される。このような自然の回復、エコロジーへの回

帰は同フランスのストラスブールにおいても顕著であるので紹介したい。ストラスブール

では、1989 年に、第二次世界大戦後に廃止された路面電車の復活による環境と文化と経済

の三位一体的再生を唱えた候補が市長として選ばれた。この路面電車の整備事業は、「それ

ぞれが勤めるか経営している企業の所得から公共交通の財源を一部負担する制度」28を通じ

て賄われたという。他にも自家用車から自転車へと移動手段を切り替えるなどして、自然

環境に配慮したエコなライフスタイルが構築されている。	 

	 山折によると、上述のような環境と文明の調和は日本が歴史を通じて実現してきたこと

に他ならないという。確かに日本文明は「持続」や「利他」をその本質構造に持つ稲作漁

労文明であり、「拡大」をエートスの本質構造に持ち、それが故超越的な秩序によって他を

侵す畑作牧畜文明とは一線を画すものである。この「持続」のエートスを保持しているこ

とこそが、自然との調和を目指すための前提条件なのである。だからこそ、日本は「森と

                                            
28 廣瀬俊介『風景資本論』(朗文堂 2011年) p. 16 
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水」29を活かしつつ美の文明を築くことができたのである。このように自国の文明の性格を

改めて考えるとき、現在世界の国々が志向している「持続可能な社会」実現のためのキー

ワードが隠されているように思えてならない。何も全て西欧から学ぶ必要は無い。「持続可

能な文明」という自らの強みを見直し、「利他」の精神を持って全地球・全人類に貢献する

ことが日本に求められている役割だと考えずにはいられない。諸文明の結び目たる役割が

日本には求められているのである。	 

 

注 12: 「私」の行き過ぎとしてのゴミ屋敷  

	 日本人が「外」から「内＝家」を峻別し、それによって公共性が欠落し、結果としてま

ちづくりの現場において、小規模住宅地などの私的所有権—すなわち、個の主張—が公的権

力である都市計画と衝突して都市整備を遅らせてきたことは前に触れた通りである。ここ

ではもう一歩踏み込んで「私」の行き過ぎたゴミ屋敷という問題について考えてみたい。 

	 自らの出すゴミのみならず周囲のゴミをも溜め込むという家々が度々メディアでも取り

上げられている通り、こういった家々はゴミ屋敷と呼ばれ、周囲の景観を損なわせている

ことで知られている。家族が存在しない、あるいは既に独立して家を出て行ってしまった

等の理由で孤立してしまった老齢の人の家はゴミ屋敷化する傾向が強く、これは地域社会

などから断絶し「内＝家」に引きこもってしまった個人の存在を示唆している。 

	 ではゴミ屋敷を改善し、景観を美しくするためにはどうすればいいのだろうか。まず思

いつくのが行政による規制、あるいは介入である。しかし、周囲からゴミと認識されても

土地の所有者が資産であると主張した場合、それらの強制的な撤去は住居侵入罪に問われ

るため行政は安易に介入できないのが事実である。このように、日本では土地私有の問題

と民主主義のマイナス的側面が複雑に絡み合い「罪」の側面を色濃く露呈しているのが現

状である。 

	 では、民主主義そのものが問題なのだろうか。もしそうであるとしても、政治システム

の急速な移行・変化というものは実現可能性が低い。そこで、私は民主政治における統治

のサイズ感について考えることが大切であると思っている。アリストテレスは「あまりた

くさんの人間がいなくて、お互いの顔がわかるような範囲の社会」30、すなわち「市民相互

が平等に支配する」31社会を理想とした。市民の数が少ないということは民度の見える化を

促し、これにより政治家は「人々の魂を正しい方向へ導く」32ことが容易になるだろう。ま

                                            
29 山折哲雄『環境と文明』(NTT出版 2005年) p. 285 
30 プラトン『ソクラテスの弁明』(岩波書店 1964年) p. 139 
31 同上 p. 142 
32 同上 p. 86 
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た反対に、市民からすればお互いを把握していることで安心感が醸成され相互扶助の精神

が育まれるようになるかもしれない。これは個人の利己主義への暴走に歯止めをかけるス

タビライザーとしての役割を果たすと考えて差し支えない。 

	 三浦は産業社会の病理を分析し、これからの社会において人々は、物の所有から得られ

る充足感ではなく人とのつながりに対する充足感33を求める傾向が強まることを指摘して

いる。ともすれば、より小さいサイズでの統治による地域の連帯の創出が必要とされるこ

とになろう。その萌芽はもう既に出ている。2012年 10月 24日、東京都足立区では連帯し

た住民からの要望を受け、ごみ屋敷の問題を解決するため、ごみ撤去費用の支援などを盛

り込んだ条例が可決された。先駆である足立区に各地域社会も続き、ボトムアップによる

合意形成に行政が正当性を付与するという形で行き過ぎた「私」が規制されるようになる

ことを願いたい。 

 

注 13: 都市の自己組織性と権力核の不在  

	 動植物は何らかの目的を達成するために自らの形態を規定する。すなわち、自然界の生

命的構造は生存や環境適応という目的のためにデザインという手段を用いる。しかしなが

ら、複雑経科学に依ると、このデザインは複数のばらついた部分的要素が相互作用するな

かで全体としてのまとまりが得られるという自己組織化という言葉により説明される。す

なわち、デザインや秩序は意図的に作られたものではなく部分の相互作用の結果、偶発的

に生じるという考え方である。 

	 上述の考えは都市デザインにも通じ、『アメリカ 大都市の死と生』で知られるジェイコ

ブスは、都市には古い建物から新しい建物に至る多様性が存在することが大切であり、そ

れらの情報交流こそが都市の魅力であると主張した。このことは秋葉原には部分的にはば

らついた要素がありながらも、常に新陳代謝を繰り返し、その結果全体として電気街とし

てまとまったイメージを獲得していることからも理解されよう。 

    
                                            
33 三浦展『第四の消費 —つながりを生み出す社会へ—』(朝日新聞出版 2012年) p. 226 
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(汐留シオサイト 2012年撮影)	 (浜離宮よりシオサイトの高層建築群を望む 2012年撮影) 

	 では、翻って、上の写真のような汐留シオサイトにおいて自己組織性は機能していると

言えるだろうか。答えは否であろう。これは浜離宮からシオサイトの全景を一望すれば一

目瞭然であろう。1990 年代中頃からの汐留再開発では広大な土地が開発されたわけだが、

ご覧の通り建築物の配置や色彩など全体としての統一性は軽視されている感が否めない。

そのためか、シオサイトにいると唯我独尊的な高層建築群に見下ろされ、ある種圧迫され

ているような不快感さえ覚えてしまう。都市にも多様性が必要であり、それぞれの個性を

尊重することは自己組織性の観点からも認めざるを得ないことは既に確認した通りである。

しかしながら、個々の建物が過度な主張をするようになると相互に浸食し合う関係となり、

結果としての全体の美や調和といったものが創発されることは決して無い。このことを汐

留の再開発の例は如実に示唆してはいまいだろうか。 

	 カントは、「人間はみずからの意志をすべての人に強制的に押しつけるひとりの支配者」

34を必要としていると指摘した。とりわけキリスト教と結びついてこの性格が強いヨーロッ

パの諸都市では、意図的な都市への秩序付けにより都市の美しさが保たれている。以下の

写真はフランスのオルレアンおよびルーアンという町であるが、大聖堂を中心として広が

るコスモロジーといった秩序付けにより街に一体感が付与されている。 

 
(サント・クロワ大聖堂から延びるジャンヌ・ダルク通り 2012年撮影) 

                                            
34 エマニュエル・カント『永遠平和のために / 啓蒙とは何か 他 3編』(光文社 2006年) p. 

46 
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(ルーアン大聖堂による一体感の醸成 2012年撮影) 

	 ここで言いたいのは、何も日本にもトップダウン型の秩序付けが必要だということでは

ない。むしろ、その必要はないかもしれない。全体性、一体感や調和といったものは、そ

もそも古代より日本人が自然と共に生きるなかで大切としてきた美徳ではなかったか。例

えば関西と関東におけるエスカレーターでの乗り方が自然と異なってきたように、日本人

の精神性である自然との一体化もトップダウンで誰かが規制したから生まれたものでは決

してなく、歴史のなかで自然と生じ、慣習化してきたものであろう。我々は自らの歴史を

振り返り、日本人がどのようなものに価値を見出してきたかを再考すべき時期に差しかか

っているのではないだろうか。 

 

注 14: 山の辺の代償景観としての庭  

	 「人類は、その発生時の風景と現実の風景とが大きくずれた時、それを補正するために、

昔を懐かしむ新しい代償風景を生み出してきた。」35 

	 樋口が上述している代償風景の分かり易い例としては日本庭園が挙げられる。かつて住

んでいた山の辺の景観から離れ、方形碁盤目状の都市をつくるようになってから「日本人

は森や山の中の風景を懐かしみ」36、その代償景観として日本庭園を都市の中に造り出した

のである。現在都市の中に見られる並木道や人工的な滝といった類いのものも、古代の日

本人が愛してきた風景を現代に蘇らせた代償景観であるとされている。 

	 現代では西洋的な外観をした建築を受容してそこに住まう我々だが、知らず知らずの間

に植物を庭先に植えたり盆栽を愛でたりしている。これは盆地や山の辺といった日本人が

愛してきた豊かな景観を人工的ながらも代償し、その過程で自然との一体感を再度得る試

                                            
35 樋口 前掲書 p. 18 
36 同上 p. 19 
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みに他ならない。今回の絵本においては主人公と近隣に住まう人々が植物を育てるという

ストーリーにおいて、近代以降加速化している自然の回復、代償風景の創造を描いたつも

りである。 

 

注 15: 美しい景観・自然は美しい心を育むということ、ランドスケープとは何たる

か  

 

(アーサーズシートよりエディンバラのウォーターフロントを望む 2012年撮影) 

	 筆者は、人は美しい自然と対峙したとき、その克服できない力強さ、スケールの大きさ

や多様な生態系が織りなす神秘的な世界の前に自らを見つめ直し、精神の向上を志向する

生き物であると考えている。筆者も小さい頃に父親に連れられて真夜中に蝉の羽化を見に

行ったことを今でも鮮明に覚えているが、これは暗闇のなかに生じた生命のみずみずしさ

に心奪われた感覚が未だに心奥に存するからであろう。こういった自然や美しい景観が

我々に与える影響は「文化的サービス」37と称されるが、詰まるところ美しい自然や景観は

人々の心を育み、精神を高めるものであると解して良い。近代以降の開発基調のなかで自

然が失われてきたとは言え、我々はまちなかに植樹をし、自らの庭先で植物を育てるなど

して代償景観を造り出し、自然との対話を繰り返してきた。こういった自然との対話は今

後も続けていかなければならない。筆者は美しい自然、景観を創出し維持することの重要

性をメッセージとして絵本のストーリーに織り込んだつもりである。 

	 対して「戦争や争いや暴力は、国土を、地域を、そして生活を破壊する。生命、生活を

慈しみ、護り、はぐくみ、育てていく」38ランドスケープの仕事はそれらと対峙する仕事で

あるが、その担い手は職業デザイナーやの都市計画者のみならず一人一人の個人でもある

ことは言うまでもない。主人公が植物を愛したように、命をはぐくみ育てていく、そんな

                                            
37 樋口広芳『生命にぎわう青い星 –生物の多様性と私たちのくらし−』(株式会社化学同人 
2010年) p. 80 
38 日本造園学会 前掲書『ランドスケープのしごと』 p. 14 
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やさしい心根を読者が持たれることを願ってやまない。 

 

注 16: テーマを中心に結束する近隣住民、地域社会	 	  

	 これからの日本では少子高齢化により人口が減少し、高齢者住宅などの生活に密着した

インフラに対する需要の高まりが予想される。しかしながら、人口減少に伴って歳入も縮

小するためこれまでと同様にハコモノをつくり続ければいいというわけにもいかない。そ

こで解決策たり売るのが、現存するハコモノの有効活用活というマネジメント課題ではな

かろうか。 

	 社会問題化している孤独死が象徴しているように、昨今では個人とりわけ高齢者の方々

が地域社会から孤立するといった状況が見られる。また高齢者のみならず現役の労働者も、

東京等の都市の産業社会化の過程で都心における労働に縛られることとなり、地域社会と

の紐帯の欠損を経験している。 

	 一方で、三浦が『第四の消費 —つながりを生み出す社会へ—』で考察したように、個人の

欲求は物質的充足から人とのつながりという精神的充足へと移行している。ここで残存し、

用途も無くその身をもてあそばしているハコモノを活用することはできないだろうか。「趣

味や知識」39などのテーマのもとに世代を超えた人々が交流し、意見を交わし、結束して共

同で何かを行うことができれば安心社会を再構築することは可能であろう。そのための物

理的な空間を提供する場として、現存するハコモノの価値は大きい。 

	 「吾唯知足」の教えが示すように、現在ある建築物(=物質)に満足し、離ればなれになっ

た個人の結束(=精神)を促すような用途を考えていくことが今後の日本には重要なのではな

かろうか。 

 

(「吾唯知足」が刻まれた京都・龍安寺の知足の蹲踞 2011年撮影) 

                                            
39 三浦 前掲書 p. 274 
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