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地域創造論は 2018 年度で 7 年目を迎えた。

マは「地域はどう変わるか

2010 年代から

当初、東日本大震災からの復興やリーマンシ

2020 年代に向って」とした。これまでに設

ョック後の資本主義の問い直しなどが大きな

定した「ポスト 3.11 の新しい地域像」(2012-

社会課題となっており、３年を１サイクルと

14 年度 )、
「ローカルからの発想が日本を変え

して本授業のメインテーマを設定してきたが、 る、世界を変える。」(2015-17 年度 ) での成
ここにきて、また少し時代が進んでいるよう

果も踏まえつつ、もう少し先に向って地域創

に感じる。地球環境のあらわれである気象や

造を考える。

災害の様態は新たな次元に入りつつあるよう

広い分野から講師陣に話題や視点・理論を

にみえ、2020 年のオリンピック開催に刺激

提供いただき、それをヒントに横浜・神奈川

されたインバウンド需要はこれまで見たこと

地域における資源や課題を見つけ出し、共同

のない規模で地域に波及しようとしており、

作業により地域価値向上策につなげる。受講

技術革新等によってライフスタイルや生産・

生が専門とする各分野の活かし方を発見し開

流通・消費様式もさらに様変わりしようとし

拓する機会としてほしい。

ている。それらを踏まえて今回のメインテー

2018 年度

政策科学と政策形成

横浜国立大学 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 教授
小池 治
1. 公共政策を組み立てる前に
地域創造論ではこれから半期に渡ってグ
ループワークをし、結果をまとめ、政策提

ライモリの保全を目指すなら、そのための
政策を作る必要があるのです。

案をしていただきますが、今日は政策科学

棚田は人々が手を加えて作った二次的な

と政策形成の意味や方法論についてお話し

自然、里山です。アカハライモリや他の貴

したいと思います。

重な水生生物は人が全く手をつけていない

私は大学では行政学・公共政策論を教え

生態系ではなく、人が手を加えた生態系に

ています。公共政策論というのは、政策科

多く生息していることがわかってきました。

学と政策形成のことです。科学的な分析か

したがって、アカハライモリを保全するた

ら発見されたものや知見をいかに公共政策

めに、全く人間の手の入らないサンクチュ

という形に変えていくかという研究です。

アリを求めたり、あるいは一切人の手を入

例えば、私はよく学生を連れてフィール
ドワークに行きますが、棚田を復元する活
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ってしまうかもしれません。もし、アカハ

れないという方策は合理的ではないという
ことです。

動をしていたら、アカハライモリを発見す

荒れ果てた棚田を復活させ、農業を再開

るというようなことがあります。アカハラ

すると、むしろそこにアカハライモリが増

イモリは絶滅危惧種で、都会化されたとこ

えてくる。つまり、アカハライモリの保全

ろでは絶滅寸前とされています。そんな貴

のためにも棚田復元プログラムを作る必要

重なアカハライモリが、どのくらい生息し

がある。そのためにどういう計画が必要か、

ているか調査をした結果、神奈川県内での

誰が手がけるのか、どのくらい費用がかか

アカハライモリの生息地がわかった。これ

るのか、持続可能にするためにはどういう

は科学的な研究ですが、発見しただけ、デ

仕掛けが必要なのか。この一連の流れを作

ータをまとめただけでは保全には繋がりま

るのが公共政策なのです。

せん。放置すれば、農薬が使われたり、生

私たち大学の人間は科学的な根拠を見つ

態系が変わり、アカハライモリはいなくな

ける研究が仕事になりますが、公共政策の

政策科学と政策形成

形にまとめ、実際に政策を実行しない限り

間組織や個人にも当てはまる語なので、正

は、何も実現しません。そこで、地域創造

確には “ 公共政策 ” となります。

論ではグループごとに課題を考え、この地

ここでは国家レベルの政府だけではなく、

域をもっとこういう風にしたい、今どうい

地方公共団体も政府に入ります。さらに大

う状況なのだろうか、どうやったら改善さ

きく捉えれば国連のようなグローバルな政

れるだろうと、色々なサーベイやフィール

府も含まれるかもしれませんが、今回は、

ドワークをして、出てくる対応策をいかに

政府を国や地方公共団体と設定します。

公共政策の形にしていくか、政府公共部門

政策は体系化されており、環境政策の中

あるいは市民社会と一緒になってどのよう

に、環境保全や環境衛生の考え方がありま

に取り組めばいいのかを考えます。色々な

す。環境政策の中にはさまざまなプログラ

ことを調査、ファクトファインディングを

ムや施策があり、施策の中に具体的な個々

して、それをどういう形に公共政策として

の事業があります（図１）。英語では policy、

まとめていけばいいのか、今日はそういう

program、project と表現されます。

話をします。

一般的に、政策にいきなりアプローチす
るのは対象が大き過ぎる、例えば、福祉政

２. 公共政策とはなにか？

策の対象は、高齢者福祉、障害者福祉、あ

そもそも公共政策とは何でしょうか？

るいは、貧しい人に対する社会福祉とあま

定義については色々と言われていますが、

りにも広範になりすぎるので、施策レベル

最もシンプルに言うと “ 公共問題を解決す

からのアプローチを考えます。さらに、施

るための政府の活動方針 ” のことです。こ

策の中にもさまざまな事業があり、公共主

れを、公共政策＝パブリックポリシーと言

体のもの、民間団体が参入しているものと

います。私たちは通常、
“ 公共 ” を略して “ 環

多様になっています。どのレベルからアプ

境政策 ” とか “ 教育政策・科学政策・雇用政

ローチしても良いですが、地域創造論で課

策 ” などと呼びます。“ 政策 ” の語の中に “ 政

題を考える上では、実際の社会問題に対し

府 ” のニュアンスがあるので、公共である

てどのような対応をしていくかを考えるた

ことが周知となっていますが、ポリシーだ

めにも、施策レベルから具体的に行動を起

けでは野球チームのポリシーだったり、民

こしていくのが適切ではないかと思います。

図１

公共政策の体系
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３. 公共政策のガバナンス

荒廃したまま放置して良いのでしょうか。

ガバナンスとはものごとを統治するプロ

里山の棚田が放置されると、保水機能は

セスのことで、ひとつのシステムを動かし

失われ、多様な生物が生息することによる

ていく仕組みです。意思決定、合意形成の

生態系の循環は維持されなくなり、土壌や

システムでもあります。例えばコーポレイ

空気環境の悪化を招くことに繋がります。

トガバナンスにおいて、ワンマン社長に周

里山地域が崩壊すれば、都市への酸素供給

りが口出しできないという状況は、ガバナ

や水質の確保も難しくなるわけです。現代

ンスが悪いと言えます。株主としてはもの

的なライフスタイルを求め、都会のタワー

ごとの決定のプロセスをデータとして提示

マンションでオール電化の生活を送ること

することを求め、透明なガバナンスを要求

も可能かもしれませんが、本来、人の体の

するようになります。近年は、民間企業や

健康のバランスは、精神的なことも含めて、

各種団体などでガバナンスが問題となる事

自然の中で育まれたものなので、完全に自

件が多々起きています。

然界をシャットアウトした生活を送ること

政策形成には政府だけでなくさまざまな

による弊害も徐々に現れ始めているのも事

アクターが関わります。アカハライモリの

実です。利便性や経済性の観点と基準で里

保存のような生物多様性の問題に対して

山のような二次的自然の価値を判断して良

は、環境生態学者、農林関係の技術者、官

いのかという問題が起こっているのです。

僚、公務員、政治家、利益団体、農協、市民、

つまり、社会全体を配慮した総合的な視

NGO などさまざまなアクターが関わります。 点が必要で、生態学や昆虫学など科学的知
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したがって、政策形成には高度な専門知識

見だけでは不十分で、さらに広い知見が必

と社会全体に配慮した総合的な視点が必要

要となります。社会学、心理学、公衆衛生学、

になります。つまり、政策科学の知見をも

場合によっては一見関連がないような学問

とに、社会的合意を確保することが重要に

領域も含めて全体的な視点で議論する必要

なります。

があるのです。

アカハライモリを例に説明しますと、ア

特に、公共政策というのは、公共財を守

カハライモリが数多く生息していたような

り、人々に提供することが大命題になるの

二次的自然、里山エリアが荒廃してきたの

で、特定の人にとって利益になることだけ

は、里山の価値が低下しているからです。

を求めてはいけません。しかし、一部の人

かつては、里山で薪をとり、炭を作り、持

なのか多数なのか、その境目は難しい問題

続可能な農業が行われていました。ところ

なので多様な科学知識を持って、広く社会

が、現代は大量生産・大量消費社会で、薪

的に議論して合意形成を図っていかなくて

や自然由来の燃料は電気やガスに取って代

はなりません。ですから、公共政策論は自

わられています。したがって、里山のさま

ずと学際的になります。横浜国立大学の標

ざまな産物の利用価値がほとんどなくなっ

榜する、文理融合にも通じる概念で、英語

てしまいました。とはいえ、二次的自然を

のインターディシプリナリーの姿勢で公共

政策科学と政策形成

政策のあり方を考えることが重要となるの
です。

そして、どれだけ政策目的を達成したか
を評価して、そこにどんな問題があるか、
さらなる問題の発見に繋げて行きます。こ

４. 政策形成のポイント

のような循環過程＝ポリシーサイクルをき

政策はプロセスを経て形成されるものな

ちんと分析することで、実施されている政

ので、まずは政策形成のプロセスを理解す

策の合理性、民主性また長期的に目標を達

る必要があります。また、その政策が本当

成できる政策になっているかが明確になり

に公共性を持った政策であるのか、社会全

ます。

体の利益に貢献する政策が作られているか

ここで関わってくるのがアメリカの政治

ということは、政策形成のプロセスを分析

学 者 J.Kingdon が 1984 年 に 提 唱 し た “ 政

することで明確になります。

策の窓モデル＝ Window of opportunity” で

政策形成は、問題発見→課題設定→政策

す。 政 策 決 定 に は ３ つ の 流 れ、 問 題 の 流

案の作成→政策決定→政策実施→政策評価、

れ（Problem stream）、政策の流れ（Policy

そしてまた問題を発見する、という流れに

stream）
、政治の流れ（Political stream）が

なります。具体例をあげて流れを追ってみ

あり、それらが合流すると政策決定のプロ

ましょう。

セスが始まるというのが Kingdon モデルで

例えば、川に遊びに行ったら、サンショ

す。

ウウオがいた。これは問題発見のきっかけ

たとえば、生物多様性の重要性をいくら

です。そして考えます。
「自分が子供のこ

専門的に分析しても、世の中にその重要性

ろはこのような生き物はたくさんいたのに、

が認識されない限り政策決定のアジェンダ

最近は見かけないな。農薬を使ったり、コ

にはのりません。新聞で取り上げられたり、

ンクリートの水路が普及したことでいなく

SNS で拡散されるなど、問題が大きくなる。

なってしまったのではないか」といった観

これが問題の流れ。次に専門家の中で、そ

点から、課題を設定するわけです。その上

の問題が主流となり研究されることで政策

で、政策案を作成します。政策案の作成には、 の流れが起こります。そして、その問題を
関連分野の研究者や実務家、市民を巻き込

取り上げて、立法化しようとする政治家が

み、問題意識を共有し、みんなで考え決定

現れると、政治の流れが起こる。これが政

します。政策を実施する過程でもさまざま

策の窓モデルです。

なアクターが関わってきます。特に、昨今、

つまり、いきなり国会で議論するのでは

行政組織は財政難で、縮小傾向にあるため、

なく、前段階として、どのように問題が認

政策の実施活動を民間事業に委託すること

識され、広く世間に知られるようになった

も一般的になってきました。例えば、横浜

か、あるいは専門家たちがどれだけ科学的

市では高齢者介護のケアは自治体の組織で

な知見を蓄えて、学会の中で大きな流れに

はなく、指定管理者や民間事業者に委託し

していくか、そしてその政策に関心をもち

ています。

立法化する強い意思を持った政治家が登場
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するか、という背景が重要だということです。 探り、地域や政府が取り組むべき課題を設
定します。そのためにはさらに細かく現状
５. 問題発見と課題設定
地域創造論ではみなさんに、問題を発見

を把握する必要があります。国や地域もさ
まざまな取り組みをしてきたにも関わらず、

し課題を設定するところまでをまずしっか

今までうまく進んでいないという現状のデ

り考えていただきます。深刻化する社会の

ータを収集します。虐待の件数や通報件数

重要問題に気づく。たとえば今、横浜市で

は公開されていますが、そのデータからわ

は何が一番深刻な問題か。全国的に見てワ

かることだけでは限界もありますから、独

ーストランクに入っている問題として、虐

自の調査を行い、さらなるデータを収集し

待や不登校の問題があります。不登校は小

分析してコアな原因に辿りつく必要があり

学生、中学生とどんどん低年齢化していま

ます。

すが、中学３年生になると、27 人に１人が
不登校という全国データもあります。では

その上で、政策案の作成に取りかかりま

多いのでしょうか、これはまさに都市行政

す。まず、何をどうしたいのか、目標を設

の問題です。ひょっとすると建物の構造と

定します。できるだけ具体的な目標をたて

関係があるのではないか。タワーマンショ

るわけですが、数値目標があるとなお良い

ンなどは隣人の様子が伺い知れない。虐待

ですね。たとえば、児童虐待問題ならば、

などの様子もわからないほど遮蔽性の高い

全国でワーストの状態から５年後には 50%

建物に住んでいることで、問題にも気づき

減少させるなど。政策とは目標を達成する

にくい。また、もし気づいても声を掛け合

ためのプログラムですから、さまざまな事

うような習慣がなく、警察に通報してしま

業が関わります。児童相談所の強化だけで

う。居住形態や建物の構造が虐待や、不登

なく、地域コミュニティを強化するための

校に繋がっているのかもしれないというこ

プログラムを作るなど。その際に重要なの

とです。

は、従来の取り組みでは改善できなかった

このように何が要因なのかをまずみんな

わけですから、斬新な発想で事業をデザイ

でブレーンストーミングや KJ 法などを用い

ンするということです。これまでにない新

て議論します。問題を探して付箋に書いて、

しい事業をぜひみなさんに考えて欲しいと

その問題の因果関係を探ってロジックマッ

思います。

プを作ってみてもいいかもしれません。ま
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６. 政策案の作成

なぜ横浜のような都市部に虐待や不登校が

政策の手法は一般的に２つに別れます。

ずは、問題の原因を追求しなければ、有効

１つは規制的手法。法律や条例で規制をか

な解決策は見出せないわけです。問題の原

ける手法です。たとえば、受動喫煙防止条

因が建物の構造や地域の人間関係にあるの

例では公共エリアでタバコを吸ってはいけ

に、児童相談所の数を増やしても効果は期

ない。吸ったら罰金です。このように罰金

待できませんから、何が根本原因なのかを

や罰則を設けるのが、規制的手法。もう一

政策科学と政策形成

方は経済的手法で、端的に言えばインセン

の６割は広葉樹林、いわゆる雑木林です。

ティブを与える方法です。たとえば、空き

かつて広葉樹は建材、家具用製材、また薪

缶をポイと捨てれば罰金だけど、リサイク

や炭などの燃料として使われていましたが、

ルすると１つにつき数円程度が支払われる。

近年、そういう材料として必要とされなく

取り組む人に対して、何らかの報酬、経済

なり、放置されるようになってしまいまし

的な恩恵を与えるという方法です。また、今、 た。また、昭和 30 年代には、成長が早いス
子ども食堂は社会的にブームになっていま

ギやヒノキなどが広範に植えられましたが、

すが、担い手や料理の作り手を確保するた

そちらも輸入材の方が安価なので、需要が

めに、シェフを目指す若者にボランティア

なくなり手入れがされない状態となってい

で活動してもらう代わりに、作った料理を

ます。総じて、神奈川県の森林環境は多く

SNS で発信してあげる。すると、将来自分

が崩壊している状況です。

で開業した時のための宣伝効果が得られる

市場価値も低くビジネスモデルが成立し

かもしれない。こういう方法もインセンテ

ない資源ということで放置された結果、里

ィブの一つと捉えられるかと思います。

山エリアの森林は荒廃し、自然災害、土砂

公共政策を実行するためには、人手は必

崩れなどが起きています。また、荒れた土

要ですし、経費は当然かかってきますが、

地は鹿やイノシシなどの住処となりやすく、

自治体や国からはなかなか予算を増やせな

稲や野菜への鳥獣被害も深刻化しています。

いのが現状なので、利用可能な資源を検討

自然に近寄れなくなると、里山エリアで得

することも重要です。特に、過去に使われ

られる文化的なサービスや心身への健康サ

ていたのに現在は活用されていないような

ービスが得られなくなるのも問題です。で

資源に着目するのは有効です。

すから都市に近い里山エリアの広葉樹林を

以上のことを踏まえてスキーム、実施の
仕組みを整え目標達成までのモデルを作っ
てください。

いかに整備するかは、大きな課題となります。
そこで荒廃の原因を地元の方々から聞き
取ってみると、高齢化によって林業の担い
手が不足している実態が分かってきました。

７. 広葉樹林の保全事業の実例

また、広葉樹自体の需要の問題もあります。

それでは、2019 年度から地域実践教育研

薪や炭が日常的に使われなくなった現代の

究センターが取り組む予定の広葉樹の保全

生活の中で、努力して広葉樹林を整備する

を事例に、政策形成の流れについて説明し

ことに価値が見出されない。自然環境の保

ます。

護などの観点からすれば広葉樹林の機能は

地域実践センターでは里山保全について

価値あるものですが、一般になかなか理解

研究しています。これまでは農地の保全を

されず、結果的に整備の担い手も増えない

中心に研究してきましたが、実際に里山を

という問題です。

訪れてみると、森林がどんどん荒廃してい

これらの問題をより具体的にデータを使

ることに気づきます。神奈川県の森林面積

って追求すると、日本の木材供給量と自給
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率についても考える必要が出てきます。林

ために、環境省や神奈川県の現況調査レポ

野庁のデータ「木材需給表」
（図２）は、ス

ートを活用し、神奈川県の広葉樹の現状を

ギやヒノキなど針葉樹の人工林を含めたも

マップに落とし、地理情報システム（GIS：

のですが、日本の木材の自給率は２割に満

Geographic Information System）を使って

たないこともありました。国内においても

広葉樹林の現状を可視化することを考えて

差が生じていて、例えば、神奈川県内には

います。また、ドローンを使った空撮によ

箱根の寄木細工や鎌倉彫のような広葉樹を

る広葉樹林の現況調査もおこなう予定です。

使う工芸品がありますが、県産材は使われ

今使われている Google Earth のような写真

ていませんし、秦野で聞いたところ、原木

は真上から撮影されているものなので、森

シイタケの栽培に使うコナラやクヌギは福

林も枝しか見えませんが、ドローンなら低

島産を使っているそうです。ですから、建

空から撮影できますし、斜めから森林の中

材に限らず、神奈川県内の広葉樹はほとん

の様子まで見ることができます。

ど利用されていないことがわかります。

さらに県内に 20 箇所ほど認定されている
里地里山保全等地域において、広葉樹林の

８. 現況把握と政策提案の作成
私たちのプロジェクトでは、現状把握の

整備について地元の方々に聞き取り調査を
することも考えています。

図２ 「木材供給量及び木材自給率の推移」林野庁ホームページより引用
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/attach/pdf/180928-2.pdf
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「水源の森林エリア」における森林の分布

れば広葉樹への需要が高まります。②につ

（図３）で、赤で囲まれたエリアは水源の森

いては、横浜国立大学の建築学科の人たち

として税金を投入して保全に取り組んでい

に協力してもらい、広葉樹を使う新しい家

ますが、その多くは緑色、つまり人工林です。 具デザインを開発します。③では四季折々、
横浜や相模川の東側エリアにはほとんどま

広葉樹林で森林ヨガや森林ウォークのプロ

とまった里山林はないのですが、その中に

グラムを実施します。先日も学生と共に森

も貴重な広葉樹林はあるので、それについ

林ヨガに行きましたが、とても気持ちの良

ても考えなくてはいけません。

いものでした。森林ヨガや森林浴などの健

このような現状を把握した上で、５つの

康効果を科学的に測定することで、さらな

方向で政策提案を作成したいと考えていま

るプログラムを開発していきます。④につ

す。すなわち、①広葉樹を用いた木工教育

いては、本県には海外からの観光客も増え

プログラムの開発。②広葉樹を用いた家具

ていますし、広葉樹林をテーマとしたツー

等のデザイン開発。③広葉樹林を利用した

リズムの開発も有効ではないかと考えてい

健康増進プログラムの開発。④広葉樹をテ

ます。そして⑤ですが、県民から神奈川の

ーマとしたツーリズムの開発。⑤神奈川の

美しい広葉樹林を募集し、50 選を選定して

美しい広葉樹林 50 選の選定です。①につい

マップを作る。こうすると、今までにない

ては、スギやヒノキの端材を学校の図工の

斬新なものができるのではないかと期待し

材料に利用するようなことは今までもあり

ています。

ましたが、広葉樹を使うことを推奨します。
そのための木工プログラムを開発し、小中
学校の美術や、高校の技術の授業で活用す

９. スキーム の作成
政策提案として、ここまでの流れをスキ

図３ 「水源の森林エリア」における森林の分布
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ームの形にまとめます。計画の具体的な仕

ような組織がどのように関わるのかが、一

組みや仕掛けを提示するわけです。ここに

目でわかるようになります。地域創造論で

は行政、市民、NPO、大学、企業など役割

提案する事業はこれよりも幅が狭く、これ

分担をわかりやすく示す必要があります（図

ほどマルチなアクターの関わるものではな

４）。

いかもしれませんが、どのような人たちが

スキームの［取組１］では、神奈川県の
研究機関である自然管理保全センターと横

どのような関わり方で事業を実施するかを
わかりやすく示してください。

浜国立大学が連携して広葉樹の現況を調査
します。［取組２］では大学と県の組織と
教育委員会、材木を提供する地元の製材業

最後に、政策提案の有効性を検討します。

者、林業家と連携して広葉樹の材を小中学

つまり、その政策をどのように実行すると

校に提供してもらいます。
［取組３］では民

どのような効果があるか、それを工程表に

間企業や NPO に入ってもらい、広葉樹を新

示すことで、その事業を通じていかに目標

しい建築やインテリアデザインに活用する

に達成するかを示すことができるわけです。

ために見本市を開催します。
［取組４］では

これをロジック・モデルと言います（図５）。

県の保健福祉局や地元の医師会、保健関係

ロジック・モデルには、取組み（インプット）、

の NPO と連携し、里地里山保全団体や山林

具体的な行動（アウトプット）
、そして成

所有者の協力をえて広葉樹ツアーを開催し

果（アウトカム）を示します。広葉樹林の

ます。

保全を例にあげると、短期的なアウトカム

こうしたスキームをつくることで、どの

図４
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10. 政策案の有効性の検証

広葉樹活用事業のスキーム

政策科学と政策形成

として、広葉樹保全への県民の関心が高ま

り、あるいは、広葉樹に対するニーズが高

に進行しているプロジェクトについて、専

まる。具体的な成果指標としては、保全活

門の先生方にお話いただく機会もあります。

動への参加者数、広葉樹の出荷額、あるい

それらを参考にローカルからグローバルな

は広葉樹林を訪れる人の数をとります。そ

視点まで、ひとつに絞らずさまざまな観点

して、取り組みを拡大していくことで、中

から議論して、テーマを設定してみてくだ

長期的には多くの県民が広葉樹に関心をも

さい。日頃のご自分の専門分野と違う領域

つようになり、広葉樹の保全や活用の活動

について議論することで、相乗効果で色々

に参加し、その結果、神奈川県の森林計画

な発見もありますし、最終的に今後の自分

における里山林の保全が実現する。このよ

の研究にも影響があるかもしれません。皆

うに、課題設定から、何をするとどのよう

さんには、若者らしい斬新なアイディアで

な成果が現れ、中長期的にどのように目標

政策を企画立案して欲しいと思います。

が達成されるかをフローチャートにするこ
とで、政策提案の合理性や有効性を、説得
力を持って語ることができるというわけで
す。
地域創造論の授業では数回に渡り、実際

図５

図３は神奈川県自然環境保全センターホームページ
より引用 http://www.agri-kanagawa.jp/sinrinken/
web_taisho/sanchi/sanchi_4.html
特記なき図版は小池治氏提供。

広葉樹林の保全活用事業のロジック・モデル
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持続可能な都市とモビリティシステム
ー COI プログラムによる横浜国立大学の取り組みー

横浜国立大学 COI サテライト
特任准教授
産学官連携研究員

有吉 亮
西岡 隆暢

あるもの、これを派生的需要としての交通

1. 交通の概念と構成要素
近年、交通の概念としてのモビリティと

と呼びます。例えば通勤、通学、買い物や

いう言葉をよく耳にするようになりました。

通院など、行った先で活動することが目的

正確にはモビリティ＝交通ではないのです

となる移動です。

が、モビリティは人やものが空間的に移動

都市の移動においては、後者の派生的需

することをさしています。移動はさらに２

要としての交通が大多数を占めていて、私

種類に分けられ、交通を専門に研究する人

たちのように交通の研究をしている人間は

にとってはこの違いが非常に重要になりま

こちらを対象とすることが一般的です。派

す（図１）。ひとつは移動そのものに価値が

生的需要としての交通においては、目的の

通の概念と構成要素
ある場合。これを本源的需要としての交通

場所で、目的の時間に、目的の活動を行う

と呼びます。例えば、旅行やドライブ、豪
空間的な移動」

ことが本質であり、移動は異なる活動の間

華客船でのクルーズなど移動すること自体
的な移動は以下の２ケース

（空間、時間）をつなぐプロセスです。し

を目的としたもので、移動全体のヴォリュ
がある場合：本源的需要としての交通
量的には少ない
ームから見ると割合的には非常に少なくな

たがって、移動手段の種類や移動の内容は、

ある場合：派生的需要としての交通
ります。もう一方は、移動の結果に価値が
的地での活動がその移動の目的 → 大多数を占める

重要となります。

働く

飛 行 機 な ど の 乗 り 物 そ の も の、 交 通 具 で

船舶、航空

と、駅、空港、
ネットワーク

報関連など
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【活動ニーズ】

図１

仕事をする
（結果に価値）
本源的需要
としての移動

【交通具】

ドライブを楽しむ
（移動自体に価値）

２種類の空間的な移動

と

交通は３つの構成要素で成り立っていま
す。 １ つ 目 は、 自 動 車 や 自 転 車、 電 車 や

派生的需要
としての移動

遊ぶ

その前後の活動とセットでとらえることが

す。２つ目は、その乗り物が走る空間、道
路や線路など移動のための空間、交通路で
す。また他の交通手段に乗り継ぐための空
間、駐車場や駅、空港などの結節点も交通
路に含まれます。３つ目は、交通具と交通

1

路の動きを統制、コントロールするシステ

学

ム、情報や交通管制、自動運転などの制御

横浜国大と東京大学は、中核機関である九

システムです。この３つが交通の３要素です。 州大学のサテライトですが、実際の研究フ
つまり、２種類の移動と、３つの交通要

ィールドはそれぞれの大学のある地域なの

素があるということを念頭に置いてくださ

で、私たちのフィールドは横浜市や神奈川

い。

県内が主となっています。COI について興
味のある方は、インターネットで検索すれ

２. センター・オブ・イノベーション（COI）

ば、他の 17 拠点の研究内容についても詳し

プログラム

く見ることができます（図２）。

私たちは COI プログラムの一環で、横浜
国立大学に籍を置き研究に取り組んでいま

３. 横浜国大サテライトの研究テーマ

す。COI とは、文部科学省の JST（科学技術

持続的共進化地域創成拠点では、実社会

振興機構）が、“10 年後の目指すべき社会

や現場の課題解決に取り組むエネルギーチ

像（ビジョン）を見据えたチャレンジング

ームとモビリティチームを、情報科学チー

＆ハイリスクな研究開発を最長で 9 年間支

ム（データ連携やセンシングなど）
、産業数

援するプログラム ” で、平成 25 年から９年

学チーム（データの解析や数学的な処理を

間実証実験などを行う研究費を助成してい

する）で後方支援する形で研究を進めてい

ます。全国に 18 拠点あり、私たちは持続的

ます（図３）。

共進化地域創成拠点として活動しています。
⽂部科学省

都市交通の将来像を描く上で、都市をそ

科学技術振興機構

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム
10年後の⽬指すべき社会像（ビジョン）を⾒据えたチャレンジング＆ハイリスクな研究開発を
最⻑で 9 年度⽀援するプログラム（H25 〜 H33）
３つの「ビジョン」

（10年後の⽇本が⽬指すべき姿）

ビジョン 1

少⼦⾼齢化先進
国としての持続性
確保

ビジョン 2

豊かな⽣活環境
の構築

ビジョン 3

活気ある持続可
能な社会の構築

持続的共進化地域
創成拠点

九州⼤学 ：中核機関
東京⼤学 ：サテライト
横浜国⼤ ：サテライト

図２

全国に 18 拠点あるセンター・オブ・イノベーション（COI）プログラム
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的
 2018
地

図３
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1
を

、「
的に

ス
点」
る 動力と 、

と

を

的に連

持続的共進化地域創成拠点

3

の性質から２つの地域に分けて考えていま

空間□低炭素な交通手段の優先、の７つの

す。１つは、横浜で言えば、みなとみらい

キーワードを掲げています。

や横浜駅周辺など、都市のイメージを決定

９年という限られた期間の中でより具体

づける都市の顔、華になる都心ゾーン。も

的に研究成果を実現させるために、プロジ

う１つは、都心に集まる人々が住み、都市

ェクトを３つのテーマに絞って取り組んで

を支え都市の活力ともなる郊外ゾーンです。

います。

都心ゾーンでは、人が集まり色々なものの

①交通手段の選択肢の拡大：協働・共有

密度が高くなるので、ストレスなく、楽し

型モビリティ…主に郊外ゾーンで問題とさ

く安全に安心して移動できることが目標に

れる、移動の選択肢の不足を解消する取り

なり、郊外ゾーンでは、高齢になっても自

組みで、自家用車と公共交通の中間に位置

家用車に頼らず、かつ無理なく都心や最寄

付けられる新たな移動の仕組み作りです。

りの交通機関拠点、生活に必な場所（病院

②交通手段の選択の支援：MaaS 対応型マ

や買い物など）に行けることを政策目標に

ルチモーダル情報提供…①で新しい移動の

しています。

仕組みを提供し、既存の移動との比較や組

この目標を実現するために、□スマート
な移動□歩いて楽しい都心と街路□信頼で
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成

み合わせなどを検討するための情報を提供
する仕組みの研究です。

きる公共交通□安全な自転車利用環境□繋

③交通インフラの機能保持：道路維持管

がり共有される乗り物□多機能な乗り継ぎ

理支援…①や②は道路のコンディションが

と

学

適正に保たれていないと安全に運行できま

この中で、バスや鉄道の部分は比較的充実

せん。例えば、現在の自動運転技術では、

しているのですが、そこから外れる部分に

道路の白線（道路標示）を認識しながら走

ついては抜けや欠けがあり、交通全体に影

行する仕組みなので、白線が消えていると

響を及ぼしているというのが現状です。で

安全に機能しません。道路をかしこくメン

すから、端末交通（ファースト & ラストワ

テナンスをするための技術の研究を行なっ

ンマイル）の移動を支援し、自宅から目的

ています。

地まで繋がった移動を可能にすることを目
指しています（図４）。

これらを中心に活力ある持続可能な社会

横浜市の郊外には、鉄道の駅から遠く、

の実現に貢献することを目指しています。

日々の生活を自家用車に依存しているよう
なエリア、居住者の高齢化によってますま

４. 協働・共有型モビリティシステムの開発
研究内容について具体的にお話しします。

が多数あります。それらの地域では 75 歳以

まず、協働・共有型モビリティシステムの

交通（



開発についてですが、ここで、フォーカス

ース

ラス
イ ）の移動
上の女性で、利用可能な自動車をもたない

しているのは端末交通です。都市の移動を

人の一日あたりの活動回数が、自動車を自

交通：自
駅
ス
での移動、駅
ス
目的地 での移動
由に使える人に比べて極端に低くなってい
分析すると、自宅からバス停まで歩き、バ




す端末交通の支援が必要となっている地域

→

るというデータもあります。そこで、その
スで駅に向かい、鉄道で目的の駅まで行き、
の移動の
が、
交通による移動の
を
る
またそこから目的地までバスや徒歩で向か
の移動
の
意 、

交通を

、自

車（

を含む）を

うというパターンがもっとも一般的です。

図4

ような地域で有効な移動サービスを提案し
に
ています。

る

交通

の

端末交通（ファースト & ラストワンマイル）の移動支援
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具体的には平成 26 年に相鉄線星川駅か

スト面での課題はありますが、移動弱者の

ら南西に位置する明神台地区を対象に高頻

外出を支援するにはどのようなサービスの

度小型乗合システム実証実験を行いました。

形があり得るか、ということを考えるきっ

明神台団地は昭和 34 年に日本住宅公団（現

かけとしては面白い実験になったのではな

住宅・都市整備公団）により整備された住

いでしょうか。

宅団地です。星川駅からは山坂が多い上に、

平成 27 年には、洋光台団地で、自転車と

住宅地の中の道は狭く路線バスも入りづら

自動車のシェアリングの実証実験を行いま

くなっています。そこに乗り合いの軽自動

した。この実証実験によって、自家用車が

車を高頻度に走らせるという実証実験を行

無く移動が困難だった方々の行動範囲の広

いました（図５）
。

がり方など、利用者の活動と交通行動に与

この実験のポイントは定路線、乗降自由、
予約不要、高頻度運行にすることで、行き

えるインパクトの分析も行っています。
平成 28 年には、一時的に横浜国大にカー

先は限られるものの、手間と不安は少なく、

シェアリングのステーションを設置する実

PC やスマホも必要ないので、デジタルデ

証実験を行いました。この実験では建築学

ィバイド層でも気軽に利用できることです。

科の学生さんに協力していただき、ステー

高齢者の多い明神台地区で「ちょっとした

ションに東屋を作り、カーシェア利用者の

用事」を「実際の行動」に移しやすくなる

利便性向上と非利用者を含む憩いと交流の

ような輸送サービスを提供することが、移

創出など駐車場の付加価値化を図りました。

動弱者の外出促進に繋がるのではないかと

また、料金動機付けによるサービス供給
コスト削減についても検証しました。安全

考え、その効果を検証しました。
駅まで郵便を出しに行く人、買い物帰り

運転、適正利用の目標条件を設定し、車を

H26
システムシェアする学生や教職員が協調して条件を
（
）
の高齢者など、実証実験では、多くの方々

達成すると、利用料金を割引くシステムを
に利用していただきました。レンタカーを
 路
自
要→行
は
るが、 間と
な
導入することで、事故リスクや運営コスト
利用して、プロのタクシードライバーに依

イド
の
（PC, ス
を
な ても 用
る）
を下げられるかどうかの検証です。
頼した実験だったので、現実化するにはコ
「
と
」を「
の 動」に な る（移動
の
）
にお る

の概要
の

地

26 12 10 11 （
車（
運

間
用

自

運

の ク ードライ ー
地

結果

図５
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50
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の
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の

地

システムの
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と

学

実験後のアンケートでは、日頃より安全

てどの程度活用できるかを検証しました。

運転を意識したという人が９割になり、さ
らに興味深いのは、９割の人が他の利用者

５. 小型電動カートによる乗合型移送サービ

が目標を達成しているか気になったという

ス実証実験

結果です。普通のカーシェアでは他の人の

COI プログラム開始から６年間、さまざ

利用の仕方など気にすることは少ないと思

まなプロジェクトを手がけ、大学主導の実

いますが、このような仕掛けによって、他

験を重ねてきましたが、COI プログラムも

人に無関心な個人から、目的を共有する組

残り３年となり、これまでの研究成果を社

織的な集団になる効果があるのではないか

会実装していく段階に至ったので、平成 30

ということが分かりました。ですから、世

年度は提案するシステムの最終的な担い手

間で流通し始めた民間のカーシェアでも、

になり得る事業者と連携して取り組みまし

少しの仕掛けでコミュニティの車として付

た。

加価値を付けていける可能性があることが

平成 30 年の 7 月に京浜急行電鉄と横浜国

分かりました（図６）
。

立大学が連携協定を結び、交通エコロジー・

平成 29 年には、交通サービスとエネルギ

モビリティ財団と横浜市 ( 金沢区 ) の支援

ー制御の連携実験を行いました。カーシェ

を受け、京急富岡駅周辺の住宅地において、

アやシャトル運送など、学生・教職員向け

10 月～ 11 月に小型電動カートによる乗合

のモビリティサービスに電気自動車（EV）

型移送サービスの実証実験を行いました。

を使用し、それらが運行していない時の EV

京急富岡駅周辺は起伏の激しい丘陵住宅

が、電力の負荷周波数制御用デバイスとし

地で高齢化が進んでいます。他にも京急線
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沿線には路線バスなどの公共交通に網羅さ

を得ています。アンケート調査の結果を踏

れていないエリアが多く、空き家問題や土

まえてルートや乗降場所を決める前提で配

地の価格が低下するのではないかという懸

布しているので、実証実験に興味のある地

念があります。そのような地域を元気にし

域、日常的に交通に対して不満や困難があ

ていくための仕掛けとして、公共交通の隙

る場所は返答率が高くなります。アンケー

動 ー の運
ー
の可能性を追求すべき時期にさしかかって

ト結果を分析し、地域のみなさんにフィー

の

間を埋め、短距離の移動を補うモビリティ

地います（図７）
：路線 ス 。
行

の

、

ドバックしながらルートを決めました。地

移動の

よ
目と、地 ケ
ラ
との連
実証実験に先立ち研究室の学生に参加し

地てもらい大規模なアンケート調査を行いま
： ス路線の
、買い物の移動
目の

スト

域の方々をかなり巻き込みながら実施した
実験ということになります（図８）。
移動手段は通常ゴルフカートとして使用

の ク ス、

目の地 ケ

ラ

の ク ス

されている日立製の電動カートにシートベ

した。6,628 世帯に配布して 1,248 件の回答

動 ー
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ー ー

情報
ス
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情報
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移動

働

ス
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図９

交通
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移動

行情報
移動 ー の
行動

人の交通行動

（ スト情報 ）

PT
CAR

自

車

PT

CAR

の

MaaS 対応型マルチモーダル 情報提供システムの開発

ルトを取り付け、ナンバープレートを取得

電車などさまざまな交通サービスを専用の

するなどして、公道を走れるように改良し

アプリを使って組み合わせた移動のパッケ

ました。

ージをイメージしていただくと分かりやす

31

いと思います。たとえば、電車を降りた駅
６.MaaS 対応型マルチモーダル 情報提供シ

でカーシェアリングを利用するという一連

ステムの開発

の移動の予約や購入、決済など全てを１つ

ここまでは、交通手段を増やす取り組み

のアプリでできるサービスです。これを実

でしたが、ここからは少し研究の趣旨が変

現することが次世代の移動に繋がるという

わり、既存の乗り物の使い方を工夫するこ

風潮があります。

とで、移動の問題を改善しようという試み
です。
近年、MaaS ＝ Mobility as a Service とい
う語が聞かれるようになりました。MaaS の
定義には諸説あるのですが、タクシー、バス、

それだけではアプリを作成することが目
的のようですが、交通の視点からは自家用
車を保有しなくても移動に困らない環境が
作られるのではないかと期待されています。
現状では、公共交通は各社独自に情報提

023

供 の シ ス テ ム を 作 っ て い る の で、 そ れ ら

えないので、大学のように営利だけを追求

を 一 括 で 束 ね る こ と で、 よ り 使 い や す く

しない組織として、このような隙間を研究

し、自家用車に対抗しうる手段としようと

するのは意義深いことだと考えています。

いう主旨です。バスー鉄道ーバス、のレベ

そのためには個人がどういう経路でどの

ルまではすでに大々的に取り組まれていて、

ような手段で移動したかをリサーチし、分

Google Map 等で経路検索すればバスと鉄

析する必要があります。現代は多くの方々

道を組み合わせた乗り換え案内が無料で提

がスマートフォンなどの携帯情報端末を持

供されています。今後は決済や予約もでき

っているので、モビリティのビッグデータ

るようになるかもしれませんし、タクシー

を収集しやすくなっています。携帯情報端

が組み込まれる可能性もあります。ここは

末から得られる位置情報を分析し、個々人

わりと移動の太い部分で需要があるので経

の移動に対してより良い組み合わせを提案、

済的にも実現しやすい。ところが、最もコ

フィードバックすることができます（図９）。

スト的に見合わない末端部分、自宅からバ
スに乗るまでや駅までの道、この部分につ

７. 地域特化型移動支援アプリの開発と試験

いては、おそらく企業はあまり手を出さな

運用

い。困難な要素が多いわりに経済的に得ら

これに近い発想で、横浜国大では横浜市

れるものが少ないのです。しかし、ここを

交通局、相鉄バス、ESRI ジャパンの協力の下、

強化しないと自家用車を代替する移動が増

移動情報提供の YNU ナビを開発し、Apple

H29
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学
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Store と Google Play で公開しています（図

通路までデータ化し、バス停で降車した後、

10）。各社が出している路線バスの運行状

大学内の目的の建物までの経路がわかるよ

況、バスロケのデータを web 上で集め、運

うになっています。

行しているバスの位置情報を矢印で地図上

この技術の応用として、平成 30 年にはヤ

に転載しているだけなので、それほど難し

フオク ! ドーム 臨時バス輸送高度化実験を

い技術を使っているわけではないのですが、

行いました（図 11）
。ヤフオク！ドームは

実はこういうサービスは今までありません

福岡市都心の天神地区からはやや離れた場

でした。特にバスに関しては、バス会社の

所に位置しており、最寄り駅から徒歩 20 分

バスロケデータでは、
「３つ前のバス停を通

ほどかかるので、主な交通手段の１つが博

過」など文字情報は表示されますが、土地

多駅もしくは天神駅からのシャトルバスと

勘のない人にとって、それがどのくらい離

いうことになります。ドームでは野球の試

れているのか検討がつかないこともありま

合以外にもコンサートなどのイベントが開

す。YNU アプリでは、地図上で表示される

かれているので、週に５日程度稼働してい

のでわかりやすく、この先どのルートを通

る状況です。イベントの開催日には交通機

るのか、バス停がどこにあるのかも一目瞭

関を含めて周辺は非常に混雑します。バス

然です。しかも大学近辺についてはさらに

の運行は西日本鉄道が請け負っていて、イ

詳細に経路検索ができるようになっていて、

ベント毎に 20 ～ 30 台程度のバスでピスト

人しか通れない道やあまり知られていない

ン輸送しています。今まではそれぞれのバ
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スがどこを運行中か管理するためのシステ

光客向けの乗り物情報のわかりにくさで

ムがありませんでしたが、ドームのバス発

す。バスはいつも混雑していて、外国の方々

着場に特別輸送担当と呼ばれる人員が配置

から色々な言語で交通手段などを尋ねられ、

されていて、その方の頭の中のイメージを

バスの運転手さんたちはそれらの対応に追

頼りに、さっき送り出したバスは今どのあ

われています。

たりを走っているか、次のバスが到着する

さ ら に 問 題 な の は、 バ ス や ケ ー ブ ル カ

まであと何分かかるか、発着場に何人待た

ー、海賊船などさまざまな公共交通が充実

せて大丈夫か、など全ての運行計画が処理

しているにも関わらず、箱根湯本で鉄道を

されてきました。その神業的な職能を持た

降りて、ケーブルカーで強羅に行き、ロー

れていた特別輸送担当者もご異動になられ

プウェーで大涌谷を観光し、海賊船に乗っ

て後継者を育てる必要が生じたこともあり、

てバスで帰るという、定型ルートが出来上

このタイミングでバスがどこを運行中か可

がってしまっているということです、この

視化するプログラムを作って欲しいという

パターンで多くの人々が同じ動きをするの

依頼がありました。

で、とにかく乗り物はいつも混雑していま

そこで、YNU ナビの応用版アプリを作り、 す。また、バスがいつも混んでいることを
今まで特別輸送担当者の頭の中に入ってい

見越して、それを避けるために自家用車や

た運行ルートを画面上で見られるようにし

レンタカーを利用する人が増え、ますます

ました。実際に現場で人員整理をしていた

交通渋滞が激しくなるという悪循環に陥っ

特別輸送担当者にアプリ内の運行状況を確

ています。これを改善するために YNU ナビ

認していただいたところ、
「だいたい合って

の技術を応用して、複数の公共交通の運行

る」とお墨付きをいただきました。このよ

状況を一度に可視化できるシステムの開発

うなアプリで、現場の活動に今以上のパフ

を行っています。

ォーマンスを上げていただくことはまだ難

箱根にはバス会社が２社事業展開してい

しいかもしれませんが、職人さんのオペレ

ますが、両者による統合的な情報提供はさ

ーションを学び、それに近づくためのコス

れていません。A 社はバスやケーブルカー、

トを下げるには、データの可視化が有効だ

ロープウェーなどを運行しており、上述の

ということがわかりました。

定型ルートにおける大部分の輸送を担って

箱根の芦ノ湖周辺についてもこのシステ

いるのですが、じつは要所で B 社のバスを

ムの応用で取り組みが始まっています。箱

うまく使いこなすと混雑に巻き込まれずに

根は一時期、箱根山の噴火の警戒などがあ

目的地に到着することが可能なのです。と

り、客足が遠のいたこともありましたが、

ころが、定型ルートを巡る観光客に B 社の

現在は回復し、外国からの観光客の割合も

バスの存在はあまり認知されておらず、外

増え、今後も右肩上がりとなることが予想

国からの観光客にはなおさら分かりづらい。

されます。

この状況を少し打破したいということで、

そ こ で 一 番 問 題 視 さ れ て い る の が、 観
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図 13

大規模団地巡回バスのリアルタイム運行情報提供（若葉台）
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場
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８. 新横浜花火大会リアルタイム混雑可視化

スロケを示し、その上で各乗り物、ケーブ

実験

ルカーやロープウェーの運行状況をリアル

2018 年７月 26 日に新横浜で初めて花火

タイムに情報提供して行きたいと考えてい

大会が開催されました。その際、日本電気

ます。

株式会社（NEC）と協同で大規模集客イベ

また、箱根は交通だけでなく、常に防災

ントの運営補助ツールとしての群衆密度可

のリスクと隣り合わせの地域でもあります。

視化技術の有用性検証を行いました。Wi-

箱根の観光の中心は大涌谷で、周辺には噴

Fi センサーをケースに封入し、会場内の照

火警戒レベルが設定されています。レベル

明灯下部などに設置します。センサー周辺

が１つ上がるごとに立ち入り禁止エリアの

に存在する、Wi-Fi 通信機能を ON にしてい

半径が広くなっていきます。住人の方々は

る端末（スマートフォン等）の数を計測し、

日常の生活で理解しているので問題はない

計測値を 2 分おきにデータサーバーへ送信。

かもしれませんが、インバウンドの人々は

計測した端末数から、センサー周辺の混雑

警戒レベルを言われても範囲がどこなのか、

レベルを推定します。これらの実証実験で

自分が今どのエリアにいるのか、どこに逃

イベント会場のリアルタイムな混雑度情報

げれば良いのかわからない。防災＝避難で

に対する来場者のニーズを検証しました（図

すが、避難は移動＝交通と連携する必要が

14）
。

あります。他分野連携の情報提供をするこ

無料観覧エリアにセンサーを配置し、ス

とで交通のサポートをしつつ、防災にも役

マートフォンの数をカウントすると、打ち

立つシステムを作ることを目指しています。

上げ開始の 19 時より１～２時間前から人が

このように、特定のエリアに合わせてテ

集まり始めて徐々に増加し、打ち上げ時間

ーラーメイドのシステムを作って欲しいと
の

にピークを迎えることがわかりました。こ

イム
れを密度別に分類して色分けすると、最後
の ー ーいう要望は他にもあり、工場や、団地の中
2.
の
のコミュニティバスなど、一つひとつニー
ーによる
イ
の
b. Wi-Fi まで混雑するエリアなどがデータとして蓄

ー と
情報に

ズに応えているところです（図
12・13
)。
積されますので、次年度以降の警備計画や
の
の
 Wiーをケースに
、 場 の
下
に
る 場 の ー

ー
に
る、Wi- 通 機 を
に いる
の数を
、
を2
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新横浜花火大会リアルタイム混雑可視化実験（協力：NEC、デンソー）
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運営計画に役立てることができます。

なか当てられない市町村道こそ市民の生活

また、センサーによる密度の測定値と実

に密着している道路なのです。生活道路の

際に会場にいる人々の体感的な密度にどの

メンテナンスが行き届かなくなると、自家

ような違いがあるのかも分析しました。会

用車はもちろん自転車などの移動手段も移

場の入り口付近に設置したデジタルサイネ

動がままならなくなりますし、今注目の自

ージにアプリのインターフェイスを表示す

動運転は、白線がクリアに引かれて平滑に

ることで、訪れた人が混雑具合を見ながら

整備された道路を走行することが前提です

観覧場所を選択する助けになりました。

から、コンディションの悪い住宅地の道路
には自動運転車が乗り入れることができな

９. 道路維持管理 支援システムの開発

くなります。ですから、予算が減少し、治

最後に道路のメンテナスンスに関わる取

すべき道路が増える現状をどう技術的に解

り組みです。国内で供用されている道路の

決していくかが課題になります。

年齢ピラミッドを描くと、40 歳から 50 歳

そこで今までローテクに行なっていた道

の道路が最も多くなっています。道路や橋

路のメンテナンス作業をきちんと電子化す

の耐用年数は 50 年ほどとされているので、

る必要があると考えました。電子化する過

今 後 15 ～ 20 年 間 に か な り 大 量 の 道 路 を

程で効率化を図り労力を減らします。その

更新しなくてはいけないということになり

副産物として得られる電子データを使い AI

ます。ところが、生産年齢人口の将来的な

などを駆使して、人間＋機械で道路の危険

減少にともなって、メンテナンスにかけら

箇所を監視および検出するシステムを開発

れる費用はどんどん減っていきます。日本

中です。これまで、行政の道路管理部署は

の道路全長は 120 万 km とされていますが、

近隣住民からの指摘に対応することに追わ

９割は市町村道、日々生活する上で利用頻

れがちでしたが、戦略的に、何年かけてど

度の高い生活道路です。高速道や、国道は

の順番で補修作業に着手していくとトータ

延長が短いので１km あたりメンテナンスに

ルコストを軽減できるとか、周辺への影響

当てられる予算が潤沢ですが、予算をなか

を小さく抑えることができる、というよう

本の

• 多
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•

のス

を

路

の

活動を

る道路

の

人

図 15

（その

る 要なイ

）

ラ

源

（

路の
（1957-2013 ）
日本の道路維持管理の現状と課題

と

）

道路イ

路の
および生

ラの

人

と自

の

の
44

029

なことを数値的に理論立てて共有できるよ

活用できるデータベースを作成中です。保

うにするシステムの開発を目指しています。

土ケ谷区の土木事務所と協働で、日々の道

これまで紙の書類に記載して倉庫に保管

路点検業務のフローに取り込みやすく、現

していたような道路の状況調査の内容をき

場に負担をかけずにしっかりとデータを収

ちんとデータ化し、今後のシステム開発に

集するための入力フォーマットを共有する

路

の 需的


用
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学

アプリを開発しています。

て、どこからどういう順番で補修するかと

危険箇所についてはＡ、B、C でランク

いうことまでプランニングできるようにな

づけし、どのような順序で道路の損傷を補

る。今後はそういう仕組みを作ることを目

修していくのが最も効率的かを理論的に解

指しています。

くための研究に活用しています。アプリの

以上が COI 横浜国大サテライトのプロジ

地図上でポイントをタッチするとその箇所

ェクトの全容となります。

の写真と共に、情報を閲覧することができ
ます。今までは、現地調査で撮影した写真
を事務所に戻ってからパソコンに取り込み、
プリントアウトして紙ベースの書類に貼り
付け、情報を転記するという作業が負担に
なっていましたが、タブレット端末を現場
に持って行きその場でデータ収集すること
ができるというわけです。一つひとつタグ
づけして、損傷レベルなどを加えたものを
機械学習システムに流し込むと道路の損傷
レベル、種類などもわかり、それを元に交
通量や住民の人口密度などのデータと重ね

特記なき図版は COI 横浜国大サテライト提供。
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都市におけるエネルギーリテラシー

横浜国立大学 先端科学高等研究院
リスク共生社会創造センター 准教授
澁谷 忠弘
1. 都市におけるエネルギーの位置付け
私の研究の専門分野は社会システム工学、

２. エネルギー自給率、国内での供給
都市のエネルギーを考える前にまず、世

安全システム、機械材料、材料力学などで

界における日本のエネルギー事情について

所属する先端科学高等研究院リスク共生社

見 て み ま し ょ う。OECD（Organisation for

会創造センターでは、世の中のリスクとう

Economic Co-operation and Development：

まくバランスをとって社会課題を解決する

経済協力開発機構）加盟国のエネルギー自

ことを目的に活動しています。主旨として

給率を国別に並べてみると、ノルウェーが

は地域実践教育研究センターの活動理念に

トップで 700% を超えています（図１）
。ノ

も通じるかと思います。

ルウェーはエネルギーが豊富でそれを輸出

その中から今日お話しするのは都市にお

することで大きな収入を得ることができる

けるエネルギーのあり方についてです。エ

ということです。一方日本は 7.4% で 34 位。

ネルギーというのは、この講座でみなさん

2010 年には 20.2% まで自給率を高めていま
各国のエネルギー自給率

が取り組まれているグループワークに直接
関係する内容ではないかもしれませんが、
間接的には非常に大きな繋がりがあります。
なぜかというと、都市というのは、常に莫
大なエネルギーを必要としているもので、
農村部や地域コミュニティにおいて考える
上でも、さまざまな交通について考える際
にも、必ずエネルギーの存在が関わるから
です。都市の中でエネルギーというものを
どのように位置付けるか、少しでも参考に
していただければと思います。

エネルギー白

図１ 各国のエネルギー自給率
（出典：エネルギー白書 2018）

032

したが、2011 年の東日本大震災を機に、色々

不足している分を輸送するために必要な技

な意味で原子力エネルギーの活用が難しく

術は何か、都市として何を考えなくてはい

なり、再生可能エネルギーなどへの移行を

けないのか。全体の状況を認識する都市の

重要視するようになりました。どちらにし

エネルギーリテラシーが重要になっている

ても自給できるエネルギーが少ない国とい

のです。

う前提があり、結果的に輸入した化石燃料
に強く依存しているという状況がわかりま

３. エネルギー選択の大きな流れ

す。化石燃料が環境に与える負荷について

日本のエネルギー事情は歴史的に５つの

は世界的な問題でもありますし、交通や社

選択を経験しています。１つ目は 1960 年

会生活など、日本の都市を考える上で、エ

代の国産石炭から石油へのシフト。２つ目

ネルギーは非常に大きな課題を抱えている

は 70 年代のオイルショック。３つ目は 90

と言えます。

年代の温暖化問題と 97 年の京都議定書の採

日本の一次エネルギー国内供給構成の推

択。そして、CO2 削減や環境負荷の軽減を

移（図２）を見ると、原子力が大幅に下がり、 考えた結果、アメリカを中心に大きくシフ
石油、石炭、LNG が大部分をしめ、水力や

トしたのが原子力エネルギーですが、2011

再生可能エネルギーはごく一部だというこ

年東日本大震災の福島第一原子力発電所事

とがわかります。そのような状況で、エネ

故によって、原子力エネルギーは事故に

ルギーの地産地消は可能なのか、もしくは、

よる環境被害が甚大であることが浮き彫

の

エネルギー国

給

の

C e n te r fo r C r e a tio n o f S y m b io s is S o c ie ty

w ith R is k

リスク共生社会創造センター

2

図２

日本の一次エネルギー国内供給構成の推移（出典：エネルギー白書白書 2018）
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りになり、エネルギー選択の見直しを迫ら

電は風車を回すことで発電するので、バー

れることになった。これが４つ目の選択で

ドストライク問題をクリアするのが難しく、

す。最後にパリ協定 50 年目の目標として、

野鳥保護の観点などさまざまなファクター

2030 年を目安に世界各国が参加し、野心的

によってなかなか一般的にならない。です

な目標を共有することで、技術、産業、制

から、国としては原子力の可能性は捨てき

度の変革を目指すことになった。現在はこ

れず、重要な Base load（基礎負荷）エネル

の５つ目の選択の最中というところです。

ギーとして継続する中で、福島での事故を
受け、少しずつ比率を下げていこうという

４. 戦略的エネルギープラン

のが現状です。

2015 年に打ち出された国の戦略的なエネ

これは私が専門としているリスク共生の

ルギープランで、もっとも重要な位置づけ

考え方にも通じるのですが、新しい技術や

とされたのは Renewable energy ＝再生可

さまざまなシステムを導入する場合、必ず

能エネルギーです。再生可能エネルギーに

ポジティブな利便性とネガティブな負の要

は、太陽光や風力、水力などがありますが、

因が存在し、そのバランスと社会全体の要

日本は国土的に再生可能エネルギーの導入

求で選択されていくものなのです。

が難しい環境にあります。太陽光発電には

そのような状況を踏まえ、現在、日本が

広大な敷地が必要ですし、風力発電をする

戦略的エネルギーとして着目しているのが、

ほど強い風は吹いていません。また風力発

水素エネルギーです。水素エネルギーは環
リスク共生社会創造センター

図３
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境負荷が少なく、効率の良いエネルギーと

は、内閣府の戦略的イノベーション創造プ

して、最近になって頻繁に聞かれるように

ログラムの一貫で水素の安全性を検証する

なりましたが、研究自体は何十年も前から

実証実験車として導入したものです。横浜

されてきました。高校の化学で学ぶように、

国立大学の広告効果も狙い大学のロゴを入

水素は非常に軽く、分子量が小さいので燃

れ、鮮やかなデザインの車両となっていま

焼効率が悪く、爆発の危険性もある非常に

す。研究室に所属している学生や職員であ

扱いの難しい物質という側面もありますが、

れば、公用車として使えますし、フィール

オリンピック東京 2020 大会を目前に控え、

ドワークの際に利用されている研究室もあ

日本は水素エネルギーを一つのレガシーと

るかもしれません。
このような形で身近に水素エネルギーが

して掲げる取り組みを進めています。
何十年も前から、未来都市のイメージ図

存在するようになってきました。燃料電池

が描かれ、時々の時勢によって少しずつ更

自動車の性能は技術の進歩で、ガソリン自

新されてきました。技術的にもかなり具体

動車と遜色ないレベルまで上がってきてい

的にまとまってきた段階で、2016 年大阪府

るので、今後の課題は新しいエネルギーと

が公表した水素社会のイメージ図は、東京

して水素を導入するために、社会にどのよ

2020 大会までに目指す水素社会に近いイメ

うな形で取り入れて行くか。水素エネルギ

ージとなっています。水素発電、水素の運搬、 ーをさらに世の中に普及させるために今一
水素燃料の電池で仕事を進め、風力発電な

番課題となっているのは、社会インフラと

ども積極的に取り入れクリーンな都市を目

しての整備です。社会インフラとして機能

指しています（図３）
。

するためには、ドライバーが好きなところ
へ移動できるように、ある一定の間隔で水

５. 燃料電池自動車と水素ステーションの普及

素ステーションが整備されていなくてはな

今、横浜国立大学に水素を燃料とする燃

りません。また、エネルギーシステムは都

ー

料電池自動車があることをご存知ですか？

市の中だけで収束できるものではなく、特
リスク共生社会創造センター

公 用 車 の 駐 車 場 に TOYOTA の 燃 料 電 池 自

に日本の場合、輸入したエネルギーを消費

動 車 MIRAI
が １ 台 常 駐 し て い ま す。 こ れ
TOYOTA
MIRAI
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して都市が活動しているので、輸入したエ

w ith R is k

リスク共生社会創造センター

図４

横浜国立大学に常駐する MIRAI

関東地区の水素ステーション
4 図５
（出典：燃料電池実用化推進協議会 HP）
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ネルギーを港から道路を介して街中に運び、

活用に大きくシフトしています。ドイツで

各地に供給する一連の環境を整備する必要

はベルリンを中心に水素ステーションが充

があります。

実しています。郊外でもガソリンスタンド

現在各地で水素ステーションの普及が進

と水素ステーションが併設されていて、水

められています。水素ステーションの原理

素エネルギーが重要な役割として認識され、

は、水素を作り、圧縮して効率を高めて貯

急ピッチで社会実装が進んでいます（図６）。

蔵するというものです。実際に現在稼働し

アメリカ・ワシントン DC ではガソリン

ている水素ステーションは一見、従来のガ

スタンドの並びに水素ステーションがあり、

ソリンスタンドと変わらないのですが、今

自動車のエネルギーという意味であまり区

の日本では、水素の取り扱いには特別な資

別されずに提供されています（図７）。ガソ

格が必要とされているので、有資格者が車

リンと水素を別々のところに隔離すると都

に充填します。水素は非常に高い圧力で圧

市としての使いづらさが出てきてしまうの

縮して保存するので、事故が起これば爆発

で、エネルギーステーションという並列の

するという懸念がある中で、都市の中にど

扱いで両方設置する国が増えています。

のような形で取り入れて行くかが大きな課

日本では、圧力（ガス）を監視する経産
省管轄の高圧ガス保安法と可燃物であるガ

題となっています。

ソリンを監督する総務省管轄の消防法の縦
割りで規制しているので、水素ステーショ

６. 世界に見る水素ステーションの現状
近年、欧州諸国は福島での事故を受け、
再生可能エネルギーや新しいエネルギーの
水素ステーション (ベルリン郊外)
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ンとガソリンスタンドを併設しようとする
と、お互いの規制の壁を乗り越えるのに時

リスク共生社会創造センター

間がかかり、これが成立したのは、つい最
近のことです。
また、ドイツの水素ステーションは水素
を圧縮する設備の周りは柵で囲い、立ち入
れないようになっていますが、日本の場合、
ー
DC
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水素ステーション (Jaffeestraße station)
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図６ CNG
社会実装の進むドイツの水素ステーション
リン 水素
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図７ アメリカ・ワシントン DC の水素ステーション
（出典：http://ieahydrogen.org/Activities/NationalProjects-(1)/USA/DOECase-Study_-Washington,-Districtof-Columbia.aspx）

コンクリートの壁面で遮蔽することが義務

の使われ方として、水素というのは、再生

付けられ独特の重厚な外観となっています。

可能エネルギーによって作られた電力を貯

街の中に溶け込んでいける設備とするため

蔵するための手段として使うと考えていた

に、デザイン面でも、現在思考錯誤されて

だけるとわかりやすいかと思います。再生

いるところです。

可能エネルギーの弱点として、自然環境の
影響で発電効率が変動することが挙げられ

７. オリンピック東京 2020 大会後の日本の

ます。風力発電では、風の強さに左右され

エネルギー

ますし、太陽光発電は夜はもちろん発電で

東京 2020 大会終了後、選手村は水素都

きませんし、日中少し雲がかかるだけでも

市のモデルケースとして展開させる計画が

効率が変わります。そのような電力の供給

あります。これまで自動車のエネルギーと

を安定させるために、水素のような形に変

して水素を利用してきましたが、エリア全

換して貯蔵することで、いつでも取り出す

体に水素ガスの設備を敷設し、暮らしの電

ことができるというわけです。これは、も

気を水素でまかなう計画です。北九州では

ともと、横浜国立大学の太田健一郎先生た

実証のエコタウンがすでに稼働しています

ちが地球規模で模索されていた考え方で、

が、首都圏では初めての試みです。ここで

パタゴニアなどの風力発電所から水素に変

特に難しいのは、水素を地中に貯蔵する点

換したエネルギーを運んできて日本で使う

です。水素を地上で利用する分には、もし

という構想がありました。この考えを小規

漏れても空気中に拡散するため大きな問題

模で実証するプロジェクトで、エネルギー

にはなりませんが、地中の場合どこかに溜
まり、爆発する可能性があります。そのよ

を地産地消で利用しようという考え方です
（図９）
。

うな状況もケアしながら、ガス会社を中心

水素ステーションなどで、社会実装の進

にプログラムの確認とモデルケースの開発

んでいる水素エネルギーは、まださまざま

が進められているところです（図８）
。

な形で化石燃料が使用されていて、その副

横浜では風力発電所、ハマウイングによ

産物として発生する水素を活用しています

る水素製造の計画が進行中です。根本的な

が、ハマウイングのような試みが現実的に

ことですが、水素をエネルギー利用する際

なれば、本当の意味でのゼロエミッション

C e n te r fo r C r e a tio n o f S y m b io s is S o c ie ty
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図８ 東京 2020 大会後の選手村
（出典：http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/
sensyumura/）

図 9 ハマウイングによる水素製造
ー
2016 . 3 . 14
（出典：横浜市、プレスリリース 2016.3.14）
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エネルギーとなり、最終的に最もクリーン

圧力が上がると水素脆化が顕著になり、イ

なエネルギー社会の目標として、さまざま

ンフラ施設が脆化しやすいということもわ

な試みが進められているのです。

かってきました。オーステナイト系ステン
レス綱という配管や圧力容器に使用する非

８. 水素の性質ーメリットとデメリット
ここまでは、水素の「軽くて、炭素を含

常に高価な材料がありますが、圧力が高ま
ると脆くなりすぐに割れてしまいます。

まず、地球環境に優しい」という利点に着

日本では独自の高圧ガス保安法で水素の

目してきましたが、もちろんデメリットも

圧力を上げることが法規制の対象になって

あります。最大のデメリットは、着火温度

いるので、何かトラブルがあれば国に報告

が低いため、燃えやすく爆発しやすいこと

する義務があります。「何か」というのは「水

です。ヨーロッパは特に水素の研究が盛ん

素が漏れたら」ということなので、かなり

なので、コンテナに充填した水素に着火し

頻繁に起こる事象で、諸外国に比べて詳細

た際の爆発実験を行い、影響を検証するな

に事故のデータをとっているということに

どさまざまな形で研究が進んでいます。

なります（図 10）
。その結果、水素は非常

また、私の専門は材料学ですが、材料の

に漏れやすいことが明確になり、漏れやす

い資質を技術で抑えこもうとしているのが
事故発生設備および件数(日本・米国)
面でも、水素脆化という現象があり、特に

図 10
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事故発生設備および件数（日本・米国）
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現状です。

規定から、特定の使用を定めない「性能規
定化」に転換して、十分な保安水準の確保

９. 水素ステーションに係る規制と技術基準

ができる技術的根拠があれば、技術基準に

の性能規定化

適合すると判断し、事業者の創意工夫を取

このような水素の特性から、水素ステー

り入れることが可能とされるようになりま

ションを街中に建設するには、高圧ガス保

した。一方、それぞれの主体、大手の事業

安法、建築基準法、都市計画法、消防法の

者が独自に検証した結果、技術的検証をそ

４つの厳しい規制が設けられています。

れぞれのノウハウとして囲い込んでしまっ

日本で一番克服しづらい規制は、建築基

ているので、公開情報や技術基準に適用で

準法の距離規制です。これは、水素に引火

きるような技術文書、知見が不足している

した時に、周辺の人に影響が無いように施

ために、国全体としてはなかなか取り組み

設と周辺に一定の距離を必要とする規制で

が進まないという背景があります。

す。日本は国土が狭いので、密集したとこ
ろに水素ステーションを置く必要があり、
距離規制によって建設が難しくなります

10. リスクアセスメント
十分な保安水準を測る上でリスクの視点

が、近年、水素ステーションの普及のために、 で考えるという風潮があります。横浜国立
技術的な解決による規制の見直しが急速に

大学では色々な主体がリスク研究をしてい

進められてきました。その結果、首都圏で

ますが、リスクというのは “ 危なさ ” とい

は水素ステーションの数が徐々に増え、コ

う意味ではなく、“ 不確かさがどのような影

ンビニなどにも併設できるようになってき

響を及ぼすか ” という定義です。今、世界

ています。それでも、いまだに規制は厳しく、 中の色々な規格がリスクの概念に沿って改
また、水素ステーションの建設には高価な

正する流れで進んでいます。負の側面と正

材が必要となり、建設コストがガソリンス

の側面、あらゆる物事はその両面を持って

タンドの５倍となることもあって水素ステ

いるので、その２つのバランスをとろうと

ーションの普及が伸び悩んでいるのが現状

いう動きです。バランスがとれ、十分な保

です。

安が満たされることを技術的に証明するこ

規制緩和の中で一つのベースとなるの

とで、リスクが評価されます。

は、技術基準の性能規定化です。性能規定

そこで必要になるのはリスクアセスメン

では、生命の安全を担保することを重視し

トです。一般的にリスクアセスメントの基

ているので、ある程度の安全は担保されま

本的なプロセスは３ステップです。

すが、必ずしも新しいシステムに適用でき

１. リスク特定…対象に影響をおよぼす潜

るわけではありません。新しいシステムに

在的なリスク源を洗い出しシナリオ解析を

適用するにはコストが高くなりすぎるので

行う。

す。そこで平成８年の高圧ガス保安法の改

２. リスク分析…特定したリスクの大きさ

正において、技術基準を詳細に定める使用

を分析する。分析は、定性的定量的な方法

039

がある。

この距離を短縮しても良い、など技術的な

３. リスク評価…算定したリスクが、設定

根拠に基づいて距離規制を縮めるなど、リ

した許容基準を満たしているかどうかを判

スク評価をすることで距離規制の緩和を図

定する。

ることもできるわけです（図 11）。

この三段階で構成されているのがリスク

つぎに別の例で、水素を輸送する際のリ

アセスメントと呼ばれるものです。細かい

スク評価について見てみましょう。水素ス

方法は分野毎にガイドラインに沿って進め

テーションに水素を輸送するためには道路

て行きます。

をトレーラーが走らなくてはなりません。

有機ハイドライド型水素ステーションの

そのトレーラーが事故を起こす頻度はどれ

リスク評価例を見てみると、事故が起こっ

くらいか、もし事故にあったら、どれだけ

た時の影響とその頻度を掛け合わせコンビ

の影響が出るか、川崎の港から横浜へ水素

ネーションリスクとして、死亡リスクの確

を輸送するルートを例にリスクの高低を色

率を算定します。その死亡リスクに対して

分けしています（図 12）
。交差点や信号の

スタンドの中にいる場合、外にいる場合、

有無、周辺の人口密度などから、リスクの

発生場所からの距離に応じて、死亡率が下

高いルートは迂回するなど道路規制の緩和

がることを被害関数を使って算定し、最終

に役立てることができます。

的に許容される距離規制が決定されます。
ここでの設定はかなり安全側に配慮されて

地図上に記載されている 10 の -7 乗とい
うのは、影響と頻度を掛け合わせた上で１

ー

の

いますが、実際には、ここに壁を設置すれば、 年間に 10 の -7 乗の頻度で発生することが
IS O

国

の
の
※I

S O

1 0

-6

/

IS O , 2 0 1 8

1 0

-4

/

IS O , 2 0 1 8

( 2 0 1 8 ) D r a ft in te r n a tio n a l s ta n d a r d IS O

の

1 9 8 8 0 - 1 , G a s e o u s h y d r o g e n – F u e lin g s ta tio n s -

率

率の
ー

の
ー

2m

の

の

ー

ー

6 m

1.E-02

の
[/year]

の
の

1.E-03
1.E-04

の

1.E-05

の

2 m

※

の
の

の

1.E-06

の

1.E-07
1.E-08
0

5

の
の
図 11

040

10
の

ー
2 m

有機ハイドライド型水素ステーションのリスク評価例

の

の
の

15

20

[m]

6 m

12

2

・
ル

の

ネー

ネー

自
/

給

自
10-7
10-8
10-9

IS O

10- 6 /
2018

6 00

4 00

リン

の

4 7 7

5 00

エネルギー
の

3 25

の

3 00
200
100
0

1
1. E - 11

4 3
1. E - 10

4 0
1. E - 09

1. E - 08
リス

図 12

輸送リスク分析２

1. E - 07

2

0

1. E - 06

1. E - 06

13

/

リスク評価・対策例

想定されるという意味で、ISO の規格とし

ョンが非常に重要になるということです。

て許容される数値です。原子力の場合 10 の

リスク共生センターでもリスクコミュニケ

-6 乗程度で、学術会議などの工学システム

ーションを事業の三本柱の一つと捉え、き

の基準値が 10 の６乗から 10 の３乗とされ

ちんとリスクを評価する視点と、リスクを

ていることと比較しても相対的に低い数値

正確に市民に理解してもらうという２点を

と考えられます。

重視しています。市民の側にもある程度エ
ネルギーのことを理解してもらい、その後

11. リスクコミュニケーションの必要性
ただし、この数値が低いから確実に安全

の対話でエネルギーのあり方を考えるとい
う方向性を街の中で普及させる必要があり、

とは言い切れない難しい話で、周辺とのコ

そのためにはリスクを正確に提示しなくて

ミュニケーションを蜜に行う必要がありま

はなりません。その指標として、技術者＋

す。水素ステーションはさまざまなリスク

αの視点が必要になるという考え方が事業

をはらんでいるものなので、住民との対話

者や行政よる社会総合リスク評価となりま

の結果、反対の力が強く、予定の場所に建

す。

設できなかった事例もあります。リスクア

従来の技術システムのリスク評価は、イ

セスメントを提示するのは技術的な根拠と

ンディビジュアルリスク、個人に対するリ

して必要ですが、リスクについて公衆が受

スクで、初段のリスク評価です。大規模な

け入れるためには、リスクコミュニケーシ

施設、コンビナートや工場のプラント、発
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電所などは何か起これば周辺地域にまで影

の際です。ライフサイエンスの倫理問題を

響がおよびます。その外部でのリスクのこ

クリアするために、リスクの考え方も初め

とをエクスターナルリスク＝外部リスクと

て導入されました。そのような歴史的背景

いいます。外部リスクは周辺で何人に被害

もあり外部リスクについての考察はあまり

がおよぶか数値化します。これは欧米、特

得意ではないのです。

にオランダのガイドラインにはきちんと記

今、リスク共生センターでも外部リスク

載されていますし、世界中でエクスターナ

について深めるために、ソーシャルリスク、

ルリスクのアプローチを採用していますが、

社会総合リスクの考察を進めています。従

日本のガイドラインはまだそこにいたって

来のエンジニアリングで起こる現象に加え

いません。

て、人に対する不安、緊急避難、交通困難

もともとリスクの考え方は大航海時代に

など都市の生活、ソーシャル活動までリス

イギリスで生まれました。航海が失敗した

ク評価をするという考え方です。これは都

ときは金融業者が積荷の代金を支払い、航

市だけにとどまらず社会情勢や社会全体で

海が成功したときには金融業者に手数料を

起こりうるリスクを抽出し、考察していこ

支払うという保険の概念から発生していて、

うという社会総合リスク評価の一つの考え

リスクという言葉自体も海の岸壁を渡る行

方です。

為が語源とされています。中国にもリスク

従来のリスク特定、リスク分析、リスク

に似た意味合いの風険という語があります

評価というリスクアセスメントのさらに上

が、不思議なことに日本には伝わってこな

にステークホルダーと影響範囲を考えてい

かった。ですから、リスクの概念と言葉が

くという方針です。ステークホルダーとい

日本に到達したのはライフサイエンス導入

うのは、街に暮らす人たち、行政、事業者

展示内容
•
•
•
•
•

図 13
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水素エネルギー社会のジオラマ（ユーベック協力の下、グリーン水素研究センターから貸与）
MIRAIの試乗（SIPエネルギーキャリアの安全性評価と協力）
水素ステーションでの充填動画（リスク共生社会創造センターで作成）
水素エネルギー技術に関連するポスター（YLCA .Labと共同で作成）
アンケート、小中学生向けクイズ（ YLCA .Labと共同で作成）

新しいエネルギーの教育（提供：稗貫峻一氏）

などで、関わる全ての立場に考慮してリス

ンが導入されるので大きな問題が起こるこ

ク評価をし、その結果を元にコミュニケー

とは考えられていない。ところが、ひとた

ションするという考え方が社会総合リスク

び事故が起こり被害が発生すると、途端に

評価の特徴です。個人レベルから組織レベ

「そんなことがあるとは知らなかった！」と

ル、地域、国、インターナショナルまで派

いう反応になる。これにはきちんと対応し

生するステークホルダーがそれぞれ影響し

て行かなくてはなりません。

合いながら混在しているのが現代の国際社

また、社会経済性や安全性も重要で、安

会の情勢です。国連の提唱する持続可能な

全性が高まれば需要が上がる可能性もあり

17 の開発目標、SDGs でも多方面からのリ

ます。一方、技術の進歩や環境への影響は

スク評価が求められています。

それほど関係がないこともあります。ゼロ
エミッションであるとか、環境に負荷をか

12. エネルギーリテラシー

けないということを PR されると、客観的に

一 方、 エ ネ ル ギ ー リ テ ラ シ ー に つ い て

「良さそうだ」という感想は持つけれど、そ

も並行して考えて行かなくてはなりませ

れを自分たちの社会生活に取り入れるとな

ん。技術に対して、社会や市民がどのよう

ると必ずしも積極的なわけではない。市民

な捉え方をしているかヒアリングも必要で

と技術者の間で認識にギャップが生じてき

す。例えば一般の方々の傾向として、水素

ます。技術者としては、環境に優しく、ガ

の安全性や事故被害については判断できて

ソリン車と遜色ない性能を持つことは非常

いないケースが多くあります。
「なんとなく

に優れた技術だと思っても、市民としては

水素というのはクリーンなイメージがある」

あまり関心がない。

ー リー ー2017&これらの問題は市民のエネルギーリテラ
リテ
ーク

と捉えられているところに水素ステーショ

9/23（
展示

100

アンケート

25

• MIRAIに
20
•
学 の

図 14

試乗
学生2

）

と

横浜カーフリーデー 2017 ＆モビリティウィーク（提供：稗貫峻一氏）
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シーをあげていくことで、社会全体として

容性のレベルをモデル化することができま

の受容性が高まると考えられます。

す。すると、個人にとっての価値と社会に

エネルギーリテラシー向上のために、横

対する価値の重みも比較することができま

浜国立大学でも、技術展示会や実証試験な

す。東日本大震災を経て３回行なっていま

ど新しいエネルギーの教育に力を入れてい

す。こういうものを見ると必ずしも社会は

ます。太田健一郎先生の作られた、水素エ

安全だけに関心がある訳ではなく、個人の

ネルギー社会のジオラマの展示や、燃料電

健康や、個人の価値観が大きく作用する場

池自動車 MIRAI の試乗、水素ステーション

面があれば社会的なものが重みを増すこと

での水素充填動画の作成、また、小中学生

もあり、常に微妙なバランスで成り立って

向けクイズやアンケートなどを行なってい

いることがわかります。

ます（図 12）
。2017 年 9 月 23 日に横浜公

さまざまな価値観のある中で、このよう

園で行われた横浜カーフリーデー 2017 ＆モ

な調査を通して、例えば水素の場合は、技

ビリティウィークでは、MIRAI の試乗会を

術的な信頼がステーションの建設にかなり

行いました（図 13）
。

影響力があることがわかります。さらに、

また、価値調査として、市民の水素ステ

その信頼性を理解するためには、ある程度

ーションの受容性モデルを作成しています。

の技術に関する知識をもつ必要があります。

MIRAI などを用いて、800 人の市民に意識

つまり、技術の確立に加えて、市民が技術

調査を行いました。水素ステーションの安

の特徴を知ること、つまりエネルギーリテ

全性や、事故被害の大きさに対する印象、

ラシーの向上が、重要である可能性が示さ

水素の安全性や水素ステーション利用意識、

れました。

14 価

の水素ステーションの 容性

ル

水素ステーションの仕組みについての知識

など、受容に関わる価値観をいくつかの様

14. 地域とエネルギーリテラシー

相に分けてそれぞれの要因の関係、重み付

都市というのは莫大なエネルギーの消費

けをアンケート調査の中から見て行きま

地なので、エネルギーのあり方をどう考え

す。そこから、市民が考えていること、受

るかは非常に重要な課題となります。昨今、
886

水素ステーションの安全性
の

の

水素の安全性

知識は信頼性向上に影響がある

技術の

性

容性

水素ステーションの

水素の性

、

技術

の る184

から

の
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成

水素ステーションの 容（

）

）

社会
市民にとって直接的なメリットがないため受容性との関係はほぼない

技術の知識は直接的に
受容性に影響しない
Hienuki. S, Yoshie.H, The 13th Biennial International Conference on EcoBalance 2018. Abstract book p.133.
How is the Acceptability related to Knowledge or Experience in the Case of Hydrogen Fueling Stations?

図 15

ル

水素ステーションの 容（FCV

水素ステーションの

動

と

市民が持つ水素への多様な価値観の中で、
技術の信頼性はステーションの受容性に大きく影響を与える

価値調査例：市民の水素ステーションの受容性モデル（提供：稗貫峻一氏）

国内で都市が消費するエネルギーとエネル

エネルギーの地産地消を考える上では、

ギーを生産する地域で使われるエネルギー、

今後、都市がどのような形になるのか、コ

エネルギー格差が問題になりつつあります。

ンパクトシティになるかメガシティになる

先日、JST（国立研究開発法人科学技術振興

かによって、エネルギーの生み出し方の方

機構）の「2050 年のエネルギーを考える」

針も変わってきます。その状況で、エネル

ワークショップに参加しましたが、都市が

ギーの地産地消に可能性があるか、本気で

過剰に使っているエネルギーは地方から供

議論する必要があります。その中には、水

給されているけれど、地方がエネルギー供

素エネルギーも入ってくることが想定され

給を中止すると、都市はどうなるか、そう

ます。

いう可能性はあるのかを議論しました。議

最終的に、消費者側の意識が非常に重要

論の中で、都市はエネルギーを自給し地産

な鍵になります。社会の中に取り入れるエ

地消する必要があって、そのためには都市

ネルギーの選択肢を増やすためにも、使う

はコンパクトになっていかないと成り立た

側にエネルギーリテラシーは無くてはなら

ないのではないかということなど、エネル

ないものです。現状では常にエネルギーが

ギーに関する都市と地域の関係性が議論さ

供給されている中で暮らしているので、日

れました。

常生活を送る上では、エネルギーの選択肢

現状では原子力発電所などは、人口の少

など考える場面は皆無です。しかし、さま

ない地域に建設されていて、そこから都市

ざまな場面で考える機会を設け、リテラシ

に電力が供給されています。その構図が成

ーを身につけて行くことで、最終的に色々

り立たなくなる可能性があるのであれば、

な形のソリューションが完成するというの

都市と地方のバランスを考える上でもエネ

が、地域とエネルギーリテラシーの考え方

ルギーリテラシーは重要な争点となります。

です。これが我々の目指しているところで

もう一点、エネルギーというのは、他の

もあります。

商品や生産物と違い、非常に扱いづらい。
それは、消費者のエネルギーに対する考え
方の違いからきています。例えば、野菜や肉、
魚の産地については気にする消費者も、エ
ネルギーの産地について考えることはあま
りないでしょう。今使っているコンピュー
タの電力は、原子力発電なのか、再生可能
エネルギーなのか気にして生活する人はほ
とんどいない。そういう意味で、エネルギ
ーには産地の概念が無いので、エネルギー
に対する感覚をきちんと整理することも重
要になっています。

特記なき図版は澁谷忠弘氏提供。
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フラットで双方向的な世界へ：「地域間協力（連携）」の構想と取り組み

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授
佐藤 峰
１. 地域間連携で解決する双方向的な世界

標として、採択された MDGs（ミレニアム

に携わってきました。横浜国立大学では、
“地

開発目標）では、医師が処方箋を与えるよ

域の人々や、行政・企業・NPO などと連携

うな、先進国の専門家が途上国の問題を精

して、ヨコハマ、かながわ地域ならではの

査し、状況判断した上で活動指針を示すと

魅力を活かした地域のナレッジベースの構

いう上下関係のある援助の形でした。それ

築 ” をめざす、
地域連携推進機構『ネクスト・

に対して、SDGs には専門家による一方的な

アーバン・ラボ』が発足していますが、そ

診断ではなく、世界共通で同じ課題を抱え

の中の地域間協力ユニットの一員としても

る地域同士が連携することで、課題の対処

活動しています。

方法のシェアに繋がるという新しい発想が

今日は地域間連携という新たな立ち位置
で地域課題を解決できるのではないかとい
うお話しをしたいと思います。
みなさんは横浜市が SDGs（持続可能な開
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開発目標です。2015 年までに達成すべき目

私は人類学者として、長年国際協力

佐藤

含まれています。
背景としては、先進国の資金力低下によ
っ て、 一 方 的 な 援 助 の ス タ イ ル が 難 し く
なってきたことと、世界の貧困をみると、

発目標）の未来都市に選定されたことをご

extreme poverty（極度の貧困）と言われる

存知ですか？

状況が多少緩和し、途上国にもミドルクラ

SDGs に関連するプロジェク

トが横浜市で採択され、コンサルタントな

スが出現してきたことがあります。これは、

どに発注されることになれば、みなさんも

裏を返せばグローバル化によって、地域格

受注する機会があるかもしれません。ここ

差が減少したため先進国か途上国かに関わ

で注目したいのは、連携による横浜型モデ

らず、高齢化が進み、化石燃料の枯渇化が

ルの創出です。

問題になっているなどの課題が共有できる

SDGs と い う の は、2015 年 か ら 2030 年

ということです。今、世界は経済の成長だ

までの 15 年間に、途上国、先進国に関わら

けでは解決できない地球規模の課題に直面

ず、政策や施策に取り組む際の指標となる

しています。その軸になる SDGs に繋がる

と

野毛坂グローカル代表
奥井 利幸
問題として、環境、福祉、経済についてそ

繋げる新しいネットワーク型の課題対処の

れぞれバランスを取りながら解決していく

仕組みを作り、盛り上げていける人が世の

必要があるのです。

中に増えると、より良い世界ができ上がる

今後予想される変化について、広井良典

のではないか、というのが地域間連携、地

氏の著書『グローバル定常型社会―地球社

域間協力ユニットで私たちが考えているこ

会の理論のために』には、資本主義が進む

とです。

と最初は物質を消費し、次にエネルギーを

今日はこのことを具現化して活動されて

消費し、さらに、金融、情報を消費し、今

いる、野毛坂グローカル代表の奥井利幸さ

後は時間を消費していくことになることが

んにお話しいただきます。

書かれています。自分が何をすることに価
値をおくか、価値があると思うことに時間

２. 野毛坂グローカルの活動

をかけるならば、何に時間をかけたいか、

奥井

世界の人々が自ら考えるようになってきた。

際協力の仕事をしていました。主に海外支

その時に、コミュニティの存在が浮かび上

援のコーディネート業務で、障害者支援や

がってくる。そういうことが世界中で起こ

少数民族支援、里山作り、人身売買対策、

るのではないかと書かれています。また、

高齢者支援、コミュニティ開発などに携わ

同じようなことを 150 年以上前に、イギリ

っていました。その後帰国し、2016 年に野

スの哲学者、ジョン・スチュアート・ミル

毛坂グローカルを設立し現在にいたります。

私は長年国際協力機構（JICA）で国

は予言しています。経済成長が打ち止めに

野毛坂グローカルは横浜市の野毛山を拠

なってきた時こそ人間の成熟が始まり、そ

点に、
「地域コミュニティの中と地域コミ

の時に生活者としての技術を改善する余地

ュ ニ テ ィ の 外 の 学 び あ い ＝ TO CONNECT

は大きいと。

LOCAL AND THEME COMMUNITIES」

と

生活者の中には専門家は入れないので、 「 海 外 の 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ と 日 本 の 地 域
それをコーディネートして知見と知見とを

コ ミ ュ ニ テ ィ の 学 び あ い ＝ TO CONNECT
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OVERSEAS LOCAL COMMUNITIES」を目指し

ミュニティ活動に参加したことはあります

て活動しています。

か？

ここで一つ質問させていただきます。み

ほぼ全員？

最初の質問より随分増えて

なさんの中で、地域のコミュニティ活動に

いますね！

参加したことのある方はいらっしゃいます

ティ活動だと思っていないながらも自然と

か？

参加した経験はあるということですね。

２、３人？参加したことのない方が多い

つまり多くの方が、コミュニ

ところで、今現在、コミュニティ活動に
参加している方はいますか？

ですね。
では、確認です。コミュニティ活動には
どのようなものがあるでしょうか？

子ど

も会や町内会、PTA などで行われているラ
ジオ体操などはそうですね。夏祭りや、お

３人ですか？

多くの方が子どもの頃は

地域の活動に参加した経験があるけれども、
今はしていないということですね。
では、子どもの頃、自宅の周辺にどのよ

餅つきなど、他にも年間を通してさまざま

うなものがあったでしょうか？

なイベントが行われています。これらはコ

保育園、自治会、商店、クリニック、神社

ミュニティ活動といえますね。

やお寺。その頃は近所の人から声をかけら

それを踏まえて、もう一度伺います。コ

幼稚園、

れた経験もあると思います。その後、高校

自分から見た社会のリソース（日本）
高校
大学

高校・大学以降の
活動の場
（子ども時代と異なる）
サークル

友人
病院

近所の人

ショッピング
センター

幼稚園
保育所

クリニック

図１
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自治会

お寺
神社

自分から見た社会のリソース（日本の場合）

と

地域の
店

子どものときの
活動の場

進学の頃からは電車に乗って自宅周辺以外

はなく広くなるケースが多い気がします（図

に出かける機会も増えますね。大学生にな

２）
。

ると、自宅から徒歩で通っている人はほと

では、日本では成長するつれコミュニテ

んどいなくなり、それなりに遠方、場合に

ィ活動に参加する人が減ってしまう原因は

よっては全国から集まっています。つまり、

何なのでしょうか？

日本では、成長するにしたがって地域コミ

している昼間は地域外での学校や仕事があ

ュニティから外れた場所に生活の場が移っ

る、もしくは、コミュニティ活動の対象は

ていくというのが現状です（図１）
。

子育て世帯や老人などがメインで、若者は

コミュニティが活動

途

活動のターゲットに含まれていない、そも

上国も日本と同様、高校や大学に進学する

そもコミュニティ活動自体に魅力を感じら

と、地域の外に出向く機会は増えます。し

れず、貴重な時間を使って参加する意義を

かし、日本との大きな違いは、生まれ育っ

感じられない、などさまざまな理由が考え

たコミュニティでの活動も継続しつつ、そ

られます。一方でどこのコミュニティでも

の上で活動範囲が広がっていくケースが多

若者の参加を望んでいますので、できれば、

いことです。もちろん人にもよるのですが、

学生のみなさんにも原因をよく考えていた

成長にするにつれ活動範囲が移動するので

だいて、地域コミュニティの中で提案して

では、途上国ではどうでしょうか？

自分から見た社会のリソース（

）
の

から

る

高校
大学

サークル

友人
病院

近所の人

ショッピング
センター

幼稚園
保育所

図２

地域の
店

自治会

クリニック

高校・大学以降の
活動の場（
る）

お寺
神社

子どものときの
活動の場

自分から見た社会のリソース（途上国の場合）

049

ない関係に委ねることで、権利を守ること

いただけると良いかと思います。
ところで、今日、日本のコミュニティ活

が目指されてきたということです。

人付

それでも、かつてのコミュニティに魅力

き合いが面倒だ、干渉して欲しくない、必

を感じられる瞬間があり、田舎の生活に残

要性がないという人は多いと思います。そ

る、人とのふれあいや温もりを求めて都会

もそも地域の助け合いというのは、プライ

から移住する主人公を描く映画が作られる

バシーが守られない弊害もあります。また、

くらい、コミュニティは未だに魅力ある環

例えば高齢者のお世話といった行政サービ

境でもあるわけです。

動は壊れてしまったのでしょうか？

スをコミュニティに委ねると一律の質の担

今の日本に求められているのは、過去の

保されたサービスではなく、権利や公平性

しがらみや窮屈さに縛られた負のイメージ

面でも問題もあり、コミュニティでのサー

のあるコミュニティへの回帰ではなく、新

ビスが家族や地域に過剰な負担となる可能

しい形のコミュニティなのではないかと考

性もあります。また、サービスの提供者と

えています（図３）。

受容者で上下関係が生じてしまいます。行
政のサービスであれば、権利として受け取

３. 途上国と日本のコミュニティの比較

れるものが、地域コミュニティによるサー

制度や規定、計画性、予算などを途上国

ビスであれば、感謝を強要されるという面

と日本で比較してみると、概ね日本の方が

があるということです。そのように公平に

整備されていると考えられます。では、コ

格差なく誰もが均質のサービスを受けるた

ミュニティ活動の質はそれに比例している

めに、地域コミュニティは有害になること

でしょうか？

もありうることから、地域コミュニティを

昨年、子どもを３人連れて児童館に遊び

わざと壊して今のような福祉の社会化を目

に行った母親が、児童館の「大人１人につき、

指してきたともいえます。
「社会化」という

子ども２人まで入館可能」のルールにそぐ

のは、顔の見える関係ではなく、顔の見え

わないということで、入館を拒否されたと
いう事例が話題となりました。
もちろん安全面に配慮した公
共施設としての児童館の対応
として、間違ってる訳ではな

た

な

か 人

の

ニ

いでしょうが、これが途上国

な

ら とき

るお
る

でのことであれば、その場に
応じた柔軟な対応が取られた
可能性が高かったと思います。

も

また、少し古い事例ですが、

た

1995 年 の 阪 神・ 淡 路 大 震 災
の際に、ガレキの中に取り残

な
図３
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地域コミュニティに求められること

と

された人を救助するために、災害救助犬が

刻を争う際の対応としてはもやもやしたも

スイスやフランス、イギリスなどから緊急

のを感じます（現在は法改正され、受け入

援助で来日したことがありました。ところ

れの方法も変わっています）
。2004 年に発

が動物検疫の規定により、受け入れに手間

生したスマトラ沖大地震・インド洋巨大津

取り、災害救助犬が入国するまでに時間を

波で、私は国際協力機構（JICA）の国際緊

要するというがありました。担当者それぞ

急援助隊員コーディネーターとして、現地

れがきちんと対応を行った結果であると思

において支援機材のタイへの通関業務を担

いますが、ガレキの下の人の救助という一

当しましたが、とにかく緊急に救助をする

所

学校

所

学校

1
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（

）

ニ

1

ニ
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ことが優先され、事務手続きについては通

ざまなコミュニティでの活動の様子の写真

常と異なる手順も認められ、迅速な入国が

を並べてみると、途上国と日本で見分けが

可能だったという経験があります。どうし

つかないほど似たような活動が多々ありま

ても阪神大震災の際との違いを考えてしま

すね（図４）。
また、横浜とタイの社会的地域リソース

います。
もちろん、さまざまな意見・見方があり、

を比較すると、市長、議員、民生委員、児

賛否両論あるかと思います。制度や規定が

童委員、自治会長、環境事業推進委員、保

きちんと整備され、計画的で、予算がある

健福祉活動推進委員、青少年指導委員、な

ことは素晴らしいことですが、制度や規定

どさまざまなソースがあり、実は途上国で

が整備されていることが、ともすればそれ

も同じような役割の人がいて、途上国と日

に頼りがちになり弱みになりうる、つまり

本で驚くほど似ています。（図５）。

柔軟性や主体性、アイデアなどが出にくく

同じ土俵で学び合うことは容易であると

なることもあるかと思いました。その点で

思います。では、何が違うのでしょうか？

は途上国から学ぶべきこともあるのではな

日本では地域コミュニティで何かを企画運

いかというのが、私の問題提起です。

営する際に、警察の許可、行政の許可、保

ところで、診療所や学校検診、防災訓練、
コミュニティ食堂やお祭り、これらのさま

健所の許可が必要になります。また、周辺
住民への説明も必要です。途上国では、地

とタ の地域リソース

自治

神
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会

自治会

ン

地域
保

図５

自治会

社
ニ セ
ンター

横浜とタイの地域リソース比較

と

会

域の活動に対してのクレームが起こること

なかなか難しいので、結果的にコンサルタ

はあまり考えられませんが、日本ではお祭

ントのような専門家が主体となって企画運

りのお囃子は騒音だ、運動会の音がうるさ

営を行うことが多くなっています。その結

い、などクレームの対象となるので住民の

果、素人の突拍子もない、フレッシュでユ

合意が必要で、合意が得られなければ企画

ニークなアイデアが実現しにくいというの

の実行ができないという現状があります。

が日本の一般的な状況かと思います。安全・

ま た、 広 く 住 民 に 裨 益 す る 活 動 で な い

安心の代償に何かを失っている気がします。

と 許 可 さ れ に く い、 つ ま り、 あ る 特 定 の
人、一部の層に裨益するものであっては許

４. コミュニティを双方向に学びあう

可されにくい現状もあります。その上さま

そこで野毛坂グローカルでは途上国と日

ざまな法律や規定に基づいた処理が必要と
目と心で向かい合おう

本で地域コミュニティの学び合いをするこ

なります。食べ物を提供しようと思えば保

とで、突拍子もないことから新たな発想に

健所にも届け出なければなりませんね。当

よる企画を実現しようという取り組みをし

たり前のことではありますが、企画者がこ

ています。逆に海外も日本のコミュニティ

の段階で疲弊してしまうということが往々

の経験から学ぶ部分もあるでしょう。日本

にして起こるのです。イベントの企画は楽

国内だけではなく、海外と双方向で学ぼう

きを経なければならない。それは素人では

一般的に「国際協力」とは、先進国が途

目と心で向かい合おう
しいけれど、それを考える前に様々な手続目と心で向かい合おう
という提案です。

9

もの
かもの
かもの

もの
かもの
かもの

グ ー ル

の活
・

など

地域コミュニティ

地域コミュニティ
日本から
（
・地域

ー ）

タ からの
（
・地域

ー ）

9

9

日本から

図6

タイと日本の地域間交流
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上国を支援し、技術や制度を先進国と同じ

がら医学以外のことが一番重要とおっしゃ

レベルに持ち上げるというのが従来の考え

っているのです。

方でした。それに対し、野毛坂グローカル
では、先進国と途上国とで経験や技術を相

５. タイ・ブンイトー市の高齢者デイケアセ

互に伝え合い、交換して両方で盛り上がっ

ンタープロジェクト

ていこうという取り組みをしています。

タイ、バンコクの北 40 ｋｍ、人口約 10

具体例としては、日本からは若者や地域

万人のブンイトー市では高齢者デイケアセ

のメンバーの混合チームがタイを訪問し、

ンターの設立を計画中です。このプロジェ

タイからも日本を訪れ、まちの活性化、福祉、 クトが画期的なのは自治体の主導で実施し
防災など具体的な地域の課題について意見

ていることです。というのは、タイをはじ

交換するプロジェクトを企画中です。

め途上国では、保健福祉や高齢者ケアなど

地域の発展には「よそもの、わかもの、
ばかものが必要」と聞いたことがあります
か？

す。国が作成した計画に沿って、全国一律

しがらみに捕らわれない「よそもの」
、 に施設を全国に普及させることは、全く何

新たな発想をできる「わかもの」
、突拍子も

もないレベルの完全な途上国では有効です

ないことを言う「ばかもの」が大切という

が、タイのような発展している中進国では

ことですね。外国人はまさにそういった人

地域の二―ズをよく知る自治体が中心にな

に該当するわけです。
（図６）
。

って、高齢者福祉を行うことが有効と思わ

以前訪問した、タイで地域開発を手がけ

れます。また、運営に関しては、ボランテ

る病院の院長の言葉が印象的でした。家族

ィアや有償ボランティアの協力で運営予算

や友人と触れ合う、実際に肩と肩手と手が

不足を賄うなど、さまざまな工夫がみられ

触れ合う写真を見せながら、
「このような触

ます。ボランティアが運営の中心的役割を

れ合いこそが重要で、現場こそが学びの場」

担うことは、日本では考えられませんが、

だとおっしゃっていました。医師でありな

タイでは自然な発想です。

グ ー ルの活動
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は国が主導する施設や施策が中心となりま

と

一方で、現地では、具体的な技術やノウ

それを否定するのではありませんが、一方

ハウ、管理マネージメントの経験が不足し

で政策を担う人や管理職は現場の情報を十

ているので、日本からそういう技術をもつ

分認識していないことも多く、また現場の

方々や自治会で見守り活動や、健康診断な

教職員の力を生かせないことと繋がると思

どのコミュニティ活動を取り仕切る町内の

います。

人たちが現地を訪問して助言をする予定で

まちづくりに関する国際協力に関しても、

す。しかも一方通行ではなく、現地のボラ

本省や指導的立場の人への働きかけだけで

ンティアの方々を日本のコミュニティに招

なく、コミュニティに直接働きかける、い

いて、タイの地域コミュニティの魅力を説

や学び合うことが重要です。現場の一番近

明していただくという双方向の学び合いも

いところで現場を一番知っている者同士が

計画しています。

意見交換することにより、もっとも現場の

高齢化というのは、日本に限った問題で

ニーズに沿った活動になり、またその成果

はなく、タイやベトナム、中国、マレーシ

をお互いボトムアップしようというアプロ

アなど各国で問題になっています。中でも

ーチです（このようなアプローチを「エン

日本は以前から高齢化が深刻化しているの

パワメントアプローチ」とよびます）
。この

で、「高齢化先進国」であることを逆手にと

ようなアプローチを進めていこうと思って

って、色々な意味で諸外国に貢献する「ア

います。

ジア健康構想」も立ち上がっています。日
本がこの分野で途上国に貢献する、あるい

佐藤

は日本が逆に学ぶことは多いと思っていま

し質問をさせていただきます。双方向の学

す。

びの上で実際に人々が行き来する費用につ

お話しいただいたことについて、少

いてはどのように用意されますか？
６. 今後の国際協力
今後の国際協力の形として、住民主導型

奥井

自治体と自治体との連携であれば、

での途上国支援を提案したいと考えていま

自治体国際化協会（クレア＝ CLAIR）から

す。一般的な国際協力では、たとえば「学

最高 300 万円の補助プログラムがあります。

校教育」の改善を図るという課題への取り

神奈川県では「かながわ民際協力基金」と

組みの場合、教育省のような本省が校長や

いう「共に生きる」テーマの最高 200 万円

教頭など学校の管理職に改善を指示し、そ

の助成金があります。そういったものの活

の管理職が現場の教職員に浸透を図るトッ

用や、タイの研究をされている大学の先生

プダウンで行われます。国際協力の世界で

などとネットワークを作り、研究旅行と並

も同様に、直接の現場での働きかけではな

行して活動するのも有効なのではないかと

く、本省や、せいぜい管理職や核となる教

考えています。

職員への働きかけが中心ではないでしょう
か。論理的にはその方が効率的だからです。

佐藤

このモデルが、従来の専門家が指導
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するというモデルと比べて優れている点は

にはこう、３年後には……と計画的に進ま

何ですか？

ないことが沢山あります。むしろ計画通り
にいかないことの方が多いです。プロジェ

奥井

専門家というと、大学の先生や保健

クト管理側としては、そこで強引にトップ

福祉の分野では医療関係者などが含まれる

ダウンで物事をすすめがちです。しかし、

と思います。もちろん、そのような専門家

それでは地域の状況に合致しない、ニーズ

の参加は前提ですが、実際に地域で活動す

にあわないプロジェクトになってしまう危

る方々が現地で学び合うことで、実際の現

惧も感じて来ました。

場の状況を踏まえた活動提案をお互いに行

そういう意味では、プロジェクトデザイ

うことができます。また、それらの情報を

ンをあまり綿密に組みすぎない方が良い場

専門家にフィードバックすることも有効で

面もあるのではないかと考えています。

あると思います。

野毛坂グローカルとしては、もっとも重
要視しているのは、日本のコミュニティの

実際に交流・学び合いが行われた場

リーダーと現地のリーダーが同じ場面で一

合、期間についてはどのように設定される

緒に行動すること。自分たちの力がついて

のですか？

たとえば３年規模のプロジェ

くると、相手の力もついてくる、それによ

クトでその後は住民の方々で活動してもら

ってグローバルに社会全体が変わっていく

うというようなプロジェクトの出口の計画

ことを狙いとしています。それが持続性に

があるのでしょうか？

繋がります。あまりタイムフレームを厳密

学生

に考えないのは、税金で事業をしていない
奥井

先ほど述べた自治体国際化協会の補

助金の例ではプロジェクト期間は最低２年

先日は、タイ自治体の市長さんたちに来

です。どのようなプロジェクトであっても、

ていただいたときに、町内会館で地域の人

人・物・金をどれだけの期間にどれだけ投

たちと飲み会をしました。町内会館で海外

入して、その想定する成果が何か、終了後

の市長さんたちと地域住民がお酒を飲みな

の持続性をどう担保するのか明確にプロジ

がら意見交換する中で新たな発想がでてく

ェクト設計することは重要です。国際協力

ることもあります。

機構（JICA）で働いているときには私は常

実は、ブンイトー市でのデイケアセンタ

にそのような仕事を行っていました。多く

ープロジェクトもそのような機会に出会っ

のプロジェクト、たとえば道路をつくる、

た市長さんに興味を持っていただいたこと

橋をつくるようなプロジェクトでは有効で

がきっかけでした。新たなアイデアは会議

しょう。

室の中から生まれてくるだけではない事例

しかし、長年の私のコミュニティの現場
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NGO の強みであるといえます。

です。

の経験から、生身の人を相手にするプロジ

他にも野毛坂グローカルの活動では、障

ェクトでは、１年後にはこうなり、２年後

害者インターナショナル（Disabled Person

と

International）の方々と意見交換会をした

社会になっていますが、このような時代の

り、ミャンマーで学校づくりや地域開発を

新しいコミュニティのあり方は何なのでし

手がける NGO と横浜市立一本松小学校で意

ょうか。途上国は未だに地域コミュニティ

見交換会など行なったりしています。一つ

が強く日本は弱くなりつつありますが、い

のプロジェクトを精密にデザインするので

わゆる橋渡し型のテーマコミュニティ、地

はなく、スポットベースで活動を進めるこ

理的には遠方にいながら、SNS で繋がり、

とで、全体の仕組みができ上がって行くこ

時に実際に会って、盛り上がるという関係

とを目指しています。

性も珍しいものではなくなってきています。
そのような状況でコミュニティ同士を繋げ

学生

最初から全く補助金を使わないで活

ること、また、SNS でヴァーチャルに繋が

動するのは現実的に難しいとは思いますが、

ることのできる時代に、わざわざフィジカ

最終的にはコミュニティで経済的に回る仕

ルに移動して、その場で経験することの持

組みが成立しないと、継続性を持たせるの

つ味についてはどうお考えでしょうか？

は難しいと思います。
奥井

野毛坂グローカルはコミュニティの

一番重要な点だと思います。補助金

内と外、海外と日本を繋げることを目指す

頼みではプロジェクトは成立しません。プ

団体です。コミュニティと、その外にある

ロジェクトをまず達成するために、経過中

テーマ型コミュニを繋ぐことも目指してい

に補助金が必要とされることもありますし、

ます。今まではスポットに色々なところで

私も使っています。しかし、ある一定の達

イベントを企画してきましたが、今、本拠

成の後は現地が主体となって、運営してい

地として西戸部町にコミュニティスペース

く、ソーシャルビジネスベースの発想が必

を作ろうとしています。他のコミュニティ

要となると思います。先のブンイトー市の

スペースとの違いは何かというと、コミュ

デイケアセンターでも、受益者負担をどう

ニティの人だけでなく、テーマに合わせて

するのか、財源的なサステナビリティをど

色々な場所から人々が集まってくることで

う確保するのかは現在重要な課題として地

す。その繋がりから新たな活動が生まれる

域住民も含めて話し合っているところです。

ことを期待しています。また、例えば私は

奥井

外国のコミュニティとは SNS やメッセー
田舎のコミュニティの繋がりが濃い

ジで日々やり取りしています。スカイプで

環境に魅力を感じることがあれば、関係が

話すこともあります。ツールとしてバーチ

蜜であることによる、しがらみや窮屈さに

ャルなものはとても有効であると思います。

不満を覚えることもある。コミュニティの

しかし、同じ課題を一緒に考え共感する上

存在は社会の変化によってさまざまに評価

で、リアルな関係性は非常に重要と考えて

されています。現代はより個人ベースで地

います。

佐藤

域とコミュニティ活動が繋がりを持たない
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佐藤

学生を連れてフィールドワークでコ

えるのが一つの課題になると思います。

ミュニティに入っていくと、よく言われる

縦割り行政によって、住民主体の新たな

のは、「学生さんは４年するといなくなって

目線による企画が通りにくいというお話が

しまう。毎年コロコロ変わる」ということ。

ありましたが、都市計画の立ち位置から見

このコミュニティスペースはそのようなビ

ると、それは通常のことで、その間をいか

ジターとレジデンスの間を取りもつという

に取りもつかが重要になってきます。例え

ことですか？

ば、現在進行中のプロジェクト、和田町エ
リアマネージメント協議会では、さまざま

毎年コロコロ変わるというのはデメ

なステークホルダーが一同に会し、和田町

リットですが、メリットでもあると思いま

というエリアについて協議します。今、エ

す。１人の自治会長が 30 年間自治会を牛耳

リアマネージメントの考え方が随分浸透し

ると新たな発想も出てきません。毎年アク

てきましたが、これは結局、今まで縦割り

ターが変わるということは、新陳代謝を促

ゆえに進捗しなかった状況を、地域のステ

すというメリットもあるのです。そのよう

ークホルダーが集まって知恵を絞ることで

な、新たな方向性を発信して行きたいと考

お互いに変えていこうという取り組みです。

えています。

これがスムーズに進行すれば、他の地域で

奥井

横浜というのは、地域コミュニティの中

も活用できる可能性があるということで、

にリソースパーソンがたくさんいらっしゃ

逃げずに真正面から取り組むべき問題だと

る魅力的なエリアです。野毛山の自治会館

思います。

に素晴らしい地図が掲示されていたのです

そのためにも、野毛坂グローカルのよう

が、制作したのは 80 代の方で元々大手のメ

な活動を通して、観念ではなく、実態とし

ーカーでエンジニアをされていたと聞きま

て何が得られるのか掴むことが重要だと感

した。他にも、大学の先生や、音楽家、さ

じました。

まざまな能力を持つ方々が住んでいるので、

学生の皆さんはグループワークで提案す

面白いコミュニティを作り、それを発信し

る際に、今のようなことも含めて、地域に

て行く土壌のある地域だと考えています。

即した調査をし、早い段階でスキームを絞
り込み、それが成り立つための諸条件を解

高見沢

現代は公平な社会を築くために、

あるいは、質の高いサービスを提供するた

決する立場に立って、リアリティのある提
案をして欲しいと思います。

めに、あえてかつてのコミュニティを壊し
てきたというお話がありました。私は都市
計画の側面から、そのコミュニティを再構
築する側の仕事をしています。地域創造論
で取り組もうとしている課題も、対象はさ
まざまですが、何かを再構築する方法を考
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特記なき図版は奥井利幸氏提供。

と

震災とコミュニティ－大熊町を事例として－

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授
吉原 直樹
１. 復興の方向と性格
私の専門は社会学です。エンジニアリン

から、被災地での生活の内部から立ちあが
る、
コミュニティに根ざした「小文字の復興」

グの視角から震災復興を考える場合、どち

も同時に進めていくべきではないかと考え

らかというと結果をシミュレートして、そ

ています。

こに向けてどれだけのことを達成すること

コミュニティベースドという言葉がある

ができるかが課題となるようですが、社会

ように、社会学での復興は、被災者や被災

学的に考えると、震災復興は少し違ったも

地がいかに生活復旧できたかが基本になり

のになります。そこで、今日は社会学的な

ます。創造的復興では地域の外から見て産

観点から、震災復興のあり方について考え

業がどれだけ再生、活性化したかが重要に

てみたいと思います。

なりますが、他方で被災者や被災地の生活

政府は東日本大地震から 10 年、令和 2 年

復旧が置き去りにされ、ややもすれば技術

（2020 年）までを復興創成期間と定め、さ

至上主義に陥りがちです。創造的復興では、

まざまな取り組みを進めています。そこで

産業用インフラの整備／更新や土木建築物

基調となっているのは創造的復興という考

の再生など、ハードの回復が中軸に据えら

え 方 で す。 こ れ は 開 発 主 義 体 制 の 延 長 上

れますが、社会学では、復興の過程において、

にある「大文字の復興」
（大沢真理）であ

被災者が厳しい状況からいかに立ち上がり、

り、震災復興と日本再生を同時に達成しよ

復興主体として変容するかが重要になって

うとする点に最大の特徴があります。創造

きます。そういう意味で、被災者の内省的

的復興では、被災者や被災地からの内発的

（リフレクティブ）な契機や被災者間の、あ

な要求に基づくというよりは、国が主導し

るいは被災者と非被災者との間の共通感覚

て、土木や技術に多額の資金をつぎ込んで

のようなものが重視されます。

地域を再編するという大掛かりな復興がメ
インとなります。そのような
「大文字の復興」
はもちろん必要ですが、私は社会学の観点

２. 大熊町との関わり
私はこれまで福島県大熊町を通して、震
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災復興と深い関わってきました。大熊町は、
東日本大震災によって事故が起きた福島第

3.11 の直後、私は研究者としてではなく、

一原発のお膝元の自治体です。放射性物質

１人のボランティアとして福島市に入りま

の拡散により、現在でも町の 96％が帰還困

した。当時、東北縦貫道も東北新幹線も空

難区域で、住民の方々は自宅に帰ることが

路も全く利用できなかったので、SNS を駆

できずにいます。除染作業は続けられてい

使して通行可能な道を探り、給油できるガ

ますが、低線量被曝の恐れもあり、全域に

ソリンスタンドを調べながら、自家用車で

帰宅が許可されるのは非常に難しいという

何とか福島市に辿り着きました。そしてボ

のが現状です。

ランティアとして自分に何かできることは

私は、震災から５ヶ月後の 2011 年７月か

ないかを考え、その延長上でずっと聞き取

らほぼ隔週で、大熊町の方々が避難されて

りを行ってきました。それは学術的な調査

いる会津若松市に通っています。横浜国立

ではなく、とにもかくにも被災者に寄り添

大学での講義を終えた金曜日の午後、新幹

うことを考えたわけです。そのようにして

線に乗り、郡山経由で会津若松市に出かけ

大熊町の方々が避難所から仮設住宅へ、さ

ております。もう 100 回以上出かけたこと

らに復興公営住宅へと移動するのに合わせ

になるでしょうか。大熊町にも通算５、６

て聞き取り活動をしてきました。

避難先の大熊町役場（会津若松市）
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回訪れています。

と

と

そうした聞き取り活動は、日本学術振興
会科学研究費（挑戦的萌芽研究）によって

熊町と双葉町の復興は、今後 50 年～ 100
年かかるとも言われています。

可能になりましたが、同時に日本学術会議

この間、国や県は避難指示区域の解除を

の防災減災学術連携委員会委員および同社

進め、双葉町以外は帰町がおこなわれてい

会学委員会東日本大震災の被害・影響構造

ます。しかし被曝の恐れが完全に払拭され

と日本社会再生の道を探る分科会委員長の

ていないこともあって、子育て世代など若

活動とも多少とも関連があります。

い世代を中心に、帰還がすすんでいないと
いうのが実状です。各町村の住民の意識調

３. 大熊町の今

査結果をみると、
「帰る」とする者は高いと

福島県は中通り、浜通り、会津の３地域

ころでも 10％ほどであり、しかもそのほと

に分けられます。原発が立地しているのは、

んどは高齢者です。政府や当該自治体の帰

大平洋側の浜通りです。ここに福島第一原

還施策に住民の意向が反映されていないこ

発と第二原発があります。第一原発の爆発

と、また、住民、被災者にもさまざまな考

直後、放射性物質は北西に広がり、その後

え方の人がいるという多様性が踏まえられ

中通りから栃木、埼玉、千葉、東京等へと

ていないことが懸念されます。まず「帰還

広がっていきました。発電所に最も近い大

ありき」が前提になっており、いわば「出

年貢町復興公営住宅（会津若松市）
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来レース」で避難指示区域の解除がおこな

ら８年が経過し、復興に関する報道が極端

われています。そしてそのことが住民間に

に減少していることが注目されます。この

分裂をもたらしています。

ところ、2020 年の東京オリンピック開催に

また、避難指示区域に指定されている間

向けて、早期に復興を完了させたいとする

は、避難住民一人ひとりに対して一定額の

思惑とともに、震災そのものを忘却の河に

賠償金・補償金が給付されますが、帰還す

流そうとする動きが顕著に立ちあらわれて

ると一方的に打ち切られてしまいます。賠

います。先に触れた被災地への賠償・補償

償金・補償金は被災者の生活の復旧にとっ

の打ち切り、被災者に対するバッシングな

て欠かせないものですが、これが打ち切ら

どもこうした動きと連動しています。私か

れてしまうと生活が一挙に不安定化する恐

らすれば、忘却は社会的暴力に等しいもの

れがあります。そもそも、賠償金・補償金

です。

は事故を起こした事業者である東京電力が

さて以上述べてきたことの問題状況が集

支払うべきですが、現実には東京電力を救

中的に立ちあらわれているのが、復興補助

済する形で、賠償・補償の費用や廃炉にか

金のあり方です。この間、被災地自治体に

かる経費については、復興税という名目で

は湯水のごとく復興補助金が流れ込んでい

国民から徴収している多額の税金が充てら

ますが、実はこの膨張する復興補助金を巡

れています。

り、被災地で補助金獲得競争が起こってい

ちなみに、賠償金・補償金に関連して、
「避

ます。いうまでもなく補助金の獲得のため

難区域外の住民の自主避難は自己責任であ

には、自治体が存続しなければなりません。

る」と論じ、賠償・補償の対象ではないと

したがって被災地では自治体の存続を証明

する政府の方針も見ておく必要があります。

するために、過剰なほどにインフラ整備に

なぜなら、こうした自己責任論は、結果的

取り組むことになります。極論すれば、被

に避難区域の住民と区域外の住民を分断し、

災者は戻らないのにインフラだけは整備さ

選別的な復興施策をおしすすめることにな

れる。そしてインフラ整備のために、作業

っているからです。

員をどんどん受け入れ、
「作業員の町」に変

またメディアではあまり取り上げられて

わっていく。被災地では今こうした事態が

いませんが、原子力以外のエネルギー、た

進んでいます。こうした事態についてはや

とえば風力やバイオなどの再生可能エネル

むをえないところもありますが、どこか復

ギーによってつくり出された電気を各事業

興の本筋から外れているような気がします。

者が輸送するために東京電力の送電網が使
われているにもかかわらず、送電事業によ

ところで「作業員の町」は、経産省によ

高止まりが容認されているという問題もあ

って推進されている、福島イノベーション・

ります。

コースト構想（福島国際研究産業都市構想）

なおメディアに関して言うと、震災か
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４. 復興拠点の実相

る収益が電気料金に還元されず、そのため

と

と

の進展に促されるようにしてすすんでいま

す。福島県のホームページには、イノベー

料金や水質の維持、私たち生活者にとって

ション・コースト構想について「東日本大

の利益は後回しにされる危険性が生じます。

震災及び原子力災害によって失われた浜通

水道水をそのまま飲める国は世界で 16 ヵ国

り地域等の産業を回復するため、当該地域

しかないと言われる中で、日本の水は比較

の新たな産業基盤の構築を目指すものです。

的安全とされてきました。しかし、民官企

廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産等

業によって水道事業が運営された場合、料

の分野におけるプロジェクトの具体化を進

金は上がらずに水質を維持するということ

めるとともに、産業集積や人材育成、交流

が保証されるとは限らないのです。

人口の拡大等に取り組んでいます」と記載

同様に、バイオ企業や放射能廃棄ビジネ

されています。先行的に復興拠点開発を行

ス、アグリビジネスの海外からの参入につ

い、ここから廃炉や除染に焦点を当てた新

いても、慎重に協議していく必要がありま

産業の育成に積極的に取り組んで行くとい

す。国は、アメリカやヨーロッパの企業の

うことです。原子燃料サイクル施設や国家

参入を促そうとしており、被災地がビジネ

石油備蓄基地、風力発電基地などエネルギ

スの対象となって、海外に売られていく危

ー関連施設の集中する六ヶ所村のような開

険性があるのですが、ほとんど問題として

発を行おうとしています。

取り上げられていません。私がいう「小文

これは、ナオミ・クラインのいう「ショ

字の復興」が置き去りにされ、マネーゲー

ック・ドクトリン（惨事便乗型資本主義）
」

ムの対象としてしか見られないような状況

のひとつのかたちであり、先に述べた「大

が部分的に立ちあらわれています。

文字の復興」に当たるものです。福島イノ
ベーション・コースト構想推進本部会議の

５. 自治体存続に照準した復興拠点開発と行

膨大な議事録の中に、海外のバイオ企業や

政区コミュニティ再編策の矛盾

放射能廃棄ビジネス、アグリビジネスに市

私が関わってきた大熊町では、復興拠点

場を積極的に開放することが強調されてい

開発を行いながら、同時に行政コミュニテ

る部分があります。開発のために、海外か

ィを再編しています。復興拠点開発に資金

らの企業の参入を受け入れることを推奨し

を過大に投入し産業インフラの整備を急ぐ

ているわけですが、これは大変重要なイッ

一方で、生活インフラの整備は後回しにな

シューを構成しています。

っています。もちろん拠点開発をおし進め

昨 今、 日 本 で は 被 災 地 だ け で な く、 全

る上で人々がどう住まうかについて考える

体・全領域にわたって世界的市場に開放し

必要があり、コミュニティのありようが重

ようとする動きが出てきています。たとえ

要な争点となっています。大熊町や周辺町

ば、水道法が改正され水道事業の民営化が

村は震災前は部落行政区単位でコミュニテ

可能となりましたが、これによって、海外

ィが組織されていましたが、原発の爆発に

の企業もどんどん参入してきます。そうす

ともなう町民の町外への避難とともに行政

ると効率を重視した議論は進められますが、

区そのものがなくなってしまいました。に
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も関わらず、大熊町は行政区を前提とする

今のままだと、無理やり行政区を残そう

絆補助金制度を作り、人のいない行政区に、

とするためのアリバイ証明としてコミュニ

３年間で１億円の基金をつぎ込み行政区を

ティ施策が展開されているといわれてもし

維持、再編しようとしています。それでは、

かたありません。

人の存在しないところに、無理やり行政区
を再編するために配布されている補助金は
具体的にどのように使われているのでしょ

「大文字の復興」は急ぐ復興です。期間

う か。 事 業 報 告 や 会 計 報 告 等 で み る か ぎ

を設定してそれまでにどれだけ達成するこ

り、1 年に 1 回の総会開催に要する費用（参

とができるか、つまり数値目標を掲げます。

加費や懇親会費を含む）が支出の主項目と

自治体を存続させるという正当性確保のた

なっています。もちろん、避難によって生

めに数値目標を設けて、それに向かって懸

活地が分散してしまった被災者が、総会を

命に走り続ける復興ですね。これは、被災

機に久しぶりに顔を合わせ交流を図るとい

者にとっていわば「遠景の復興」であって、

うことはコミュニティ形成の重要な契機に

自分たち自身の復旧と直接関わってこない

なり得ます。同時に、絆補助金がコミュニ

ところで行われるものです。しかし、帰る

ティ形成により有用に活かされるためには、

者を前提としているこうした復興は、被災

生活者としての被災者の多様なニーズによ

者の多くが帰らない状況下では、リアリテ

りマッチングする必要があると思われます。

ィを喪失していると言わざるを得ません。

たとえば、今、被災地に特有の問題とし

そこで、もうひとつの復興の可能性につ

て行政区を巻き込む形でお墓の問題が出て

いて考えてみたいのです。急がずに待つ、

きています。特に中間貯蔵施設の建設予定

コミュニティベースドの「小文字の復興」

地内にあるお墓を移転する必要が出てきて

の可能性です。復興と一言で言っても、個

いますが、お墓自体、セシウムに汚染され

人やコミュニティによって、それぞれ求め

ているので、移転先から受け入れられず、

る形は多様です。一つひとつ違う形の復興

行き場がないという深刻な問題に直面して

を待つというスタンスを確立して、被災者

います。大熊町では今後そのような問題が

の手の届く「近景の復興」を達成すること

切実になることが予想されます。しかし、

が求められています。被災者の涙や笑顔と

それを議論する場はありません。

ともにある、固有のドラマを奏でる「小文

補助金はこうした問題を解決するための
議論の場を設けたり、
「小文字の復興」のた
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６. ひとつの復興ともうひとつの復興

字の復興」もあるのではないでしょうか。
京都大学の岡田知弘さんが「人間の復興」

めの課題に向き合う NPO やボランタリーア

ということを言っておられます。まさにそ

ソシエーションなどの活動にも充てられる

れこそが私たちの考える「小文字の復興」

べきではないかと考えるのですが、補助金

です。文字通り、コミュニティベースドの

の制度的壁にはばまれてうまく活用できて

内から立ち上がってくる復興です。イノベ

いないというのが実状です。

ーション・コースト構想のように海外の企

と

と

業が参入し、利益だけを獲得し、収益が上

いるのです。津波による電源喪失で原子炉

がらなくなったら、撤退してしまうという

の冷却ができなくなり、チャイナシンドロ

スタイルではなく、地域の自立性が担保さ

ームで爆発が起こったことを想定しての訓

れることで、それが、被災者の生活者とし

練だったわけです。訓練では、そうした状

ての自立の回復に繋がるような復興ですね。

況を想定し、行政区ごとに避難することを

今の帰還政策は被災者を分断しています

定めた行動指針がリーダーに知らされてい

が、そうではなく、さまざまな被災者を包

ました。ところが、避難所での聞き取りか

摂していく復興を考え、単線型ではなく、

ら明らかになったのは、3.11 直後、そうし

複線型の復興を追求する必要があります。

た行動指針にもとづいた誘導はなく、多く

当然、被災地への帰還や定住を前提とした

の方々は車でバラバラに逃げたということ

既存のコミュニティではない、いうなれば

です。これを聞いて、「コミュニティは、あ

「コミュニティ・オン・ザ・ムーブ」
（動き

るけどなかった」ことがわかりました。コ

つつあるコミュニティ）に根ざすような復

ミュニティが機能していれば、リーダーが

興が考えられます。これは社会学の課題で

誘導して、行政区ごとに避難することがで

もあり、今までコミュニティを考える場合、

きはずなのです。しかし実際には、震災時

定住を前提としてきましたが、これからは

にコミュニティが機能しなかっただけでな

モビリティを念頭に置いたコミュニティも

く、もっと以前から個人化が進んでいてコ

考える必要があります。まさにパラダイム・

ミュニティが半ば崩壊していたのではない

チェンジが求められているわけですね。

かと考えられます。つまり個人主義的な生
活様式が浸透する中で、いくら行政区単位

７. 被災地のコミュニティに寄り添って（学

で避難訓練を行っても効果が限られていた

生との質疑応答）

わけですね。

学生

震災の避難所を訪れて、従来のコミ

避難所では、従来の区長さんや自治会長

ュニティとの違いを感じられることはあり

のリーダーシップがおよばないところで、

ますか？

新たな即興のコミュニティが生まれました。
危機的状況の中でさまざまな救援物資をそ

社会学の研究者としてではなく、ボ

のまま放出すると、無秩序な奪い合いにな

ランティアとして避難所に入り、いろいろ

る危険性があります。したがってその場で

な方々とお話しをして聞こえてきたのは、

適切に整理・配分し、それを守らない人に

震災直後、とりわけ原発事故直後、バラバ

ついてはきちんと注意する人が必要になる。

ラに避難した人が多かったということです。

それは区長や自治会長など元々リーダーだ

相双地区の市町村では、過去 20 年間にわた

った人ではなく、即興でありながらきちん

って、毎年原発事故を想定した避難訓練が

と対応でき、家族ごとに必要な物資が平等

行われてきました。3.11 の５年ほど前から

に行き渡るように差配できるリーダーが自

は電源喪失を想定した避難訓練も行われて

然と誕生し、一種の「災害ユートピア」の

吉原
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ようなものができあがったのです。

大きなものから作り込んで細かい部分へと

避難所は応急的に身の安全を守るために

突き詰めていく。小文字の復興は逆に小さ

身を寄せるところですが、その後生活の復

な人の繋がりやコミュニティから、拡大し

旧を求めて仮設住宅に移るようになると、

ていくものと解釈しました。その上で、復

そこに自治会ができます。しかしそれらは

興に関しては、まず大文字の復興が先行す

ほとんどが行政主導でつくられたものです。

るのではないかと考えました。なぜかとい

復興施策を速やかに上から下へおろして行

うと、人の繋がりやコミュニティを整える

くためにはそのような自治会組織が必要に

だけでは生活の基盤が揃わないので、大文

なるからです。それらはたしかに、上から

字の復興である程度環境を整え、そこから

施策を下ろすには有効ですが、住民のニー

器だけの復興にならないようにするため

ズをすくい上げ、下から上へつなげていく

に、ある時期から、小文字の復興に移行し

媒体組織としてはあまり機能せず、かえっ

て行くべきなのではないかと考えたからで

てディスコミュニケーションの状態をうな

す。また、小文字の復興で入り込んだコミ

がすことになりがちです。ですから、その

ュニティでの要望から必要とされるハード

ようなギャップが生じる中で、自治会とは

が浮き彫りになる場合は、再び大文字の復

別の、コミュニティベースドで、かつ外に

興へと戻ることも必要になります。その時々

開かれたサロンのようなものが立ちあらわ

で、大文字と小文字の行き来を繰り返すこ

れるようになったのですね。

とでしっかりとした復興を目指せるのでは
ないかという結論になりました。

池島祥文准教授

グループ２

ある「小文字の復興」を対比し、小文字の

を 優 先 し、 さ ま ざ ま な 地 域 に 避 難 さ れ た

復興を重視して行くべきだというお話しを

方々が新たに住む土地でのコミュニティ形

していただきました。しかし、ハード面か

成がスムーズに進むようにしながら、交通

ら復興を支える立場であれば、まず大文字

インフラとしての道路や鉄道など大文字の

の復興ありきという見解もあるかと思いま

復興へと進むのが良いと考えました。小さ

す。復興には両方の側面があると考えられ

なコミュニティや新しいコミュニティに住

ますが、学生の皆さんはどちらを優先すべ

む人々、町役場の人々などと協議しながら、

きか、皆さんの専門分野からはどのような

新たな流入者を増やせる都市デザインを提

復興がありえるか、グループごとに話し合

案して行くほうが大文字の復興がより効果

ってもらい意見を聞いてみたいと思います。

的になるのではないかと考えたからです。

グループ１
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吉原先生には創造的復興

である「大文字の復興」と、人間の復興で

自分たちにとって、大文字の

グループ３

私たちはまず、小文字の復興

まず大文字の復興で大枠が整

復興と小文字の復興がどのようなものかを

い始めたら、小文字の復興で人々を主体と

整理しました。大文字の復興はハード面で

して、実際にどのようなまちにしたいのか

と

と

を聞き取りながら進めるべきと考えました。

れたことは響き合っているように思います。

実際にはこのバランスが難しいと思います。

一つの特化した立ち位置に立たないという

どこまでが大文字でどこからが小文字なの

点で、みなさんの議論はとても心に響きま

か、線引きも難しいです。

した。
今日は話の内容を明確にするために、復

グループ４

どちらにも決められませんで

興を「大文字の復興」と「小文字の復興」

した。復興は最終的にお金の問題になりま

という二本立てで説明しましたが、どちら

す。大文字の復興だけを考えると、避難先

かに偏って議論が進められる問題ではない

から元の住まいに帰還しない人にはそのお

のです。みなさんが両方大事だと考えてい

金が還元されないことになるので、小文字

るのは、復興問題についての一つの見識だ

の復興で避難した先の生活にもお金を使う

と思います。それぞれ地域の特性、資源を

ことができれば、比較的平等に還元される

活かしながらフレキシブルに考えていく。

のではないかと考えました。

復興は構造的な面と機能的な面にまたがっ

研究室の活動で石巻市の商店街の復興に

ており、構造的には「大文字の復興」は避

携わっています。石巻には復興公営住宅が

けられないけれど、具体的にどう機能して

建設されましたが、他から避難されてきて

行くか、作用していくかという段階で「小

公営住宅に住む方々と、地元の商店街の方々

文字の復興」が重要になってくるような気

でコミュニティの乖離が見られます。これ

がします。あるいは構造を機能させる上で

は大文字の復興で整備した復興住宅が、中

復興をいくつかのフェイズに分ける必要が

身、ソフトやコミュニティについて考えら

あるのかもしれません。

れていなかったために起こっている問題に

今日ここに来ておられるみなさんはエン

見えました。復興を考える上ではそれをど

ジニアリング専攻の方が多いと聞いてお

う解決するかも課題の一つです。

り ま す。 そ こ で ひ と つ 言 っ て お き た い の

そこで石巻の商店街では行政と大学、商

は、倫理なき技術はむなしいということで

店街の組合が共同でハードの整備や使われ

す。若いみなさんが、これから研究者、あ

方の多様性について考える努力をしていま

るいは現場に進まれて専門に従事したとき

す。街並み委員会という集会をして、ハー

に、どこかで倫理とは何かを考えていただ

ドの整備が終わった今でも続けられていま

ければ幸いと思います。最後に、みなさん

す。ですから、ハードを整備する段階で、

の意見を伺って、私自身もとても勉強にな

新しくコミュニティや地域に入ってくる人

りましたし、狭い技術主義に陥っていない

を交えて整備して行くことも重要なのでは

ことを知り、これからの未来に大きな希望

ないかと考えています。

を抱くことができました。

吉原

私が被災地で被災者たちと出会い交

わる中で学んだことと、みなさんが議論さ

特記なき図版は吉原直樹氏提供。
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SDGs 未来都市・横浜の挑戦と “ ヨコハマ SDGs デザインセンター ” のこれから

ヨコハマ SDGs デザインセンター センター長
信時 正人
1. 産官学連携でのまちづくり

セクターで活動してきた経験から、産業界、

近年、SDGs という言葉はさまざまな場

公共、大学間の仕切りはより低くあるべき

面で聞かれるようになりました。内閣府は

で、今後日本もそのような方向へ進んでい

2018 年度と 2019 年度に横浜市を含む 60 都

くべきと思っています。

市を SDGs 未来都市に選定しました。さら

そもそもまちづくりの目的の一つは何か

に横浜市は 2018 年度に 4000 万円を上限と

というと、まちを活性化することです。こ

する補助金の得られるモデル事業都市に指

れについては 2009 年に横浜で開催された

定されました。もともと横浜市は 2011 年環

『低炭素都市推進国際会議 2009』でのコペ

境未来都市に選定され、環境負荷をおさえ

ンハーゲン市長のプレゼンテーションが印

ながら経済的に発展し、市民生活の質を向

象的でした。コペンハーゲンはいまでも環

上させるまちづくりの取り組みを積極的に

境問題に積極的な都市であり、環境的に非

進めてきましたが、今後はさらにステージ

常に先駆的な取り組みをしているというイ

アップさせ SDGs 未来都市の実現に向けて

メージがありますが、市長は「自治体とし

取り組みを進化させることになります。そ

ては二酸化炭素の排出量を削減して温暖化

れを主導していくのが、私がセンター長を

対策をすること自体が目的なわけではない。

務めるヨコハマ SDGs デザインセンターです。 私たちにとって最も重要な目標というのは、
私は三菱商事株式会社、財団法人 2005 年

みんなが活性化して市民が住みたいと思え

日本国際博覧会協会（愛・地球博政府出展

るような都市へと発展していくことだ」と

企画・催事室長等）
、東京大学大学院新領域

いう主旨の話をされました。温暖化対策を

創成科学研究科特任教授を経て、2007 年横

施した結果、市民にとって、魅力の感じら

浜市に入庁しました。横浜市では都市経営

れる都市にならなければ意味がないという

局都市経営戦略担当理事、温暖化対策統括

ことです。

本部環境未来都市推進担当理事などを経験

また、国内では、地方創生のトップラン

してきました。まちづくりや環境に関わる

ナーとして有名な島根県海士町の元町長山
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内道雄氏が「町長は中小企業の社長で、町

づくりに関わる方々が全て同じである必要

役場は住民のための総合サービス商社だ」

があるわけではなく、違いを生かしつつ、

と常々おっしゃっていました。町が I ター

ワイドなレンジで共に進む姿勢が必要なの

ンを推進したり、産品を輸出したりするの

ではないかと考えています。オーケストラ

に積極的です。今後は自治体も地方創生や

はさまざまな楽器からなりますが、一つの

自治体としての魅力の創出に積極的になら

ピースになっていくのは楽譜があるからで

なくてはいけない。行政による上からの目

す。そこでコンダクター、指揮者の存在が

線ではなく、住民のためのサービスという

重要になってきます。これからは、大学院

意識をもち、環境対策もまちの活性化の一

で学んでいるような皆さんがコーディネー

部である必要があるわけです。

ターやプロデューサーになり、コンダクタ

私は 2006 年に公と民と学がフラットな

ーとして活躍することが期待されます。

関係で対策していくために UDCK（柏の葉
アーバンデザインセンター）を立ち上げま

２. 環 境 モ デ ル 都 市・ 環 境 未 来 都 市 か ら

した。これまでは国の決定の枠組みの中で

SDGs 未来都市へ

自治体が条例を作り、その規制の中で民間

横浜市が環境モデル都市・環境未来都市、

企業が動く。市民は甘んじてそれを受け入

SDGs 未来都市としてどのような経緯を経

れていた。よく、高層ビル建設反対だとか、

てきたかを模式的に現すと、まず、官民連

携プラットフォームのパートナーシップが
ラブホテル反対だと住民が運動を起こしま
横浜市は、平成23年に環境未来都市に選定され、環境負荷を押さえな
ベースです（図１）。2008 年に環境モデル
すが、それではもう遅いのです。建築確認
がら経済的にも発展し、市⺠⽣活の質を向上させるまちづくりの取組を積
都市に選ばれ、ここでの目標は低炭素都市
申請が出て、初めて市民に周知される。そ
極的に進めてきた。今後は、環境未来都市の取組をステージアップさせ、
の実現です（現在までに全国に 25 都市が選
れでは遅い。その前に市民が参加していか
SDGs未来都市・横浜の実現に向けて、取組を深化させることにチャレン
定）
。2010 年には経済産業省による次世代
なくてはいけないのです。私は産官学での
ジしていく。（2011年、次世代エネルギー・社会システム実証事業）
経験から、立場によって全て価値観が異な
ることがよくわかりました。しかし、まち

図１
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（出典）内閣府資料などを参考にエックス都市研究所が作成

環境モデル都市・環境未来都市から SDGs 未来都市へ

と

2

エネルギー・社会システム実証事業実証地

気機器メーカーなどと協力し、環境技術の

域に選定されました（他３都市）
。2011 年

導入を主軸に公害撲滅を掲げて取り組んで

環境未来都市に指定されグリーン成長、つ

いました。その結果、公害問題が改善され、

まり低炭素化を産業とすることと、超高齢

清浄な大気や澄んだ海へと改善されてきま

化への対策が二大課題となりました。そし

した。環境技術の導入を進めたことが、北

て、2018 年、SDGd 未 来 都 市 に 選 定 さ れ

九州市の取り組みの特徴です。また、同時

SDGs の追求、パリ協定の推進や、国際貢献

期に環境モデル都市に選定された富山市は

が求められています。内閣府や経済産業省

LRT（次世代型路面電車システム）の導入を

から４つの指定を受けているのは、横浜市

柱に環境や高齢化への対策を進めています。

と北九州市の２都市だけです。

北海道下川町は森林をテーマに環境問題に
取り組んでおり、世界でも有数の森林共生
都市で、バイオマス発電やバイオマスの熱

３. 環境モデル都市
横浜市は 2008 年に環境モデル都市に応
募した際、「知の共有、選択肢の拡大、市民
力発揮で大都市型ゼロカーボン生活の実現

供給福祉施設の運営をするなど、CO2 ゼロ
で運営する施設も実現しつつあります。
それでは、横浜にはどのような特徴があ

を目指す」を主軸に提案しました。北九州

るでしょうか？

は環境に先進的な都市として、ずっとライ

分のまちの特徴を知ることから始まります。

バルのように取り組みを進めてきましたが、

環境モデル都市の中で人口約 370 万人とい

その北九州では、民間大手の製鉄企業や電

うのは最多です。私たちは人口は横浜の強
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図２

環境モデル都市提案概要（データは応募時）
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みにもなると考えました。市民力です。市

業として横浜市では、東京工業大学、東京

民の購買傾向が変わると、企業の商品供給

ガス、東京電力、三井不動産、NTT ファシ

も変わり、社会も変わります。そこでマー

リティズ、ドコモ、東芝、JX 日航、日産、

ケットプル型の地球温暖化対策施策を進め

オリックス、日揮、明電舎、NEC、清水建

ることにしました。たとえば、環境のため

設など 34 の企業や大学と連携し 15 のプロ

に、少々値が張ってもプラスチックではな

ジェクトを立ち上げました。

く木のものを買おうとか、再生可能エネル

当初、
「みなとみらい地区、港北ニュー

ギーを使おうという人が増えることで、大

タウン、金沢地区の広域で地域全体のエネ

きな変化に繋がるのではないかと考えまし

ルギー管理システムを技術実証。4000 世

た。ですから、EV（電気自動車）や PV（太

帯

陽光発電）などの技術的な開発と導入だけ

System）を導入。2000 台の EV による実証。

でなく、横浜エコスクールという形で、市

27,000kw の 太 陽 光 発 電 を 導 入、 熱・ 未 利

民の方々への環境啓発活動も車の両輪とし

用エネルギーの利用」を目標に掲げました。

て積極的に行なっているのです。

これは世界の先進都市であるアムステルダ

に HEMS（Home Energy Management

ムやボールダーなどの実績を元に都市の広
4. 次世代エネルギー・社会スステム実証事

さや人口から割り出した数値でした。
結 果 的 に、2010 年 か ら 2014 年 で 市 内

業
次世代エネルギー・社会システム実証事

約 4,200 世帯に HEMS を導入し、横浜ラン

成市
を
にした、
エネルギー ネジ ン の 発・
実証事業
n導⼊実績(2013年度まで）／⽬標（2010〜2014年度）
S（ ームエネルギー ネジ ン システム）（4,200件 000
ネル（36MW 2
、
（2,300台 2 000
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ドマークタワー、横浜ワールドポーターズ、

進してきました。YSCP の成果を生かし、防

パ シ フ ィ コ 横 浜 な ど 29 拠 点 で 統 合 BEMS

災性、環境性、経済性に優れたエネルギー

（Building and Energy Management System）

循環都市を目指すため、新たな公民連携組

による大規模ビル間実証を行いました。太

織 “ 横浜スマートビジネス協議会（YSBA）”

陽光パネルによる発電は 36,000kw、EV は

を 2015 年に発足しました。実証から実装へ

2,300 台導入され、各項目に置いて当初の目

向けた取り組みの実践です。
YSBA の取り組みとして、“ 風力発電所ハ

標を上回る結果を得ることができました。
さらに、民間企業だけでなく、横浜市自

マウイングを活用した京浜臨海部での低炭

体が事業者として、横浜市大センター病院

素水素活用実証プロジェクト ” があげられ

と新南区総合庁舎の間でエネルギー連携を

ます。民間企業と自治体が連携して取り組

行うという新たな取り組みも行いました。

む実証プロジェクトです。風力発電が効率

防災性の向上を目指すコジェネレーション

的に機能するためには年間平均 6m/s 以上

システムが導入され、廃熱を有効利用し、

の風が必要なのですが、横浜市ではその基

CO2 削減、省コスト、BEMS によるエネルギ

準を満たさないため、現在の風力発電の効

ーの最適制御が可能となります。公民連携

率では実証としては厳しいところがありま

のエネルギー最適制御の実証です。

すが、ここで発電した電力を元に、CO2 ゼ
ロで海水の水素電解を行い、圧縮水素によ

５. 実証から実装に向けた公民連携の取り組

って、燃料電池フォークリフトを稼働させ

み ŨűŊňſŒņ°ĪĬÏòĲķ
ています。実際に、キリンビール横浜工場
¦ÄÄ°LÞŭŽŘŋőţ
ğC¸FÜ Ġ
横浜市では、次世代エネルギー・社会シ
と卸売市場でフォークリフトが使われてい
ステム実証地域に選定されたことを受けて、 ます。
⺠
業、
と
して取り組
いる実証プ ジ
民間企業との連携による
“ 横浜スマートシ
バーチャルパワープラント（仮想発電所）
2 ー
の
も めた
プ チ ーンの
活 に ける
な実証事業を推
的システムを実現し、
来の
展 と
化
ティプロジェクト（YSCP）”
構築事業では、横浜市は東京電力エナジー
の
を
エネ

・
2017§«ʳ
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2016§«ʳ
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ハマウィングを活用した京浜臨海部での低炭素水素活用実証プロジェクト
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パートナー（EP）、東芝と協定を締結し、市

拡大を目指しています。

内の小中学校に蓄電池を設置しました。こ

さらに、横浜市は海洋都市としての特徴

れは、通常時は東電 EP が電力の供給調整に

を生かしたブルーカーボン事業にも取り組

活用し、非常時に発電所による送電ができ

んでいますが、こちらも和歌山、神戸、福岡、

なくなった際に、この電池に蓄電された電

阪南、日向などと連携して施策展開を積極

力を供給する、横浜市の防災用電力として

的に進めようと試みています。

利用するという実証実験です。市内各区全
18 校に設置しています（図 4）
。

７. 環境未来都市

６. 広域連携の推進

て、環境未来都市に選定されたことで、さ

これまでお話してきたようなことに加え
横浜市は脱炭素化を目指して、ハマウィ

らに超高齢化への対応も課題となりまし

ングや VP など、積極的に取り組んできまし

た。都市を３層に分けて考えてみると（図

たが、再生可能エネルギーのポテンシャル

５）みなさんが日頃、大学で考えているの

は現在のエネルギー消費量と比較して 10%

は、一番上の文化、芸術、産業、ビジネス

程度でとどまっていて、横浜市全域の分を

活動、コミュニティの分野。私たちが手が

賄うのは難しい状況です。そこで、再生可

けているスマートビジネスは真ん中の、社

能エネルギーを導入した場合に比較的余力

会 的 な イ ン フ ラ の 部 分 で、 エ ネ ル ギ ー に

のある地域と広域連携し、東北地方 12 市町

IOT を導入するようなエネルギーネットワ

村（青森県横浜町、岩手県久慈市、二戸市、

ーク、上下水道、廃棄物処理、医療、介護、

葛巻町、普代村、軽米町、野田村、九戸村、

福祉、子育てなど、ソフト的なネットワー

洋野町、一戸町、福島県会津若松市、郡山市）

クについてです。そして、もう一つ、昨今

と連携協定を締結しました。地域循環共生

注 目 さ れ て き た の が、 下 に あ る、 自 然 環

圏の形成を進める方針です。各地域での余

境（自然のインフラ）についてです。水、

剰電力を横浜市へ送電してもらうという連

緑、大気、地層、土壌について考える必要

携です。具体的には、青森県横浜町からの

があるということで、2011 年東日本大震災

電気はすでに受けており、横浜市の民間企

を機に、注目されるようになりまひた。横

業に供給しているので、市内の企業５、６

浜 市 で は こ れ ら を ICT（Information and

社は 100％再生可能エネルギーで稼働して

Communication Technology ＝ 情 報 通 信 技

いる状況です。

術）インフラでつなぎ、オープンデータで

また、経済産業省と共に仙台市、静岡市、
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進める戦略を打ち出しました。

小田原市、大阪市他 12 自治体と VPP 推進

さらに、これを元に目指すべき将来ビジ

連絡会議を行い、VPP について先進地域で

ョンの実現に向けた課題と目標として５つ

ある横浜市が事務局となり、VPP に対する

のテーマを定めました。

知見や課題を共有し、多様な事業事例を情

環境の視点からは、“ 低炭素・省エネル

報発信することで、全国の自治体への普及

ギー……CO2 排出を大きく削減する「スマ

と

ートシティ」の市域全体での実現 ” と “ 水・

の対応など新しい要素を取り入れたまちづ

自然環境……上下水道技術の海外展開支援

くりを目指す」としていますが、具体的には、

／生活の中で自然に親しむ豊かな暮らし ”

みなとみらい地区の 40% の土地が売れてい

の２項目。“ 超高齢化への対応……住み慣れ

なかった 2011 年段階と 2050 年で CO2 排出

た身近な地域における全世代の「つながり」

量を一緒にしようという取り組みです。つ

の実感 ”。地域活性化の視点から “ クリエイ

まり、2011 年以降建設される建物を ZEB 化

ティビティ……文化芸術に夜賑わいの創出

するということです。民間企業 270 社に集

／ MICE 都市の実現 ” と “ チャレンジ……市

まってもらい、CO2 ゼロ、エネルギー問題、

内企業の技術・経営確信による成長産業の

緑環境、イベント、賑わいの創出などを考

強化 ” の５つのテーマです。

える委員会を作り、現在も継続中です。

中でも “ 低炭素・省エネルギー ” と “ 超高

◯持続可能な住宅地モデルプロジェクト

齢化への対応 ” については国から各都市に

……「地域、民間事業者、行政、大学など

与えられた基本的な課題ですが、他は横浜

の多様な主体が連携し、多世代交流、団地

市独自のものです。特に、文化芸術に言及

再生などの地域課題の解決に取り組み、持

しているのは横浜市の特徴だと思います。

続可能な魅力あるまちづくりのモデルを創

この５本柱を達成するために３つのプロ

出」ということで、青葉区たまプラーザ、

ジェクトを立ち上げました。

磯子区洋光台、緑区十日市場、相鉄いずみ

◯みなとみらい 2050 プロジェクト……「世

の線沿線などで展開しています。例えば、

界を魅了する最もスマートな環境未来都市

たまプラーザ駅周辺はかつての高級住宅地

の実現に向け、エネルギー対策や BLCP へ

としてのブランド力のある地域でも、その

化、
、 業、
ジネス活 、
テ
エネルギーネッ

ー 、上
、
、

（
、

図５

横浜の目指す将来像（環境未来都市）

、

、
て

、
、

）
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分高齢化しているという問題があります。

住まいの４倍かというとそうではありませ

既存の暮らしのインフラは現在の居住者で

ん。1.2 ～ 1.3 倍程度とされています。つまり、

ある高齢者にとっては住まいづらく、まち

独 り 住 ま い の 方 が、 １ 人 あ た り の CO2 排

としての魅力は職住近接を求める若い世代

出量は多くなってしまうわけです。ですか

のライフスタイルに合わなくなっている、

ら、今話題のサードプレイスなども含めて

２つのミスマッチがおこっているのが現状

自治会のあり方など住まい方、ライフスタ

です。そこで、私は、住宅政策で沿線開発

イルを見直し、高齢化対策と温暖化対策を

を進めるのではなく、産業政策が必要なの

結びつけて考えて行く必要があるのではな

ではないかと考えています。ファボラボや

いでしょうか。この点については、みなさ

シェアハウスなどを住宅街に作る。産業が

んのように若い方々の発想にも大いに期待

あるところに人は住むということを考えて

したいと思います。温暖化対策、環境、社会、

みても良いのではないかと思っています。

経済、そして市民力。これからはより好循

◯スマートな住まい・住まい方プロジェク

環になる取り組みを進めていく必要がある

トでは、既存家屋の省エネ対策について考

のではないでしょうか。

えます。最近の新築であれば、戸建も集合
住宅も CO2 ゼロが商品価値となりますが、

８.SDGs 未来都市・横浜

既存の建築物を環境に良いものにしていく

2015 年国連サミットで「持続可能な開発

となると当然費用の問題が発生します。私

のための 2030 アジェンダ」が採択され、世

の友人がマンション管理組合の理事長をし

界を変えるための 17 の目標が掲げられま

ていた時に、住民の意見をまとめて、修繕

した。日本も重要政策と位置づけ、内閣府

積立金に国交省の環境住宅推進の補助金を

は横浜市を 含む 60 の SDGs 未来都市を選

プ ラ ス し て、 全 戸 の 窓 を 二 重 サ ッ シ ュ に

定しました。政府は 2016 年に「SDGs 推進

し、ドアも断熱素材と交換しました。すると、 本部」を設置し、日本の優先課題として８
CO2 を 20% 程度削減することができました。 つの SDGs 実施指針を決定しました（図６）
。
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しかも、真冬でも半袖で過ごせるような室

ビジョンとしては、「持続可能で強靭、そし

内環境に改善された。マンションの商品価

て誰一人取り残さない、経済、社会、環境

値は、築年数、駅からの距離や広さで評価

の統合的向上が実現された未来への先駆者

されることが一般的ですが、建物自体のク

を目指す」ことを掲げ、実施原則は①普遍性、

オリティも加味されるべきだというのが彼

② 包 括 性、 ③ 参 画 型、 ④ 統 合 性、 ⑤ 透 明

の発想だったようです。このように住まい

性と説明責任です。国連では、17 goals to

をどう変えるかというアプローチが一つ。

transforming our world という言葉を使って

もう一つは住まい方の問題です。横浜市は

います。transform= 変革するですが、私は、

独居世帯が 40% を超えています。高齢化の

変態だと考えています。幼虫が蛹から成虫

影響もありますが、生涯独身率の向上も一

になるように。それくらいの根本的な改革

因でしょう。４人世帯の CO2 排出量は独り

を必要としていて、既存の延長線上には明

と

るい未来はない、大胆な改革が必要だとい

って、ただ学んでいるだけの大学生活では

う宣言なのです。

なく、積極的に外に出て、色々なことに参

大量生産、大量消費、大量廃棄が豊かさ
の象徴とされた 20 世紀の生活様式のツケ

加して欲しい。その一つのテーマが SDGs
でもあるのではないでしょうか。

が今きているとも言えると思います。エネ

これからの若い世代が目指すところとし

ルギーは最小限に、可能な限り再生可能エ

て、もう一つ重要なのが “ パリ協定 ” です。

ネルギーで、その中で、クオリティを維持、

“ パリ協定 ” は 2015 年に国際気候変動作組

向上する。これは大変なことです。私たち

条約締約国際会議で合意された温暖化対策

の世代のバブル景気の経験は役に立たない

について定めた国際協定です。世界の平均

ことが多いので、みなさんのような若い世

気温上昇を産業革命以前と比較して２℃よ

代がオリジナルに発想して行く必要があり

り低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること

ます。日本では、既存の延長が通用しなく

と、できる限り早く温室効果ガス排出量を

なった歴史が近代に入ってからも２回経験

ピークアウトし、21 世紀後半には温室効果

しています。明治維新と第二次大戦後です。

ガス排出量と吸収量のバランスをとること

明治維新で活躍した、坂本龍馬は 31 歳、吉

が長期目標となりました。2019 年の国際会

田松陰は 27 歳で亡くなるまでに偉大なこと

議でさらにこの基準が厳しくなり 2050 年

を成し遂げています。伊藤博文は 40 代で総

には温室効果ガスゼロを目指すことが合意

理大臣になりました。

ＳＤＧｓ実施指針
されました。その上で、SDGs では生活の質

これからの日本でも、40
代以前の若い世
が
府
に

を
代がリーダシップとっていく必要があるの

（QOL ＝
をQuality of Life）向上を目指さなく
に

てはならない。パリ協定と SDGs の両立が
な
ではないでしょうか。みなさんは自信を持
が
を世界的に求められているのです。
参

（出典）

図6

SDGs 実施指針
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先ほどもお話ししましたが、SDGs に掲

調査し、課題の分析、マーケティングを行

げられているような人口減少、少子高齢化、

なっています。課題があげられたら解決策

飢餓・貧困、地球温暖化の問題は複数の要

の企画、立案、担い手の募集、発掘、育成、

因が絡み合っているため、多くの人が参加

実証実験等の協力、支援をコーディネート

して、多様なステークホルダーがゴールを

していきます。それを大都市モデルとして

共有しながら進めていく必要があります。

作るのがこのセクターのありようです。ソ

みなさんにはそのオーケストラのコンダク

ースはクローズではなく、ネット上でも情

ターを目指して欲しいと思います。

報を収集し、情報交換しています（図７）。

９. ヨコハマ SDGs デザインセンター

トが動きはじめています。

その中で、実際にいくつかのプロジェク
ヨコハマ・ウッドストロープロジェクト…

ヨコハマ SDGs デザインセンターは SDGs
未来都市・横浜のビジョン実現を目指して

横浜は海洋都市でもありますので、海洋汚

設立されました。センターは自らもステー

染の問題にも敏感にならなくてはいけない

クホルダーとして企業、大学 NPO、地域活

ということで、海洋プラスティック削減の

動団体などと連携して課題解決に取り組む

一つとして、ウッドストローの普及を目指

目的志向、実践型中間支援組織として位置

すプロジェクトです。横浜市の水源でもあ

づけられています。ニーズとシーズを収集

る、山梨県道志村の間伐材の利用促進によ

実
ス
に ながる
を
に、
化の実現に
シアムを ち上 ま 。

・ ー ス・取組を発 し、 く
させていくこと
を
ちの
なステー
ル ーに る ン ー

ÿ

t%

t%

ɣʗɭʙɧɓʊ
Sʠ

ɴɦɕʗɫʗɮʙ
ÿ

ÿ

ー ス
市⺠ 事業

に

取組
・

化
図７
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ヨコハマ SDGs デザインセンターのアクションプロジェクトの流れ

と

って、森林の適正管理、林業の活性化、新
たなビジネス機会の創出も目指しています。

した。
具体的には、個人宅から生活拠点までの

製作したウッドストローを横浜市内で利用

移動を円滑にするラストワンマイルの実現

する地産地消型の取り組みです。ただし、

ということで、コミュニティ活動のオンデ

このウッドストローは１本 50 円です。数回

マンド化に取り組んでいます。これによっ

再利用することはできますが、普通のスト

て、地域の商業施設や病院なども利用しや

ローが１本 0.1 円程度であることを考える

すくなり、地域の活性化、経済効果を高め

と、コスト的には勝負になりません。今後

ることにも繋がり、また、オンデマンド化

もう少し努力を重ね、１本 10 円くらいにな

することで、自家用車の利用が抑えられ、

れば、例えば、喫茶店で 600 円のジュース

低炭素化という意味で環境対策にも繋がり

に 610 円払うことを市民が選択してくれる

ます。

ようになると、本格的に普及して行くかも
しれません。

さらに、その先にはモネテクノロジーズ
との連携によって自動運転化も目指されて
います。地域住民からは、オンデマンド化

10. 誰もが「住みたい」「住み続けたい」と

した上での新事業の発案もなされており、

思える住宅地に

新しい雇用が生まれる可能性もある。地域

旭区若葉台団地ではオンデマンドバスの

のニーズと企業のシーズをマッチングする

実証実験を 2019 年に２回行いました。若

ことで、社会問題、環境問題、経済問題、

葉台団地はおよそ 90 ヘクタールの敷地に

全てを循環する事業がここでプロデュース

14,000 人が暮らす大規模団地です。横浜市

できる状況が揃ってきています。

内の他の郊外型の団地同様、若葉台団地で

このような社会、環境、経済にまたがる

も交通弱者の問題を抱えています。交通弱

問題解決、事業化をプロモートしていくの

者は横浜市 18 区それぞれに区に存在してい

が、ヨコハマ SDGs デザインセンターの役

て、駅やバス停など公共交通機関を利用す

割です。また、今後は、ビジネス、アート、

るまで 15 分～ 20 分かかるエリアが問題と

エンターテイメントが融合した SDGs 普及

なっています。その中で、私たちが若葉台

の啓発も行なって行きます。例えば、資源

団地に注目することになった要因の一つと

リサイクル事業協同組合と一緒に進めてい

して、環境問題や社会問題への取り組みに

る「環境絵日記」プロジェクトなどがあげ

前向きな方々が居住されていることがあり

られます。環境絵日記は 20 年続いてきた取

ました。現在では国の政策でも取り組みが

り組みで、小学生に環境問題や環境保全に

進められている、レジ袋の有料化について、

ついて、子どもたちが家庭で話し合ったこ

若葉台団地周辺では 2005 年時点で早々に取

とや自分で考えた内容を絵と文章で表現し

り組もうとされていた。そのような背景も

てもらいます。私が横浜市で本部長をして

あり、環境モデル都市としてプロジェクト

いた時に、共催をはじめ、その後、教育委

を進めて行けるのではないかと考えられま

員会も関わり、横浜市以外の環境未来都市、
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にも広がりを見せています。みなとみらい

を募っています。横浜市はこのような問題

で、高層ビルの足元で、農作物をたくさん

に熱心な中小企業も多く、アイデア博を開

作り、地震などの際も地元の食材を美味し

催し、さまざまな提案をしていただくなど

く食べられる市にして欲しいというものや、

取り組みを進めています。デザインセンタ

太陽光発電のドローンが、パートナーとし

ーは、多様な主体と複合的なアライアンス

て登録されている子どもの日よけがわりに

を実現していくこと、ストーリーを紡いで

なったり、ミストを散布したりする。災害

いくことを重要な視点としています。コミ

時にはパートナーの所在地を知らせる機能

ュニティセクター（住民、地域活動）、市場

も持ち合わせているなど、夢の詰まったア

セクター（企業、民間組織）、公的セクター

イディアがたくさん生まれています。子供

（自治体、国）と連携し、そのハブとなる

たちの発送は海や自然、を綺麗にしたいと

ことを目指しています。環境 SDGs 未来都

願うものばかりです。このイメージを大切

市である、北海道下川町が横浜市に続いて、

にしたいと思わせるようなものばかりです。

SDGs パートナーシップセンターという、中
間支援組織を作りましたので早速連携をし

11. ヨコハマ SDGs デザインセンターと今後

ました。今後、北九州、大阪堺、宇都宮な

のまちづくり

どでも中間支援組織を作ろうという動きが

ヨコハマ SDGs デザインセンターは関内

あるので、うまく行けば全て連携していく

のメデジアビジネスタワーに拠点がありま

方針です。センターとしての存在価値をあ

す。会員制度を設けていて、横浜型「大都

げるためにもさまざまな連携を進める必要

市モデル」の創出に向け、パートナー会員

があり、当然、大学の先生方にも顧問とし

ɺʙɶʡŇȼƏȢɌɴɦɕʗ
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てたくさん参加していただくようになりま

ゆる情報を集め、そのビックデータを処理

す。来月には大学だけでなく、小中高も含

して役所に提言しと、役所はそのデータを

めて SDGs に関わる研究をされている先生

元に政策を進めるのです。神戸市でもこれ

方でアカデミック関係のグループを発足さ

を取り入れようと、さまざまなトライをし

せます。

ています。これによって、必要なところに

まちづくりは多様な要素を一つの形に集
約させていくというストーリーであると考

必要なコストをかける。無駄のない政策が
可能となるわけです。

えています。地球温暖化などに代表される

そして、ガバナンス、資金調達も重要な

自然環境、少子高齢化、防災など、さまざ

問題です。横浜市も 2019 年から、人口曲

まな問題を受け止めてどう解決していくか。

線が減少傾向へと転じました。税収が今ま

横浜市でも、建築局、都市整備局だけでなく、 で以上には増えることはないと考えた方が
ソフトに関わる部局と連携していく必要が

良いです。税収は減るが福祉、健康、医療、

あります。ソフト＝目に見えないまちづく

は数パーセントずつ伸びています。ですか

りの基礎をハード＝目に見えるデザインに

ら、今後、福利厚生費と税収が逆転するこ

変換する仕組みを確率しなくてはなりませ

とが予測されます。今後は、行政も新しい

ん。たとえば、都市計画や建築分野と、エ

資金調達を考える必要が出てきます。大阪

ネルギー分野の人材が交わる機会は少ない。

市は 2015 年に日本で初めて BID（Business

これは横浜市に限ったことではなく、世界

Improvement District、 ビ ジ ネ ス 活 性 化 地

的にも同じ傾向があるようです。今後はエ

区）の運用を始めました。他にも TIF（Tax

ネルギーと都市開発を融合させる必要があ

Increment Financing） や SIB（ ソ ー シ ャ ル

るということです。

インパクトボンド）など新たな資金調達の

ソフトの項目の中でひとつ注目したいの

方法が模索されています。

が、センシングとビックデータ処理につい

そのような意味でも、センシングによっ

てです。私が関わっている三宮地下街のプ

て、本来の姿をよく知ることは非常に重要

ロジェクトで、空調の制御によって CO2 を

だと思っています。高度経済成長やかつて

40% 削減することができました。このプロ

の世界経済のように右肩上がりで拡大して

ジェクトでは、地下街にセンサーを配置し、

いく市場が対象だった時代ではなく、今後

人の多い時には、冷気を出し、人の少ない

は少子高齢化や、環境対策という意味でも

時には冷気を出さないコントロールをする。

社会が縮小傾向に向かうことが想定されま

センシングしてコントロールすることによ

す。そのような社会では、物事を掛け算で

って、快適性を損なうことなく、エネルギ

思考していく必要があります。今後は多様

ーを抑えることが可能となるわけです。

な専門性をまとめられる人材が求められる

神戸市と姉妹都市であるバルセロナには

ということだと考えています。

生態学庁があり都市を生態として捉えてい
ます。さまざまなセンサーを駆使してあら

特記なき図版は信時正人氏提供。
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2035 年に当たり前に木材のある社会を目指して

飛騨五木株式会社 企画研究室長
すみれ地域信託株式会社 常務取締役
井上 博成
1. グループ全体のビジョン
今日の講義のタイトル「2035 年に当たり

ます。①信託会社による金融事業、不動産

前に木材のある社会を目指して」というの

事業から始まり、②森林施業、木を切って

は、井上グループ全体で掲げるビジョンの

山から下ろす林業部、③製材・乾燥などを

１つです。私自身はグループ内の２社に籍

行う製材業、④バイオマスエネルギーは③

を置きながら京都大学大学院の博士課程で

で出る端材やオガクズを利用したエネルギ

経済学を専攻しており、特に自然資本に関

ー事業、⑤建築事業では設計や建設を手が

心があります。GDP を作る上では、人工資

け、⑥地域商社として飛騨高山から全国へ

本に注目されがちですが、地域にある自然

森林の可能性を発信しています。⑦森林資

資本を使って地域を変えられないかという

源・人材の育成として、高校生との教育連

発想から５年前からグループ内の様々な会

携プロジェクトや植林事業等もがけていま

社の立ち上げに関わっています。

す。①～⑦をグループ内で循環させています。

井上グループはもともと私の祖父が起こ

本社のある高山市は人口９万人弱の自治

した林業の会社を起点に創業家の井上家を

体に年間 450 万人の観光客が訪れるという

中心に活動しています。現在はすみれグル

特徴があります。海外からの観光客も多く、

ープと飛騨五木グループの２つに分かれて

特に中心部にある、屋台は祇園祭などと並

いて、すみれグループでは不動産、金融事

び、日本三大屋台祭りの一つで人気があり

業など、飛騨五木グループでは林業、製材、

ます（図１）。世界遺産の白川郷も近く、古

工務店、設計事務所・商社事業・エネルギ

い街並みが残されています。近隣には、映

ー事業などを展開しています。本社は岐阜

画『君の名は』の舞台のモデルとも言われ

県高山市にあり、可児市・各務原市・養老町・

る飛騨市があり、未だに聖地巡礼で訪れる

輪之内町・岐阜市・東京京橋に支店や店舗

人があとを絶ちません。

があります。グループ全体で 150 名ほどの
メンバ－で活動しています。
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グループ内は７つの業態で連携をしてい

自治体としては日本で１番面積が広く、
2
2177.61km あり、東京都全体と同程度の広

さですが、そのうち 93％が森林です。森林

ます。私は高山のことが好きなので、多く

だけでも大阪府がすっぽり入ってしまうほ

の若い世代に移入してもらうためにも、地

どの面積があります。飛騨の家具というブ

域固有の資本（例えば自然資本、文化資本

ランドを聞いたことのある人も多いかと思

等）を最大化できる人材を輩出する４年制

います。これほどの森林面積を誇るのです

大学を作りたいという意識が強くありまし

から、飛騨の家具と言えば、地元の木材を

た。そのためには政治的なアプローチをす

使っていると考えると思いますが、そのほ

るのがいいのではないかと、高校生の頃は

とんどは外国からの輸入木材を使っていま

考えていましたが、恩師である担当教官の

す。私自身もそのような現実を知り、非常

植田和弘先生に相談したところ、
「それなら

に驚きました。せっかくある地域資本をど

ば、自分で事業等を進め、いろいろな人に

う活用するかを考える一つのきっかけにな

支えてもらいながら資金を貯めた方が近道

本社所在地：飛騨高山のご紹介
本社所在地：飛騨高山のご紹介
りました。

だ」と助言され、当時、東日本大震災を機
に問題意識をもったエネルギー分野で、産

２. 高山に大学を創る

業化を手がけることになりました。

ここで私の自己紹介をさせていただきま

また、高山市の国島市長に、大学との共

すと、平成元年（1989 年）生まれで小中

同研究を快諾していただき、フォーラムの

ルギー、地域金融について研究しています。

今後も地域に根付いて活動するための議論

地域に広がる大学、大学院を作りたいとい

っています。検討委員会は 2014 年に発足し、

◇人口約９万人（高山市）
◇人口約９万人（高山市）
高と野球部でした。大学では主に自然エネ
企画や、まちづくり検討委員会という形で、

現在も大学院（経済学研究科博士課程）に
の場作りや市民啓発も行なっています。検
◇面積
2177.61㎢（日本一：東京都と同程度）
◇面積
2177.61㎢（日本一：東京都と同程度）
在籍し同様の研究を進めています。
討委員会を中心に NPO が立ち上がったり、
◇その内、93％が森林（森林面積は大阪府と同程度：日
◇その内、93％が森林（森林面積は大阪府と同程度：日
その中で、高校時代から、高山に根付き、 会社が起こったり、さまざまな動きに繋が

◇年間観光客数は450万人当初私は大学の事務局として関わっていま
◇年間観光客数は450万人
う思いがありました。私の高校時代の同級
生 280 人 の う ち、 高 山 に 根 ざ し た 生 活 を

したが、2017 年からは委員として活動して

送っているのは、おそらく１割程度と思い

います。

図１

飛騨高山の観光名所
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私の大学での研究テーマは自然資本（自

と考えられる中で、なぜ私はそこに飛び込

然エネルギー）と地域金融です。具体的に

もうとしたかというと、自分なりの仮説が

は、『電力自由化の下での地域分散型電力シ

あったからです。

ステム－ドイツに置ける再生可能エネルギ

2013 年、大学院修士の頃、森林産業でど

ーと配電網の自治体に夜再公有化を中心に』

こまでチャレンジできるのかを考えるため

や『自然資本と生態系への投資を促す債権

に、まず高山市と都市部の GDP の違いを

の可能性』
、『日本に置ける小水力発電の普

比較してみました。高山市と東京都、大阪

及に係る障壁と課題－事業主体の視点から』

府の面積的関係については先ほどもお話し

などの論文を発表しています。また、
『エネ

しましたが、2013 年当時、高山市の年間

ルギーの世界を変える。22 人の仕事～事業・

GDP が約 3000 億円だったのに対し、東京

政策・研究の先駆者たち』
（学芸出版社）の

都は 93 兆円、大阪府は 35 兆円、高山市の

企画編集なども手がけました。

森林面積よりも小さい香川県で３兆円でし

高山での大学設立に向けて具体的な準備

た。凄まじい経済格差を感じました。同じ

も進んでおり、2019 年 11 月２日には京都

面積なのになぜここまで経済規模が違うの

大学教授で経済学者の諸富徹先生や岐阜大

でしょうか。一つとして、地価の観点から

学などの教授、有識者、自治体、企業関係

考えてみると、計算当時、高山市は県庁所

者で構成する 18 名の委員が集まり設立準備

在地である岐阜市をしのぎ、岐阜県内で最

委員会を開きました。
（仮称）飛騨高山大学

も地価が高いとされ、岐阜市 7.7 万円／平米、

は１学部１学科の単科大学としてスタート

高山市 11 万円／平米。当時、愛知県名古屋

する計画で、経済学部に地域経済学科を置

市が 30 万円／平米ですから、県内で高いと

く予定です。

はいえ、他の地域と比較すると随分と差が

飛騨地域初の４年制大学の構想というこ

あります。また、用途別に山、野原、田畑

ともあり、地域からの注目度も高く、地元

などの地価を比較すると、平米あたり、林

企業から大学校舎建設のための土地提供の

地は８円、原野 10 円、田んぼ 76 円。先日

申し出をいただくなどさまざまな引き合い

私が買った山林で 0.8 円というところがあ

があります。地域からも求められていたこ

りました。１平米１円をきる程度の価値し

とを目の当たりにし、いよいよ自分のライ

かないとみなされている、それが地方の山

フワークが前進していることを実感してい

なのです。高山の森林面積は 20 万ヘクター

ます。

ルほどなので、単純に地面の値段だけを計
算すると 160 億円となります。山に生えて
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３. 森林から変えられる地域の価値

いる木（例：杉等の針葉樹）はそのままの

－自分なりの仮説

状態だと１本 500 円～ 1000 円程度なので、

ここからは森林の利活用について考えて

１ヘクタール 100m × 100m の正方形の中

いきたいと思います。森林産業は斜陽産業

の立木が 30 万円分ほどであることを考える

で、ビジネスとして成立させるのが難しい

と、高山全体で約 600 億円。つまり、地価

と合わせて約 760 億円の価値とみることが

て使われたらさらに高額で扱われます。立

できるわけです（図２）
。

木価格の 1000 倍ということも起こってきま
す。

ここで、実際には難しいのですが、仮に
山 の 木 を 全 て、 建 築 で 使 え た と 想 定 し て

山の木が全て住宅で使えたと仮定する

み ま し ょ う。 建 築 で は 木 材 は ど の よ う に

と、高山市だけで、９兆円規模の GDP を生

位 置 づ け ら れ て い る か と い い ま す と、 ま

み出すことができるという仮説がたちまし

ず、１本 500 円の杉などの並材が、市場で

た。卓上で計算しただけでこういう結果が

は 12,000 円ほどで取引されます。林業会社

出てくるので、全国の各地でこういう取り

は、コスト 8,000 円程度で伐採や運搬など

組みが出てくると、面白い世の中になるの

を行なって、4,000 円ほどが利益になりま

ではないかと考えました。また、実際、近

す。そこから製材業で、木をスライスしたり、 年そのような動きも少しずつ見られるよう
乾燥させ刻んだりします。そこでの売り値

になってきました。このような産業構造を

は 52,000 円。これに経費などを乗せて、住

作ることができると、地域からの一大産業

宅メーカーなどの建築の現場では 7 万円～

形成に対して挑戦していけるかもしれませ

９万円で売るのです。つまり 500 円の立木

ん。東京や大阪には到底敵わないのですが、

が消費者に届く頃には平均 8 万円とすると、

山が持つ価値を生かした取り組みに可能性

160 倍ほどになるということです。建築で

があるのではないかという仮説が、森林に

は大量に木材を必要とするので、立木の価

取り組もうと思えた最初のきっかけでした。
私はエネルギー問題にも興味を持って取

格に対してはそれほど高価になっているわ

地と

の林地の

り組んでいるので、バイオマスや小水力発

けではなく、これが、家具や他の製品とし

林地の

とは

高山市の地
地

とは

高山市森林面積

図２
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４. ちいきで愛され 旅する五木

電所についても研究していますが、もとも
と、林業から始めた祖父からは「良い木は

これまでの説明の通り、出口戦略（市場

良く使いなさい」という教えを受けていた

で需要されること）が重要であると考え

こともあり、日本全国の木質バイオマスの

る よ う に な り ま し た。 そ こ で ヒ ノ キ、 ス

エネルギー施設で良い木をどんどん燃やし

ギ、ケヤキ、クリ、ヒメコマツを飛騨五木

ている光景を目にして悲しい気持ちになり

としてブランディングし、発信していくこ

ました。１本の丸太をどのように扱うかは

とを強化しています。2015 年にグループ

非常に重要です。例えば、教室机や椅子を

の 20 年ビジョンを整理し “ 地域で愛され旅

作ろうとすると、木を植えてから 50 年かか

する五木 ” という事業構築指針を立てまし

るのです。木材は循環して回ってくるもの

た。2015 年からの５年間、ステージ１では

なので、そのようなものをチップにしてエ

“ 地域で愛され ” を重点化し、事業拡大する

ネルギーとして燃やしてしまうのは勿体無

ことを目指してきました。高山市や岐阜県

いのではないかという思いが根底にありま

内をメインに事業を作り、商品開発を行い、

す。これらの問題意識をもとに地域商社（飛

これまでグループに無かった EC サイト、ネ

騨五木株式会社）・地域金融（すみれ地域信

ット系サービスを構築し、都市部の連携を

託株式会社）として日本各地の地域の森を

強化する取り組みを始めています。
2020 年から 2024 年はステージ２“ 旅す

元気にしていきたいという思いをベースに

る五木 ” がテーマです。2019 年までに全国

グループ各社の設立に至っています。

展開のフォーマットが決まりつつあるので、

の

(allネット運用、不動産、金融と木材事業を掛
の
）

<

<
Ex.

林

1

500
7500

（

20cm×20cm×25m：高
10000
15000
15000

12000
1

25 /
が

200,747ha×30万
図３

の

）
7万

9万
on

52000
8万

と
500

と

200万

約602 2410万

×160

木材のサプライチェーン（all 建築の場合）

8万
９

（160 ）
6358

5600万
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け合わせ、企画開発を含めて、全国を商圏

を受けて、高山市内のマンションの内装を

にしながら総合商社化していくことを目指

飛騨五木で仕上げる物件を年間２～３棟の

します。2030 年以降は木材を核として、社

ペースで建設を進めています。飛騨五木を

会システムを設計できる企業体になろうと

使ったマンションは非常に人気があり、入

いうビジョンをグループ全体で共有して活

居のウエイティングリストができるほどで

動しています。

す。私自身も１年ほど待って先日ようやく

それでは具体的に、井上工務店、林業、

入居することができました。（笑）

製材、建設部門の取り組みについて紹介し

商業用建築としては、祖父の代から、全

ていきます。井上工務店、林業部では木の

国の『かに道楽』
、東海圏でメジャーなうど

伐採、仮積み、運送を行い、製材部では原

んチェーン『サガミ』、喫茶店『らんぷ』な

木の仕入れ、製材、乾燥を行なっています。

どの店舗を手がけており、近年は『スター

乾燥にも特徴があって、井上流乾燥では天

バックス』、『jin's』などの店舗の施工も展

然／低温乾燥で木の魅力を引き出すことを

開しています。

大切にしています。
大工グループでは自社の大工さんが直接、

５. エネルギー事業

墨付けや刻みを行い、社内で加工から建物

先ほどもお話ししましたが、バイオマス

を作ることまでできるので、特殊物件やデ

では、質の良し悪しに関わらず、どんどん

ザイン性の高い建築に対応することができ

木を燃やしているという現状がありました。

ます。住宅では、匠美スタイル、五木スタ

１本の丸太について見てみると、中心のし

イル、Arch スタイルの３タイプで展開して

っかりした部分を住宅や家具に使うとして、

います。近年は意匠性の高い建物が注目さ

歩留まりが 50% 切るのが一般的です。コワ

れるようになり、東海建築賞もいただくこ

など約半分以上の使えない部分が、製紙用

とができました。東京でも少しずつ物件が

の木材チップなどの原料として使われてい

増え、現在も設計施工を手がけた住宅の現

ます。そのような、建築資材として使われ

場が進行中です。

ていない残りの部分をエネルギーとして使

また、マンションや店舗の建設も展開し

おうという理念で、グループのエネルギー

ていて、私がグループの仕事に関わるよう

部門ではバイオマスエネルギーの設備を設

になる以前からオーソドックスなマンショ

計しました。高山市荘川町の温泉施設『桜

ンを建設、賃貸をしていました。5 年前に

香の湯』のプロポーザルを受注し、2017 年

飛騨五木のブランディングを強化した頃、

に竣工しました。施設を管理する高山市と

個人的に京都の中古マンションの一室を購

協定を結び、日本では珍しい形態で、20 年

入し、高山の職人さんに飛騨五木をふんだ

間の熱供給契約の形をとっています。熱エ

んに取り入れたリノベーションを手がけて

ネルギーを 20 年間販売するというビジネス

もらいました。すると、買値の倍額ほどで

モデルです。資産を自社で所有し、熱エネ

売却することができたのです。この手応え

ルギーを市営の温泉に供給する形となって
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領域を中心に開発しています。マイクロ水

います。
また、エネルギー事業としてもうひとつ

力というのは、山に沿って流れているよう

力を入れているのが、小水力発電事業です。

な、小川でも発電できるシステムです。特

2015 年に飛騨高山小水力発電株式会社を立

に今は小型の 19.9 ｋｗという小規模発電に

ち上げました。こちらは、地域資源を活用

チャレンジしています。（図４）。

した事業で、大学設立の資金を蓄えるため

山を資源としてみたとき、木の価値を高

の会社です。資本金は 8000 万円、総事業費

めようと考えるのは普通の発想だと思うの

７億 1000 万円。他にも、高山市を中心に町

ですが、流れている水が何かに使えないか

内会単位で会社を作り、町内会と共に発電

という発想が、私の研究の延長でもあるエ

会社の整備をしています。現在までに４箇

ネルギー領域と結びつけられたので、事業

所の小水力発電所が完成していますが、目

化できるのではないかと始めたのがそもそ

標は 100 箇所です。小水力発電は今の私の

ものスタートです。ですから、ビジネスに

１番の研究テーマで、山の価値の最大化を

おいては、発想の転換で、それまで着目さ

考え、0 から自分で作った事業モデルです。

れなかったような物事がビジネスチャンス

小水力というのは、河川の一部の水を取り

になる可能性があるのではないかと感じて

分けて発電するシステムです。中でも、よ

います。

り規模の小さい、ミニ水力、マイクロ水力

小水力システムは戦後作られたものが、

3

19.9kw

の
の
約40

の

の

の

は日本
程度の

：19.9kw

の

と

所

：59

（1

：0.041

3500kwhの

/s

）

：

所

図４
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３台目の小水力発電所
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各地で未だに稼働しています。この発電所

き、飛騨の木の良さを実感していただける

も今後 50 年以上高山の地域を支える事業と

ような環境を作るために、さまざまな取り

して継続していければと考えています。

組みをしています。まず、商品企画を展開
し、２年間で 500 商品を開発・調達しました。
取り扱い先として岐阜県との提携も決まっ

６. ちいきで愛されー地域商社機能
商社部門はグループ内で循環させている
７つのサイクルの中では６番目に当たる部

ており、ぎふ木遊館という施設がオープン
します。

門です。商社と関していることもあり、様々

また、本社にはカフェを併設し采井した

なマーケティング領域を担う部門です。こ

り、宿泊施設『飛騨五木の家』も運営して

ちらも会社を作って 4 年目ですが、領域を

います。
『飛騨五木の家』はレンタル施設で、

拡大している２つの事業部があります。自

地域の方から頻繁に利用されています。3、

社でブランディングした５種の飛騨の木材

40 人で集まる、お母さん同士の会なども催

を売る、飛騨高山を商圏とする飛騨五木事

され、今まで生の木に触れる機会のなかっ

業部と、北海道から沖縄まで、全国の木を

た方々にも触れていただき、木の魅力を伝

売る全国を商圏とする森ワク事業部です。

えていければと考えています。実際に、利

飛騨五木事業部は “ ちいきで愛され ” るこ

用した経験から、住宅建設の相談や、木の

とを目指しています。飛騨の家具ですら飛

使い方の相談もいただいています（図５）。

騨の木を使っていないという現実もあるの

森ワク事業部では北海道から沖縄まで全

飛騨高山 coffee
/ての木を使った事業構築を目指し、２つの
で、できるだけ、飛騨の木に触れていただ
飛騨高山 café gallery

飛騨

図５

の

（

の

飛騨高山 coffe ＆宿泊／レンタル施設

と

の

）
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戦略をメインに展開しています。EC サイト

町は人口約 3 万人、輪之内町は約 1 万人で

を使いネット戦略を強化する部門と、リア

すが、そこに３ヶ月で５万人の集客があっ

ル店舗を展開する部門です。

たということは、インパクトのある出来事

EC 部門をはじめ、メディア部門をはじめ、 で、地域へも良い貢献ができたのではない
かと考えています。今後は岐阜県内外の場

様々な施設の運営も担っています。
施設としては岐阜県の養老町・輪之内町

所でもオープン予定で、設計施工を担当し、

に遊び場『森のワクワクの庭』を展開して

運営を自社で請け負う施設の建設を進行し

います。47 都道府県の木を取り入れた、木

ています。

の遊具のある遊び場施設を作りました（図
６）。芝生の広場の周りに木の遊具が設置
されていて、入場料 600 円で１日過ごすこ

７. 旅する五木ーステージ２にむけて
地域商社としての最初のステージとして、

とができます。相場として、ここよりもも

“ ちいきで愛され ” ることを目指して、高山

っと小さい施設でも 30 分 600 円、１時間

岐阜を中心に、商品開発やサイト作り、地

1000 円以上の利用料がかかるような業界な

域連携の拠点づくりなど、事業を展開して

ので非常に低価格になっていて、人気があ

きました。2020 年からはこれを全国へ展開

ります。

させるステージ２を進めていきます。ステ

2019 年 7 月 27 日にリニューアルオープ

ージ２では木材を中心としながらも、不動

ンしたところ、３ヶ月で 5 万人の来客があ

産、金融との繋がりが非常に重要になると

り、某サイトの岐阜県内の遊び場ランキン

考えています。

森

森の

の

AEON

との

@

内

7 27日OPEN

グでは輪之内町は１位になりました。養老

図６

井上グループの中で、すみれグループは

大 47都 府 の

2019 年７月 27 日に輪之内にオープンした「森のワクワクの庭」
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４つの事業領域で活動しています。不動産

なフェーズに入って行くと考えています（図

事業や信託事業、アセットマネジメント事

７）
。

業、賃貸保証事業です。それぞれの事業領
域を４社が連携して事業を行なっています。

８. まとめー地域の付加価値の創造

中でも私が主に関わっている信託会社は創

地域の付加価値の創造についてお話しし

業４年の非常に珍しい形態の会社で、東京

てきましたが、一方で産業の衰退の問題も

にも支社があります。資本金は 1 億 4000

抱えています。製材業の領域で言えば、高

万円ですが、高山の地元の金融機関から一

山で加工のできる会社は数十社ありますが、

部の 2000 万円の出資を受け、地元の金融機

後継がしっかりしているのはわずかだった

関と今後サービスを強化し、地域向けのサ

りします。多くの会社は今後 10 年、20 年

ービスをしっかり作って行こうとしていま

のうちに事業承継の問題に直面すると考え

す。

ています。後継がいるところでも、商品が

そもそも私が会社の運営に携わるように

差別化されていないところもあります。こ

なるまでは、製材、建設、不動産から成り

れからの時代は、自分たちで価値を創造し

立つグループでしたが、林業、商社、金融、

ないと、成長も難しいのではないかと考え

エネルギーの４要素を加えてグループなっ

ています。

ています。ですから、ステージ２ではグル

ものが溢れる社会、正解があるようで無い。

ープ内の連携も強化して、領域同士をどう
20年

その時々の解と見られるものの魅力がすぐ

掛け算できるか、ということにもチャレン

に薄れてしまう、非常にライフサイクルの

ジしています。2020 年以降は特にそのよう

早い時代において、他者と差別化を図りき

飛騨

の

ステージ1

2015年～2019年

ステージ2

2020年～2024年

地
の

の

高山/

と
と

（日本の森が
都市と
ステージ3
社

C
と
（

の

大
の

の

地

大

/
：森

EC
）
）

（

2025年～2029年
口
（IPO

の

口

）

（森
×
/
/
と

ステージ4

の

2035年

/

と

の

）
×

、
）

2030年～2034年
社

の
の
森林

社

図７ ［20 年ビジョン］ 飛騨五木グループのビジョン
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ちんと持続的に守って行くことが難しい時
代になっているのではないかと感じていま
す。一般的に森林産業は斜陽産業とされて
いる中で、私は新しい解を見つけたいと思
い、飛び込みました。そのなかで、地域の
森林に価値をつける取り組みを続けていき
たいと考えています。
また、学生の皆さんは現在、様々な勉強
をされている立場だと思います。私自身も
日々勉強や研究している中で、理論を学び
それを実践する日々です。実際の活動を理
論にフィードバックして学問を実社会に生
かし、また研究に反映するというルーティ
ーンを反復しています。これは、自分が行
動していることの価値を別の視点で理解で
きるという意味で非常に重要だと考えてい
ます。学生の皆さんも、ぜひフィールドワ
ークを通じて、行動と理論が結びつくこと
を実感して欲しいと思います。
私自身が創設を目指している大学もこうい
った理論と実践を往復することの重要性は
ベースにしたいと考えています。そういっ
たことも教育に求められる価値であると考
え、さらには地域から大学に求められる役
割、大学がもつ意義は非常に大きいと感じ
ているところです。

特記なき図版は井上博成氏提供。
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2020 年代に向けた大学と地域〜羽沢横浜国大駅開業を前に

横浜国立大学 都市イノベーション研究院教授
高見沢 実
1. 地域連携と教育研究

の会社のようなものになりました。運営費

今日は 2020 年代に向けた、大学と地域を

交付金という形で、国からの補助は出ます

メインテーマに、2019 年開業の羽沢横浜国

が、基本的には自分たちで目標を定めてマ

大駅周辺の取り組みについてお話しします。

ネジメントする必要が出てきました。さら

今、みなさんが受講している地域創造科目

に、地域と研究協力することが国立大学の

は 2012 年度に開講され、大学院レベルで

主要な目標に加えられ義務づけられました。

地域を対象とした取り組みを行なうことを
課題としています。この前身として、2004

２. 大学運営と地域貢献

年度に地域交流科目を始め、2008 年には現

近年、大学を地域貢献に結びつけるよう

在のような形になることを目指していたの

になった要因として考えられるのは、まず、

ですが、実質的に 2012 年度に今のような

第一に、経営責任の観点からです。旧国立

形になりました。学部生中心に地域課題実

大学の法人化で大学は独立した経営体とし

習を行い、大学院生中心に地域創造科目を

て自立することが求められるのですが、資

行なっています。また、この講義は学生中

金的には、国からの運営費交付金に依存し

心のプログラムですが、大学として教員も

ている状態です。法人としての経営につい

地域に関わりを持っています。地域をフィ

て自己責任が求められ、その際の大学の存

ールドに研究しているので、2017 年度から、 立基盤を何に求めれば良いのか。一つの手
Next Urban Lab の仕組みを作り、大学全体

がかりが、大学が立地する地域との共存・

で揃って地域に関して取り組める環境がで

共栄の視点なのです。

きています。また、対外的には、自治体や

第二に、大学あるいは研究者の説明責任

民間企業とも連携協定を結び、より強力な

です。学会などで研究成果を発表するだけ

タッグを組んで地域課題を解決することを

ではなく、いかに社会に役立つ研究である

目指しています。

かを説明する責任があるということです。

2004 年、国立大学は法人化され、一種

狭い世界の中だけではなく、大学で得られ

093

た成果をわかりやすく示す必要があります。

ちょうど 2004 年頃は、大学がこのような

説明することが直接地域貢献に結びつくと

４つの流れによって、地域にとっても大学

は限りませんが、地域の側が大学を身近に

が身近で頼るべき存在となり、大学経営の

感じることで協働の意識が生まれる可能性

戦略の一つとしても地域に直接向き合いな

が高まります。

がら、研究、教育していく必要が出てきた

第三に、学問自体の変質です。地域とい

ということです。

うのは非常に多様な場所なので、例えば、
研究の結果、技術として革命的な発明があ
ったとしても、役に立つのはほんの一握り

横浜国大では法人化以前から、地域での

の人だけかもしれない。あるいは、それだ

取り組みを色々と行なってきました。2005

けでは、生活自体は改善されないかもしれ

年には『横浜発

ません。地域に発生するさまざまな課題を

ル開発 2005』を発表しました。大学として

解決するには実地の検証などに重点をおく

の地域との関わり方を、“ パートナーシップ

新たな学問領域へと変質する必要があると

型 ”、“ 研究会プラットフォーム型 ”、“ 社会

いうことです。近隣の諸課題をすぐに解決

技術開発型 ”、“ 専門支援型 ”、“ ビジョン提

できるような努力をしなければならないし、

案型 ”、“ 研究・学習成果還元型 ”、“ ネット

グローバルな流れもくまなければならない

ワーク型 ” の７つのタイプに分類し、それ

のです。

ぞれそれまでにやってきたことをまとめた

第四に「知識社会」と呼ばれる時代に置
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３. 大学が地域貢献する７つのモデル

地域貢献まちづくりモデ

冊子を作成しました。

いて、地域の側から、大学への期待が高ま

“ パートナーシップ型 ” としては、
『和田

っていることです。社会のニーズが、もの

町いきいきプロジェクト』のような、和田

を作る第一次産業から第二次産業、第三次

町でのいろいろな取り組みが挙げられます。

産業へと変遷し、近年では知識そのものの

大学と地域がパートナーとして同じ課題に

価値が認められるようになっています。例

共に取り組もうということです。大学が地

えば、コンピュータを例にとると、コンピ

域をフィールドにして、地域の抱える課題

ュータという機械を作って販売すること、

を研究することで、学生にとってもいい機

チップを小型化する技術を競い合うことな

会となり、実際に体験し自分なりに課題に

どが目標でした。でも、今は、ソフトウエ

取り組む、時には失敗も体験することがで

アが重要で、IT 分野が経済を担っています。

きるというわけです。商店街にとっては、

ものを作ることではなく、どのような知を

商店として今までできなかったことが、大

提供し、どのような便利性を提供し、人々

学と組むことでできるようになるので提案

の暮らしに役立つか、というモデルなので、

の幅が広がる、ということもあるかもしれ

全く次元が違います。大学がそのような人

ません。学生とやってみて成果が上がると

材の宝庫であると認識されるようになって

か、地域に若年層が減る中で、共に活動す

きたというわけです。

ること自体を喜んでくれるなど、いろいろ

学と

な効果が期待されます。そういうパートナ
ーとして進めてきたのが和田町商店街です。

は、地域との連携の一つの方法です。
“ 専門支援型 ” として、例えば、構造系の

“ 研究会プラットフォーム型 ” は地域の

研究室では耐震診断での地域貢献などが考

人々と大学との研究会なので成果が直接地

えられます。また、私は都市計画が専門な

元に還元されるという利点があります。地

ので、地元自治体の建築紛争調停委員を務

域でさまざまな課題をあげ、それらの課題

めることもあります。実際に紛争になった

に取り組んでみたい学生が参画します。
『港

ケースを見て、都市計画制度や建築基準法

北ニュータウン研究会』にはこれまで、横

では定められていない細部での問題や、紛

浜国大の他、武蔵工大、東京都立大、千葉大、 争になった場合の解決方法が確立されてい
筑波大、芝浦工大、東海大、明治大、関東

ないことなどを学びました。これは私自身

学院大、神奈川大などが参画してきました。

の今後の研究や教育にも役立てることがで

学生が地域の人々のアドバイスや協力を得

きますし、制度そのものの改善や地域のま

ながら研究を進めます。地域としても、例

ちづくりを実際に進める上でもヒントにな

えば、緑道整備を進めるものの、一部は交

ります。馴染みの深い地元地域とじっくり

通量の多い車道に分断され、お年寄りが困

つきあうことで経験や知識が蓄積されて行

っているとか、緑が生い茂りすぎて、不用

きます。

心だとか。それに対して、緑の整備は良い

“ ビジョン提案型 ” は建築学コースの教育、

ことだけれど、多すぎるのは危険なのでは

研究と直結しています。横浜国大建築学コ

ないか、とかそこで暮らす人々の心理状態

ースの３年生の選択科目「地域環境計画演

はどうなのか、などさまざまな面から研究

習」では『和田町いきいきプロジェクト』

をしてきました。“ 研究会プラットフォーム

に関連した商店街の再生計画や駅前整備計

型 ” は大学が地域に直接関わりやすい方式

画の提案をテーマとした時期もありました。

かと思います。
“ 社会技術開発型 ” は大学らしいアプロー

“ 研究・学習成果還元型 ” も重要です。学
生は卒論や修論を完成させ、学会で発表す

チです。例えば、視覚障害者用横断歩道誘

るだけでいいというわけではなく、例えば、

導帯の開発研究や、小学校屋上緑化プロジ

地域のアンケート調査をし、地域の研究で

ェクトなど、建築の研究室にとっては馴染

色々な成果が上がった場合、それを地域に

みのあるプロジェクトが多くあります。横

フィードバックして初めて地域の方々の役

浜国大の地元である保土ヶ谷区の峯小学校

に立つのです。還元するというと少しおこ

では屋上緑化事業を実験的に行なっていま

がましいかもしれませんが、地域の方々の

す。現状の体育館や教室の温度と屋上緑化

前で成果を発表することで、地域から、研

した際の効果など、場所を借りて色々と実

究の足りない部分などを指摘していただき、

験、測定し、技術改良も重ねています。こ

示唆をいただくことで、さらに研究を深め

れを元に、公共施設の省エネ化、エコ社会

ることにも繋がるのです。

の実現に向けて、学問的に進歩させること

“ ネットワーク型 ” は重要で大学と地域の
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連携がもっともパワーを発揮できるモデル

なかなか研究論文が書けないということが

かもしれません。地域には潜在的に色々な

あると思います。逆に、建築系は実際のフ

ことについての専門家がいます。また、専

ィールドがあって、そこで地域課題に取り

門家ではなくても、町内会長さんなど、地

組むことが、自分の研究や教育効果にも繋

域で活動する上で頼もしいさまざまなネッ

がるので、多くの先生が興味を持たれ学生

トワークがあります。そこに参画すること

もたくさん参加しました。

で、学生もパワーを発揮でき、参加された

当初、重要とされたのは自発性で、研究

地域側も一人分のパワーが増します。その

のために取り組むのではなく、あくまでも

ような連携が地域の色々なところで起こり、

商店街活性化のための取り組みだというこ

横浜ではこのような取り組みが急成長して

とです。商店街側も、大学側もどこかから

います。そのようなネットワーク組織の一

強制された取り組みではなく、自主的に参

つが『横浜プランナーズネットワーク』です。 画しているので、希望者同士が組んで進め
る。そのような仕組みを作った区からの仕
４. 和田町での経験ーきっかけと初動期
実際に大学が地域に貢献するモデルにつ

掛け自体が重要だったのではないかと考え
られます。

い て、 羽 沢 横 浜 国 大 駅 周 辺 で の 取 り 組 み
にも通じる、和田町の例をあげてみます。

５. 和田町での経験ープラス志向の「協議会」

2001 年から、相鉄線和田町駅を中心とした

方式

和田町商店街と大学で交流事業を行うよう

和田町のプロジェクトは協議会方式を取

になりました。保土ケ谷区には 22 の商店街

っていて、今日（2019 年 11 月 25 日）も夜

があり、区の政策として、横浜国大とどこ

８時から協議会があります。協議会ではメ

かの商店街で連携するプロジェクトを立ち

ンバーの賛同を得られた具体的な事業を推

上げようと考えられていました。大学の知

進するのが目的です。アイディアが良くて

の財産を地域に活用するために、横浜国大

もなかなか賛同が得られない、参画者が少

に呼びかけ、手を挙げた教員と地域が組め

ない、財源が無いなどの理由で実行できな

ば良いという方針でした。そこで、私たち

いものもあります。ところが、協議会方式

が手を挙げました。2001 年３月頃にメール

では、そのような場合でも粘り強く実現方

で募集がかけられ、建築学科からは他にも

法を模索し、賛同の得やすい内容に変更し

何名か参加を表明されました。こういうプ

たり、効果の高いプロジェクトに育てあげ

ロジェクトは建築系には受け入れられやす

たりできます。また、大学が連携して学生

いということがあると思います。経済学が

が参加していると、地域の方々は、学生の

専門だと、地域の問題はなかなか研究対象

研究を頭ごなしに否定することはなく、発

にならず、国際経済などが主流です。経営

想の新しさに関心を示してくれることが多

学もトヨタや日産のような世界企業の研究

いです。

がメインストリームで、商店街を対象には
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さらに、地域には専門家がたくさん埋も

れています。例えば、和田町商店街のゆる

ターで購入した布を自分たちで貼ることで、

キャラ「わだ丸くん」ですが、経済学部の

３、4 万円で作れるということになりまし

学生の発案で、熊本の「くまモン」のよう

た。皆で少しずつ資金を集めて着ぐるみを

なゆるキャラを作り、商店街のアピールに

作りました。
「わだ丸くん」は最近では商店

つなげようということになりました。ビジ

街のゆるキャラとして人気も上々で、引っ

ネスプランとして予算を考えるという課題

張りだこだそうです。このように地域に隠

を与えられ、その学生が一生懸命試算した

れた専門家の協力も得ながら、どのような

ところ、着ぐるみを普通に制作すると、最

提案も諦めずに、やりたいこと、やるべき

低でも 20 万円、くまモンほどの完成度を求

ことが何かを決めたならば、協力しあって

めると 60 万円～ 80 万円ほどかかるのでは

実行する。これが、プラス志向の「協議会」

ないかという結果になりました。これでは、

方式ということです。

和田町商店街では資金的に実行できなくな
ってしまいます。しかし、協議会では和田

６. 和田町での経験ー和田町べっぴんマーケ

町商店街の予算で実現するためにはどうす

ット

るかを考えます。そこで、検討を重ねた結果、

和田町商店街では、毎月１日～５日に各

和田町には竹屋さんがいて、造作もできる

商店の目玉商品、サービスを格安で提供し

からその人にお願いすれば、竹かごで着ぐ

ていました。しかし、低調で、なかなかお

ƯǙǨƹǅǈ
るみの骨組みができ、そこに、ホームセン

客さんが増える兆しが無いということで、
何か打開策は無いかという課題がありまし
た。そこで、和田町プロジェクトの一環で
マーケットを開催することになりました。
この商店街では中央通りに車が乗り入れて
くるので、安心して歩きづらく、買い物も
できないということで、歩行者天国にして、
ちょっとした庭先のような場所で買い物が
できるようにしました。地域が頭を悩ませ
ていた集客の問題を解決して、先日 48 回目
が開催され、みなさんが楽しみにしている
イベントとなっています。地域にとっては
車が入ってきてゆっくり買い物ができない
というのは頭痛のタネで、この環境をどう
にかしたいという強い動機があって実現し
たイベントなので長続きしているという経
↑ǣƲưƳǈ
緯があります。

↑°ŃŒ

(ā47O)ǄǠƽ

和田町での活動とも通じますが、羽沢横
↓ńłûiţƣ
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浜国大前駅では開業を前にハザコクフェス

ていくことを期待しています。このアグリ

タを開催します。主催者が相鉄で、横浜国

ッジプロジェクトは、地元の農家さんに指

大も出し物をします。これからのモビリテ

導してもらって学生が野菜を育てる活動で、

ィを考える「ちょいモビ」の試乗などを行

学内でも販売しています。

います。ちょいモビがもしかすると羽沢駅
の役に立つかもしれないという社会実験で

７. 和田町での経験ー和田町駅前広場再生

す。さらに、地元の生産者と横浜国大生で

当初、和田町駅前は不便を通り越し、カ

マルシェを出店しています。
「和田町べっ

オス状態で狭い空間に自動車がたくさん止

ぴんマーケット」のような地域に定着し持

まり、さらに花壇で通路が塞がれていまし

続性のあるマルシェを目指しています。そ

た。もともと自転車やオートバイの違法駐

のための一歩としてハザコクフェスタでマ

輪を防ぐために、場所取りのための花壇が

ルシェをするわけですが、学生だけでなく

作られ、花壇の周りには鎖が張られていま

他にも地元の農家の方々が集まったマルシ

した。それにも関わらず、鎖の外側への違

ェなど、色々な団体が羽沢駅前に出店し顔

法駐輪は絶えず、車はぎっしり、花壇で狭

見知りになって、これを機にさらに駅前で

くなった歩道にさらに違法駐輪のある中を、

何かプロジェクトに取り組む団体が発足し

歩行者は避けながら歩くという状況でした。

ŵ¹ ŶJìîŠ0X(é
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何度も地元から区役所や市役所へ窮状を

Urban Lab を発足しました。2018 年度は 24

訴えていたのですがなかなか改善されずに

のユニットでプロジェクトが進行しました。

いました。そこで、大学から複数案を提案

羽沢のプロジェクトも３つほどあり、バラ

しました。最初はなかなか対応してもらえ

バラではなく、ユニット間で協力しながら

なかったのですが、区長が代わり、具体的

活動する方針で、組織間、地元と連携しな

に設計レベルで整備案をまとめて提案する

がらプロジェクトを進めて行きます。

ようにということになりました。その資料

横浜国大では古くから地域と連携してい

があると区も非常に動きやすいということ

て、実績も積んできました。ですが、羽沢

で、新たに和田町駅前広場再生の協議会を

駅の開業は地域に貢献するという以上に

作り大学は専門的な見地から具体的なレイ

我々自身の課題でもあります。横浜国大は

アウト案、照明計画など提案し、実際に土

不便な立地です。日本では子どもの人口が

木事務所も参加してプロジェクトを進め、

減少傾向で、大学としての特色、魅力が無

今はカオスな状況が解消されています。

いと、学生が減って成り立たなくなる可能

羽沢駅でも同様に、例えば、夜間は暗く

性があります。ですから、大学の価値を高

て怖いと一人で陳情しても改善はされませ

めるという意味でも、近隣に駅が開業する

んが、地元でまとまって、照明計画の提案

というのは、自分たち自身の問題となるの

をするなど、現実味のある計画を作れば改

です。なんとかチャンスとして生かしてい

善されるかもしれません。羽沢駅ではなか

きたい。もちろん地域にとっても今までア

なか主体が明確にならず、地主さんやディ

クセスの機会がなかったところに駅が開業

ベロッパーなど利権も複雑に絡んでいるの

するというのはなかなか無い例で、チャン

で、すぐに解決するのは難しいかもしれま

スを掴みたいと思っている。相鉄も沿線間

せんが、解決するための色々なルートを開

での凌ぎ合いで、人口流入が減っていると

拓していけば、地元の人の熱意、切実なニ

いう問題を抱えています。2020 年代に向

ーズを汲み取って、きっと調整・実現でき

かっては、大学単体でのニーズだけではな

るはずです。

く、企業のニーズ、地元のニーズ、神奈川
区のニーズ、保土ケ谷区のニーズ、学生の

８.Next Urban Lab

ニーズ、インバウンドのニーズ、それらを

-2020 年代に向けた大学と地域

うまく統合できるようなビジョンが必要な

ここまでは、学生の卒業研究の成果、学

のです。中でも大学が得意とする研究教育

生にとって、また地元にとってどのような

を最大限生かして取り組むにはどうするか

メリットがあるかを整理してお話ししまし

が、2020 年代に向けた課題だと考えていま

たが、横浜国大では教員も地域と連携して

す。

研究に取り組んでいます。教員間連携とし
てプロジェクト型で教育研究と実践活動
を行ないその成果を発信するための Next

９. 羽沢横浜国大駅とまちづくり
羽沢横浜国大駅と周辺のまちづくりの今
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後の流れをまとめると、まず 2019 年 11 月

なるといいなと思っています。

30 日開業です。新駅の開業記念イベントと

みなさんの中で、グループワークで羽沢

して開業当日にハザコクフェスタが開催さ

横浜国大駅を対象にされるのであれば、将

れます。周辺からさまざまなステークホル

来どのような地域にしたいか、ビジョンを

ダーが集まり出会いの場となることが期待

考えて欲しいと思います。地域の特性とし

されます。

ては、市街地でもなく、全く不便な僻地で

次の段階で建物が建ちます。2 ～ 30 階建

もなく、中間的な場所。大学のような教育

てのタワーマンションができる予定で、デ

施設やマンションもあるけれど、すぐ裏に

ィベロッパーも決まりました。現在、基本

はキャベツ畑が広がっているようなエリア

設計をほぼ終え、実施設計、確認申請を進め、 です。今までは、最寄駅から遠く不便だっ
１年後には着工の予定です。現在は駅前に

たところに、駅ができるので、住民も集まり、

広大な空き地が広がっていますが、駅前広

消費活動も活発化する。マルシェができる

場に面してタワーマンションが建つ計画で

ほど農家がたくさんあるけれど、どうやっ

す。

たら今後農家として継続することができる

他の土地は、地元の地権者が数名いて、
バラバラに土地を所有しているので、それ

か。とても多角的な視点で研究提案できる
と思います。

ぞれ別の思惑があるかもしれませんが、空
地にプロムナードを作る方向で地権者さん

ここからは、昨年、地域創造論のグルー

たちと共同でまちづくりを考えようとして

プワークで羽沢地区を課題地として取り組

いるところです。工事が終わらないとマン

んだグループの、都市計画研究室の小川さ

ションに住民が来ないのでスーパーマーケ

ん、生態系評価学研究室の後藤さん、土木

ットなどの商業施設の誘致もなかなかうま

系交通系研究室の金崎さんにお話を伺いま

く進みません。地元の人は早くきて欲しい

しょう。

と望んでも、ディベロッパーとしてはマン
ション住民が入居しないとなかなか誘致で

10.「丘の上のベジロード」

きないという色々なせめぎ合いがある状況

高見沢

のようです。

したのですか？

なぜ羽沢地区を課題地として設定

駅は 2019 年開業ですが、まちが開業する
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のは 2022 年頃。つまりこれから 3 年で町

小川

私たちのグループは生態系、交通系、

らしくするために何をしたらいいかが非常

都市計画系のメンバーがいるということで、

に重要な課題になるということです。

都市と自然の間のようなことがやりたいと

ハザコクフェスタを契機に色々な取り組

考えていました。ちょうど羽沢横国大駅が

みが始まり、まちとしての形ができてきて、

開業するということで、タイムリーでもあ

建物は建設中でも駅前は賑やかに、定期的

ったので、まちが都市化していく過程で、

にマルシェなども開かれる、そういう形に

農と都市の間について考えたいと思いまし

学と

た。
横浜市では羽沢横国大駅周辺のまち作り

かりづらい立地だということも注目すべき
ポイントでした。実際に歩いていると、農

ガイドラインでエリアを A ～ G 地区に分け

地が開発されて直売所があったりする一方、

ています。私たちは駅を挟んで大学の反対

起伏が多く生活に必要な施設が少ない、大

側に当たる F 地区を対象エリアとすること

学生も住んでいないなどのデメリットも感

にしました。駅と大学の間の A、B、C 地区

じ、空き地にも不法投棄がされているなど

は駅の開業に伴い商業施設や住宅が増えて

好ましくない環境もみられました。

発展していくことが想定され、F 地区より
駅から離れた G 地区は農地や樹林地が多く、 後藤

今日は割愛しますが、現地調査と並

農業に本格的に取り組んでいるエリアです。

行して川崎など、都市計画道路予定地を有

その中で、F 地区は市民が農とふれあい交

効活用した事例を探してヒアリングも行い

流できる環境を形成する必要もあり、大規

ました。

模施設や面的開発をするポテンシャルもあ

今回、志村先生に紹介していただいて、

る、バランスの取れた土地利用の規制・誘

平成 22 年度に羽沢地区を調査した横浜プラ

導を図りたい、という方針が掲げられてい

ンナーズネットワークの内海先生にヒアリ

ました。「都市と自然のバランスの取れた」

ングを行いました。F 地区は 1985 年には農

と言うのは簡単ですが、実際にどうしたら

家が 38 戸あったのですが、現在は 28 戸に

いいのか、アンバランスな開発が進んでし

減少しています。横浜市は市街化調整区域

まうと困るのではないか、と考え、F 地区

が虫食い状に存在していて、かつ、消費地

を丹念に見ていくことにしました。

に近いこともあって、直売所での販売が盛

まず、F 地区を実際に歩き回り、何があ

んで市場に出しているのは３～４割りとい

るか、どのような状況かを地図に書き込ん

う状況です。耕作しているのはキャベツや

で行きました。１年前の情報なので、変わ

七草などで、生産者が消費者に近いという

っていることもあるかもしれませんが、F

ことで、直売所に合わせて色々な種類を植

地区はちょうど真ん中を計画道路が通って

えています。

いて、その周辺の農地がなくなりつつあり、
寂しい印象を持つような土地でした。また、

小川

F 地区には農業を営む上で一体となるコミ

農園があります。特区農園と栽培収穫体験

ュニティ、農業集落が２つあります。片方

ファームです。非農家の人たちが農業をす

は農業に活発に取り組んでいて緑の畑の多

るというのは同じなのですが、特区農園は

い農業集落なのですが、もう片方は収納ボ

ある個人に一定期間、区画を貸し出すもの

ックスや資材置き場みたいなものが増えて

で、栽培収穫体験ファームは１年以内とい

いて、農業に対してあまり熱心ではない印

う短い期間に１つの農地に複数の人が入っ

象を受けました。F 地区はエリアに入るの

て農業を行います。相続税の納税猶予の条

に入りくんだ道でしか入れず、入り方がわ

件を満たす目的もあり、所有者である、農

横浜のこのエリアには２種類の市民
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家の栽培指導が入ることもあります。近年

生かして飲食店やスーパーに直接卸すとい

は指導者の余裕がなくなっていることもあ

う仕組みも構築されているというお話しを

って減少傾向です。市民農園は面白い取り

伺うことができました。

組みに見えるのですが、農家の方々の話で

そのようなお話しを踏まえて、都市計画

は、本当は自分たちで耕作したくても担い

道路予定地に栽培収穫体験ファームやコミ

手がなく、農地の維持が難しくなり、最終

ニティガーデンのようなものを作り、少し

手段として、というネガティブなイメージ

古くなっている宅地に農住一体の拠点を作

で捉えられているという声も聞こえました。

ることを私たちの計画の２つの軸にしまし

それは興味深いことでした。

た。農園付きの住宅で農業に触れながら、

都市計画道路予定地で何か取り組みをし

畑の管理をし、レストランなどを周る拠点

ようと考えた時に、１年以内という期限の

があってもいいのではないかという計画で

ある栽培収穫体験ファームが向いているの

す。

ではないかという結論になりました。都市

この計画が進められると、東京の方から

計画道路がいつできるかわからないという

栽培、収穫体験、ワークショップなどに参

こともあり、長いスパンが必要な事業はで

加するために都会から来る人が増え、羽沢

きないという意識がありました。

駅を利用する人に一般的な通勤とは逆の流
れが起こるかもしれません。また、周辺の

金崎

北部農政事務所にヒアリングに行

住宅に大学生が「農」と関わりながら「農」

きました。農政事務所では、周辺地域を見

のある土地に住むという新しい形も期待で

ると、続けたい意向はあるけれど、続けら

きます。いずれ都市計画道路ができるので、

れないという「耕作放置地」が多くなって

その時には収穫体験ファームを各個人で展

いる中で神奈川区の羽沢は放棄されている

開できるステップアップの一歩として、計

ところが少ないという話を聞きました。こ

画道路予定地を使っていますが、今後は、

れはなぜかというと、直接の後継者ではな

他の土地にも拠点が増えていくことがこの

い若い人たちが他所から来て、農業を引き

プランの目標です。

継ぐことで維持されているという例が多い
ことがわかりました。若い農家が活躍して

高見沢

お話しありがとうございました。

いて、例えば、松原商店街には若い農家が

今年受講されている学生さんの方から何か

積極的に野菜を卸しているスーパーがあり

質問ありますか？

ます。また、スーパーの側もそういう取り
組みに積極的で、農家の方へわざわざ買取

学生

りに来るようなパターンも多いそうです。

ングで直接農家さんにアクセスするのが大

若い人たちの間で、
「羽沢育ち」というブ
ランドを立ち上げ、希少な西洋野菜を作り、
横浜という消費地に近いというメリットを
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今回グループワークの中で、ヒアリ

変でした。どうやってアクセスしたのです
か？

金崎

私たちは直接農家さんにヒアリング

に行っていません。これは日頃農家と深く

小川

付き合いのある北部農政事務所の方から聞

たのが大きく、そこから人脈が一気に広が

最初に内海先生を紹介していただい

いたお話を元に計画しました。その方にも

りました。

っと早くコンタクトできていれば、 直接農
家さんを紹介していただくこともできそう

学生

神奈川区は耕作放棄地が少ないとい

でしたが、昨年のグループワークではそこ

うことでしたが、なぜ神奈川区では後継者

までは至っていないので、私たちの提案は

が見つかりやすいのでしょうか？保土ケ谷

ここまでになっています。羽沢には農業に

区との違いは何なのでしょうか？

積極的な若い人たちが多いので農家と農政
事務所が深く関わり、常に情報交換しなが

金崎

ら新しい動きができるということでした。

とが一つだと思います。無人販売の直売所

神奈川区は大消費地が近いというこ

が各農家の畑の横にあってすごくよく売れ
より細かいデータは農林業センサス

ています。直売ということは一度市場に流

に５年ごとにまとめられていて、ネット公

通させずに直接取引をしているということ

開されているので、農家数の変移などのデ

で、そういう意味でも人がたくさん住んで

ータはそちらから調べることもできます。

いるエリアが近いというのが強みだと思い

小川

ます。
高見沢

農政事務所に話を聞いた経緯は？

自分たちでそこまでたどり着いたのです

小川

か？

卸したり、レストランと直接取引したりし

最近では、JA を通さずにお店に直接

ていて、シェフが買取りにくることもあり
小川

内海先生に教えていただきました。

ます。

11 月頃に内海先生にお話を伺い、農政事務

また、北部農政事務所の人がマッチング

所には翌年の１月頃に行きました。12 月に

に力をいれているというのも、効果が出て

はコミュニティガーデンの見学をし、毎月

いると思います。新しく農業を始めたい人

１つくらいのペースで事例を集めていまし

と、高齢化で続けられなくなった人を紹介

た。

しています。最近では就農も人気があり、
土地を探している人は結構いるそうです。

高見沢

トントン拍子に進んでいるように

地域とは所縁の無いような人たちがきても、

見えますね。自分たちで関心を持ったらす

もともと農業をしていた人たちが教えるな

ぐに動く。知っていそうな人にたどり着く。

どしてうまく引き継がれ維持されていると

そういうノウハウみたいなものが、３人と

いうことでした。

も身についていてうまく進んだということ
でしょうか。

金崎

横浜に近い所の農地から埋まってい
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くということです。

学生

コンテナが多いのはやはり残念なの

で、うまく農地に還元され、逆に新たな付
高見沢

羽沢というのは面白い地域ですね。

加価値を加えられればいいと思います。自

この講義で昨年度の羽沢のグループワーク

分も羽沢をテーマにしているので参考にし

を引き継いで行けるとより掘り下げていけ

て考えてみたいと思います。

るかもしれませんね。
高見沢
学生

農家の世代交代が家族以外で行われ

昨年度のグループワークで敷地を

羽沢に設定してみてどうでしたか？

ているという事実は面白いと思いました。
金崎
高見沢

集落が２つあって、片方は農業が

当時の興味が農と自然、都会だった

ので羽沢地区をテーマとして選びましたが、

盛んだけど、もう片方は荒れて、コンテナ

今ならば駅前広場も選択肢の一つとしてあ

が置かれているというのも注目ですね。

るかもしれません。

小川

高見沢

現実的にコンテナを置いた方がお金

になるということがあると思います。ヘク

最初からコンセプトがあって進め

やすかったということですね。

タールあたりの収益をまとめると、キャベ
ツ 74 万円、カーネーション 233 万円、コ

金崎

ンテナは 1400 万円になるという試算があり

まったメンバーだったので羽沢の環境はう

ます。資材置き場みたいなものは地主さん

まく読み解くことができたと思います。

自然と都会というテーマがあって集

にとっては大きい収入になるのです。
高見沢
後藤

20 年ほど前に農地の整理を農政事務

ありがとうございました。今聞い

ても非常に興味深いお話しでした。

所で企画し、水路の整備などを進めたので
すが、現在コンテナが増えているエリアは
住人があまり乗り気ではなかったようです。
一方、現在盛んに農業が行われている集落
では、農地を整備し、道を太くし、水を通
すなど色々と整備されたようです。
小川

農業を始めるにも、細切れの土地だ

と扱いにくいので、後継者問題が発生する
と、どうしてもコンテナや資材置き場にな
ってしまうのが現状です。
特記なき図版は高見沢実氏提供。
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2020 年代に向けたヘリテージマネジメントの課題

横浜国立大学都市イノベーション研究院
都市科学部

建築学科

教授 大野 敏
1. ヘリテージマネージャーとは

史的建造物について、日頃から気にかけ、

多くの場合、まちの魅力、地域の魅力の

人々に伝える人材が必要ではないかという

中には建築の歴史的資産があります。中で

ことで、地元の建築士を中心に、歴史的建

も国宝や重要文化財のように公的なお墨付

造物を勉強し、勘所を押えた上で地域に広

きをもらったものは誰が見ても価値がある

めていこうという活動を始めたのが起こり

とされます。地域にとって身近なものは見

です。次いで、日本中で近いうちに地震が

逃されがちなのですが、他者から見ると地

くることが想定される中で、防災の備えの

域の特徴であったり、魅力だと感じられた

厚い静岡県や神奈川県などにおいて、県単

りするようなものが人知れず壊されている

位で少しずつ人材作りが進み始めました。

ことがたくさんあります。そのようなもの

この人材作りが全国で進展する中、2011

をかかりつけの町医者のような目で、地域

年に東日本大震災が起こります。非常に広

の歴史資産として扱える人材を作ろうとい

範囲に被害があり、交通網も寸断される状

うのが、ヘリテージマネジャーの発端です。

況の中、地域の歴史的資産にまでなかなか

ヘリテージマネージャーの契機となった

手が回りませんでした。被災地にとっては

のは、阪神大震災です。
「つい先日まで雰囲

自分たちの生活の再建が第一になりますか

気の良い洋館があったのに」とか、
「気に

ら。そこで、全国で展開しているヘリテー

なる神社があったけどどうなっただろう」

ジマネージャーの人たちと連携し、困って

というように震災時に倒壊して再建されな

いる地域に支援をする動きも進めてきまし

いということが数多く見受けられたと言い

た。そこでは被害の少ない隣県同士連携を

ます。いわゆる文化財ではないけれど、地

することをシミュレーションしていたので、

域の魅力ある建造物がその街の景観を作っ

2016 年の熊本地震の際は、地元熊本の建

たり、人々が集う場所となっていたりする。

築士は生活再建を最優先したにもかかわら

そういう記憶が薄れてしまうことを痛感し

ず、周辺との連携がうまく機能したおかげ

た兵庫県の建築関係者を中心に、地域の歴

で、歴史的資産の被害状況把握やその対応
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は順調に進みました。
歴史的資産というのは、無ければ無いで
構わないと思われるかもしれませんが、日々

の調査と、復旧の糸口についての具体的な
事例をあげながら、ヘリテージマネージャ
ーの活動についてお話しします。

の生活が落ち着いてくると、地域のアイデ

東 日 本 大 震 災 発 生 後、 建 築 学 会 で は 構

ンティティとして必要と感じられるように

造、設計、歴史など、さまざまな分野で即

なります。私のような歴史的建物に関わっ

座に対応を試みました。しかし、広域な被

ている者としては、生活を豊かにしていく

害で交通網も寸断され、応援やボランティ

上で歴史的資産の価値を広く理解していた

ア、あるいは専門家の調査など受け入れ側

だいて、それを利用してもらえればと思い

が体制を整えることができない状況でした。

ます。そのように考える人たちが増えてい

そこで、建築学会は、最初に対策本部を作り、

て、その流れは建築に関わる人たちの間で

現地からの求めがあった時には速やかに対

少しずつ拡がっています。1995 年以降、約

応できるような準備を整える方針としまし

25 年を経て、全国に歴史的資産を見つめ直

た。人命に関わる部分の対応がある程度落

す人材、特に地域では埋もれがちな歴史的

ち着いてきたところで、歴史系は、まずは

資産を生かして地域に還元できる人材の育

被害状況の把握をし、歴史的建造物が壊さ

成が広まっています。2020 年度の山形県、

れないように、歴史的建造物の再建も、復

山梨県の育成講習会の開催を以って、47 全

興の目標の一つとして組み込まれるように

ての都道府県での人材育成の課程が終了す

するというスタンスで関わりを持つことが

る予定です。

重要となりました。

全国に人材作りの輪は拡がりましたが、

最終的な目標としては、被災地の東北地

ヘリテージマネージャーの存在が話題にな

方の実態を調べることですが、関東でも、

ったり、ニュースで取り上げられたりする

千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

のは、災害時の歴史的資産の調査について

では相応な被害がでている状況だったので、

などが主となっています。しかし、今後は、

まずは、関東地方で被害調査をはじめまし

非常時以外でも日頃身近に接するものの中

た。どのように調査を行って、どのような

から、良いものを発見し、きちんとした位

方法で地域を再生していくか、地域の歴史

置づけを明らかにして残していく。さらに

的資産を守りつつ、その後の地域再生に活

上手に活用しながら、建築物としての魅力

かしていくことができるか、東北の広い範

を伝えることの手助けをするためにヘリテ

囲での被害を調査するための準備として、

ージマネージャーが非常に重要な存在にな

まずは近県の関東地方から調査をはじめた

ると考えています。

というわけです。
調査を進めていくと、3 月 11 日の地震動

２. 東日本大震災での日本建築学会関東支部

の継続時間は兵庫県南部地震に比べて長い

の対応

ものの、振動数が１KHZ 以上で、やや短周

東日本大震災での文化財建築の被害状況
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期の地震動が卓越していること、そのため

従来、地震に弱いとされる木造伝統工法の

のもあり、大きな修理に関しては、ある程

被害が少ない一方で、固いとされる RC 造や

度具体的で、統一された内容のアドバイス

煉瓦造、土蔵などに被害が目立つことがわ

をしなくてはなりません。そこで、建築学

かってきました。また、津波で壊滅的な被

会ではヘリテージマネージャーと協力して、

害を受けた建物よりも、もう少し被害の程

いかにアドバイスをするかを検討すること

度が中規模で存続の可能性のあるものをい

になります。

かに守っていくかにポイントを絞るべきと
いうような情報が色々と集まってきました。

調査を契機に、歴史的な街並みの残る茨
城県の真壁町で、ヘリテージマネージャー

建 築 学 会 全 体 と し て は、 震 災 か ら ４ ヶ

を目指す人たちとボランティアで壁土を作

月後の 7 月 30 日に被害の全体をまとめた

る活動を行いない、この土を歴史的建築復

『2011 年東北地方太平洋沖地震災害調査速

興のために提供することを兼ねてヘリテー

報』を出し、歴史的建造物については、被

ジマネージャー講習も行いました。ヘリテ

害の程度が中程度で、所有者や市町村が保

ージマネージャーになりたいと興味を持つ

存に困ってしまうようなものに対して、ど

人たちと一緒に復興のための足がかりを作

うアドバイスできるかを重要視しました。

る中で、具体的に活動を支援することがで

その体制として、文化庁は、ヘリテージマ

きました。

ネージャーがチームを組んで被災地に入る、

文化財ドクター派遣事業で、具体的な被

『文化財ドクター派遣事業』を提唱し９月１

害調査活動がもっとも有効だったのは、宮

日に派遣事業を開始しました。建築学会で

城県の村田町での活動です。ここでは、大

は、調査の方法と集積データの蓄積を公開

規模な合同調査を行いました。仙台から南

共有する方法を検討し、ヘリテージマネー

へ車で約 40 分の距離に位置する村田町は、

ジャーの方々と建築学会、文化庁が一緒に

歴史的な街並みの被害が懸念されていまし

なって活動できるフィールドを作ることに

た。しかし、約 100 棟について２週間ほど、

専心していました。

学会、JIA、建築士会、ヘリテージマネージ

建築物の具体的な破損状況、実態を見た

ャーが一斉に調査した結果、建物として壊

上で、まずはその建物を残せるか残せない

滅的なものは少なく、一定の手入れをする

かを判断します。次に、残すためにはどの

ことで、魅力的な歴史的街並みは存続可能

ような修繕をしていく必要があるか、とい

と結論付けました。そのことを所有者や町

う問題になります。ですから、最初はとに

当局にもアドバイスをしました。その結果、

かく広く全体の状況を把握しなくてはなり

町も長期的な視野をもって、歴史的街並み

ません。その上で、「ひとまず屋根にブルー

を核としたまちづくりを進めていく判断を

シートをかけて置けば大丈夫ですよ」とか、

してくれました。そして、伝統的建造物群

「とりあえず、ガラス戸は外して、仮に塞い

保存地区制度の整備に取り組み、国の重伝

で置けば問題ないでしょう、
」というレベル

建地区にも選定されました。その後、この

から、大々的に修理が必要だ、とされるも

町の調査に関わった人たちの中から修復や
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復興の手伝いをする動きが出てきて、フォ

調査するだけでなく、傷んだ建物に対し

ローアップとして、修復のアドバイスをす

て、どのような対応をするか、研究者と実

るレベルから、具体的に設計まで行い、修

務家では大きな違いがあるかと思いますが、

復の計画を当てて応援していく形も見えて

研究者の調査結果に対して具体的にかつ迅

います。ヘリテージマネージャーの実践と

速に対応していくか、設計、施工、建築家

復興がリンクしながら活動が行われはじめ

や工務店とチームを組んで対応していくこ

ているのです。

とが課題となります。

東日本大震災での建築学会の活動を振り

ヘリテージマネージャーの講習会には、

返るとさまざまな成果と課題が浮かび上が

建築家、建築士、建築士の中には、工務店

ります。

の社長さん、現場監督、大工さん、さまざ

まず、初動の遅れが挙げられます。これ

まな方が含まれるので、企画、調査、実務、

は、災害の規模と範囲、立地の問題もあり

共通の人材育成の場として今後ますます重

ます。阪神大震災では交通網自体が寸断さ

要になってくると考えられます。

れていたわけではないので、初期段階から
関西地区の中心部で多くの人々が動き、協

３. 文化財ドクター派遣事業

力、助け合いが行われました。東日本大震

文化財ドクター派遣事業は文化庁から建

災では広範囲で津波という非常に強力な力

築学会への委託という形で実施されました。

で破壊されたことをはじめ、備えの欠如も

文化庁は国の文化財を所轄する省庁ですが、

あり、未経験の部分からどうしても時間が

求めがあれば、都道府県の地域の文化遺産

かかるという結果になってしまいました。

に対してもアドバイスする立場です。震災

今後は、組織横断型の対応チームの構築

による、国の登録文化財への影響を調査す

が有効となることもわかってきました。阪

る過程で、文化財として登録はされていな

神大震災では近隣に学会レベルでも専門性

いけれど、良いものがたくさんあり、そう

の高い人材がかなりたくさん存在し、早急

いうものの情報も拾い集めることになりま

に対応できましたが、東北では、まだ十分

す。まずは、その人材をどこから募るかと

な人材が送り込めないという中で、いかに、

いうことで、日本建築学会が事務局となり、

横の連携を取っていくかが重要ということ

建築家、建築士、建築の実務に携わる人た

です。今後は、従来なら立場の違う、建築家、
役所、専門家が文化財ドクターの形でまと
まるのは非常に有効だと考えられます。実
際、2016 年の熊本地震では、地域がまとま
って互いにフォローしながら復興に向けて
足並みを揃えた活動が具体化しコンパクト
ながら効率のいい対応ができたことに繋が
っています。
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図１

茨城県石岡市で危険判定された木造住宅

ちが、文化財ドクターとしてチームを組み、

るのも今後の課題となっています。

現地対応を行いました。文化庁は、財政支
援や統括的に取りまとめを行います。

４. ヘリテージマネージャーにおける基本的

茨城県石岡市での例を見てみると（図１）
、 モラル
私たち、文化財ドクターが調査に訪れた時、

ヘリテージマネージャー講習会では講習

昭和初期に建てられたこの住宅は、パッと

を受ける方が歴史的建築物に興味はあって

見たところでは大きく歪んだり、崩れたり

も、どのような所に気をつけて設計したら

している様子はないのですが、応急危険度

良いかがわからないという声をよく聞きま

判定的の結果として「危険」を意味する赤

す。しかしそれほど厳しいことでなく、基

いラベルを貼られていました。

本的モラルとして５つが挙げられます。

応急危険度判定は建築家がボランティア

①歴史的建造物所有者の体験や想いを理

で行っているものですが、
ここでいう「危険」

解する。②建築が持つ固有の魅力（建築文

は「とりあえず近づかないように」するた

化）を適確に把握する。調査（実測・仕様・

めの注意勧告です。この場合、建物自体の

類例）
。③建築の履歴（すまいの歴史）と破

倒壊による危険というわけではなく、窓ガ

損を把握する。史的調査・痕跡調査を通し

ラスが割れて、近くにいるとガラスが落ち

た復原考察。④②と③を所有者にわかりや

てくる危険があることから、赤い紙が貼ら

すく伝える。⑤上記をふまえ、建物の将来

れていたのです。次の地震や余震でガラス

について所有者とともに十分検討（伝統へ

が落下する危険と、建物が倒壊する危険が、

敬意）
、記録作成。将来的に文化財となりう

応急危険度判定ではでは同列に扱われてい

る可能性は常に考慮すべき。

るわけです。

建造物の所有者が、代々受け継いできた

私たちのような視点からすると、震度６

経緯、例えば、おじいさんが将来の家族の

の地震にも耐え、大きな破損も生じなかっ

ことを思って、何年もかけていい職人を見

た建築が、ガラスの落下が危険で赤判定に

つけて、材料を集めから始めたとか、所有

なるのであれば、ガラスを外して置けば良

者の想いをよく聞き取り、建築が持つさま

いわけで、赤い紙を貼る必要は無いと考え

ざまな魅力、それぞれの適正を適確に把握

ます。しかし、建物の所有者や一般の方か

する必要があります。そのためには、きち

らすると、赤い紙が貼られたら、建築とし

ん と 調 査 し な い と わ か り ま せ ん。 実 測 を

て存続不能と受け止め、取り壊しを急ぐこ

し、建物の仕組みを調べる。あるいは、近

ともありえます。ですから、文化財保護の

所に似たような魅力的な建物がないかを調

観点から適確なアドバイスができるかどう

べる。また、そのような建物は建てられた

かは重要なのです。早急な取り壊しは慎重

当時のままメンテナンスフリーで存在して

に判断して欲しいと考えています。文化財

いるわけではなく、必ず誰かが手を入れて

として復旧可能な建築については、それを

いる。そのような手当が建物の色々な所に

併記すべきで、そのための体勢作りを考え

形跡として残され、震災などの被害を受け
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ていないとしても、経年変化で建物が傷ん

要因で取り壊すことになるかもしれません。

でいる状態もあるわけです。かつての写真

その場合は図面や写真などで、チキンと記

をみると、壁だったはずのところが、窓に

録をとってアルバムのような形で残すとい

なっていたり、増築がされていたり、そう

う方法もあるかもしれません。

いうことをきちんと調査し建物の履歴をき

阪神淡路大震災の経験からすると、ここ

ちんと把握する。そして、ヘリテージマネ

にそういう建物があったという歴史が地域

ージャーとして重要なのは、専門的に調べ

の復興のために非常に役に立ちましたし、

た内容をわかりやすく所有者にお伝えする

所有者にとっても重要な記憶になることが

ことです。何年頃に増築され、当時最先端

わかりました。

の建具が取り入れられたデザインがなされ

このような活動を地道に続けていると、

ている、など、建物の特徴とそこに込めら

「自分のいえも調べて欲しい」という声が上

れた意図をできるだけわかりやすく説明し

がることもあり、価値が再評価され、文化

ます。そして、例えば、単に屋根の改造の

財にしようという気運が盛り上がるような

仕方が少し強引だったのでそこから雨漏り

ものが日本の各地にたくさん存在していま

があって、建物が傷んでいるようです、とか、 す。ヘリテージマネージャーの方々によく
増築の仕方が建物の構成に負担をかけてい

話すのは、建築家の目で見て気になる建物

ますね、というマイナスな部分も踏まえて

は歴史的に面白いいわれのあるものも多く、

説明します。その上で、この建物は将来に

評価すべき特徴のあるものも多いので、埋

渡って存続させるべきなのか、建て替える

もれている個人の資質へ再評価の可能性を

ことが本当に妥当なのか、ということを建

広げて欲しいということです。

物に敬意を払ったうえで所有者と十分に話
し合います。
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ヘリテージマネージャーの経験は自分一
人のものだけでは積み上げることができな

私たちの立場としては古いものはできる

いので、より多くの人たちの経験を持ち寄

だけ残して欲しいのですが、経済状況や今

り、共有する仕組みが必要です。その仕組

後、このような大きな建物は住みこなせな

みを作るためにもヘリテージマネージャー

いとか、税金が払えない、などさまざまな

講習会や会合を通じて、お互いの事例を持

図２

図３

山本家住宅主屋背面全景

山本家住宅。浸水高さまで土壁は崩落

ち寄ることが重要です。そういう意味でも

解体撤去されました。薬医門は地震で倒壊

ヘリテージマネージャー講習会が全国で展

こそしませんでしたが、軸部がカタカタと

開しているのは非常に意義にのあることで

基礎から 30cm ほど移動し、液状化で礎石

す。

が埋まっています（図４）。建築的に見れば
建物の免震構造が働き、基礎からずれたた

５. 茨城県下の被害例

めに地震力を吸収できた、と評価できます。

東日本大震災後、神奈川県と静岡県のヘ

しかし人命最優先の立場から見ると、たま

リテージマネージャーが中心になって、茨

たま崩れなかっただけで、足元が崩れて崩

城県の調査を行いました。

壊したかもしれないので、耐震性を考慮す

神栖市の重要文化財山本家住宅は津波の

る必要があります。所有者は存続の意向が

浸水被害に遭いました。鹿島灘から流され

ありますが、修理は未定の状態です。石岡

てきたコンテナが敷地を横切ったそうです。

市の登録文化財、丁字屋は震度６強の地震

建具は放流され、壁・畳は浸水、消火設備

を受けて瓦のずれや塀が崩れるなどの被害

への被害も甚大で、屋敷林は深刻な塩害を

がありました（図５）
。元々酒屋さんの建

受けました（図２・３）
。2011 年～ 2012 年

物を石岡市が借りて「まち蔵・藍」として

の屋根修理に合わせて、国庫補助を受けて

公開活用していたこともあり、瓦の葺き替

復旧しました。

え、外壁の土壁亀裂、剥落箇所修理、店舗

鉾田市の田岡家は液状化の被害に合いま

内の天井梁折損箇所の支柱補強など外観の

た。屋敷は徳川慶喜が宿泊したと伝えられ、
観光資産として期待されているものの文化
財としては未指定で、主屋は 2012 年秋に

図４

田岡家薬医門背側面全景

図５

石岡市丁字屋の被害

111

損傷復旧に関わる工事 800 万円は石岡市が

蔵やレンガ造りの建物が減っています。判

負担しました。その他の復旧工事費 227 万

定の際には、危険の実態を精査し、例えば、

円を所有者が負担しましたが、茨城県が復

瓦が落下する危険性を指摘しているのであ

興予算を 3/4 まで負担するという制度があ

れば、先に瓦だけ落とし、ブルーシートで

ることを助言したところ、こちらも活用し、

屋根を覆う処置をして、再建を待つことも

2011 年 5 月に工事が始まり、9 月には竣工

できます。

しました。

多くの大谷石造りの建物が被害を受ける

丁字屋の瓦屋根は 100 年近く葺き替えら

中で、登録文化財の福島屋砂糖店の大谷石

れていませんでした。瓦葺きの場合、外見

塀は無事でした（図６）。他にも被害を受け

的には問題なくても、瓦の結着が弱くなり、

ていない大谷石の建造物を見ると、塀や壁

地震で崩れて全部落ちてしまう例が多く見

の裏に直角方向に支持する「控え壁」の存

られています。定期的、10 年に１回くらい

在がありました。

の点検、30 年以上経ったら注意深く観察し、

城里町内の建物では、控えのある躯体部

50 年以上で大きな修理も考える必要がある、 分は被害がなく、妻壁の石積み部分が崩落
というような修理スパンをヘリテージマネ

しているものも見られました（図７）。この

ージャーとしてアドバイスしていかないと、

場合、崩落前と同じように、妻部分に石を

特に地震のような大きな災害時には建物自

積んでしまうとまた、同じように崩落して

体が大きな被害をもたらすことがわかって

しまう可能性があります。石蔵としての特

きました。
大地震時に最初に大被害を受ける瓦葺き
民家などの被害が、想定よりも悪くなかっ
たことでした。一方、破損した建物が、道
路や周辺に危険を及ぼすと判断され、応急
危険度診断で危険の紙を貼られてしまうと、
所有者が解体を急ぐ事を助長することにな
ります。その結果、地震の度に、大谷石の

図６
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福島屋砂糖店

図７

妻壁の石積みが崩落している

図８

笠間市庁舎の被害状況（柱の剪断破壊が深刻）

図９

大きく傾いた養蚕民家・遠藤家

図 10

敷地内で大きく移動した主屋

図 11

津波の濁流の被害を受けた室内

図 12

小屋組はしっかりと残っている

徴を生かすことはもちろん重要ですが、こ
のような部分では、軽い板を代用するとい
う方法なども提案していく必要があります。
歴史的建造物を生かすということは、保守
的に全て元と同じ形を再現すればいいとい
うわけではなく、今後なるべく被害が起こ
らない方法も考えてくことが重要になるの
です。
笠間市では昭和 50 年代終わり頃に建てら
れた鉄筋コンクリート造の市庁舎が破損し
て再生不能ということで建て替えることに
なりました。鉄筋が露出するほどの割れが
生じています（図８）。一方、壁が少なく屋
根の重たい伝統的建築物が無被害で残って
いるところもあるので、一概に瓦葺きだか
ら弱い、コンクリートだから強いというだ
けではなく、地盤、地震、建物の施工状況、
点検・補修の実態などを知った上で強弱を
判断することが必要になります。そのよう
なことも、ヘリテージマネージャーは建築
の専門家として知っておく必要があるので
す。
６. 宮城県の被害調査
2011 年 8 月 18 日 に、 宮 城 県 南 三 陸 町
の養蚕民家・遠藤家を調査しました。元禄
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時代 ( 約 300 年前 ) から続く家系と言われ、

物であることがわかりました。東北地方で

所有者は主屋も同時代と認識していました。

は比較的古く、養蚕の実態がわかる建物と

市街地から南に少し離れた、海抜 20m ほど

して、存続価値が十分にあることを報告し

の土地ですが、津波によって主屋が敷地内

ました。これ自体はヘリテージマネージャ

を漂流、
回転し大きく傾いた状況です（図９・

ーの仕事というよりは、文化財の専門家と

10・11・12）
。所有者は養蚕を営む地域の

してお手伝いしました。

文化遺産として、潰滅した町の復興に役立
てたいという希望で建物の存続を求めまし

７. 傷んだ歴史的建造物（土蔵）への対処法

た。しかし、町全体が大被害を被っている

2012 年 2 月 11 日～ 19 日に、村田町の合

状況で、町には歴史的建造物を修復して存

同調査として、建築学会・JIA・建築士会（神

続する余裕がないというのが現状でした。

奈川・東京支部）から、のべ 200 人ほどが

最終的に所有者は公費解体せず、香川県

現地に入り、建物の実態と復旧可能性を調

高松市の民家園（四国村）が建物を引き取

査しました。その結果、紅花流通で栄えた

って移築することになりました。移築にあ

商家、村田商人記念館を中心とした蔵の町

たり、建物の希少性を調べて欲しいという

並みは 2014 年に、重要伝統的建造物群保存

ことで、私たちが調査に入った次第です。

地区に選定されました（図 13・14）。

実際調査してみると、250 年ほど経過して
いると見られる、しっかりとした造りの建

傷んだ歴史的建造物への対処としては、
ま ず、 破 損 状 況 を よ く 知 る こ と が 重 要 で
す。原因を調べると定期的な補修不足によ
る傷みの拡がりが災害によって露見するこ
とも多くあります。現状の仕様をよく調査
し、今後の方針を立てて行きます。どのよ
うな修理をするのかという問題ですが、本
格的、全体的な修理をするか、代替的措置
で済ませるのか、所有者の意向を問いなが
ら建築家として助言して行きます。費用の

図 13

村田商人記念館

問題もあるので、とりあえず応急的に対処
して、10 年ほど持たせる。その間に具体的
な方向性を見極めて行くという方針もあり
ます。また、例えば、土壁の補修などであ
れば、プロに任せる部分と、自分たちやボ
ランティアでまかなえる部分を見極めて行
うのも効果的です。
代替的な措置は、その場しのぎの対応と

図 14
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村田商人記念館

思われがちですが、危険のないようにとり

あえず支えておき、その間に悪いところを

け速やかに進めないと、周囲の関心や支援

なんとかカバーする、中途半端に建物の骨

も少なくなってしまうので、スピード感が

組みをいじらず、いざとなったら外せると

重要になります。

いう可変性が重要です。この方法は、震災

村田町の蔵の例を見ると、外見的にはサ

復旧などで、早急な対処を求められる場合

イディングボードが貼られていて、やや古

も有効ですし、経年破損で徐々に朽ち果て

い現代住宅のようですが、中に入ると完全

て行くような傷みのある建物をなんとか残

に伝統的な蔵で、２階に上がると、明治 33

したいという時も同様に効果的です。震災

年に古材を用いて建築したという記録が残

復旧の際は対応速度が求められ、できるだ

っています（図 15・16）。１階は照明やガ
ラス戸が整備され、集会所として日常的に
使われています（図 17）。
このような歴史的建造物を修繕するには
どうするべきでしょうか。創建時のような
立派な土蔵に再現する方法もありますが、
現在の使われ方を見ると、これ以上歪まな
いように筋交いなどで補強し、内部の安全
性を保つという方法でも、建物としては成

図 15

村田の元米蔵

立します。通常は復旧というと、建設当時
の姿に戻すことを想定するので、相応の費
用が発生することになり、そんなに費用が
かかるならば解体してしまおうという選択
になりがちですが、この例のように震災に
よる決定的な破損があるわけではない場合
は、ある程度の補強を追加すれば、まだま
だ使えるという方向性も、プロとしてお知
らせする必要があるのです。

図 16

２階は建築当時の様子が残る

神奈川県津久井郡藤野町（現相模原市）
の石井家土蔵は、外観的には普通の伝統的
な土蔵ですが（図 18）
、断面を見ると骨組
みだけが古く、鉄骨を外壁に取り付け、コ
ンクリートのサイディングボードを貼り付
け、白いペンキを塗ったものでした。重要
文化財になっている主屋とは違い、戦後に
町場にあった土蔵を移築し、外観は現代的

図 17

１階は改装されて集会所として利用される

な工法で補修しているのです。しかし、今後、
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機会があれば外壁をもう一度昔の土蔵の作

８. 壁土づくりプロジェクト

り方で直すこともできます（図 19）
。無理

真壁伝建地区震災復興支援として「壁土

に過去の姿に戻さなくても、すなわち現状

づくりプロジェクト」を立ち上げました

でも歴史的建物のよさと機能を維持するこ

（図 20・21）。震災に伴う歴史的建造物の被

とができている例と言えるでしょう。歴史

害調査によって、被害の実態把握が終わり、

的建築物の保全の観点からは、土蔵の壁を

次の段階として復興についてはどう支援し

土で修繕することができないのであれば、

たら良いかを考えたとき、壁土づくりをワ

板やトタンで覆うなど代替工法で維持する

ークショップ的にやることで建築家のみな

方法も選択肢に入れる必要があります。重

らず、地域の方々、子どもたちまで伝統的

要文化財のように国が潤沢に資金を出して

な建築に親しむ機会が増え、体験を通じて

くれるようなものは例外で、公的支援の少

復興機運も高められるのではないかという

ない歴史的建物の場合は、コストをかけず

ことで発案しました。震災復興で必要にな

に建物の本質を失わないようにすることが

る壁土を、専門の左官屋さんに準備しても

重要です。そういう例が増えてくると、費

らうと何ヶ月もかかる、という問題も解消

用がかけられないから解体する、というこ

されますし、コストも下げられます。壁土

とが減り、もう少し各地域に豊かなものが

づくりというと難しそうですが、粘土に繊

継承されるのではないかと思います。

維を入れた構成だということを伝え、その
た め に、 藁 と 土 と 砂 を 加 減 し な が ら 練 っ
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図 18

石井家土蔵

図 20

壁土作りプロジェクト。土選別、壁土練り

図 19

石井家土蔵

図 21

壁土づくりプロジェクト。ワラスサ伐り

て、時間をかけて熟成していくという工程

９. 文化財ドクターを契機としたその後の協

を説明します。ただ作業をするだけではな

力事例

く、建築の仕組みを学びながら作業を進め

宮城県村田町で、震災による被害状況の

て、１ヶ月に１回程度のペースで集まりま

調査をしましたが、この地域ではアフター

した。

ケアをする方針で、私の参加したグループ

静岡のヘリテージマネージャーに参加し

は、森家の改修を担当しました（図 22）。

てもらいましたが、ワークショップの最終

この家は昭和 53 年に改修する前は平屋づく

回には東北からも古い建物を残したいとい

りでした。通りから奥側の４割ほどは古い

う意思のある方々が参加してくださり、他

建物が残っていて、通り側に新しく２階建

の地域ではどのように人材育成し、子ども

の居室が増築されています。東日本大震災

たちに伝統的な建築の魅力を伝えるにはど

でかなり傾いたのですが、すぐに大工さん

うしたら良いかという意識を共有すること

によって筋交い補強していました。そのた

もできました。

め、私たちが調査に入った際にも大きな余
震がありましたが、被害は拡がりませんで
した。
建物について色々と調べてみると、明治
16 年の棟札があるなど、村田地区の中でも
古い町家です。元の敷地は間口が６m のた
め縁側がつけられず、敷地いっぱいに建物
が建っていました。大正時代に南側の隣家
が転居したので、反対側の住民と半分ずつ、
３m 分の土地を買い取り、自宅の敷地を拡
げ、昭和 12 年には、縁側や屋敷門を作る改
修を行いました（図 23）。
村田地区が伝建地区として認定されたの
で、奥に残る森家の古い部分も町並み保存

図 22

2015 年当時の森家の外観

図 23

昭和 52 年頃の森家東面
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の制度で修繕費用に補助が出ることになり

生活に必要な水回り設備の充実、南縁を広

ました。その修理計画にヘリテージマネー

くしたい、など、古い家でありながら、現

ジャーの人と協力するために、所有者の森

代的な生活を送るのに不自由のない住みや

さんに意向を伺いました。

すい居住空間にするための要望がたくさん

森さんは、傾いてはいるものの古い家に

挙げられました。

愛着があり、可能であれば隠居後は古い部

修理事業に向け、昭和 12 年の改修時の形

分を住まいにしたいとお考えでした。その

式に戻すことを基本とし、震災復旧対応と

ため、将来的には通りに面した増築２階部

して、基礎全面に RC 造を採用、床組と梁

分を街並みに合う住宅の姿に改装したいと

組の水平構造面を強化、梁行と南面の耐震

いう夢も持っていらっしゃいました。ただ

要素を付加し、屋根葺きに伴って屋根下地

し古い家に住むには、まず押入れの狭さが

の補修をすることを考えました。住みやす

気になるということでした。当初、敷地の

さへの対応としては、床高を揃え、押入れ

幅が狭かったので、通常の規格である奥行

の奥行きを 90cm 確保し、西側縁にトイレ

き 90cm の押入れを作れず、奥行き 60cm

と台所を整備する方針となりました。

の押入れのままだったのです。普通は布団

歴史的建物として補助を受けるためには、

を三つ折りにしてしまいますが、この家で

通りからの見え方が重要になります。文化

は布団を四つ折りにしてしまっていました。

庁は、通りからの見え方と南面の歴史的要

また、寒さ対策、増築による床の段差解消、

素が保存されれば、奥はある程度の改築は
許容との見解なので、敷地奥に台所とトイ
レを増築することにしました。最終的に、
耐震壁は極力減らし、柱を補強し、二重建
具で冬の寒さを解消し、押入れは広くする
ことができました。南からの見え方は昔の
ままで歴史的景観を守っています（図 24）。
第一回目の改修は所有者にも満足していた
だけたので、今後は、正面の昭和 53 年の改
修で 2 階建て変化した部分を、いかに本来
の歴史的な姿に変えて行くかが課題になり
ます。これは、今の世代で、増築した２階
建て部分を解体して、元の状態に戻すとこ
ろまで解決することができなかったとして
も、今後 50 年 100 年のレベルで考えて行
けば良い問題です。私たちも代替わりをし
ているかもしれませんが、ヘリテージマネー

図 24
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森家竣工

ジャーも次の世代へと代わり、新しい所有

者の世代と対話して、建物を保存する意思

されたものを対象にできるのがヘリテージ

が受け継がれて欲しいと思います。

マネージャーの特徴です。講習会で資格を
得ていれば、登録文化財の修理や重要文化

10. ヘリテージマネージャーの重要性

財のメンテナンスも手がけられます。今後、

ヘリテージマネージャー講習会は、最低

確実に需要は高まりますが、そこまで踏み

60 時間、約１年かけて、歴史的な建物の常

込んでしっかり活動できる人がまだ少ない

識や修復のポイント、木工事や屋根工事な

という状況があります。ですから、歴史的

ど、基本的な学習や演習を行います。そし

建造物に関わる意識のある人たちの経験を

て、現在の日本にはどのような歴史的財産

どんどん増やして行くためにも、ステップ

が残っているかを知ります。文化庁から人

アップ講習会を開催したり、誰かが歴史的

材育成に対して補助金が出ていて、各都道

建造物の仕事を手がける機会があったりし

府県の建築士会を中心に呼びかけます。基

た時には、それを共有する。そのような活

本的には建築士の資格をもつ人を対象とし

動を積極的に進めることで、今後 10 年ほど

ていますが、京都や神奈川などマネージャー

でヘリテージマネージャーの活躍の場も拡

コースのある地域では、歴史的建造物が好

がり、次々と歴史的資産を発見し、地域を

きな一般の方などを受け入れている地区も

豊かにする一つの原動力になるのではない

あります。講習会は 30 名から 50 名程度で

かと期待しています。

開催されることが多く、演習の過程でさま

実際、群馬県では 2019 年から３年の予

ざまな仲間ができ、それぞれの経験を持ち

算がとれ、群馬県の観光需要のために、近

寄って、新たな歴史的建物への見解も共有

世の寺社建築調査が行われることになりま

していきます。

した。40 年ほど前にも調査が行われている

講習会終了後、資格を持っているだけで

のですが、それだけでは情報が少ないので、

はペーパードライバー同様なので、ワーク

さらにブラッシュアップし、魅力的な建築

ショップや見学会、相談会などを共有する

物を県下の隅々まで探しに行き、観光資産

ことで、実践の情報共有をすることがとて

として使えるようにしようという動きがヘ

も重要になります。そのために都道県ごと

リテージマネージャーに委嘱されています。

の建築士会が中心となるヘリテージマネー

講習会が始まってから、20 年以上た

ジャーの講習会組織の連携が重要です。現

ち、人づくりの入り口まできました。今後

在は文化財ドクター派遣事業など、震災被

は一定の方向性が見えてきた仕組みをいか

害での実績が中心ですが、今後はまち作り、

に機能させて行くのか。第二段階として、

歴史的な街並み保存をいかに行うかもヘリ

今後の活動が注目されるのがヘリテージ

テージマネージャーの活躍の場になります。

マーネージャーなのです。

町医者としての日頃の活動を続け、情報共
有することが重要になります。
伝統的建造物の保存地区、歴史的に評価

特記なき図版は大野敏氏提供。
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地域創造と EBPM 〜森林の多面的機能を事例に〜

横浜国立大学国際社会科学研究院教授
小池 治
1.EBPM(Evidence-based Policy Making)
地域創造論では、これからいろいろな先
生から講義をしていただきます。その後、

適さない政策はどのようなものかを考えて
みたいと思います。
な お、 今 日 の タ イ ト ル を『 地 域 創 造 と

グループごとにテーマを決めて、地域創造

EBPM ～森林の多面的機能を事例に～』と

のための政策提言を作り、発表していただ

しましたが、今年度のグループワークでは

きます。

『新型コロナとこの先』をテーマに政策形成

今日は、政策形成の手法についてお話し

を行うということなので、新型コロナにど

いたします。問題をどう解決していくのか

う対応していくかということも少し織り込

をグループで話し合うといろいろとアイデ

みながら進めていきたいと思います。

アが出てくると思います。それを提言する

いきなり EBPM というあまり馴染みのな

のは非常にクリエイティブで楽しいことで

い言葉が出てきましたが、EBPM（Evidence-

すが、思いつきだけで政策は作れません。

baced Policy Making）は日本だけではなく、

問題の本質を把握し、状況を科学的に検証

世界的に 2000 年代頃から主張されるように

し、自分たちが提案する政策によってどの

なった考え方です。日本はやや遅れていま

ように改善されるのかというエビデンスを

したが、最近になって政府がその必要性を

示して政策を作っていくことが求められま

強調し始めました。エビデンスというのは

す。

証拠という意味ですが、単なる証拠という

今日はしっかりとした政策を提言するた

よりは、科学的な実証データに基づく根拠

めの技法についてお話ししますが、ただ技

のことです。内閣官房の定義によると、「政

法のことばかりを聞いてもピンとこないと

策の基本的な枠組みを証拠（エビデンス）

思うので、具体的な事例として私が地域実

に基づいて明確にするための取り組み」
（内

践センターで取り組んでいる神奈川県の広

閣官房 2018）とあります。抽象的ではあり

葉樹林の活用を事例として取り上げ、合理

ますが、政策を作る際に、きちんとデータ

的な政策とはどのようなものか、あるいは、

に基づく必要性を強調しています。EBPM
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は、1990 年代に唱道された「科学的根拠

します。すると一時的にはそのお子さんの

に 基 づ く 医 療（Evidence-based Medicine :

食事は良くなるかもしれない。しかし、子

EBM）」の政策形成活動への応用です。医学

どもの貧困というのが、もっと構造的なも

では疫学研究（＝ Epidemiology 病気の発生

のだとしたら根本的な要因を探し出して、

状況など健康に関する事象の頻度や分布を

それに対して政策を作らないと効果はない

調査し、その関係性を明らかにする科学研

わけです。これはいろいろな政策分野につ

究）により証明された根拠に基づいて治療

いて言えることです。

方法を決定することで医療の質を高めてき

ところが、これまでの政府が作る政策は

ました。疫学研究というのは皆さんにはあ

必ずしも科学的なエビデンスに基づくもの

まり馴染みがないかもしれませんが、例え

とは限らなかった。「何となく、昔からこう

ば新型コロナ対策として、重症化した方の

いう政策をやってるから」とか、
「他の国で

さまざまな特徴を広く統計的に調べていき

もやってるから」とか。本来は日本には日

ます。そうすると、こういうタイプの慢性

本の環境要因があり、その要因に適した政

疾患を持っていると新型コロナで重症化し

策を作らなくてはいけないのですが、それ

やすいとか、逆に、こういう生活習慣を持

を追求するためには多面的な研究が必要と

っている方は重症化しない、ということが

なります。その労力を惜しんで他の国を真

わかってきます。若い人でも全ての人が軽

似して政策を導入するといったことが意外

症や無症状というわけではなく重症化する

とあるのです。

人もいるわけで、それが一体どのような要

どのような状況の中でその問題が起きて

因によるのか、広く統計データを集めてパ

いるのかをきちんと科学的に把握して、そ

ターンを発見することで、このパターンの

れに基づいて、どういう政策を作って実行

場合はこういう処置をしようというように

すれば最も有効かを考えていく必要があり

的確な治療ができる。これが EBM です。

ます。それが EBPM ということになります。

政府の政策も全く同じで、ある公共問題

EBPM は全ての政策に適用すべきアプロ

が起こった時に、それに対して誤った診断

ーチですが、文化的な問題については定量

をして、誤った処方をしたら、状況はます

的にデータ化するのが難しいと考えられる

ます悪くなります。今起きている問題がど

かもしれません。しかし、文化というのは、

ういう状況になっているのかをきちんと把

長い期間を経て人々の価値観の変化や行動

握する。その問題が起きている原因を探し

を積み重ねてできあがるものです。その文

出して、科学的に検証する。それによって

化を変えるには何が必要になるのかを考え

的確に問題の根本原因を叩いていく。そう

る上で定量的な見方もできます。あるグル

いう政策を作れば、効果が高くなるわけで

ープはこういう文化活動をしていて他のグ

すね。

ループは別の文化的な活動をしているとす

例えば、子どもの貧困という問題を解決

る。別の文化的活動を取り入れた人たちの

するために、その家庭にお金を補助すると

文化がその後どのように変化するかを客観

と

的にデータとして比較して見ることもとて

政府が取り組むべき問題なのかとさまざま

も重要だと思います。

な側面から調査します。すると、これは市

例えば、子どもの頃に自然体験が豊富な

場経済には任せておけないとか、個人や家

人ほど、大人になってから結婚する確率が

庭、地域の自主的な行動だけでは問題はよ

高くなるというデータがあります。さらに、

り深刻化するなどということがわかってき

家庭を持った時に、子どもの数が多いこと

ます。政府公共部門が積極的に政策を作ら

もわかってきました。幼少期の自然体験は

なくてはいけないということになると、課

学歴や成人後の所得とも有意な関係がある

題＝アジェンダが設定されます。政府はそ

ようです。しかし、ゆとり教育を見直した

のアジェンダに対して有効な政策を作って

こともあって、学校教育の中で自然体験が

いくことになります。その際、問題を科学

なかなか行われなくなりました。少子化対

的に分析して、最も効果が期待される合理

策が全てというわけではありませんが、子

的な政策を作ります。そして政策をどのよ

どもたちが将来本当の意味でクオリティの

うに実行するか、どういう手段を講じたら

高い生活をするためには、学校の教室の中

目的を達成できるかを考えます。政府が使

で詰め込み教育をするより、外に出て自然

える手段は案外限られていますし、政府が

の中でさまざまな体験をした方が、将来の

使えるリソース、資源というのも限られて

成長、発達、あるいは幸福に繋がっていく

います。限られた手段と資源をうまく使っ

かもしれません。ですから、どのようにエ

て、目標を達成する。それらをパッケージ

ビデンスを発見していくのかという問題は

したものが政策ということになります。

あ り ま す が、 あ ら ゆ る 政 策 提 案 に つ い て
EBPM が必要になると考えられるのです。

国の政策の場合、内閣で決定したら法案
を国会に送り、国会審議で可決、成立とい
う流れが一般的です。地方自治体も同じよ

２. 政策形成のプロセス
政策を作ることを政策形成＝ポリシーメ
イキングと言います。政策形成といっても、
いきなりポンと政策ができるわけではなく、
ステップを踏んで形成されます。

うなものですけれど、国と比べると知事や
市長、村長のリーダーシップが強いという
特徴があります。
政策は決定された後に、実施されます。
例えば、2021 年度の事業として実施する。

まずは公共的な問題に気付くことが政策

あるいは 2021 年から５年計画で実施する。

形成の出発点です。大きくなる問題なのか、

行政機関が中心となって実施するわけです

図１

ポリシーサイクル
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が、その過程には民間企業が入ったり、あ

然と話をしましたがどうですか？

るいは NPO や大学が入ったりして政策を実
施します。
その後、実施した結果、当初の予定通り

志村

みなさんどうですか。気になる政策

はありますか？

目標が達成されたかどうかを評価します。
評価をしてそこに改善点が見つかったら、

小池

例えば、横浜国大はオンライン授業

それはまた、問題発見にフィードバックし

になり対面授業をしていないのですが、そ

ていく。このように循環していく過程が政

れはエビデンスに基づいているのか？

策過程です。これを政策循環、ポリシーサ
イクルという言い方をします（図１）
。
EBPM というのは課題設定、そして、政
策立案の段階で最も重要になるのです

志村

そうですね。または例えば、国の政

策としては、安倍政権で全家庭に配布され
たマスクの効果とか。

が、政策を実施する段階でも重要になりま
す。政策は、問題発見、課題設定、政策立案、 小池
政策決定と循環していますので、実施して

たようですね。ウイルスは本当に小さなも

評価しないことには意味がありません。政

のですから、マスクをしても意味がないと、

策実施の過程においても、評価する過程で

医学的には言われていましたが、飛沫を防

もエビデンスが必要になってくるわけです。

止するという意味では効果があるという説

全てのプロセスの端々にエビデンスという

もある。

ものを踏まえた行動をする必要があるとい
うことになります。
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マスクについては随分と議論はあっ

他にも、科学的な根拠とは別に都市伝説
のように伝えられていることもあります。

例えば、地方自治体が直営で実施するの

例えば、子育てでは、３歳児神話というも

と、指定管理者の仕組みを使って民間の事

のがあります。幼少期に備わった性質は生

業者が実施する場合、どちらが有効だった

涯変わらないという意味で「三つ子の魂百

か。実施過程でエビデンスを作らなくては

まで」ということわざがありますが、そこ

わかりません。それが政策目的を達成する

から３歳までは親がしっかりと子育てしな

上で有効かどうかをきちんと評価する必要

さいと言われるようになりました。そうい

があるということです。ですから、政策を

うこともあって、かつての日本では、公立

作り、実施する中で、端々で基盤になる重

の保育所は３歳児未満は受け入れなかった

要な例になるというのが EBPM の全体像に

わけです。ところが現代はそんなことを言

なります。

う時代ではありません。女性の活躍、男女

考えてみると、身近なところでも、こん

共同参画で０歳児保育をしています。ただ

なことをやっているけれど、本当にエビデ

一方で、３歳までは親が子育てをするのが

ンスがあるの？ということはみなさんも感

望ましいという言説はあるわけです。どこ

じることがあるのではないですか。いま漠

までエビデンスに基づいているのかは不明

と

ですが。
小池

リスクマネジメントの先生におうか

私は母が働いていた関係で０歳から

がいすると、リスクがゼロということはあ

保育園に通っていましたが、特に近年では

りえないと言われます。オンラインではコ

０歳児から保育園に入れないと３歳児から

ミュニケーションをいかに取るかが問題に

は入れる園が見つからないと言う問題もあ

なります。では、対面がいいかというと、

ります。３歳児神話を尊重すると女性の働

そのためにどれだけのリスクを許容するの

き手は増えないですよね。

か、そのためにもさらに科学的なデータが

志村

必要となります。
小池

また、エビデンスは操作ができてし

まうという問題もあります。例えば、私の

志村

幼少期は、学校給食はコッペパンでした。

型コロナを踏まえて 2020 年代に向けた政

地域創造論のグループワークでは新

当時はコッペパンの方が栄養があるとか、

策、事業提案をしていただく予定です。こ

パン食だと色々な副食をバランスよく食べ

のような時代において、地域政策の提案は

るから、健康に良いなどの理由からでした。

ある意味考えやすいかもしれませんね。提

でも、今は米飯給食が普及しています。

案するにあたって、根拠となるデータ、ヒ
アリングなどがあった方が良いということ

志村

お米を消費しなくてはいけないとい

です。それがあるからこそ提案の信憑性が

う事情がありますからね。

高まります。

小池

小池

本当にエビデンスに基づくものなの

提案の合理性、正当性が出てきます

か、政治的、政策的なものだったのかも考

ね。しっかりしたデータに基づいていると

えなくてはいけません。学校給食に牛乳を

政治的な力に左右されずに、きちんと結果

つけたのも、酪農業を救済するためという

が出るような政策を作り実行できます。昔

考え方もありますし。

から技術的な合理性は組織を政治から自立
させてきました。

志村

学生さんから、メッセージがありま

ここで気をつけなくてはいけないのは、

す。「エビデンスは利益に基づくものだと思

都合の悪いデータは見せない、都合のいい

います。大学のリスクマネージメントの視

データしか作らないことがある点です。で

点からすれば、コロナ対策としてはゼロリ

すから一般の人たちが、政府が根拠として

スクのオンライン授業にした方がいいのか

いるデータを、本当に正しいのかどうかチ

もしれません」ということです。

ェックできる目を持たなくてはいけません。

確かに管理者側からしても、学生の立場

それは一つの目では難しく、多面的にチェ

にしても、感染のリスクはオンラインの方

ックしないと科学的なデータの是非が見え

が少なくなります。

てきません。ですからこのようなチェック
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こそ大学のような研究機関が責任を持って

いう手法や手段がもっとも効果的なのかを

やるべきだと思っています。特にみなさん

考えます。一般的に、公共政策で使われる

のような大学院生が中心となって。政府が

手法は２つあり、１つは規制的手法（法や

根拠としているデータはなにか？

条例による取り締まり）ルールを定めて、

きちん

と見た方がいいと思いますね。

守っていただく。守らなければ罰則を課す。
例えば、横浜市は公園で空き缶をポイ捨て

まさに、大学など、学術、研究を専

すると、条例違反で罰金２万円です。これ

門とする機関が根拠立てて、政策を提言し

は規制的な手法です。ルールに従ってもら

ていくということが必須となります。

うことで目標を達成する。もう１つは経済

志村

的手法、インセンティブを与えて誘導する
３. EBPM のプロセス

方法です。例えば、空きカンの例では、ポ

小池

イ捨てすると２万円の罰金ですが、回収し

ここからは EBPM を使って政策を作

るプロセスを説明します。
①まず、エビデンスに基づいて政策課題

が経済的手法ということになります。

を設定します。政策課題を設定する際、問

新型コロナ対策としても、諸外国で実施

題は自由に発見していいのですが、課題設

されているような外出禁止、それに伴う罰

定するときには、根拠となるデータを探す

則は規制的手法。一方で、
「感染症対策を

必要があります。
「このデータからこのよう

しているところには出かけてもいいですよ、

な問題が出ているから、これを政策課題に

そのときには go to travel などのように割引

します」という流れです。

になります」という経済的手法があります。

②次にその政策課題について、目標を設

これを両方組み合わせることもあります。

定します。「今、こういう状況だけど、それ

⑤そして利用可能な資源を検討する必要

をここまで改善しよう」などと数値目標を

があります。政府が使える資源は限られま

設定できるのが一番いいですね。数値目標

すので、どのような資源が利用できるのか、

も短期的な数値目標と、中長期的な目標が

埋もれていて活用されていない資源を発掘、

あります。もし数値目標になじまない目標

あるいは、転用することも考えなくてはい

の場合なら、定量的ではなく、求める質を

けません。例えば、人手が必要だけれども、

わかりやすい言葉で表現するということに

予算がなく常勤職員を雇えない。でも常勤

なります。

でなくても働きたいという方はいるのでは

③そして政策というのは目標を達成する

ないか、そういう人をうまく雇用すること

ためのプログラムですので、どういうプロ

で、利用可能な資源を検討することができ

グラムを作ったら目標が達成できるのかを

ます。新型コロナ禍で、家にいなくてはい

考えます。プログラムをデザインする行程

けない。でも私は家でオンラインで色々な

となります。

ことができますという人は、逆にオンライ

④プログラムをデザインする際にはどう
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てリサイクルするとお金がもらえる。これ

と

ンでなければ能力は発揮できないかもしれ

ません。新しい政策の資源というのは色々

中期計画でも KPI を入れることを随分強調

なところに埋もれている可能性があります。

しています。キーとなるパフォーマンス・

⑥目標を立てて、手法や手段を考え利用
可能な資源を割り当てて、実際にどうやっ

インディケーターつまり目標達成指標を入
れて、チェックしていく方法です。

て進めるかのスキーム（事業実施の枠組み）
を考えます。どのようなインプット、事業

４. 森林の多面的機能を例に

をどれほど実施すると、どれだけのアウト

政策形成のロジックモデルについては事

プットができてそのアウトプットからどれ

例をあげたほうがわかりやすいと思います。

ほどの効果が得られるのか。そういう工程

今日私があげるのは、森林の多面的機能で

表（フローチャート）
、ロジックモデルとも

すが、少し新型コロナにも絡めてお話しし

言いますが、これを作る。工程表を作るこ

ます。スケール的にはグローバルな課題で

とで、その事業がなぜ必要で、どのような

問題は大きいのですが、地域実践センター

根拠で行なっているか、どのように効果が

のモットーは、“Think Globally, Act Locally”

発現し、目標までたどり着けるのかという

ですので、森林の減少、劣化という問題に

全体像が見えてくるのです。

対してどう対応すべきなのか、対応するの

これをパッケージで作るのが政策形成で
す。さらにそこにその政策の必要性、ある

はローカルなところにあるという話になり
ます。ここに全体の現状を示します。

いは効果を測定できるようなインディケー

地球全体の森林面積は 40 億 ha、陸地面

ター（指標）を入れます。そうすることで、

積の３割が森林です。地球の森林分布（図２）

現在どこまで事業の効果が発現しているの

を見るとわかりますが、赤道周辺の熱帯雨

かを確認できます。これを経営学の言葉で

林、 ア マ ゾ ン や 南 米、 サ ブ サ ハ ラ の コ ン

キー・パフォーマンス・インディケーター

ゴ、インドネシア、タイ、ミャンマー、こ

（KPI）と言います。実は私たち横浜国大の

のあたりが熱帯雨林、Tropical です。Boreal

図２

地球の森林分布

Source: FAO, Global Forest Resources Assessment 2020
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というのは北方の針葉樹林帯タイガ、これ

っているものの１つがアブラヤシで、そこ

がカナダからシベリアの方にあります。そ

からパーム油が作られますが、それはファ

して、その間にあるのが Temperate 温帯林。 ストフードやスナック菓子などで使用され
そ し て、Subtropical 亜 熱 帯 と い う こ と に

ていますし、石鹸やシャンプーなどもパー

なります。日本は南の方が亜熱帯ですがほ

ム油由来です。ということは私たち日本の

とんどは温帯に位置します。北海道に一部、

生活を通じて、世界の森林が消えていると

亜寒帯がありますけれど。

も言えるわけです。

地 球 面 積 の ３ 割 が 陸 地 で、 さ ら に そ の

このままでは地球上から森林資源がなく

30% が森林です。地球全体では１割になり

なってしまうということで、1992 年にリオ

ますけれど、その１割の森に私たちは依存

デ・ジャネイロで開催された「環境と開発

しているわけです。森から酸素も供給され

に関する国際連合会議」で『森林原則声明』

ますし。今、この森林が減少していくとい

が採択され、地球の森林を守ることが公約

う問題が起こっています。森林減少のこと

になりました。その際、森林伐採を抑制す

を、deforestation と言います。また、森林

るだけでなく、森林が我々に提供してくれ

が劣化していることを degradation と言い

るさまざまな生態系サービス、多面的な機

ますが、これが世界中で進行しているので

能を保全するためにうまく森林を活用して

す。日本にいるとピンとこないかもしれま

いくという方向性が示されました。

せんが、1990 年からの 30 年間で地球上か

2015 年の国連総会で採択された SDGs で

ら 4.2 億 ha の森林が消失しています。約１

も目標の 15 番目に「陸域生態系の保全」が

割です。近年は森林消失のペースは落ちて

記載されていて、世界中が単に森林の伐採

いますが、それでも 2010 年から 10 年間で、 を抑制するだけではなくて、森林からさま
年平均 470 万 ha の森林が消失しています。

ざまなサービスを持続的に得られるように、

参考までに九州の面積は 369 万 ha ですか

うまく森林を管理していくことが示されて

ら、九州よりも広い面積の森林が毎年消え

います。それには植林もあるだろうし、原

ていることになります。特に、アマゾンな

生林を回復させることもあるでしょう。も

ど南米、サブサハラのアフリカでは熱帯雨

ちろん生物多様性を保全することもあるわ

林をプランテーションという大規模農園に

けです。まさにグローバルな問題として森

転用したり、あるいは燃料用の薪、炭に使

林の保全と多面的機能の発揮が言われてい

ったりしていることで、いまだに多くの森

ます。

林が消失しています。
日本は国土の 66% が森林なのですが、日
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５. 森林の生態系サービス

本で使用する木材の自給率は３割で、７割

国連が 2000 年に森林が生態系サービスを

は海外から輸入しています。つまり間接的

兼ね備えていることを示す「ミレニアム生

に地球の森林消失に加担しているというこ

態系評価」を作りました。生態系アプローチ、

とです。また、プランテーションで主に作

エコシステムアプローチの考え方です（図

と

３）
。森林だけではなくて、自然の生態系に

マネジメント、生態系サービスの考え方の

はエコシステムがあって、そこではサポー

基本になります。

ティングサービスとして、いろいろな栄養

日本はこれまで森林を木材を生産する対

の循環や土壌の形成がある。その基盤から、

象としてしか見てこなかったのですが、今

私たちは食料や水、木材、燃料の供給を受

後は森林のもつさまざまな機能を大切にし

ける。また、生態系というものは気候の変

ていこうというように変わってきています。

動を和らげたり、洪水を防止したりします。

日本学術会議が 2001 年に『森林の多面

さらに、病気の蔓延を防いだり、水を純化

的機能』というリポートを出しました。全

させたりする。そのように環境を良くする

部で８つの機能が示されています。森林の

機能を持っているのです。また、生態系に

生物多様性保全機能。酸素を供給し二酸化

は美的、精神文化的な要素、あるいは教育的、 炭素を吸着することで発揮される地球環境
保全機能。土砂災害を防止、土壌を保全す

リクリエーション的機能もあります。
私たちは生態系からいろいろなサービス

る機能。木がなくなってしまえば、土砂崩

を受けて、安心安全で豊かな生活、社会関

れ が 起 こ り ま す。 落 ち 葉 が 土 壌 を 形 成 し

係を作っているのです。したがって、生態

て、土壌の中に雨が蓄えられ、洪水も起こ

系が変化してしまうと、私たち自身が生活

らなくする水源涵養機能。また水は浄化さ

の豊かさを得られなくなってしまう。です

れるので、豊かで綺麗な水を提供すること

から、基盤となっている生態系を守り、私

ができます。森が都会の汚れた空気を綺麗

たちが持続的にサービスを得られるように

にしてくれる。あるいは、夏の熱波から守

管理して行こうというのが、エコシステム

ってくれたり、冬は暖かかったりするよう

図３

国連ミレニアム生態系評価

Source: Ecosystems and Human Well-being: A Framework for
Assessment (Island Press, 2003), p.70
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な、快適な環境を与えてくれる快適環境形

追いつかないので、拡大造林を行い、奥地

成機能。保健・レクリエーション機能として、 の広葉樹林まで伐採して、そこにスギやヒ
森林浴とかハイキング、人間の健康にとっ

ノキを植えました。スギやヒノキは広葉樹

て森は保険機能を提供してくれることがあ

に比べて成長が早く、柔らかく加工性が高

げられます。文化機能は森林文化。私たち

く色々なものに使いやすい。見た目も良い。

は木からさまざまな、例えば、お箸やお椀

それで全国で広葉樹を伐採し、針葉樹を植

を作ったり、家を作ったりすることを通じ

えました。その結果、日本全体の森林の４

て豊かな文化をこれまで続けてきた。文化

割が人工林になりました。1000 万 ha の人

遺産になっている木の文化が沢山あるので

工林ができ、そのために春が近くと花粉症

す。そして、物質生産機能として木材を生

に悩まされることになるわけですが、経済

産する機能があります。他にも、林産物と

主体で造林が進んだというわけです。

してキノコや木の実も生産しています。
このような多面的な機能のある森、森林

しかし、木は植えてから伐採するまでに
は 50 年以上かかります。その間は結局木

をいかに保全管理し持続可能にしていくか

材が足りないので輸入することになります。

が課題になります。

東南アジアから安いラワン材が入ってくる
ことで、国内の木材の価格が低落する。そ

６. 日本の森林政策
日本では明治時代は保安林を作り、水源

率が急激に低下していきました。1955 年

となる森については禁伐する形で保全をし

に木材自給率はほぼ 100% だったのですが、

ました。ところが戦争中に国内に資源が不

1964 年に木材輸入が自由化され自給率は急

足し、日本中の森林が伐採されました。戦

激に低下します。2005 年頃が最低で 20％

争末期の頃は、ブナの木で戦闘機を作るよ

を割り込んでしまった。今は少し回復傾向

うな状況にまでなりました。船に木を使う

で、30% を超えています（図４）。なお、木

ことはよくありますが、戦闘機まで木製に

材の需給を見ると、国内の自給率を引き上

なったのです。戦後は焼け野原になった土

げているのは燃料材であることがわかりま

地に家を作らなくてはいけないということ

す。燃料材というのは、大きく成長した太

で、少なくなった木をさらに伐採したので、

い丸太でも、小さいうちに間引かれた間伐

全国が禿山になってしまった。そこで一生

材でも、木を細かく砕いて、燃やして燃料

懸命木を植えて造林しました。

にするということで、いわゆるバイオマス

里山林では薪炭生産していましたが 1950

です。それをエネルギーとして使う需要が

年代にガスや石油などのエネルギーが入っ

増えています。せっかく 50 年かけて育てた

てきたことによって、薪炭を使うことが減

木をチップにして燃やすのはもったいない

り、利用価値もなくなったので、里山の林

ような気がしますが、この部分に国内材が

は放置されるか、スギやヒノキなどの人工

供給されているということです。

林に変えられました。政府も木材の需要が
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の結果林業が成り立たなくなり、木材自給

と

日本がそのような状況にある中、1992 年

図４

木材供給量及び木材自給率の推移

資料出所：林野庁

のリオ地球サミットで「森林原則宣言」が

はほとんど市街地なので、森林は丹沢周辺

採 択 さ れ ま し た。 そ れ を 受 け て 国 際 社 会

にまとまっており、その大部分が民有林で

は、従来の森林＝木材生産一辺倒の政策か

す。民有林は私有林と市町村など自治体の

ら、森林の有する多面的機能を発揮させる

所有する森林ですが、ほとんどが私有林で

という方向に転換しました。日本でも 2001

す。1960 年代の拡大造林政策の下、スギや

年に森林・林業基本法が制定され、2019 年

ヒノキなどを大面積に植樹しました。しか

には森林経営管理法という法律ができまし

し、木材価格の低迷によって、適切な森林

た。特に地方では、管理されず放棄された

管理が行われずに荒廃しています。そこで

人工林が増えています。利益が出ないため、

神奈川県では、2000 年代に独自課税として

所有者が手入れせず、放棄された森林が増

水源環境保全税を作り、県民の皆さんから

えているのです。これを管理するために、

税金を集めて、丹沢周辺の森を「水源の森」

新たに森林環境税を徴収し、放棄された森

として保全しています。また、荒廃してい

林を市町村がきちんと管理することになり、

る森林の所有者と契約を結び、間伐をする

ちょうど今その動きが始まったところです。

ということも続けてきました。
一方、
「かながわ木づかい運動」と称して、

７. 神奈川県の森林

県産材をもっと使ってくださいという普及

神奈川県の面積の４割が森林です。神奈

促進活動をしています。横浜国大の「ロー

川 県 は 人 口 が 900 万 人 で、 相 模 川 か ら 東

カルの拠点」も神奈川県の県産材を使って
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います。横浜国大では唯一の木質スペース

のすみかになったりして、畑を荒らす原因

で、志村先生に設計をお願いしました。

になっているという状況です。
神奈川県の植生（図５）を見ると、横浜

志村 「ローカルの拠点」では神奈川県西部

国大は東部に位置していますが、県の中央

の木材を使っています。下の方の棚板、扉

を相模川が流れていて、相模川よりも西が

には広葉樹のホオノキを使っています。家

丹沢山地域です。赤で囲われた部分が水源

具も学生がスギやヒノキを使って作りまし

の森で、オレンジのところが植林、人工林

た。

です。ですから、いかに人工林が多いかと
いうことがわかります。そして、川崎や横

小池

こうやって、神奈川県内の木をもっ

と使いましょうというのが、
「かながわ木づ
かい運動」です。広葉樹は神奈川県の森林

ると思います。
県内の森林面積の約６割を天然林が占め、

の６割を占めていますが、利用価値が低い

人工林は４割です。面積的には天然林の方

ため、森林の管理が行われず、荒廃して自

が広いのですが、天然林はどうしても細い

然災害や鳥獣被害が増加している状況にあ

ので、材積としては一本一本のボリューム

ります。里山では、森林の木を薪などに使

が大きい人工林の方が６割を占めています。

わないので森林が荒廃し、イノシシのすみ

これが天然林は利用されていないという評

かになったり、山の上から降りてきたシカ

価になるわけです。

図５
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浜にはほとんど森がないということもわか

神奈川県の植生

と

資料出所：アトラス丹沢 WEB

神奈川県の林業について見てみると、住
3

使用量の推移を見ると、トップは森林整備

宅だけの数字ですが、年間 100 万 m の消

となっています（図６）
。森林整備という

費 が あ り ま す。 県 内 の 木 材 の 生 産 量 は 約

のは切った木を土どめや杭にするなど、そ

3

２万 m で、そのうちの建築用材は１万 m

３

のまま森の中で使っているということです。

に過ぎないということは、1/100 しか使っ

一方で、公園や建築の構造材、建築の造作材、

ていない。県内で生産される木材で質の良

内装に使うようなことはほとんどありませ

い A 材 は ２、 ３ 割 し か あ り ま せ ん。 森 林

ん。ですから、いくら「かながわ木づかい

を適切に管理するためには適宜、間伐をし

運動」を進めても、公共施設、学校などで

ないといけないのですが、間伐した木の７、

県産材はあまり使われていないということ

８割は搬出せず、そのまま森の中に残置さ

になります。できるだけ合理的にコストを

れている状況です。一方で、間伐材はチッ

下げて、丈夫なものを作るとなると、どう

プになったり、バイオマス発電に使われた

しても鉄筋コンクリートで造ることになる

りしています。いずれにしても、森林の多

わけです。

面的機能にフォーカスした使われ方がされ

しかし、木造の建築と鉄筋の建築で建築

ていないということです。そのために森林

コストがどのくらい違うかを比較したとこ

が活用されず、管理されず、荒れていくこ

ろ、それほど大きな違いではないというこ

とに繋がるのです。

とも言われはじめています。2020 年に松田

神奈川県内の公共施設における県産材の

町では、小学校の建て替えにあたり、地元

図６ 公共施設に置ける県産木材使用量の推移
資料出所：神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/xp8/documents/mokuzaisuii29.pdf
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の木を使った校舎を作るプロジェクトが進

林の保全と県民の健康増進を目標にしてい

行しています。私の子どもの頃は校舎は木

ます。健康増進という意味ではコロナ対策

造でした。それより昔は、学校の周りに山

にも通じます。横浜国大の先生方にチーム

があって、そこから木を切り出して、木造

を作ってもらい、広葉樹の活用について色々

の校舎を作っていた時代もありました。近

と考えてもらっています。

年は神奈川県では木造の校舎がほとんどな

教育系の先生方には木工教育、木を使っ

くなり、数年前に相模原市の青根で明治時

た技術工作の授業を開発していただいてい

代に作られた木造校舎が火事で消失し、県

ます。例えば、箸や箸置き、楽器を作るこ

内の木造校舎は全てなくなってしまいまし

となどが考えられます。建築系の志村先生

た。そこで、今回松田町では地元の木材で

は家具のデザイン。私と保健管理センター

の校舎作りが進められました。これは私た

の福榮先生は、健康プログラムを開発しよ

ちの価値観の問題に繋がると考えられます。

うということで、学生と一緒に森林ヨガを
企画しています。それから、経済学部の氏

８. Woody かながわ～広葉樹林の保全と県

川先生には広葉樹をテーマとしたツーリズ

民の健康増進

ムの開発をしていただいております。他に

今、横浜国大の地域実践センターで進め

も、県内には美しい広葉樹林がまだ残って

ているのが「Woody かながわ」プロジェク

いるので、美しい広葉樹林ベスト 50 の選定

トです。これは神奈川県と連携し、広葉樹

をしています。

図７
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広葉樹活用事業のスキーム

と

ロジックモデルは、政策課題を設定し、そ
９. 広葉樹活用事業

れに対してどのような事業を実施したら、

今私たちが行なっているこのような広葉

どのような成果が現れるか、ということを

樹の事業を政策化して行こうという考えも

工程表に表したものです（図８）
。広葉樹

あり、合理的な政策形成のためにスキーム

林の保全活用事業をロジックモデルで示す

を作っています（図７）
。

と、最初に課題として、広葉樹林の荒廃の

まず「取り組み１」として、広葉樹林の

問題があり、理由としては広葉樹林整備の

現況を把握するため、GIS を使って神奈川

担い手不足、広葉樹の多面的機能の認識が

県内の広葉樹林の分布や特徴を調べていま

されていないことが挙げられます。そこで、

す。
「取り組み２」では、小中学校で広葉樹

インプットとして広葉樹の活性化と県民の

を活用した美術・工作授業の教材開発を行

健康増進というプログラムを作り、そこに

い、
「取り組み３」では広葉樹を使った家具

は先ほどの５つの具体的な事業を入れます。

のデザインをして、それを見本市のように

そして現況調査を行い、美術工作、見本市、

展示します。「取り組み４」では健康と森林

ツアーを開催、50 選を選定するというアウ

保全を組み合わせて、森林健康ツアーを実

トプットをつくります。これによって、県

施する。このようなスキームを作りました。

民の中で広葉樹への関心が高まり、広葉樹

図８

ロジックモデル
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へのニーズも増える。そして保全活動に参

し合い、斬新なアイデアに基づいて政策を

加する人が増え、広葉樹の出荷額が増える。

作っていきます。その際には、単に思いつ

神奈川県内の広葉樹林を訪問する人も増え

きだけではなく、この政策をこのように実

る。それによって、神奈川県全体で里山林

行したら、このような成果が期待できると

の保全が実現する。広葉樹の整備面積が拡

いうロジックモデルを作成する。そして、

大し、林業関連産業の雇用が増え、社会保

政策提案を作成して、最後プレゼンテーシ

障の関係費が削減される。長期的には、広

ョンをします。

葉樹林の 6 次産業化による地域の活性化へ

これまで森林の多面的な機能を事例に政

と繋がり、いろいろな人が広葉樹林を訪れ

策形成の話をしてきました。皆さん方はも

ることによって、県民の健康増進が図られ

うこんなことをやってみたいという思いが

るというアウトカム＝政策の成果が現れる

少し浮かんでいるかもしれません。このグ

というロジックモデルを作りました。

ループは学際的に作られるので、いろいろ

ここでは広葉樹林の活用を事例にさまざ

な知見からさまざまなアプローチができる

まなエビデンスを検討しました。エビデン

と思います。今自分が勉強しているところ

スに基づいて広葉樹林を保全し活用すれば、

では見えないものも、専門の違う人たちと

このような効果が期待できるということを

議論することによって、いろいろなものが

実証的に示すことができます。それは政策

見えてくる。それが地域創造につながると

の合理性や必要性の理由を正当化でき、決

思うのです。

定へと繋がる。これがエビデンスに基づく
政策形成ということになります。

森林の場合も、森林を専門としている人
たちだけで議論した場合、専門的な細かい
技術の話はできるかもしれませんが、森林

10. グループワーク（Case Study）

とは何かとか、森林と人々の生活の関係と

⑴問題発見：ブレインストーミング

か、そういうところはなかなか思いが至ら

⑵課題設定：テーマの設定

ないわけです。むしろ、全く森林とは関係

⑶現状分析：データや資料の収集と分析

のないことに取り組んでいる人たちに入っ

⑷政策の企画立案：斬新なアイデアとロジ

てもらった方が、森林の多面的機能や役割

ックモデルの作成

が見えてくる。ですから、今行われている

⑸政策提案書の作成

既存の研究や固定観念に縛られずに、自由

⑹プレゼンテーション

な発想、自由な視点で問題を見て、政策を

まず、皆さんはグループを作って、ブレ
インストーミングをして、問題を発見し、
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考えるといいと思います。それが地域創造
論です。

テーマを設定してください。テーマを設定

先ほど、私は森林破壊の問題はグローバ

してから、現状を分析するためにいろいろ

ルな問題だと申し上げました。グローバル

なエビデンスを集めます。データや資料を

な問題に対して、ローカルに取り組んでい

収集し、皆さんでいろいろなアイデアを出

く。Think Globally, Act Locally。これが地域

と

実践センターのモットーです。皆さんがど

います。横浜国大に行くことが郊外に行く

ういうテーマを設定するかはわかりません

ことなのですが、これからは郊外に住むの

が、 ぜ ひ、Think Globally, Act Locally と い

が一般的などと断定的な考え方ではなく、

うことで、神奈川や横浜での地域実践を通

むしろ、自由度が増して行くように思いま

じて新しいものを創造していくようなグル

す。自分がこういう人生を送りたいと考え

ープワークをしていただきたいと思います。

た時に、会社に縛られて毎日都心に通うだ
けでなく、自由な選択肢が得られるように

以上になります。

なっていくのではないかと思います。それ
志村

政策提案について広葉樹の問題を事

例にお話しいただきました。
ロジックモデルが出てきましたけれど、

がイノベーションですよね。
特に日本の場合は東京一極集中で、東京
へ出ないと得られないいろいろな機会があ

政策提案に際して、どのような手続きが必

ります。しかし、東京に来てしまうと通勤

要なのかなど、広葉樹の研究のフェイズに

電車に縛られる日々になる。なかなか自由

即してお話しいただいたので、イメージし

が得られない社会です。

やすかったのではないかと思います。
志村
高見沢

質問です。私たちの住まい方は、

今の話は私の状況にも通じるところ

が あ り ま す。 私 は 今、 地 元 の 静 岡 に 戻 っ

2030 年代、40 年代と進むにつれ、自然回

てきて、オンラインで仕事をしています。

帰するのでしょうか？

100m 先には里山があるような環境です。

それとも、より都

市は都市化しつつ、自然は克服されて住ま

春学期から一日中オンラインの仕事をしな

いになるのか？

がら、運動もしたいので散歩をしています。

小池先生はどうお考えで

近くに里山の保全地域があり、畑やガーデ

すか？

ニングを楽しまれている方も多くいらっし
新型コロナもライフスタイルに大き

ゃいます。小池先生のお話にもあった、広

な影響を及ぼすと思います。都会のタワー

葉樹は木の実がなるので、ヤマモモの実を

マンションがいいのか、それとも、感染リ

採ってジャムにしたり、先日もたくさん採

スクの少ない郊外の山の中で、オンライン

れた栗を加工しました。土日ごとにジャム

で仕事ができるのならばそちらに住んだ方

を作ったり、畑で何かが収穫できたりとい

がいいのか。オンラインのメリットとして、

う環境が生活のすぐ側にあります。神奈川

リモートで仕事ができるのであれば、山の

や東京だと、里山まで１時間かかったりし

中で農業をしたり、林業をしながら、生活

ますが、もう少し郊外では、住宅と里山が

するのも人間らしいのでは？という風潮が

密接な距離にあるので、デジタルとアナロ

出てきたことは面白いと思います。

グがハイブリッドになっている環境です。

高見沢

小池

小池

私は今、都心から遠隔授業をして

木の実や森の恵み、木の温もりをい
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ただいく生活ですね。私としては最終的に

なくてもいいと思うのですが。駅前広場を

は木造の家で、薪ストーブで暖をとるのが

こうしたらいいのではないかとか、こんな

理想です。横浜国大にピザ窯を作るのが夢

保育園や幼稚園があるといいのではないか

です。

とか。高齢者施設なども、もっと面白いも
のができそうな可能性を感じます。

志村

最近は、暖炉に魅力を感じる人も増

えたようで、薪ストーブを作り付けられた

志村

住宅を見ることもありますし、住宅をコン

の中、自然の中で保育や教育を受けた子ど

パクトにして、庭に菜園を作るような若い

もは感受性が高いと考えられています。デ

世代もいらっしゃいます。薪ストーブや家

ンマークやフィンランドでは政策の中でそ

庭菜園、あるいは、近くに里山を持った環

のような考え方があるから、自然の中での

境が評価されつつあることを感じます。

カリキュラムを実行することができるわけ

ただし、それをどう政策提案に繋げるか。

デンマークやフィンランドでは、森

ですよね。

そういった需要や世代が増えたり、コロナ
の影響でそういう思考性が増えてくるのだ

小池

としたら、地方自治体はコロナ対策という

を作り、冬の間にそれを食べる。子供の頃

週末は森でベリーを摘んで、ジャム

戦略で若者を地方移住させたり、ライフス

から、そういう経験を持っている人と持っ

タイルをイメージさせて空き家の活用をす

ていない人とでは、人生のクオリティが違

ることが考えられますよね。どういうふう

ってくるでしょう。

に楽しくして行くかを考えるのも、今の世
代は開拓した方がいいですね。

志村

デンマークやフィンランドのような

例えば、里山においてもピザ窯を設置し

夢のような暮らしを日本に導入するために

ようと申請しても通らなくて、里山の保全

はどうしたらいいかと考えると、先ほどの

を目的に主に焼却炉として使用するという

ロジックモデルを斬新なアイデアに向けて

ことであれば認められるという現実があっ

組み立てながらも、デンマークやフィンラ

たりします。

ンドにおける実証データがあると、現実的
な提案ができますね。

小池

それは、私たちが求めているものに

対して、行政の制度が追いついていないと

小池

子供食堂や不登校の子どもの問題な

いうことがあると思います。そのためにも、

ど身近なところにも応用できる話です。

この政策を提案するということ自体をよく
考えて欲しいと思います。
グループワークでは身近なところからス

志村

学生の皆さんから何か意見あります

か？

タートするといいと思います。農地の問題
でもいいですし、必ずしも環境に結びつけ
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と

学生

ロジックモデルを立てるのが大事だ

と感じました。春学期のスタジオでもそう
でしたが、提案・企画するだけでなく、根
本の何が問題なのかというところから、課
題を分解して、さらに一つ一つに対して有
効な手段をたて、短期、中期、長期でどの
ような結果が出るかをロジックモデルとし
て立てると説得力が増すことを感じました。
高見沢

自分なりに何か課題を立てて、ロ

ジックモデルを一つ埋めてみるといいかも
しれないですね。

特記なき図版は小池治氏提供。
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SDGs 達成に向けた県の施策形成

神奈川県いのち未来戦略本部室 SDGs 推進グループ
グループリーダー 清木信宏
１. 神奈川県での SDGs の位置づけ

土木工事の積算業務などを経て、2018 年

清木

７月から SDGs 関連業務を行なっています。

SDGs という言葉は聞いたことはあり

ますか？

SDGs は 2015 年に国連サミット

神奈川県は黒岩祐治知事が SDGs に関心が

で採択されて以来、世界的に関心の高い事

高いこともあり、県で「SDGs 推進課」を作

項です。また企業の皆さんも注目している

り施策を進めています。組織としては私の

分野で、学生のみなさんにとってもこれか

所属する「SDGs 推進課」は政策局に連なり、

ら研究したり、就職したりする上で大切な

職員が 25 名います（図１）。

視点になってくると思いますので、ぜひ頭
に留めていただければと思います。

一般的に横浜市役所と神奈川県庁と混同
されることが多く、私が色々なところで話

私は、神奈川県立横須賀高校出身で、横

をすると、
「市役所の方ですか？」とよく聞

かれるのですが、行政は国と県、市町村に
神奈川県の組織（知事部局の場合）

浜国立大学経営学部卒業です。卒業後、県
庁に入庁しました。県庁では県立こども医

別れることを知っていただければと思いま

療センターでの医療事務、技術管理課での

す。

知

事

副知事

政策局

総務局

くらし安全

国際⽂化

防災局

観光局

スポーツ局 環境農政局

令和元年11⽉現在

福祉⼦ども
みらい局

健康医療局

産業労働局 県⼟整備局

SDGs推進課
図１
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職員25名

神奈川県の組織 ( 知事部局の場合 )

成

策形成

2

自治体には自らの判断と責任により、地

『いのち輝く神奈川』を大きな目標として

域の実情に沿った行政を展開していくこと

施策を進めて来ました。知事は、教育、食、

が期待されています。非常に難しい部分で

まちづくり、そういったものを融合させな

すが、法律で決まっているものについては

がら取り組まなければ良い施策ができない

県の意識が入る余地は少なくなります。そ

とよくおっしゃいます。いのち輝く神奈川

の中で、自治体の責任で県を良くしていか

を達成するためには施策の融合が必要です。

なくてはなりません。今、まさに私たちが

そして SDGs で掲げられている「貧困をな

手がけているような SDGs の施策は、法律

くそう、飢餓をゼロに、全ての人に健康と

で何か定められているわけではありません

福祉を、質の高い教育をみんなに」という

が、神奈川県をより良いものにしていこう

ような 17 のアジェンダと黒岩知事の考える

ということで進めているものなのです。

神奈川の方向性が非常に合致しているとい
うことに知事が思い当たったのです。
「施策

２. 施策形成はひらめきだ！

形成はひらめき」というのはそういう意味

いのち輝く神奈川と SDGs

で、県の進めていた施策と SDGs が非常に

法律で決まっているものについては、国

似通っているとひらめいたわけです。国連

が法律を作り、各自治体がそれに追従しま

の目標も神奈川の目標も同じ方向を向いて

す。そうでないもの、というのはどうやっ

いる。それならば神奈川も SDGs 達成に寄

て施策を作るのか。私の個人的な感覚が入

与すべきということで施策の大きなテーマ

っていますが資料を作って参りました。

が決まりました。法律で何かを定めるとい

ー Kanagawa × SDGs ー

うことではなく、世界の流れの中で知事含

神奈川県では黒岩知事が就任してから、

図２

Kanagawa × SDGs

めて、幹部が大きく受け止めて、神奈川県

SDGs

141

自

ル

現在、神奈川県では、横浜市、鎌倉市、
川崎市、小田原市、相模原市が SDGs 未来
都市に選定されています。なかなか周知さ
れていないのですが、県を含めて６つの自
治体が選ばれているということを頭の片隅
に置いていただきたいと思います。
３. 課題から解決に向けた施策を展開（かな

図３ 「SDGs 未来都市」および「自治体 SDGs モデ
ル事業」に選定

がわ SDGs 取組方針）
県庁ではどうやって施策形成を展開して

の方向性が決まったということです（図２）
。 いくのか、私が実際に作業していたものを
そもそも SDGs というのは何でしょうか？
SDGs は「Sustainable Development Goals」

ご紹介します。
SDGs を進める上で、大きな目標がないと

の略で持続可能な開発目標として国連で採

企業や学校、団体、NPO の方々の思いが一

択されたものです。変革しなくてはならな

つの方向に向かわないので、みんなで共有

い（Transforming our World）
、誰も置き去

する指針を作ります。上司のオーダーを受

りにしない（No one will be left behind）と

けて、担当者がどういう中身で、どういう

いうことをうたっています。

方向を指針としたらいいかという案を作り

最近よく目にすると思いますが、17 個の

ます。それを幹部と調整します。さらに知

カラフルなロゴ、その下に 160 のターゲッ

事と調整も必要となります。自治体の場合

トがあります。特に企業がこういう取り組

はそれを議会とも共有し意見を聞かなくて

みに非常に関心が高い状況があるので、い

はなりません。さらに、パブリックコメン

ま、学生の皆さんもこのような意識を持っ

ト、一般の方々の意見も聞かなくてはいけ

ていると後々役に立つと思います。

ません（図４）。そういうことを、何回か繰

神奈川県では 2018 年４月に知事の意向

り返しながら、最終的に成案に持っていき

で、いのち・SDGs 担当理事が設置されまし

ます。県庁ではこのような作業を行いなが

た。副知事のすぐ下に位置する高い役職で、

ら、指針を作る業務を行なっています。民
SDGs

これが県にとっては施策の大きな推進力に
なっています。

課

さらに大きな出来事としては、2018 年６
月 に「SDGs 未 来 都 市 ＆ 自 治 体 SDGs モ デ
ル事業」に選定されたことが挙げられます。
内閣府が全国の自治体をモデルとして選定
した中の一つに神奈川県が選ばれています
（図３）
。
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成

図４ 「かながわ SDGs 取組方針」の策定過程

策形成

間企業だと少し流れが違うのかもしれませ

池島

んが、自治体ではこれがオーソドックスな

きだ」とキャッチフレーズをつけていただ

流れになっています。

いて、施策形成には思いつきのような部分

かながわ SDGs 取組方針は神奈川県庁の

清木さんに質問です。「施策はひらめ

があるということでしたが、ひらめきが形

ホームページにも掲載されています。私が

になることはよくあるのですか？

県庁や

作成に携わったのですが、作りながら、神

自治体と聞くと、着実に堅実な進め方で作

奈川県内のいろいろな方々に見せて、一緒

っていくという印象があったので、ちょっ

に SDGs に取り組んでいきましょうという

と意外でした。

働きかけをしています。
この方針の中の５つを具体的に提示する

清木

神奈川県が意外と特殊な事情かもし

と、SDGs の理解が深まるのではないでしょ

れ ま せ ん し、 東 京 都 も そ う で す が、 黒 岩

うか（図５）
。

知事や小池百合子知事はもともと民間出

１. マイクロプラスチック問題への対応。

身です。他自治体では省庁の OB が知事を

２. コミュニティ機能の再生・強化。

されていることが多いのですが。そういう

３. 健康長寿に向けた未病改善。

意味では民間の感覚が施策形成に繋がるの

４. ともに生きる社会づくり。

で、他の自治体と違いがあるかもしれませ

５. エネルギーの地産地消。

ん。政治家である黒岩知事の思いを施策に

この５つとなります。これらはもともと神

仕立てるのが我々事務方の仕事というわけ

奈川県でも取り組んでいた施策なのですが、

です。施策にするに当たっては、当然、い

SDGs とひもづけるとより具体性が増すので

ろいろな法律の壁や自治体の関係者、地元

はないかと考えられています。

との調整、そのようなハードルがあります
ので、思いつきがすぐに思った通りの施策

み

事業

ー

の

ス
図５

ー

産業

い

ー

スポ

ー

の

の

ー

5 つの施策展開例
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になるかはわからないのですが、そこには

ということになります。

民間出身の方の感覚が反映されやすいとい
う土壌が今の神奈川県にはあるかと思いま

池島

では横浜市民であれば、横浜市の施

す。

策が一番近いということになりますね。自
治体の仕組みでは、県と市が階層的にあっ

学生

神奈川県と横浜市の施策の住み分け

があるということですが、具体的な違いを

て、横浜市民であると同時に神奈川県民で
もありますよね。

教えてください。
清木

情報共有をしながら重なりの無いよ

横浜市は指定都市なので、神奈川県

うに住み分けしています。同じことをして

とほぼ同じ立ち位置で業務ができると感じ

はいけないかというと、そういうことでは

ています。そのため、神奈川県と横浜市と

ありませんが、二重行政という指摘を受け

では施策の重なり部分が出てきてしまうこ

ることもありますので、それは県と市で同

とがあります。我々としてはそういうこと

じことを同じようにやらないように、両者

が無いように考えていて、できるだけ横浜

で調整しながら進めていく方針です。何か

市に情報を伝えて、同じことを同じタイミ

明快な決めがあるわけでは無いので、そう

ングでやらないように住み分けをしたいと

していくべきという意識の問題です。

清木

考えています。この辺りは明解な区分けと
いうことではありません。法律で市町村の

池島

策定にあたって、課題の発掘のため

役割、県の役割と線引きされているものは

に県民へのリサーチをされるのでしょう

いいのですが、曖昧な部分については、我々

か？

自身が綿密に情報共有をしながら、同じこ
とをやらないように、もしくは同じことを

清木

一般の県民の方というよりは企業や

やる場合でも、例えば企業の負担にならな

商工会など SDGs に先駆的に取り組んでい

いような別視点での提案を検討しながら進

る方々へのヒヤリングが多いです。我々が

めています。

SDGs の施策を進め始めた時期は、県民の皆
様があまり認知している状況ではなかった

池島

横浜市はできないけれど、神奈川県

ではできるという施策もあるのですか？

ので、どちらかというと、すでに色々とこ
の分野について知識のある方々にヒアリン
グをし、意見交換をし、そういったものを

清木

それは特にないと思います。法律上

の住み分けのあるものは、役割は決まって

できる限り取り入れながら方針の策定を進
めました。

いますが、SDGs のようなものについてはあ

144

まりそういう、明確な決め事がありません。

４. 国内での発信から海外へと展開

そこはどちらがやってもおかしくない施策

【SDGs 全国フォーラムから国連へ】

成

策形成

黒岩知事はフジテレビのキャスターから

しながら、SDGs の取り組みを進める協定を

神奈川県知事になったこともあり、知事就

結びました。神奈川で全国へ向けてフォー

任時から「自治体は外部へ発信をあまりし

ラムを行い、NY で日本の神奈川の取り組み

ていない。色々な取り組みをして、県民の

を発信し、さらに国連機関と協定を締結し

ためになるような施策も多いのに、それが

て、今後施策を進めていくことになりまし

きちんと伝わっていない」という思いがあ

た。私たちが携わった施策が国連機関と協

ったと言われています。そこで今、神奈川

定を結ぶようなことはそうそう無いことで、

県庁では色々な施策の発信に力を入れてい

日本の自治体でも稀なことだと思いますが、

ます。

情報発信をしていくという流れの中で、一

そ の 一 つ の 事 例 で す が、 施 策 を 進 め る

つの大きな成果となりました。NY で発信と

中 で 内 閣 府 と 相 談 し た 結 果、 神 奈 川 県 で

いうのはできたらいいな思っていましたが、

全国フォーラムをやろうという話に発展

国連機関との協定というのは、本当に思わ

し、2019 年の１月に、
『SDGs 全国フォーラ

ぬ成果でした（図６）。
2019 年 １ 月 に『SDGs 日 本 モ デ ル 宣 言 』

ム』を開催しました。自治体では予定を組
みながら進めることが多いのですが、これ

を採択し、今現在 200 を超える自治体が賛

は、その場その場で色々なことが決まって

同してくださっています。これを一つの指

いくような流れで進んで行きました。

標として、自治体の SDGs の取り組みを広

さらに、そうした発信がきっかけとなり、

げている状態です。

2019 年７月には黒岩知事が NY に行きまし

2020 年 ７ 月 に は 2019 年 の 国 連 で の 発

た。国連で SDGs に関するセッションを毎

信をきっかけに別の国連機関の方から、今

年夏に行っていて、そこに招かれ、日本の

年も参加して欲しいというオファーがあり

取り組みを発信しました。９月 29 日には国

ました。本来であれば黒岩知事が NY に行

連開発計画、いわゆる UNDP と一緒に連携

くはずだったのですが、コロナの影響でオ

の国

の

16 Jul. 2019

30 Jan. 2019
SDGs

ル
国157自
11.30

図６

29 Aug. 2019
SDGsの
SDGs

の
の

神奈川から世界へ

145

ンラインミーテングに黒岩知事が登壇して、

もと、SDGs が県の総合計画の中に取り入れ

神奈川の施策を紹介しました。

られています。

NY では UNDP のシュタイナー総裁と面

総合計画というのは、神奈川の将来のあ

談し、日本政府主催のレセプションにも出

るべき姿を描き、それに向けて県がどのよ

席しました。キティちゃんが SDGs 大使に

うな政策を展開するのか県民に示すもので、

なっています。国連本部のイベントでは国

県の行政運営の総合的・基本的な指針です。

連経済社会局ハリス事務次長補や国連パー

土木関係、福祉関係、色々な施策が盛り込

トナーシップ担当責任者スキナー氏、国連

まれた神奈川の将来像で、短いものでは２、

広報局チーフ、ブレーズ氏らと面会し、施

３年先のことがまとめられています。県の

策について何か連携ができないかなど意見

施策の柱がこの中に全て盛り込まれていま

交換を行いました（図 20）
。

す。
神奈川県の総合計画、グランドデザイン

５. 全庁的な作業による総合計画「かながわ

は基本構想と実施計画に分けて考えられま

グランドデザイン」への SDGs の取り込み

す。基本構想は全体像を表し、2025 年を目

神奈川県の大きな柱として総合計画があ

標年次としています。実施計画は具体的な

ります。今、グランドデザインができてい

施策の方向性で、第３期実施計画に SDGs

ますが、2019 年度はそこに、SDGs を取り

の考え方が組み込まれています。
『コミュ

込む作業をしました。色々な部署の協力の
総
国

ニティの再生・活性化による笑いあふれる
の

ー総

国

局

政

ス事務

国
国

局

2
図７
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UNDP 総裁等国連関係者と今後の SDGs 推進に向け意見交換

成

策形成

100 歳時代』を 2019 年から 2022 年度の計

ている福祉、土木、健康医療などの局ごと

画目標としています。

に総務室という取りまとめ部署があります。

総合計画は県の総合政策課でまとめられ

各局で取りまとめをする際には、事業の担

ています。健康長寿、経済のエンジン（エ

当課とやりとりをしながらまとめます。実

ネルギー）、ひとのチカラ（男女共同参画）
、

際に事業の所管をしている人たちの中で、

まちづくり（都市基盤）ということで県庁

自分が担当している事業が SDGs のどのゴ

全体のさまざまな施策がここから派生して

ールに繋がるかをしっかり精査し、それを

います。そこに SDGs との繋がりを盛り込

各局でまとめます。最終的には総合政策課

み SDGs と総合計画の繋がりをまとめてい

で取りまとめたうえで、それぞれの事業ご

きます。イメージしにくいかもしれません

とに、どの SDGs のゴールにひもづいてい

が、ホームページには実際の具体的な計画

るかを、まとめていきます。各事業を担当

も掲載されていますのでご覧ください。

する人たちが SDGs と自分が実際に行なっ
ている事業がどのような関連があるかをし

６. かながわグランドデザインへの SDGs の

っかりと精査したうえで整えていくことで、

取り込み

全庁で力をかけて作っています。

県の仕事は幅広く色々な部局に分かれて
作業を進めています。計画を取りまとめる

学生

のは、総合政策課、さらに各事業を所管し

住み分けのお話の中で、
「できるだけ同じ

先ほど、神奈川県と横浜市の施策の

2
図８

かながわグランドデザインと SDGs
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ことを同じようにやらない」ということで

ると、あくまでも横浜市に所在する企業を

した。それは、神奈川県では県として大枠

対象として施策を進めることになります。

を作り、横浜市はそれを実行に移す、とい

同じ施策を進めるとしても、県と市では対

うような住み分けのイメージなのでしょう

象とする範囲が違ってくるということにな

か？

ります。同じような事業であっても、横浜

それともどちらも実行部隊で違うこ

とに取り組むということでしょうか？

市に所在する企業は、神奈川県と横浜市両
方に関係するので、それぞれ別の書類を作

SDGs の施策においては両者が同じよ

る必要が出てくるなど、手続きが煩雑にな

うな事業をやることが多いと思います。今

りがちで非効率なので、県と市は情報交換

おっしゃったような上下関係があまりない

をしながら同じ方向を目指しつつ企業の負

分野になります。神奈川県も県として、事

担を減らすよう協力して進めるよう心がけ

業を実行する。横浜市も横浜市の立場で事

ています。

清木

業を実行します。ただ、神奈川県が取り組
むことに関しては、神奈川県全体を見てい

池島

ますので、例えば、企業であれば、横浜市

どういう段階で行われるのですか？

に所在していても、相模原に所在していて

で考えていたら横浜市に先を越された！と

も、小田原の所在企業でも対象となります。

いうことはないのですか？

横浜市が同じような事業を展開しようとす

県庁

SDGs

担 当 部 局 と の 調 整

課

市と県庁で調整をするタイミングは

SDGs

2
図９
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かながわグランドデザインへの SDGs の取り込み

成

策形成

ありますね（笑）
。逆に先に情報を

これは、神奈川県の総合計画の話なのです

出すことで、市に先手を打つということも

が、これとは別に環境行政であれば、環境

あるので、出すタイミングは難しいのです

基本計画。エネルギーであればエネルギー

が、なんとなく情報が流れてきたり、もし

基本計画、とそれぞれ個別に独立した施策

くは委託業務として発注がかけられていた

ごとの計画も存在しています。そちらの方

り、公になるタイミングがあるので、そう

は場合によっては目標が 2030 年になってい

いうものを捉えながら情報交換をこちらか

るようなものもあります。個別施策の計画

らお願いすることもあります。県の側から

には長期目標のものもあるということです

お願いをして、できるだけ、民間や企業に

が、
『かながわグランドデザイン』としては

負担にならない方向を目指せるといいので

期限が 2022 年になっているということです。

清木

はないかと考えています。
池島
池島

勝負している訳ではありませんが、

今、受講している皆さんの中には神

奈川県内在住の方も多いかと思いますが、

こちらが考えていたのに先を越されて悔し

神奈川県の総合計画というものを身近に感

い思いをする、というようなこともあるの

じる場は少ないように思います。住民は具

ですか？

体的な事業で行政の動きを感じるものなの
で、何か「こういう事業をしているけれど、

清木

それはあまりないですね。ただ、今、

知っていますか？」というような例はあり

SDGs の施策の中ではみなさんが似たような

ますか。グランドデザインは実際にあって

施策を展開することが多いので、同じタイ

も、住民の方々は県の施策として意識しな

ミングで同じようなことをやる可能性が非

いけれど、
「あれが総合計画の一部だったの

常に高いというのが現状です。だからこそ、

か」と実感できるようなことはありますか？

我々自治体が、違うやり方をしてしまうと、
企業の負担になってしまうので、そうなら

清木

ないように勧めたいと考えています。

うか。第２東名は総合計画事業の一つです。

土木工事関係がわかりやすいでしょ

男女共同参画に関する事業や未病に関する
学生

計画として対象期間の長いものある

事業にも神奈川県は力を入れているので、

いは短いもの、両方あるのでしょうか？

ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

清木

池島

神奈川県の総合計画の基本構想は

未病という言葉は、本学の大学院で

2025 年を目指しています。第３期実施計画

は比較的耳にするかもしれません。学生の

は 2022 年までの目標としています。基本

皆さんは聞いたことありますか？

的な全体像は具体例なので先のことを目指
しますが、実施計画は具体的な県の取り組

高見沢

SDGs の３番に『未病』に関する項

みということで、少し短い期間になります。

目は入っていませんか？
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清木

健康と病気の間の状態を未病と呼ん

でいますが、
『未病』という新しい概念を加

７. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
よる施策展開

えることで、そこに新しい事業が生まれる

私自身はコロナウイルスの施策に直接的

と考えて、神奈川県では施策として進めて

に関与しているわけではありませんが、今、

います。

県庁の中で進められているものを私なりに
分析してみました。神奈川県の横浜港でダ

池島

若い人たちに関係のある『未病』の

取り組みはありますか？

イヤモンドプリンセス号が停泊して社会的
に話題になりました。神奈川県においても、
コロナ対策の施策が展開されています。こ

清木

若い人というよりは、企業などで、

いうよりは、その場の状況についてどうい

るようにするとか、研究開発が行われてい

う風に対応するべきかということを、知事

る状況です。病院で病気と診断されて薬を

を含めて幹部の話の中で進められ、施策化

もらう前の段階を未病と呼んでいるので、

されているというのが現状です。

そこに関わる研究開発などを後押ししてい

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

ます。それが新たな事業転換に繋がってい

まず、感染防止対策の見える化が重要と位

くという意味では企業の若い研究者には関

置づけられました。いろいろな事業者、イ

係しているかと思います。

ベントの場所、飲食店でどのような感染防

図 10
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れも何か法律に基づいて決められていると

健康と病気の間の状況を、システムでわか

感染防止対策取り組み書きによる対策の「見える化」

成

策形成

止対策がされているかを見えるようにする

新たなシステムを取り入れながら、安心の

ことで住民の不安を抑える目的です。神奈

提供につとめ、かつ行政職員の負担を軽減

川県では、『感染防止対策取組書』を作り、

することに取り組んでいます。コロナ対策

各事業所、企業にどんな取り組みをしてい

のような事例は数年かけて計画的に進めて

るかを掲示するようにお願いしています（図

きたわけではなく、新たな問題を解消する

10）。特に飲食店では「当事業所は、感染症

ための対策として先駆的に取り入れている

対策として以下のことに取り組んでいます」

ものになります。

というポスターを掲示しているのを見かけ
たことがあると思います。
また『LINE コロナお知らせシステム』を

８.【SDGs 施策の紹介】かながわ版地方創
生 SDGs 金融フレームワーク

構築し、『取組書』と連動させています（図

最後に今、神奈川県で進めている SDGs

11）。各事業所で取り組み書きの QR コード

施策をご紹介します。神奈川県では『かな

が読み取れるようになっていて、利用者の

が わ SDGs パ ー ト ナ ー 制 度 』
、
『SDGs 社 会

皆さんが QR コードを読み込み LINE の登録

的インパクト評価』、『中小企業の伴走型支

をしていただくと、後日、近くで感染者が

援』の３本立ての取り組みを行なっていま

出た際に、濃厚接触の疑いがあることが保

す。３つの施策を柱に、かながわ SDGs パ

健所から通知される仕組みになっています。

ートナーと金融機関や、企業、団体、様々

行政の課題として、保健所が感染者との
濃厚接触者を追いかけるのが非常に厳しい
という実情が認識されたので、このような

な関係者の連携を図る取り組みを進めてい
ます（図 12）。
『かながわ SDGs パートナー制度』では

課

図 11 「LINE コロナお知らせシステム」による安心の提供

2
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SDGs に取り組む企業、NPO、団体、大学な

『社会的インパクト評価・マネジメント』

どを県が登録制度として運用してラベリン

は SDGs に取り組む企業の活動を見える化

グをしています。登録された組織は、経済、

する取り組みです。一般的に今までは企業

社会、環境の三側面に関わる取り組みを実

の価値は財務評価を中心に判断されていて、

施して、SDGs に取り組んでいることを対外

社会貢献はあまり評価の俎上には登ってき

的に公表し、県と共に SDGs の普及啓発に

ませんでした。そこで、SDGs に力を入れて

取り組むことが要件となります。

いる神奈川県では、社会貢献を見える化し

取り組み事例を県が広く発信し、県内企

て、価値判断できるような仕組みを作るこ

業における SDGs の取り組みの裾野を広げ

とで、SDGs に取り組む企業に、より融資や

ることも目的の一つです。企業にとっては、

事業が向いていくような環境づくりを進め

自社の職員に対して、SDGs に取り組んでい

ています（図 13）。

ることを評価されたことを説明しやすくな

SDGs 社会的インパクト評価のイメージ

り、また登録している企業同士で SDGs と

を時間軸と価値軸でのグラフ化してみると、

いう合言葉で繋がることのきっかけづくり

社会的価値の向上でユーザーや市場の信頼

ができると考えられます。

がアップし、多様な資金調達により持続可

かながわ SDGs パートナー第四期が発表

能な取り組みが実現できることが示されま

され 333 の企業団体が登録されています。

す。
『社会的インパクト評価・マネジメント』

内訳としては、中小企業が多く、今後どう

は神奈川県の取り組みの中でも重要な位置

やって SDGs を根付かせるかが神奈川県の

を占めています。こうした取り組みをしな

課題となります。

がら、企業の SDGs 活動によりお金を回し

財団・協会

都市銀⾏

ＶＣ

⾦融機関による連携体制
信⾦・信組

県

信託銀⾏

地⽅銀⾏
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インパクト可視化

⽀援プロセス共有

かながわSDGs
パートナー制度

SDGs社会的
インパクト評価

中⼩企業の
伴⾛型⽀援

登録／制度融資

インパクト投融資

伴⾛型⽀援提供

かながわ版 SDGs 金融フレームワーク

成

証券

参画・関与

かながわSDGsパートナー
図 12

⽣保・損保

策形成

ていける仕組みを作りたいと考えています。

とで SDGs の促進にもつとめています。ジ

背景として、SDGs に取り組むことが良いこ

ャパン SDGs アクションフェスティバルを

とであっても、お金の調達にはなかなかつ

2021 年の３月に行う予定で調整が進んで

ながらないという状況があり、今、世界的

います。もともと 2020 年 11 月に開催予定

に SDGs に取り組む時にどうやって資金調

だったのですが、コロナの影響で変更され、

達をするかが課題認識としてありますので、

さらに内容もオンラインを中心にしながら

そういうところに解決策を提供していきた

リアルなイベントを盛り込むことになりま

いと思っています。

した。タレントの、のんさんに表に立って
いただいて、SDGs を日本全体で進めていこ

９. 日常のちょっとしたことから SDGs を意

うという施策を展開しています。
そこにつなげる１つの取組として、海の

識して「自分事」に！
SDGs は色々なところに要素が散らばっ

ゴミをなくすイベントを行いました。
「ゴミ

ています。「マイバックを持って行こう、プ

拾いはスポーツだ」の掛け声の下、チーム

ラゴミをなくそう、フードロスをなくそう、

分けをして、拾ったゴミの量を競うイベン

健康を意識しよう」というように、日常生

トです。マイクロプラスチックも含め、海

活の中に SDGs はありますので、皆さんには、 岸に落ちているゴミ全てを拾っています、
「こんなことも SDGs に繋がるのかな」と意

江ノ島あたりでは県の外郭団体が毎週ゴミ

識していただけると、今日お話させていた

拾いをしています。思ったよりは綺麗でし

だいた意味が出てくるかなと思います。

たが、海のゴミは川の上流からも流れてく

意識を高めるために、イベントを行うこ

場の

の

ー ー

るので、啓発イベントなどで、色々なとこ

務

組

価
値
務

図 13

SDGs 社会的インパクト評価のイメージ
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ろにゴミを捨てないように意識を高める効

啓発もやっていきたいという思いはあるの

果が期待されます。

ですが、県民個人向けのイベントというの
は砂漠に水をまくような形になってしまい

学生

私も自治体に勤める職員なので興味

がちです。それよりも、今感度の高い企業

深く話を聞かせていただきました。２点ほ

向けに対象を絞りながら、企業の人たちが、

ど質問があります。総合計画との関連とい

さらにご家族に説明していく、もしくは学

うところで、数年先を見据えてというお話

校、学生さんから広げていって、親御さん

でしたが、例えば、総合計画の見直しやロ

に SDGs の話をしてもらうというような仕

ーリングをされるかと思いますが、SDGs の

立ての方が良いのではないかという議論が

プランでもそういうことを想定されている

されています。県民向けのイベントはどう

のですか？

しても一過性の単発のものになりがちなの

もう一点は、神奈川県の場合なのかもし

で、我々の中では、対象を企業、学生にお

れませんが、プランが事業者向けにできて

いているところです。まずは企業から進め

いる印象を受けたのですが、県民に向けた

て行くのが効率的なのではないかというこ

ものにはなっていないような気がしました。

とです。

これは県の取り組みのためにそうなってい
るだけで、市町村だと違ってくるのでしょ

池島

うか？

SDGs に沿った企業に対しては融資やサポー

社会的インパクト評価のお話の中で、

トがされるということですが、実績はどう
清木

総合計画には 2019 年に SDGs の視点

ですか？

を取り入れたばかりなので、ローリングす
るときに、SDGs が入るかどうかは現段階で

清木

は言い難いのですが、今の流れからすると、

う仕組み作りをしているのですが、実際に

融資に結びつけたいと思ってこうい

SDGs の視点を入れたまま見直しをかけるこ

融資に結びつけるのはなかなか厳しい状況

とになると思います。その時の目標年次に

です。なので、この施策が活きてくるのは、

ついては、今のところはっきりしないので

もう少し先になるのかなと考えています。

すが、2030 年の目標と言われていますので、 既に融資が決まっている中で、SDGs の観点
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それまでは SDGs の視点と各事業と SDGs の

で社会貢献をしていることを企業と金融機

関連は組み込むようになるのではないかと

関が対話のツールとしている。そういう使

思っています。

い方はいくつかされていると聞いています。

次に県民向けになっていないということ

例えば、介護施設を運営されているある

についてですが、ターゲッティングが非常

企業では金融機関との対話で、自社の SDGs

に難しく、やはり今の状況の中では企業が

の取り組みを使っていると聞きました。も

メインになっていると私も感じています。

しくは SDGs への関わりを取り入れたこと

イベントを各地で行いながら、県民向けの

で、自社の事業の見直しに役立ったと聞い

成

策形成

たこともあります。その事業がどういう社

本学のご出身でもありますし、今後も何ら

会貢献につながるかを見える化して整理を

かの形で連携して事業を進めていければと

しているので。

思います。

学生

SDGs 社会的インパクト評価では負の

側面も含めた厳しい評価をしているのでし
ょうか？
清木

ものすごくいい質問ですね。

今、私が見ている中では負の側面は評価
対象にはしていないのではないかと思いま
す。いい影響がある一方で悪い影響も当然
あるかと思いますので、正確に進める上で
は、当然負の側面も評価していかなくては
いけないと思います。県庁のホームページ
に結果の報告書が載っているのでぜひ見て
みてください。
池島

県庁の取り組みとしてネガティブな

評価を下すというのは非常にやりづらい部
分があるかと思いますが、正確に評価する
必要があるかと思います。もともとグラン
ドデザインとして『いのち輝くマグネット
かながわ』という基本理念がありました。
その後 SDGs の理念が入ってきたというこ
とで、県のこれまでの施策を進めることが、
世界が目指す社会の実現にも貢献するとい
う発想ですが、この見解についてみなさん
はどう感じますか？
学生

SDGs の達成は不可欠で大事なものな

ので、その目標に向かっているという思い
があるのでいい印象を受けます。
志村

大変勉強になりました。清木さんは

特記なき図版は清木信宏氏提供。
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地域経済とまちづくり（ディスカッション）

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院
教授

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院

氏川 恵次

准教授

１. 本日の課題・講義の進め方

２. 世界の人口動向・高齢化の状況について

志村

志村

今日は『地域経済とまちづくり』に

ついて環境経済学がご専門の氏川先生、経

私の方からはまず、専門分野に関わ

らず共通している状況と課題を挙げます。

済学部の池島先生、同じく経済学部で財政

コロナが発生したからということに関わ

学がご専門の伊集先生、そして、地域実践

らず、世界における日本の人口の減少、高

センターの志村の４人がメインとなり高見

齢化状況について、皆さんと課題を共有し

沢先生にもご参加いただきながらディスカ

していきたいと思います。まずお見せする

ッション形式で進めて行きます。

のは、国連が出している統計、老年人口指

2070
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本日の授業内では、教員が色々と話題を提
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生のみなさんへの課題を示そうと思います。
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池島 祥文

Data : UN, World
Population Prospects 2019

教授

横浜国立大学地域連携推進機構

伊集 守直

地域実践教育研究センター

准教授

志村 真紀
数（図１）です。世界各国における、人口

じつは韓国と台湾も日本と同調するとみら

に対する高齢化指数です。推測値ではあり

れています。東アジア地域の国を抽出する

ますが、2020 年、日本は老年人口指数が約

と、日本及び韓国、台湾はどんどん高齢化

50 となります。現段階では世界で１番老年

して、2050 年以降は韓国や台湾が日本を上

人口指数が高い。つまり高齢化していると

回る傾向にあります（図２）。中国も現状で

いうことがわかります。２位はフィンラン

は日本よりも指数が低いのですが、高齢化

ドで３位がイタリアです。この傾向が 2050

の傾向はあります。つまり、東アジア一体

年まで続くと考えられています。それくら

で高齢化が同じように進むと捉えることが

い高齢化が進んでいるということなのです

できます。
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年現在、日本は世界で 17 番目に人口の増
加率が低いという位置付けになっています。

３. 日本国内の人口動向・高齢化の状況

これに対して、韓国は 2065 年になると世界

これまでは世界の中の日本を見てきまし

で５位の人口減少率。ワースト５位になり

たが、次に、日本における人口の状況を都

ます。

道府県別に見ていきたいと思います。
2010 年の人口増加率を色別に記したもの

一方、同じヨーロッパでもスペインとイ
タリアも高齢化が進んでおり、日本と同じ

です（図５）。今から 10 年前は、東京、神奈川、

ように人口減少して行く傾向があることが

名古屋や京都、神戸、兵庫、福岡など主要

わかります。

都市圏は人口が増えている状況がわかりま

東アジア地域だけ取り出したグラフを見

す。
地方においては人口減少が進んでおり、

ても台湾、中国、日本、韓国は同じような
傾向にあることがわかります（図４）
。世界

最も低いのが秋田県でした。2010 年の段階

の中で地域別に見て見ると、スペイン、イ

で -5.18 と減少しています。一方で、沖縄

タリア、ギリシャ、ポルトガル、クロアチア、 県は 2.29 の増加率でした。ちなみに、2010
スロベニア、ルーマニア、ハンガリーとい

年代の国の政策の参照事例として、2014 年

うような地中海沿岸の非常に気候も恵まれ

から地方創生政策を打ち、さまざまな補助

ているような地域が、同じように人口減少

金を出しながら、事業が行われてきました。

していく傾向にあります。また、バルト三

また、大学でも COC ＝ center of comunity

国のリトアニア、ラトビア、エストニアも

や COC+ といった、教育プログラムを全国

人口減少が進んで、同じような傾向があり

の大学に対して公募をかけられました。
続いて 2020 年の人口増加率を見てみる

ます。
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人口増加率（東アジア地域）

と

図５

2.29

2010 年人口増加率

n

tion in

がわかります（図６）
。なかでも、今、日本

伊集

このデータでは移住者はあまり影響

で一番人口増加率の高いのが東京都の 1.61

していないと思います。

％を抜いて沖縄ということになっています。
これについてはぜひ、沖縄出身の伊集先生

志村

にご意見を伺いたいのですが、なぜ、沖縄

データになりますが、さらに人口が減少し

なるほど。そして、2045 年が最後の

はこんなにも人口増加率が上がっているの

ていくことが予想されます。25 年で秋田の

でしょうか？

人口増加率は -10.5 になり東京、神奈川もマ
イナス傾向。日本全国で人口減少するとい

東京の場合は地方から人が入ってく

うことで、このような課題をどのようにフ

る部分が増加率になりますが、沖縄は出生

ォローしていくのかという問題が出てきま

率が高いことが人口増加に繋がっています。

す。

伊集

沖縄は日本の他のエリアと出生率の動きが
違います。ただ、それは経済的に豊かだか

４. コロナの発生状況

ら子供を持てるというわけではなく、むし

池島

ろ、全国的に見ても失業率は段違いに高く、

起こっているのかということをお話ししま

経済状況は悪い。にも関わらず出生率が高

す。コロナの国内での発生状況などは厚生

いという特徴があります。それは地域のつ

労働省がオープンデータとして開示してい

ながりが強いので、周りの人が面倒見てく

ます（図８）。皆さんご存知の状況かと思い

れるとか、あるいは、家族計画の立て方が

ますが、国内ではこのような発生状況とな

違うということが考えられます。

っています。報道では PCR 検査の数が正確

私からはコロナでどのような状況が

に公表されていないのではないかなど言わ
志村

れていますが、厚労省で数字を出している

移住者が多いために人口が増加して

ので、情報はあります。

いるのかと思いましたが、違うのですか？

WHO からも日々、コロナの発生状況が発
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表されています（図９）
。これらの資料から

府県別の感染者数マップです（図 10）
。右

日本も世界も大変な状況にあることがわか

側にマップが示され、必要な情報がダッシ

ります。

ュボード形式で貼り付けられています。一

コロナ問題が最初に起こり始めたのは

番右には具体的な症例一覧も出ています。

2020 年の 1 月頃です。大学教員としては

こういう情報まで出ていることに感心しま

センター試験の運営など考える時期ですが、

した（2020 年 11 月末で当該サイトは更新

今から思えば可愛らしい数字でした。

終了）
。

今、コロナの状況を一元的に見られるシ

コロナの国
コロナの国

発⽣
発⽣

ステムができていまして、こちらは、都道

コロナの国
コロナの国

発⽣
発⽣

私がこのデータで気になったのは、地域
間格差が見られることです。大都市の方が

コロナの国外発⽣

https://covid19.who.int/
図９
コロナの国外発生（WHO ホームページより）
https://covid19.who.int/html

https://www. h w. o. p/st /covid 19/ o

n inoh ss i o

o .ht

https://www. h w. o. p/st /covid 19/ o

n inoh ss i o

o .ht
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n inoh ss i o
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https://www. h w. o. p/st /covid 19/ o

n inoh ss i o
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https://www. h w. o. p/st /covid 19/ o

図８ コロナの国内発生状況（厚生労働省ホームページより）
https://www. h w.
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
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人口が多いので、感染者が多くなるのは当

できるのではないかと思います。近畿と名

然ですが、感染者の多いところが、札幌、

古屋を見ても県全体で多いというよりは、

首都圏、名古屋近辺、近畿、福岡、沖縄と

政令指定都市、県庁所在地で多くなってい

なっています。沖縄は人口は多くありませ

ることが確認できます。

んが、感染が拡大しています。
首都圏の中でも、市町村別に見てみると、

５. コロナ禍の経済への影響

東京の場合は都内で一つの評価がされてい

経済の状況を見てみましょう。内閣府が

ますが、神奈川県は、横浜、川崎あたりが

出している月例経済報告の１ページ目に端

非常に多くなっていて、人が多いところで

的に状況を書いた一文があります。2020 年

感染者が多く発生しているという状況がわ

４月現在は、
「景気は、新型コロナウイル

かります。今、都道府県単位で報道される

ス感染症の影響により、急速に悪化してお

ことが多いのですが、県の中でも市町村に

り、極めて厳しい状況にある」とコメント

よって、状況が全然違うということを確認

されていました。ちょうど最初の緊急事態

https:// is.

図 10

p n.co /covid19 p/

都道府県別新型コロナ感染者数マップ（ジャックジャパン株式会社提供データより）
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宣言が発出された頃だと思います。５月も
「景気は、新型コロナウイルス感染症の影

そのほか、政府がまとめた状況から売り

響により、急速な悪化が続いており、極め

上げが減少した企業の割合を見ると、多く

て厳しい状況にある」とあり、同じような

の企業で昨年同月比の売り上げが落ち込み、

状況だったのですが、６月になると「景気

中でも飲食業や宿泊業を中心にコロナの影

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

響を色濃く受ける産業があることがわかり

り、極めて厳しい状況にあるが、下げ止ま

ます（図 12）。

りつつある」というコメントに変わり、７

企業の業績が悪化するのに伴って、そこ

月は「景気は、新型コロナウイルス感染症

で働く方々の仕事自体も少なくなります。

の影響により、依然として厳しい状況にあ

その影響を受けることを示した資料があり

るが、このところ持ち直しの動きがみられ

ます（図 13）
。４月時点で自営業者を含め

る」となりました。この状況は 8 月 9 月も

た休業者数は 597 万人に上昇。前年同月よ

継続しています。その後は４月の最悪の状

り 420 万人多く、これは現時点での労働力

況からは脱していると考えられます。

人口（6,800 万人）のうち９％が休業して

経済を考えるとき、2008 年のリーマン

いる計算となります。失業率も、2020 年に

ショックが世界的な経済の悪化事例として

入ってから上昇傾向で、４月には非正規雇

取り上げられますが、コロナの影響はこれ

用者数は前月比 131 万人の減少。１月から

を上回るだろうという予測が出されました。

４月にかけて、休業者数が一気に増えてい

実際に、４- ６月期の GDP は年率 -27.8％と

る。ここまで極端な変化は通常見られませ

なり、リーマンショックを超えた落ち込み

ん。失業率が上がっていることがわかりま

図 11
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となっています（図 11）。

リーマンショックを超える落ち込み

と

図 12 東京商工リサーチ「第４回新型コロナウイルスに関するアンケート調」を基に作成。
全国の大企業、ちゅうしょ企業を対象としたアンケート調査（2020 年 4 月 23 日ー５月 12 日にインターネッ
トインターネットで実施）
「貴社の今年（2020 年）4 月の売上高は前年同月を 100 とするとどの程度でしたか？」
との質問に対する回答割合（回答数 10,905 者）

総務省統計局「労働力労働力調査」を基に作成。
図 13 「国内完全失業率と急業者数」と「非正規雇用者数の増減の推移」

す。一番影響を受けやすい非正規雇用者の

14）
。消費・食料支出の前年比増減率のグ

増減も４月に際立っています。新型コロナ

ラフを見ると、外出自粛の動きが出てくる、

による休業者数は統計開始以来最多で失業

2020 年２月の初旬頃から、支出が減少して

率も上昇していることがわかります。

いることが示されています。３月初旬から

食生活にもコロナの影響が見られます（図

小中学校の休校が始まり、学校給食がスト
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⽣

図 14

の

食生活への影響 （農林中金総合研究所

https://www.noch i.co. p/

n

/pd /ot

19.pd

https://www.nochuri.co.jp/genba/pdf/otr20200619.pdf）

•
•

ップしました。給食のために用意されてい

る相手の状況によって、農業、農家の状況

た農産物や食材の行き場が失われる一方で、

も違うということになります。

巣ごもりという言葉も聞かれるようになり、
各家庭で食べる量が増えたことで、需要自

６. 新型コロナウイルス感染症が地域経済に

体の数は変わらないけれど、どこで消費さ

与える影響の可視化

れるかが変わり、外食などが大きな影響を
受けたことがわかります。

これは皆さんへの情報提供です。新型コ
ロナの影響がどう出ているかということを

農産物の出荷にも影響が出ています。農

まとめているようなサイトが色々とありま

業に対する影響はまだ農水省から公的に発

す。 志 村 先 生 も RESAS を 使 わ れ て お り ま

表されていない状況ですが、これについて

したが、内閣府地方創生推進室と内閣官房

は私の専門分野でもあり、色々と聞き取り

ま ち・ ひ と・ し ご と 創 生 本 部 事 務 局 か ら

を行なっている範囲では、飲食店や学校給

V-RESAS がリリースされていて、それぞれ

食がストップすることで、そのようなとこ

の地域での状況が確認できるようなサイト

ろと取引をしていたような農家は非常に打

がありますので、興味関心ある方は見てみ

撃を受けています。特に、年度終わり、年

てください。どのような情報があるかとい

度始めの時期と緊急事態宣言が重なったこ

うと、移動人口の動向、移動自粛とされた

ともあり、式典などが軒並み中止になり、

時には、人口の変化が乏しくなったりしま

花の生産農家では一気に売れなくなり、大

す。そのほか、全国の前年の同じ週の比較

打撃を受けたと聞きました。

なども、移動人口の動向、決済データから

ただ、先ほども少し触れましたように、
外食はしなくなったけれども、家では食べ

見る消費動向、POS で見る売上高動向、飲
食店情報の閲覧数、宿泊者数、イベントチ

るということもあって、スーパーや直売所
での売り上げは非常に伸びたということで
す。直売所に出荷されている農家の話を聞
くかぎりでは、例年にないくらい売れてい
るということだったので、取り引きしてい

164

と

図 15 VRESAS －新型コロナウイルス感染症が地域
経済に与える影響の可視化 https://v-resas.go.jp/

ケット販売数、外出に関する検索数、など
一覧で示されています（図 16）
。

す（図 17）。
滞在人口の動向では全国ではなく、地域

決済データから見る消費動向も確認する

を設定して見ることができます。47 都道

ことができます。地域ブロックごとの前年

府県の状況を確認することもできます（図

同期比の推移を見て見明日と、首都圏を中

18）
。

心に大きく落ち込みがあることがわかりま

このように、コロナの状況をデータで示

図 16 「全国サマリー」（V-RESAS）

図 17

決済データから見る消費動向（V-RESAS）
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すことが必要になった場合には積極的に活
用 し て い た だ け れ ば い い と 思 い ま す（ 図

７. 新型コロナウイルス感染症の経済効果

19）。

氏川

私の方からは経済効果についてお話

しします。先ほどの池島先生のお話に家計
氏川先生、これに関連して補足される情
報はありますか？
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図 18

神奈川県全体の滞在人口の動向（V-RESAS）

図 19

種別ごとの前年同週比の推移（V-RESAS）

と

調査や企業アンケートについて出てまいり
ました。企業や家計調査のアンケートによ

って、ある人はこの商品を買った、このよ

は住居費が大きく減っています。そして引

うな商品が売れるというような変化が現れ

き続き、被服費、交通、通信、そして教育

ていることがわかります。それが巡り巡っ

が減ります。

てこれから経済がどうなるかというお話で

産業連関表を用いて経済波及効果を計算

す。日本の中で、経済がぐるぐる回って、

するのは基本的な方法で、日本全体で巡り

コロナの影響でどのような産業にどれだけ

巡ってどの産業にどれだけお金が回ったの

歪みが出てくるかは、産業連関表を見ると

かを見ることができます。

明らかになります。

これを見ると、緊急事態宣言前の３月は

まず、緊急事態宣言による影響を考えて

通信が増えている。通信料は皆さん定額制

みましょう。外出自粛によって交通費は下

だと思うので何が増えているのかは不明で

降、イベント自粛で教養・娯楽、観光は下

すが、一応通信のカテゴリーが増えていて、

降、休業要請によって、外食、飲食店は下降、 乗用車、社会保険なども増えています。最
テレワークの実施でパソコン上昇、マスク

も減っているのが飲食で、交通も減少して

不足などが予想される。

います。娯楽、観光も減っています。同じ

先ほどの池島先生の資料には企業アンケ

ように４月の宣言後の状況を見てみると、

ートの結果を統計にしたものがありました。

ますます飲食、交通、娯楽が減っているこ

こちらは、家計、支出する側への影響です。

とがわかります。５月になると、飲食、交

減るものとしては、交通費、教養娯楽、観

通が減りまだ回復していません。自動車も

光費、外食費などが考えられます。一方で、

買わなくなってきた。これは結構痛いです

増える需要もあります。パソコンやゲーム

ね。他方で、巣ごもり需要の影響からか、

など。家計調査を見ると結構早く影響が出

畜産食料品、これはウインナーなどでしょ

ています。日本では４月の状況が５月に発

うか？

表されますが、ちょうど、コロナの始まっ

いますね。

た 3 ～５月の月々の日本の二人以上の世帯

そのような加工肉の需要が増えて

３月の前年度との比較を比率で見ると、

の人々がどういう支出をしたかが調査され

先ほどの池島先生の資料そのもので、宿泊

ています。

と飲食がかなり減っているということです。

これは全数調査ではないので、多少の誤

宿泊などは、99% 減っているのですが、観

差はあるのですが、まず、前年と比較する

光にお金が落ちてその地域にどのくらいお

と人々が支出する中で、３月は、被服や教

金が回るかを見ると、地域へのダメージは

育、娯楽が大きく減っています。４月は住

半分くらいということになります。

居費が上がって、被服が大きく減っていま

４月になると、99% 減ることになり、５

す。外出自粛に伴い、おしゃれしなくなっ

月も同じようなものです。飲食はやや回復

てるということでしょうか。さらに、教育、

しています。

娯楽が減り、全体でも１割程下がっていま

これを一人あたりに直すと、計算上では

す。原因はよくわからないのですが、５月

だいたい１世帯６万７千円くらいの支出減

167

少ということになります。その分、各家庭

池島

ここまでのお話しを受けて、伊集先

の貯蓄が増えたということなのでしょう

生に話題提供していただきたいと思います。

か？
こ こ か ら、 マ ク ロ へ の 影 響 を 推 定 し ま

８. コロナ禍での日本の財政問題

す。これは経済学をやっている人にとって

伊集

コロナ禍が起こったことで国の予算

は基本ですが、マクロの影響を推定する方

としても、いろいろと政策が打たれている

法はいくつかあり、これで計算すると、約

ことはご存知かと思います。定額給付金に

２兆 8 千億円減って、めぐりめぐって、日

してもそうですし、事業継続のための持続

本全体で４兆４千億円減少するという計算

化給付金などもあります。

になります。実際には在庫があるので、ま

令和２年度一般会計第二次補正後予算歳

だ目に見えるところには出てきません。た

出・歳入の構成では国の一般会計の予算を

だ、今の話は、１年後にすぐに現れるよう

示しています（図 20）。左の青い円が支出で、

なものではなく、あくまでもモデル上は全

右側の赤が収入です。日本は４月から３月

部お金がまわり切って、２兆 8 千億円の支

が年度ですが、年度の変わり目にコロナが

出の減少が、４兆 4 千億円の生産誘発額の

出てきたこともあり、もともと予定してい

減少につながるということになります。実

た予算に比べて、政府の支出が一気に増え、

際の経済ではそれがいつ起こるかわからな

４月の後半、５月の後半に２回補正予算を

いというのが難しいところです。

組みました。ここ 10 年くらいは国の一般会
計の歳出・歳入は大まかにいうと 100 兆円

図 20 令和２年度一般会計第２次補正後予算歳出・歳入の構成 （財務省ホームページより）
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workﬂow/budget/fy2020/sy020407/hosei020527c.pdf
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程度です。ところが、このグラフの中心を

あるということで、これはどんな国でも行

見ると 160 兆円なので、例年よりも 60 兆

われていることです。ヨーロッパと比較す

円増しになっていることがわかります。か

ると、ドイツ、イタリアなどは、かなり政

なり増えている。しかも公共部門は企業と

府による保証が積極的です。日本も保証が

違い、自分たちで商品を売って収入を得る

高めです。

わけではないので、基本的には税収という
ことになります。

今年度の、コロナが起こる前はどうだっ
た か、 当 初 予 算 を 見 る と わ か り ま す（ 図

今年度、予算を 100 兆から 60 兆増加さ

21）
。算出歳入は 100 兆くらい。ただ注意

せている状況で、歳入のグラフを見てみる

して欲しいのは、昨今の日本の財政状況は

と、薄いピンク色の税収としては約 63 兆が

そもそもコロナが起こらなくても、収入の

見込まれている。これはコロナによる減収

かなりの部分を借金で賄わないといけない

もあるのですが。一方で濃い赤を見てわか

状況だということです。ちょっと補足する

るように、すでに 90 兆の公債発行を予定し

と、左の図の薄い水色は歳出で、濃い水色

ているということになります。つまり、160

は国債費と書いていますが、これは借金の

兆のうちの半分以上を借金で賄わないとい

返済にかかるお金です。日本の場合、政府

けない。借金で賄いながら支出をする。こ

の借金が多いことはご存知かと思いますが、

の後さらに補正がかかるかわかりませんが、

そうすると、毎年返済費用がかなりかかっ

非常事態なので、政府は赤字を引き受けて

てくる。国の支出の１／４程度を借金の返

でも、国民を守るための政策を行う必要が

済に充てていることがわかります。コロナ

図 21 令和２年度一般会計歳出・歳入の構成 （財務省ホームページ「令和２年度予算のポイント」より）
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workﬂow/budget/fy2020/seifuan2019/01.pdf
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が現れる前も借金の返済以上の借金をして

90 年代にいわゆるバブル経済が崩壊した頃、

いるということがわかります。

経済が非常に落ち込み、最近になってよう

ですから、構造的な財政問題がある中で、

やく 90 年代くらいの税収に戻ってきたとい

補正予算後の図のような形になっています。

うところです。ただ、その間に支出も伸び

コロナは経済的にも、財政運営的にも大き

ているので、大きな財政赤字を抱えるよう

な影響を与えているのですが、日本はコロ

になっています。今年度については、赤い

ナによるダメージでそのような構成になっ

折れ線グラフが一気に伸び上がるので。今

たかというと、もちろんそれも原因の一つ

100 兆くらいで動いているところが 160 兆

ではありますが、そもそも持っている構造

くらいまで上がるということになります。

的な財政問題があるところに、コロナによ

次に、一般政府債務残高の国際比較（対

って、さらに増幅されたという側面がある

GDP 比）を見てみましょう（図 23）。日本

ということです。

では借金が大きく膨れているということの

国の一般会計歳出と税収の推移を見ると、
赤い折れ線グラフが国の歳出で、増減を繰

わかるグラフです。借金が大きくなるとど
のような問題が起こるか考えてみましょう。

り返しながら伸びています（図 22）
。一方

日本はこれだけ財政赤字が大きい状況な

で青い折れ線が税収で、もともと、余裕が

のですが、他国と比べて、特別たくさん政

あったわけではありませんが、70 年代、80

府がお金を使っているというわけではあり

年代は歳出と同じような動きをしてました。

ません。政府の支出を見ると、ヨーロッパ

図 22 一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移 （財務省ホームページ「令和２年度予算のポイント」より）
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workﬂow/budget/fy2020/seifuan2019/01.pdf
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の国は教育も大学も無料とか、医療も自己

医療サービスや福祉、介護などを諦めなく

負担なく受けられるなど、公共サービスを

てはならない、という状況も出てきます。

充実させているので、非常にコスト、費用

ところが、ヨーロッパの国ではそういう問

がかかっています（図 24）
。しかし、その

題はでてきません。なぜかというと、そも

ような国々では、日本の消費税に当たるよ

そもそういうサービスは利用者が直接お金

うな税が 20% 程度であるなど税金も高くな

を払っていないからです。授業料が払えな

っています。政府は支出も多いけれど、そ

いから大学にいけないという問題は授業料

の分高い税金を徴収しているのです。その

自体がないので起こらない。逆にいうと、

ような国と日本ではコロナによる影響も変

日本の場合、いろいろな公共サービス、学

わってきます。

校でも医療でも、そういうサービスを利用

日本ではコロナの影響で収入源が絶たれ、

する学生や患者さんの自己負担が高いので、

経済的な理由で大学での学業を続けられな

経済状況の悪化によってサービスそのもを

いなど、経済状況によって、教育を諦めな

受けられなくなるという問題が個人のレベ

くてはならない。また、今まで受けていた

ルで顕在化してしまいます。

図 24 政府の大きさ（一般政府支出の対GDP
政府の大きさ（一般政府支出の対
GDP％、2014 年）
比（％）、2014年）
一般公共
サービス

防衛

秩序・
安全

経済

保健・
医療

教育

社会
福祉

その他

合計

日本

4.2

0.9

1.3

3.9

7.7

3.6

16.4

2.3

40.3

韓国

5.3

2.5

1.3

5.2

4.0

5.2

6.2

2.3

32.0

オーストラリア

4.6

1.5

1.7

3.9

6.8

5.2

10.2

2.1

36.1

アメリカ

5.4

3.5

2.1

3.4

8.9

6.2

7.9

0.8

38.1

イギリス

5.1

2.2

2.0

3.0

7.6

5.4

16.5

1.9

43.7

ドイツ

6.5

1.0

1.6

3.2

7.2

4.2

18.8

2.0

44.4

フランス

6.6

1.7

1.6

5.4

8.2

5.5

24.7

3.6

57.3

イタリア

8.9

1.2

1.9

4.1

7.2

4.0

21.2

2.3

50.9

スウェーデン

7.5

1.3

1.4

4.3

7.0

6.6

21.2

2.2

51.5

OECD平均

6.3

1.4

1.7

4.8

6.5

5.4

16.6

2.5

45.2

注：その他には、環境保全、住宅・地域施設、娯楽・文化・宗教が含まれている。
出所：OECD S ta tistics

• ⽇本は財政⾚字は⼤きいが、実は政府⽀出は⼩さい。

図 23 一般政府債務残高の国際比較（対 GDP 比）
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これは財政というより、政府のサービス

大型３事業（新清水庁舎、海洋文化拠点施

をどう設計するかという問題に関にわって

設、歴史文化施設）については凍結し、そ

きます。ヨーロッパはコロナ禍のために学

の事業費の 400 億円をコロナ対策に当てて

校に行けなくなるということはありません

います。観光客激減によって、通常であれば、

が、通常、政府が負担している教育や福祉

観光客が購入する土産品となる特産物のお

にかかる財源はどう確保するのか、という

茶や、市内で食べられるマグロなど魚類の

ことになります。元々の制度によって、コ

消費も激減しています。農水産業に対して

ロナによる問題の現れ方が違うということ

の消費が激減しているため、観光、飲食業

になります。

などへの影響も明らかになっています。
そのような状況、また、立地的な条件も

池島

ここまで、それぞれの教員の専門分

野をベースにしながら、コロナ禍における
現在の状況を確認してきました。ここから

踏まえて、地方移住促進のために各種取り
組みを行っています。
例えば、「Move to しずおか」としては、

はこのような状況を踏まえながら、どうや

主要都市圏の企業に対して１ヶ月分のシェ

ってコロナと付き合っていくのかという話

アオフィス代や宿泊経費の補助金を出して

を進めて行きたいと思います。

います。また、都心部の人がリモートワー
クで仕事ができるように、移住促進窓口を

９.with コロナの解決方法案ー

都内にも設置しています。東京 23 区から

地方都市の事例

２名以上の家族で移住する場合には、60 ～

志村

100 万円の移住支援費を出しています。

私からは、コロナ禍における地方都

市の事例として静岡市の取り組みを紹介し
ます。コロナで首都圏にいる、特に 20 代

まずは、静岡市の一地方都市としての状
況をお伝えしました。

の若年層で地方に移住したいと希望する人
が 25% になったというアンケート結果を見

10.with コロナの解決方法案ー観光経済の観

ました。それは、地方ではコロナの感染率

点から

が低いということも影響している思います。

氏川

地方都市は今後移住者をどのように引き込

の一つとして観光が考えられのではないで

んでいくか画策している状況だと思います。

しょうか。環境経済は私の担当科目でもあ

地方の地域創造を考える上で解決策

静岡県内のコロナウイルス感染者数は

りますが、半ばライフワークとして社団も

首都圏と比べると格段に少ない状況です

作り観光経済に取り組んでいます。日本旅

（2020 年 10 月 20 日現在：東京都 29,185 人、 行のようなプロに入ってもらいながら、収
神奈川県 8,011 人、静岡県 580 人）
。静岡市

益目的ではなく、起爆剤として機能するプ

内の感染者数は少ないながらも、感染対策

ラットフォームを作って、地域を盛り上げ

には非常にお金がかかっています。2020 年

る活動を行なっています。

度の４月、５月に静岡市で計画されていた、
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と

農泊の取り組み

が出てきているのです。

農泊については以前から注目されていま
した。従来の農村を活用し農村自体を観光

訪日外国人旅行者の旅行消費動向

の目的にします。農泊には色々なコンテン

国内でもそうですが、インバウンドのリ

ツがあります。宿泊、食事、体験、交流な

ピーターに着目すると、興味を持った方は、

どその地域ならではのプログラムを体験す

その地域に魅力を感じてなんども訪れるよ

ることで、従来は来なかったお客さん、交

うになります。先ほど志村先生がご紹介さ

流人口を増やし、その地域の活性化に繋げ

れたような移住にも繋げられるというとい

る取り組みです。

うことで、色々な取り組みがあり、それを

農水省でもこのような事業を推進してい

国を挙げて進めてきました。農泊ビジネス

て、意欲のある事業者には補助金を出して

は食と農の魅力が重要な観光コンテンツな

盛り上げようという動きが３年ほど前から

ので交流人口、関係人口、販路の拡大のた

行われています。私たちも補助金を得て、

めに、色々な人に来てもらって、地域を盛

神奈川県箱根町近くの開成町の酒蔵を使っ

り上げて、先の人口が減るのを少しでも食

て新しいコンテンツを作り、そこを起爆剤

い止めたいというねらいがあります。

にして、地域を盛り上げる取り組みを行な
っています。

以前から、このような取り組みを行なっ
てきた中で、コロナ禍になりました。コロ
ナ禍におけるツーリズムとして、旅行会社

N ツアー連携の農泊地域

の見解では、とりあえず、ワクチンの接種

JA グループの N ツアーのように、今農泊

が待たれ流ということです。インバウンド

は色々な地域で取り組みが行われていてコ

はしばらく期待せず、内需拡大を目指す方

ンテンツが色々あります。ただそれはいわ

向で動いています。国内市場は 22 兆円でイ

ゆるプロダクトアウトで作り手や売り手の

ンバウンド市場が 5 兆円であることを考え

考え方が反映されたものです。ここで大事

るとインバウンドに比べて、国内旅行の規

なのは、マーケットインで、お客さんが何

模も遜色ありませんから。

を求めているのかということです。アンケ

星野リゾートなどの取り組みで注目され

ートなどを通じてお客さんの求めているこ

ているのが、マイクロツーリズムです。皆

とを見ると、日本人の田園回帰思考が高ま

さん今、横浜にいらっしゃいますが、ここ

っていて、農家で交流をしてみたいという

から１時間で小田原まで行けます。１時間

意識が強まっていることがわかってきまし

半で箱根まで行けます。奥多摩なども１時

た。

間で行けます。そういう圏内で旅行をする

インバウンドのニーズを見ても、非常に
農泊に関心があることがわかります。先ほ

という需要も考えて Go To キャンペーン政
策が出てきたのです。

ど出てきたような、食べる、泊まる、見る、
楽しむことを実際に体験したいという希望

旅行者・消費者動向ー新型コロナ時代にお
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ける社会変化と農泊に新需要について

提とした観光業などは、まさにその影響が

N ツアーの方々との話にもあったのです

強く出ています。それをなんとかしたいと

が、コロナの収束には数年かかると想定さ

いうことで、タイミングの問題で色々な批

れるので、中期的な変化があるのではない

判も出て来ましたが、政府からは Go to キ

かということを考える必要があります。従

ャンペーンなどが出てきました。

来は移動人口を増やしたり、フレームワー
クを詰めることが重要でしたが、今後は大

次は伊集先生から財政問題の観点からお
話しください。

きく変わってくるでしょう。
ポストコロナ、コロナ禍では、何回かリ

10.with コロナの解決方法案ー財政問題の観

ピーターで訪れてから移住するというより

点から

は、先ほど志村先生がおっしゃったような、

伊集

移住ありきで考えて、さまざまな仕事環境

に消費税を引き下げても、効果は限定的だ

やライフスタイルを整えていくという方向

とみられます（デフレ状況での事業者負担）
。

性も強くなると考えられます。まさにマー

公債発行による支出拡大の継続（MMT 理論）

ケットインで利用者の方でそういうことを

には、財政をコントロールする機能が内在

希望している。観光業や地域活性化に関わ

化されていません。

まず、経済的な苦境に対して時限的

る事業もまだ手探りですが、さまざまな課

今後の話としては、観光や農業、人の動

題があるところで、どうしていくか。短期

きなどから地域の経済を作っていくという

的な一般的コロナ対応に加えて中長期的な

考え方がある中で、財政はそこに関わるこ

構造変化、ライフワークバランスや働く場

とも多くなります。しかし、今回のコロナ

所の変化が新しい人口のシフトをもたらし

の問題に関わらず、経済の大きな転換、例

て、合わせて観光業などにも変化がもたら

えば、金融のグローバル化が進んだり、大

されるのではないかと考えられます。

きな金融ショックが起こったり、社会の転
換を迎える時に財政として大事なのは、国

志村先生の方から、静岡市の取り組

民の基本的なニーズをきちんと守ることで

みについて紹介していただき、それに繋が

す。それは先ほど話したこととも共通する

る形で、氏川先生から、観光、農泊を通じ

のですが、色々な経済的なショックによっ

た話題提供をいただきました。

て、人々の生活が不安定になってしまう。

池島

コロナの中で、一番制約を受けたのが移

教育が受けられないとか、医療が受けられ

動だったのかなと個人的には思っています。

ないとか、生活に必要な部分のサービスが

その移動の範囲は人それぞれですが、家か

滞ってしまうと、国民からの合意は得られ

ら出ないようにという経験はなかなかこれ

なくなります。そういう問題が世界各国、

まではなかった中で、人が出歩けないとい

財政再建の問題などを見る時に現れてきま

うことの影響が、色々な産業に派生しなが

す。

ら現れてきました。人が移動することを前
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地域の財政的課題
人口減少や地域間格差が進み、地方の厳

守っていくという足場をしっかり固めるの
が大事だと考えています。

しい財政状況は続きます。現在、自治体に
よっては、財政調整基金（貯金）を取り崩

池島

す形で独自支援を行なっています。国によ

with コロナから after コロナに話しを進め

る財源保証を維持すると同時に、地域にお

ていこうと思います。after コロナについて

いて財源を確保する取り組みが求められま

何か共有できる情報はありますか？

こ の よ う な こ と を 踏 ま え な が ら、

す。基本的な生活保障と地域経済循環が必
要となるのです。
産業を作るのは、産業そのものの市場の

11.with コロナから after コロナへ向けてー
公共的資源としての地域と「地域ブランデ

問題になるので、むしろ市場での取り組み

ィング」

を行うためには、財政の方は基礎にある人々

志村

の生活をしっかりと作っておくことが大切

というだけでなく、with コロナでもできる

になります。人口減少や地域間格差の問題

し、これまでにもやってきたことの事例で

は今回のコロナによって生じた問題という

す。コロナの問題があるかないかに関わら

わけではありません。コロナによって地方

ず、2010 年から 2050 年に向けて人口減少、

の財政状況が引き続き厳しいというのは現

高齢化が進み、地方、地域における若者の

状ですが、それに対して、国からではなく、

人口も減っていく中で、公共的な資源とし

自治体が独自に貯金を取り崩しながら取り

ての地域を売っていく、売り買いするよう

組んでいるところも多く、地域の体力に依

な手法や政策をまとめてみましたので、グ

存しているという問題が起こっています。

ループワークで活用していただいきたいと

ですから、財政としては、人々の生活の

今 か ら 紹 介 す る の は、after コ ロ ナ

思います。

部分をしっかり支えるというところを、ど
う仕組みとして作るかが重要になります。
今、色々と議論されていますが、消費税

「公共的資源としての地域と『地域ブランデ
ィング』
」の手法

率を下げた方がいいのではないかとか、も

１. 地域ブランド商品：地場商品、特産品を

ともと日本は国債の発行が大きいのですが、

売る。

国債発行を拡大してもそれほど大きな問題

2. 観光：訪問客を増大させ、交流人口を増

にはならないので、借金の返済も含めて、

加させる。

公債を拡大して支えればいいという考え方

３. I・U・J ターン、二拠点居住：都会から

もあります。いわゆる MMT というものです。 地方への定住（I ターン）
、地元に戻る U タ
財政的な問題を含めて、国による地方への

ーン、地元の近くの都市・圏域へもどる J

財源補助や自治体独自の財源確保というこ

ターン、二拠点居住などにより住民の定住

とをしっかり考えながら、変化に対応して

意識を高める。

いくために、人々の基本的な生活の部分を

４. 企業誘致：企業や事業所の誘引、人材の
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図 25 「公共的資源としての地域と『地域ブランディング』」の手法

定着による新産業創出をうながす。
５. 定住：家族生活を送る人々の定住、高齢
者の定住をうながす。

す。
ある商品を通じて地域のことを知り、さ
らにそういった観光を通じて、その地域に
リピーターできてくれた人に対して、ある
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これまでにも農業や水産業などの特産品

いは元々その地域の出身者が地元に U ター

を地域ブランド化して売る取り組みはあり

ン、J ターンする。また二拠点居住などによ

ました。神戸牛や京野菜、鎌倉野菜など、

って、都会から地方に移住する人を集める

地域の独自の特産物を売って、地域を活性

ことで、地方がもっと活気づく。これまでも、

化していく取り組みです。さらに、氏川先

島根県の海士町のように高校生の島留学に

生からも発表していただいたように、観光

力を入れ、地域の活性化に繋がっている例

という側面で海外からのインバウンド効果

があります。あるいは、空き家を活用して、

も添わせながら、観光地を盛り立てていく。

移住者に住んでもらう取り組みを行う地域

さらに、グリーンツーリズム、アグリツー

も数多くあります。

リズムなど、農業と連携して観光を活性化

「Move to しずおか」では、シェアオフィ

する。あるいは、農業に携わってくれる人

スを１ヶ月分補助するという制度があると

を呼び込んでいくということがされていま

ご紹介しましたが、特に、これから with コ

と

ロナ、after コロナに向けて地方は企業や企

の財政問題などは、確かにコロナの影響も

業で働く人を誘致するような取り組みに力

あるけれど、それ以前の構造的な問題が増

を入れようとしています。静岡市や札幌市、

幅されたということで、そもそもコロナ以

そのほか多くの地域で、補助金政策をして

前にある状況が課題だというお話でした。

います。淡路市にはパソナ、北海道のニセ

志村先生や氏川先生からあったような、

コ町には紅茶メーカーのルピシアが本社を

with コ ロ ナ の 取 り 組 み、 ま た、after コ ロ

移転することを発表しています。神奈川県

ナの可能性というのも、確かにコロナは一

内では、IT 企業の面白法人カヤックが鎌倉

つの契機ではあるのですが、それ以前から、

に本社を移して、空き家を活用しながらま

地方の人口減少対策としてどうすべきかと

ちに若い住民を定住させるという取り組み

いう課題があった上での、今日の色々な事

を鎌倉市内で行なっています。

例、アイディアになったのだと思います。

さ ら に、 高 齢 者 の 定 住 を う な が す と い

今後、地域創造論の中で、みなさん自身

う こ と で、 山 梨 県 都 留 市 で は CCRC 構 想

にも、問題点を把握しつつ、解決方法を考

（Continuing Care Retirement Community）

えていく思考訓練をして欲しいと思います。

として、高齢者の誘引を行なっています。

残りの時間は、今日の課題を確認してい

そのように地域内、特定の地域、自治体で

きましょう。今日の話を聞いて、みなさん

社会保証の充実化を行ない、インセンティ

自身がどのような学びを得たのか、教員と

ブを与えることで、子育て世帯や高齢者を

シェアしながら、それに対して、教員がコ

地方に呼び寄せる取り組みがあるのです。

メントをする時間にしたいと思います。

北海道東川町や静岡県浜松市の事業者は
魅力的な働き方、生活スタイルで都心部の

学生：松本

人たちを地方に呼び込むことに成功してい

コロナという契機があってそこで新たな問

る事例があるので、このような事例をもと

題が発生したというよりも、今まで日本が

に、after コロナでも使える手法があるので

抱えていた問題を、コロナによって再認識

はないかと考え、
「公共的資源としての地域

したというところが大事なことなのではな

と『地域ブランディング』
」の手法を整理を

いかと思いました。池島先生もおっしゃっ

してみました（図 25）
。

ていましたが、各地域が抱える問題につい

今日は先生方のお話を聞いて、

て、よりスポットするとともに、その地域
池島

教員からの情報提供はこの辺りで切

に対して、テレワークと移住という新たな

り上げます。全体をまとめると、コロナ禍

可能性を見出すことができるのではないか

以前からの前提条件として、人口問題につ

と思います。

いて志村先生からお話がありました。各先

ただ、一方で、移住や地方へ行くことに

生からそれぞれ、経済に焦点を当てつつ、

なった時に、それがその場所でのコロナ感

コロナからどのような影響が出ているかと

染を広める原因にもなり得ると思うので、

いうお話をしました。その中で、伊集先生

受け入れ側の観光業や企業の人たちの意向
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だけでなく、地元の住民の方々がどのよう
な反応をするのか、という部分も重要なの
ではないかと思いました。
志村

今の松本くんの課題提起については、

例えば、富士市では感染地域、東京や首都
圏へ行った人は PCR 検査の補助をするとい
う取り組みがあります。富士市には新幹線
の新富士駅があるので、地方移住してくる
人へそうしてもらえると地元の人も受け入
れやすいですよね。
池島

伊集先生の話に繋がりますが、コロ

ナの中での生活圏も財政で対応すべきとい
うことになるのかもしれませんね。
学生：原田

自分の専門と全く違う話が聞

けました。ニュースでよくやっている話と
は違う話が色々と聞くことができ、具体的
なデータもニュースなどの報道よりも詳細
でした。これからの自分の行動などにも、
今日のお話を生かしていきたいです。考え
ているようで考えていなかったことに気づ
きました。
池島

今日のこのジャズセッション的な講

義で伝えたかったことは、現象面だけで見
るのではなく、背後に何があったのかとい
うことも、気配り目配りしながら、今ある
目の前の課題に取り組むことの必要性です。
未来、今後の地域をどう作って行くかをみ
なさん自身で検討していただければと思い
ます。
特記なき図版は志村氏、池島氏、伊集氏提供。
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と

モビリティ〜 Maas ＋デジタル化による地域像＋コロナ〜

東京大学大学院新領域創世科学研究科特任教授
中村 文彦
１. モビリティについて

場合、その沿道に用事がない移動を traffic、

中村

沿道に用事のある移動を accsess と言います。

本日の講義のタイトルは『モビリテ

ィ～ Maas ＋デジタル化による地域像＋コ

モビリティというのは必ずしも車両の意

ロナ』です。Maas に関することを講演する

味ではなく、
「モビリティを確保する」とい

機会が多く、その中で気づいたのは、いき

うのは、移動のしやすさを高めていくとい

なり Maas の話をすると誤解を生じやすい

う意味です。しかしながら、その主役は 20

ということです。ですから、今日はイント

世紀以降自動車でした。自動車とどう向き

ロを長めにしたいと思います。

合ってきたかを見ることが、モビリティの

まずはモビリティについてお話しします。

理解を深めるということは事実なので、車

最近はモビリティという単語が車両の意味

両の意味ではないということは強調した上

で使われていることが多くなっていますが、

で、自動車の話を少しします。

本来は「人の移動のしやすさの概念」のこ

今から数年前のブラジル、ブラジリアで

とを言います。私の専門は都市交通計画で、

す（図１）
。地図で見ると、建築家オスカー

モビリティとアクセシビリティの議論をよ

ニーマイヤがデザインした、鳥が翼を広げ

くしています。それは、人の移動のしやす

たように見える、美しい街路網ですが、現

さと、場所自体の行きやすさということに

実は車で溢れています。ブラジリアは有名

なります。

な建築物が多く、私も訪れたことがありま

人の移動のメインとなる空間は道路です

すが、この街を歩いて回ることはほぼ不可

が、道路側からはまた別の言い方をしてい

能で、車がないと極めて大変なことになっ

て、最近では Place と Link としています。

てしまいます。
「まちとしてこれでいいんだ

場の機能と移動する機能ですね。移動には

ろうか」と、ブラジルの人も気にかけてい

さらに２種類あって、traffic と access とな

ました。

ります。A 地点から B 地点の間に道路があ

同じブラジルのサンパウロで、これは昼

っ て、 そ こ を た く さ ん の 人 が 行 き 来 す る

間、信号機が停電した直後なのですが、ち
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ょっとトラブルがあるとこうなってしまう。

て都心方向へ向かう道路は渋滞しています

それほど車が多いというのが、世界の状況

（図４）
。右側に線路があり、電車が渋滞す
る車を追い抜いて行きます。このように鉄

です（図２）
。
私は横浜国大に着任する前、２年間バン

道の充実した都市はアメリカにもそう多く

コクに住んでいました。10 年ほど前の様子

なく、電車に乗った方が速いことは一目瞭

ですが、とても渋滞していることがわかり

然です。それでも車の利用が多いのです。

ます（図３）。この道路は真下に地下鉄が走
っています。左側に地下鉄の駅舎の入り口

２. データで見る自動車の保有と利用、その

が見えますが、それにも関わらずこれだけ

影響

渋滞しているということです。裏を返すと、

世界の国々の自動車の保有水準を人口あ

地下鉄を作れば渋滞が減るという単純な問

たりで見ると、アメリカが１位、日本は５

題ではないということがわかります。

位となります（図５）。ただし、乗用車で比

オレゴン州ポートランドは歩いて楽しめ

較するとアメリカより日本の方が多くなっ

る中心市街地があり、路面電車や公共交通

ています。また、自動車の保有台数を縦軸、

が充実している場所として知られています

国の経済発展状況の変数である、GDP を横

が、朝のピーク時の道路はやはり混んでい

軸に並べてみると、GDP が高い国で車の保

Brazilia, Brazil

図１

ブラジル・ブラジリア

Sao Paolo, Brazil

図２

ブラジル・サンパウロ
Portland, OR, USA

Bangkok, Thailand

図３
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タイ・バンコク

図４

オレゴン州・ポートランド

有数が高い傾向にあります（図６）
。新興国、 いという傾向にあるようです。
途上国で色分けすると新興国の方が車が多

私は車の保有と利用は必ずしも比例しな
いと考えています。特に都市部では週末し

くなっています。
日本の中でも都道府県で自動車保有台数

か乗らないなど、車を持っていてもそれほ

の様子が違っていて、47 都道府県中、群馬

ど使わない人たちも多くなります。ですか

４位、栃木５位、対して、東京 47 位、神奈

ら、車を持つことと、使うことは政策的に

川 45 位、埼玉 42 位、千葉 41 位となって

も分けて議論しています。

います。４位、５位のレベルで世帯あたり

国交省による車の利用距離のデータを見

の台数が多い県と、47、45 位が近隣となっ

ると、年々増加していることがわかります

ています。一律にはいえませんが、東京の

（図７）
。これは全ての車の総走行距離を一

ような大都市から離れた栃木などは車が多

人当たりで割っており、長距離トラックな
ども入っているので、数値が大きくなりま
すが、伸びているということがわかります。
一方で、道路延長はどうかというと（図
８）
、棒グラフが道路延長で縦軸は左の単位、

折れ線グラフは車が走った距離で縦軸は右
2.5 自動車利用（距離/
） 経年変化

2 自動車
図５

と

自動車保有数の国際比較

2.6 自動車利用（距離と道路） 経年変化
図７ 自動車利用 ( 距離 / 人 ) 経年変化
日本交通政策研究会「自動車交通 2020」より
日本交通政策研究会「自動車交通2020」より

図８ 自動車利用 ( 距離と道路 ) 経年変化
出典：国土交通省道路局「道路統計年報」、「道路交
通センサス」、「H27 全国道路・街路交通情勢調査一
tps://media.rakuten般交通量調査集計表」 日本交通政策研究会「自動車交通2020」より
ec.net/common/dld/pdf/56a23edd6f6db0a2256f0421f822a426.pdf
図６

自動車保有と所得の国際比較（2015 年）
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の単位です。これは横浜市道や寒川町道な

いうのが右上のグラフ２で、外出率が下が

どは入らず、国・都道府県道を含むもので

っていることがわかります。下のグラフ３

すが、車が走った距離以上に道路を作って

で年齢階層別に見ると、特に若い世代、20

いることになっています。しかし必ずしも

代の人たちの外出率が下がっています。こ

道路が足りているかということではないた

の傾向は日本だけでなく、イギリスもアメ

め、これについての議論は慎重にならなく

リカも同様です。この理由については諸説

てはいけません。

あります。
人の移動手段について東京を例に見てみ

３. データで見る人の移動

いのは、駅まで自転車で行って、そこから

国的に移動そのものが減っていく傾向にあ

電車に乗った場合、電車で移動したとカウ

ります。これはコロナ禍の前からです。グ

ントされていることです。駅までバスに乗

ラフ１で１人あたりの移動が１日何回か見

って、そこから電車で仕事に行った人も電

ると、40 年前は約３回でしたが、2015 年

車でカウントされます。ですから、バスや

には２回あるかどうかという具合に減って

自転車が皆さんが街中で見るより少ない値

います。平日にその日外出した人の割合と

として現れています。一都三県と茨城県南

図９

182

ましょう（図 10）
。ここで気をつけてほし

移動について見てみましょう（図９）
。全

人の移動頻度（全国 PT 調査）

部では PT（Person Trip）を毎年調査してい

本は取り組まなければいけないと考えるの

ます。首都圏のデータでは鉄道が増えてい

は交通事故の問題です（図 12）
。昭和 45 年、

る一方で、自動車も時期による多少の増減

私が小学校２年生の頃は全体的に数値がピ

はあるものの、一定の割合を保っていて車

ークになっています。１年間で１万６千人

が減少しているわけではないことがわかり

が交通事故で死亡しています。それから国

ます。

をあげて交通事故の死者数を減らす努力を

さらに地域別に見ると（図 11）
、私たち

してきました。10 年間で死者数を表す薄緑

のいる横浜市は、この 10 年間で自動車は少

の線は急激に減り、バブルの頃少し上がり

し減っています。移動手段には地域差があ

ましたが、また今、減ってきています。

り、茨城南部では自動車７割、埼玉北部は

グラフの中程に、30 日以内死者数という、

６割、神奈川が３割ということで地域差が

紫色三角点のグラフがありますが、ここに

あることがわかります。

ヒントがあります。30 日以内死者数は、事
故が起きた日から 30 日以内に亡くなった方

４. データで見る人の移動と交通事故
自動車利用の問題の一つとして環境への
影響があります。そして、私がまだまだ日

図 10 代表交通手段別分担率の推移（東京都市圏）
東京 PT 調査（2018）集計結果概要より

図 11 東京首都圏の区域別人の移動手段
東京 PT 調査（2018）集計結果概要より

図 12 交通事故発生件数・死者数・負傷者数・運転免許保有者数・車両保有台数・自動車走行キロの推移
（昭和 41 年～平成 24 年） 平成 25 年度警察白書より
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の数です。なぜこのデータがあるかという

これを見ると、昭和 45 年のピーク時からは

と、死者数と定義が違うからです。死者数

下がっていますが、その後ずっと上がって

は事故が起きたと想定される時刻から、24

います。平成 10 年代になると昭和 45 年よ

時間以内に亡くなった方です。色々な延命

りも上がっています。その後下がり始めて

措置や救急医療の結果、24 時間を超えて生

はいますが、人口あたりで考えると、まだ

存している場合、その後、例えば 25 時間後

かなり多い。一般的には 24 時間以内死者数

に亡くなられても、その方は統計上は死者

の増減だけで議論をしますが、それだけで

数としてはカウントしません。30 日以内死

は十分ではないと考えるべきです。という

者数にカウントします。

ことで、交通事故はまだまだ大変だという

しかし 31 日目に亡くなった場合にはそ

認識を持つべきなのです。

こにも入りません。そして、生存している

交通事故の発生場所について見てみまし

けれど、寝たきりの方も死者数にはカウン

ょう（図 13）
。幹線道路と抜け道で比べた

トしません。なので、負傷者数には、とて

統計がありますが、事故の件数自体は幹線

も重篤な方から、擦り傷程度の方まで、怪

道路の方が多いです。ところが、左のグラ

我と認定された方全てがカウントされてい

フで、その道路を走っている、全ての車の

るのです。それが薄紫の丸点のグラフです。

総走行距離を見ると、抜け道の方が５倍く
らい多いということで、住宅地の中の抜け
道での事故が多いことがわかります。
年齢別にみると、明らかに高齢者の事故
が多くなっています。75 歳未満と以上で比
べても、以上の方の事故が多いことが明確
になっています（図 14）。

図 13 交通事故発生場所
（国土交通省ホームページより）

図 14
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では車はよくないのかということになり

年齢層別交通死亡事故件数（運転免許人口 10 万人あたり） 国土交通省ホームページより

2.13 自動車利用
（
）（2008

と
より）
交通排除モデルがあります（図 16）
。幹線
道路で囲まれた住区の中には余計な車が入
ってこないように配慮した計画案です。
『近隣住区論』を具現化したのが 1929 年
『アメリカ・ラドバーンの地区住宅開発』で
す（図 17）
。スーパーブロックという動線
を分離する発想で、行き止まりの道クルド

図 15 自動車利用可能性と外出頻度 ( 横浜市の例 )
(2008 東京 PT より )

サック（袋小路）を作り、それぞれの家に

ますが、自動車利用可能性と外出頻度（横

居住者は車の道に出ることなく色々な移動

浜市の例）を見ると（図 15）
、自分の利用

ができる設計となっています（図 18）
。ラ

可能な車がある人がオレンジ、無い人が青

ドバーンの後、住区内の道路をクルドサッ

でオレンジ色の方が外出していることがわ

クとするスーパーブロックの発想は残るの

かります。外出しているということは健康

ですが、歩行者専用道路は使い勝手が良く

的だと考えると、自動車を利用できるとい

ないということで、アメリカではあまり普

うことの意義はあるのかもしれません。

及しませんでした。

５. 住宅地と自動車

それを受けた日本のニュータウンではラド

裏口をつけ、歩行者の道と繋げています。

しかし、戦後のイギリスのニュータウン、

3.1

バーンの発想は受け継がれています。ラド
と自動車(1)3.2
通
交通 と自動車(2)
バーンの赤い線で囲った部分、歩行者と車
の側からはどのような取り組みをしてきた
の道が交わっているところは立体交差にな
か見ていきましょう。古典的な例では 1928(1928)
ここからは、交通について、まちづくり

年の C. A. ペリーの『近隣住区論』での通過

っているのですね（図 19）
。これを見て思

Cul
交通

道路
通

交通

車

図 16

C. A. ペリーの近隣住区論

図 17

ラドバーン地区住宅開発
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い出したのは港北ニュータウン、仲町台駅

戦後になると、イギリスで『ブキャナン

徒歩５分ほどのところにも似た雰囲気の立

レポート（Buchanan’s Report1963）』が発

体交差があることです。ニュータウン設計

表されました。ここでは主要幹線道路・幹

でラドバーンの発想が受け継がれているこ

線道路、補助幹線道路・区画道路というよ

とがわかります。

うに道路の階層をきちんと定義しています。

余談ですが、1978 年に作られた横浜国大

階層を超えて道路を接続せず、住宅地の中

のキャンパスはメインストリートからクル

には通過交通は入らない。道路の階層が下

ドサックの小道が伸びていてラドバーン型

がっていくことで幹線道路から車が減速し、

レイアウトとなっています（図 20）
。

交通量も少なくなっていく。高速道路の沿
道と居住空間が隣接することはない。そう
いう設計が理想であるとしています。私は
自分の学部の講義ではこのレポートを読む

（
図 18

クルドサック（袋小路）のスーパーブロック

図 19 ラドバーンで車道と歩道が重なる場所は立体交差になっている（左）。港北ニュータウンでも同様に
立体交差で回避している（右）
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に『ボンエルフ（Woonerf）
』という概念の
社会実験が行われました。自動車の駐車す
る場所の配置を見直し、自動車が走る路面
に凸凹を作ったり、動線を左右に振ったり
することによって、車の速度を落とすこと

3.3

を目指します（図 22）
。この標識にあるよ

と自動車

うに、子供たちが遊んでも車と共存できる

“traffic in towns (Buchanan’s Report) (1963)
自動車
（

自動車

ようにするために歩車共存道路を作りまし
た。これは、自動車の騒音や駐車を、この

）

図 20 横浜国立大学キャンパスレイアウト
横国キャンパス(1978)はラドバーン型レイアウト

地区を使っている人々のスケールに合わせ
るという発想です。
このような発想はその後も続き、人や車
の集まる中心市街地でも車に支配されない

年のブレ
3.4 ための試みが行われました。1960
交通
化 (1)
ーメンの取り組みを契機にフランスのブザ
Woonerf（
） (Delft, 1970)
自動車
と 車
車

ンソンで 1974 年に Traffic cell が導入されま
（

）

（

）

→自動車

した（図 23）
。中心市街地を細胞 cell に見
図 21

Buchanan’s Report

ように指導しています。細かい内容ももち
ろん重要ですが、肝心なことをブキャナン
は明言しています。

3.5 交通

化

( )

traffic cell （

「自動車の時代がきた。これは認める。だ
けど、自動車に合わせて都市を変えていく
のではなく、都市には従来の良さ、蓄積が

(1960)）
通

交通自動車

図 22(1974)
Woonerf（ボンエルフ）Delft、1970 年

ある。その都市というものに自動車を合わ
せる。自動車を都市になじませていく」と
いう主旨のことを述べていて、これがこの

図 20

横浜国立大学キャンパスレイアウト

レポートを貫く思想で非常に大事だと思い
ます。都市が自動車に支配されないように
努力していたわけです。
６. 交通静穏化へ
1970 年にオランダのデルフトで駅裏のや
や所得の低いエリアで、交通静穏化のため
図 23 ブザンソンの Traffic cell
（ルーツは 1960 年ブレーメン）
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立て、その中を自動車が通り抜けることが

増する時期にあえて歩行者を守る取り組み

できない作りです。ここではバスが走るの

を日本でも 50 年近く前に行なっていたとい

ですが、車だと①から②に行くためには外

うことを知っておいてください。

周を回らなくてはなりません。車にとって

ブラジルの Curitiba も 1972 年に車を規制

不便かもしれませんが中は人々がゆったり

しています。歩行者空間化し、中心市街地

歩けるという発想の例です。

が美しく代わりました（図 25）
。この街は

日本では 1972 年に北海道旭川の中心市街

フォルクスワーゲンの自動車工場のある自

地で、４車線の国道を全て歩行者道化する

動車産業都市なのですが、都心の歩行者空

という大事業を行いました（図 24）
。これ

間を死守していることが財産になっていて、

は日本の歴史上画期的で、もしかすると最

今でも人通りが多く活気にあふれています。

初で最後の取り組みかもしれません。当時

ソウルの取り組みも有名です。都心の高

の旭川は中心市街地に活気があり、歩行者

速道路が老朽化した時に、作り直すのをや
3. 交通
化 ( )

専用道路は大成功と言われました。車が急
通り
(1972) 車
道
化

めて、完全に撤去して、水辺空間を作ったり、
（
）

3.6 交通

化

( )

日通り(1972)

CURIT

1

The city´s m
was closed to

People cam
shop
increasing t

図 24

旭川平和通り買物公園
3.8
交通

(

と

図 26
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化

( )

）(2004)

ソウル（清渓川と市役所前）

図 25

ブラジル連邦パラナ州クリチバ市

市役所前の大規模交差点の寸法を小さくし

ることと、これで地域の課題が解決できる

て、プラザを作ったりということをしてい

と考える人たちがいます。ところが現実に

ます（図 26）。これらを見ると自動車と人

あてはめてみると色々な問題が出てきます。

の共存に対する努力は世界中で行われてい

新しいシステムを導入するには実験を重

ることがわかります。

ね、様子を見ていくことが必要です。ただし、

2005 年頃から専門家の間では “peak car”

昔からある移動手段、歩き、自転車、バス、

という言葉が使われるようになってきまし

電車、それぞれの交通手段の問題を放置し

た。車の数は飽和傾向でこれから先は減っ

て、新しいものばかり追い求める風潮は少々

ていく。いくつかの国、都市ではすでにそ

懸念もあります。

うなっているのではないかという議論です。
これまでモビリティの主役であった自動
車に関しては色々な課題、取り組み、議論
があるという流れになっています。

８. モビリティの新技術ーシェアリング
「シェアによって所有から共有へ」といわ
れ、シェアはとてもいいことだとされてい
ます。私は日本都市計画学会の常務理事と

７. モビリティの新技術

して学会誌の編集委員長をしていて、何号

近年、MaaS という言葉がよく聞かれるよ

か前にシェアリングの特集をしました。シ

うになりました。それ以外にも自動運転や

ェアすることの良さはたくさんあるのです

シェアリングなど交通に関して色々なこと

が、ただシェアすれば良いかというとそう

が言われています。ここからは交通に関す

いうわけでもありません。

る新しいキーワードについてお話しします。

カーシェアというサービスは、レンタカ

さまざまな場面で話題になるのが、シェ

ーの発展形で、会員は色々なステーション

アリング、自動運転、MaaS です。自動車の

で自動車を借りることができます。日本の

シェアリングは横浜国立大学でも 2014 年

カーシェアは同じ場所に返すのが基本です

から実施しました。あるベンチャー企業か

が、アメリカでもヨーロッパでも好きなと

らの持ち込みで、研究室の実証実験という

ころで返せる仕組みができています。国際

ことでスタートしました。いくつかのトラ

的には好きなところで見つけて借りて返す

ブルも乗り越えながら進めてきたのですが、

という形式が一般的です。

コロナ禍もあり、今後の持続性に問題があ

これに対して、ライドシェアというのは

るということで 2020 年 11 月末に完全に撤

タクシーの発展形で、アプリでリクエスト

退しました。

すると、乗りたいところから行きたいとこ

シェアハウスなども盛んになっています

ろまで、誰かが運んでくれる。今、自分が

が、シェアリングエコノミーが注目され、

暇で、ここからここへ行くのを厭わないと

シェアというのは流行りの単語となってい

いう人が一方で登録し、乗りたい人も登録

ます。自動運転も MaaS も流行になってい

する。アプリ上でマッチングすると行きた

て、これで一儲けしようという人たちがい

いところにいけるサービスです。Uber や

189

Grab、Lyft が有名ですね。こういうシェア

シェアリングサービスさえ始めればよいと

リングが普及すると車を持つ人が減り、地

いうわけではなく、それが、所有からシェ

球環境に優しく良い世の中になるとされて

アリングに移って行くような仕掛け作りも

いました。

しないといけないということに気づくと思

ところが、ニューヨークでは逆転の現象

います。

が 起きました。Uber と Lyft がとても便利
だとニューヨーク市民が気づきました。便
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９. モビリティの新技術ー自動運転

利というのは形容動詞で何かと相対的に比

自動運転は現状ではとてもコストがかか

較 し て 考 え た 結 果 で す。 タ ク シ ー よ り 便

ります。安全のためにセンサーをつけます

利、電車より便利、バスより便利というこ

が、事故が起こると新たなセンサーを付け

とになり、それまでタクシーや電車、バス

加えるということを繰り返し、非常にお金

を 使っていた人たちが、Uber や Lyft を使

がかかります。それでも日本中の多くのの

うことの便利さを享受するようになりまし

バス会社やタクシー会社は興味を持ってい

た。それを見てニューヨークの外の人たち

ます。なぜかというと、自動運転が導入さ

が、自分の車でニューヨークに行って、ウ

れれば運転手不足を解消できると考えられ

ーバードライバー、リフトドライバーとし

るからです。たとえば、横浜国立大学付近

て出稼ぎをしようという動きが出てきたの

も走行している相鉄バスは自動運転バスの

です。地方からニューヨークに自分の車で

研究が進んでいる群馬大学と連携して、よ

行き、ウーバーやリフトにドライバーとし

こはま動物園ズーラシアの近くで自動運転

て登録をして、お客さんが乗って欲しいと

の実験をしています。彼らは自動運転が普

ころを探して、走り回ります。その結果、

及すると運転手さんを少なくすることがで

Uber や Lyft のようなライドシェアが人気を

きるのではないかと考えています。

博し、ニューヨークでは公共交通の利用が

ところが、現時点では日本の法律が壁と

減り、兼ねてから補助金を投入して維持し

なっています。日本では路線バスには運賃

ていた公共交通にさらに補助金つまり税金

箱を設置し、現金の利用者を受け入れるこ

が必要となった。また、地方からウーバー

とが義務付けられています。そして、現金

やリフトのドライバー候補者がどんどん流

利用の人、あるいは IC カードの残額不足の

入した結果、ニューヨークの道路は混雑し

人などのトラブル解消のために、乗務員の

てしまいました。

帯同が義務付けられています。この法律が

この現状を見ると、シェアリングさえす

変わらない限り、仮に、車両として自動運

ればよいとは言えないことがわかります。

転が可能になったとしても、乗務員の乗車

自家用車を持っている方々は、自分の自家

は必要となります。こういうことを考えて

用車で動く方が気楽なので、なかなか自家

いくと、課題は多く、完全に運転手や車掌、

用車を手放してまでシェアリングをすると

乗務員の必要ないバスを走らせるには技術

いうことには繋がりません。そう考えると、

だけではないところに課題があるというこ

とになります。

です。そういうものが入ることによって、
人々の行動が変わる、場合によっては規範

10. 新技術による人々の行動の変化
ここで留意して欲しいことがあります。

も変わる。それが、個人にとって、地域に
とって、社会にとって良いことが起こるよ

色々な新しい交通技術が出てくると便利に

うにするために、行動を変えてもらう。そ

なると考えますが、便利という言葉に惑わ

のためのまちの形のあり方について全体的

されてはいけません。新しい交通技術を考

に議論が足りない気がしています。

える上では、移動の選択肢が増えること、
移動の自由度が増えることによって、結果

11. 交通にまつわる用語集

的に人々の行動が変わっていくことを見据

①モビリティ

えなくてはならないからです。

モビリティという言葉は移動のしやすさ、

行動変更と行動変容は意味が異なりま

移動の可能性のことであって車両自体のこ

す。ミクロ経済学的な定義をしますと、何

とを示しているわけではありません。交通

かを選ぶ時に、持っている規範＝ルールブ

具について、例えば、電動キックボードな

ックは変わらずに選ぶものが変わるのは変

ど新しい乗り物のことを、
「新しいモビリテ

更。価値観が変わる、ルールブック自体が

ィ」というのは正確ではなく、「新しいモビ

変わることは行動の変容というのが言葉の

リティ・ツール」と呼ぶのが望ましい。正

定義です。例えば、駅まで行く時に、車で

しい用法としては「モビリティの確保」
「モ

行くかバスで行くかの選び方が変わるだけ

ビリティを高める」などとなります。

ならば変更です。自家用車は環境に悪いか

②最適化

な、という思いからバスで移動することに

コンピュータなど情報処理に関わるよう

なった場合は規範が変わっているので、変

な専門家が交通分野について語る上で、
「最

容となります。ですから、研究者としては

適化」という言葉を使いがちです。私はこ

シェアリングでも自動運転でも、新しい交

れには疑問があります。最適化というのは

通技術の登場で、規範が変わるかどうかを

数学的にある関数の値が最大になるか最小

注視しなくてはなりません。

になるか、ベクトルの値が最大か最小かを

さらに変わることを受け止めて、まちの

示しています。それを曖昧にしたまま最適

形をどう描いていけばいいかを考える。こ

化というのは不適切だと思っているのです。

れがまちづくりに関わる、プランナー、デ

経済学の先生が「最適な都市はない」と発

ザイナーあるいはアーバニストの課題だと

言されていますが、現実の都市の仕事をし

思っています。今懸念しているのは、都市

ていると、色々なところにトレードオフ、

デザインを手がける人たちの中に、例えば、

こちらを立てるとこちらが立たない、とい

電動キックボードやシェア自転車が登場し

うことが起こります。それが魅力的だから

たという表面的な部分だけに着目して偏り

都市の仕事をしているという部分もあるの

のある提案をしがちな傾向が見られること

ですが、全てを解決することは簡単にはで
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きないとわかっています。
例えば、全ての人が完全に満足する移動

になり、希望が通らないわけです。ですか

を実現できるか。できるだけ早く行きたい

ら誰にとってもいつでもどこでも乗れると

という人がいれば、中には途中の景色を楽

いうわけではありません。乗る場所や時刻

しみたいという人もいます。ですから全員

の選択肢の候補が多く、リクエストはでき

の要望を解決＝最適化することはできませ

るけれど乗ることは保証してくれない。そ

ん。しかし、システムの最適化というのは

こにリスクがあります。大抵はリクエスト

ありえます。例えば、全ての移動のガソリ

をする人がほどほど少なく、多くの場合は

ン使用を最小値に持って行くことはできる

リクエストが叶うという設定に落ち着いて

か？と考え対策をとることはシステムの最

いる場合が多いのですが、100% の保証は

適化に当たります。

理論的に無理だし、みんなが使い始めると

全ての移動の最適化は不可能なので現実

あっという間にリクエストは拒否されてし

的にはそれぞれが少しずつ我慢をして、譲

まいます。路線バスであれば、満員でない

り合って折り合いをつけるものです。それ

限りバス停にいけば乗れますが、オンデマ

は合意された状態で、経済学的にはファー

ンはリクエストをする手間もあるのに、さ

ストベストではなくセカンドベストと言い

らに拒否されたら自分の行動を変えなくて

ます。ですから最適という言葉を不用意に

はいけないリスクがあります。本当に手軽

使うべきではないと考えます。

で便利かというと心配なことがあります。

③オンデマンド
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は車がいっぱいなので時間を変更すること

また、オンデマンドのシステムはソフト

最近、オンデマンドサービスという言葉

ウエアに AI を使うなどコストが上がり、費

があちこちで聞かれるようになりました。

用がかかります。利用者が払う以外に、シ

交通に関してはオンデマンドサービスの売

ステムの維持に行政が負担する費用までか

り込みとして「いつでもどこでも乗れる」

かるのですが、これが従来のバスより高い

という文言を見たら、それは嘘だと思って

のか安いのか。タクシーより安いのか高い

ください。例えば、100 人の人が住んでい

のか。その評価も慎重に行わないといけま

る集落があって、100 人の人が全員「今乗

せん。同じ使い方をバスやタクシーでした

りたい」というリクエストをしたとしまし

場合と比べて、これくらいコストが下がる、

ょう。そうすると、それを満たすには、数

しかし、この部分は我慢が必要、と言うこ

十台の車を同時に用意しないといけません。

とを利用者が理解して初めて成立する。蓄

けれど、たいていの場合は数台しかなくて、

積経験がないままにオンデマンドにさえす

もしかすると１台かもしれません。そうす

れば快適だという売り込みは問題です。

るとどうなるかというと、受付け直後は回

④手段と目的の混乱

線が繋がりにくくなり、繋がった時には完

例えば、高齢者に優しいバスシステムを

売しているチケット販売と同じで、最初の

作るとします。理念としては高齢者に気持

何人かはリクエストが通るけれど、後の人

ちよく利用してもらい、高齢者の外出頻度

や外出範囲を広げ、楽しく健康な生活を送

スを広げようとしていたのですが、じつは

る こ と で、 病 院 に も あ ま り 行 か な く て い

住民 1000 人のうち、このサービスを知っ

い 状 態 を 目 指 す。 老 後 が 健 康 な 状 態 に な

ている人が 20 人しかいなかったのです。こ

る と い う 理 想 を 掲 げ る の に、 事 後 評 価 で

の 20 人のうち使っている人が 10 人しかい

は大抵利用者数だけを見ます。１日に 300

なかった。その人たちが、毎日 2 回使って

人、400 人利用している、と言う数字を見て、 いて月 500 回利用されていたのです。この
安心する。そこで思考を止めてしまい、高

10 人のうち、3 人が亡なり、２人が入院し

齢者が気持ちよく使えているのか、外出頻

てしまい利用者が５人になったので、その

度や範囲が増えたり、病気にかかる頻度は

月は 250 回という結果になったのです。

減ったりしたか。何のためにやっているか

私が一番悔しく思ったのは、20 人しか知

という目的が忘れられている。高齢者の健

っている人がいなかったことです。残りの

康が目的なのにバスを運行すること自体が

980 人はこのシステムを知らなかったので

目的になってしまっては問題です。

す。せめてたくさんの人に知っていただい
て、それぞれの人が毎日でなくてもいいけ

交通用語の例題：

れど、本当に必要な時にちょこちょこ使っ

量的評価の弊害、乗車人数

てもらえれば、月に 500 人というのはすぐ

ここまでの用語の使い方を参考に実際の

に達成されます。特定のヘビーユーザーに

取り組みを例に何が問題になるか考えてみ

頼っていたのでヘビーユーザーに万が一の

ましょう。

ことがあると、がくんと利用者が減る。こ

「人口 1000 人の集落で予約型乗り合いタク

ういう例を見ると数字で評価することの怖

シーを運行。平均利用者数 500 人／月住民

さがわかりますよね。気をつけてください。

に浸透、高い評価。ある月急に利用者が半
減した。なぜか？」
実際に私が関わった実証実験の例です。

12. MaaS ー Mobility As A Service
MaaS というのは地域内のすべての移動手

ある集落で、オンデマンドの乗り合いタク

段をまとめてサービスする概念です。地域

シーシステムを始めました。前日までに予

内のすべての移動手段について、情報の検

約するとタクシーが来てくれる仕組みで

索や必要な予約、支払いができるという考

す。市役所が補助金を出しているので安い

え方で、多くの場合はスマートフォンのア

こともあり、月に 500 人乗るようになりま

Whim HPより

した。住民に浸透して高い評価だとされて、
私は取り組みの委員長として喜んでいまし
た。ところがある月、突然利用者が 250 人
に減ってしまいました。初めはこの理由が
わかりませんでした。市役所の人たちもワ
ークショップなど積極的に行って、サービ

図 27
whim のホームページ
自 用車

交通

動

年

会

→ 自

用車利用
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プリを利用します。
MaaS はフィンランドから始まったスマホ

世界中の携帯電話の４割がノキアという
時代もあり、携帯産業は国を挙げての産業

のアプリです（図 27）
。色々な乗り物の検索、 です。フィンランドは情報通信の先進国だ
比較検討、予約、決済が一括でできて、月額、 というプライドがありました。
半年間などの定額サービスがあります。こ

③ もともと公共交通が一元的に管理運営さ

れによって、自家用車の利用が減らせたと

れている

いう結果があり、MaaS はすごいという評価
となりました。
MaaS は 2016 年にヘルシンキで出現しま
した。市内の鉄道、地下鉄、路面電車、バ

鉄道もバスも路面電車も自転車シェアリ
ングも元々一元的な管理ができていて、情
報も共有されていました。
④シェアリングやオンデマンドサービス、

ス、自転車シェアリング、カーシェアリング、 自動運転など、都市交通の最先端技術の先
ライドシェア、オンデマンドバスまで、一
括で案内し、スマホ上で予約と決済ができ

情報通信先進国だったことにも繋がるの

ます。自家用車利用時の平均費用を目安と

ですが、シェアリングやオンデマンド、自

した月額のつかい放題サービスです。その

動運転の実証実験を世界で最初に行なって

後各地で流行になり、日本でも 2019 年に

います。新しいものを率先して導入してい

は 19 地域で実証実験が行われ、2020 年度

くという自負と経験が豊富なのです。

は 60 以上のエリアで実験を行なっています。

MaaS はこれだけの背景のあるフィンラン

私は、2017 年頃から色々と調査をし、その

ドで始まったということで、日本とは大き

ままの形で日本に導入されると問題もある

く違うことがわかると思います。日本では

ので、ニュートラルな情報を発信する組織

官民で自家用車を減らす合意を取るのは難

が必要だと考え、産官学連携団体 JCoMaaS

しい。携帯電話の各キャリアはしのぎを削

を立ち上げ、現在代表理事を務めています。

っていますが、プライドというほどではな

まず、MaaS がフィンランドから始まった

い。公共交通は地方都市でも複数のバス会

ということに重要な意味があります。ここ

社がある。シェアリングやオンデマンドと

でヘルシンキのローカルコンテクストとし

色々と取り組んでいるけれど、それぞれバ

て４つのポイントをあげてみましょう。

ラバラにやっている。これだけの違いがあ

①地球温暖化問題解決への高い意識

るので、フィンランドと同じようにはでき

自家用車を減らすために、税金を使って
色々と取り組もうという土壌がありました。
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行的導入経験豊富

ないわけです。
それでも、MaaS を導入することで省ける

自家用車を減らそうということが、明確な

手間もあります。シェアリングの項目でも

政策目標として官民一致しています。これ

お話ししましたが、MaaS によって人々の

は日本にはないものです。

行動を変えることができれば、交通以外に

②ノキア発祥の国としての情報通信先進国

も色々な課題が解決できるかもしれません。

のプライド

行動を変えてもらうきっかけとして MaaS

が使えるのではないかと考えています。
例えば、MaaS の情報提供、予約、決済、

たちもいる。大都市と中山間地域を同一視
して、適用するエリアによって取り組むべ

月極め利用を一括管理するという特徴を生

きことが異なることを理解していないので

かしてビッグデータを活用できる可能性が

す。

考えられます。誰がどこでどのような調べ

例えば、コロナ禍でものの流れが変わり

ものをしたか、どこへどのように移動した

ました。自宅でウーバーイーツを頼む機会

か、というデータが続々取れるということ

が増えたのもその一つです。人の移動とも

です。それを利用して、例えば、電動キッ

のの移動は無関係ではありません。自分が

クボードを導入したけれど、なかなか使っ

移動しない分、ものが動くことになります。

てもらえないとか、ライドシェアはこちら

移動したものがきっかけで自分が動く場合

で供給過剰で、あちらでは需要が超過して

もあります。人の移動だけを見て物事を解

いるなど、データがどんどん蓄積され次の

決したりアプリさえ作ればいいと考えたり

政策が考えられる。そういう流れに持って

していると問題が起こるのです。

いくだけの価値はあると考えています。
と こ ろ が、 日 本 で 議 論 を し て い る と、
MaaS へ の 誤 解 を 感 じ る こ と が あ り ま す。

経

より

13. 国土交通省の推進する日本版 MaaS
経済産業省では「新しい地域 MaaS 創出

MaaS さえ実施すれば全てが解決すると考え
MaaS
2年

を推進！」として令和２年度スマートモビ

る人たちがいます。また、色々な交通手段

リティチャレンジ対象となる 52 地域を選

の情報だけを繋げれば良いと思っている人

定しています（図 28）
。日本中でこれだけ

図 28

令和２年度スマートモビリティチャレンジの対象地域、52 地域を選定（経済産業省ホームページより）
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の数の実験をしています。あまり効果がみ

日本版 Maas ー心配な MaaS（１）

られないようなものから、頑張って実現さ

MaaS は 手 段 で あ っ て、MaaS の 推 進 自

せて欲しいと応援したくなるものまでさま

体が目的になってはいけません。MaaS と

ざまです。中には特定のベンチャー企業が

いう枠組みの中で何をしたいのか、という

自分たちの技術を売り込むための取り組み

議 論 が 必 要 で す。 と こ ろ が、 世 の 中 で は

もありますが、どのようなものでも否定は

MaaS が普及することが目的になっていま

せず、その先で人々の行動が変わり、さら

す。MaaS といえば補助金がつくとか、ちょ

に、それがまちの抱える課題の解決に繋が

っと試してみてうまく行かなければすぐに

り、小規模な活動の中で関心の輪が広がっ

撤退してしまおう、という取り組み姿勢が

て行けば良いと考えています。

心配です。

国土交通省はこんなホームページを作っ

地域に入り込まずに提案している取り組

ています（図 29）。地域が抱える課題の解

みもあり、地域の人が困っている解決すべ

決ということで、地域や観光地における移

き課題は脇に置かれて、ライドシェアやオ

動の利便性向上、既存公共交通の有効活用、

ンデマンドなど企業に利益のあることだけ

交通安全とマイカー依存からの脱却、外出

が進んでいる例もみられます。

機会の創出と地域活性化、スマートシティ

また、ある場所で A バスと B バス、２つ

の実現を挙げています。冒頭で申し上げま

のライバル会社があったとして、A バスに

したが、私は交通事故の問題や外出機会の

資金力があり、MaaS の実験をすることに

問題も気にしています。こういうところに

なった。ところが会社同士の関係性から、B

つながるということは国でも言っています。

バスを除外し、ライバル会社の情報に不親
切。市民不在で鉄道会社、バス会社、タク
シー会社など運営事業者の間で、縄張り争
いが垣間見えることがあります。これでは
MaaS の成長はありません。

S

日本版 Maas ー心配な MaaS(2)
私は普段、横浜市の都筑区から保土ケ谷

より

区まで通勤しています。車の時と電車の時
があります。道も電車の乗り方もよくわか
っているので特別な情報は必要ありません。
逆に滅多に行かないところに行く場合、ま
た雪が降った時など非常時は、道路が閉鎖
されたり、電車が止まったりするので情報
が 必 要 に な り ま す。 し か し、 今 の 多 く の
図 29
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MaaS は全ての乗り物が平常運転している

日本版 MaaS の推進（国土交通省ホームページより）

時はきちんと情報が出ますが、非常時には、

略評価分析に資する）などが挙げられます。

システムのメンテナンス中というアナウン

次に、誰が事業を展開するかという問題

スがあり、停止してしまうのです。いざと

があります。運輸事業者が主体となる場合、

いう時（事故や災害発生）にすぐにシステ

ライバル事業者を排除する危険性がありま

ムダウンする。本当に必要な時に使えない

す。自動車関連産業は施策意識が希薄で、

のは困ります。有事に使えるからこそ価値

シェアリングの普及が重視される可能性が

があるはずなのに、そこに追いついていま

あります。通信事業者やソフトウェア会社

せん。

にとっては、手数料による収入がないと難

また、政府は「日本型」MaaS というこ

しいため、サービスの利用料に上乗せされ

とを強調しています。ヘルシンキが手がけ

ることになります。オープンな共通データ

たようなものはできないという前提で進め

基盤が前提で利用者のインターフェイスは

ているように見えます。現実は厳しいので、

一元的に管理される必要があります。

小規模なところから取り組み、少しずつ修

また、どのように導入するか、制度につ

正して行く必要があります。まだまだ成長

いて考えると、旅行業、観光業との調整も

過程だということは割り切って、これで完

必要となってきます。

璧とせずに不十分であることを認め、この
先の課題を認識する。一つずつ解決して行
く過程だと謙虚に受け止めるべきだと思っ
ています。

日本版 Maas ー MaaS への期待
MaaS に期待されることとしては、
「繋げ
る」きっかけになるのではないかというこ
とです。MaaS によって、データ解析とマー

日本版 Maas ー日本での MaaS に対する懸

ケティングを繋げることで、交通手段間に
ついて、
「既存技術と新技術」、
「生活と交通」、

念
日本での MaaS に対する懸念事項がいく
つか考えられます。まず、何のために行う

「将来ビジョン（目的）と政策ツール（手段）」
を繋げる効果が期待されます。

のかということです。社会的意義なのか民

今までバラバラだった交通手段が繋がっ

間事業者の儲け（囲い込み）のためなのか。

たり、古い者と新しいものが繋がったり、

民間が携わる以上利益は必要ですが、社会

生活の中の諸課題と交通が繋がったり、目

の中で winwin になるようにしなくてはな

的と手段の混乱が解消され、データ解析と

りません。自家用車依存を下げることが目

マーケティングが繋がったり、ということ

的ならば「あれば便利＝なくても困らない」

が起こります。

というレベルでは普及しないでしょう。
大枠の政策課題としては環境改善、交通

そのためにも、実証実験は数多く、本格
実施は地域で包括的に官民で役割分担（リ

事故抑止、高齢者社会包摂、障害者外出支援、 スク分散、責任明確化）することで新たな
防災（被災直後の復旧活動移動支援）
、地方

問題が見えてきます。可視化することで次

都市中心市街地活性化、データ蓄積機能（戦

の課題が明らかになる。こういうことに次
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の世代の人が積極的に関わっていくことが

日本版 Maas ー関連分野で積極的に研究展

大事だと思います

開・発信へ
MaaS を普及させる前提として、通信が高

日本版 Maas ー位置づけの再整理

速で強靭であること、選択肢となる車両が

MaaS の位置づけを再整理する必要があり

しっかりとしていること、道路交通インフ

ます。まずゴールから整理すると、住みよ

ラが強靭であること、電車やバス会社はシ

い都市や住みよい都市での移動がゴールと

ェアリングシステムの管理ソフトを充実さ

なります。MaaS は、あくまで道具なのでゴ

せていることが必要となります。これらが

ールのために上手に使うことが前提となり

おろそかなままアプリだけ開発しても MaaS

ます。まちはどんどん変化するものなので、

の成功はありません。

ゴールも変化すると思いますが、それでも

人々の行動変化分析（ミクロ経済的に）、

まずはゴールをイメージし、ゴールが住み

研究者の側でどのように行動が変わるのか

よい都市だとするなら、「住みよい」の中身

という分析も常に必要です。

を少しブレークダウンして、その目標を達

ビジネスとしての持続性（企業経営、マ

成するためには何ができるか考えます。
「住

クロ的なキャッシュフロー）も考えなくて

みよい都市」の達成には移動に課題があり

はいけません。企業経営的にはビジネスと

ます。移動が抱える各種の問題をどう解決

してどう成り立つのか、お金がどのように

すればよいか？

回るのか。例えば、病院に行く人数が減れば、

例えば、私が参加してい

る富山大学の方々とのワークショップでは、

医療費の補助分がかからなくなります。浮

高齢でも健康な方々が多いのですが、乗り

いた分をどう回すか。あるいは中心市街地

換える時のコストへの不満が非常に多く、

に人が集まる事によって、中心市街地のオ

それをどうカバーするかという問題が取り

フィスのテナント料が上がる。それに比例

上げられました。そのような具体的な課題

して固定資産税額が上がる。それによって、

例について考えていく必要があるのです。

市役所は税収が増える。市役所はそれをど

ある方々の住み良さをより改善し、より
健康になってもらうために、乗り越えなく
てはいけないことは何なのか？

それを実

う回すのか。先々までのお金の循環を想定
して経済的な議論をする必要があるのです。
社会問題解決との連携も不可欠で、MaaS

現するときに、MaaS など取り組んでいる発

と合わせて、多文化共生、男女共同参画、

想をどう繋げればいいのか？

ダブルケア、障害のある人たちの社会参加、

地域に根ざ

して活動していれば気づくと思います。そ

環境問題解決貢献 SDGs、子育て、教育との

の気づきを MaaS によって繋げることがで

連携（大きな移動ニーズ）こういうものと

き、そこに、データが介在するからこそデ

どう関わるのかという議論も必要です。

ジタルを活用できる世の中になるのではな
いかと考えます。

そして、交通を専門とする立場からする
と、独禁法との調整や道路関連と運輸関連
の諸法制との調整も必要となります。
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より感じるようになったのは、まちが楽し
日本版 Maas ー地域の課題を解決し、地域

いと思えることの重要性です。ワクチンが

の未来を先導する MaaS へ

普及した際にはまちを楽しいと感じ、みん

地域の課題を解決するために人々の行動

なが出かけて行くような仕掛けを今こそ作

を変えて行く必要があります。地域の課題

るべきだと思います。自宅からでも勉強や

としては自動車に起因する問題（交通事故、

仕事ができ、オンライン診療もできるよう

環境負荷、福祉課題、地域衰退）
、自然災害

になると、散歩や気まぐれに外の空気を吸

の問題（避難、復旧、復興への貢献）など

うことは、家の中にいてはできないことで

があります。MaaS を導入することでデータ

すし、そういう行動に価値があると気づき

の解析と新しいサービス（予約、月額）を

ます。お散歩のような移動こそ本当は必要

提供し、人々の行動変容へと繋がることを

なのではないかという気がします。

目指します。
自家用車を使わない外出の機会を増やす、

京都も鎌倉も観光地ではインバウンドの
減少について問題にしていますが、観光地

外出の頻度を増やすことも課題の一つです

としての魅力は、自分の住む地域への誇り

が、自家用車を使わなくてもすむというの

や愛着、共感、シビックプライドに繋がる

は移動を我慢するということではなく、自

ところがあります。自分の住むまち、近隣

家用車がなくても外出できると自然に思え

のまちを知ることが双方にとっての財産に

る環境をちゃんと演出できるかということ

なります。それをないがしろにしてインバ

です。さらに外出することが楽しいと思っ

ウンドだけを対象にしていることがそもそ

てもらうために色々な人たちがアイデアを

も問題なのではないでしょうか。市民によ

出して環境を作る必要があります。

る地元の再発見がまちを強くするのです。

MaaS によって地域の未来を先導し、多世

ふらりと出かける行き先の選択肢がある

代定住のため、地域の産業育成のためにさ

でしょうか？

まざまな産業と交通が連携することで豊か

ト、子育て世代が過ごしやすい場所、老夫

な文化の継承が可能となるのです。

婦に居心地の良い場所があるか。出かけら

デートで出かけたいスポッ

れる場所の選択肢があると、それを支える
日本版 Maas ー敢えて投げかける視点：心

ツールとして MaaS が力を発揮します。今

の健康

こそ通勤通学に限らない展開を必要として

私は常々、町の中心には劇場やスタジア

いるのだと思います。

ムがあるといいと考えてきました。余暇と
いうのは暇を持て余すのではなく人間の根

14. 新型コロナウイルスの影響とこの先にあ

源だと感じています。東京はスポーツや観

るもの

劇を楽しめる街になっているでしょうか？

新型コロナウイルスの影響から学んだこ

空間にも交通システムにもワクワクや余韻

とは何でしょうか。感染症としての本当の

が感じられません。コロナ禍になってから

ところはまだよくわかりませんが、まず、
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人々が生活する上で、オンラインでできる

しの時間であっても、歩行者や自動車のた

こととできないことが確認されました。そ

めとなる道路をもうける必要があります。

の結果、通勤混雑（ピーク時集中）を大幅

また、安心して出かけられる空間を作ルこ

に改善することができるかもしれません。

とができるという実証も必要です。これに

また、郊外居住の選択肢の可能性が出てく

よって、自動車利用の需要の削減効果と健

るかもしれません。しかし、一方でピーク

康増進（在宅勤務者やサテライト勤務者）

時に稼ぐビジネスは崩壊の可能性が出てき

効果が得られます。

ます。公共交通事業への行政による関与の

二つ目は、新しい公共交通事業モデルの

必要性（コスト支援、収入支援）も考えな

模索です。ここでは事業者間や事業種間の

くてはいけない状況です。

調整や運賃支払い（額と方法）課題の克服

今後考えられる交通の課題は、移動の中

が必須となります。また、ピーク時に混ま

身の多様化です。移動頻度や時間帯、目的、

せて稼ぐビジネスモデルから脱却し、利用

距離が多様化し、誰と行くのか、どの手段

と収入が増える流れを作る必要があります。

で行くのか、乗り物の選び方も多様になり

そのために必要であれば、行政が関与する

ます。健康志向も手伝って、特に近距離で

ことも検討すべきでしょう。等時隔運行や

は徒歩や自転車での移動が増えることが予

時間帯別運賃を導入して、いつでも座れる

想されます。ですから今後は、道路空間で

公共交通を目指します。これによって、安

は歩行者や自転車を優遇する必要が出てき

定的に持続する経営の道筋をたて、在宅勤

ます。

務やサテライト勤務者への近距離の外出へ

交通が多様化すると、一斉に人や物を運
ぶことが目的である公共交通は廃れて行く

の支援をなり健康促進する効果が得られま
す。

かもしれません。しかし、公共交通を成り

三つ目は上記２項へ市民を惹きつけるた

立 た せ る 意 義 も あ り ま す。 環 境 負 荷、 交

めの MaaS の活用です。歩きやすい道路や

通 事 故、 ド ラ イ バ ー の 高 齢 化 を 考 え た 時

出かけやすいスポットの案内、決済に MaaS

に、自動車依存は難しくなります。ですから、 を活用することで行動の継続的記録、交通
昼間の需要や週末の外出を促す移動を担え

状況解析と改善案提示へ繋がる効果があり

るような公共交通が充実することで、医療

ます。

やまちづくりにも繋がり、経済的な循環も
生み出すと考えられます。

今こそ歩行者や自転車への道路開放を、
時間を区切ってでもすべきですし、昼間、
空いている乗り物に人が乗ってくれるよう

15. 新しい交通システム・サービスに向けて

なイメージを打ち出すべきです。そしてそ

新しい交通システム、サービスに向けて

のようなところにこそ MaaS の技術を繋げ

３つの課題が考えられます。
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ていくべきだと提言しているところです。

まず一つ目は、歩行者や自転車への道路

新技術の実証実験が全国で行われていま

の解放です。部分的でも、１週間のうち少

すが、実証実験の先を見据えて取り組んで

いかなくてはなりません。それには４つの

させ、便利、快適という言葉でごまかされ

項目が挙げられます。

ないツールとして、政策領域と学術研究領

１、事業者間、事業間、制度間の壁を可視

域を繋げるきっかけとなることが期待され

化し、超える努力。

ているのです。

２、硬直した運賃制度、及び支払い方法の

今日のお話を通して伝えたいことをまと

抜本的改善。

めますと、まず、たくさん失敗しても逃げ

３、環境負荷提言、財政基盤安定、社会包

ない覚悟、挑戦する心を持ってくださいと

摂実現からブレないこと。

いうことです。そして、常にオープンで透

４、自家用車利用に負けない公共交通のた

明なアプローチで進めてください。また、

めの場のデザインの重視（バス停、車内、

地域の文脈を読み込み、ローカルコンテク

駅など）
。

ストを意識してください。リスクはちゃん

これらのことが MaaS と繋がっていくの

と管理しましょう。人々がどう受け入れて

が理想です。多様な世界で歩くことができ、

いくか、受容性を観察してください。自分

みんなが乗り物を信頼し、色々な場所が楽

自身が都市に携わっているという責任感、

しく、だからこそ持続可能で、発見が多い。

倫理観を自覚する人が育って欲しいと願っ

そういうまちづくりのために、MaaS は色々

ています。

と活用できるということです。今は力を発
揮できていない例も多いですが、まだまだ

志村

ポテンシャルがあると思っています。

慨深い授業でした。

16. おわりに

市においても 2020 年 11 月、12 月に実証実

中村先生ありがとうございます。感

MaaS については、今私が住んでいる静岡
今、地域の未来を見直すべきタイミング

験を行いました。今後は、実証実験を踏ま

が来ています。暮らし方の多様性は移動の

えてどのように正式導入していくのか調整

多様性、価値観の多様性へと繋がります。

の時期になると思います。考え方としても

walkable、reliable、enjoyable を 支 え る 交

重要な点、気をつけなくてはいけない点を

通 。Sustainable (3E=Energy Environment

色々と判断していく中で、専門家だけが知

Economy) 、Creative を 支 え る 交 通 が 必 要

っていればいいというわけではなく、住民

とされています。そして、文化、環境、福

も充分理解しないと、その選択が正解なの

祉、地域振興、防災、観光 とのつなぎとなり、 か、住民の気持ちをすくえていたのか、判
さまざまな地域貢献ビジネスのチャンスで
もあります。
MaaS 技術を最大限活用して未来へ貢献す

断が不透明になると感じました。
今、中村先生がおっしゃったような MaaS
において、留意すべき点がもっと広く、一

ることが期待されます。MaaS は、案内検索、 般市民、MaaS を利用する側にも伝わるとい
予約、決済、月極利用 、ビッグデータ蓄積
という特徴があり、ひとびとの行動を変容

いと思いました。
講義の最後の方で触れられた「新型コロ
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ナウイルスの影響とこの先にあるもの」に

中には優れた計画もあって、観光のため

ついては、with ＆ after コロナにおける地

と銘打ちながら、実際は地域の方々の日常

域像というのを地域創造論のグループワー

の外出に使えるように仕掛けを作り、地域

クで考えているのですが、その中でも地域

に貢献しようと頑張った例もあります。と

ならではの余暇の過ごし方とか、あるいは

ころが、今度は、地域の方々は高齢でスマ

これまで観光的に考えていたものをもう少

ホを使うことのハードルが高く、なかなか

し日常の暮らしの中で投入していく、そう

利用されないとう現実があるなど、ちぐは

いう視点が強く出てきていると思います。

ぐな結果になってしまっていることもあり

そういうところでヒントになるキーワード

ます。

もたくさん上がっていました。
ここで、学生さんの声も少し聞いてみた
いと思います。

また、観光で特徴的な例として、伊豆半
島でイズコという取り組みをしているグル
ープがあります。伊豆半島は伊豆急行電車
があり、その電車に沿った国道には東海自

学生 1

都市計画研究室所属です。日本で

動車というバス会社の路線があります。東

MaaS を進めていく上で、普及自体が目的に

海自動車と伊豆急行は不仲で、イズコは一

なるのではなく、課題解決の手段として推

時、伊豆急行の親会社の東急側がどんなに

進していく必要があるというお話がありま

頑張っても東海自動車が参加してくれず、

した。国交省の MaaS 推進ホームページを

東海自動車に参加してもらうのにすごいエ

見ても、ビジョンとしてそういう方針で動

ネルギーを使うことになりました。そうい

いているのかなとは思いますが、実際には

うことにエネルギーを使わなくてはならな

どのような問題が起こっているのでしょう

いという現状が勿体無いと思います。なの

か？

で、地域振興や観光の取り組みが多く、そ
の中で事業者間の縄張りがまだまだあるの

中村
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国が補助金をだすといって、公募を

が現状です。

かけたところ、とてもたくさん手が上がっ

私としては、高齢の方が外出しなくなっ

て、審査をして対象が絞られました。ここ

て、引きこもる問題を解くのに MaaS を使

で興味深いのは観光の取り組みが多かった

えるのが理想だと考えています。例えば、

ことです。コロナ禍前ということもあって、

病院に行く予約と同時に移動のサービスが

観光客誘致の取り組みが多く、観光客誘致

自動的にでき、スマホがなくても、電話で

が地域自体の税収増加の効果があるのはい

病院を予約したら、同時に行き帰りの乗り

いのですが、そこに住んでいる、地域住民

物が予約できるようにするとか、病院の方

が移動で抱えている問題、困難が放置され

のオペレーターが予約の端末を動かすと自

ていて、観光客だけのための提案もあり、

動的に、タクシーの予約ができるとか、人々

これは問題なのでないかと感じ、今日のよ

の健康とリンクして進めるのが一番良いの

うな話をするきっかけとなりました。

ではないかと考えたりします。

が進まない場所が多いのですが、それでは
学生 1

具体的な事例も挙げていただき、

無理です。ですから、何らかの税金を投入

イメージがわきました。ありがとうござい

するのですが、どうやって、税金を入れると、

ます。

弱者の自己負担分を浮かせつつ、地域の税
金を入れつつ、輸送サービスをする事業者

学生 2

都市計画研究室に所属しています。

に回るか。そこを効率的に繋げる時に MaaS

講義のお話で、MaaS は推進が目的になるの

の技術で対応できるか。そういう計画はい

ではなく、あくまで課題を解決する手段で

くらでも可能性があるし、実際に、例えば、

ある、という考え方は納得しましたが、や

福島大学や鳥取大学のグループの取り組み

はり、民間事業者は利益が上がらないとい

で成功している例があります。よりデジタ

けないので、民間事業者の儲けと社会的意

ルをうまく使って、効率的に進めて行くと

義が対立するというか、相性が悪いと感じ

いう流れにすればいいと思います。

ました。先ほどの伊豆の例などもそうです
が、儲けと社会的意義に折り合いをつける

学生２ winwin になれる可能性もあるとい

方法は何かあるのでしょうか？

うことですね。

中村

中村

十分あります。

タ ク シ ー サ ー ビ ス を 企 画 し、 う ま く 行 く

志村

MaaS に関わる様々な業者、そして行

と、タクシー会社も儲かるし高齢者も外出

政の調整というのが、今後必要になってゆ

交通の中ではそんなに矛盾はないの

で す。 タ ク シ ー 会 社 が 高 齢 の 方 の た め の

しやすくなるので、winwin はあり得るので、 くのだろうと感じています。
真っ向から対立するばかりではありません。
ただ、その時に、儲けの方にウエイトを置
きすぎて、例えば、お金持ちの高齢者は乗
るけれど、貧しい高齢者は乗れない、それ
に対して行政側が何も関与しない、となる
と問題です。ですから、間に行政機関が入
って、制度、補助などを回しながら、輸送
する会社も身銭を切りすぎることなく、自
分たちが供給するサービスが地域にとって
本当に必要なところに届くようにする。こ
れは決して不可能ではないと思います。
一般的にタクシー会社もバス会社も民間
なのだから、全部自前で稼がないといけな
いという原則に縛られすぎているので、話

特記なき図版は中村文彦氏提供。
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エネルギー環境と都市（ディスカッション）

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院
都市イノベーション部門准教授
吉田 聡
１. エネルギー環境の変化

ネルギー環境と都市」ということで、今、

志村

日本がどういう方向性で動いているかを話

今日は、
まず「エネルギー環境と都市」

をテーマに、吉田聡先生に講義をしていた

しつつ、事例を紹介しながら、皆さんが何

だいて、それを踏まえて、野原卓先生、田

かを考えるきっかけをつくれればと思いま

中稲子先生によるディスカッション形式で

す。

授業を行います。
吉田

1997 年に京都で採択された『京都議定書』

環境と都市を考えた時、ふたつの転機とし

で、日本は 2008 年から 2012 年までの５年

て、2011 年の東日本大震災と今置かれてい

間 に、CO2 排 出 量 を 1990 年 を 基 準 に ６%

るコロナ禍の状況があります。前半はその

削減することを目標としていました。実際

ふたつについてお話しします。後半は「エ

には５カ年間の排出量は実質 1.4％増となり、

図１
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書

社会の色々な変化の中でエネルギー

２. 京都議定書とパリ協定

我が国の温室効果ガス排出量の推移（出典：環境省資料をもとに作成）

と

そこに森林等吸収源（目標達成に向けて算

に抑えると設定し、1.5℃に抑える努力を追

入可能な森林等吸収源による吸収量）
、京都

求することに言及しました。京都議定書で

メカニズムクレジット（温室効果ガスの排

は国際的な合意として、京都の会議で削減

出量を売買可能な形にしたもので、政府取

目標を決めましたが、パリ協定では主要排

得が平成 25 年度末時点で総取得量 9,749.3

出国を含む全ての国が削減目標を５年ごと

万トン、民間取得は電気事業連合会のクレ

に提出、更新します。各国が自主的に約束

ジ ッ ト 量 ） を 加 味 す る と、 ５ カ 年 平 均 で

草案という形で目標を設定して、さらにそ

8.4% 減、基準年比 - ６％となり、京都議定

れを見直して更新できるようにしたことで、

書の目標を達成できたという結果になりま

参加がしやすくなったわけです。
日 本 は 約 束 草 案 と し て、2021 年 4 月

した。
その後、2015 年に京都議定書に代わる、

22-23 日に開催された米国主催気候サミッ

2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のた

トにおいて、菅総理大臣は、「2050 年カー

めの新たな国際枠組みとして『パリ協定』

ボンニュートラルの長期目標と整合的で、

が結ばれました。京都議定書は途中で主要

野心的な目標として、我が国が、2030 年度

国であるアメリカが離脱するということが

において、温室効果ガスの 2013 年度から

あったのですが、パリ協定ではすべての国

の 46％削減を目指すこと」を宣言しました。

が参加に合意しています。

これは国際的にも遜色のない野心的な目標

温暖化で地球全体の平均気温が上昇する

です。現時点でも日本の GDP 当たりのエネ

と言われていますが、パリ協定では世界共

ルギー消費量は他の先進国、G7 諸国の平均

ルより３割少なくなっているので、世界最高
IPCC4
書

通の長期目標として、その上昇を２℃以内

図２ 部門別削減ポテンシャル（推計：IPCC ４次報告書） 出典：IPCC 第４次評価報告書第３次作業部会報告書

Building

の

ル
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水準のエネルギー効率を維持するものです。

門と Building 建物部門がメインと考えられ

さらに 2030 年に向けて 35％エネルギー効

ます（図２）。

率の改善を目指すとしています。また、再

このグラフの見方として、20、50、100

生可能エネルギーの比率を増やそうという

という数値は、今後、お金をかけて追加的

ことで、太陽光は７倍、風力・地熱は４倍

に対策をする、つまりコストをかけると 20

の発電電力量を見込み、さらなる再生可能

ドル未満の投資でどれだけ CO2 が削減でき

エネルギーの普及拡大を目標としています。

るか、50 ドル未満、100 ドル未満でどれだ

菅首相は所信表明で、日本の温室効果ガ
ル
IPCC4

け削減できるかを示しています。それを基
書

スの排出量を 2050 年に実質ゼロにすると仰

準にグラフを読むと、建物部門は 20 ドル

いました。これは原子力も視野に入れつつ

未満の対策でも、かなり多くの削減ポテン

の目標ですが、今後、エネルギー基本計画

シャルがあることがわかります。建物部門

や長期エネルギー需給計画の見直しが行わ

は今後削減ポテンシャルが大きいというこ

れるのではないかと言われています。また、

とです。右隣の Industry 産業部門を見ると、

2030 年の約束草案、26％の見直しもあるか

少額の投資については削減ポテンシャルが

もしれません。

小さく、これ以上削減するには大きなコス
トをかけなくてはいけないということがわ
かります。ですから、今後は削減ポテンシ

３. 部門別削減ポテンシャル
部門別に温室効果ガスの削減ポテンシ
ャルがどれくらいあるかを調査した報告
Building

の

ル

が あ り ま す。Energy Supply、Transport、

ャルの大きい建物部門について対策を考え
て行くべきということがわかります。
続いて、日本の CO2 排出量の推移につい

Buildings、Industry、Agriculture、Forestry、 て部門別に見てみましょう（図３）。産業部
Waste などの部門に別れていますが、都市

門、運輸部門、業務その他部門、家庭部門、

に関係するものとしては
の
CO2Transport 交通部
の

エネルギー転換部門、工業プロセス、廃棄
物と分類されていますが、建築が関わるの
は、業務その他部門と家庭部門となります。
これらは最近少し下がってきているのです
が、これまでずっと増加し続けてきました。
建物部門としては、何かしら対策をしてい
かなくてはならないということになります。
４. スマートコミュニティ
近年、情報通信技術が非常に発達してお
り、その技術を使って、低炭素、あるいは
脱炭素なまちをいかに作っていくかという

図３
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日本の部門別 CO2 排出量の推移

と

ことが考えられています。スマートシティ

やスマートコミュニティという言葉がよく
聞かれるようになり、経済産業省の資源エ

４.Society5.0

ネルギー庁はスマートコミュニティのイメ

日本では未来社会のコンセプトとして

ージを打ち出しています（図４）
。資源エ

Society5.0 を提唱しています。定義として

ネルギー庁が出しているということもあり、

は “ サイバー空間（仮想空間）とフィジカ

エネルギーに特化した形で、スマートコミ

ル空間（現実空間）を高度に融合させたシ

ュニティというものをこのような図で表現

ステムにより、経済発展と社会的課題の解

しています。

決を両立する、人間中心の社会（Society）”

ある地域の中に CEMS というエネルギー
マネージメントシステムを置いて、各種エ
ネルギー源と地域のエネルギー需要を結び、
需要と供給を高度にバランスさせることで、

ー

としていて、国が掛け声をあげてこういう
方向を目指していこうとしています。
Society5.0 は、 狩 猟 社 会（Society 1.0）、
農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society

エネルギーを無駄なく使って省エネを達成

3.0）
、情報社会（Society 4.0）に続く、新た

する仕組みです。

な社会を指すもので、第５期科学技術基本

図４

スマートコミュニティのイメージ

出典：経済産業省資源エネルギー庁

エネルギー
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の
Society 1.0

Society 2.0
国

Society

の
Society 3.0
の

Society 4.0

の

LED 照明などの省エネ機器が一気に普及し
ています。一方、原子力発電のリスクが再
認識され、再生可能エネルギー、脱温暖化
エネルギー源への期待も高まりました。
建築の最終エネルギー消費原単位につい
て、私の研究室ではみなとみらい 21 地域内
の建物で震災後に冷暖房エネルギーや電力
量がどのように変化したかを調査しました。
図５

Society5.0 のイメージ

電力と冷房については減少し、暖房エネル

出典：内閣府

計画（平成 28 ～平成 32 年度）において我

ギーは増加しているという結果が出ていま

が国が目指すべき未来社会の姿として初め

す。これは家電製品や照明、省エネ機器が

て提唱されました。サイバー空間とフィジ

導入されたことで、内部発熱が減った結果、

カル空間をうまく高度に融合させて経済発

暖房エネルギーが増えることに繋がったと

展と社会的解決の両立をする。しかもここ

考えられます。

では、それによって人間中心の社会という

ふたつ目の大きな転機は現在の新型コロ

ものを築いていこうというのが Society5.0

ナ危機となります。今回の地域創造論の講

となります（図５）
。
の
の
エネ
の
LED
の
５. エネルギー環境と都市の転機

Air Photo Service Co. Ltd

義もオンライで行なっていますが、大学や
のエネルギー 給
ー の
教育機関のオンライン講義だけでなく、さ
エネ
の
エネルギー
エネルギー
の
まざまな職業、仕事でもテレワークが一気

近年のエネルギーと都市を考える上での、
ひとつ目の大きな転機は東日本大震災です。

に進みました。
新型コロナ禍となる以前、2019 年 11 月

東日本大震災では大津波によって、原子力

に調査した結果と 2020 年 4 月緊急事態宣

発電所が被災しました。その後、災害時の

言発出時のテレワークの実態について職業

給力確保のニーズが高まりました。また、

７）
。すでにテレワークを実施しているのが

家庭レベルでもそうですが、節電や省エネ

青、テレワークの導入に興味があると答え

意識が定着し、東日本大震災を契機として、
MM21
の
の

たのがオレンジになっています。2019 年の

の
エネルギー
別に調査した結果を比較してみましょう（図
事業継続、生活継続のためのエネルギー供

図６
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MM21 地域冷暖房地域内の建物の平均値

と

ー
11

2019

の

ー
の
ル

ル
ル

ル
2019/11

2020/04

率 47
の
2019/11の
ー
/
/
ー

ー
11

2019

/

/

/

ー
/

/

の

ー
の

ル
ル

図７

+

ー

テレワーク実施率

ー /

率 47
の
2019/11の
ー
39.1
/
/
ー

ー

+

ー
/

/

ル

ー のル

/

ー
/

/

61.7

35.1
22.2

NTT
ー
図８ テレワーク／リモートワークの取り組み状況
NTT コムリサーチ 緊急調査：パンデミック（新型コロナウイルス対策）と働き方

ーの
の
ーー/ / ーー ー2020
4

率 39.1
18.4

ル
2020 年４月実施

20.7

の
39.1

2

の

ー
の

61.7

35.1
22.2

NTT

34.2

ー
ル

2020

ー
率 39.1ー
18.4

4

52.8

の自
率

20.7

の
ー
の
の
図９2 テレワーク／リモートワークの継続意向

209

11 月に調査したものが左図で、2020 年の

ー /

が区別しづらくなるという問題が挙げられ

４月には、多くの職種（医療／福祉／教育、

ー

ています。一方で「継続したい」という意

サービス／販売／外食、建築／土木／運輸

見は 52.8％ありました。時間が自由になっ

系以外）で、2019 年の青とオレンジまで含

た、逆に業務効率が上がったという評価が

んだ数、あるいはそれ以上にテレワークを

挙げられています。

ー の

実施しているという回答になりました。全

NTT Docomo の『モバイル空間統計』で

体を通しても 47% がテレワークを実施中と

はドコモの携帯電話ネットワークのしくみ

なっています。

を使用して人口の統計情報を作成していま
す（図 10）。これを使えば、さまざまな地

６. テレワークの取り組み状況と人出の変化

点での 1 時間ごとの人口を、24 時間 365 日

テレワークやリモートワークの取り組み
34.2
状況を企業の従業員規模別に見てみると、
ー
1000 人以上の大規模企業でテレワークがよ
ー
り進んでいることがわかります（図８）
。

把握することができます。実際に新型コロ
52.8
の自
ナ禍によるテレワークや学生のオンライン
率
授業などの実施で、外出者が減っていると

さらに、今回、新型コロナ禍でテレワー

ル空間統計』で、それぞれの地域ごとにど

クをやむなく導入したというところもある

いう状況があるので、『NTT Docomo モバイ
うなっているかを見てみましょう。

かと思いますが、テレワークについて今後

まず、大企業が集積する業務地区の大手

も継続したいかどうかを聞いたデータもあ

町駅と大崎駅の周辺について見てみましょ

ります（図９）。「継続したくない」は 34.2

う（図 11）。10 月 26 日の昼間にとった統

％ですが、その理由としては、業務内容と

計で、前日からの 24 時間が取れています。

して継続が難しいこと、コミュニケーショ

これは月曜日のデータなので、前日は日曜

NTT Docomo

ンに問題があること、仕事とプライベート

日ということになります。大企業のオフィ

ル

https://mobaku.jp/
図 10

NTT Docomo モバイル空間統計ホームページ

ー

自
の
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と

の

の

の

NTT Docomo
の

図 11

ル
6

NTT Docomo

ル

大企業が集積する業務地区の人口動態

の
6

次は商業地域が混在するような場所、新

NTT Docomo

宿駅、渋谷駅、横浜駅を見てみましょう（図

ル

12）
。ここでは、先ほどのオフィス中心のエ

の
リアとは違い、商業施設が集積していると
2
1
いうこともあり、前日の休日も人出が結構
あるという状況がわかります。前年から比
べると新宿で２割、渋谷で１割人出が減っ
ているものの、かなり、人の出は戻ってき
図 12

商業地域の人口動態

ています。横浜駅に関しては、平日の部分
などはほぼ昨年と変わらない状況になって

ス中心の大手町や大崎というような地域は、

いることがわかります。

休日は人出がほとんどなく、平日の昼間は

次に、都市周縁の住宅地である横浜吉野

人出が多くなる傾向があり、グラフは同じ

町駅を見てみましょう（図 13)。昼夜間の人

ように推移しています。１年前と比べると

口がほぼ変わらず、平日の昼間は少し下が

４割ほど減少し、例年の６割くらいの人出

りますが、１日を通してあまり変わりませ

になっていることがわかりました。

の
ん。人出の増減も前年度とほぼ変わらない
2

1
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NTT Docomo

ル
た、都市の低炭素化の促進に関する法律（通

の

称：エコまち法）は、「東日本大震災を契機

の
とするエネルギー需要の変化や国民のエネ
ルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等
を踏まえ、市街化区域等における民間投資
の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・
エネルギー利用の合理化などの成功事例を
蓄積し、その普及を測るとともに、住宅市場・
図 13

都市周縁の住宅地の人口動態

という結果になっています。
これらを見ると、人口の動態には地域性
があり、業務地域でも大企業が集積する地

地域経済の活性化を図ることが重要」とい
う背景で、自治体が「低炭素まちづくり協
議会」を作り進めていこうという取り組み
です（図 14）。

域とそうでない地域、あるいは商業地域内

取り組みは大きく「A. コンパクトな都市

に中小オフィスが立地する地域など、色々

構造の実現と交通対策（拡散型都市構造か

と様相が異なることがわかります。この傾

ら集約型都市構造への転換）
」
、「B. エネルギ

向はエネルギー消費にも通じる部分がある

ーの効率的な利用と未利用・再生可能エネ

のではないかと考えられます。

ルギーの活用（エネルギー多消費型都市活

の

の

７. 低炭素まちづくり

エネルギー

の

の

動の改善）
」
、
「C. 緑地の保全と都市緑化の推

エ

24

84

進（自然との強制）」の３つに分かれます。

エネルギー環境と都市について国の動き

「A」 で は 方 針 １ と し て、 集 約 型 都 市 構

についてお話しします。国土交通省が作っ

造への転換を目指します。具体的には、集

エネルギー
図 14

都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

出典：国土交通省

国
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と

約拠点への公共施設やサービス施設の立地、

枠組みの中で、低炭素まちづくりを進めて

居住を誘導。土地利用の複合化を行ってい

います。

きます。方針２では自動車交通の円滑化の

全国で低炭素まちづくり計画を策定して

ための道路整備や交通需要マネジメントを

いる 26 都市です（図 15）
。私は埼玉県志木

行い、交通流対策の推進を図ります。方針

市や、高見沢先生と一緒に東京都港区、の

３として、公共交通機関の整備やサービス

２都市に関わっています。現在は新規で低

の改善によって公共交通機関利用を促進し

炭素まちづくり計画を策定する自治体が伸

ます。

び悩んでいるそうです。また、初期に策定

「B」では方針４「低炭素化に寄与する省

していても、目標年次に近づき、更新、継

エネルギー建物への更新」
、方針５「エネル

続する意思がない自治体が非常に多いと、

ギーの面的活用」、方針６「未利用、再生可

国交省の方から伺いました。港区は更新し

能エネルギーの活用」を展開します。

て継続しようと頑張っています。
そのような状況の中、いかに低炭素まち

「C」としては、方針７「緑地の保全、創
出や都市緑化の推進による吸収源の確保」
、

づくりを進めるかということを考えていか

方針８「木質バイオマス利用の推進」
、方針

なくてはなりません。そこで着目されるの

９「ヒートアイランド対策による熱環境改

がそれぞれの自治体で作られている立地適

善」 が考えられます。

正化計画です。この中で低炭素まちづくり

自治体ごとにどこを重視するか、という

を位置付けられる可能性があるのではない

違いはありますが、基本的にはこのような

かと、国交省は考えています。現在、立地

図 15

低炭素まち作り計画作成都市

自
自

出典：国土交通省

の
の
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自

の
の
自

適正化計画の中で、低炭素まちづくりを位
置付ける自治体は４自治体しかないので、
これを増やしていきたいという考えです。

立地適正化計画の意義と役割は、１「都
市計画と公共交通の一体化」
、２「都市計画

都市再生特別措置法に基づく立地適正化

と民間施設誘導の融合」
、３「市町村の主体

計画（コンパクトシティ・プラス・ネット

性と都道府県の広域調査」
、４「市街地空洞

ワークの推進）は、居住機能や医療・福祉・

化防止のための選択肢」
、５「時間軸を持っ

商業、公共交通等の都市機能の集約を誘導

たアクションプラン」
、６「まちづくりへの

するべき地域を指定して都市全域を見通す

公的不動産の活用」となります。

図 16
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4

マスタープランです（図 16）。

立地適正化計画（コンパクトシティ・プラス・ネットワーク）のイメージ

と

ネ

出典：国土交通省

ー

して整理されています。
８. 新型コロナ危機を契機としたまちづくり
2020 年夏に国土交通省の都市局が今回の

「論点３、オープンスペースの今後のあり方
と新しい政策の方向性」

新型コロナ危機を踏まえて、今後どのよう

自宅で過ごす時間が増え、身近な自然資

な変化が起こるか、今後都市政策をどのよ

源として、運動不足の解消やストレス緩和

うに進めるべきかを検討するために、色々

の効果が得られる場として、グリーンイン

な有識者にヒアリングを実施しました。そ

フラとしての緑や、オープンスペースの重

の結果をもとに、まちづくりの方向性につ

要性が再認識されました。私もコロナ禍で

いての論点整理を行い、ホームページ上で

の運動不足を実感して、また、在宅勤務で

公表されています（https://www.mlit.go.jp/

通勤に必要な時間がなくなり時間的余裕が

report/press/content/001360981.pdf）
。

生まれたこともあり、近隣の和泉川周辺の

大前提として、新型コロナ危機を契機と

緑地でウォーキングやジョギングをするよ

してテレワークが進展し、その結果、意識

うになりました。今後の方向性として、グ

が生活重視に変化していることが挙げられ

リーンインフラとしてのオープンスペース

ます。また、「３つの蜜」の回避を考える必

の効果を戦略的に高めて行くことが必要で、

要があります。その上で今後どのように進

ウォーカブルな空間とオープンスペースを

められるか、論点が５つ整理されています。

組み合わせてネットワークを形成すること

「論点１、都市（オフィス等の機能や生活圏）
の今後のあり方と新しい政策の方向性」
変化としては、テレワークの進展によっ
て、働く場と居住の場が融合。働くにも住

が重要であると整理されています。
「論点４、データ・新技術等を活用したまち
づくりの今後のあり方と新しい政策の方向
性」

むにも快適な環境、ゆとりあるスペースへ

IoT や AI などのような新技術を、まちづ

のニーズが高まること。東京への一極集中

くりの中で今後どう使って行くかという論

の是正が進みやすくなる可能性などが挙げ

点です。横浜高速鉄道みなとみらい線馬車

られ、それにともなって今後の方向性とし

道駅では環境省の CO2 排出削減対策強化誘

て、複数の用途が融合した職住近接のまち

導型技術開発・実証事業を受け、「地下鉄の

づくりが必要なのではないかということが

再エネを最大限活用したゼロエネルギー空

整理されています。

調システムの技術開発・実証」を 2019 年度

「論点２、都市交通（ネットワーク）の今後
のあり方と新しい政策の方向性」

から３年間行なっています。実際に実証実
験を行うのは 2021 年夏ですが、2020 年に

従来言われているようなことも踏まえつ

プレ実験として、人の疎密をセンシングし

つ、感染リスクのことなどもプラスして今

ながら、人がいない時間には空調しないと

後の方向性として、混雑状況のリアルタイ

いうことを、手動で切り替えながら実験し

ムでの発信や、まちづくりと一体となった

ました。

交通戦略を推進する、ということが論点と

処理熱量（空調負荷）は 73%、一次エネ
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らいいかを徹底的に検証しながら、実際に

町中華街側、みなとみらい側、新市庁舎側

空調を運用して省エネに取り組みました（図

で、通行量が全く違います。そのようなこ

17）
。
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そ の 時 の、 人 の 疎 密 の 具 合 と、 そ の

共施設や民間施設など多様な避難環境の確

時、その場所の温度を示したものです（図

保が必要とされること、適切な土地利用規

18）。疎密に関しては、赤いところが人が多

制や誘導などを通じて居住の移転、より安

く、濃い色の方が温度が高いということを

全な宅地の形成を進めることなどが今後の

示しています。これを見てみると、人が少

方向性として示されています。

ないところ、いない時間帯、場所で過剰に

５つの論点を整理して国土交通省では、

冷房が行われていることがわかります。こ

新型コロナ危機を契機としたまちづくりの

のような場所は冷房を止めるという対策も

方向性全体のイメージを出しています（図

必要です。2021 年度はこれをロジック化し

19）
。
「人々の働く場所・住む場所の選択肢

て、センシングデータを利用しながら、自

を広げるとともに、大都市・郊外・地方都

動制御で実証実験を行います。

市と、規模の異なる複数の拠点で役割分担

「論点５、複合災害への対応等を踏まえた事

をして行く形が考えられる。複数の用途が

前防災まちづくりの新しい政策の方向性」

融合した職住近接に対応し、さまざまなニ

新型コロナ危機で感染リスクのある中で
自然災害が発生した場合「複合災害」にな

ーズ、変化に柔軟に対応できるようなまち
づくりが必要」としています。
国

るので自然災害対応と感染症対策のふたつ
の対応を考えなくてはなりません。

９. 横浜市クリマアトラス

これについては、避難所が過密になるこ

以前、私が所属する研究室で横浜市クリ

とを避けるために、公的避難場所以外の公

マアトラスを作成しました。クリマアトラ

図 19

新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（イメージ） 出典：国土交通省

国
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スというのは、都市環境気候図と言われる

変化を今後、研究的に抑えていきたいと考

もので、どちらの方向から風が吹いてくる

えています。

のか、どこから排熱があり、どこが熱くな

具体的には、夏場は冷房の排熱が大気中

るか、を地図上に示したものです。横浜市

に出ますが、テレワークの影響で都心から

では、夏には西部は南（相模湾）からの駆

の排熱量が減り、郊外からの排熱量が増え

動力の大きな南風が主、東部は東（東京湾）

るという現象が起こると考えられます。ま

からの駆動力の小さな海風が主、市街化し

た、都市部では冷却塔から潜熱という形で

た地域は気温が高く、緑地の多い地域は気

熱を大気中に放出している場合が多いので、

温が低いという結果になりました。

大気を直接温めるということは多くはあり

今回、新型コロナの影響でテレワーク化

ませんが、郊外部の住宅ではエアコンの室

が進むことによって、エネルギー消費の地

外機は顕熱という形で、直接大気を温めま

理的な分布が変わったのではないかと考え

す。ですから熱環境自体も変わってくるの

られます。そうなるとエネルギー消費に伴

ではないかということで注目しています。

う排熱も分布が変化したと言えます。その
■横浜市都市環境気候地図
～都市デザインのためのヒントマップ
このマップは、横浜市の地勢を活か
し、自然資源（風と緑）を積極的に活
用することにより、夏季の熱環境緩和
を図ることを目的として、横浜市が平
成 22 年 3 月に横浜国立大学佐土原研
究室とともに作成したものです。横浜
市全域を５つのゾーンに分け、風通し
の改善が求められるエリアを示すとと
もに、周辺の緑被率の分布を重ね合わ
せ、ゾーンごとに有効な対策を示して
います。さらに、それぞれのゾーンに
対して都市計画・都市デザインへのヒ
ントを併記することで、“ 都市デザイ
ンのためのヒントマップ ” ともなって
います。今後、市域のヒートアイラン
ド現象の緩和に向けて、具体的な活用
方法を検討して行きます。

図 20
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横浜市クリマアトラス

と

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院
准教授 野原 卓

10. 竹中工務店 - ソトコミ

室内の会議室と屋外のコミュニティスペー

最後に話題提供です。竹中工務店が取り

スで個人作業とグループ作業をしてもら

組むソトコミという事業があり、大阪ビジ

い、その作業効率を評価したものがありま

ネスパークで、６、７年前に実証事業を行

す。１日目の個人の活動では屋外が少し下

なっていました。省エネを目標に、省エネ

がっている部分がありますが、それ以外で

で運用される分散型コミュニティスペース、

は、逆に屋外では作業効率が上がるという

ワーカーの移動を促す誘導システム、パー

結果も得ています。

ソナル環境制御システムに取り組んでいま

その後、実際にソトコミが色々なところ

す。気象情報を得ながら、外で快適にオフ

で使われはじめています。大手町のセンタ

ィスワークができる天候であれば、外で会

ービルや、立命館大学茨木キャンパスでも

議をしましょうとか、そうでないときには

情報提供しながら、室内にこもるのではな

室内のコミュニティスペースで会議を行い

く外で休憩したり、打ち合わせしたりする

ましょうという取り組みです。室内に残る

行動を促進しています。

人たちが少なくなるので、全体を冷暖房す

住宅向けでは武蔵小杉の集合住宅では、

るのではなく、控えめにしながら、人がい

居住者に環境情報を提示することで、窓を

るところだけパーソナルな環境制御を行い、

開ける行為、外出などによる省エネ行動を

省エネにつなげるという発想です。

促進するということを行なっています。

この実証実験の結果、分散型コミュニテ
ィスペースの効果が見られ満足度はかなり

野原

吉田先生講義ありがとうございまし

向上しました。また、50% 以上のオフィス

た。多岐にわたってとても面白いお話でし

ワーカーが気象情報の提供によって外での

た。吉田先生のジョギングルートの和泉川

ミーティングなどの行動に誘導されたとい

は本当に素敵ですね。私は、三ツ沢せせら

う結果が出ています。さらに、それによって、 ぎ緑道がジョギングルートで、それはそれ
空調エネルギーが、44 ～ 45％減りました。

で素敵ですが、和泉川の開かれた感じと三

大部分は室内のパーソナル制御システムで

ツ沢せせらぎ緑道の中をすり抜けていく環

減っているという結果になっています。

境は、また雰囲気が異なってどちらも魅力

また、知的生産性の被験者実験を行って、

的だと感じました。コロナ禍の生活で皆さ

219

ん、自分の家の周りを体験する機会も増え

発展していくと、色々と面白い取り組みが

て、身近な自然の魅力もよく感じられてい

できるのではないかと感じました。
最後に情報提供いただいた竹中工務店の

るのではないでしょうか。
モバイル空間統計のデータもすごく興味

ソトコミも面白い取り組みですね。私は最

深いですね。コロナ禍でも、横浜の人の動

近みなとみらいのまちづくりに関わってい

きは全然変わらない、しかし、オフィス街

ます。みなとみらいにはパブリックスペー

では随分変化があったことがわかりました。

スや公開空地が膨大にあるにも関わらず、

横浜はなぜ人出がこれほど回復してしまっ

あまり活用されていません。クイーンズモ

たのでしょうね？

ールやグランモールの公園の方に人がたく
さん訪れ、予算をかけて綺麗にされている

直接的な理由はよくわからないです

空地は、あまり使われていないというのが

が、他の日で見てもあまり変化はなく、夜

現状です。オフィスタイムはみんな中にこ

間は少し減少します。

もってしまいますが、「外部空間（そと）で

吉田

のワーク」ができないかという社会実験を
横浜国立大学大学院では来年度か

まさに画策している最中です。ソトコミの

ら 先 進 実 践 学 環 が 始 ま り ま す。 ま さ に

ような考え方と連動させていただくと、エ

Society5.0 を中心にさまざまなことを考え

ネルギー環境と都市という両面から面白い

ていく部門です。多面的な情報を提供しな

実験ができそうだと思いました。

野原

がら若い世代の皆さんが考えられることが

自

5.5-1

5.6-1
図 20
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生態系に配慮した親水性の高い河川

と

の

つづいて、田中先生から今日のお話につ

2005

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院
都市イノベーション部門准教授
田中 稲子

いて、コメントや質問などしていただきつ

っているのではないかと考えられます。低

つ、その間に学生の皆さんからチャットに

炭素まちづくりというのは、国交省に紐づ

疑問、意見など記入していただいて、それ

いている政策ですが、環境省に紐づく政策

をネタにしながらディスカッションしてい

もあります。どれくらい内容が違うのかに

きたいと思います。

もよりますが、どちらの計画を取るかで、
数に違いが出ているのではないかと思いま

田中

吉田先生ありがとうございました。

エネルギーと環境と都市ということで、多

した。低炭素まちづくりというのは具体的
にどのようなものなのでしょうか？

岐にわたる内容で聞いている学生にとって
それぞれの分野で、気になることがさまざ

吉田

基本的に都市計画行政、まちづくり

まあったかと思います。先ほど野原先生も

行政を進めるための計画です。なので、環

おっしゃっていましたが、私たち研究者に

境省の実行計画とは少し違います。低炭素

とっても聞き応えのある内容でした。

まちづくり計画を作り、協議会を作り、実

私が気になった、なぜかと思ったところ

行していくために受けられる補助金が国交

を質問します。後半で低炭素まちづくりを

省で用意されています。ただ、そこまでな

紹介していただきました。今、26 都市し

かなか到達できないというのが現状だと思

か計画書を出していないということですが、

います。

横浜市も出していませんね。横浜市は地球
温暖化対策の実行計画を出していて、それ

田中

横浜市の事例になりますが、地球温

とバッティングしているからということで

暖化対策実行計画がまちづくりに結びつい

すか？

ていくことが非常に大事だと思っています。
横浜市では都市計画審議会で通った、大型

吉田

バッティングしているといえばして

います。

開発案件に対して、地球温暖化対策実行計
画に基づいている取り組み側が意見をする
ような対立構造になっていて、そもそも行

つまり、他の都市にも読み替えてみ

政側が一緒に街をつくっていくという発想

ると、実際はもっと多くの都市が計画を持

になっていないと感じます。高見沢先生が

田中
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都市計画で関わられているような港区や志
木市は、どのように大型開発やまちづくり

野原 「環境未来都市から SDGs 未来都市」

が環境よりに考えられているのでしょう

の流れと「低炭素まちづくり」の流れがう

か？

まく連動していないのでしょうか。SDGs
は環境の方に位置付けられているのですか

高見沢

最先端の環境を作りましょうとい

ね？

うことで、低炭素まちづくり計画も関わっ
たり、東京都が独自にグローバルな取り組

吉田

関係はしていますが、全部省庁が違

みと関わっていたりします。弱くリンクし

いますね。SDGs の推進は内閣府主導です。

ている状況です。例えば、大規模プロジェ
クトを進める時にたくさん駐車場を取るよ

野原

うに基準が設けられているので、過剰につ

るということですね。横浜市は環境未来都

それぞれの省庁で取り組みの形があ

くってしまいがちですが、ある程度集約す

市の計画の中で、単に環境や低炭素につい

るとスペースにゆとりができ、ディベロッ

て考えるだけでなく、郊外の人口減少の話

パ ー と し て も コ ス ト に 長 け、 省 エ ネ、 省

なども全部含めて、アグレッシブに取り組

CO2 になるということで、提案することが

んでいます。さらに、クリエイティビティ

あります。そのような緩やかなリンクです。

も大事な要素に掲げ、別途行っている文化

クリマアトラスに関することでは、港区

芸術創造都市（クリエイティブシティ・ヨ

の開発は、品川あたりにビルが立ち並ぶと

コハマ）の動きも交えながら、どう環境の

風の進み方が阻止されて困るので、風の道

問題を捉えていくかという話をしてきまし

をとるという観点からビルの制御をしてい

た。

る こ と が あ り ま す。 そ れ が、 直 接 ビ ル の

私が携わる相鉄いずみ野線沿線のまちづ

CO2 量と関連しているわけではありません

くり計画も、いわゆる住宅地をいろいろな

が、開発と環境をリンクさせながら進めて

活動のできる場にしていきましょうという

いくという感じはあります。あくまで感じ

取 り 組 み を し て い ま す が、 環 境 未 来 都 市

であって、形式的に組んで進めているわけ

（SDGs 未来都市）の一環として位置づけれ

ではありませんが。

られています。

田中

伺うと、やはり、省庁的な言語になってい

一方で、低炭素まちづくり計画のお話を
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今のお話を聞くとまちづくり側、都

市をつくる側が低炭素の計画を持っていて、

ることもあって、いざハードに何かを落と

それを実行することで、ようやくまちが変

し込んでプロジェクトを進めようとすると

わるのかなという印象があります。それに

実態と見合わないことがある。先ほどの過

対して、横浜はいつまでも対立構造があり、

剰な駐車場のような話に繋がるかもしれま

一向に低炭素まちづくりにならないのでは

せん。今までの SDGs では理念があるので

ないかという気がします。

そこに寄せていく時に、各計画とセットで

と

両輪になっていると良いのではないかと感

な取り組みをしていないと開発許可を出さ

じました。今は両輪というより、それぞれ

ないとか、都市計画行政の人に省エネや脱

が別個に動いている状況ですね。

炭素との話をしても取り組みにくいので、
そのためのツールみたいなものを用意する

吉田

そうですね。まちづくり、都市とい

などの取り組みがあるようです。

うスケールで考えていかなくてはいけない
のですが、これまでなかなかそういう構造

志村

になっていなかったという問題があります。

質問があります。コロナ禍に置いて、都心

以前、都市計画学会の論文で、各自治体が

部で人が集中しているところは感染しやす

省エネビジョンや新エネビジョンを経済産

い状況なので、リモートを推進していたり、

業省の予算で作っているのに、それをその

本社自体を地方に移転したり、人口が首都

自治体の都市計画行政担当者が知っている

や主要都市圏から拡散するような状況が起

かどうかをわからないということが示され

こっています。そうした中で、都市の定義

ていました。それほど縦割りの状況だった

とか理想とする都市のイメージがこのコロ

のです。最近はそういう問題も少しずつ解

ナによって、変わってきているのではない

消されてきていると思うのですが、横浜市

でしょうか。人が集まるところが都市だと

においても、温暖化対策で繋げようとして

これまではいっていましたが、人が集まる

もなかなか都市計画行政の中で扱っていこ

ところが都市だと、ウイルスが蔓延しやす

うというところまで、いっていない状況な

いし、都市が成立するワークが回りにくく

のかなと思います。

なっている状況がある中で、今後、アフタ

私から一つ立地適正化計画に関わる

ーコロナに向かって、理想の都市はどのよ
野原

たまたま、昨日まで都市計画学会で

うなイメージなのでしょうか。

した。私は発表を聞かなかったのですが、
ポートランド市のエコディストリクトの研

野原

究が発表されていました。海外の動きの中

HEMS など色々な技術が発達するというこ

で、包括的にまちづくりと環境を一緒に捉

とは、無駄をなくすことに繋がります。今、

えながらやっていく枠組みとして良い例が

需要と供給の中に色々な無駄があって、そ

あるでしょうか？

の無駄をうまく利用することによって、循

ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ や CEMS、

環が行われています。需要と供給にある無
横浜国立大学出身の千葉大学の村木

駄をいかに縮めるかで結果的に CO2 が削

美貴先生などは、ヨーロッパ、特にイギリ

減される感じもします。究極的に効率的に

スが低炭素まちづくりにどう取り組んでい

するためには集まった方がいいのか分散し

るかを研究されています。イギリスではま

た方がいいのか。ある瞬間に集まって、集

ちづくりのツールである、規制とか誘導な

中できたら、他の時間は使わないというこ

どをうまく使いながら、開発行為で低炭素

とになるなら集中していた方が効率的なの

吉田
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かなとも見えてしまいます。例えば、東日

よく、省エネになるということでした。し

本大震災直後の計画停電の時、自宅の電気

かし、今、コロナの影響で、集約化がどう

は個別に使わないで大学に行けば集まって

なのか、集約するための移動はどうなのか、

温まるみたいな話がありました。みんなで

というところが問題になっています。将来

大学に行って授業を受けた方が、エネルギ

的にコロナが収束した時にはどうなるのか

ー効率は削減されるということです。今は、

ということを考えてみると、集約すること

新型コロナ感染拡大を防ぐためには集まれ

は大事だと思いますが、これまでの集約す

ないので、むしろ分散するほうが主になっ

るメリットだけでなく、コロナで経験して

ており、逆の状況になっています。エネル

しまったこと、例えば、テレワークを経験

ギー的には分散すると効率が悪くなってし

してみて、よいところがあることも分かっ

まうかもしれません。

たとか、そういう部分で、完全に元には戻

一方、今までは公共交通というものをと

らないのではないかと思っています。完全

ても大切にしてきました。自動車は一人で

に元に戻らないというレベルがどこかはわ

乗っていることが多いため、かなりエネル

かりませんが、その状態で、一箇所に集約

ギー効率が悪い状況なので、できるだけ公

するのではなく、分散して集約するとか、

共交通を使ってまちを作ることを目指すと

そういう道があるのではないかと考えてい

いうのは、集約型都市構造の中でも言及さ

ます。

れていることの一つでした。それがコロナ

私は、2020 年５月などほとんど大学には

の問題もあって、そのやり過ぎは良くない

行かず、自宅にこもっていました。子供も

ということになってきています。

学校がなく、オンラインで色々としていた

今、第 3 の道として、自転車などが出て

ので、自宅では wi-fi の通信環境の取り合い

きているものの、全体をトータルで見ると

と、場所の取り合いがありました。「重要な

車の需要が高まって、より分散になる傾向

会議があるから、お願いだから wi-fi を切っ

にあります。スマートコミュニティで目指

て」と家族に頼んだりしながらなんとか乗

す効率と、分散型とまでは言えないかもし

り切りました。そのような時に、「自宅の近

れませんが、今の with / post コロナにおけ

くにサテライトオフィスのようなものがあ

る「密を避ける」ようなまちのあり方は反

ったら良いな」と感じました。友人が横浜

対方向を向いているという気はします。そ

でシェアオフィスを手がけていますが、や

の辺はうまく進められる第 3 の道があるの

はり、コロナの影響ですごく需要が増えた

か？

と聞きました。チェーン展開しているよう

バランスをとるにはどうしたらよい

のでしょうか？

な、シェアオフィスを会社が契約して借り
て、使っている企業の話も聞きました。さ

吉田
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そうですね。スマート化は無駄をな

らに、ある企業は今後、テレワークを会社

くす方法でしたが、効率化するには集中し

全体で 50% 普及させる取り組みがあり、こ

てもらって、そこでの問題を解決した方が

れまで、これまで負担していた通勤手当の

と

かわりに家庭でのテレワークに必要な手当、

きると良いのではないかと思います。ある

おそらく光熱費のようなものも上がること

いは、建築的に、通風や断熱がもっと進めば、

を加味してだと思いますが、テレワーク手

省エネルギー化も可能かもしれません。

当を出していこうという話も聞きました。

家庭で使われるエネルギーや建物で使わ

そういうことを踏まえて、今後どのよう

れるエネルギーの効率化については田中先

な感じに落ち着いていくのかを見ていかな

生がご専門です。ウイルスが蔓延しないよ

いといけないと考えています。

うに換気に気をつけなくてはいけませんし、
建築単体についても考え直さなくてはなら

野原

まだそういう統計は出ていないかも

ないと思います。特にオフィスなどが重要

しれませんが、分散したことによるエネル

になるかと思いますが、田中先生はコロナ

ギー効率の良さ悪さ。単純に移動しなくな

を踏まえて、どのように建築環境が変わる

っているので、エネルギーも使わなくなっ

とお考えですか？

ているのかもしれませんが、そのあたり、
上下についてはいかがでしょうか？

田中

今日の吉田先生の資料で、部門別削

減ポテンシャルというスライドがありまし
吉田

東京電力の全体の電力使用量は昨年

た。低コストで削減できるのが大きいのが

に比べて少し減っているくらいです。オフ

buildings のグラフが非常に高い点を見ても、

ィス街では同等かやや減っているくらい。

農業やエネルギーサプライと比べると、効

あまり変わらないですね。一方で、家庭用

果的であることがわかり、可能性が高いと

は圧倒的に増えている。あと、交通に関わ

思います。

る電力、電車に乗るとか、そういうものは
減っている状況です。

先ほどの吉田先生の話にもあったように、
家庭で日中も電力を使うようになったのは、
特に自宅待機が中心だった時のお話でした。

野原

家庭用もうまく抑えられると環境に

は優しくなるということですね。

住宅は感染症対策などを考えると、比較的
対策は取りやすくなります。むしろ、都心
の過密な古い建物、これから、改修してエ

志村

先ほどの吉田先生のお話でも建築で

ネルギー効率もあげていかなくてはならな

使われているエネルギーについてはローコ

いというところに換気量の問題も含めて課

ストで省エネ化することができるという棒

題があります。

グラフがありました。第３の道として、分

今後空室になる可能性のある都心部の古

散化と集約の組み合わせという都市のあり

い物件に対して、換気やエネルギー効率を

方を考えた時に、これまでのような一極集

上げるような投資をするのか？という問題

中で大きな電力会社が送電する形ではなく、

が出てきます。みんな郊外に出て、テレワ

各地域、あるいはエリア内で自然エネルギ

ークができるようになった時に、都心部の

ーを活用するようなことがもう少し推進で

床、特に中古物件にどれほどの魅力がある
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のかということです。これについては非常

リスクを感じながら行っていた時期もある

に興味があります。考え方が随分変わるの

ので、都心部に住んでいた人ほど痛感して

ではないかと思うので。

いると思います。

一方、地方都市や郊外の主要な駅、身近

ただ、その空洞化した都心部の空室はこ

なところでは、二俣川のような規模で駅の

の１、２年は空室のままかもしれませんが、

近くの建物の方がオフィスとしては魅力が

時期に住む人は戻るだろうと思います。特

上がるのではないかと考えています。
「自

に、都心部で価値のあるところほど、また

宅ではないテレワーク用の、でも自宅から

復活するような気がしています。これは個

近いオフィススペース」の需要が上がって、

人の見解ですけど。

そのような建物のエネルギー効率を上げた
り、再生可能エネルギーを活用したりする

野原

ことに対して投資されていくのではないか

りませんが、本当にコロナがアフターにな

と考えます。

った時にどうなるのか。集まる形がどうな

今後一年ほどは動向を見ないとわか

空洞化した今までの都心と言われるとこ

るのか。本当に思い切ってやめてしまう企

ろはどうなっていくのでしょうか。私とし

業もたくさんありますが、まだ、今だけで

てはグリーンインフラに還元してもらうの

判断するのは難しいと感じます。一方、や

がいいと思うのですが、野原先生や都市計

はり横浜市庁舎のエレベーターなど、朝８

画の先生はどう捉えているのでしょうか？

時過ぎの行列は大変なものです。20 分くら
い自分の階までたどり着けないというよう

野原

これを機会に価値を見直すことには

なると思います。結局、価値がないと最後
は見捨てられてしまうようになると思いま
す。

な状況が発生しているというのは、そもそ
もどうなのかと。
また、関内などの程よい密の感じが再評
価されたりすることがありえるかもしれま
せん。そうなると、どうすることもできな

田中

都市部の空室はどうなるのでしょう

くなっている小さな建物群の価値ももう少

か？

例えば、私の友人でも 100% テレワ

し捉え直して考えられたり、関内でクリエ

ークになって赤坂のビルを借りるのをやめ

イターの人たちがすごく小さく部屋を割っ

たという話を聞きました。

て活動したりしていますが、あのくらいの
規模感がどう評価されるのかなと。まだ、

志村

私も東京の都心部に住んでいました

が、2020 年 7 月の初めの段階で半数の人が

答えはないですが今後の推移を見ながら評
価しなくてはならないと思います。

撤退して、私も結局撤退、地元の静岡に戻
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っています。都心部の空洞化は駅に近いほ

学生 A

ど顕著だということはとても体感していま

ます。先ほどの低炭素まちづくり計画の中

す。コンビニに行くだけでも、ウイルスの

で、計画の策定期間は何年くらいを想定さ

と

個人的にも行政計画に興味があり

れているのでしょうか？

また、これは各

フィスもありますが、大企業ばかりではな

自治体のものだと思いますが、上位計画み

いので、テレワークの実施率でいうとそれ

たいなものが国にあるのでしょうか？

ほど高くないのではないかと考えられます。

吉田

野原

計画期間はだいたい 10 年くらいで作

データの取り方はどういう人が拾わ

られていると思います。10 年～ 15 年くら

れるのでしょうか？街にいる人が拾われる

いですね。低炭素まちづくり計画に関して

のですか？

は、国による上位計画はないですね。
吉田
学生 A

国の指針みたいなものがあるので

そうですね DOCOMO の電波を拾っ

ています。

しょうか？
野原
吉田

当初、低炭素まちづくりガイドライ

例えば、横浜駅で電車に乗っている

人も拾われるということですか？

横浜駅

ンというものを作っていましたが、今は低

は、結構乗り換えで通過する人も多いです

炭素まちづくり計画策定マニュアルという

が、街にいる人ということを考えるとあま

形で公開されています。

り変わらないということもあるのかなと。

学生 B

吉田

吉田先生のお話で、各都市のコロ

ナ後とコロナ前の人の出入りの資料があり

横浜駅周辺も細かい区画を切って、

例えば、北幸の方と南幸を比べると違いが

ましたが、大手町、大崎はかなり減っていて、 でるかもしれません。これはメッシュデー
横浜はあまり影響がないという結果でした。

タで公開されているのですが、今、ウェブ

これは会社に人が来なくなったことが原因

で公開されている地点だけで見ているので、

なのでしょうか？

もう少し細かく見ると、北幸と南幸の違い
なども出ると思います。

吉田

詳しく分析はできていないので簡単

な考察ですが、大崎、大手町は地域的に、

学生 B

商業施設は少なく、オフィスが中心のまち

のではないかという話もありましたが、横

であるということと、大崎、大手町のオフ

浜駅のように変わらないところもあって、

ィスは大企業が集積しているので、テレワ

都心は娯楽を消費する場所として生き続け

ークの実施率が高いことが考えられます。

ていくのかなと感じました。オフィス街は

大崎は SONY などありますよね。SONY な

空洞化するのかもしれませんが。

これから都心は空洞化してしまう

どはほとんど会社に行っていないです。全
員テレワークのところもあるので、そうい

吉田

う影響が大きいと考えられます。

ような街に集積するオフィスと大手町など

一方で横浜駅周辺は商業施設も多く、オ

オフィスの方でも、おそらく渋谷の

に集積するオフィスで、企業規模や扱う内
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容が異なることが考えられます。IT 系だっ

ですね。ハードに関わる部分は、ハードな

たりそうではなかったり。今後、地域によ

ので、朽ちていくものだと思っています。

ってコロナの収束の仕方が違うのではない

なので、寿命があるのかなと思います。そ

かという感覚を持っています。

れでも、50 年とかの寿命かなと考えます。
ハードの 50 年という中で、細かいエネル

野原

ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ の あ り 方、

ギーの熱源システム、機械に関わる部分は、

CEMS、HEMS などがどのくらいの年数で完

さらに更新が 20 年から 20 数年で起こって

結するのかを知りたいです。

くるので、２サイクルくらい入るのかなと

スケルトンインフィルでは、スケルトン

思います。ただ、その部分は、エネルギー

とインフィルを分けて、スケルトンは 100

のシステム、機械に関わるところは、新し

年建築、200 年建築を作り、細かいスパン

い効率のいい機器に徐々に入れ替えていく

で変化するインフィルを動かしていこうと

ということができ、ネットワーク化されて

いう考え方です。しかし、スケルトン自身

いれば、なるべく効率のいい機器をネット

の価値がなくなるとするならば、例えばス

ワークの中で優先的に動かして、徐々に効

ケルトンとしての超高層マンションを 200

率をアップしていくことが可能なのではな

年建築で作ってしまうと、今度は壊すのが

いかと。そう考えるとネットワークという

大変になります。超高層マンションのプロ

ハードには意味があるのではないかと思い

トタイプ自体がいらないとされてしまうと、

ます。

スケルトン自身がいらなくなる。にもかか

また、おそらく今後は情報が重要になり

わらず、すごく強く作ってしまっているか

ます。情報インフラを活用して、うまくエ

ら壊せないという問題の議論をしたことが

ネルギーシステムを動かす時代なので、エ

あります。

ネルギー自体を動かすというより、情報を

それと同様、エネルギーシステムも、20

動かして、小規模にエネルギーを融通する

年かけて作ったけれど、20 年たったら、新

時代になっていくのかなというイメージで

しいエネルギーシステムが出てくるでしょ

います。

う。MM では地下の貯留槽を利用してゴミ
を収集するシステムが導入されましたが利

志村

用量が減少し、最近廃止されました。それ

は全く違う、新しい情報の側面から授業を

自身に寿命がきてしまうと、今度これを再

展開できたのではないかと思います。みな

構築するのにまた投資が必要になるのでは

さまありがとうございました。

非常に私自身も勉強になり、前回と

ないかと思います。そういう心配はいらな
いのでしょうか？

どういう形でシステム

自体が持続していくのでしょうか？
吉田
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スマートエネルギーのシステムの話

と

特記なき図版は吉田氏提供。

新型コロナと都市計画：「新近郊」論に向かって
〜新型コロナ感染後の新たな社会を展望する〜

横浜国立大学都市イノベーション研究院 教授
高見沢 実
この授業では、事前に私が書いた論考『新

授業をそのための絶好の機会と捉えていま

型コロナと都市計画：「新近郊」論に向か

す。若い方からの意見を踏まえて、この本

って』を読んでコメントをあげていただき、

をまとめてみてどうだったかをあとがきに

それを元に進めていきます。できるだけ純

書こうと思っています。

粋に皆さんと議論をしながら新型コロナに
ついて考えられたらと思います。
都市計画という専門分野、高見沢という

私自身都市計画について、明確に定義し
ているわけではなくて特に専門が違えば都
市計画実行のための選択肢が広がります。

人間について、都市イノベーション研究院

国が違うとさらに違うかもしれません。都

の方や専門の授業で、ご一緒している方は、

市計画をしようとしても、対象が大きいだ

およそ私の性格とか、都市計画というのは

けに、世の中が動かないという問題もあり

どういうものか、わかった上で書いてくれ

ます。理想的なまちづくりをしようとして

ていると思います。一方、国社の人たちなど、 も、お金がなければできないし、時間もか
都市計画をあまり知らない人たちにこの文

かる。ところが、このコロナによって、人々

章を読むのは課題設定が難しかったかなと

の動きが新しい流れになるとすれば、都市

思う面もあります。

計画にも新しい選択肢が現れるかもしれま

この論考はなぜできたかというと、２ヶ

せん。その流れをどう使って、どういう風

月ほど前、諸分野の専門家が集まって、今

に動きをキャッチすればいいか考える必要

後新型コロナをどう受け止めるかを本にす

があります。都市計画としては同じことで

ることになり、私は都市計画について書き

もそれを実現できるタイミングがあるかも

ました。出版時期は 2021 年の１月頃。医

しれません。

療、教育、不動産、都市政策、都市計画な

たとえば、政府のデジタル化についてよ

ど、約 10 分野の専門家や実務者がコロナに

く耳にするようになりました。中でもドラ

ついて書いた本の一環です。さらに、私は

スティックな変化はハンコの廃止です。今

あとがきを書くことになっていて、今日の

までも非効率ということで槍玉に上がって
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いて、長い間課題となっていました。我々

身が専門とする都市計画にとってこのよう

大学もハンコだらけで、ハンコのために大

な意味を持ちそうだ、今後こういうつもり

学に行かなくてはならないという時代が続

で仕事をしたい、研究したい、あるいは未

いていました。ところが、
「ハンコの 90%

解明な部分もあるので、本当に新近郊に移

以上を廃止する」と大臣が発言しました。

動した人たちが幸せを感じているのか、ど

不動産の重要な文書や実印が必要で偽造が

のように街のあり方について考え直して行

できないようにしなければいけないものに

くか。そういうことも探ってみたいと思い

ついては別ですが、ハンコの廃止はすぐに

ます。

実現できると思います。今ハンコの廃止が
急速に進んでいるのはコロナのおかげでも
あります。
そういう意味で都市計画としてもコロナ

それでは最初にコメントをあげてくれた
橋口さんの意見から見ていきたいと思いま
す。

そのものがどうあるかを議論するというよ

「他分野なので私の感想や意見がトンチンカ

り、このようなご時世になって何がどのよ

ンなのではないかと心配していますが、こ

うに変わるのかということが重要になりま

れまでの都市計画の選択肢の狭さと新型コ

す。

ロナウイルスの流行によって逆に都市計画

志村先生は、私が定義するところの新近
郊に移住されています。静岡は東京から新

の選択肢が広まったということが興味深か
ったです」と前置きをされています。

幹線を使えば 1 時間かからずに行くことが

橋口さんに伺いたいのですが、
「都市が給

できる新近郊です。コロナでテレワークが

食室になったような印象を受けました」と

普及し、在宅勤務が可能だとか、月に１回

書いていただいていますが、これは具体的

丸の内に行けばいいとか、いろんな選択肢

にどういうことですか？

が増え、自由度が上がってきました。私た
ちが住む、あるいは働く際の選択肢が変わ

学生：橋口

ってきたと思います。また、コロナが終わ

いているのですが、水は菌を媒介してよく

私は今、小学校の給食室で働

ったからと言って、ハンコ行政が復活する

ありません。また床に落ちている水を踏む

わけではないように、住まいと働き方の形

と 60cm から 90cm 跳ねると言われていま

も元には戻らないと考えられます。ハンコ

す。ですから

を廃止すれば、それで効率的な社会になっ

べ物を置きましょうとか、色々と細かいル

て再び使わないようになると予想されるの

ールが決まっています。コロナウイルスの

と同様に、新近郊にそのままい続けるのか、

状況も、人と２m 以上離れましょう、など

また都心が恋しくなって戻ってくるのかは

無茶な要求があって、世界が給食室になっ

わかりませんが、明らかに違う次元の現象

たみたいだと感じました。

何センチ以上のところに食

が生じているのではないかと捉えています。
今回の授業は地域創造論ですから、私自
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と

高見沢

世界は今後も給食室のままなのか、

ゆくゆくはそうではなくなるのか、どうい

がある。しかし都市の良さは手放したくな

う予感がしていますか？

い。手放すべきではない。繁華街がコロナ
のクラスターの温床になったとしても工夫

どうでしょう。今とても議論

をして人々が都市に集まって住まうことは

が分かれていますよね。心配だからと、ス

人類にとって重要なことなので、それは手

ーパーで買い物するときに手袋をしている

放すべきではないと考えつつ、このように

人を見かけます。そこまでしなくてもいい

心配しています。私としてはそうなのです

のかもしれませんが、本人にとって不安で、

が、橋口さんはいかがでしょうか？

学生：橋口

それをすることで安心できるという気持ち
の問題もあるかもしれません。ですから、

学生：橋口

先生と同じように、確かに人

今後も少しこの状況は続くのかなとは思い

がたくさん集まることで、多様性が生まれ

ます。

たり、色々な発想が生まれたりします。そ
の中で、人が分散していくとどうなってい

高見沢

居住地や都市の密度についても同

様のことが言えると思います。コロナ対策

くのかが見えなかったので、ぜひ色々な方
のご意見を聞いてみたいと思いました。

として人と距離をとる必要があるから、と
直結して考えるべきなのか、それともコロ

高見沢

ナの問題がおさまったとしても、中長期的

関連して書いています。人類学の勉強をさ

菅野さんは今日欠席ですがこれに

に見た上で、やはり人と人は距離は取るべ

れている方です。

きなのか。密になること、あるいは、大都

「なぜ、ヨーロッパでは週末を郊外で過

市自体が良くないということになるのか。

ごす習慣があるのに、日本では広まらない

そういう議論もしなくてはいけないと思い

のでしょうか。自分なりの考えですが、日

ます。ですから、今、断定的に決められる

本人の働き方や価値感、家庭より仕事が大

数字はそれほど多くはないと思っています。

事だという感覚が大きく関連していると感

次に「今後もし人が分散していけば、そ

じます。コロナの流行を機にリモートワー

の多様性や都市の寛容性がどうなってくる

クが広く認知され実行されているとはいえ、

のか気になります」というコメントがあり

会社第一の人々は減っていないと思います。

ます。特に都市イノベーション学府のメン

私は人類学専攻ですので、人口移動と都市

バーとしては都市を研究するということ

計画を考える際、そのような社会的、文化

は、都市の良さを研究するわけで、都市が

的背景からも検討すると、より深い議論と

嫌だから都市を研究する人はあまりいない

なるのではないかと思いました（菅野）」

と思います。そういう意味で、都市という

なるほど。人類というものを生き物とし

のは人が集まって住むことで、多様性が生

て観察、分析するという分野について改め

まれ、寛容性のある都市が魅力となる中で、

て考えてみます。このようなことは、環境

今回のコロナというのはそうも言えない面

情報学部の小池先生なども、人間を生態系
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の中で分析して、コロナの時に限らず、人

いて、付き合いで飲み歩くような生活スタ

類は密集すると短命で、あまり、スカスカ

イルは直していかなくてはいけないのでは

でも短命になる。適度に中ぐらいの密度に

ないかと、個人的には感じます。

人々が住んでいる、例えば、神奈川県では
秦野くらいの密度のところの人々が長生き

次は高田さんのコメントです。

するというような研究をしていらっしゃい

「印象的だったのは２点についてです。１つ

ます。大学としてはそういうさまざまな分

は準二拠点居住。ここ最近、私自身も二拠

野の知恵を、色々な方面から議論をするの

点で生活してみたいと感じており、それを

が重要です。私は、都市計画という一つの

支える仕組みや制度ができればいいな、と

分野で議論していますが、自分の価値観が

思っています（高田）」

唯一だと考えるのではなく、ぜひこのよう

私の論考では、支える仕組みや制度まで

な感じで多分野からの視点で議論するとグ

は言及していなくて、どちらかというと、

ループワークも面白いのではないかと思い

現実のプランニングの現場でそういうこと

ました。

があるといいかなとか、自分自身の体験か

さて、今の議論ですが、密集して住んで

ら書いたものです。

いるということが、自発的に本当にその人

また、リアルな劇場での公演などについ

の自由意思で、都市の良い点を享受してい

て言及していますが、私の論考でははコロ

ると思いながら暮らせていれば良いですが、

ナの対策という意味で劇場について書いた

菅野さんの観点では、もしかしたら、それ

わけではありません。私たちの社会という

は会社人間である自分がしがみついている

のは知識化していて、次第に人間にしかで

ライフスタイルであって、本当は、自分の

きないことがなくなってきています。全て

意思ではなく会社のルールや社会の暗黙の

機械に置き換えられつつあって、私も今は

プレッシャーの中で、止むを得ず住んでい

なんとか ZOOM で人間として話しています

る場合が多いのではないかというご意見で

けれど、そのうちオンライン著名人授業シ

す。

リーズが普及すると、やらなくてもいいと

私がイギリスにいた時に、みんなからこ

言われるかもしれません。そういう意味で

う言われました。
「日本人は社会的な制約が

人間として、仕事をするということが減っ

とても強いですね」と。
「いやいや、私は自

てきた中で、最終的にこれだけは本人がや

由にやっていますよ」と言いましたが、
「全

らなければいけないという分野は何だろう

然個人主義ではなく、社会に埋もれている。

か、リアルな劇場での公演などが残るのか

そういう性格だ」とみんなが言っていまし

なということでここで書いています。

た。どちらが良いというわけではありませ
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んが、都市を考える上で、ポジティブで自

学生：高田

発的な集まりを促進する、維持するのは必

人間ができることとして残るのがこれでは

要だと思います。会社で仕方なく残業して

ないかという意味で書かれていることは理

と

先生の論考で、劇場のことを

解していましたが、リアルイベントで最初

学生：高田

この２つは、グループワーク

に自粛を求められたのが劇場での公演でし

の課題にするというよりは、自分の中で気

た。また、自分の研究でもそういう分野に

にしているポイントです。

触れているので気になって書かせていただ
きました。現場に行って観る、生の感覚を

高見沢

それでは３番目の方の意見を紹介

今後はどう表現できるのか、オンラインに

します。４番の東（タオ）さんもそうですが、

成り替わる中で、どういうふうに残す、あ

コロナと都市計画は関係ないと論じていら

るいは変わっていくのかを今考え中です。

っしゃいます。それも一つの考え方だと思

現状がどのように変わるか、また、変わら

いますので、特に否定したりはしませんが、

ない部分があるのかということを注視して

今回、私の授業の意図としては、コロナ対

いきたいと思っています。

策そのものをするというのではなく、コロ
ナというものを契機に、日本の地域がどう

短期的に、とりあえずコロナをど

地域創造できるのかということをテーマに

う乗り越えるか？という観点ではそういう

したいと思っています。ですから、コロナ

高見沢

感じですが、中長期的には楽観視していま

対策として、４番の方が書いているように、

中長期的にはコロナなど問題には

「コロナを抑えるのは政府の強制に任せるべ

ならないと考えているのか、あるいは、ど

き」というお考えも正論だと思います。そ

のような時代であっても、表現形式という

ういうグループを作って、チームワークで

のは変わらなくてはいけないと考えられて

議論していただくのもいいかと思いますが、

いるのか？

私が書いた今回の文章はそういう意図では

すか？

なく、コロナという得体の知れないものを
学生：高田

それは今、研究している段階

前に人々が居住というものを考え直したり、
あるいは、今まで都市計画で取り組もうと

です。

していたけれどなかなか進まなかったこと
高見沢

二拠点居住についてはどのように

考えていますか？

が一気に進み出したり、そういうことを議
論しています。それを踏まえて３番の王さ
んの質問にお答えします。

学生：高田

私自身、二拠点居住をしてみ

たいので支援策があったら、実際に住める

学生：王

新型コロナ後、住宅を求める若

のに、と思っています。

い世帯が顕著に多くなっていることが報告
されたという文章がありますが、どうして

高見沢

今回のグループワークで取り組ん

ですか？

でみようという課題はこの２つに関係しそ
うですか？

高見沢

この質問については志村先生に聞

いてみましょう。論考では東京都心を逃れ
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て横須賀あたりに住宅を求める若い世帯が

地に分散しているので野菜や米を得やすい

多くなっているということを書きました。

というご意見を書かれています。これは私

なぜそのような現象が起こっているのでし

もそう考えていますが、今回の論説はコロ

ょうか？

ナを契機に、こういったものの価値がより
高まった。そういうものが今回のことによ

志村

やはり、東京から１本でアクセスで

き、土地が安く、空き家も多いというのは

ってより高い価値があると考える人が増え
るのではないかということです。

横須賀のメリットと考えられます。今まで

データでは裏付けられているわけではな

のデメリットがメリットになってくる点で

く、ちょっとした話を聞いたり、統計があ

す。また、子育て世代では、自然があると

ったりします。経済学者の先生方が議論し

ころに魅力を感じる方も多いと思います。

ていたような色々なデータをちゃんと見な

そういう時に、横須賀や三浦半島は自然が

いとはっきりしたことはわかりません。あ

残り、すぐ近くに野菜を作れたり魚が獲れ

るいは、データをみても今渦中にあるので、

たりする環境もあります。趣味や生活を楽

コロナが去って見ないとその余波がどうな

しめるという点で、三浦半島や県西、静岡県、 っているかもわかりませんが、少なくとも
千葉県、茨城県も魅力的な環境が揃ってい

影響は大きいと私自身も考えています。

ると考えられるのではないでしょうか。土
地も安いので住宅を求める人も多いのでは
ないでしょうか？

続いて５番武市さん。私の授業もよく受
けてくれて私のことをよく知っている学生
です。それで、わりと私の言いたいことを

高見沢

都心に住んでいて、子供が小さく、

まさに今日、明日、このままだとコロナが

的確に受け取ってくれているかなと思いま
した。

蔓延してきて家族内で感染する例も増えて

「新近郊はコロナ禍による影響をポジティ

きたし、非常に不安で色々とバランスを考

ブに変換した新たな都市像という印象を受

えると、この際だから、早めに郊外に引っ

けました。新近郊の編成は人口減少に伴う

越してもいいかという心理も働いていると

縮小政策、地域の身近な資源活用による地

いうことですか？

方再生などとうまくマッチしたものである
ように思いました（武市）」

志村

私自身、まさに都心部だとすごくリ

スクを感じました。2020 年の２月、３月の

私が思っていることとかなり近い意見を
書いてくれました。

時点で。ですから、移動できる世代の人は
移動したり、地元に戻ったりという選択を

学生：武市

コメントされている方もいま

しやすいかと思います。

したが、新近郊での生活として拠点がいく
つもあるような生活像は変化のある豊かな

高見沢
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４番の東さんも日本の農地は住宅

と

生活への気づきではないかと思います。今

後増えてくるであろう、空きスペースを住
人の多拠点として活用し、それが地域を形

高見沢

成するきっかけとして作用してくるのでは

郊を受け入れた時の都市での生活像につい

ないかという可能性を感じています。その

てということですが、私の文章ではどうい

中で、エネルギーに配慮した交通整理、密

うことを言っているかを補足させていただ

を避けたハードソフトでの対策が課題とな

きます。

ると考えられます。

議論のテーマとしたいのは、新近

大都市、特にこの２、30 年間の大都市は、
ロンドンもパリもモスクワもニューヨーク

武市さん、次のところ、議論のテ

も東京も、知識産業が産業の核となってい

ーマとしてみたいものを書いてくれている

て、みんなが東京、大都市に来れば情報に

ので、これについて解説していただけます

接することができると考えています。産業

か？

としては必ずしも何かものを作った成果が

高見沢

評価されるというわけではなく、アイディ
学生：武市

仮の話ですが、新近郊はまだ

アを持っている人、色々多様なチャンス、

根拠がないということだったのでその新近

そういうものが知識産業の現れだと考えら

郊というものが実際に振興していった時に、

れます。それゆえ大都市が若者をひきつけ

都心部でオフィスビルなどの需要がだんだ

たわけです。出版予定の本のあとがきを書

ん減ってきて、空になってくるところが少

く関係で、他の方の原稿も内容を全部読ん

なからず出てくるのではないかと感じてい

でいるのですが、一つ気になったのは、今、

ます。そのような場合に、逆に高密度で埋

大都市にそのように惹きつけられてくるの

まっていたからこそ経済もうまく動いてい

は、女性であるという論考です。男性より

た場所なので、それが崩れるとダメージも

も 1.4 倍多くの女性が引きつけられている

大きく、もし新近郊というものが振興して

といいます。地方は、後継などの問題もあ

いった時に都心部の残ったストックなどは

るのでしょう、男性がたくさんいて、女性

どうしたらいいのかということについて他

は大都市に集まっていてすごく歪みが生じ

の方の意見も聞いてみたいと思いました。

ていると書いている人がいました。

高見沢

志村

これは、自分のテーマにしたいと

こ の 頃、 自 分 が 今 い る、 静 岡 市 の

いうより、今日議論してみたいという感じ

データを見ていてもその傾向はとても感

ですかね？

じ ま す。 特 に、 新 近 郊 の 静 岡 市 の 場 合 は
2、３０代の女性が流出して戻ってこないの

学生：武市

個人的には多拠点居住の方が

です。東京都心、名古屋、大阪へ流出して

面白そうだなという気持ちはあるのですが、

います。一方で２、30 代は戻っている男性

その一方でこういうことも考えなくてはい

も多いのです。これはなぜかというと、産

けないかなと。

業的な構造を見てみると、静岡は機械やも
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のづくりが盛ん、農業や漁業などの一次産

地方に戻って子育てや結婚を考えられる。

業も多いエリアです。一次産業と二次産業

ゆっくり自分のライフワークを考えてみた

がメインで男性は働く場があるけれど、２、

いという女性も多いのではないかと思いま

３0 代の女性にとって魅力的な産業が少な

す。

いのだろうと考えられます。そういうこと
が静岡だけでなく、新近郊といわれるエリ

高見沢

アにおいても多いだろうし、地方において

どこかチームを組んで政策を作ってみてほ

も増えているのだろうと。そう考えると、

しいところです。

私としては、この内容について、

新近郊やさらには地方で、２、30 代の女性
が魅力を感じ、働きたいと思えるような職
業や産業を生み出すことができるかが問題
になると考えられます。

６番目、柴田さんの意見です。
「共通の敵であるウイルスに仮の矛先を向け
るのではなく、さまざまな問題が表層化し
ている今だからこそ、私たちは考え行動し

高見沢

初めてそういう論考を見て私にと

なければならないと感じます（柴田）」

ってはショッキングでした。今までの地方

ハンコの例のように、今がチャンスでそ

活性化論というのは、工場誘致ほどは古く

れを変えれば効率も高まるし、ハンコを押

はないけれど、今の話でいう若い男性が働

すために都心で働いていた OL さんも、も

けるような職場をたくさん作っていますが、

う少しクリエイティブな仕事に関わる時間

流失してしまうような女性を引き止めるよ

が増えるかもしれません。一つの事例にす

うな取り組みをすべきだという論は今まで

ぎませんが、今がチャンスだと思いたい。

あまり聞いたことがなかったので。

これに乗り遅れるのは良くないですね。

志村

学生：柴田

こういう風に実感したのは、つい先

日、オンライン特別講座の山崎先生のお話

もっとも興味を持った点は準

２拠点居住です。

を聞いて感じたことでもあるのですが、や

コロナ後において質の高い空間は何であ

はり、高見沢先生がおっしゃるように、こ

るかに興味を持ちました。人が集まる空間、

れまでの企業誘致や工場誘致で恩恵を受け

緑溢れる空間、コロナ後のこれからの社会

るのは男性が多いという印象を受けます。

は何が求められ、どのようなことをすれば

女性の労働者を惹きつけるような政策があ

質の高い空間とされるかを議論できたらい

ったかというと、ウエイト的に大きくはあ

いなと思います。個人的には、緑地が好き

りません。これからのことを考えると、オ

なので、都心に緑が残されているようなま

ンラインとかリモートワークが推進される

ちを都市と呼べるような、緑溢れる都市に

のであれば、東京に情報の拠点、あるいは

なるといいなと思いました。

クラウド状のものが浮いていたとしても、
そこでのネットワーク関係ができていれば、
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と

高見沢

これは、先ほどの武市さんが都心

から人が流出して、都心の魅力が薄れるこ

ではなくて、選んで働くという風になって

とについてどう考えるかという点について、

きていると思いますし、これからますます

一つの見解にもなりますね。私の考え方も

そうなると思います。

これに近いです。都心というものは、20 世
紀型で作られていて、ビルだけが林立、近

志村

今、高見沢先生がおっしゃったよう

代建築がニョキニョキと建ち、効率的にオ

な内容で色々なことが想像できると思いま

フィスに人がぎゅうぎゅう詰めで、単純作

す。先ほど、武市さんが渋谷での空洞化の

業している。そういう空間が都市だと思っ

問題を提起していました。ビルがたくさん

てきた私たちの先入観自体を問い直してい

あるけれど、空室がたくさんできているこ

るのだと思います。

とを懸念しているというコメントでした。

最近、東京の都心にできているビルを観

そのような案件も、先ほどの高見沢先生の

察すると、柴田さんが言うようなビルが多

話の中にあったように、もっとテラスがあ

くなってきました。ビルだけ建っていて、

るといいとか、ビルの中にも働くだけでな

みんながオフィスワーカーで出勤してき

くコミュニケーションを促すような空間が

て、仕事をしているというオフィスはもは

設置されるようになってきたことなどを考

や支持されないのではないかと考えていま

えると、建築設計の観点からしても、都心

す。大手町にも森のあるオフィスビルがで

部のオフィス街、あるいは既存の空間にど

きています。京橋には、東京建物が立体的

のような機能の空間を組み合わせるかとい

に森が生えているようなビルを地下鉄駅の

うことも、考える必要があるのではないで

すぐそばに作っています。あるいは、日本

しょうか。提案しがいのある良い機会にな

橋では三井不動産がテラスを作っています。

るのではないかと感じました。

オフィスビルにカフェテラスがあるという
ことは、今まで考えられなかった。カフェ
などを求めるのであれば、銀座に行けば良

高見沢

では７番目の上ノ山さんのコメン

トです。

い、と思われていたのが、まるっきり変わ

「新型コロナの影響はネガティブなものばか

っています。大丸有（大手町 ･ 丸の内 ･ 有

りではなく、むしろこれまでの経済発展至

楽町地区）を研究されている小林重敬先生

上主義によって解決手段が限られていた問

たちが関わっているエリアマネジメントで

題に対して、新しい機会になったと考える

も、オフィス街は複合的にしていくべきと

視点は新鮮でした。家にいるばかりだとあ

おっしゃっています。夜になると人がいな

まりポジティブに考えることがなかったの

くなってしまう街は良くないと。

で。今しっかり考えなくてはいけないと思

私の文書の最初の方で、近代都市計画の

います（上ノ山）」

引き継ぎ、ニューアーバニズム運動につい

ハンコについては、政府も今取り組むべ

て書いています。都心に暮らす。都心で働

きとして、思い切って廃止を決断したよう

きもするけれど、そこで働かされて働くの

に、皆さん色々な専門分野で、今までやる
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べきだと思っていたのになかなかできない

件残っているくらいで、大げさに言うと、

でいたようなことについて、せっかくのチ

何もなかったです。

ャンスなので考えた方がいいかと思います。
学生：上ノ山
学生：上ノ山

新近郊に向かう余暇などの

新しい過ごし方には、首都圏からさほど離

商店街などはいいところな

のですが。小さい頃から行っていたような
ところがどんどん閉まっています。

れていない地域が大都市に取り入れられて
共存していく未来を感じましたが、大都市

高見沢

一方で、再開発は和歌山駅の方で

から離れた地方はどうなるのでしょうか？

進んでいますよね。南海の方かな？

コロナに始まったことではありませんが、
歴史文化、景観に恵まれた地方地域の消滅

学生：上ノ山

の可能性に危機感を感じています。

直したりはしています。

高見沢

高見沢

私の論考の中では、地方は扱って

いません。本来ならば、地方も扱わなくて
はいけないのですが、新近郊、都心、地方
について満遍なく述べるよりも、一番リア
ルに新しい現象だと思っていることに焦点

市の方で庁舎や、駅を立て

ぜひいいテーマを発見してくださ

い。
８番目本間さんのコメントです。
「今までの都市計画のビジョンには大きな変
更がないと思いました（本間）」

を絞って、最終的な「論」を述べようと考

ぜひ、地域創造論では異なった考えを持

えていました。先ほどから議論になってい

っている人とグループを組んで一緒に議論

るように、女性が東京に流出していること、

してほしいと思います。本間さんは三島市

あるいは、今までの政策が男子が地方で働

のご出身ということですが、私は三島市の

きやすいことをメインに考えていた。何か

仕事にも 30 年ほど取り組んでいます。駅

新しい発想で考えなくてはいけないという

前再開発について、色々な反対もある中で、

ことも重要なテーマなのでそれも考えてみ

相当審議して、2020 年 11 月６日に賛成多

たいと思います。

数となりました。これについてはどう考え
ますか？

学生：上ノ山

自分は地方の出身なので、

コロナは関係なく問題だと感じていました。

学生：本間

南口の高層化ですよね？

賛

和歌山の出身です。

成か反対かでいえば賛成で、市全体として
も新しく人を入れていきたいということで

高見沢

先日和歌山に行きました。都心部

がガラガラでした。立て直すといってもど

ランドマークになると良いかなと思ってい
ます。

うしたらいいか想像もつかないくらいで。
お城はあるけれど、あとは、デパートが１
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と

高見沢

市街地創造論で詳しく話したので

すが、三島は東海地震が起こると震度７に

田園住宅という取り組みがあります。これ

なり、沼津の方には津波が来ると想定され

からの三島での生活は菜園付き住宅だろう

ています。なるべく平地には住まないとい

ということで、数は多くないのですが、山

う政策になっていて、内陸フロンティア構

麓部に敷地面積 300 平米以上の物件をいく

想があります。川勝知事が主導しています。

つか供給しています。市の人に聞いたとこ

もし、詳しく知りたいようでしたら、三島

ろ、引き合いが多いそうです。コロナの影

の政策をじっくり見てみてください。

響で、広い土地で三島に暮らしながら農業
をするような人が増えていると聞きました。

コロナが弊害となっていると

今まで、住宅といえば、横浜では 200 平米

いう印象は薄いと思っています。一極集中

もあれば高級住宅。300 平米の住宅街は日

から地方へという動向がある中で、そうい

本にあまりないですよね。そういう都市ビ

った動きは

ジョンも描けるのではないでしょうか。論

学生：本間

10 年以上前からあったので、

コロナになって大きく方向転換する必要は

考にも書きましたが、モスクワではダーチ

なく、今までの地方へ地方へというところ

ャといって、菜園付き住宅で二拠点居住し

にプラスαとして、コロナに関しても考え

ています。そういう生活を期待する人たち

て行きたいと。プラスαの内容については、

が、引っ越してきてもいいし、二拠点の一

具体的に、オンライで大学の授業を受けら

つとして、都心と新近郊の両方で過ごして

れたり、勤務ができたりするので、二拠点

もいいかなと思います。富士山をバックに

居住のようなことが新たなキーワードとし

大根を干している風景は魅力的ですよね。

て大きく関わるのかなと。
続いて、９番目、関さんのコメントです。
高見沢

三島も新近郊に入ったと。

「郊外と近郊の区別がつきにくく、全体とし
て新近郊のイメージがつかめません（関）」

学生：本間

はい。そういう認識です。

ということですが、一応定義らしいこと
としては書きましたが、あまりはっきりし

南口の東街区で再開発をした時の

て い ま せ ん。 静 岡 も 新 近 郊、 三 島 も 新 近

入居希望者の中に、今までは東京に住んで

郊。例えば、新幹線で１時間くらいであれ

いた人や、三島出身で東京でしばらく過ご

ば新近郊と言えるかなと。北は高崎、宇都宮、

したけれど、三島に戻る人が増えるのでは

水戸や甲府はちょっと届かない。静岡が一

ないかと期待しているのですが。

番距離的には離れていますが、一時間以内。

高見沢

地方と言いながら、東京も名古屋も味わえ
学生：本間

同じようなことを期待してい

ます。いい立地ですね。

ます。
志村
高見沢

農業政策としては、三島市で優良

静岡県は東西に長いので、浜松市は

東京からは 1 時間半かかりますが、名古屋
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の都市圏に含めることができると思います。

へ行くのではなく、具体的な地域のあり方

都市が首都だけでないと考えると、結構広

についてどうしたらいいか考えて欲しいと

いエリアが新近郊になります。それよりも

思います。

外になる、地方と言われるエリアも存在し
ますので、そこがもっと課題ですが。
しかし、例えばコロナが始まってから、

次、12 番目松本くん。ぜひ教えてくださ
い。最初の３行すごくよく捉えて書いてく
れているので。

淡路島に本拠地を移そうとしている会社も

「近代都市計画により生じた問題を克服する

ありますし、北海道のニセコに移そうとし

ための新たな都市計画（ニューアーバニズ

ているメーカーもあります。新近郊だけで

ム）と新型コロナ対策が適合的でありうる

なく、かなり遠方の地方にも類似した状況

と考えられます（松本）」

は起こりうるのではないかと期待していま
学生：松本

す。

うまくすれば、コロナ以前か

ら求められていた都市のあり方の実現を推
高見沢

続いて 10 番目李さん

「コロナはもうすぐ終わるので、数十年先へ

進することにつながるという点が大変印象
的でした。高見沢先生がおっしゃるように、

の計画を立てる必要はない（李）
」

新型コロナがもたらしたものというのは、

11 番目ファンさん

細かいところで見ると、感染対策について

「ドイツでは中規模都市が分散しているので
感染が進まなかったのではないか（ファン）
」

の取り組みを進める必要があり、懸念事項、
考えるべきことは細かいレベルで出てきま
した。ただ、全体として見た時に、これか

もちろんコロナの感染についてはそうい

ら求められていることは、経済学の分野で

う点もあると思いますが、地域創造論のグ

も、都市計画の分野でも、結局大枠として

ループ課題としては地理学的に論を立てる

以前とはあまり変わらないのではないかと

というよりも、実際の神奈川、東京圏、ち

思っています。

ょっとした地方とか、そこで起こっている、
あるいは起こりそうな、起こるべき、今後

高見沢

の地域創造について考えて欲しいと思いま

分のコメントとして「知識社会が進展する

す。

と、ますます一極集中になると思います」

感染が広がる、広がらないということに

なるほど。松本さんは本質的な部

と書かれています。

は色々なファクターがあって、都市の規模

よくマスコミなどで、大都市否定論など

も一つの重要なファクターですよね。特に

ありますが、そういう問題ではないという

経済学の先生方がおっしゃっていたように、

ことですか？

空間的な感染者の分布を見るとやはり大き
い都市ほど感染が広がっています。しかし、
それを詰めて大都市を否定するという方向
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学生：松本

そうですね。

高見沢

社会経済システム自体がそうなっ

いカウントの仕方があるでしょ？

ているのだから、どちらかというとこのま

大企業が企業で儲ける部分の割合はおい

ま行けば必然だと。そこから先でちょっと

ておいて、生産ベースで考えても仕方なく

質問です。
「そうした中で主要機能を地方に

て、消費ベースで考えれば、地域創生を考

移転させ、その地域内にお金を落とすよう

えられるのではないかと思うのです。つま

な、いわゆる地産地消的な政策」とコメン

り、東京で働いていた優秀な人がコロナの

トしてくれましたが、本当にこういう政策

影響で地方に移住すると。そのこと、その

はできるのでしょうか？

ものが工場誘致に匹敵するような大事件な
のではないかと。あるいは、若い女子が東

結局は地産地消であれ、なん

京に出ずに好んで地元に戻って、自分の趣

であれ、地域内にお金が落ちるような仕組

味を生かして収入を得ながら子育てをする

みをしっかりと作らなくてはいけないとは

とか。そういう人ベース、消費ベースで考

思います。今までのような、企業、工場を

えればいいというのは単純すぎますか？

学生：松本

誘致して発展させていくというモデルだと、
その企業に落ちた利益は実は工場のある地

学生：松本

域ではなく、本社のある都心部に流れてい

局、生産というのはどこでもできます。色々

大事な視点だと思います。結

るのではないかということが指摘されてい

な海外進出も進んでいて、どこで生産して

ます。

いてもいいのですが、やはり消費というと
ころで地域内に循環するように仕組みを考

高見沢

我々の楽観的というか都市計画的

えた方が現実的かなという気はします。

な発想では、お金をもらった人はそこで生
活するので、美味しいケーキ屋さんがあっ

高見沢

たり、消費すべき対象がその地方に生まれ

共空間の重要性を改めて感じました。特に

では続いて 13 番目、坂根さんは「公

ることによって、お金も地域内で回るよう

建築の観点からすると重要に感じます（坂

になるはずですよね。だから給料がもらえ

根）
」と書かれています。坂根さんはこうい

る仕事がありさえすれば、本社がどこにあ

う分野について勉強されているのですか？

っても関係ないのではないかと思ってしま
学生：坂根

うのですが。

基本的に公共空間は都市計画

や建築分野において重要だと考えていて、
学生：松本

高見沢先生のおっしゃる通り、

地域内に魅力的な消費の場所もちゃんとあ

新しい都市の作り方の提案の中にも中心に
なる核として出てくると思っています。

るのであればその通りだと思います。
高見沢

14 番目、前田さんはおやすみのよ

GDP の計算では生産ベースで考え

うなので、私の方で少し補足します。都市

るのか消費ベースで考えるのか、３つくら

計画という分野は最終的にもので勝負しま

高見沢
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す。もので勝負するからといって、人のこ

都市というものは今回の新型コロナのよう

とを考えていない訳ではないのですが、見

に目に見えるような大きな影響がなくても、

方によってはものしか扱っていないように

さまざまな社会影響によって徐々に変化し

見えるかもしれません。その点について、

ているものだと思いますが、どのような変

前田さんは「その地域に住む人、法律には

化をどう捉えて長期的に都市計画を考える

全く問われないため、今後は流動的な都市

ものなのでしょうか？

計画の法整備を進めていくべきだ（前田）
」
とありますが、みなさん何かアイディアあ

高見沢

りますでしょうか。

毎日こういう生活です。例えば、今朝、横

続いて 15 番目知念さんお願いします。

私の分野はコロナに限らずまさに

須賀の計画作りをしに、朝早く行って、昼
に戻ってきました。2030 年のビジョンを

学生：知念

自分の生活実感として、私は

生まれた時から首都圏に住んでおり、いき
なり地方移住するような大転換はハードル
の高さを感じています。

描くというタスクです。横須賀の 2030 年
を今から 10 年後の姿として描くとすると、
「どのような気づきがあるか、もしくは変化
をどう捉えていくか」ということを日頃か
ら意識的に考えていないと議論できません。

高見沢

首都圏生まれの多くの人がまさに

感じていることだと思います。

先週の日曜日も個人的に三浦半島を一周し
てきました。他のメンバーは横須賀市民な
ので、横須賀のことをよく知っているので

学生：知念

その中で新近郊を考えると、

すが、私だけ横須賀を知らないというわけ

ヨーロッパでは古くから定着している、週

にはいかないので、日々そのような努力を

末には郊外で過ごすというライフスタイル

しています。そうやって自分で体験したこ

は、新近郊の捉え方に近く、１番腑に落ち

とと、皆さんが語ることを総合して、その

やすいです。いきなり地方へ移住すること

都度、多数の人が同意するならば、それも

は自分の中では想像できませんでした。そ

重要なことだと気づいたりします。私は横

の中では一番リアルに感じられたのが新近

須賀そのものが研究テーマというわけでは

郊での週末の過ごし方というようなライフ

ないので、実際にはその中から本当に究明

スタイルなのかなという思いです。

すべきテーマに限定することもあります。
日々の仕事というのはそういうことの連続

高見沢

別荘というのは昔からありますが、

です。ですから、コロナの話も自己体験的

新近郊は別荘という概念とは違って、週の

に、自分自身も実験台みたいなもので、自

サイクルで両方使うようなイメージなので

分自身を客観的に観察することもあります。

すが、魅力的な感じしますか？

例えば、大学の生活がどう変わっているか、
などは常に興味を持って見ております。

学生：知念
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理想かなと思います。質問です。

16 番目コウさんのコメントです。

雇用の多様性がない」と書かれていますが、

「ICT 技 術 は や は り 重 要。 新 型 コ ロ ナ ウ イ

これは先ほどからずっと議論している、人

ルス感染症に対するリスク管理の上でも改

口の流出、特に女性が大都市に来てしまっ

めて議論されると思います。今は一般的に

ているということの根本的な原因のようで

大きなビルに社員が常駐して仕事をしてい

す。では実際、誰がどれだけの雇用を生み

る状態ですが、今後は会社の必要に応じて、

出せるか、あるいは、コロナというものを

一部はオフィスに出勤して、一部は小さな

利用して、これを機に考え方を新しくした

プライベートオフィスで働くような状態に

ものが生まれるかは重要なテーマだと思い

なると思います（コウ）
」

ます。私の論考の中では地方のことは触れ

ということですが、コロナが収束してもこ

ていませんが。

のスタイルは続くと思いますか？
18 番、浜さんです。
学生：コウ

収束後も少しこのまま続くと

思います。

「コロナによって既存の問題に改めて目を向
け、それを解決するきっかけを与えられた
ということで、それは都市計画においても

そうですよね。横須賀の仕事もそ

同様であることがわかった。今までの経済

うですが、本会議は横須賀市でやりました

成長を前提とする首都圏一極集中から、新

が、 打 ち 合 わ せ は 全 て Zoom で 行 い ま し

近郊など複数な拠点をもつ新たなライフス

た。他の会議もそうですね。今までは打ち

タイルには興奮を覚えた。実際に周りを見

合わせというと、各地から新幹線で出てき

た時に、友人が週末キャンプに行って過ご

てもらい、研究室で打ち合わせをしていま

していたりするので、別荘のような堅苦し

したが、今は出張せずに打ち合わせできて、

いものを不動産として手に入れなくても、

本当に重要な会議だけは現場で、というス

キャンプなどの形でも気軽に新たな余暇の

タイルに変わっています。ですからもしコ

過ごし方ができるのではないかと感じまし

ロナが収束したとしてもわざわざ新幹線で、

た。そういう形でどんどん浸透していけば

お金や時間を使っていたのは、どうなのか

いいのかなと思いました（浜）」

高見沢

と考えるでしょう。IT の力は強いですね。
浜くんは京都の出身ですよね？京都や関
17 番目の花岡さんは、コメントとして知
識社会の労働について書かれています。

西の人たちはそういうことについてどう感
じそうですか？

インターンで１年間業務がオンラインで
済んだという実体験を元に、今後、自分が

学生：浜

キャンプに行っていると書いた

社会にでた時の働き方がどうなりそうか、

友人は京都の人なので、関西でも割と自然

どうありたいと思ったか。花岡さんは欠席

の方に出向いている人もいます。

のようなので私の方で補足します。
「地方に
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高見沢

もしこのような傾向で考えるとす

ると、それをベースにしつつも地域の側で、

志村

あるいは地域の中でどんなことが芽吹くか。

今までで一番学生も参加できる、ディスカ

単なる自分たちの趣味でキャンプに行った

ッションの機会になったように思います。

ということを超えて、どこまで普遍化しう
るか。あるいは、それは地域にとってどの
ようなメリットをもたらすか、さらに進め
るためにはどういう制度や支援や、計画、
発想が必要か、ということを考えてみると
いいかと思います。
学生：浜

グループワークのテーマはまだ

決めていませんが、二拠点居住などは興味
があります。
高見沢
志村

志村先生いかがでしょうか？
補足情報で、先ほど、松本さんとの

議論で、その時に一極集中で企業の本社が
東京にあることで何が問題になるかという
ことですが、税金的な問題もあります。池
島先生による、学部生を対象とした地域交
流科目のコア科目の授業では、まさに高見
沢先生も興味を持たれていたような議論の
詳細を紹介しています。グループワークの
中で、二拠点居住とか、新近郊をさらに考
えるにあたって、東京に本社がなく、地方
に本社をおいた場合どういうことになるか。
その辺りを考えるようであればこの授業を
参考にしていただくといいなと思いました。
高見沢

あとがきを今から考える上でも皆

さんのコメントが大変勉強になりました。
論考の中でどの点が欠けているかも勉強に
なりました。
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今日の授業ありがとうございました。
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