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◆ヨーロッパの都市をめぐる動向 

 今日は具体的にイギリスとフランス、そしてドイ

ツのお話をさせていただきますが、その前にヨー

ロッパ全体の都市をめぐる動向を説明します。 

 今、ヨーロッパの都市環境は大きく変化してい

ます。一つは、これは非常に大きな概念ですけ

れども、経済活動規模が拡大していまして、情

報化等の進展によりボーダーレス化が進んでい

ます。もちろんボーダーレス化の現象というのは

世界中で見られ、経済とかの動きが先導してい

るのですけれども、それ以外にも人とか情報と

か価値観、ライフスタイルまでがボーダーレス化

しています。ただヨーロッパに関しては EU という

国家を超える上位行政システムができており、

通貨ではもちろんユーロという統一通貨がでる

など、ボーダーレス化が世界中の中で最も速く

促進している地域です。これが都市をめぐる動

向に大きな影響を与えています。 

 次は環境問題の深刻化です。これも日本を含

めてこれからは世界中のどこでも、都市だけで

はなくて地域等も対応して行かなければならな

い大きな課題になっています。ヨーロッパでは、

国が小さいとか国境が多いということもありまし

て、ボーダーレスの問題も含めて、そこら辺をど

ういうふうに対応させていくのか、ということが大

きな環境変化の課題となっています。 

 そしてあともう一つは都市化の進展です。これ

も世界中で起きている現象です。発展途上国の

ほうが都市化のスピードは速く、そちらのほうが

問題ではあるんですけれども、都市化の比率が

ヨーロッパはもう８割にまで達しているので、都

市の位置づけというのが今までより以上に、世

界のどこよりもやはりヨーロッパにおいては解決

しなくてはいけない課題になっているという点、こ

の三つの点が大きな環境変化であると思いま

す。 

◆ボーダーレス化の進展 

ボーダーレス化に関してですが、ボーダーレス

化現象というのは貿易面、経済面で先導的に進

んできています。 

 東欧の国々がこれから経済力をつけていくと

考えると、例えばドイツのように旧東ドイツという、

言い方はちょっとあまりセンシティブではないで

すが、不良債権のような地域があるわけです。

旧東ドイツはそれでもドイツですから、本来的に

は競争力がないにも関わらず強い経済圏に含

まれている地域は、ポーランドやチェコなどが競

争力を持ってくると、太刀打ちができなくなります

ので、この経済・貿易面でのボーダーレス化とい

うのは実はそんなに古い問題ではありません。 

 もう一つ、都市面での影響が強いというのは、

ライフスタイルとか価値観がボーダーレスに共

通していくという現象です。これは消費主義は効

率を最優先していくために、世界中の都市の標

準化を促進させていくということです。 

 都市のボーダーレス化ということで、スターバッ

クスというのが世界の各都市の一風景となって

いますが、マクドナルドとか、（トヨタの）自動車、

それからラップトップ・コンピュータとかソニーの

ウォークマンとか、携帯電話とか、都市を彩るラ

ンドスケープみたいなものが非常に共通化して

いるということが言えると思います。 

 同じ意味でこの都市の標準化というのは、建

築とか都市デザインにおいても同じようなことが



  

言えて、世界的な建築家、アイ・エム・ペイとかリ

チャード・ロジャースとかレンゾ・ピアノとか、磯崎

新さんもそうですけれども、そういう著名な建築

家の建物というのは世界の多くの都市で見られ

るわけです。もちろんその都市の風土とか条件

を踏まえた上で設計されているというふうには言

ってますが、同じ建築家がつくっているのです。

建築はまだしも都市デザインの分野においても

同じ都市デザイン会社が世界中の都市デザイン

をしているというような現象も見られ、このように

単にライフサイクルや価値観だけでなくて、デザ

インという表装面までも標準化が進んでいるとい

う現象があります。 

 このようなボーダーレス化の進展が特に EU に

おいて進んでいるのは、語学的なバリアとかが

あまり無いということ。そして国境とかの税関シ

ステムがなく行き来が自由になっていることなど

から、標準化の波に非常にさらされやすくなって

いるからです。 

 あとはやはり都市はグローバル経済の結節点

として機能して行かなければいけない。これは始

めに言いました経済のボーダーレス化が進めて

いることなのですが、この２点から、都市という

のは今まで以上に他都市を凌ぐ魅力と競争力、

都市間競争力をつけていかなくてはいけないと

いう状況にあります。 

◆都市の情報発信力を高めること 

 そのためにはやはり戦略的な都市経営とか情

報発信力を強化することが求められるわけです。

「標準化の波に晒される」というのは、グローバ

ルスタンダードという WASP 系の価値観が世界

中を席巻しているのですが、それに対応するだ

けの自国の文化を発信する装置として、やはり

都市というのは非常に重要です。文化を発信す

るのはそれぞれの地域がありますが、やはり都

市の発信力というのは非常に高いものあります。

そういう意味で情報発信性をもって標準化の波

に対抗できるだけの防衛力、それに防衛力だけ

でなくて、むしろ相手にも影響を与えるだけの力

を持たなければいけません。次に他都市を凌駕

するような魅力とかアイデンティティですね、こう

いうものがより必要になっていくため、これから

やはり都市を再生するとか、都市により投資をし

なくてはいけないというような認識が EU の都市

などでは高まっている、という状況があります。 

◆アメニティとしての都市環境の向上 

３点のうちの２点目ですけれども、人間が生活す

るアメニティとしての都市環境をより充実させなく

てはいけない、という考えが浸透しています。都

市というのは結構、高齢者の方などには住みや

すいのです。特に郊外と対比した場合ですね。

モータリゼーションが進む前に開発された住宅

地とかは住みやすいのです。これはアメリカなど

では随分指摘されています。そういう意味で都

市部は人間に結構優しいということがあります

ので、ここら辺をさらに強化してアメニティを高め

なくては、というような観点からの都市再生の必

要性がうたわれています。あともう一つ、福祉的

な側面としての都市アメニティとか、都市環境の

向上を図る。こういうような側面から都市を見直

そうという動きがあります。 

 環境問題に対応した都市の構造としてコンパ

クト・シティがいいのではないか、というようなこと

が EU では積極的にうたわれています。これは

92 年に EU が出した報告書で「コンパクト・シティ

が理想型というか、望ましい形なのではないか」

というふうに提言していますし、イギリスは随分

このコンパクト・シティに重きを置いていまして、

実際、政府の planning principle guidance と言う

都市計画支援ガイダンスで、このコンパクト・シ

ティを促進させるような政策を策定しています。

これに関してはまた後で説明したいと思います。 

◆都市化の進展 

 あと３点目として、都市化の進展というのがあ



  

ります。都市化の進展に関しては、これは 1998

年から 1999 年の間で、全世界で都市人口が５

割を超えたというふうに言われています。EU 諸

国に関しては都市人口は８割をも超えるような

状況になっています。そういった意味で、都市と

いう集積体の効率性、アメニティ性を高めていく

ことが従来よりもさらに求められている。ほとん

どの人間が都市に住んでしまうわけです。もちろ

ん都市に住むだけでなくて、そこに住んでいる人

口を養うためには農地とかいろいろな土地が必

要となりますが、これだけ都市化が進んでいると

いうのは、ある意味では新しい人の住まい方を

考えるチャンスではあると思います。そういうこと

をヨーロッパ諸国では結構意識をしています。 

 都市化の人口の比率を見ると、都市人口とそ

うでない人口が 1900 年には１：７ぐらいだったの

が、2000 年でほぼ都市人口が若干上回るという

ような状況になり、2050 年では 75％の人口が都

市に住むという予測がされています。ここら辺の

危機感をやはりヨーロッパの人たちは持ってい

ます。成長の限界とか、マルサスのような経済

学者を生んだ土地柄でもありますので、こういう

危機意識は強いのです。ヨーロッパでもそういう

意味で、より環境負荷を低減するような都市を

つくっていこうというような発想が主流となりつつ

あります。 

◆EU における都市アジェンダに向けて 

 それで、ちょっとこれは蛇足ですが、本論に入

る前に説明したいことがあります。それは、EU で

は都市政策の指針として 1997 年に「EU におけ

る都市アジェンダに向けて」という報告書を出し

たのですが、これは都市アジェンダをつくりましょ

う、というようなことをうたっている報告書で、都

市アジェンダ自体はまだできてません。まだでき

ていないので、EU がこれからどういうふうに展開

していくかは分からないですし、ヨーロッパの国

全体に影響力を与える代物ではない、という認

識のほうが正しい、と思います。 

 ただ、国内での政治的発言力を高めるために

この EU の外圧を巧みに使っている例はありまし

て、そういう意味では、各国はそこら辺を政治的

にはうまく利用しているという状況があります。

ただし、なぜ「EU アジェンダに向けて」をつくるの

か、という背景としては、欧州全体として競争力

を高めるためには、域内の競争で消耗して欧州

自体が弱体化してはいけないという認識と、欧

州の空間バランスを定常的に観察し、共有でき

る現状分析及び政策展望を提示するべきだとい

う問題意識があります。 

 

◆イギリス 

 イギリスの国というのは非常に面白くて、保守

党か労働党かどちらが政権をとるのかで都市政

策ががらっと変わります。今は労働党が復権し

ていますので、公的主体の都市づくりへの積極

的参画が顕著になっています。逆に言いますと、

保守党が政権を取りますと公的主体の街づくり

というのはほとんどなくなるに等しいか、非常に

少なくなるわけです。今は特にイングリッシュ・パ

ートナーシップという組織があり、これがいろいろ

と活動してまして、新たな展開が期待できる状況

になっています。 

 あと、コンセプト面では先ほども触れたコンパク

ト・シティが注目されています。最近レッチワース

などが日本なんかでも随分人気で、これはレッ

チワースの産みの親であるハワードの「City of 

Tomorrow」が発刊されて 100 周年記念というこ

ともあり、そういう意味でエベネザー・ハワードの

人気、レッチワースの人気が出ていることもある

かとは思います。これはイギリスでも再び注目さ

れていますが、その背景にはコンパクト・シティ

のプロトタイプとしていいのではないか、という意

見が出ているためです。 

 加えて、ミルトンキーンズという、これはイギリ



  

ス最大で且つ最後の－－イングランドでは最後の

ニュータウンですね、これの再開発計画というの

がありまして、これが相当ラジカルな計画で、コ

ンパクト・シティを志向しています。この二つが大

きな動向です。 

 まず最初に、イングリッシュ・パートナーシップ

の登場ということに関して若干お話します。イギ

リスの都市政策は本当に政権との関係が深くて、

これをニュータウン政策で説明すると、労働党の

時には積極的にニュータウン政策が図られ、保

守党の時には大きく後退します。 

 アトリー内閣の時、これは初めての労働党内

閣ですが、ニュータウン計画のほとんどが、この

アトリー内閣の時につくられているのです。第二

次チャーチル内閣からダグラス・ヒュー内閣の保

守党が政権を執った 10 年は、ニュータウン的に

は不毛の時期で、全然つくられていません。そ

の時、逆にニュータウン整備公社の解散がいく

つかあります。それで労働党のウィルソン内閣

が再び 1965 年に政権を取ると、またニュータウ

ンがつくられます。こういうふうに非常に分かり

やすくなっています。今はブレア内閣で労働党で

あります。これはニューレーバーと言われており、

従来の労働党とはちょっと方向性が違いますが、

やはり街づくりに関して公的主体が随分力を復

活させています。このイングリッシュ・パートナー

シップという組織が今、都市づくりの権限を有し

ています。 

 今はなきニュータウン開発公社はニュータウン

の土地を保有していました。保有していた組織

がなくなってしまったので、コミッション・フォア・

ザ・ニュータウンという組織が土地を管理してい

たのです。ただこの組織は、開発をすることとか、

何か付加価値をつけるとか、マーケティングを積

極的に展開するというような権限は全然持って

いない組織でした。ただお客さんがいたら土地を

売るというようなことだけしか役割を担っていな

かったのです。そして職員数も非常に少ない組

織だったのです。 

 このコミッション・フォア・ザ・ニュータウンという

のがイングリッシュ・パートナーシップに合併され、

このニュータウン開発公社の売れ残りの土地の

利用方法などを積極的に検討しています。これ

はもちろん開発の計画を立てる力もいますし、

自治体とか民間と一緒になって実際に開発、土

地の有効活用などを実施し、積極的に都市づく

りを展開しています。そういう意味ではイギリス

は状況が 10 年前とは随分変わってきています。 

 イギリスの場合は本当に非常に振れが激しく、

やらないというと本当にやらなくなってしまい、公

的主体があまりにも後退したので、その弊害が

出てきた、というのが現状だと思います。 

 あとは福祉面、環境面といった点はどうしても

民間主導だと二の次になってしまうということを、

イングリッシュ・パートナーシップの方は言ってい

ました。このイングリッシュ・パートナーシップとい

うのは以前は Regional Development Agency と

呼ばれ「再生公社」と言われた所です。それが

名前をイングリッシュ・パートナーシップに変えた

のは、今まで「公」という錦の御旗の下で開発を

ゴリ押ししていた。そのような開発のあり方を反

省して、似たような組織ではあるが、このパート

ナーシップ－－住民、民間業者、それから地方自

治体とパートナーシップを組んで都市づくり、街

づくりを進めていく。そういうような熱意というか、

意識をちゃんと表現するために、こうちょっと分

かりにくい名前に変えた訳です。これによって公

的主体が民間とパートナーシップを組み、街づく

りをすすめていくいい体制、システムづくりがで

きた訳です。 

 このパートナーシップの前身は 93 年に設立さ

れた都市再生公社です。そのそもそもの目的は、

イギリス全土にある潜在力のある荒廃地の開発

です。開発の潜在力だけでは、なかなか民間は



  

手を出せない、というような荒廃地とか空き地の

開発を手がけることが目的です。六つの地方支

部を持っており、99 年に先ほどちょっと述べまし

た ニュータウンの土地を譲り受けて管理をして

いたニュータウンと都市再生公社、それからドッ

クランド公社（ロンドンのドックランドのディベロッ

プメント・エージェンシー）、これらが合併して新

生イングリッシュ・パートナーシップがつくられま

した。そして公共セクターや民間セクター、そして

市民セクターと共同しながら効率的に、この開発

任務を果たせるようにしています。 

 重点分野としては土壌改良、雇用創出、コミュ

ニティ開発、そして都市再生が挙げられます。イ

ングリッシュ・パートナーシップは非常に公的な

主体でして、活動資金は国からの予算が配分さ

れるということになっています。また、もう一つの

視点としては長期的な投資のリターンを狙って

いることで、短期的な投資ではなくて、長期的に

より深く開発の管理に関わっています。 

 土地の利用の管理に関してですが、公的主体、

自治体ですと都市計画法などで管理をしていく

わけです。しかし、ここは土地を持っていますの

で、売買契約で、いわゆる土地の管理を行って

います。法律で縛ってしまうことです。例えばチャ

イルド・ケア・センターみたいなものをつくれとい

うことを契約の中に条件として入れてしまうわけ

です。それで開発が終わるまでは土地は譲渡し

ない、ということも入れてしまいます。 

 また、これは複雑ですが、イギリスにはコベナ

ントという制度があります。このコベナントという

のは非常に難しくて分かりにくいのですが、要す

るに土地を売った後も地主がある程度その土地

を管理する権利を持たせるためにつくった古い

制度です。それをイングリッシュ・パートナーシッ

プはうまく使っておりまして、土地を売った後も、

例えばそこはもう住宅でしか使ってはいけないと

か、郊外型ショッピングセンターに開発してはい

けない、みたいなことをそのコベナントの中に含

めることによって相当部分、土地の管理をしてい

ます。売買契約とか、そういう法律的な契約によ

って土地の管理を行っているというところが、新

しくて面白い点だと思います。これはイングリッ

シュ・パートナーシップの人に聞いても、非常に

ユニークで新しい方法だ、というようなことを言っ

ていました。このように、今まではほとんど不良

債権化していた旧ニュータウンの土地が、大きく

開発に向けて前進するようになっています 

◆高まるコンパクト・シティへの注目 

 次にもう一つ、コンセプト的な変化としてコンパ

クト・シティに関して若干説明致します。まずコン

パクト・シティとはどういうものかということですが、

それはスプロール開発を抑制したコンパクトな構

造を持つ都市と考えていいと思います。イギリス

の研究、報告書を見てもやはりアメリカの都市

は非常に良くない、ということが最初にうたわれ

ておりまして、アメリカの都市みたいにはなるな、

というのが大前提としてあります。 

 また、スプロール開発とよく似ているんですが、

脱自動車ということで、自動車だけに依存するよ

うな都市はやめ、公共交通機関、自転車、徒歩

での移動を優先することを重視しています。 

 加えて、ヒューマンスケールの都市構造という

ことで、コンパクト・シティというと面積的にコンパ

クトであればいい、ということで超高層をイメージ

される方もいるとは思いますが、実はイギリスで

は超高層を非常に嫌っていまして、大体 70 年代

中頃、70 年代前半ぐらいをピークに高層マンショ

ン、高層アパートみたいなものは一切つくらなく

なっています。このコンパクト・シティは平面的に

コンパクトだけれど、必ずしも高くはないという特

徴があると思います。そういう意味でヒューマン

スケールの都市構造を志向しているという点が

あります。 

 もう一つ、歩行空間でまとまる単位でのコミュ



  

ニティが求められており、コミュニティスケールみ

たいな、駅を中心とするような街単位、空間単位

が重要であるとうたわれています。 

◆コンパクト・シティのイメージ 

 次に、コンパクト・シティの事例として 96 年にイ

ギリスで出された本の中にあったものを三つほ

ど紹介させていただきたいと思います。実は、こ

れはアメリカの事例でありまして、トランジット・オ

リエンテッド・デベロップメントと言って、ピーター・

カルソープというカリフォルニアの不動産デベロ

ッパー兼都市計画者が提案したものですが、こ

れがイギリスの参考とすべきコンパクト・シティと

いうふうなことを言っています。その特徴は駅前

開発です。ここにトランジット・ストップ、これはバ

スの停留所でもいいんですけれども、公共交通

の結節点があり、そこから大体 6～700m ぐらい

の規模で駅を中心として商業的な施設機能、そ

れから公共的な施設とか機能とかオープンスペ

ースを設けて、その外側にレジデンシャル、住宅

をつくるというようなコンセプトです。6～700m ぐ

らいというのは、この距離が歩行の限界として択

えられているからです。 

 もう一つ、これもアメリカ人のデュエイニー・プ

レイター・ザイバーグという夫婦の建築家の案で

す。アメリカ東海岸のシーサイドとかケントランド

というサステナブル・コミュニティの設計者として

知られています。これは必ずしもトランジットとい

うか公共交通が整備されている訳ではないんで

すけれども、広場とか近隣住区論のようなコミュ

ニティセンターがあって、それから大体 500m ぐら

いの半径でコミュニティをつくるというものです。 

 あともう一つ、アーバンビレッジというものも紹

介されています。これは鉄道がありまして、駅を

中心に開発するというような事例です。こういう

のがイギリスのコンパクト・シティの報告書として

紹介されています。 

私などは、二番目に紹介したデュエイニー・プ

レイター・ザイバーグのつくられたシーサイドとい

うのがコンパクト・シティのイメージと非常に近い

のではないかなと思います。これは敷地規模が

ちょうどアメリカの大きなショッピングモールと同

じサイズです。アメリカ人は非常に歩かない。た

だショッピングモールの大きさだったら歩けるだ

ろう、ショッピングセンターが歩ける限界であろう

ということの考えから、敷地規模なども決めてい

ます。実は、日本なんかと非常に合い通じるよう

な都市構造だと思いますが、こういうところを西

洋人などもコンパクト・シティとして捉えている訳

です。 

このようなコンパクト・シティがなぜ注目された

かの背景ですけれども、まず一つは今後も都市

人口が増加していくということがあります。加え

て、アメリカ型の自動車依存型の低密度都市は

エネルギーを大量に消費するということです。そ

の中でも移動エネルギーが占める割合が非常

に高いので、そういうのはやめようと、ヨーロッパ

やイギリスなどでも考えています。 

あと都市周辺の貴重な緑や自然は当然スプ

ロールが広がると失われていくわけですから、も

ちろんグリーンベルトをつくったお国柄なのでそ

ういうことはやめよう、と。また、都市が環境に与

える負荷は都市の構造と密接な関係があるの

で、環境負荷を低減させるという観点からもコン

パクト・シティを進めよう、ということが背景にあり

ます。これらを踏まえると、都市の持続可能性を

高めていく都市構造はコンパクト・シティが適し

ているという考えがイギリスを中心として、EU な

どの専門家の間ではかなり一般的になっていま

す。 

コンパクト・シティの特徴として、単に物理的

に都市のスケールをコンパクトにするというだけ

ではなく、人間復権の街づくりと、脱自動車など

が実現できることが挙げられます。脱自動車だ

とか、もう少しショッピングモールみたいなもので



  

はなくて、コミュニティ・レベルの商業空間とか、

そういうものの再生にもつながることがあると思

います。それと、あとは経済性だけを追求した都

市づくりではなく、そこで生活する人間が豊かに

なるような、そして環境負荷が低くなるような都

市づくりという点があります。自動車から歩行者

へ、高層住宅から中低層住宅へ、低密度から高

密度へ、豊かな自然を含めた都市アメニティとい

うように都市のあり方を転換することが期待でき

ます。 

◆コンパクト・シティを促進させるプラニ

ング・プリンシパル・ガイダンス 

イギリスでの政策としては具体的にはどういう

展 開 が さ れ て い るか と い い ま す と 、 Planning 

Principle Guidance という、これは中央政府が地

方自治体のデベロップメント・プラン、マスタープ

ランの策定を援助するために各種の方針を策定

しているんですけれども、このPPGの中の３と13

と６において、特にコンパクト・シティ化を促進さ

せるような指針が示されています。特に PPG３と

PPG13 がそうです。 

PPG３というのは住宅に関するガイダンス、13

は交通に関するガイダンス、６はタウンセンター

に関するガイダンスです。PPG３では住宅地を高

密度化しなさいと述べています。基本的に宅地

開発をする上ではグリーンフィールド、これは未

開発地ですが、ではなくてブラウンフィールド、既

存開発地区で実施すべきで、インフィル・デベロ

ップメントをやって密度を高めろと言っていますし、

新たな宅地開発のためのスプロール開発を非

常に戒めています。 

PPG13 というのは交通に関してのガイダンス

で、脱自動車を図っています。脱自動車を図ると

いっても今のニュータウンとかの密度ですと、公

共交通が成立しませんので、公共交通の利用を

促進させるためにも、ある程度駅やバスの停留

所など交通結節点周辺のコンパクト化、高密度

化を図って、公共交通が成立するようにすべき

であることを主張しています。 

PPG６は、タウンセンターで中心市街地を活

性化する上で、中心市街地つまりタウンセンター

を都市の中心にするためにコンパクト・シティが

望ましいというような記述がされていまして、これ

もコンパクト・シティ化を促進しています。 

それでは次に、事例を二つほど紹介します。 

◆ミルトンキーンズ 

ミルトンキーンズというのはイングランドの中

ではニュータウン整備公社が一番最後に解散し、

規模的には最大のニュータウンということで、ニ

ュータウンとしては、最も有名な事例の一つで

す。 

計画自体が策定されたのは 1967 年で、敷地

面積は 8,900ha、イギリス最大の都市ロンドンと

二番目の都市であるバーミンガムのほぼ中間に

位置しています。ロンドンのユーストンという駅

から鉄道で 80km に位置しており、大体特急だと

１時間弱ぐらいで到達できます。 

ミルトンキーンズは、現在においても最も急成

長している都市地域です。自治体別で見ると、

最も人口の伸び率が高いということで、まだ成長

しています。現在 7,000 以上の雇用機関、12 万

4,000 の仕事があります。そして 20 万 7,000 人が

住んでいます。現在の失業率は全労働人口の

２％以下ですが、これはイギリス南東地域－－イ

ギリスの南東地域というのはイギリスの中でも

非常に豊かな地域ですが、それと比べても平均

値の半分ということで、非常にうまくいっているニ

ュータウンです。 

ミルトンキーンズでは多くの開発が既に進ん

でいますが、99 年にはスポーツ、娯楽、商業開

発などが行われて、２億 5,000 万ポンドに及ぶタ

ウンセンター開発が進行中です。毎年 3,000 万

の人たちがミルトンキーンズのショッピング・セン

ターを訪れています。 



  

ミルトンキーンズはニュータウンですので非常

に計画的につくられており、近所の商店街、郵

便局、理髪店、薬局、テイク・アウト・レストランな

ど、生活上必要な店から大体１マイル以内の場

所に住宅があります。逆に言うと、住宅からはそ

ういう所に１マイル以下でアクセスできるというよ

うな状況にあります。値段的には大体、今１ポン

ド200円ぐらいですから、５LDKの住宅が大体 25

万ポンドで 5,000 万ぐらい、４LDK 住宅は大体

15 万ポンド、3,000 万ぐらいで売っています。住

民の通勤距離は大体 50％が３マイル以下なの

で、職住近接がある程度達成できています。公

園が非常に重要な役割を担っており、1,600ha以

上のオープンスペースがあり、これは人口一人

当たりの公共スペースの割合では、イギリスの

中でもトップクラスの自治体になります。 

ミルトンキーンズの 70 年時と 89 年時のマスタ

ープランを比較しても、70 年時は非常に低密度

型の開発で、ミルトンキーンズの有名な格子状

「グリッド」と言われるプランがつくられたのです

が、89 年時のプランではタウンセンターの辺りが

随分と細分化されています。 

これが今つくられている再計画案ではさらに

細分化されています。それで現在策定中の再生

計画は従来よりはるかに高密度化を図っていま

す。これはどうして高密度化かというと、PPG３に

準じているからだそうです。そして徹底したインフ

ィル開発を実施して高密度化を促進しようとして

います。 

あと脱自動車型のヒューマン・スケールの都

心を形成するというコンセプトで街づくりが進め

られています。これはただ、今まで本当に自動

車型で街づくりを進めていたので、どれぐらい実

現できるかというのは疑問ですが、今は低密度

側で規制をかけています。これ以上低い密度で

開発してはいけないという規制を図っているのと、

それからもう一つ、中心部においての駐車違反

の罰金を高くするというソフト政策も検討してい

るようです。この再開発自体はミルトンキーン

ズ・イングリッシュ・パートナーシップとミルトンキ

ーンズ市との共同事業です。都市デザインを担

当しているのはアメリカのランドスケープ会社

EDAW です。 

◆レッチワース 

もう一つ事例として紹介させていただきたい

のはレッチワースです。1906 年と、随分昔につく

られた町なので、何を今さらというところがあると

思いますけれども、コンパクト・シティとしていい

モデルだとイギリスでも認識されているので、紹

介させていただきます。 

レッチワースはエベネザー・ハワードが田園

都市のコンセプトを初めて具体化した街です。ロ

ンドンからレッチワースに行くにはキングス・クロ

ス駅からケンブリッジ行きの電車に乗るのです

が、約 30 分ほどかかります。 

ハワードが田園都市に関する著書「明日の田

園都市」の初版を上梓したのが 1898 年です。街

づくりを実施するための田園都市株式会社が設

立されたのが 1903 年で、レッチワースのマスタ

ープランを作成したのが 1908 年ですから、非常

に短期間でつくったことになります。コンセプトは

「都市と農村の結婚」です。当時のロンドンを始

めとする大都市は失業と貧困が蔓延し、生活環

境が不衛生で劣悪でした。そのような状況を改

善するために田園都市に呈示されたものは、単

なる新しく開発される都市像だけではなく、都市

経営とか土地保有制度、税制までも視野に入れ

た新たなる社会像でした。 

このレッチワースというか、エベネザー・ハワ

ードの田園都市はイギリスのニュータウンのコン

セプトと非常にリンクしていまして、ある意味でハ

ワードがニュータウンの父親と位置付けてもい

いぐらい、イギリスの都市計画に影響を与えた

事例です。 



  

今、注目されているのは 100 周年ということも

ありますが、95 年に設立されたレッチワースの

田園都市財団が非常にうまく機能しているから

です。それまでは、実はこの田園都市公社を民

間にしてしまえとか、解散させる効力を有する 70

年の地方自治法の例外適用を受けたりとか、い

ろいろ紆余曲折があったのですが、95 年にこの

田園都市財団が設立されて以来、相当街づくり、

特に中心市街地の再生などに成功してまして、

そういう意味でも、今一つの good practice として

参考にされているのです。 

レッチワースは、レイモンド・アンウィンとバリ

ー・パーカーという非常に卓越した都市計画家

がつくったため、この計画が非常にいいことが特

徴です。職住近接といったコンセプトは、これは

ハワードが随分強調していたのですけれども、

あまり実現はされませんでした。ただし、都市を

取り巻くグリーンベルトとか中心市街地と住宅地

を結ぶ歩行者ネットワークなどは現在でも健在

です。 

田園都市というコンセプトは歪曲されて、世界

中に伝搬されて、田園都市よりは田園郊外と呼

ぶべきものになってしまっていますが、本家本元

のレッチワースはコンパクト・シティの概念をうま

く具体化した事例であると思います。 

また、レッチワースを誤解している人がちょっ

と多くて、特に賃貸都市に関しての誤解が多い

のです。確かに、当初は、定期借地権的なリー

スホールドの賃貸都市ということで展開していた

のですが、現状ではもうほとんどの住宅が所有

権付きのフリーホールドになっています。賃貸都

市を一つの都市の理想像というふうに捉えられ

る方も多いと思いますが、レッチワースは実はも

うそうではないのです。 

もう一つ、レッチワース自体は自治体ではなく

て行政的にはノースハートフォードシャー郡の中

の一つのコミュニティにしかすぎないので、そう

いう意味でこの田園都市ヘリテイジ財団というの

も自治体ではなくて住民組織です。このレッチワ

ース田園都市財団はホームアソシエーションの

ように機能していまして、今まで住宅を賃貸して

いた時は大家だったので、家賃収入は地元に還

元するような投資をしていたのですが、今は商

業用地、工業用地しか土地を持っていません。

ただし、依然としてこれらの土地から得られる賃

貸料は全てコミュニティに還元しているということ

で、ある意味ではエコマネーみたいなシステム

がレッチワースでは展開されています。通常、商

業用地とか企業の事業所税などは自治体とか

国とかに集められ、そして再配分されるのです

が、レッチワースは少なくとも商業、工業の賃貸

料がレッチワース内に留まるわけです。そのお

金を中心市街地に再投資して、それが中心市街

地の活性化に結び付いた、ということで、私が話

を聞いたヘリテイジ協会事務局長であるケニー・

スチュワートさんは、そこがレッチワースの非常

に優れているところだというふうに言ってました。 

また、エコマネー的なアプローチも参考になる

と思います。スチュワートさんは「日本やアメリカ、

韓国にも『田園都市』的な住宅地が建設されて

いるけれども、田園都市の要とも言える開発利

益還元という考え方を理解していない」と言って

いたのですが、そういう点はあると思います。同

財団はデザインガイドラインを作成するなど、レ

ッチワースのアメニティ改善のためにもいろいろ

な活動を行っています。現在、レッチワースには

約１万 3,000 世帯、３万人強が住んでます。 

レッチワースは都市の環境に対する負荷を低

減させる必要性が高まる中、環境低負荷型都市

のプロトタイプとして最近注目されています。ハ

ワード自体、100 年前ですけれども、環境低負荷

型都市の要素が彼のコンセプトの中に相当入っ

ており、物理移動なんかも輸送移動距離を通常

なるべく削減しろ、あまり物流を移動させるなと



  

いうようなことを記していますし、緑地配置など

に関しても非常に充実している緑地を配置すべ

きであるというふうに述べています。そして実は

リサイクルなんかにも言及しており、「リサイクル

は廃棄物という観点からではなくて、リサイクル

することによって農民が豊かになる」という観点

で推奨しています。その結果、街の塵芥は鉄道

輸送やその他のお金のかかる仲介による高い

費用をかけずに、土壌に還元されその肥沃性を

増加する、ということを言っています。 

人口に関しても約３万人と都市規模のスケー

ルを規定していますし、敷地割りなども間口は

6.6m 奥行きは約 40m という標準サイズの敷地を

提案しています。開発利益も非常に強調してお

り、この土地でのいかなる開発利益もこのコミュ

ニティに還元されるべきであるというふうにして

います。土地所有はリースがいいとも言及して

います。100 年前に書いた本の中身とは思えな

いぐらい現在でも通じるアイデアが含まれていま

す。そもそもハワードの考え自体が相当環境低

負荷型都市的であったと捉えることができます。 

現在のレッチワースは、土地はリースホール

ドからフリーホールドになったりして、ハワードが

考えたほどは環境低負荷型ではないですが、そ

れでも多くの環境低負荷型の要素が含まれてい

ます。例えば、自転車、歩行者の道路ネットワー

クが整備されています。今でも特に自転車道路

はヘリテイジ財団が積極的にお金を投資してい

ますので、充実した自転車道路ネットワークが

整備中です。また、グリーンベルトが確実に確保

されています。それから活力のある中心市街地、

それと土地のリース代は地元に還元するシステ

ムや豊かな都市景観など、現在のレッチワース

は、今後の住宅地像を考えるうえでも相当に参

考になる点が多いと思われます。 

 

 

◆フランス 

次はフランスに関して最近の動向をお話しさ

せていただきます。 

フランスも今、結構大きな変革期にあります。

まず一つ、都市行政システムが非常に大きく変

わりつつあります。ご存じのようにフランスは中

央集権的な体制を持っていましたが、1982 年に

ロカード法というのを制定しました。このロカード

法というのは別名分権化法と言われるような法

律で、従来中央政府が有していた多くの権限を

地方自治体へと移譲させたものです。現在では

この分権化が行きすぎたとして広域行政体をつ

くる動きが見られます。 

この分権化法で中央政府が持っていた権限

が相当、地方自治体に移譲されたのですが、そ

の中でも特に、都市計画マスタープランをつくる

という権限を地方自治体に譲ることに対しては、

中央政府が極めて強く抵抗しました。フランスで

はニュータウンは遅蒔きながら 1960 年代後半か

らつくり始めるんですけれども、それなども本当

に住民参加の「じ」の字もないくらい、中央政府

主体でやってきたという経緯があります。 

それが分権化法で随分変わってしまいました。

ただ、この分権化法もちょっと行きすぎて、これ

を是正しよう、というのが今の状況です。それで

いろいろ政策なども打ち出しています。フランス

は３万 6,000 の市町村があります。これが余りに

も多いということで、今、中央政府は広域自治体

である CA を増やして行きたいというふうに考え

ています。ただCA というのは選挙で長を決める

組織なので、これが強くなると既存の市町村は

いろいろ力を失うことになるため、何とか避けよ

うとしています。フランス人というのは非常に自

分の土地に愛着を持つので、この CA みたいな

もので広域行政に力を与えることは大きな改革

であり、そのため抵抗も強いのです。これがどう

なるのかはまだ現段階では分からないですが、



  

そういう方向性で国が動いています。 

具体的にこの CA の動きを見る上では、やは

り、ニュータウンの解体というのが事例として分

かりやすいと思います。ただニュータウン自体が

解体するわけではもちろんなくて、ニュータウン

整備公社（EPA）が解散するということです。解

散するとどうなるかというと、ニュータウンの「ニ

ュー」というステータスがなくなる。それ以降は通

常の街、自治体になるわけです。これもイギリス

とちょっと似たような状況でいまして、パリには五

つニュータウンがあるのですが、この EPA が解

散させられています。ただし、他に先行して EPA 

を 2000 年に解散したエブリーは、まだ未完の工

事とかが多く問題も多く残っています。フランス

の EPA も土地を保有していましたので、その土

地を誰が管理するのかが決まっていない、とい

う問題もあります。今はパリ市が暫定的に管理

しているのですけれども、長期的には全然展望

がないというような状況で、そういう意味ではな

かなか混乱状況にあります。 

解散をなぜするのかというのは、EPA をつく

った法律が 30 年の時限立法で、ちょうどエブリ

ーの場合は 1970 年につくられたから 2000 年で

すけれども、サン・カンタン・アン・イブリンヌとセ

ルジー・ポントワーズは 2002 年に切れます。法

律が規定しているので忠実に従っているだけと

いうことが一つあると思いますが、もう一つはニ

ュータウンの過度の優遇が挙げられます。ニュ

ータウンのステータスを持っていますと、中央政

府の補助金がくるなど、相当優遇されています。

そして、開発から 30 年経ってそういうふうに優遇

されているのはおかしいのではないか、という他

の自治体等のつっこみもあって、結局解散する

という方向にあります。ただ、未だ、ある意味で

は完成からほど遠いニュータウンもあり、これら

の将来は期待よりも不安のほうが多いのではな

いか、と思われます。 

以後、フランスの九つのニュータウンのうち、

パリのニュータウンを中心に紹介させていただき

ます。 

◆セルジー・ポントワーズ 

セルジー・ポントワーズはパリの北西部 30km

の距離に位置しています。1969 年に整備公社

ができて、広域地域連合体は 71 年に設立され

ています。30 年が経過した今日、ニュータウン解

散もある意味では成熟期に達しつつあります。

人口は 98 年時点で 19 万人、雇用者数は８万人。

ヴァル・ド・オイセ県に属し、11 の自治体から構

成された面積は 80 平方 km で、相当大きなニュ

ータウンです。 

人口数、雇用者数、住宅数の増加率と、みな

伸びていますが、雇用者数が人口より高い増加

率で伸びているというのが特徴の一つです。住

宅を供給するだけでなく、雇用も創出することに

成功しています。ただ面積規模が大きいので、

なかなかベッドタウンというようにもならない、と

いう点がフランスのニュータウンの特徴ではある

と思います。 

土地利用では、大きくセルジーという所とポン

トワーズという二つに分かれておりまして、街の

中心はセルジーのほうにあります。鉄道の路線

が延伸するごとに駅前の中心を開発していくと

いう、ちょっと田園都市線みたいな開発のパター

ンをとっておりまして、ニュータウン整備公社は

解散しますが、今でも鉄道の延伸計画はあり、

新たな駅を中心とした開発をしなくてはいけない

という、都市側から見た開発ニーズはまだありま

す。 

他のニュータウンもそうなのですけれども、パ

リのニュータウンは計画のための目標を非常に

過剰に見積もってしまっておりまして、65 年に計

画を立てた時には 50 万人の人口目標を設定し

ていたわけです。それが計画修正して 40 万人、

そして現在の計画では 25 万人ということですか



  

ら、当初に比べて半分ほど人口計画目標が下

がっています。 

これは計画時に比べてはるかに低くなった出

生率の予測を見誤ったことと、オイルショックな

どによって移民などの流入が減った、社会増も

減った、ということで随分人口が減っています。

今はもう 19 万人なので、現在の計画が妥当な

のではないかと思われます。 

住宅に関しても毎年 1,000 戸以上の新しい住

宅が建設されており、そのうち半分が分譲、半

分が賃貸になっています。後者のうち、毎年つく

られる住宅のうち 250～300 戸が低所得者向け

になっているということで、住宅供給面において

公的主体も結構参画しています。人々の足に関

しては、開発当初はパリと結ばれる高速道路が

なかなか建設されなかったという問題があった

のですけれども、現在では道路ネットワークは充

実しています。また、鉄道も RER、これは郊外鉄

道なのですけれども、A線とC線、二つの線が通

じているのでパリへのアクセスは相当便利にな

っています。 

ただセルジー・ポントワーズにはいくつかの課

題があります。このパリのニュータウン整備公社

も土地を売ってなんぼなので、やはり工業団地

みたいな所で新たな雇用の創出が重要で、外国

の企業を誘致することが非常に魅力的ですが、

この企業誘致のマーケティングがうまくいってい

ないのが課題です。逆に西側にあるサン・カンタ

ン・アン・イブリンヌというのが企業誘致のマーケ

ティングがうまくいったニュータウンで、そういう

意味ではニュータウンの事業収支も非常にいい

のですが、セルジー・ポントワーズはその点が駄

目なのです。五つのニュータウンの中でもエブリ

ーとセルジー・ポントワーズが先行して開発され

ているので人口は定着しているのですが、３M と

ブリティッシュ・ペトロリウムぐらいしか名の知れ

た国際企業が来ていないのです。大規模な国際

企業は地元の企業を多く誘致しますが、セルジ

ー・ポントワーズではそのような展開がみられて

いないことが非常に難しい点です。 

あともう一つ、結構初期の開発なため、あまり

ヒューマン・スケールではない開発が行われて

いまして、治安上の点などから悪いイメージが定

着しているのも問題です。状況を改善するため

にワン・ストップで行政手続きができるように

SAN、広域連合体という組織で対応するようにし

ています。 

ただし、大学の誘致にはこのニュータウンは

成功していて、短大レベルからちゃんとした工科

大学まで多くの大学を誘致しています。それな

ので今、大学の中心に駅を新たに整備するよう

に計画して、その大学と付近との産学連携が図

れるような企業団地をつくるなどして、打開策を

模索しているというような状況です。 

セルジー・ポントワーズの EPA というのは今

年の 12 月 31 日にもう解散することが決定してい

ます。これは開発から 20 年以上も経過すればニ

ュータウンではなくてもう普通のタウンということ

で、特別な整備公社は不要であるというのがそ

の大きな理由です。しかし先ほど言いましたよう

に鉄道の延伸計画自体がありますので、また新

たに駅がつくられるわけですから、そういう意味

でこれを誰が将来計画、開発に責任を持つかと

いうところが全く不透明です。EPA の人たちに相

談してもセルジー・ポントワーズの将来よりも自

分たちの将来が心配なので、日本でそういう都

市計画の仕事はないか？みたいなリスポンスを

受けるような状況で、非常に将来が見えていま

せん。 

◆マルヌ・ラ・ヴァレ 

セルジー・ポントワーズとは逆に、後から開発

されたマルヌ・ラ・ヴァレを次に紹介します。土地

利用なのですが、マルヌ・ラ・ヴァレは RER という

郊外鉄道と、高速道路が走っていて、この東西



  

の公共交通機関が都市軸として位置付けられ

ています。 

マルヌ・ラ・ヴァレというのは開発時期によっ

て四つのセクターに分かれており、セクター１が

ノワジー・ル・グランという所、セクター３とセクタ

ー４というのは新しい開発なのですが、このセク

ター４のど真ん中にあるのがユーロディズニーラ

ンドです。通常ニュータウンは一つの整備公社し

かないですが、マルヌ・ラ・ヴァレだけ例外的に

二つ整備公社があり、ユーロディズニーランドの

ためにユーロディズニーランド用の整備公社を

敢えてつくっています。そういう意味ではディズ

ニーランドに随分媚びた都市政策をとってきまし

た。 

マルヌ・ラ・ヴァレは非常に大きくてセイネ・エ・

マルネ、セイネ・セイント・デニス、ヴァル・デ・マ

ルネの３県にまたがる 26 の自治体で構成されて

います。面積は１万 5,000ha ですから、先ほどセ

ルジー・ポントワーズが大きいと言いましたけれ

ども、さらにその２倍近く、総人口 25 万人を抱え

る大都市圏に整備された最も規模が大きいニュ

ータウンです。パリに近いノワジー地区から東端

のユーロディズニーランドまでの距離は 20km で

す。計画当初から 30 年間で居住人口は３倍、就

業人口に関しては５倍以上に増加しています。 

1970 年時の最初の計画ではユーロディズニ

ーランドがある地区は含まれておらず、ノワジー

地区、ノワジー・ル・グランとバル・モーヴュエの

みがニュータウンとして指定を受けました。ただ

83 年のロカード法制定の１年後にマルヌ・ラ・ヴ

ァレのセクター３、ブッシー・サン・ジョルジュとセ

クター４、ユーロディズニーランドがある地区が

ニュータウンに組み入れられることになります。 

セクター４には TGV の駅もありまして、ブリュ

ッセルとかロンドンなどとも鉄道で結ばれる拠点

になっています。セクター４は、まだ随分と開発

余地が残っている地区です。 

マルヌ・ラ・ヴァレの現状の特徴ですが、90 年

から99年にかけてパリの大都市圏において最も

人口が増加した自治体がマルヌ・ラ・ヴァレにあ

るビュシー・サン・ジョルジュという自治体でした。

今でも非常に開発余力があります。90 年度でも

住宅が 2,600 戸、業務スペースで２万平方 m、工

業用地 25ha が新たに開発されています。マル

ヌ・ラ・ヴァレは現状においても依然として開発エ

ネルギーが満ち溢れており、まだ多くの開発事

業、都市開発事業が残っているので、この EPA

はまだ解散の予定はなく、存続していくことにな

っています。 

マルヌ・ラ・ヴァレは、パリ南部にあるセナー

ルというニュータウンとともに、EPA がまだ存続

するのですが、他のニュータウンの EPA は

2002 年、今年の 12 月で全て解散決定になって

います。 

 

◆ドイツ（旧東ドイツを中心に） 

ドイツの中でも旧東ドイツの都市、特にライプ

ツィヒに関して説明したいと思います。 

その前にドイツの都市の概要を紹介すると、

ドイツは非常に都市化が進んでいる国で、３人

に１人が人口 10 万人以上の 84 の都市に居住し

ています。ドイツにおいて最大の都市は新首都

であるベルリンで、340 万人の人口を擁していま

す。パリが 594 万人、ロンドンが 595 万人と考え

ると、遜色のない大都市であると思います。ベル

リンに次いで大きな都市はハンブルグでミュンヘ

ン、ケルンと続きます。ハンブルグでも人口 100

万ちょっとぐらいなので、ベルリンを除くとあまり

大きな都市はありません。旧東ドイツの都市とし

てはドレスデン、ライプツィヒが大きな都市です

が、ドイツ全体では14番目、15番目になります。 

東西ドイツの併合というのは 1990 年 10 月 23

日基本法第 23 条に基づいて合併が決定されま

した。新たに復活したのは旧東ドイツの５州で、



  

ブランデンブルク、メクレンブルク・フォアポンメ

ルン、ザクセン、ザクセン・アンハルト、チューリ

ンゲン州です。首都はベルリンと定められました。

ベルリンは都市州なので、ベルリンを入れると６

州ということになります。 

旧東ドイツの人口は約 1,400 万人、これは全

ドイツの人口の約 14％に当たります。ドイツの人

口は大体 8,200 万人ぐらいなので、そういう意味

では旧東ドイツの人口の占める割合というのは

低いということが言えると思います。 

東西の生活水準の格差は未だ大きくて、東の

失業率も依然として高いことがあります。ただ生

活水準の格差は大きいのですが、東西のドイツ

を併合した際に為替レートを１：１にしました。東

ドイツの人たちは、今まで為替レート的には全然

価値がなかった自分達の貨幣が急にドイツマル

クと同じになり、ある意味で成金的にお金持ちに

なりました。そのせいか、旧東ドイツの都市に行

くと、結構ベンツとかBMWがいっぱいあるんです。

これは最初不思議でしょうがなかったのですが、

そういう理由があったのです。職はないし生活水

準自体あまりよくないんですけれども、お金はあ

るので、旧西ドイツがつくるいい車も買えるので

す。 

旧東ドイツが抱える都市問題なのですけれど

も、大きく六つほどあると思います。まず一つは

マクロレベルでの人の流出で、これは都市問題

というか、旧東ドイツの地域全体の問題ではあ

るんですけれども、東ドイツから西ドイツへ人が

どんどん流出しています。特に若い女性と大卒

が流出しています。旧東ドイツには結構いい大

学があるのですが、大卒の人がやるような仕事

はほとんどないので、みなミュンヘンとかフランク

フルトへ行ってしまうのです。 

もう一つ、ミクロレベルでの人の流出ですが、

これは都心から郊外に人が出ていっています。

ドイツは郊外開発規制がしっかりしている国で有

名ですが、旧東ドイツは実は、うまくいっていな

い。それが大きな問題になっています。 

あと住宅問題。社会主義時代に随分劣悪な

住宅をいっぱいつくってしまっています。これは

旧東ドイツの国民が怒りを爆発させた真の原因

であると言われています。この問題が依然解決

されていません。 

土地所有権の問題については、あとで詳しく

説明します。 

それから F プランの失敗、ドイツが誇る都市

計画制度である F プランが旧東ドイツではうまく

行かなかったことがあります。これはどんなにい

い制度を持っていても運用する人がしっかりして

ないと成果は出ないという一つの例だと思いま

す。 

あと産業構造の変化が起きています。旧東ド

イツは今までは工業が中心だった都市が多かっ

たのです。そのため産業変化と都市開発という

課題があります。 

ドイツが抱える現在の都市問題としては、旧

東ドイツと旧西ドイツで大きく異なっています。特

に伝統的な産業の集積がなくて、鉄鋼などの産

業しかなかった都市は衰退が著しいのです。ラ

イプツィヒとかはまだ問題はそれほどひどくあり

ません。ライプツィヒも実は人口が相当流出して

いるのですが、ケムニッツ、コットブスとか、そう

いう工業都市はさらにひどい状況になっていま

す。 

それともう一つ、先ほど挙げたミクロレベルの

問題ですけれども、ミクロレベルとして都心から

郊外へ大分人が移動しています。ドイツは F プラ

ンという厳しい土地利用規制があり、ドイツが合

併してこの F プランを旧東ドイツ側の都市が急遽

策定するようになった時に、あまり考慮しないで

プランをつくってしまいました。プランはやはり配

慮とか考慮があって初めて生きるものです。旧

東ドイツのライプツィヒやドレスデンの都市計画



  

課の職員も皆、今は後悔していますが、後悔先

に立たずということで現状はもう郊外化が進んで

しまっています。 

もう一つは、もちろん F プランの郊外規制がし

っかりされていなかったということもあります。持

ち家保証みたいな制度もあったのですが、これ

も人々がどんどん都心から郊外へ移動したこと

を促進した理由の一つになっています。家の値

段は都心に比べて郊外は全然安いので、持ち

家補助制度が郊外化をさらに促進させてしまっ

たと言われています。 

これによって旧都心が非常に衰退していて、

ライプツィヒのような伝統型の都市の都心はまだ

活力があるのですけれども、ケムニッツとかそう

いう工業都市の都心は本当に閑古鳥が鳴いて

いるようなまずい状況になっています。 

この旧東ドイツの郊外化なのですけれども、

進み方も相当問題があって、旧東ドイツは壁が

崩壊してすぐに郊外化が進んだわけです。それ

が、おそろしく速いスピードで、他の先進国でも

おそらく見たことがないほどの極端なスピードで

郊外化が進んでいきました。通常、郊外化はゆ

っくりと段階的に進んでいくものです。これは日

本でもそうでしょうし、西ドイツでも 1970 年代ぐら

いから郊外化は顕著になったんですけれども、

それでも現状のようになるのに 30 年近くかかっ

ています。 

通常は郊外の大型ショッピングセンターが立

地しても既存の活力ある商店街と競合しなくて

はいけないということで、大型ショッピングセンタ

ーといえども、商圏の顧客をみな奪えるかという

とそんなに甘いものではありません。それで商

店街は時間をかけて大型の郊外ショッピングセ

ンターに対抗する戦略等を策定することができ

たのですが、旧東ドイツはこれができませんでし

た。 

この理由としては郊外化が一挙に進んだとい

うのと、併合直後の旧東ドイツの人たちは、F プ

ランのことはある意味で我々日本人よりも知らな

かったわけですから、急にこの F プランという土

地利用計画をつくれ、と言われてもつくれなかっ

たわけです。そこで実は西側のデベロッパーと

組んだ都市計画コンサルタントがデベロッパー

に都合がいいような F プランをつくってしまった、

というのが実状でした。そういう背景のもと郊外

化は、どんどん進んでいきました。 

あともう一つ付け加えたいのは、やはり社会

主義だったので、都心の商店経営者がショッピ

ングセンターみたいなものに競合できるような知

恵とかエネルギーとか、そういう危機意識を持っ

ていませんでした。商店街の人たちも急に市場

経済の中に放り込まれたわけですが、それで相

当商売が難しくなり、余裕がない状況であったの

で、郊外に新しくできたショッピングセンターに対

抗するだけの能力も時間もなかった、ことがある

と思います。 

そのような弊害、問題点に気付いた現在では、

もう既に郊外ショッピングセンターに通うことが生

活習慣になってしまっているので、もはや都心に

買い物に行くことはない、というような状況にま

でなっています。旧西ドイツにおいて立地規制が

行われたショッピングセンターが旧東ドイツにお

いて多く立地できたというのは、決して経済的に

そういうポテンシャルがあったというわけではなく

て、旧西ドイツにおける厳しい土地利用規制な

どがまだつくられていない旧東ドイツに抜け駆け

のように多くのショッピングセンターの業者が進

出したからです。これは実際にドイツにおいて、

旧東ドイツと旧西ドイツでショッピングセンターの

立地数を見ますと、90 年代はもうはるかに東の

ほうが数が多い。もちろん今までショッピングセ

ンターが全く無かったというところはもちろんある

と思いますけれども、人口比が 17：83 ということ

を考えたりしますと、やはりドイツはそういう郊外



  

型の開発が厳しいと言われていますが、旧東ド

イツは全然厳しくなかったというような状況であ

った。まさにアメリカ的な、ショッピングセンター

が郊外に立地したりしています。旧東ドイツだと

こういう開発が行われてしまっています。 

次に住宅問題ですけれども、住宅問題の一

つとして最近、人口構成が極端に変化している

ことがあります。人口構成が極端に変化してい

るというのは、少子化的な現象が起きているとい

うことです。あともう一つは旧東ドイツの都市で

は 100 万戸が空室です。人口が 1,400 万人しか

ない中で 100 万戸が空室である、というような非

常に空室が多い状態になっています。旧西ドイ

ツはそもそも非常に空室が少ない国で、ミュンヘ

ンとシュツットガルトは若干アパートメントにも空

室があるんですが、他の都市ではほとんど空室

がない状況なのです。そういうことを考えると100

万戸というのは非常に多く、ライプツィヒには、通

り沿いのアパートメントが全て空室の通りもあり

ます。このアパートメントは 10 階建てぐらいの高

層マンションみたいなイメージです。ライプツィヒ

にはまだ都心に歴史建造物があるので救いよう

があるんですけれども、先ほどから言っているよ

うなケムニッツとかコットバスなどの工業都市は

郊外化の影響を受けて都心はほぼ絶滅と言っ

ていいような状況にあります。 

改善策として中央政府は新しいプログラムを

つくって、こういう状況を改善しようとしています。

空室は 1960 年代以降の社会主義時代につくら

れたアパートがほとんどです。従って連邦政府

はこれら 1960 年と 70 年につくられたアパートを

壊す政策を策定しました。これはインテリジェン

ト・シュリンキングと名付けられたプログラムです。

これは「賢い縮小」みたいな意味で、シュリンキ

ング・ポリシーというふうにドイツの人々は言って

います。これは括弧書きで、実際の政府の文書

ではこのシュリンキング・ポリシーという言葉は

出てこないんですけれども、実態的にはシュリン

キング・ポリシーと言って、都市を縮小化させて

いこうというような政策を今打ち出しています。 

知り合いのベルリン工科大学の都市計画の

助教授に話を聞いたところ、「ドイツ人はいろい

ろ問題はあるかもしれないけれども、インテリジ

ェント・シュリンキング・ポリシーをつくるというの

は都市計画的には非常に賢明だ」というようなこ

とを言って、私もなるほどと思ったのですが、ドイ

ツの都市はもう成長する可能性がないと－－ドイ

ツ全体ではないのですが、旧東ドイツの都市と、

それからルール地方の都市はほとんど成長する

可能性がなく、これからは縮小していくといった

事実を認識して都市を再編成し、そして歴史建

造物を維持させていくための政策を打ち出した

所は極めて分析的で、クールで、流石だと思い

ます。 

もう一つの課題として、所有権政策の遺恨と

いうことがあります。土地所有に関しての問題な

のですが、先ほど東西マルクの交換率を１：１に

したという東に媚びた前コール首相の政策の説

明をしましたが、西にも媚びた政策をとっていま

す。これはどういうことかというと、東ドイツの全

ての土地・建物をオリジナルオーナー、すなわち、

第二次世界大戦以前のオリジナルオーナーに

戻すという政策です。 

ただ、実はこれが非常に問題が多い政策でし

て、例えばベルリンのオフィスタワー、100年ほど

前に建てられたものがあるんですけれども、これ

はユダヤ人が以前は所有していました。しかし

30 年代にナチスにとられて所有が移って、45 年

にロシアが入ってきたあとは国家所有になりまし

た。この建物の真の所有者は誰か、これを決め

るのは実は大変なのです。ライプツィヒなどの都

心の土地なんかですと、96 件もが「私が地主で

ある」というふうに訴えてきた事例もあるようで、

そうすると本当に裁判で時間がかかるわけで



  

す。 

これが都心の都市計画にどういうような悪影

響を及ぼすかというと、都心の土地というのは非

常に錯綜して複雑であるので、誰が所有権を有

しているのかを決めるのに非常に時間がかかり

ます。今もなかなか決まっていないんですけれど

も、そうすると下手にここの都心の土地に投資を

してしまうと、土地が没収される場合もあり得る

ということで、投資がされない。投資が敬遠され

ます。自分のお金なのでそこにお金を投資する

上で、誰が所有者であるかも分からない土地と

いうのは誰でも敬遠すると思います。そういうふ

うに都心において土地に対しての投資がされま

せんでした。その間にショッピングセンターが郊

外にどんどんできる。住宅なども郊外にできる。

これはライプツィヒのところでちょっとだけ説明し

ますけれども、中心都市の自治体の面積は広く

ないので、郊外の自治体が積極的に住宅を開

発してしまうと、それを母都市がコントロールす

ることができないんです。ライプツィヒは結果的

に周辺の自治体をライプツィヒに無理矢理合併

させてしまって、解決したんですけれども、通常

は郊外開発がなかなか規制できていません。あ

とはこの所有権の政策の遺恨というような状況

があるので、都心開発政策は後手を踏むことに

なります。 

F プランは旧西ドイツにおいては非常にうまく

機能したんですけれども、旧東ドイツにおいては

うまく行きませんでした。これは一つには旧東ド

イツ側には専門性がなかった。いきなり F プラン

で都市計画をつくれ、と言われてもなかなかすぐ

にはできないということがあったということです。

そこら辺に乗じて都市計画コンサルとかデベロッ

パーが入ってきて、代わりに彼らが都合がいい

ものをつくってしまったという問題もあります。 

もう一点はF プランを策定した1992年頃、多く

の人が旧東ドイツの都市の将来を非常に楽観

的に捉えていたわけです。どちらかと言うと冷静

なドイツ人も、さすがに東ドイツが戻ってくるとい

うことで相当過大なる成長予測をしてしまったこ

とがありまして、結果的に都市は成長しないにも

かかわらず、計画だけは非常に拡張するという

ことを前提としたので、それも郊外化を進めた理

由の一つであると言われています。 

あともう一つ、産業構造の変化と都市開発で、

これはどこの都市でも遭遇していることですけれ

ども、やはり社会主義から急に資本主義に移行

したので、産業構造の変化というのはより劇的

であるということで、特に製造業の工場跡地とか

操車場跡地などのブラウンフィールドの再開発

の必要性が高まっています。これを受けてブラ

ウンフィールドを核とした都心再生プロジェクトが

いくつかの都市で展開しています。 

◆ライプツィヒ 

ライプツィヒは、ベルリンから大体 100km ぐら

いの距離です。ベルリン・ライプツィヒ・ドレスデン

が旧東ドイツの三つの大きな都市です。ライプツ

ィヒは基本的には古い商工業者の街で非常に

歴史がある都市です。鉄道と高速道路でドレス

デン、ベルリンと結ばれています。工業の密集

地帯でもあるということで東ドイツが西ドイツに合

併する時はライプツィヒはヨーロッパで最も環境

汚染された都市と言われていました。石炭が中

心ですが、工業都市です。春、秋に年二回国際

見本市が旧東ドイツの時代から開かれていて、

メッセの街として有名です。15 世紀以来の大学

都市です。由緒ある歴史的な建物も多く残って

います。 

1945 年４月、アメリカ軍によって解放、以降、

ソ連の占領下に入ります。49 年に東ドイツが成

立、国際見本市も復活します。65 年には音楽の

都、大学都市としてドイツ共和国の中で、旧東ド

イツの中でベルリンに次ぐ位置を占めます。90

年には東西ドイツが統合されるんですけれども、



  

そのきっかけとなったのはライプツィヒの住宅問

題でした。社会主義時代につくられたライプツィ

ヒの住宅が余りにも劣悪であるので、そこでライ

プツィヒの住民が怒って暴動を起こしたというの

が東西ドイツ統合の直接的なきっかけになった

と言われています。 

都市問題としては、産業が衰退していること。

それと劣悪な住宅環境、郊外化、環境汚染問題、

あとはバブル的投資等の破裂、この五つが挙げ

られると思います。 

環境汚染問題に関してですが、東西ドイツが

併合された時点では、ライプツィヒはドイツだけ

でなくヨーロッパの中でも最も汚染された都市で

あったということです。そのため、工場跡地や鉱

山跡地に関しては、土壌改良を含めた多くの環

境改善をしなくてはならない状況にあります。 

バブル的投資等の破裂に関しては、ライプツ

ィヒの第二次世界大戦以前の栄華、フランクフ

ルトのような都市よりも文化とか芸術の中心で

ありましたので、そういう意味でドイツ人がプライ

ドを持てる旧都市、伝統的な都市であったという

ことがあると思います。そういう歴史があったの

で、逆に旧東ドイツでライプツィヒが最も投資効

果があるだろうと思われて非常に多くの投資が

されましたが、その期待は実態からはかけ離れ

たものでした。 

ちなみにこれはベルリンでも全く同じ現象が

起きているのですが、ライプツィヒ、ベルリンは西

側の人たちに非常に大きな期待を抱かせたので

す。ライプツィヒ自身はこの 40 年間、1945 年から

1990 年まで全く投資がされていなかったわけで

す。にもかかわらず東西ドイツが合併した最初

の年の 1991 年には 140 億ドイツマルクのお金が

投資されました。それは非常に過剰な期待がも

たらした投資であって、実態は反映していません

でした。そのために需要が伴わない開発が多く

なされて、その結果テナント代だけが高い商業

施設、事務所などが増えてしまいました。これは

まさにベルリンも同じ状況です。 

あと住宅改修の補助政策というのが、これは

旧東ドイツ全般で行われたのですが、ライプツィ

ヒでも行われて、この失敗が都心開発の妨げに

もなっています。89 年のライプツィヒにおけるア

パートの総戸数は 26 万戸です。世帯数が 26.5

万戸だったので数字だけ見れば住宅問題はそ

んなに生じないはずです。ただ現実はそれらの

アパートの多くは投資がなされていなかったので、

その 26 万戸のうち 20 万戸が根本的な改修やリ

ノベーションが必要な状況であったのです。衛生

状況が非常に悪くて、周辺の公共空間も非常に

悪い状態にありました。 

連邦政府はその結果、住宅に投資した金額

は税金の申告所得から 50％控除できるというよ

うな制度を設けます。その当時ドイツは既にスウ

ェーデンよりも税金が高かったので、旧西ドイツ

の人たちは節税を目的として旧東ドイツの住宅

に積極的に投資をします。投資をすればする分

だけ、その投資した分だけでなくて実際の税金

が控除できるということで、税控除額のほうが投

資額より多いような例もあったそうです。 

このような投資がされたのですが、その結果、

改修されたり、つくられた住宅は価格が高くて、

一般的な住民には手が届かないものになってし

まいました。これは、税控除が目的での投資で

あったため、テナントが入らなくても構わなかっ

たからです。                               

これに加えて、都心ではなくて郊外へ開発が

進んだことは、ライプツィヒの都心の空洞化に拍

車をかけます。1930 年には人口が 73 万人あっ

たんですけれども、89 年には 53 万人まで減少し

ています。東西ドイツが併合されてから減少スピ

ードはさらに加速して、2000 年には 44 万人まで

になっています。これは周辺の自治体がライプ

ツィヒの都心空洞化への配慮など一切しないで



  

土地利用計画を策定して住宅開発や商業開発

をしたためです。もちろん周辺の自治体も旧東ド

イツの自治体ですので、都市計画で他の都市や

母都市を配慮するというのは一切ないわけです。

周辺の自治体がそれぞれ自分勝手な計画をし

たためにライプツィヒは非常にダメージを受けま

す。そのような事態を改善するために、ザクセン

州は周辺自治体をライプツィヒ市に 2001 年に合

併してしまいました。 

これは自治体の権利がすこぶる強いドイツに

おいて、自治体の権利を奪うために合併する、

という手法はたまに用いられるのですが、そうい

うことをやりました。ライプツィヒの人口の推移だ

けを見ると、近年急に伸びていますが、これはラ

イプツィヒが経済的、産業的にうまくいったとか

いうわけでは全然なくて、単に市域を広げただけ

ということです。 

人口減少により活力が減少するということは

もちろんですが、人口減少はさらに、市の税収

入を減少させ、また、ザクセン州から得られる補

助金も人口で決定されるので、減額につながっ

てしまうのです。そういうことから郊外化が促進

することは非常に好ましくない、ということがあり

ます。実態としては 91 年から 94 年までは市も多

くの郊外部における開発を承認していたそうで

すが、今はいろいろ規制したり、隣の自治体が

大型ショッピングセンターを設立するのを法律的

にライプツィヒは訴えたりしています。その昔はも

っと鷹揚で「やれば」というような感じでありまし

たが、それが現在の都心空洞化を招いていて、

その失敗は自業自得的な側面もあります。当時

はしっかりとした都市政策がつくられていなかっ

たということです。 

いろいろな政策の失敗などもありまして、ライ

プツィヒでは 98 年時点で依然として４万 5,000 室

の空室があります。人口 45 万で４万 5,000 です

から、それは相当大きな割合だと思います。これ

は全住宅の 15％に該当しています。ドイツは先

ほど説明したように家を建築すること、改修する

ことを補助していますが、ライプツィヒでは、この

連邦政府と協力してこの補助金額を減らそうとし

ています。現在では、積極的に課題には取り組

んでいるといえると思います。一つの都市事例し

か紹介できませんでしたが、いろいろ旧東ドイツ

は課題が多いというようことが分かっていただけ

たと思います。 


