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司会：本日は「今後 100年間の環境調和型

都市デザイン」～第 22回世界ガス会議国際

コンペ提案作品より～と題し、前世界ガス会

議東京大会組織委員会マネージャーで、大

阪ガス株式会社勤務の淡路 匡氏にお越し

頂きました。 

第 22回世界ガス会議は、国際ガス連盟

が主催し 6月 1日から 5日まで東京で開催

されました。その一貫として行われた環境調

和型都市デザイン国際コンペでは都市研究

センターの伊藤 滋所長が国際審査委員長

を務めております。本日淡路さんには、コン

ペに参加した各国チームの提案内容につ

いてお話頂きます。それではよろしくお願い

致します。 

 

淡路氏：ご紹介頂きました大阪ガスの淡路

でございます。この6月に世界ガス会議が東

京お台場地区のビッグサイトで行われました。

本日はその際に行われた「環境調和型都市

デザイン国際コンペ」につきましてご紹介い

たします。 

 

[ 第 22回世界ガス会議 ] 

はじめに世界ガス会議東京大会について

簡単に説明させて頂きます。 

6月 1日に東京国際フォーラムで開会式

が行われ、翌日の 2日から 5日の間東京ビ

ッグサイトで各セッションが実施されました。

来場者は SARSなどの問題がありましたが、

世界 73カ国、国内約 2800人、海外約 2500

人、合計 5200人余りと当初目標の 5000人

を上回り、盛況のうちに終えることができまし

た。 

ガス会議と並行して「ビジネス展示」と称

する展示会を併催しましたが、ここでも 38カ

国、約 33,000人の来場者があり、2万人の

目標を大きく上回った数字になりました。 

私が所属していた世界ガス会議組織委員

会の名誉総裁には皇太子殿下にご就任頂

きました。名誉会長は奥田経団連会長が、

会長は安西日本ガス協会会長が務めました。

また、単にガス産業のイベントではなく、エ

ネルギー産業全体にかかわる会議であるこ

とからエネルギー関連七団体に副会長団体

として入って頂きました。 

このガス会議は東京で開催されましたが、

アジアで初めての開催になります。もともと

世界ガス会議はヨーロッパで発祥したもので、

これまでヨーロッパとアメリカを中心に開催さ

れてきました。今回アジアで初めての開催と

いうことで、日本がリーダーシップを持ってア

 



ジアの現状や将来のことを世界に正しく紹

介するというのが目的の一つでした。さらに

アジアのエネルギー市場で急速な需要拡大

が見込まれる中、同地域で環境に配慮しな

がらエネルギーの整備を行っていく方法に

ついて世界各国の様々な視点から議論する

ことも目的のひとつでした。 

そういう目的を踏まえ、今回の世界ガス会

議の目指すものとして、(1) 100年を見据え

全エネルギーを視野に入れた地球規模で

の天然ガスの果たすべき役割、ガス産業の

あるべき姿と課題について、「地球環境問

題」、「新たな市場メカニズムと産業構造」、

「アジア地域のエネルギーの将来展望」とい

う三点を踏まえて議論する、 (2) インターネ

ット時代のフェースツーフェースミーティング

の重要性を再認識する、という 2点を設定し

ました。そして、今回の統一テーマを「環境

調和型未来をめざして（Catalysing an 

Eco-Responsible Future)」としました。 

 

[ 環境調和型都市デザイン国際コンペ ] 

特別プログラム「環境調和型都市デザイ

ン国際コンペ」ですが、先ず各チームの作

品発表会を 6月 3日終日かけて一般にも公

開して行いました。翌日6月4日に審査員に

よる特別ラウンドテーブルを実施し、環境調

和型都市デザインに関する議論が行われた

後審査結果が発表され、最後に審査委員

長の伊藤先生が審査員からのメッセージを

読み上げました。一方、各チームの提案作

品が展示会の日本ブース内で展示されまし

た。 

今回の世界ガス会議にはもう一つの特別

プログラムがありました。それは、長期のエ

ネルギーシナリオ、すなわち「100年をベー

スに全てのエネルギーを見据えた上でガス

が果たす役割を分析するシナリオを考える」

というものです。「環境調和型都市デザイン」

はその実現のための一手段として、実際の

都市を対象に考えようというものです。 

このテーマが選ばれた背景をご説明しま

す。現在地球的規模で温暖化、水の問題、

エネルギー不足、食料問題などがあり、それ

についてアジェンダ 21、ハビタットアジェン

ダ、京都議定書などの国際的取り組みが行

われていますがなかなか進んでいません。

一方、各国や各都市においても環境調和を

目指した取り組みが種々なされていますが、

地球的問題も踏まえてどうするかというところ

まで踏み込めていないのが現状です。そこ

で今回の特別プログラム「環境調和型都市

デザイン」では、こうした問題について世界

から英知を集めて検討しようということになっ

たわけです。 

そのためには、単に都市の専門家、建築

家だけでなく、エネルギー業界、環境、政治、

経済関係者なども含めて、分野横断的な検

討を踏まえて新しい都市デザインの提案を

考える必要があります。 そうすることで様々

な分野の幅広い検討ができ、新しい都市の

提案ができるのではないかということです。 

そういう考えに沿って今回の国際コンペ

は実施されました。対象都市は架空の都市

ではなく、人口 10万人以上の既存都市とい

うことにしました。提案にあたり各チームには

 



以下の三点をお願いしました。一つは今後

100年を見据えた提案をすること。もう一つ

は単に 100年後の新しい都市の姿を提案す

るだけではなく、現在の姿から変えていくプ

ロセスも示すこと。三つ目はその中で新しい

エネルギーの考え方、エネルギーの役割に

ついて言及する、ということでした。 

コンペに参加するチームですが、国際ガ

ス連盟（ＩＧＵ）や伊藤先生のネットワークを

通じてこちらから各国チームのリーダーを指

名しました。チーム数は、地域バランスを考

慮し、予算の制約から、以下の 8カ国 9チー

ムとしました。 

まず中国は同済（どうさい）大学の先生に

入って頂きました。インドとロシアは世界的な

都市デザイナー、建築家です。ドイツは議

員経験のある都市デザイナーです。アルゼ

ンチンはかつてブエノスアイレスの都市計画

をブエノスアイレス市、ブエノスアイレス大学

と共同でリーダーとして取り組んだ方です。

カナダは都市計画事務所の代表者です。ア

メリカはガス技術研究所（Gas Technology 

Institute）の方がリーダーになりました。各チ

ームのメンバーは幅広い分野で編成するよ

うにお願いし各リーダーにお任せしました。 

日本は 3年前に行った国内予選の結果、

公募に応じた 26チームの中から 2チームが

選ばれました。一つが千葉大学の宇野先生

をリーダーとするチーム、もう一つは清水建

設設計本部副本部長の日置（ひおき）氏をリ

ーダーとするチームです。 

コンペの審査団ですが、伊藤先生に審査

委員長をお願いしました。伊藤先生には今

回のコンペの企画当初から検討委員会の委

員長をやっていただいたこともあり審査委員

長をお願いしました。その他の審査員はこ

れまでの都市コンペとは違い、多様な分野

の方に入って頂きました。都市計画だけで

なく情報通信、エネルギー、ライフスタイル、

都市マネージメント、地球環境問題などの

分野で世界的に著名な 6名の方にお願いし

ました。 

最初にコンペの結果を申し上げますと、

先程の 9チームの中からグランプリを獲得し

たのはカナダチームです。ガス会議最終日

の閉会式の中で表彰式を行いました。 

また、以下の三チームが審査員特別賞を

受賞しました。アメリカチームはクロス・ナショ

ナル・サスティナビリティ、つまり国境沿いの

地域に対する提案。インドチームはエンバイ

ロメンタル・フレンドリー、すなわち環境につ

いて深い分析をして将来の組立をしたという

ことです。三つ目は日本の千葉大学・宇野

先生のチームで、東京のような高密度の都

市でもサスティナブルに向けてやるべきこと

があるという提案が評価されました。 

 

[ カナダチーム ] 

それでは、各チームの作品をご紹介しま

す。まずグランプリを獲得したカナダチーム

をご紹介します。カナダチームは対象都市

としてグレーター・バンクーバー、これは広

域のバンクーバーという意味ですが、地方

自治機関として 10の州政府に分かれている

総人口約 200万人の地域を選択しました。 

提案の特徴は、様々なリスクを回避しつ

 



つも豊かな生活環境を実現していくための

総合的かつ確かな道筋を示したということと、

提案にあたってグレーター・バンクーバーだ

けでなくカナダ全土の各都市、NGOなど

500超の個人や組織との協調型の作成プロ

セスを経たということがあります。こうした提

案作品の検討プロセス自体が非常に斬新

であり、各審査員が高く評価したところで

す。 

提案の内容ですが、まず21世紀のこれか

らの都市に影響を与える６つの要因を分析

しています。 

一つ目は技術変化で、これまでの資源消

費を前提にした人間の利便性追求型の技

術開発が 21世紀は変わっていくということ。

二つ目は気候変動の影響が 21世紀には顕

著にでてくるということ。三つ目は人口推移

で、彼らの分析では世界人口は 2050年頃

に 90億人でピークを迎えた後減少に転じ、

2100年ごろには 60億人ぐらいになると予測

しています。グレーター・バンクーバー地域

は現在人口200万人の他民族都市ですが、

今後さらに移民を積極的に受け入れて 2100

年には 400万人になると想定しています。 

四つ目は資源不足で、食料、水、化石燃

料、その他鉱物なども含めて資源が限られ

た中での対応が迫られるということ。五つ目

がグローバル化で、情報通信技術（ＩＣＴ）に

よって、例えばバイオテクノロジーとナノテク

ノロジーへのシフトが起こる中、こういうもの

は地域的に集中せず分散する傾向にある

ため、一つの大都市が君臨し支配するので

はなく中核的都市がいくつか連合していくこ

とになるのではないかと考えています。最後

の六つ目は世界感の変化で、自分のところ

だけを考えるのではなく地球の生態学的限

界を尊重しつつホリスティック(総体的)な世

界感になっていくであろうということです。 

以上を前提に、新しい都市像の構築に向

けて克服すべき課題について、彼らは以下

の三点を考えました。 

一つ目の課題は、都市システムの構成要

素を互いに切り離してアプローチする従来

型の都市計画手法への問題提起です。例

えば緑地スペースの計画と交通機関の問題

を別々に検討すると緑地スペースによって

都市のスプロールを起こることになるのでは

ないか、むしろこれらの問題を統合して緑地

と交通機関を直接接続するような多目的コミ

ュニティスペースをつくることによってそうい

うスプロール現象を回避できるのではないか

ということです。二つ目は、100年という長期

予測の不確実性にどう対処するかということ

です。三つ目はグローバルに考えローカル

に行動するという考え方をどう取り込んでい

くかということです。 

そうした点を踏まえて従来の枠組みを超

えた都市計画を策定しようというのが今回の

提案の趣旨になっています。 

提案の策定は、フェーズ 1、2、3の三段階

に分けて行っています。 

フェーズ 1では 100年後を見据えた将来

ビジョンを策定します。考え方としてはグレ

ーター・バンクーバー地域全体を一つの都

市システムとして捉えます。イメージとして４

つの同心円を考えます。中心部にまず物理

 



的環境、つまり生態環境、気候など土地の

特性がでてきます。それを取り巻くところに

人間の社会があります。先住民の問題、文

化の問題などがそれに該当します。その外

側に建築物とインフラの問題があります。一

番外側の円は管理機構で、それらをすべて

統括するものが含まれます。 

これらを 18分野に分けてそれぞれの姿に

ついてビジョンを策定することになりますが、

各分野のビジョン策定にあたり彼らは三つの

視点を考えました。 

一つは持続可能性で、環境と社会と経済

という三つのパラメーターをいかに持続的な

ものにしていくかを考えるということです。二

つ目が弾力性で、経済、社会、環境の予期

し得ない変化への対応について折り込もうと

いうことです。三つ目が居住性で、人間だけ

なく全ての生物を含む居住者のクオリティ

ー・オブ・ライフを考慮しようということです。 

例として、「都市におけるエネルギー」の

ビジョンについて説明します。 

まずエネルギーの現状分析で、住民の消

費削減の必要性への認識が不足しており、

エネルギー使用量が毎年増大していること

がわかります。次にそれらを解決していくた

めの持続可能性の「種」、つまり地域の資産

と成功例を考えます。先ず地域の資産では、

バンクーバーには再生可能なエネルギーで

ある水が豊富にあるということ、さらに燃料電

池などの分野で世界トップクラスの革新技術

を持つ企業が多数存在している、ということ

が挙げられます。成功例では、ＢＣハイドロ

社でのグリーン電力購入とか、世界的に有

名なパワー・スマート・プログラムなどがあり

ます。それらを考慮して策定したビジョンで

は、地域エネルギー需要の大半を再生可能

エネルギー化する、多様なエネルギー源を

ネットワーク化する、地域の再生可能エネル

ギー技術を輸出ビジネス化する、などを挙

げています。 

こういうことを目指して設定した最終目標

は、基本的エネルギー需要の確保、多様な

エネルギー源を広く複合的に利用できる新

しいシステムの開発、周辺地域との長期エ

ネルギー共同計画などになります。 

18 分野でこのように策定した各ビジョンは、

大勢の議論により統合し Our Vision としてま

とめられました。その和訳の一部をご紹介し

ます。 

「柔軟性があり、今後 100年以上の間に

起こると予期される成長や変化だけでなく、

予期されない激動や困難にも適応できるも

のにする。そして我々の地域の居住性と安

全性を維持し、子供にも大人にも優しい場

所、人々の夢に沿ったいきいきとした創造的

な場所、生活が楽しめる場所にしていく。」と

してそのための課題を次に挙げ、最後に、

「…そうした課題を遂行しながら他の地域と

実現的で有意義な関係を創り上げ、知識を

共有し、持続可能で柔軟性があり、住みや

すいコミュニティーが世界規模で生まれるこ

とを実現していく。」 

フェーズ 2では、フェーズ 1で策定したビ

ジョンを実現していくための将来シナリオとし

て、具体的に目標数値、時期等を設定しま

す。例えば、再生可能エネルギー割合は

 



2040年までに 95％以上と現在のスウェーデ

ン以上のレベルを設定しています。また、エ

コロジカル・フットプリントに関しては 2040年

までに一人あたり1.3ha以下と現在の中国の

レベル、CO2（二酸化炭素）の排出量につい

ては 2040年までに 1 トン以下と現在のインド

程度という、今の状態からするとかなり高い

目標を設定しています。こういう目標設定が

49あります。 

この設定された目標の達成時期を限定し

てしまうことは、その時期がずれた場合の対

応が問題になります。そこで望ましい目標達

成時期と最大限延長できる期間、彼らのいう

ソリューション・スペースを設定します。再生

可能エネルギー割合を例にとると、95％以

上という目標達成の望ましい時期は 2041年

で、最大限延長しても 2100年までとし、この

間をソリューション・スペースとして様々な対

策を講じようということです。もちろん望まし

い時期（早い時期）での達成が望ましいとい

うのは変わりませんが、予期せぬ事態の発

生も想定して猶予期間を設けたということで

す。 

こういう中で現在の状態から望ましい状態、

2100年の状態へとどのように推移していくの

か。その策定をするためにバックキャストと呼

ばれる特定の戦略や模範事例などについ

て検討します。例えばエネルギーの場合、

現状では交通は石油が、暖房と産業は天然

ガスが主なエネルギー源になっており、電

力は水力と天然ガスによる発電です。使わ

れたエネルギーの二次利用、三次利用はほ

とんどありません。それを 2100年には化石

燃料の大半を水素、バイオガス、太陽など

の再生可能エネルギーが代替します。人口

は 200万から 400万になるのですが様々な

手段を講じて消費エネルギーは現状を維持、

つまり一人あたり使用量を半分に効率化し

ようというのです。そして、結果として CO2排

出量は現状の 6％まで下げることを設定して

います。 

最後のフェーズ 3では、フェーズ 2で設定

した目標に対して実行計画（促進戦略）を立

てます。これは 18分野の各項目で設定した

目標達成への個別の実行計画ではなく、複

数の目標を同時に達成するためにいくつか

の統合された実行計画を策定しようというも

のです。今回提案されているのは、以下の 8

項目から成る促進戦略です。 

一つ目は水路と緑地回廊の保護と結合、

二つ目が多目的空間と変更可能なデザイン

です。これらは後で説明します。 

三つ目が小地域ループと統合したインフ

ラネットワークです。要するにエネルギー、

交通、輸送などを小さな地域でループ化し、

それを統合したインフラネットワークで繋い

でいくというものです。 

四つ目はフットプリント、環境負荷の低減

です。例えば森林保護、化石燃料に代わる

代替エネルギーの開発利用、雨水の利用な

どを積極的に開発、導入することになりま

す。 

五つ目は新しいことへの挑戦と学習、体

験システムです。例えば何か新規のアイデ

アを容易に試す機会が用意されているとか、

分散型のＩＴなどを使って学習のネットワーク

 



が張り巡らされているとか、そういうことを指

しています。 

六つ目が選択肢の多様化で、例えば雇

用機会、住居のタイプ、交通手段などに関

して多様な選択肢を都市の中に盛り込んで

いくということです。 

七つ目が不測の事態に対応可能なセル

構造の都市ということで、これも後で簡単に

説明したいと思います。 

最後の八つ目が貿易相手国との環境負

荷に配慮した連携ということで、例えばグリ

ーン商品の取引推進とか、サスティナブル

な地域とのネットワーク化による経済連携を

考えようということです。 

こうした促進戦略は、単に手段を示すだ

けでなく、自治体、州政府、専門家、ＮＧＯ

などが担うべき役割についても取り上げてい

ます。また、行動を開始するためにすべきこ

とについても例示しています。さらに、実行

状況の評価尺度、彼らの言う「戦略の状態

を示すインジケーター」についても触れてい

ます。 

それでは、促進戦略のうち三つについて

説明したいと思います。 

最初は水路と緑地回廊の保護と結合で

す。要するに水路と緑地を再接続して自然

システムを再生、保護するということです。こ

れと似た施策が過去 30年ほど土地利用戦

略として行われていますが、これを更に拡張

して行うということがこの提案の趣旨になって

います。この戦略の評価尺度としては、恒久

的な環境保護地区の総面積などが考えられ

ます。或いは新しく開発した水路網の延長

キロ数または全体に対する比率などを示す

ことが考えられます。その施策の例として、

多目的の緑地帯、公園、湿地帯、農村も含

めてどうするか、或いはそこに遊歩道を設置

することなども含まれています。 

これを実施する場合の自治体等関係機

関が担うべき役割についても提案していま

す。具体的には自治体に管理権限を持た

せる、学校で環境保護プログラム編成がで

きる権限を州当局に持たせる、連邦政府に

は自然保護目的の土地を提供する人に免

税できる権限を持たせる、といったことです。 

二つ目の促進戦略、多目的空間と変更

可能なデザインです。これには短期的用途

と長期的用途など複数の用途に同時に適

応できるような都市システム機能を強化する、

つまり都市空間、建物、設備などについて

二つ以上の異なる用途に使える機能を付加

していこうということです。 

例えば、学校をフルサービスのコミュニテ

ィー施設とし、教育・健康・文化・社会活動な

どを若者から老人まで提供できる場にしよう

ということです。また、ビルでは、エネルギー

の生成機能を付加し、周辺の農業などに活

用しようということが考えられます。ビルのもう

一つの機能として、都市空間として昼と夜で

別々の機能を持たせる、といったことが例示

されています。 

この戦略の評価尺度としては、ビルの平

均寿命、低温熱のネットワークに接続可能

なビルの増加率などを提案しています。施

策例としては高天井、高耐久構造を持つ多

目的ビルを一例に挙げています。 

 



三つ目は不測の事態に対応可能なセル

構造の都市です。不測の事態に素早く対応

できる都市構造として、ここではセル構造の

都市を目指すことにしています。そのセル構

造の中では、例えば、適切な場所に緊急対

応センターの設置、水上交通システムの整

備、緊急時の物資確保施設の設置などを挙

げています。 

以上のことをベースにカナダチームとして

は新しい都市に向かって進んで行こうという

提案でした。具体的な内容は十分とはいえ

ませんが他のチームに比べて実現可能性

は高いと思われます。実際にグレーター・バ

ンクーバーの新しい都市計画に取り入れる

べく、動き始めているとのことです。 

 

[ アメリカチーム ] 

次は、審査員特別賞を受賞したアメリカチ

ームの紹介をします。対象都市はサンディ

エゴとメキシコのティファナにまたがるクロス・

ナショナル・ボーダー地域で、現在 400万人

が住む都市圏です。このチームの特色の一

つは、アメリカンとスパニッシュという文化の

異なる二つの社会を一つの持続可能な地

域として開発しようということです。もう一つの

特色は、技術分析に基づきその都市のエネ

ルギーシステム、交通システムなどについて

提案しているということです。 

アメリカチームのコンセプトはサステナブ

ルビレッジ＆ネイバーフッドです。これは二

国間にまたがっているということ、地域的に

大都市ではないということを踏まえたコンセ

プトになっています。 

目標として以下の五項目を挙げています。

一つ目は持続可能なエネルギー資源と方

式で、効率的なエネルギー利用と CO2削減

です。これはエネルギーの利用を効率的に

して最大限利用するということだけでなく、海

洋や陸上の環境への直接的間接的影響も

考慮するということで環境負荷の抑制も念頭

に入れています。 

二つ目は環境都市の形態と機能で、そこ

に住む人間・生物両方の立場に立った自然

環境の保護、回復を目指すため、自然のシ

ステムを最大限に生かしながら、人工環境と

自然環境が相互に補完できるサイクルをつ

くろうということです。 

三つ目はコミュニティー主体の資源管理

で、一極集中的に資源を管理するのではな

く、地域コミュニティーに依存する分散型の

資源管理、資源開発、サービス提供などを

行うというものです。 

四つ目は土地利用の最適化で、既存の

都市基盤を再構築して効果的に活用するこ

とで天然資源の消費を最小限にし、住宅の

密度、タイプを多様化して社会、経済の多

様化に対応しようとするものです。 

最後の五つ目は社会と経済の対等で、こ

れは二国間（アメリカとメキシコ）の大都市圏

の社会的、経済的統合にあたり住宅、福祉、

経済の問題について互いに対等になってい

くことを考慮するというものです。 

彼らの都市構造に関する提案によると、こ

の地域を以下の四つの都市ゾーンに分けま

す。一つはこのエスコンディード

（Escondido）というゾーン、二つ目がソレント

 



メサ・ユニバース（Sorrento Mesa）で大学ゾ

ーン、三つ目が現在のサンディエゴを中心

とするゾーン、四つ目が国境地帯でＩＢＺと呼

ばれるゾーンです。 

これらのゾーンは概ね直径 20から 30km

ぐらいで、各ゾーンに 400万人、合計で

1600万人ぐらいになるとのことです。現状が

400万人ですから 4倍の人口増を見込んで

いるということです。 

各都市のゾーンの中に一次都市、二次都

市があります。一次都市は経済文化活動の

中心都市になります。それぞれの市の周辺

に村があって、地域の文化と歴史に根ざし

た空間をつくります。さらにその周辺の近隣

住区がヒューマンスケールのコミュニティー

の最小単位にあたり、こうした四つの階層構

造を持つ都市を構築することを提案してい

ます。 

都市の交通システムですが、公共交通機

関として、地域間の移動にはブイトール

（VTOL）、リニアモーター鉄道、ホバークラ

フトなどの利用を提案しています。地域内で

はコンピューター制御の高速トロリーの利用

を、都市内など近距離交通ではトロリーを少

し低速にしたローカル・エクスプレス・サービ

スの利用を提案しています。最後の市や村、

近隣住区の中では路面電車、シャトルバス

などの公共交通機関を完備することによっ

て脱車社会を提案しています。 

個人の移動手段としては、PMV(バーソナ

ル・モビリティー・ビークル)を導入することに

よって、人々が車を使わなくても自由に移動

でき、化石燃料を消費せずに済むようにして

いこうと提案しています。 

また、エネルギーシステムとしては、分散

型エネルギーシステムをネットワーク化したミ

クロネットワーク、スーパーネットワークなど

の構築、ネットワーク管理を行う資源管理セ

ンター（ＲＭＣ）の設置、電線敷設を省略で

きる小電力のワイヤレス供給の実施などを

提案しています。 

技術的提案としては、超高次の淡水化プ

ラント、排水の高純度化処理による再生利

用などの提案もしています。 

アメリカチームの大きな特色の一つである

ティファナの国境ゾーン(IBZ)は、国境を超

えた協力によるサステナビリティの実現がで

きる新しい拠点都市づくりを提案しています。

ここでいう境界とは、通常の文化的、歴史的、

国家的な境界ではなく、周囲の自然環境や

土地に合わせた境界を考えています。この

地域ではアメリカとメキシコの全面的な経済

統合を図ります。ＩＢＺの都市構造は、現存

するティファナと新都市オタイ・メサ・ロドリゲ

スという二つの一次都市の周辺に八つの二

次都市のトータルで約 350万人、近隣住区

や村を入れて約 400万人の人口を目指そう

ということです。これによってアメリカ、メキシ

コを一つにして新しいクロスボーダーのサス

ティナブル都市を形成しようという提案にな

っています。 

 

[ インドチーム ] 

次は審査員特別賞、エンバイロメンタル・

フレンドリーを受賞したインドチームです。対

象はゴア州のパナジというインド西岸、ボン

 



ベイの南 500kmで人口約 11万人の都市で

す。彼らの提案の特徴はラーバニズム

（Rurbanism）、つまり田園都市主義を具体

化し、エネルギーにしても土地にしても緻密

な分析を行って、欧米型とは異なる環境調

和都市を目指すことを提案していることで

す。 

彼らの造語ラーバニズム、田園都市主義

とは次のような内容です。 

「経済的豊かさ、人々の幸せ、そして高度

文化を創出するため、天然資源や物理的、

財政的、人的資源の相互関係に均衡を持

たせることによって、人が費やす時間の大切

さや仕事の意義を重んじ、貧困や犯罪を減

少させ、消費行為に新たな意味を持たせ、

環境に及ぼす悪影響を抑えることができ

る。」 

彼らの提案では、これからはネットワーク

化され資源消費を抑えた比較的小規模の

都市構築が求められるとし、それはパナジ

のような小都市でこそ実現可能だということ

です。 

その新しい都市の形成では、再生可能エ

ネルギー、交通、ＩＴのリンクによって小規模

な都市核が形成され、それが持続的に発展

していくとしています。こういう都市は生態系

の中に割って入るのではなく、高密度の都

市が「島」という形で生物多様性のある「海」

に溶けこむように発展すると言っています。 

そういう都市での生活について彼らは次

のように分析しています。つまり、広帯域の

無線、ＶＲ、新交通などにより家庭と会社、

田園と都市の時間的空間的境界が無くなる、

サスティナブル経済の中で人的資本を表す

通貨として「person hours」を単位とする「ライ

フタイム」が導入される、教育、職業、家事な

どが全てにおいて機会均等になる、などで

す。 

エネルギーに関しても詳細な分析をして

います。それによると、需要は高効率化の技

術を使った消費量削減や意識的倫理的な

利用制限を行い、供給についてはバイオマ

スの導入に注力し、燃料電池や風力発電な

どの再生可能エネルギーが増えてくるであ

ろうということです。 

このほかにも、循環型水利用・処理システ

ムについて提案しています。インドでは雨水

は多いのですが、単に垂れ流すと全然水が

足りないということで、需要の削減や水源の

確保、水の再生、リサイクル化などによって、

どこかから水を引いてくるのではなく現在あ

る自然の雨量を確保して使っていこうという

ことです。 

さらに輸送、交通システムもかなり分析し

ていて、最少ライフサイクルコストになるよう

な水上交通、鉄道などを組み合わせたシス

テムの提案も含まれています。そうしたもの

を通じて熱帯インドの新しい環境調和型都

市を目指そうという提案になっています。 

 

[ 日本チーム (東京都中央区) ] 

審査員特別賞の最後になりますが、日本

の宇野先生のチーム、tyo-e.2003.PRJの提

案についてご紹介します。 

対象都市は東京都中央区です。中央区

は夜間つまり居住人口は 8万人ですが、昼

 



間は約 10倍に膨れ上がるという都市です。 

彼らの提案は、ライトシティ、軽い都市を

目指そうということとグリーン化の二つがポイ

ントになっています。彼らのいう“ライトシテ

ィ”とは、非常に高度なインフラストラクチャ

ー、軽くて柔軟な構造、或いは情報技術を

使って設計された活動的で柔軟な都市です。

その中で伝統や高度技術などを利用し、物

質主義に基づかない価値を導入していこう

ということを考えています。 

この東京都中央区を持続可能な都市に

するため以下の五項目を提案しています。

一つ目は居住人口の増加です。現在 8万

人しかいない居住人口を 100年間に 30万

人に増やそうということです。二つ目は緑の

ゾーンを劇的に広げていこうという計画です。

その他にも交通網の再構築、サービス産業

を中心にした基礎的なシステムの設立、燃

料電池を使った分散型発電ネットワークの

確立などを提案しています。 

この中のいくつかについて簡単に説明し

ます。先ず緑の拡大についてですが、彼ら

は「隅田川ルネッサンス」と称し、生物の広

域生存地域の形成を提案しています。例え

ば、空き地や低層建築物の庭に植えられた

木が緑を形成していく、無数の小さな庭が

つながって全体として都市庭園ネットワーク

を形成する、高層アパートにバルコニーガ

ーデンを開発する、といったことです。こうし

て最終的には浜離宮を起点として隅田川の

土手沿いに緑のゾーンができ上がる。このよ

うにして徹底して緑を入れていこうということ

です。 

もう一つは統合流通ネットワークの提案で

す。これは超小型の非接触 ICマイクロチッ

プと IPV6 という無限に ID識別ができる IT

技術を使って物流の流れ全てを管理するこ

とによって、流通の効率化を図るというもの

です。これには ITS とか効率的交通網シス

テムなども含まれるとのことです。 

三つ目に知的エネルギーの高効率利用

の提案について紹介します。従来は個々の

家屋、ビルのレベルで様々な省エネルギー

システムを活用しているわけですが、ここで

はそれぞれ異なるエネルギー使用のピーク

を持つ工場群、ビル群、住宅群などをユニッ

トとしそれぞれの中でエネルギーをコントロ

ールし、それらをネットワーク化して都市全

体として有効利用することでエネルギー消

費量を削減しようというものです。 

このような提案を実現することによって、ラ

イトシティ、軽い都市を実現させようというも

のです。 

 

[ 中国チーム ] 

残りの 6チームについては、時間の関係

でごく簡単に説明したいと思います。 

まず中国チームです。対象は常熟（じょう

じゅく）市という、上海の北西約 100kmの所

にある 1000年以上の歴史を持つ典型的な

中国の歴史的都市です。彼らの提案の特徴

は、伝統的水路網を活用したエココミュニテ

ィーを提案していることです。 

彼らの提案のベースになっているのは“ウ

エイ”と呼ばれる、周囲を土手に囲まれた土

地が、農作業、生活の安全性や利便性など

 



を確保している一種の共同体社会の単位で

す。 

近年、近代化による開発でこれが潰れつ

つあるとのことで、それを再構築することによ

って新しく自立できるものにしていこうという

提案です。サイズはおよそ 1,000ｍ×500ｍ

が基準です。 

提案の中身ですが、ウエイをタイプ別に

産業ユニット、住宅ユニット、農業ユニット、

漁業ユニット、湿地帯ユニット、森林ユニット

という六種類に分類し、それらを水路網で結

合して全体として都市を形成していこうという

ものです。その水路網は交通、通信、インフ

ラをも兼ねたものを想定しています。その中

で水上交通、陸上交通、土地の利用なども

含めて考えます。つまり昔からあるウエイを

現代風にアレンジして、サスティナブルな都

市を再形成するということを提案しているわ

けです。 

 

[ ロシアチーム ] 

次はロシアチームです。ロシアチームの

対象はボログダというモスクワの北約 400km

の歴史的な古い都市ですが、彼らの特徴は

一言で言うと、ロシア全土にまたがる壮大な

リニアシティをつくろうということです。リニア

シティのイメージは、シベリア横断鉄道を魚

の背骨に見立てて、東西の延長 1万 km、幅

10km程度の鉄道・道路・通信網などを整備

した「都市」です。これを彼らは「シブストリー

ム」と呼び、全てのインフラを含めてリニアな

首都機能を持つ巨大な「都市」を形成すると

いう壮大な構想になっています。東西に延

びるシブストリームに従来からある南北に流

れる川を中心とする移動の回廊が交差する

ことによって全土が結ばれることになります。 

交通網としては、東西 1万 kmを一日で移

動できる飛行船、時速 500kmの大陸横断鉄

道などの整備、川沿いでは水中翼船やホバ

ークラフトなどの利用も提案されています。 

対象都市のボログダは代表的な田舎の

都市であり、こういう田舎の再開発をシブスト

リームに近接する都市で行うということを提

案しています。 

 

[ ドイツチーム ] 

次はドイツチームです。対象都市はベル

リンとなっていますが、むしろヨーロッパ都市

というイメージで考えて頂いたほうがいいと

思います。彼らの提案の特徴は、100年後も

ヨーロッパの都市構造は変わらないだろうと

いう想定にあります。持続可能性の鍵となる

のは経済再生、社会の改善、環境保全など

で、ハードではなく教育、社会システムなど

のソフトを重視することを提案しています。そ

ういう意味では先程のロシアとは対極にある

ような提案になっています。彼らは、ベルリン

は東西ドイツの分裂から再統一など歴史的

に再生と破壊を繰り返してきたにもかかわら

ず基本的都市構造は原型を維持しているこ

とからサスティナブルな都市をすでに実現し

ていると考えており、今後 100年を見据えて

もベルリンを含めたヨーロッパの都市は構造

として持続可能であろうということです。 

 

[ アルゼンチンチーム ] 

 



アルゼンチンチームの対象は人口 1,260

万人を抱える首都ブエノスアイレスです。彼

らの特徴は従来型の都市計画を基本に、五

つの視点、八つの分野などをベースに現状

を分析し、そこから将来をどうするかというこ

とを提案しているということと、「南南協力」、

つまり南半球間のネットワーク形成を提案し

ていることにあります。 

残念ながら都市計画自体はあまり新しい

手法ではないと思います。2002年の現状か

ら 14年後の 2016年、42年後の 2044年ま

でを考えています。緑地ゾーンの配置もあり

ますがどちらかと言うと都市がスプロールし

ているような感じがします。 

もう一つの南南協力とは、南半球を協力

圏に取り込もうということです。ただ、なぜそ

れが必要なのか詳しいところは残念ながら

あまり触れていません。 

 

[ 日本チーム (三島、沼津) ] 

最後になりますが、日本のもう一つのチー

ム、清水建設主体のチーム「インターセルシ

ティ」についてです。対象は三島、沼津で、

「富士山水系都市」と彼らが呼ぶ人口約 35

万人の地域です。特徴は、大都市のように

車や長大インフラに依存しない自立した都

市の確立を目指そうというものです。「小さな

循環」と「ネットワーク」をコンセプトにユニバ

ーサルな都市システム、インターセルシステ

ムというものを提案し、それを三島、沼津に

応用したということです。 

彼らのサスティナブルの原則はコミュニテ

ィーの再構築、自然との近接性、省エネル

ギーの三つです。 

インターセルシステムとは、直径 1ｋｍの生

活の場としての「コミュニティーセル」と再生

の場としての「グリーンセル」が一対になって

水や空気などを再生できるようなものをつく

り、これをいくつもつなぎ合わせることによっ

て自立可能になる都市システムのことです。 

彼らの分析ではこの都市システムを取り

入れることにより、エネルギー消費量はこの

100年で 4割削減でき、化石燃料の消費量

が今の 10％まで削減されます。その代わり

水素などの再生可能エネルギーが取って代

わります。CO2排出量も現在の約 10％に削

減できるとしています。 

インターセルシステムでは、このようなセ

ルをつなぎ合わせることによって、都市とそ

の周りのグリーンセルが全部つながり、その

中での生活自体も充実していき、住民参加

で都市が運営され、新しい環境調和型都市

が根付いていくということを、100年後の生活

として提案しています。 

 

[ 国際コンペ総括 ] 

世界ガス会議で 6月 4日に都市デザイン

に関する特別ラウンドテーブルを実施しまし

た。その最後に、全体のまとめとしての審査

員からのメッセージを審査委員長の伊藤先

生が宣言されました。文章自体は世界ガス

会議のホームページ 

(http://www.wgc2003.com/jp/index.html) に

掲載していますのでご覧頂きたいと思いま

すが、概略は以下のような内容です。 

先ず 21世紀のサスティナブルな都市実

 



現に重要な三つの観点を認識したということ

です。 

一つ目は、エネルギーと都市の関係は非

常に密接で、この関係を欠いては 21世紀の

都市計画は失敗するだろうということです。

多くの人が集中して巨大なエネルギー消費

を伴う都市は、エネルギーの選択やインフラ

の展開というものが都市のあり方を大きく左

右します。逆に都市構造やライフスタイルが

エネルギーシステムのあり方にも大きく影響

するということで、お互いに密接に関係して

いるということです。 

二つ目は、専門家のコラボレーションと市

民参加が重要な決め手となるということです。

多様な英知を結集するという意味で専門家

のコラボレーションだけでなく、市民、自治

体、NPOなど全部含めてやっていく必要が

あるということです。 

三つ目は、地球温暖化など人類共通の

危機には単にローカルだけでなく、ローカル

とグローバル両方の視点を持つことが必要

不可欠になるということです。 

そして締めくくりとして、サスティナブルな

都市づくりのために、今回の9チームや審査

員などが賛同者をさらに拡大し、協力ネット

ワークを築いて推進することが、ガス会議の

参加者、関係者に与えられた課題であると

いうことを述べられました。 

以上が今回の国際コンペでの個々のチ

ームの提案を受けて審査員の合意として伊

藤先生から読み上げられたメッセージです。 

十分な説明ではありませんでしたが以上

にさせて頂きます。ありがとうございました。 

 


