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ご紹介いただきました、阪本でございます。

お忙しいところ、私の話を聞いていただける

ということで感謝致しております。 

私と中心市街地の関係なのですが、もと

もと私の先生が都市計画の石原伸介先生と

いう先生がいまして、この先生は通常の都

市計画家という枠を越えて、商業地の問題

をかなりやられておりまして、私もその縁で

商業近代化あるいは大店法がらみのことで、

かなりあちこち行った経験がございます。た

だ、私の本来の専門は、都市の空間的な解

析だとか、そのあり方を議論するほうですの

で、今日はどちらかというとソフトというよりは

ややハードの方向に中心をおいて中心市

街地の話をさて頂きます。 

中心市街地の話につきましては、実はか

なりの部分がすでに語られておりまして、特

に私の話から新しいものは無いのではない

かと思っておりますが、まとめかたとして、こう

いうまとめ方はどうかなというニュアンスで話

をいたします。 

はじめに中心市街地に関して日本ではそ

れほど古くから中心市街地問題を議論して

きたというふうには私は理解していませんで、

むしろ欧米がこの問題にかなり歴史的に取

り組んできたと思っています。欧米で最初に

でてきましたのが、地域産業が衰退し、それ

に伴って産業構造が変換、そして雇用の減

少ということで地域所得が低下し、そこに不

動産投資が減少してスラム化するという一つ

のインナーシティ問題、そして中心市街地

のもっとも華やかな場所というよりは、そこよ

りちょっと離れた場所になると思いますが、

その問題が大きな都心問題の代表問題に

なりまして、それからもっとも最近の話題とし

て中心部に来街者が減少する、つまり商業

地の他との競争関係のなかで生ずる来街者

の減少問題というのが大きな二つ目のタイ

プの問題。そして三つ目は、これは日本でも

随分経験してきたことですが、都心人口の

空洞化に伴う都心中心部の不活性化という

ような問題がありました。 

欧米の都市に関しまして、この三つの問

題はワンセットで実は現在も残っているとい

うふうに私は理解しているのですが、日本で

はほとんどが来街者の減少問題として中心

市街地問題を考えているというふうに考えて

いますし、そのこと自体は間違っていると思

っている訳ではありません。ただ、若干、雇

用の減少とか都心人口の空洞化のようなも

のが、日本でも影響しているのであろうなあ、

ということは後でまた若干触れたいと思いま

す。 

そういう背景がありますから、中心市街地

活性化の取り組みということでヨーロッパの

取り組みをみてみると、そう沢山知っている

 



かと言われると自信はないのですが、私が

見てきた範囲では、全市的な課題として本

格的に取り組んでいる。これに伴って昨年

同じような講演会で中井先生が話されてお

りましたけれども、予算の投入の仕組みまで

大きな変化があるというふうに思います。一

方日本の取り組みはどうかといって、全市的

な課題として取り組んでいれば良いのです

が、ややクエスチョンマークがつくのではな

いかというのが私の印象です。と申しますの

は、これまでいろいろ見てきたことと、去年か

一昨年、私のところの大学院生が中心市街

地活性化基本法に基づいて各市が手を上

げ、すでに 500位の市町村が基本計画をす

でに作成している。日本の市町村は全部で

3000、市だけ考えれば 650 位ですから大変

な普及率で中心市街地活性化基本計画が

国の予算等を踏まえながら出来上がってお

ります。この基本計画書を分析してはみたの

ですが、どうも市の規模や性格によって多少

の相違はあるのですが、どうも皆同じような

計画書を作っているのではないかと。それ

は予算があって頑張ろうということで作られ

ているのではあろうと思うのですが、どうも本

気で自分の市の問題として今いち取り組め

ていないのかなあ（と思います）。そういった

ことはやはり都市の中心部に対する思いと

いうものがヨーロッパと日本では違いがある

のではないかと思ったわけです。 

こ れ は 、 イ ギ リ ス の ノ ッ テ ィ ン ガ ム

（Nottingham）の中心市街地活性化という大

変有名なケースでかなり成功しているといわ

れています。イギリス中部、もともとロビンフッ

ドの活躍したシャーウッドの森。あの地域を

管理していた代官がノッティンガムにあって、

ここで確かロビンフッドは裁判に掛けられた

のではないかと思いますが、そこの中心市

街地活性化はかなり成功していると言われ

ております。これは、昨年 9 月に行って見て

きた時なのですが、この右下の方は中心市

街地の広場に、やや軽量の鉄道の線を入

れて、これは郊外から車で来ることをなるべ

く節約してもらおうということで、かなり郊外ま

で延びる郊外線を作って、実は以前にあっ

たものを再建築しているものですが、こういう

努力もしていますし、また、このグレーブセン

ド（Gravesend）というのはこれもなかなか日

本で有名で、ロンドンの東側約 40 キロ位の

ところにある小さな街です。人口が十数万と

いうことで、ここの中心市街地活性化も大変

有名でありまして、この右側の写真にでてい

る向かって左側の青いものを着た人はインド

系のイギリス人だと思うのですが、彼の活動

が評価されて勲章までもらっています。この

街は、すぐそばに、今から約 10 年ほど前で

すか、その当時ヨーロッパいちというレイクサ

イドという巨大なショッピングセンターができ

ました。車で15分位だと思います。テムズ川

の反対側ですけれどもテムズ川の橋を渡っ

てすぐに行けるところに出来上がった。これ

は大打撃です。人口 15 万人の都市ですか

ら中心市街地といってもたかが知れている。

しかもそれだけでは済まず、1998 年には更

に近くにブルーウォーターという更にまたこ

れがヨーロッパいちになってしまう大ショッピ

ングセンターができる。この二つを合わせる

 



となんという巨大なショッピングセンターがで

きたか、ということになるのですが、そういうこ

とで、この市長さんは青息吐息になってしま

いました。これをなんとか再生しようということ

で、努力をしているわけです。実はこれは既

に新しい中心部のほうは、かなり成功してい

まして、行ったときはかなり賑わっていまし

た。 

考えてみるとヨーロッパの中心市街地とい

うのは、もともと主要な機能が集中していた

エリアであって、一つは政治の中心であるシ

ティホール。それから各種団体の会合場所

が必ずあるのです。ドイツで言えばギルドの

施設であったりするのですが、政治といって

も王宮は通常市外にありますから、シティホ

ールというのは、市民参加の中心、議会の

中心であったわけで、こういったものがまさ

に中心部の真ん真ん中にある。シティホー

ルの前こそ都市の中心である、という認識は

誰でももっている。もちろん教会もある。教会

も単にあの世の権威の中心ばかりではなく、

その当時はこの世の権威の一つの中心でも

あったわけで、更に経済、そこでは商取引

や店舗などもあると、こういう機能が中心市

街地には極めてコンパクトに集中していたと

いうことは、だれでも知っていることです。 

もう一つは、そのような物理的空間が保存

されてきたことです。戦争で壊れてもこれを

再生して元通りに直して使うという徹底した

やりかたから、ここに一つの歴史の蓄積があ

り、まさにこの中心市街地というものが、市民

の帰属意識の中心であり続けるし、集客の

資源としても。ですから、ヨーロッパの中心

市街地でこれを活性化しようと言うとき、必ず

でてくる第一の目玉は歴史的な資源をいか

に活用するかで、これが日本にない残念な

ところです。 

これは大変有名な話ですが、ドイツの場

合は、ほとんどの中心市街地は戦争によっ

て空爆で壊れました。これが戦後ドイツが非

常に貧困な時代から全く元通りに再現する、

その当時としてはもっと簡単な建物を造って

再生したほうが安上がりに効率的に街が復

活した訳ですけど、日本はそのようにした訳

ですが、そういうことをしないで元の様式、そ

して元の素材を探してきてこれを作り直した。

これは大変なことをした訳で、戦後の貧乏な

ドイツがそこまでやり遂げたことは、市民の

絶大なる街と街の中心部とは如何なるもの

であるか、ということに対する認識が強かっ

た証拠だろうと思います。 

そういう面で考えると、一方の日本はどう

か。日本はご存じのように武家地や町地や

寺社地をそもそも分離させておこうなどとい

う政策をあちこちでやって、もちろん全部が

そうという訳ではなくて、門前町のようにそう

ではない所もありますし、小さな町では必ず

しも分離さている訳ではありませんが、それ

にしても色々な機能が一カ所に集中すると

いうような現象は、どうも以前から無かったの

ではないか、これは歴史に詳しい方から教

えて頂きたいとこです。そして同時に日本の

場合は、木造を中心とし、しかもこれを保存

するという考え方があまりありませんでしたか

ら、容易にこれが壊され、別のものに変わっ

ていく。その結果必然的に歴史の蓄積という

 



ものはおきませんし、中心市街地に対して

の市民の思いというのはヨーロッパに比べて

はるかに稀薄であるだろうと思います。 

そういったことから、中心市街地の成立と

いうのは多分に市場に依存せざるを得ない

ということになっているいるのかなと思いま

す。 

では、市場に依存するというようなことを

考えてみた時に、中心市街地を商業集積地

として見たときにどういうふうに市場における

役割が変わっているのかということで、皆さ

んよくご存じのことを整理してみると、一つは、

商業集積地としての中心市街地の重要なポ

イントは多様な選択が可能である。消費者

に多様な選択を提供する場所であるというこ

とであります。当然のことながら、多様なある

いは多数の商業が一カ所に寄り集まってい

ることによって出来上がっていたが、その集

積規模の優位性がだんだん低下しつつある。

むしろ郊外に大集積ができているというよう

なことになってくると、多様な選択ができる場

所という意味での役割がだんだん弱くなって

いる。また、多様なといってもニーズに合わ

ない多様さというのもありまして、つまり売れ

ない商品ばかり並べている商店街ではどうも

困るということでありまして、これは経営努力

ということとも大いに関わることですが、特に

歴史のある商業集積地ほど中心部にある店

舗があまり経営努力をせずに、ほどほどに

やっていれば、まあほどほどに食べていける

という状況はマーケットの理解度を機能させ

て消費者のニーズに答えてこなかったのか

なと思います。 

消費者が商品を求める仕方として、二つ

見方があるのですが、一つは、商品が買回

り化している、つまり、一つの商品を買うのに

遠くまで出向いてでも、選択してでも買う、と

いうのが買回り商品でありまして、もう一方の

なるべく手近な所で買うという、最寄り商品と

は逆の概念です。広域型の中心というのは

買回り商品の比率が高くなるということであり

まして、果たして商品の買回り化が起きてい

るかどうかということは議論の余地がある点

だろうと思います。私は、一つは従来最寄り

商品が買回り化しているということはいえる。

特に生鮮食料品関係は地元の商店、八百

屋で買っていたものがわざわざデパートに

行って、例えばこれは誰が作った商品であ

るとか、どういう無農薬商品であるとか、ある

いは京都の野菜であるといつてこういうもの

を買う、そういう従来の最寄り型の商品が買

回り化することによって、例えば人口 5 万人

の中心商店街ではとても自分の需要を満た

してくれない。それなら人口 20 万人の都市

の中心商店街まで行って買い物をしましょう

というような、より大商圏の集積地への移行

というのが一つはある。 

もう一つ最近別の動きがあって、商品の

企画化と言われているものであります。この

企画化はいってみれば値段しか差別化する

ものはありませんから、基本的にはどこで買

っても同じということになる。そうすると逆に

中心地までわざわざ行かなくてもいいよ、コ

ンビニでも買えるよとかあるいは通信販売で

も買えるよとか、こういうようなことです。いず

れにしてもこの点に関しては、特に小さな都

 



市の中心市街地にたいしてはかなり大きな

問題を持つ。これは多様な選択とはちょっと

違うかも知れませんが、一般に人々のものを

買う金額が今は伸びていませんで、サービ

スの購入、教育を購入し、あるいは旅行など

を購入することばかり伸びていることから、基

本的に物販を中心とする商業地全般の不

振というのは、こういう多様な選択ができるよ、

ということで商業集積地の役割があったのが、

その役割が大分希薄化しているというのが

第一点。 

それから二つ目ですが、中心市街地とい

うのは、住宅地の真ん中にあるとは言えない

わけですが、公共交通機関も中心市街地に

向けて行けるように出来上がっていますし、

誰から見ても真ん中にあるという意味ではア

クセスの容易な場所であることは間違いない。

で、誰でも言うことですが、自動車利用が一

般化してこのアクセスの容易さという概念自

体がもうそうではないね。中心市街地に行く

のが不便だよということになるし、これはその

一例ですが、夫婦共稼ぎか女性が社会進

出することによって余暇時間が減りますから

結局日常的な買い物が困難になるということ

で、週末のまとめ買いとなります。日本のス

ーパーに行ってみると駕篭というのがありま

すね。あの駕篭の大きさが今どんどん大きく

なっているのは多分皆さんご存じだろうと思

います。皆さんが仕事が忙しくて奥さんと一

緒に買い物に行かない場合は分からないか

も知れませんが、かなり大きくなっています。

しかし、これは例えばイギリスのショッピング

センターに行ってみると、日本の大きな駕篭

よりもはるかに大きな駕篭で買い物をします。

ですから、スーパーといっても非常に大きな

通路を用意したものでなければ成立しない。

大きな駕篭で運んで車に突っ込む、そういう

買い方で巨大な冷蔵庫に放り込む。要する

に遠くても構わないよ、ということになれば、

週一回しか行かないのだから、アクセスの容

易さという意味では、それだけ大量に買うの

だったら、とてももって歩く分量ではありませ

んよ、ということになる。 

そして、もう一つ重要なことは、中心部と

いうのはちょっと離れたところに人が住んで

いたのが、だんだん離れて中心部まで遠く

なってしまった。遠くなってしまったら、郊外

に人が移り住んだそちらの近い方にできた

スーパーあるいは郊外ショッピングセンター

がむしろ近い。郊外のほうがむしろ近いとい

うことになる。こういうことでアクセスの容易さ

というものが薄れていく。そういう場所として

の役割があまり期待できないということになり

ます。 

もう一つは、情報の発信ということなので

すが、中心市街地というのは、もともと情報

を発信していた場所だろうと思います。ちょ

っと規模が大きすぎて適切ではないかも知

れませんが、我々の年代より、もうちょっと上

の年代かも知れませんが、例えば、「銀ぶ

ら」という言葉があります。銀座に行くのはシ

ョッピングをするというよりぶらぶら歩くという

ことに価値がある。それは何をしに行くかと

いうと、銀座をぶらぶらすることによって、そ

こでその時代の最先端がどうなっているのか、

その情報を見てくる。それは、地域なりに最

 



先端は違うわけですが、とにかく、そこに行

ってみれば人々がどういう服装をしているか、

どういう商品が売られているか、どういうコミュ

ニケーションが成立しているか、いろいろも

のが手にはいる。そういうような意味では、中

心市街地というのは、中心に行くということだ

けで極めて価値がある。買い物をしなくても

価値がある。そういうことだったのだろうと思

います。これが情報化が進行するなかで、

むしろ、雑誌やインターネットやテレビで自

分たちが行ってみるより、より詳細に「現代」

というものを示してくれる。とすれば、中心商

業地に行っても何か古くさいものがある、新

しいニュースがそこにはない、ということにな

ると中心市街地の情報発信としての役割が

期待できなくなっている。 

このあたりまで見てくる限りでは、商業集

積地という意味で中心商業地を見ると、その

役割は希薄化しつつあるということになると

思います。 

二つ目なのですが、しかし、中心市街地

はまだ地価も高いですし、その地価の高い

ことを裏付けるオフィスというものがその中心

市街地に立地をしたがっているという都心選

考型の立地を続けているということは間違い

ない。おそらくこのオフィスで働かれている

皆さんにとって実際のテーマとしてあちこち

につくられたオフィスがテナントが入らない。

臨海副都心にしても幕張新都心にしてもあ

るいはみなとみらい 21 にしてもあれほど立

地に優れているにも関わらず、テナントが入

らない。それはやはり東京の従来の都心に

比べて新都心というものがまだまだ都心性と

いう意味で弱い。ですからオフィスの都心型

指向というのは極めて強烈なものがある。そ

ういう意味ではオフィス街の中でオフィス街

の商業地化、むしろオフィス街に依存した形

で商業地化を計る。従来は丸の内に対して、

あるいは霞ヶ関に対して新橋に対して銀座

というものがある。しかし丸の内や霞ヶ関の

オフィスの中にむしろ今は商業地化が進行

しつつある。こういう現象がある。これはオフ

ィスに働く人たちばかりではありませんが、そ

れを多分にターゲットとしている。もう一つは

オフィスビル側でも今は、複合開発ということ

でビル自身を差別化したい。単にオフィスビ

ルをつくるよりはそこに商業・サービスなどい

ろいろなものを突っ込むことによってオフィス

ビルとしての価値が上がるだろうという認識

ですね。このミックスト・ユース・ディベロップ

メントという考え方はこれは何十年も前から

アメリカで盛んでありましたが、日本でも現在、

一番新しい例では六本木ヒルズにみられる

ようなものがある。六本木ヒルズの場合は再

開発ですから住宅棟をつくらなければいけ

ないのかなと考えるけれど、しかしもっと前に

できた恵比寿ガーデンプレイスでは、元々

工場跡地だったところに住宅棟もつくってい

る訳ですし、そういう意味で複合開発という

ものが意味があるのだ、という認識です。こ

れは検証されていることではないとは思いま

すが、そういうことが商業地の立地となってく

る。ただ、これは小規模都市に関しては、オ

フィスの都心型立地があるかといっても小規

模都市になりますと、あるのは営業所だけと

いうことになっていると必ずしも都心性が強

 



いかというのはやや稀薄かなと思います。最

近岡山でもそういう研究・調査が報告されて

おりまして、岡山市ぐらいの規模でも営業所

が郊外の区画整理されたところに移ってい

る。その理由が何であるかというのが、アン

ケート調査した人の論文によれば、都心部

だとどうも駐車場確保が困難であるとか、そ

んな月並みな答えがでていますが、いずれ

にしても、割合容易に中心部を捨ててしまう

のが比較的小さな都市の場合ですし、さら

に怖いのは、アメリカで進行しているようにオ

フィス自体が郊外に行ってしまうというエッ

ジ・シティというものの一般化。これは 1990

年頃から極めて顕著になった現象で、都市

の中心部にあったオフィスが、郊外に移り住

んだ所得の高い高学歴の優良な労働者群

を確保するために郊外に移っていく、これが

エッジ・シティですが、そういう現象が起きた

とすれば大変な問題になるのですが、今の

ところ日本にはその気配が見られない。エッ

ジ・シティは別の話題になりますので敢えて

掲げていませんが、エッジ・シティということ

自体は都市にとってかなり本質的な問題で

す。 

もう一つは、長年続いた郊外居住への展

開が都心居住へ変わってきたかなーというこ

とです。郊外居住化がいつ頃から進んだか

というのは、これは都市化という現象が始ま

って以来ずーっと郊外へ郊外へと展開して

いった訳ですが、従来郊外居住化というの

は、人口の受け皿としての郊外居住が進行

した。人口が増加するから郊外居住が進行

したというような認識であったと思いますが、

むしろここ30年位の現象というのは、人口増

加よりも人々が積極的に郊外に宅地を購入

するという、人々の住宅地選考の問題として

郊外化が進行したというふうに思いますし、

こういう現象がここ数年都心居住型へと変わ

りつつあるらしいと。確かに東京のデータを

見ましても1998年位から都心区への人口の

還流がやっと始まっている。ただし、その規

模は郊外に広がった規模を 100 とすれば、

まだ 1 にも満たないわけで、これでもって都

心居住が大いに進行したとはとても言えな

い、というのは間違いないとは思いますが、

しかしそういう現象がある。そのことに伴って

都心商業地－既に随分無くなってしまいまし

たが－こういったものが復活するのか。従来

商業地というのは単純に言うと、近隣型商業

地から超高域型商業地までランク分けをす

る。近隣型商業地というのは最寄り商品が

多い。それから超高域型商業地というのは

買回り品が多いところと、こうゆうようにはっき

り仕訳をするわけですが、実は、大型商業

地というのは必ず最寄り品を大量に売って

いる。こういう部分がエッジにあってそれが

一つの多様な空間を生み出している訳であ

りますが、その中で今最寄り型商品が都心

からほとんど消えそうになっている。これが

果たして復活するかどうかというのが市場の

評価としてどうかということです。ただ、これも

小規模都市に限って見たときに都市居住の

逆転という現象があるのかどうか。調べてび

っくりすることは、小さな都市であっても大き

な都市であっても今まで都市の郊外化が進

んできておりまして、それは人口は減少して

 



いる都市でも郊外に開発が行われている、

都心化している現象は普遍的にあるという

恐ろしい現象があった訳ですが、小規模都

市でもはたしてこういうことはあるのか、もし

そういうことがないとすれば、これも中心市街

地の役割が高まる可能性とは小規模都市で

は言えないということになります。 

次にでてくる、これは非常に重要な点だと

思うのですが、中心市街地における土地・

建物の余剰化。これは、人がでていき、お店

がでていき、場合によってはオフィスがでて

いき、ということがもしあるとすれば当然のこ

とながらこの余剰化が起きる。この余剰な所

に果たして転出した各種機能が復帰してく

れるだろうか。転出した各種機能として何が

あるのか。中心市街地の活性化を進める最

も中心となる市役所が自ら出て行っちゃって

る訳ですから、ひどいなぁーという感じがしま

すが、そういう行政機能は復帰するのか。病

院は復帰するのか。各種学校も。都心の小

学校がどんどん潰れる。大学だってさんざん

追い出したのにやっと東京が工業等制限法

をやめて今どんどん都内に新しい大学をつ

くる動きがある、それはちょっと東京の特殊

事情かも知れませんが、地方でもやはり学

校が郊外に移転している。こういうものが復

帰するんだろうか。 

それから、余った所に商店や新しい機能

が進出してくれるのか。ニューヨークで有名

な SOHO という地区も元々は転出したオフィ

スや倉庫の跡地。こういった所に芸術家や

新しいビジネスの人が非常に安く住み着い

ている。大きな空間を非常に安く住み着い

てそこで新しいビジネスを始めるということが、

あったのだけれども、果たしてそのようなこと

はあるのか。そういう役割を中心市街地はも

てるのかということになるのかと思います。 

それからこれもかなり重要なのですが、舞

台空間の需要。私もうろ覚えで恐縮なので

すが、大体人間の欲求をいろんな段階に区

分したマズローの段階説というのがあるので

すが、その最上位の欲求に自己実現という

のがある。最近の NPO ですとか、市民参加

ですとかこういったものも自己実現を求める

一つの市民の行為だと考えることもできるの

ですし、また自己実現の一つの形態として

元々中心市街地というのは、自分が物を買

いに行き、自分が商品や情報を手にしに行

くという、受け取りに行く場所であると同時に

自分自身をそのに置いて見せる場所でもあ

ったろうと思います。何で暴走族がわざわざ

人の居るところに集まってうるさい音を立て

るのか。何で話も聞きたくもないくせに、20

歳になると成人式に皆晴れ着を着て集まっ

て来るのか。先ほど銀ぶらの話もしましたが、

何故そういう場所に身を置こうとするかとい

えば、そういう場所に身を置くことによって自

分が活動の主人公となり、それを人に見ても

らえる。あるいは、少なくとも自分がその時代

の最先端、時代の最も洒落た場所に居るこ

とによって、自分がその価値観を共有してい

ることを人に示す。こういう場所として中心市

街地はある。この役割はかなり重要だと思い

ます。お祭りが盛んなのもまさにこの舞台空

間としてあるわけでありまして、そういう観客

のいる空間として中心市街地がある。あるい

 



は、人々の何か行うこと、そこに居るというこ

と自体をひっくるめてもただ佇むだけでも良

いのですが、それが映える空間となっている。

こういったようなものが中心市街地に、それ

だけの役割が期待できるかどうか、といった

ようなことが考えられるだろうと思います。 

以上、他にもあるだろうとは思うのですが、

市場にとって中心市街地がどういう役割とし

て見なされているか、ということを今若干考

えてみたわけですが、それでは、中心市街

地問題を市場に任せて良いのか、ということ

になります。 

そのことの意味は、一つは市場は中心市

街地を再活性するか。できるか。こういう問

題として考えたのです。私はこの点に関して

やや楽観的な部分もある。これだけで良い

かということは別として、つまり行政が100%手

を出さなければ、すべて中心市街地は死滅

するか、というふうには私はあまり思っていな

い。市場はきっと中心市街地を評価するだ

ろうというふうに思っています。再活性化す

るかということを問いかける中で特に重要な

のは、一つは、中心市街地の不動産市場は

機能しているのかという問題が言えるだろう

と思います。つまり、これが機能しなければ

市場による再活性化はあり得ない。中心市

街地が需要がなくなって値段が下がることに

よって、そこに新しいものが入ってこれる。こ

れがうまく機能していれば良い訳ですが、中

心市街地からいろんなものが出ていったに

も関わらず値段が高いままでは機能はしま

せん。どうも私の印象ではまだ中心市街地

はその実状に比べて値段が高すぎるのでは

なかろうかと思います。なぜそういうマーケッ

トがまだ残っているのか。これは非常に大き

な問題です。 

もう一つは、土地市場、不動産市場は機

能したとしても何も帰ってこないということも

悲観的に考えればあるわけです。もはや中

心市街地には何の有利性もない。そうすると

土地の値段、不動産の値段が下がっただけ

で何も帰ってきませんで、おしまいとなるとこ

れもまた寂しい話になる訳ですが、いや違う。

なお、中心市街地の有利性は残っていると

すれば一体それは何であろうかというのが

大きな論点だろうと思います。 

そして、もう一つは伝統的に語られている

議論でありまして、中心市街地を活性化す

る、そのことの社会的な利益は何か。これは

別の言い方をすれば、市場が実現する姿、

これがもたらす利益、それを越える利益が活

性化によって社会にもたらされるのか。市場

によって得られる利益以上の社会的利益が

活性化という作業を通じてもたらされるのか、

そういう利益があるのかということが、活性化

を進める上での極めて重要なポイントになる

だろうと思います。 

これについては、随分議論されているよう

でありまして、自民党の大綱では中心市街

地というものは必要だよと、どういう意味で必

要かというと各種機能が集積している場所で

あると。これだけでは必要だということにはな

りませんからきっと各種の機能が集積してい

ることによって色々な活動が効率的に行わ

れるというふうに考えるのだろうと思います。

あるいは各種の機能が集積していることによ

 



って既に新しい投資をしないでもそこで機

能は充足しているよ、ということになるのかな

と思います。それからこれは非常に重要だと

思いますが、モビリティーの低い高齢者に必

要と。確かに高齢社会になった時にこのモ

ビリティーの低い高齢者のためのスペースと

して中心市街地というのはかなり重要である。

これは非常に重要な点ですね。 

それから、事業者と消費者の交流による

新規産業の苗床と。これは事業者が消費者

のニーズを的確に把握するということを多分

言っているのだろうと思いますが、これだけ

だと郊外でも良いではないか、どこでも交流

すれば、と言うことになるのですけれど、もう

少し深い意味があるのだろうと思います。 

そういうことを通じて、中心市街地は投資

効率が大きく、環境負荷が小さいと、こういう

ことをいっているのですが、これは適切に解

釈しないと誤った結論に導く可能性もあると

思いますが、大きくは間違いでないと思いま

す。 

それから、箕原さんが「都市はいるか」等

いろいろ書かれていまして、文化創造の濃

密な空間であるよと、地域内外の人の出会

いと交流の場であるよと。全くこれは賛成な

のですが。 

それから工業立地審議会、なぜ工業立

地審議会がこう仰るのか私はよく知らないの

ですけど、中心市街地と言うのは、都市機

能・地域活力の源であって伝統産業・芸能・

祭りを維持するためにも必要だし、都市のア

イデンティティを形成するためにも必要であ

ると。工業立地審議会にしては幅広いソフト

な議論をしていただいたなぁと思います。 

私は、これらはみな適切な議論だと思い

ます。まだこの中には語られていないことも

あるのですが。それでこれらをどういう意味

で纏めたら良いかということなのですが、で

はこういうことに金を出すべきなのか、とか、

いろんな資源を投入すべきなのか、あるい

はマーケットが出す回答に対してこういうこと

を進めた方がより利益になるのか、というあ

たりが今いちはっきりしない。 

そこで私は、シンプルにサスティナブルシ

ティという観点で中心市外地の存在価値を

位置づけておくのが良いのかなと思ってい

ます。 

つまり、サスティナブルシティという方向を

もし目指すのであれば、そのためには中心

市街地が必要になる、とこういう観点です。

サスティナブルシティというのははやり言葉

で、持続可能な都市、これは長期的に都市

が都市として魅力をもって持続できてい続け

ること。もしそうでないと都市というのは大量

の資産やいろいろな活動を集積・集約して

いるものですから、そこが無くなってしまう。

都市が盛衰を繰り返すことはいいことのよう

にもみえるけれども、多大な不採算な部分も

ある。でサスティナブルシティの要件として

は、環境負荷が、これについては 1980 年代

からアメリカで大量の議論がなされておりま

す。また 1990 年代の後半からはイギリスは

政府の基本方針として、プランニングポリシ

ーガイダンスの中にはっきり書き込んでいま

す。日本でもかつての建設省の時代に建設

白書の中に既にこのサスティナブルシティに

 



関する、サスティナブルシティというよりは、

都市のありかたについて 1991 年にアメリカ

の都市計画会社の論じた宣言があるのです

が、これを白書にも載せているという具合に

かなり日本でも強い関心を持たれています。 

これに関して、何がサスティナブルシティ

の要件かということで、これはもともと地球環

境という観点からそもそも出てきたことです

から、環境負荷の小さい都市でなければな

らないよ、と言っている。あとこれは私流のま

とめですけど、都市サービスが将来的にも

維持できるのか、これは税金を集めいろいろ

な社会資本を整備し、というルーチンがうま

く回っていけるのか。もうアメリカの大都市は

これが回りませんから大変なことになってい

るわけです。日本の大都市もかなりの部分

がこれが回っていないところがある。ですか

ら、大変な地方財政の赤字ということになる。

これはこれまであまり強く言われていなかっ

たのですが、特に大きいのは、都市が雇用

の場を将来に渡って維持していけるか。雇

用の場を維持するということは、現在維持し

ているというばかりではなくて、将来社会条

件が変わった時に、つまり現在の雇用、企

業などがいずれはだめになるかも知れない。

その時にそれに変わる新しい活動がその都

市に生まれるか。生むことができるかという

極めて重要な指摘でありまして、実はこの問

題というのは都市にとっては本質であろうと

思うのですが、以外に研究者の中ではこれ

を本気で議論した研究というのは未だにほと

んど見たことがない。こりはかなり重要なこと

です。 

もう一つは、以上の条件が満たされても、

人は将来もその都市を選び続けるか。いや

もうその都市に住むのはいやだよ、あっちに

行くよ、と人口減少ということになってくると、

よけいに人による都市の選択ということが大

きな問題になってきますから、なをかつ都市

が魅力的であり続けなければならないという

ことになる。 

こういうことも一つの答えとして、小さな都

市空間と高い密度、つまりコンパクトな都市

という一つの都市像が提案されております。

これに関しては、これが 100%いいという答え

が証明されているわけではありませんし、こ

れに反対する意見も世の中には多々ありま

す。しかし、世界の潮流としては、どうもこれ

が答えであろうなぁということだろうと思いま

すし、私自身もこれにはかなり強く賛成して

おります。 

環境負荷が小さいということは、一つは自

動車交通に依存する度合いが小さいという

ことです。これは都市が拡散している状態か

らよりコンパクトな状態で公共交通機関が事

業として成立する。そして、古倉先生などが

言われたように自転車とか歩行とかいったも

のに交通機関の依存度を高めることができ

るというようなことがコンパクトな都市であれ

ば可能であるし、コンパクトな都市であれば、

郊外での新しい建設といったようなことを

次々にやり続ける必要はありませんから、そ

ういう意味では更新型というよりはリフォーム

型の都市ですね。最近はコンバージョンとい

うのがはやっているのですけれども、そうい

ったものが可能性あろうと。もちろん社会資

 



本投資の効率性という意味では、都市という

のは長い歴史を通じて絶えず絶えず足りな

いと言われながらも社会資本投資を行って

きた場所である。しかし、そこからだんだん

密度が薄くなって郊外にまた社会資本投資

をやっていくという、非常に無駄なことがや

っていけなくなる時代になっている。そういう

意味では、コンパクトな都市というのは非常

に効率的であるということになるかと思いま

すし、それから、雇用の場を確保できることと

いうのは、結局コンパクトな都市というのは、

人と人との出会いが多い、それから先ほどの

自民党や箕原さんの意見にありましたが、

人と企業の出会いという言葉があります。出

会いというのはロマンチックな響きを持ちま

すけれども、いずれにしても我々は、非常に

重要なことは、如何にしたら事業を革新する、

あるいは新しい事業を創出する、その仕方

を知っているか、そういうことが出きるか、組

み立てられるか。これは誰も知らないのです

よね。新しいことを生む方法というのは誰も

発明していない。我々が歴史的な経験から

知っていることは、それは自分たちとは違う

価値観や違う何物かとの出会いがそれを生

んできたことは多分間違いない。日本が非

常に長い意味で発展した時期を見てみれ

ば、例えば、仏教文化との出会いとか黒船

が来たとかアメリカの占領軍が来たときもそう

です。それはいろいろなものとの出会いが

必ずある。ですから、異業種交流を積極的

に仕掛けることも随分やっている訳だし、国

際会議場や国際展示場を作るのも全く同じ

意味である。本来都市というのはその中心

部はそれが基本的にその役割を果たしてい

るものではなかったか、ということです。 

更に、居住者たちにとって魅力的である

ことというのは、多様な出会い、文化の継

承・創造。顔を見ればあの人は何を言うかわ

かっているよ、という人ばかりと話をしていて

も魅力的ではありませんし、心がときめかな

いわけであり、そういう出会い。そして新しい

文化が創造すると同時に以前の文化も継承

されている。そして先ほど申し上げたような

生活の舞台としてより魅力的なものが作って

いけるのではなかろうか。どうも郊外のショッ

ピングセンターが生活の舞台として魅力的

な姿になれるかというと無理ではなかろうか

というはこういうことです。 

そして、このサスティナブルシティを実現

するということから見たときに、中心市街地と

いうのは、－ちょっと話をはしおりますが－コ

ンパクトな都市の不可欠な構成要素である

ことは間違いないであろう。つまりサスティナ

ブルシティの主人として中心市街地を活性

化していくことが、というか、その位置づけを

重要視していくことは重要であろうと、つまり

マーケットが解決してくれなければ、というこ

とになるので。 

ほぼ時間なのでこれで終わりますが、改

めて先ほど出したこの項目、市場が再活性

化しない場合に中心市街地活性化を何らか

の公的部門が力を注ぐべきか、ということに

関しては、先ほど述べたサスティナブルシテ

ィの項目の一つ一つは実は全部市場が解

決できない問題を述べたのです。つまり全

ては外部経済の世界にある問題を全て述べ

 



たわけでありまして、そういう意味で市場だ

けではなくて、そこに公的な部門の力がやる

ことに意義があるというふうに私は理解して

おります。しかし、公的部門の力というのは、

やはり従来の国土計画の歴史をみても公主

導の計画は失敗の連続であったというと怒ら

れるかも知れないが、そういう部分がありま

すね。全部と強く言っているわけではありま

せんが。 

非常に重要な日本のマーケットの力をど

れだけ評価していくかということが重要にな

るわけで、マーケットが再活性化してくれる

か、再活性できるかという、そこに公的部門

が真っ先に力を注ぐべきかな、不動産市場

を機能させるためにはどうなのか、それから

中心市街地の有利性を更に増やすための

役割を公的部門が持っているとすれば、例

えば、市役所は元へ戻すとかは当然しても

よいだろうと思うし、そういう点が必要なのか

なと思います。 

特に新しいこともないかと思いますが、改

めて中心市街地活性化というものを考えて

整理してみたわけです。少し皆さんからお

知恵や意見を拝借できればありがたいと思

います。ありがとうございました。 

 


