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日本の豊かな自然を体感できる場をつくり出す
平賀達也

氏
今回のゲストはランドスケープアーキテクトの平賀達也さんです。
「二子玉川ライズ」
「としま
エコミューゼタウン」
「南池袋公園」などの作品を通して、地形を読み解き、ランドスケープの
空間づくりと仕組みづくりの両方に関わりながら、どのようにパブリックスペースをつくり上
（『JIA MAGAZINE』編集長  今村創平）
げていくのか、お話をうかがいます。

アメリカでランドスケープを学ぶ

のが目的だったのですが、親を説得するのに科学万博に
行って勉強してくることを言い訳にしたのです。

まず自己紹介も兼ねて、平賀さんがランドスケー

実際東京で、洋書を扱う書店や、ジャズを扱うレコー

プアーキテクトを目指したきっかけを教えてください。

ド店や、博物館や美術館などに行って、
「ああ、これは大

私は 1969 年に四国の徳島県阿南市で生まれまし

学から東京へ来ても遅すぎる」と思い、それなら当時い

今村
平賀

た。家のすぐ前に川がある自然の豊かな場所です。

ちばん憧れていたアメリカへ行こうと決心しました。

祖父も曾祖父も教育者で、父は戦前の教育体制に反発

高校を出てすぐ、アメリカのウェストバージニア大学

して教師にならなかったのですが、私も義務教育に不信

に行きました。
「カントリーロード」の曲で有名な田舎の

感を持つような生意気な子どもでした。例えば、夏目漱

州立大学なのですが、街全体が緑豊かなキャンパスに

石の「それから」の一部分だけ読ませても本質が分かるわ

なっていて、お台場の「ゆりかもめ」のような無人のト

けがないなどと授業の最中に言うわけです。そんなこん

ランスポートシステムが街の主要な交通インフラになっ

なで先生たちには結構厄介者扱いされていました。ちょ

ていることにたいへん驚きました。専攻をどうしようか

うど高度成長期の真っただ中で、みんなで同じ方向を向

といろいろ考えていたとき、キャンパスの中でいちばん

いてという時代でしたが、子ども心にもそういうことに

風景のよい場所にランドスケープアーキテクチャー学科

とても違和感があり、なかなかなじめなかったですね。

があったのです。入学当初は英語があまりしゃべれな

高校 1 年の夏、まずは東京を見ないと話にならないと
思って、ヒッチハイクで東京に行きました。ちょうどつ
くばの科学万博があったときで、本当は東京の街を見る

かったのですが、絵は得意だったので、ランドスケープ
を専攻することにしました。
当時はレーガン政権が情報化社会を見据えてコン
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写真1
イアン・マクハーグ著
「DESIGN WITH NATURE」

ピューター産業に力を入れていたこともあり、大学にコ

環境を自然の力で調停していこうというナチュラルサイ

ンピューターサイエンス学科がどんどん設立されていた

エンス、このベクトルのまったく異なる 2 つの動きを同

時代でした。まだメールなどのネットワーク環境はあり

時に考えながら都市づくりを行えたのが、世界のニュー

ませんでしたが、学内でも急速に PCが普及し始めてい

フロンティアであったアメリカだったのです。

ました。

ニューヨークのセントラルパークは、近代ランドス

今村

早いですね。1990 年代前半ですか。

ケープの父と呼ばれているフレデリック・オルムステッ

平賀

そうです。90 年代初頭の頃です。

ドが、都市の高密度化を予測して、都市の中に豊かな自

今村

私はその頃に、ちょうどイギリスに留学していま

然があったほうが衛生工学的にいいという考え方で、最

した。進んでいる学校でしたが、コンピューターはまだ

初に巨大な公園をつくったわけです。それは考えてみれ

1 台もなかったですね。

ば当たり前で、20 世紀の中盤くらいまでは、感染症で亡

平賀

ペンシルベニア大学で現代ランドスケープの基礎

くなる人がほとんどだったのです。ですから、太陽を

をつくったイアン・マクハーグ先生が『DESIGN WITH

しっかり身体に浴びられるとか、風通しがいいとか、水

NATURE』
（写真1）という本を私が生まれた年に書かれて

がきれいだというのは、人間が生きていく上での基礎的

いて、生態学と地域計画を結びつけるために航空写真に

なインフラとしてとても重要で、人間と自然の関係性を

よる敷地分析を提唱しています。やがて衛星データやコ

都市づくりの骨格にしたマスタープランがアメリカの各

ンピューター解析という技術が味方につきはじめて、土

所で生まれます。そして、そういった技術の派生が、ま

地の分析などをオーバーレイという手法で検証するので

たヨーロッパに逆輸入されたりしたのです。

すが、地形や植生などに開発エリアを重ね合わせて、ど

一方、明治維新から戦後にかけての日本はそれどころ

こが開発に適しているか、どこの環境を残すべきか、と

ではなく、国力の復興、つまりは経済成長に注力せざる

いうようなことを、大学でダイレクトに学びました。

を得ませんでした。造園という言葉も建築と一緒で明治
初期につくられた言葉なのですが、日本には古来より優

欧米で発展したランドスケープ

ランドスケープ的な思想が入り込む余地もなく、国土計

日本と違って、アメリカやカナダにはランドス

画や首都構想のような国家プロジェクトに造園学の人間

ケープ学科がたくさんありますね。それは建物周りの

が深く関わることがなかった。また、日本は世界の先進

ランドスケープだけでなく、いわゆる環境設計という

国の中でもずば抜けて豊かな自然があったことも、都市

ようなかなり範囲が広いものでしょうか。また、それ

づくりを考える上で人工的につくられる緑や水の環境が

らのランドスケープ学科は、1960 年代、70 年代くらい

重要視されなかった理由の一つだと考えられます。

に一気につくられたのでしょうか。それとも、その前

今村

から伝統的にあったのでしょうか。これまで疑問に思っ

問というよりも、職人の世界のように若い時に弟子入り

ていたのです。

し、現場で体得していくというようなものですね。

今村

平賀

レイチェル・カーソンの『沈黙の春』に象徴され

平賀

日本では造園が長い歴史をもっています。でも学

造園は長らくドメスティックな趣味嗜好の世界に

るように、ベトナム戦争に起因したヒッピー文化からの

あったが故に、グローバルな視点で学術的に体系だって

流れで、アメリカも環境問題に関心を寄せる人たちが増

教えられる人がいなかったのでしょう。

えたのです。そういう流れもあって、環境計画を扱うラ

1990 年代くらいから、世界の動向に押されて環境に

ンドスケープ学科がアメリカの大学に増えていったので

関することが多少語られるようになりました。それは、

はないでしょうか。また、なぜアメリカで建築設計者や

地球規模の環境問題を国家や宗教の枠組みを越えて話し

都市計画者がランドスケープ設計者と協働することが多

合おうというリオで開催された国際会議からの流れで

いかというと、アメリカはヨーロッパの都市が産業革命

しょう。そういう中で、日本でやはり環境負荷の高い都

後に直面した良い面と悪い面を理解しながら、新たな都

市において自然やエネルギーの問題をもう少し大きな視

市づくりを目指す必要があったからだと思います。

点で見直していくべきだというムーブメントが、ようや

産業革命のあとに生まれたランドスケープアーキテク

6

れた庭園文化や作庭技術があったが故に、そこに西洋の

く 20 世紀後半に起きてきたのだと思います。

チャーという職能や学問がアメリカで花開いたのは、あ

そして世界規模で環境問題が共有されるいま、環境工

る種必然的です。化石燃料を使って都市の機械化を目指

学は自然エネルギーを活用したパッシブデザインを志向

したエンジニアリングと、化石燃料で汚染される都市の

し、自然科学に立脚したランドスケープはグリーンイン
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写真2
飯田町アイガーデンエアの
並木道

フラのような社会基盤を志向し始めている。私は東工大

うものを立ち上げて、私はもちろんのこと各棟の建築設

や農大で学生たちにランドスケープを教えていますが、

計者も含めみんなで案を持ち寄ってランドスケープを決

成熟社会を生きる彼らにとっては、エンジニアリングと

めることになりました。私はランドスケープのプロフェッ

ランドスケープの境界さえ曖昧になってきているように

ショナルとして、これに勝てなかったらランドスケープ

思います。

を辞めるくらいの覚悟で臨んだことを覚えています。
今村

日本に戻り実務につく

プロといえる人はいなかったのでしょうか。
平賀

いえいえ、私の上司で西田正徳さんという、やは

今村

大学を卒業されてすぐに日本に戻られたのですか。

りアメリカのペンシルベニア大の大学院でランドスケー

平賀

卒業したのは 1993 年で、アメリカの設計事務所

プを学んだ方がいらして、大切な恩師の一人です。

に就職が内定していたのですが、その頃のアメリカが

今村

その方もアメリカで学んでいるわけですね。

ちょうど経済不況の真っただ中で、卒業の間際になって

平賀

そうです。当時の西田さんと同じ年齢になって思

採用を見送りたいと……。そこで慌てて日本で就職先を

い返すと、何かといえば会社に楯突く私の尻ぬぐいをし

探したのですが、たまたま日建設計と竹中工務店の 2 社

てくださっていたことに感謝の言葉しかありません。

が海外留学生向けの求人誌にランドスケープアーキテク

そのアイガーデンエアの設計で自ら提案したデザイン

トを名指しで募集していたので、当時ニューヨークに

が実現し、周囲の人たちと腹を割って話せるぐらいの余

あった両社の事務所に連絡して面接を申し入れました。

裕が出てきたのです。それから徐々にですが、自分らし

そして最終的には日建設計に採用されました。当時副

いランドスケープを、プロジェクトごとの場所やクライ

社長であった林昌二さんが東京で最終面接をしてくだ
さったのですが、ジーンズとＴシャツで行ってしまい、

アントと向き合ってつくれるようになりました。
実際の作品ができるまでは東京という街が好きになれ

人事の方がジャケットを貸してくれたりしました。役員

なかったのですが、ランドスケープは面白いもので、プ

室で大学での作品をお見せしたら、ずいぶん熱心に聞い

ロジェクトの場所が離れていても、例えば流域が同じ

てくださいました。入社後に人事の方から聞いた話では、

だったりすると点と点がつながるのです。昔からある鎮

じつはもう採用枠は埋まっていたらしいのですが、林さ

守の森のような場所の緑に倣って新しい場所の緑をつく

んが面白そうだということで拾ってくださったのです。

ると、生態系のつながりがどんどん広がっていきます。

今村

日建設計に入社した後はどのような状況でしたか。

日建設計に在籍していたときは、都心の再開発の仕事を

平賀

入社当初の私は、バブルの火種が残る日本の建設

することが多かったので、やればやるほど東京が好きに

業界や設計業界のいびつさに愕然とするわけです。その

なっていきました。気がつけば、もう東京で仕事をして

ころの日本は、まだ「がんがんモノをつくれ」という浮

四半世紀経ちますね。

かれた感じがありましたし、ランドスケープの設計と

今村

いっても、
「建物の足元にツツジ 5 株植えといて」という

ンシャルがありますね。

ような世界で、自分が学んできたランドスケープの可能

平賀

性のようなものと現実の世界に大きな隔たりがあって、

かったのもあると思います。優秀な建築の人たちとディ

徳島にいたころの少年時代のように「何なんだろう、こ

スカッションをする中で、
「ああ、こういう考え方もある

れは」と随分悩みました。20 代の記憶はほとんどないの

んだ」という発見があって、コラボレーションをする楽

ですが、ただひたすら苦悩してあがいていたのは確かで

しみを覚えはじめたのが 30 代前半の頃でした。

す。おそらくいろいろなことを吸収しようとはしたので

JANUARY 2017

平賀さんから見ると、その当時ランドスケープの

世界的に見ても東京は、自然においてかなりポテ
そうですね。自分自身、若かった頃は視野が狭

そういう中で、30 代半ばに結婚して子どもを授かり、

すが、自分の能力のなさが故に、それを実際の仕事とし

自分の生き方そのものをランドスケープに重ね合わせて

て表現することはできませんでした。

考えるようになりました。クライアントからすると「建

転機になったのは、現在日建設計本社のある飯田町ア

築をつくってほしい」と依頼している設計事務所の一ラ

イガーデンエア（写真2）という再開発のランドスケープを

ンドスケープ担当者ですから、いくらランドスケープで

担当させてもらったことでした。全 5 棟からなる再開発

世の中を良くしたいと説明しても、クライアントにはな

事業の 4 棟の建物を日建設計が手掛けていて、現社長の

かなかランドスケープの本質が響かないのです。そこで

亀井忠夫さんが日建設計本社の設計を担当されていまし

私の中では次のステップだったのですが、独立してラン

た。足元が大事だということでランドスケープ会議とい

ドスケープの看板を掲げて、同じプロジェクトだとして
7

写真3
二子玉川ライズⅡ-a街区の
エコミュージアム

も、クライアントから直接に「ランドスケープは平賀に

どを享受できるようなプレースメイキングをしていくこ

やってくれ」と言ってもらえるような状況をつくりたく

とになったのです。そしてそれを、分かりやすい言葉や

て、いまから 9 年前の 2008 年に独立をしました。

概念図で表したコンセプトブックというものをつくり、
事業者のキーマンや地権者のキーマン、またこれから事

独立後、人とのつながりで仕事が広がる

業計画を推進していく事業部隊に渡しました。
今村

東急電鉄と二子玉川とはもう何十年の付き合いが

今村

独立してすぐに仕事があったのでしょうか。

あって、今後も二子玉川が栄えることが東急が栄えると

平賀

独立した時に、私と同じ歳で多くのコンペを一緒

いうことにつながるから、長く高いクオリティをいかに

に戦った朝田志郎さんという日建設計の設計部長が「一

つくろうかというモデルケースですね。それまでは割と

緒に仕事をやろうよ」と声をかけてくれたのが「二子玉

新しいものを開発することが主流だったように思います

川ライズ」でした。朝田さんも私も二子玉川から新しい

が、これからはいかに持続的なことを考えていくかとい

価値を生み出そうという気持ちでやっていました。残念

う、東急電鉄としてもかなりフェーズが変わる大きなプ

なことに朝田さんはライズが竣工する 1 年前の 2014 年

ロジェクトだったのではないでしょうか。ランドスケー

に志半ばで亡くなります。いまの私があるのは彼のおか

プとしても、一過性のものではなくて、ずっと価値を

げなのです……。だから、生半可なことは絶対にできな

持っていくものをつくろうというプロジェクトだったわ

いし、彼の遺志をこれらかも引き継いでいくことが私の

けですね。独立して最初のプロジェクトが「二子玉川ラ

使命だと考えています。

イズ」だったということは非常に恵まれていたのではな

話をライズに戻します。私がランドスケープを担当し

いでしょうか。

た II-a 街区（写真 3）は、都市計画上、複合用途でオフィ

平賀

スをつくれというのが至上命題でしたが、当時リーマン

に手掛けていましたが、やはり二子玉川ライズには、特

ショックもあって、オフィスをつくっても横浜のみなと

別な思いがあります。関係者全員が朝田さんの遺志を受

みらいと同じくらいの賃料が取れたら御の字だというよ

け継いで、いままでにない建築とランドスケープが融合

うな雰囲気からのスタートでした。

した次世代型のまちづくりを完成することができたので

朝田さんが中心になって、設計チームとグランドデ

その頃には「としまエコミューゼタウン」も同時

す。だから私の場合は、やはり人のつながりによって育

ザインチームの 2 体制でプロジェクトが進められました。

ててもらったということが一番大きいと思います。

グランドデザインチームにはユニバーサルデザインの赤

今村

独立した直後から手掛けていたものが、割とこの

池学さんや、日建設計の顧問で知識経営を研究されてい

1、2 年で次々と形になってきた感じなのですね。

る紺野登さんがいらっしゃって、そこに私も加えていた

平賀

だき、この場所の価値は何で誰のために何をすべきかを、

ベーションをやったりもしています。私の中で、二子玉

基本計画や基本設計をやりながら、プロジェクト事業者

川ライズも、としまエコミューゼタウンも、隣家のリノ

の上層部の人たちと一緒に何度も議論しました。その経

ベーションもまったくフラットで一緒です。

験がすごく私の中では大きくて、ディテールと 20 年後

今村

のビジョンを同時並行で考えていったのです。

話だからやられたのでしょうか。

当時東急電鉄さんとしては、渋谷にコワーキングス

平賀

そうですね。一方で、自宅の隣の個人邸のリノ

住宅のリノベーションは、たまたま知り合いのお
築 30 年ほどの住宅を買ってリノベーションをし

ペースがつくられ、クリエイティブ産業が勃興しつつ

た我が家をご覧になったお隣に住む方から、ある日、
「ぜ

あったので、やはりターゲットは IT 系の人たちと考え

ひ、やってほしい」という手紙をいただいて、その流れ

ました。ただ、IT 系の個人事務所だけで全部埋めるの

で数件手掛けました。神田川沿いなので、庭にミスト付

は厳しく、周辺には大学も多いので大学に借りてもらお

きの生け垣を入れたりしています。ある種、地域環境に

うかとか、住居併設型にできないかというような議論が

開くことで快適に生きるというようなやり方でリノベー

ある中で、いままでの都心の働き方やつくり方ではない

ションをしているので、地域とつながるという意味では

オフィスをつくり、都市田園というキーワードで、都市

ランドスケープも建築も私の中では同じなのです。

と郊外をつなげられるような場所にしようということに
なりました。
そして、具体的にこの場所の魅力は何かと考えて、こ
れまで数万年、数十万年変わらない多摩川や崖線の緑な
8

コンセプト作成からイベント企画まで携わる
今村

二子玉川ライズではランドスケープ設計者として
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写真4
二子玉川ライズ「めだかの池」の
環境教育イベント

どのようなことをされたのか、もう少し具体的に話して

れをずっと見ていましたが、純粋な競争によって選ばれ

いただけますか。

る会社は、プレゼンの上手さや売上の規模ではなく、ク

二子玉川ライズも、としまエコミューゼタウンも

ライアントの想いにどれだけの熱意をもって応えている

そうですが、開発のコンセプトを導き出す上で、その場

かという点につきることを目の当たりにしました。そし

所の地形に着目することで、つなげるべき空間が見えて

て設計者は、良い職人さんをクライアントに紹介するこ

くるのです。なぜならば、日本においては流域というエ

とも、とても重要な役割だと思いました。クライアント

リアが地域の単位そのもので、その流域を規定する地形

が目指しているビジョンを共有できる人間が集まって一

こそがその地域の歴史や文化の基盤になっていると考え

つの作品つくることができれば、私は、それほどいいプ

るからです。それはその地域にもともとあった河川や湧

ロジェクトはないと思っています。

水が浸食してできた地形構造なのですが、そこに自然と

今村

人の営みの長いつながりがあって、地域の人が大切にし

ですが、プロデュースやアドバイスをするという役割が

ている社会資本としての自然を、新しい開発の中で再生

大きかったのですね。

できるような空間づくりと仕組みづくりを行うことが大

平賀

切だと考えています。

私たちも竣工後にエコミュージアムの生態系維持管理を

平賀

設計監理段階で信頼をいただいた経緯もあって、

ただ、それだけだと企業の経済活動には結びつかない

アドバイスする立場で、フィーをいただいて関わってい

ので、二子玉川ライズの II-a 街区を「エコミュージアム」

ます。私たちの役割には、エコミュージアムの経験知を

というコンセプトにしました。低層棟の各階の屋上に広

学術的にちゃんと発表していくことも求められています。

がるルーフガーデンを、二子玉川周辺の生態系をつなぐ

明治大学農学部に倉本 宣 先生という、多摩川の生態

場所にしようということです。例えば、5 階は多摩川中

系に非常に詳しい先生がいらして、工事の期間中に、倉

流域の環境、4 階は多摩川のワンド（湾処）の環境、3 階は

本先生がお持ちのカワラノギクという関東圏の河川では

多摩川周辺の農耕文化を再現するように菜園をつくって

絶滅危惧種のタネを分けていただき、5 階のルーフガー

います。

デンに植えています。

東急電鉄さんは沿線価値の向上が事業を持続する上で

倉本先生はロンドンにしばらく留学されていたのです

の根幹にあるので、地域の自然や文化を守り育てるコン

が、シチズンサイエンス、つまり市民科学というアプ

セプトは彼らの理念にうまく合致しました。次のステッ

ローチですが、人間と自然のつながりを再構築する上で

プは、このコンセプトを高い次元でどのように実現し、

都市ほどいい状況はないと考えられています。ある特定

どのように持続していくかということになります。

の自然状況に関心をもつ市民の一人ひとりがデータを集

工事については、大規模な再開発事業でもありますし

めてくれることで、かなり精度の高い未来予測ができる

競争入札によるゼネコンへの一括発注でした。造園工事

という考えをお持ちで、駅近にあるエコミュージアムを

については、コストも大変厳しいので事業者かゼネコン
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具体的なランドスケープの設計をすることもそう

「おもしろい」といって参加してくださっています。

の関連会社が無理して受託するだろうことが分かってい

（写真 4）と
エコミュージアムの 4 階には「めだかの池」

ました。そこで東急電鉄さんの責任者に、竣工後の植栽

いうビオトープがありますが、夏には地域の子どもたち

管理をセットにした植栽会社の選定プロポーザルを実施

を集めて生き物を捕ってもらい、そのあと、レクチャー

しませんかと掛け合いました。優秀な職人を持つ会社ほ

ルームでみんなに調べてもらうイベントを行いました。

ど、継続的な売り上げが見込める管理に力を入れている

今年ノーベル賞を取られた東工大の大隅良典先生のよう

ので、多少厳しい施工コストでも管理を受託できる見込

に、子どもの頃、昆虫採集をしているような方が、どの

みがあるなら頑張って提案してくれると踏んだのです。

分野でも人間の新しい未来につながる発見をしている気

いままでの仕組みをいったん壊すわけですから、責任者

がします。私の中で、いまの都市に住んでいる子どもに

の方には相当な無理をしていただきました。最終的に腹

自然の良さをどう伝えるかがとても大事だという確固た

を括ってくださったのは、完成度の高いランドスケープ

る思いがあって、そのことは私だけでなく教育のフロン

が事業の成功に必要であることを、グランドデザインの

ティアにいらっしゃる小学校の理科の先生なども大変危

プロセスで共有できていたからだと思います。

機感を感じています。この国の人的資源である子どもた

会社の選定からプレゼンテーションに至るプロセスを

ちが、自然の奥深さや不思議さに興味をもてる場所をつ

全てオープンに行い、結果として箱根植木という老舗の

くって、そこで楽しそうに語る大人がいればそこに入っ

造園会社が選ばれました。私は事務局側として一連の流

ていけるのですが、そういう場所がいま都会にはとても
9

写真5
としまエコミューゼタウン
「豊島の森」に集う小学生

少ないのです。でも二子玉川のような場所であれば、そ

方をもう少し深掘りして考える必要があると思っていま

ういう機会がつくれると思いました。

す。

そのようなビジョンをもってつくられたライズを楽天
社長の三木谷浩史さんが気に入られて、本社をこのライ

今村

としまエコミューゼタウンは上部に「豊島の森」

（写真 5）がありますが、その下にある区役所は、全部パ

ズのタワーオフィスに移転してきたことは、日本人の生

ブリックの空間です。また、大手町にある「大手町の森」

き方、働き方を含めて、次の世代に対して大きなメッ

は上階はオフィスですが、地上は森になっていて人が入

セージになるのではないかと思っています。

れるように開放しています。

楽天は、基本的に社員は私服です。だから、あれ

平賀

地下空間からつなげてありますね。

だけのオフィスがあっても、平日もいわゆる背広族が街

今村

例えば公開空地にしても、場所をつくって緑が

なかに全然いないのです。それは良かったですね。

あっていいという話が、結局建前だけで、公開空地をつ

今村

平賀

外国人の社員も大勢いらっしゃいます。

くれば高層建築を建てられることの方が目的になってし

今村

それも違和感を感じませんね。あそこにタワーオ

まった。その結果、手間がかからないような植栽をして、

フィス 1 棟分のサラリーマンが昼間いたら、それだけで

結局行ってみると立ち入り禁止になっているところが多

足が遠のいてしまう人も結構いるでしょう。

いわけです。公開空地は道路に面しているところが近け

平賀

私たちがつくったコンセプトブックにも、背広族

れば近いほどボーナスがあって、段があればあるほど

ではないことが書かれています。東急の方がここにいた

パーセンテージが減るらしいですね。

ら、
「ビジョンを示して、新しい働き方のスタイルを誘導

平賀 50センチ以下というルールがあるようです。

していった」とおっしゃるでしょうね。

今村

だから、なるべくフラットにつくるそうです。西

今村

東急の方たちはネクタイをしていますが。

新宿のように段差があって上がっていくと、公開されて

平賀

皆さんしていますが、それは彼らが街づくりの裏

いる割合が減ってしまいます。でも、地形をつくるとい

方に徹していることの証だと思います。

う話からすると、本来ならそこにアンジュレーションが

しかも日本の私鉄開発は、鉄道、都市をやりなが

あったほうが自然ですし、それこそ、公開空地の法規に

ら、さらに住宅地をつくっていますから、ライフスタイ

ついては分かりませんが、としまエコミューゼタウンの

ルのデザインに対してものすごく敏感です。そこでやっ

ように空地が上階にある場合でも、それでボーナスをつ

たことも非常にマッチしたのかもしれません。

けて公開していけば、それ自身が全体に寄与している空

今村

間になりますね。
地形のつながりを読み解いたパブリックスペースを
平賀

パブリックスペースの重要性が、いま盛んに叫ば

れていますが、現行の都市計画は、足元に空地を増やし

10

平賀

地域全体に寄与することになります。また、地域

環境に寄与する、地域に馴染む、地域の経済を豊かにす
るなどいろいろ考えられます。ただ、周辺の地形を注意
深く読み解く必要があると思います。

てその分建築の容積をもらえるようにできています。建

私がとしまエコミューゼタウンの設計に関わる直前の

築の低層部をランドスケープと一体化したそれぞれの地

2008 年夏に、雑司ヶ谷の下水道工事で５人が一度に亡

域ならではのパブリックスペースにしていくことで、成

くなるという悲惨な事故がありました。池袋のあたりで

熟社会にふさわしい都市計画のありようとか、地域再生

局所的に雨が降ると一挙に雑司ヶ谷に下水が流れるので

の手法を示すことができるのではないか。そこで地域経

す。もともとあった谷戸の流路が暗渠化されているから

済と結びついた活動が行われるとすれば、それは逆に地

です。いま都市に住んでいる人が、雨が降ったらどこに

域の再生にもつながるような気がするのです。これは新

水が流れるのだとか、雲が西に出たら雨が降りそうだと

しいルールを民意による合意形成によってつくっていか

か、そういうことと意識が乖離しています。そこから変

ないといけないのですが、技術的にはすぐにでもできる

わっていかなければならないと思います。

と思います。

今村

都会で失われている、連鎖するというか、ある程

また、いつ首都直下型地震が来てもおかしくないとい

度離れていても、ある距離であればそれがお互いに影響

われている高密な都市空間を、いまの経済状況や人口動

を及ぼしたりするようなことの知恵や感覚を、いかに取

態に合わせてどのように再生していくのかといったとき

り戻すかというようなことですね。

に、豊島区や二子玉川のような合意形成の仕方や地域と

平賀

のつながり方、かつ、そこで経済を生み出していくあり

基盤整備としてまずやって、そこに対して開いていくよ

地域のポテンシャルを活かすようなまちづくりを
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写真6
としまエコミューゼタウンと
南池袋公園

うな住まいをつくっていく。おそらく高層階では風や安

まったくなかったので、新庁舎の動きがあっていろいろ

全上の問題もありますし、エネルギーを使わざるを得ま

な新しい提案ができたのだと思います。運営そのものを

せんが、低層階は ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）でできる、

地元と協働でやろうと、単純にそこから始めました。そ

そういうモデルをつくっていかないといけないと思うの

うすると地元の人たちが、ただ単に区にクレームを言う

です。比較的、二子玉川ライズも、としまエコミューゼ

だけではなくて自分たちのこととして、
「どうにかしよ

タウンも、そういう形でできたのではないかと思ってい

う」と集まって話をせざるを得なくなると考えたのです。

ます。できたあとも、皆さんに気持ちよく使っていただ

私はそれまで公共の公園を設計したことがなくて、高

いているようです。屋上庭園をパブリックスペースとし

野区長から「全て任せたから」と言われて、純粋にこの

て開放して、地域の人々が愛着を感じられるサードプレ

仕組みは「おかしい」ということをフラットに話ができ

イスのようにしているのが大きいと思います。

る立場で中に入ったのです。区の公園緑地課の担当者
も、最初はものすごく戸惑っていたでしょうし、商店街

仕組みづくりから始めた南池袋公園

ことだ」と困惑していたかと思います。地域を巻き込ん

（写真 6）は、ラ
今村 4 月にオープンした「南池袋公園」

だ「南池袋公園をよくする会」の準備会を公園がオープ

ンドスケープだけではなく、結果としてオペレーション

「どうしようか、ああしよう
ンする 1 年前に立ち上げて、

を担当されているそうですが、どのような経緯で携わら

か」とずっと話をしました。
「よくする会」の運営費はカ

れたのでしょうか。

フェの売上で賄う仕組みにしていたので、理想論だけで

（2016 年 7 月号）で作品として公園が
たしか『新建築』

出たのは初めてとのことです。しかも、巻頭の作品紹介
として取り上げられていて驚きました。

なく地に足のついた話ができたのだと思います。
「南池袋
いよいよこの 4 月にオープンしたのですが、
公園をよくする会」を立ち上げるにあたって、
「平賀さん、

いま私たちが手掛けているプロジェクトのほとん

あんたがルールをつくったのだから責任をとって会長と

どが、空間づくりと仕組みづくりをセットで提案してい

して残ってくれ」と言われて、いまは 2 年間の期限付き

ます。クライアントも、それを期待して私たちの事務所

で運営に携わっています。なぜなら、
「よくする会」の会

に声をかけていただくことが増えてきています。

則をつくる際に 2 年ごとに役員の見直しを行うよう記載

平賀

南池袋公園は、もともとは浮浪者の溜まり場だったよ

してあるのです。豊島区とカフェ事業者の規約も一から

うな場所なのです。公園を囲んで町会や商店街などいろ

つくりました。商業コンサルも一緒に入ってカフェ事業

いろな地元組織があるのですが、どこも仲が悪いうえに

者のプロポーザル要項書の策定も行いましたが、要は、

公園にうんざりしていて、公園を介して人の営みが全然

新しい仕組みをつくるというのは、現行の法律や条例に

できていませんでした。ですから、私たちが入る前には

抵触しない範囲で、これからの時代に必要なルールを地

ワークショップと称して、そこに、
「今度何をつくりま

域の人々と共につくりだすことだと実感しました。そう

す、ここに遊具を置きます」という空間の話だけをして

いう新しい試みは前例がないので、時間をかけて、みん

も、みんなから「以前のように、浮浪者がまた来るので

なでつくっていくしかないのです。
「よくする会」の会合

はないか」という話になってしまい、そのうち地元地権

は毎月 1 回公園のカフェで行っていますが、11 月 6 日に

者と商店街がケンカをし始めたり、むちゃくちゃな状態

は「秋のサンマ祭」をやります。そのように地域の代表

だったのです。

が中心となって街の結束力を高めていくことを手探りで

そのときたまたま私がとしまエコミューゼタウンの仕
事をしていて、豊島区長の高野之夫さんから「平賀さん、
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や町会の会長さんも「俺たちにやらせるって、どういう

やっている状態です。
いま、いろいろな価値観が「これでいいのか、悪いの

ちょっとその住民説明会を覗いてみてください」とお話

か」という過渡期に立たされています。Googleも Apple

があったのがスタートでした。行ってみてこれは公園の

もいいけれど、私が言っている仕組みづくりというの

空間の問題もそうですが、公園の運営の仕組みを変えな

は、そういう OS 的なものでも人工知能で支配するよう

い限り絶対ダメだと思ったのです。

なルールでもなくて、そこに住んでいる人たちが、その

少子高齢化社会に突入し、行政が公共インフラをどう

場所を良くしたいと思う気持ちから生まれる自発的な行

やって管理するのだとか、公共施設の維持をどうするの

為であり、その場所でしか通用しないルールみたいなも

だというような話が出始めた時でした。公園も同様で、

のです。自然の快適性はその場所でしか体感できないこ

豊島区は新庁舎の計画までは官民協働といった政策が

とですから、そういう価値を継承できる建築やまちづく
11

写真7
幸せな時間の提供を目指す
南池袋公園の運営

りをランドスケープで引っ張っていきたいという思いが

公園で何をやったかというと、地域の地形を再定義した

あります。

のだろうなと思うのです。私たちはそれを「バイオリー
ジョン」、生命域と呼びますが、多摩川流域や神田川流

日本の自然の素晴らしさを認識することが座標になる

できる、ひとつの地形をつくったのだなという気がしま

東京都なども緑化条例を出して、どんどん緑化す

す。日本の地形のつながりや、流域という領域の中で生

る方向です。そのこと自体については、平賀さんはどの

きていくことを、私たちは改めて見つめ直す必要がある

ように思われますか。

し、それこそが日本のこれからのまちづくりや建築、ラ

今村

平賀

緑の量を増やしても世界は救えないですよね。そ

ンドスケープのひとつの座標になっていくのではないか

れだけでは日本というか、東京という街が世界の先進都

という思いがすごくあります。

市にはなり得ないです。

今村

ランドスケープという言葉自体が使いにくいとい

だから、何％緑化しなさいとか、高木 5 本と、何

うことはないですか。ランドスケープというと、建物周

本と、何本で、数えたら「合格です」というのでは意味

りを単に植栽するという意味にも取られかねません。会

がないということですね。

社名にもランドスケープと入っていますが、それは狭義

今村

そうです。地形や流域で読み込んでいくと、再生

のランドスケープではなく、ランドスケープとはこうい

すべき植生も生態系も必然的に見えてきます。都市空間で

うことを意味するんだ、ランドスケープの概念を変えて

あっても建物による日影のシミュレーションをすれば、そ

やろうというぐらいの感じなのでしょうか。

ういう環境下での生育を前提とした緑の設計が可能です。

平賀

平賀

そうですね。そういう作品をつくっていきたいと

だから、二子玉川ライズのように人間と自然が上手に

思っています。時間がかかるとは思っています。でもそ

付き合えるような街づくりをやれば、おそらく世界中か

の感覚はすごく大事で「南池袋公園をよくする会」の人

ら、うちの子どもをこういう都市で育てたいという人が

たちにもいきなり何かやろうとは思わないようにしま

増えると思います。それをやっているのがシンガポール

しょうと言っているのです。賛同者は一気に増えるわけ

です。マリーナ・ベイ・サンズに環境教育施設をつくっ

ではないし、逆に一気に増えたとしたら、それはちょっ

て、中国の富裕層から子女を留学生として引っ張ってき

と何かおかしいと思わないといけない気がするのです。

て、そこで将来の関係性を構築している。非常に戦略的

竣工後のアドバイザリー業務が増えていく中で、イベ

に都市を利用しています。やはりこれから情報化社会が

ントも最近いろいろやっています。私が特に続けていき

進んでいけばいくほど、都市の中では知的生産性を向上

たいのは、都市に暮らす子どもたちに向けた環境教育の

させる場所づくりが重要になり、新しいアイディアを生

イベントです。かつて義務教育に不信感を持っていた私

み出せる場所しか勝ち残っていかないのではないでしょ

のような生意気な子どもに出会ったら、そのままで大丈

うか。ミシュランで高尾山が三つ星をとって、みんな喜

夫だよと言ってあげたい。

んでいますけれど、ヨーロッパからしたら、こんな不思

おそらくゼネコンによる設計施工の流れは、今後ます

議な国はないと思います。多様性のある森があって、人

ます加速していくことでしょう。このままでいいと思う

がこんなにたくさんいるなんて……。

人たちの意識はなかなか変えられないと思うのです。で

植物も生物もものすごく豊かで、生物多様性みた

も、設計者はそもそも何もないところから新しい価値を

いな話もヨーロッパで言っているレベルでは全然ないで

生み出す、そういう発想力をお客さんに買っていただく

すよね。

ことで成り立っている商売です。それは、私たちのよう

今村

遅かれ早かれ、日本人もそういうことに気がつく

な小さい事務所であれば、なおさらそうしていかないと

時が来るとは思うのですが、
「あ、遅かった」となってから

いけないという危機感があります。いまは本能的にそち

ではまずいと思います。私たちの世代がこの国の自然の

らに力を入れる時期だと思って活動しています。デザイ

豊かさを、子どもたちにちゃんと伝えているかというと、

ンが心地いいとか美しいのは当たり前で、その場所でど

とても危機感を感じます。これは都市開発などに関わっ

んな幸せな時間を提供できるのかという仕組みを含めて、

ているみんなで共有すべき問題意識ではないかと思いま

これからも価値あるランドスケープを提案していきたい

す。その上で、この国ならではの新しい思想やまちづく

と思っています。

りのあり方などが生まれてくるのではないでしょうか。

今村

平賀

二子玉川ライズ、としまエコミューゼタウン、南池袋
12

域の生態系に負荷をかけない、そこの環境を最大限享受

ありがとうございました。
（2016 年 10 月 25 日 JIAにて収録）
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