
郊外定住時代の住環境
団塊世代と団塊ジュニアの階層化と住宅ニーズ

消費社会研究家、マーケティングアナリスト

三浦展

東京と郊外の団塊世代

　団塊世代の人口は日本で最も多く、

戦後の日本をリードしてきた世代で

す。団塊世代にあてはまる特徴は、

日本の高度経済成長期に、東京、大

阪、名古屋、福岡、神戸といった都

市部へと移動したことです。たとえ

ば東京圏の転入者数の推移を見ると、

1955年から増えていきます。高度経

済成長が始まったことで労働力の需

要が都市部で生まれ、それを満たす

ために地方から若い労働力が数多く

流入してきたからです。

　東京都の人口は1950年と1970年

を比較すると2倍以上増えます。団

塊世代が流入したことで人口が最大

化したわけですが、その後減少して

いきます。一方、神奈川、埼玉、千

葉の人口は増えていきます。都内に

住んでいた団塊世代が結婚して、や

がて子どもが生まれ、広い家を郊外

数者入出転の圏京東
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に求め移り住んだからです。神奈川、

千葉、埼玉に住む団塊世代の数は、

高度経済成長期の人口に比べると約

2倍となり、神奈川の人口は東京23

区を上回るほどです。

　高度経済成長という日本社会の大

きな変動期に膨大な人口移動が起き

たわけですが、そのなかで団塊世代

が果たした役割は大きいと思います。

中流階級の誕生

　高度経済成長期を振り返ってみる

と、1955年に日本住宅公団が設立さ

れます。2DKの団地に住み、洋風化

した生活を送ることが日本人の夢と

なるわけです。それ以降は経済の拡

大とともに、多くの人が中流階級に

上昇していく時代になっていきます。

その当時は、モノを消費していくこ

とで自分が中流になっていると実感

できるシステムがありました。「三種
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の神器」と呼ばれたテレビ、洗濯機、

冷蔵庫のような家電製品を買い、団

地に住み、将来は一戸建てやマイカ

ーを買い郊外に住むという流れのよ

うにです。公団や民間がつくる郊外

住宅地は中流になるための、言いか

えれば中流であることを確認するた

めの耐久消費財として大きな意味を

持ったわけです。

　団塊世代のそのような郊外居住に

対する動機のひとつは、彼らが子ど

も時代に見たアメリカのホームドラ

マに起因していると社会学的には定

説になっています。明るく、楽しく、

健康的に暮らす家族の姿や、物質的

な豊かさを普通のサラリーマンであ

る中流家庭が享受しているアメリカ

との違いがショッキングな原体験と

なり、団塊世代を中心とした日本人

を郊外へと駆り立てたのではないか

と思います。

　そして、郊外における豊かな中流

生活を夢見て、アメリカ的郊外住宅

地が大きな目標となった結果、多摩

ニュータウンや鶴川緑山の住宅地が

生まれます。それは戦後の日本人が

抱いた豊かさへの願望の結晶だと思

います。

　1970年代には、戸建てだけではな

く、マンションにおける豊かな暮ら

しが中流階級に向けて提案されます。

その当時の新聞広告では、「3Cのあ
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図2　55年から73年は中流化の時代
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る3LDK」というキャッチコピーが

つけられています。3Cとは、カー、

クーラー、カラーテレビです。そし

て、絵に描いたようなアメリカンラ

イフを実現することが、日本人の大

きな夢でありました。

団塊ジュニアと郊外定住化

　夢に描かれた郊外に団塊世代が移

り住み、そこで育てた子どもが「団

塊ジュニア」と呼ばれる世代です。

郊外に生まれ、郊外に育った新しい

世代が登場したわけです。

　第二次ベビーブームが大都市圏で

のみ起きた理由は、団塊世代の多く

が東京や大阪に住んでいたからです。

　住宅産業の観点からすると、都心

回帰が起きているといわれますが、

確かに団塊ジュニアが都心にマンシ

ョンを買ったりするなどして、中央

区、港区、江東区といったあたりに

はその傾向があります。中央区のコ

ーホート別の人口は1966年生まれが

減少し、1970年から1975年生まれ

の団塊ジュニアを中心とした世代が

ここ10年は増えていることがわかり

ます。港区や江東区でも似たような

状況です。

　また、若い世代が増えている地域

もあります。渋谷、目黒、品川、文

京、世田谷、新宿、練馬などにおい

てです。世田谷や目黒はひとり暮ら

中の下÷下
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しが多い地域であり、若い人の人口

流入が常にあります。たとえば15歳

の人が10年住むと25歳になるわけ

ですから、コーホート別に見れば当

然、人口が増えるわけです。

　特徴的なことは、団塊ジュニアが

30歳を過ぎても、別の場所へ移らな

いことです。団塊世代の場合、30歳

を過ぎた人の多くは結婚して子ども

ができたため、郊外に家を買い、引

っ越していくわけですが、団塊ジュ

ニアは出ていきません。2003年に調

査を行ったところ、定住化志向が強

いことがわかりました。83％の人が

今と同じエリアに住むと回答してい

ます。ですから、団塊世代のような

大きな社会移動を前提とした住宅産

業の戦略は意味がありません。

都心回帰の原因

　東京都全体の転入者数もここ10年

間はほとんど増えていないのですが、

それにもかかわらず都心の団塊ジュ

ニアが増えている理由、あるいは減

らない理由は、転出者数が減ってい

るからです。地価が値上がった1980

年代の頃は転出者が増えましたが、

それ以降は減ります。ですから、結

果として、プラス・マイナスで人口

が増えているというのが、都心回帰

のカラクリです。

　そして、晩婚化、少子化であるこ

中の中 中の下＋下

とが転出減少の大きな理由です。団

塊の世代とは異なり、30歳を過ぎて

も結婚しない人が増えました。子ど

もがいないのに、わざわざ世田谷か

ら所沢に引っ越す人はいません。人

口の多い団塊ジュニアが結婚しない

ため転出しない、それが団塊ジュニ

アを中心とした都心における人口増

加を引き起こしています。一方、都

心で働く人は減っており、2015年ま

で、多くの区で就業人口が減ってい

くと予想されています。反面、立川

や入王子では近年、就業者数が増え

ており、将来的にもあまり減らない

という予想です。郊外に住み、郊外

で働く人が相対的に増えてくる時代

になっているわけです。

上下に分化する中流意識

　最近になって階層意識に変化が起

きています。高度経済成長期は中流

化の時代でした。1958年を「上」「中」

「下」の三段階の階層で表すと、ピ

ラミッド型の社会であったことがわ

かるわけですが、1973年には「中」

の割合が61％になるという社会に変

貌します。ところが、去年の場合、

1973年に比べて「中」の占める割合

が減り、「上」と「下」の割合が増

えています。中流が「上」と「下」

に二極化、つまり、分化する傾向が

見られるわけです。ですから、これ
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図4　階層意識の推移（団塊ジュニア世代・男性）
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からの日本社会では「中」の割合が

減り、「上」と「下」の割合が増え

ていくのではと思われます。

　過去10年間では、30歳代前半の

団塊ジュニアに「下」が増えています。

さらにその下の「真性団塊ジュニア」

世代においても、この5年間で「下」

が増えています。階層意識が世代に

渡って低下する傾向にあるわけです。

　それに比べ、団塊世代は50％台の

中流意識をずっと維持し続けており、

安定した階層意識を持っています。

昔は、頑張れば将来生活がよくなる

と思えましたが、今の若い世代は生

まれたときから豊かな社会です。だ

から、これ以上にはなかなかよくな

らないと思っています。むしろ、今

の状況から下がってしまうのではな

いかという危機感を持った世代であ

ると捉えるべきだと思います。

多様な階層化と住宅ニーズ

　団塊ジュニア世代の男性の年収と

既婚率の関係を見ると、階層が浮か

び上がってきます。

　団塊世代にも所得格差はありまし

たが、自分の給料がいずれ上がると

信じることができる時代でした。一

方、今の時代はフリーターのような

非正規雇用者が増えており、給料は

上がりません。だから、家を買うた

めのローンを組むことができず、家

を買うことができません。そのよう

な人が多い世代であるということを

よく認識しないといけません。

　階層別の志向を見ると、所得も高

く、結婚して子どもがいて、安定し

た生活が望める「上」の人たちは、

新婚当初は23区内のマンションに住

みたいと考えています。その後、同

じ地域で自分の家を買いたいと思う

人が多い。それが「上」の人の住宅

ニーズだと思います。

　給料も普通にあり、結婚して子ど

ももいる「中」の人たちは、郊外の

一戸建て住宅を志向する人がほとん

どです。郊外一戸建て育ちの団塊ジ

ュニアは、土地の安い郊外に住み、

できれば一戸建て住宅で子どもを伸

び伸びと育てたいという価値観をも

っていると思われます。

　また、「中」には、結婚しない人

も多く、彼らは自分らしい生活がし

たいという価値観をもち、23区内の

マンションやアパートに賃貸で住む

という場合が多いです。

　そして、現在、団塊ジュニアに多

くなっている階層は「下」の人たち

です。「下」の人たちのなかにも、お

金がなくても結婚してしまった人た

ちがいます。彼らは郊外一戸建て志

望のニーズにあてはまりますが、郊

外一戸建てを買うことが無理ならば、

公共住宅の分野にニーズがあるとい

えます。郊外一戸建てのニーズは全

体的に見ても非常に高く、住む地域

を多少ずらすことで「中」と「下」

が分かれています。
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　また、パラサイトシングルと呼ば

れる人たちや、労働意欲もなく働か

ずに自宅で毎日を過ごすニートと呼

ばれる人たちも増えています。そこ

には住宅の新規需要はありません。

新規需要がない人たちが確実に増え

ているということは、住宅業界にと

って大きな問題だと思います。

　以上のように見てみますと、団塊

ジュニアのあり方はとても多様です。

団塊世代の時代は誰もが郊外に家を

求め、頑張ればどこかしらに家を買

うことができました。しかし、団塊

ジュニアが生きる時代はそういう時

代ではありません。これまでとは違

う時代が到来していると思います。

階層文化という視点をもつことは重

要であり、それによって住宅のニー

ズがまったく異なります。現実には

かなりの格差があるということを認

識したうえで、これからの住宅産業

について考えていくべきだと思います。

三浦展（みうら・あつし）

●消費社会研究家、マーケティングアナリスト
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住生活のパラダイムシフト
これからのまちなみと住宅のあり方

パネラー
　アレックス・カー氏（東洋文化研究者）
小畑晴治氏（（財旧本開発構想研究所・理事）
池田早知子氏（NPOリビングスタイルカウンシル・代表理事）

コーディネーター（司会）

望月久美子氏（㈱東急住生活研究所・代表取締役所長）

それぞれが感じる日本の現状

司会（望月）　それでは第2部のパネ

ルディスカッションを始めさせてい

ただきます。まず、ご登壇いただき

ましたアレックスさん、小畑さん、

池田さんからそれぞれ日頃の活動の

ご様子などを含めて、問題提起ある

いはご報告していただきたいと思い

ます。

アレックス住まいは生活感から生ま

れるものですから、周辺環境が大切

です。しかし、残念ながら日本では

護岸工事や砂防ダム、乱立する看板

や電線といった風景が当たり前に思

われているところがあります。同じ

ような景色が日本全国で見られるこ

とは悲しいことです。日本には、す

ばらしい自然があります。培ってき

た住文化があります。それらを住ま

いに生かすことがこれからは必要な

のではと思います。

　また、近年、日本はリサイクルの

時代になりつつあります。たとえば

古いビルであっても、リフォームや

用途変更をすることで新たに生まれ

変わります。地方に行きますと、古

い家屋は空家になっていることが多

いのですが、再生させることはでき

る。実際私は京都で、古くなって住

み手もいなくなった町家を宿泊施設

や伝統文化を学ぶ研修所にリフォー

ムしているのですが、水回りや設備

に手を加え、しっかり整えれば再び

使えるようになります。私から見る

と家そのものが日本の財産です。こ

れまでの日本では、古くなった建物

を取り壊して新築しなければならな

いという観念がありました。それが

強すぎたのではないでしょうか。い

かにリフォームするかということも

大きな課題であると思います。

　そして、世界のなかでも日本は裕

福な国です。仕事を引退した後に住

まう場所を探している人もたくさん

いるはずなのですが、そのようなニ

ーズにピッタリと合った住まいはほ

とんどありません。日本には美しい

場所や、手を加えれば美しくなる場

所があるわけですし、それを実現す

るために必要な先端技術もあります。

そういうものに目を向けて活用して

いくべきです。

小畑私は住まいへの関心が高まっ

てきていると感じています。昔に比

べてすばらしい住宅が一般誌やテレ

ビで取り扱われることが増えていま

す。けれども、本当に自分が望む住

まいを手に入れることができている

のだろうかと心配に思うところはあ

ります。

　1960年頃、アメリカの心理学者が

述べたライフスタイル・モデルがあ

ります。その説によると、最低限の

生存要求、人との同一化、他人との

差別化、個性化、そして自分らしさ

へと段階を経ていくものであるとい

うのですが、日本のマンション事業

は果たしてどうでしょうか。付加価

値を付けて販売しているだけで、差

別化と個性化の段階で停滞していま

す。住宅の本質を備えていない集合

住宅を今のようにつくり続けていて

いいのだろうかと疑問に思うところ

はあります。

　重要なことは、住処のアイデンテ

ィティをどのようにつくっていくか

ということです。東京の下町をつく

るというコンセプトでつくられた

「CODAN東雲キャナルコート」に

は、新しさや自分らしさがうまく組

み込まれており、評判も高いです。

「アクティ汐留」や「天王洲ビュー

タワー」といったところでは場所柄

を生かし、ライフスタイルを表現し

たインテリアがつくられています。
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写真1　アクティ汐留外観・内部

そのような事例のように、うまく自

分の住処とテリトリーをつくること

ができれば、いいものが生まれるは

ずです。

　場所性や領域性とは個と全体の関

係であり、ひとつひとつの小さなス

ポットが場所性をつくります。日本

庭園や里山はまさしくそうであり、

随所にそういうものが見られる。そ

の技術は生かすことができると思わ

れますし、美しいまちをつくるだけ

ではなく、まちを育てるという感覚

に結びついていくと思います。“プレ

イス・メイキング”における“プレイス”

という言葉の重みを、もう一度考え

るべきです。

池田私はもともと住宅を供給する

側にいたのですが、その当時感じて

いたことは、ユーザーが持っている

知識や情報と、私たちの情報の問に

ズレがあることです。そう感じたこ

とがきっかけとなり、NPOを設立し

て、一般の人や購入を前提として情

報を収集している人に向けた糊入数

参加型のセミナーや相談の場を開催

しています。

　そこでは、ユーザーとの情報格差

を埋めるために、「『モノ』選びから

『ライフスタイル』の選択へ」という

考えを提案しています。自分がして

みたい暮らしや自分が持っている価

値観を整理してもらい、モノやハコ

を選ぶことから、ライフスタイルを

つくるためのウツワを手に入れると

いう考え方に変えてもらうことが目

的です。今の時代では、資産価値中

心のモノ選びという考え方が当たり

前ではなくなったわけです。

　また、活動の延長線上として、住

まいのセカンドオピニオンという入

居前の内覧会同行も行っています。

相手から説明されることだけを鵜呑

みにしないで、自分の目を養い、自

分の財産を選び取っていこうとする

意識の変化が最近では出てきていま

す。自分が契約を考えている住まい

が持つ特徴や、どのような暮らしが

実現できるのかといった可能性を多

くの人が知りたいと思っている。私

たちはそう実感しています。

20世紀型の手法を見直す

司会戦後60年を迎えた今、次世代

に残せる美しいまちなみや住まいが

あるだろうかと皆さん疑問を持って

おられると思います。この先、長い

時間を経ても生き続けるまちや住ま

いを考えたとき、今までと異なる普

遍性の高いパラダイムシフトを目指

さなければいけないのではないでし

ょうか。それはどのようなものであ

り、どうずれば実現できるのか。小

畑さんはかなり挑戦されてきたと思

うのですがいかがですか。

小畑戦後において、日本住宅公団

は150万戸ほどの分譲住宅や賃貸住

宅をつくりましたが、供給量が多す

ぎたと思います。先進諸国は同じ聞

違いを犯してしまいました。それを

繰り返さないためにはどうすればい

いかということだと思います。

・…刀ビングスタイルカウンシルの位置付け、

…懸……

①不動藍知識についての勉強会

．②個人⑳ライフスタイル分析・捲導

③相談

写真2　「リビングスタイルカウンシルの活動紹介」から
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司会　その問題に向き合うことは日

本のこれからの住まいやまちを考え

るうえで重要ですね。

小畑　その間違いに気づいたのが、ア

メリカのエコノミスト、ジェーン・

ジャコブスです。彼女は、まちなか

の雑貨屋に子どものために鍵を預か

ってもらえる関係が築けるまちがい

いと述べています。エベネザー・ハ

ワードやル・コルビュジェの都市に

ついての理解が間違いだったという

わけです。まちを単純化して、オー

プンスペースさえあればいいと考え

ていた近代とは異なり、複雑で、豊

かな関係性がある方がいいわけです。

　それを理解できる世代が、いわゆ

る団塊の世代だと思います。最近で

は環境問題に取り組み、エコツーリ

ズムや心宿ス志向の生活を目指して

いる。団塊世代はハッキリとした目

標を持っています。その動きを生か

したいと思います。

意識のなかに芽生えてきたもの

司会　団塊の世代に期待をかけ、20

世紀型の家づくりやまちづくりに対

する反省があって初めて、次のステ

ップに進めるということでした。

　視点は変わりますが、都心ではタ

ワーマンションが数多く建設され、

都心回帰といった現象もみられるか

と思います。その最前線で活躍され

ておられる池田さんは現場でどのよ

うなことを感じられていますか。

池田　これまでにないような大規模な

物件は増えました。それも一過性の

ブームかもしれないという気持ちが

少なからず供給者側にあったのです

が、ブームに終わることなく増えて

いることは確かです。

　購入を決める三大要素は、地縁、

意思、資金です。地縁については、

これまではなかなか断ち切れなかっ

た人が多かったのですが、大規模な

物件が登場してからは、地縁を飛び

越える人が増えています。おそらく、

物件そのものがまちなみになってい

るからではないでしょうか。少なく

とも30歳代の人は惹かれていますし、

　アレックス・カー（あれっくす・か一）

東洋文化研究者。⑲52年米国メリーランド

生まれ。エール大学で日本学を専攻。オック

スフォート大学で中国学を専攻。学士、修士

号取得。著書『美しき日本の残像』（新潮社）

で新潮学芸賞受賞。京都の町家を日本文化

の研修道場並びに宿泊施設として活用し、高

い評価を得ている。

　　　　　窩　　　　　　　　　　」

ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ

　　　　　　　　・瞬濤　襲
．　・　　　　　・諸、｛
　　　　　　　　～　一　口
紅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L恥

、一 @　　　　　　　　　　繋

　　　　　　　　　　触　　　鍵
　　　　　　　　　　　可　鹸

　　　池田早知子（いけた・さちこ）

　NPO日本住宅スダイル研究機構リビングス　．

　タイルカウンシル代表理事。1964年東京都
　生まれ。Ei本大学文理学部心理学科卒業。．、

　大手不動産会社勤務後、新興マンションデベ

　ロノパーにて多くの物件を開発。02年上場∴

　を機に独立、NPOを立ち上げる。連載、講
・演、相談活動などで活躍中。

購買層で見ても多いです。

司会永続性を持つまちになってい

くために問われるものはあるのでし

ょうか。

池田　結局、建物という器だけでは

うまくいきません。しっかりと運用

することと、住人が価値観をある程

度共有してコミュニティができてい

ないと頽廃化してしまいます。です

　　小畑晴治（こはた・せいじ）

財団法人B本開発構想研究所理事・業務開

発部長。1974年和歌山県生まれ。早稲田大

学理工学部建築学科卒業。日本住宅公団入

社。90年東京支社市街地設計課長、04年都

市再生機精にて都市住宅技術研究所長。ス

トック再生のヒジネスモテルや海外の都市再

生などを研究。05年8月より現職。

　　望月久美子（もちつぎ・くみこ）

く株）東急住生活研究所代表取締役所長。・

1973年東京都立大学人文学部卒業。東急
不動産（株）入社。88年同所入所。住宅、

都市事業、リゾート開発などに関する調査

研究に携わり現在に至る。住文化研究協
議会の企画委員会の委員長として、日本の

住文化に関する研究活動にも参加び　　∴
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写真3　CODAN東雲キャナルコート

から、住人が住み始め、年月を経て

いくなかで、問われていくものであ

ると思います。

司会おそらくその中心を担ってい

るのがこれから活躍する団塊ジュニ

ア世代だと思います。彼らが新しい

コミュニティや人問関係を形成して

いく可能性はありそうですよね。

池田　その世代も階層化していると

ころはあります。身近な場所にミニ

戸建てを購入して住みたいという人

も増えています。

　意識の上でも感じるところはあり

ます。無意識のうちに新しいものに

挑戦したい、参加したいと思っては

いるものの、意識上では整理されて

いません。これからの課題はそうい

うところにある気がします。

心のなかのパラダイムシフト

司会　これからの日本の家づくりや

まちづくりが単なる伝統回帰になら

ないためには、過去と現在と未来が

繋がっていく必要があると思います。

アレックスさんはどのようにお考え、

ですか。

アレックス　アメリカやヨーロッパに

おいては、本当にきれいなまちであ

れば資産価値は上がります。日本で

は面積や駅からの距離といった程度

の物差しで資産価値が決められてお

り、住まいに対してプライドを持た

なくなっている。美しいまちに住み

たいと思うことは大切なことだと思

いますし、日本の伝統に照らし合わ

せると本来はそうあるべきものです。

それがすべてといっていいかもしれ

ません。

司会　悲観的な状況からパラダイム

シフトするためにはどうすればいい

のでしょうか。

アレックス住宅はプレハブでつくら

れるようになりました。そのような

環境のなかで育った人は、住まいに

対する美的感覚や素材に対する感覚

も抜け落ちています。でも、そこで

諦めてしまうのではなく、パラダイ

ムシフトはあると信じています。ど

んな人にも夢はあります。・でも、夢
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に応えるものを供給する側が持って

いません。日本は住まいや生活とは

無関係に発展してきたからです。

司会　今のように無秩序にまちがっ

くられていくことは大きな問題だと

思います。まちを育てようという気

持ちがないといけないのでしょうね。

アレックス　日本にはまちを生かすた

めに本当に必要とされる規制があり

ません。不必要な規制が永遠の鉄則

として残っている。そのようなこと

を抜本的に考え直す時代がきたので

はないでしょうか。先端技術を取り

入れた建物も少ないと思います。

　そういう視点を持って取り組めば

住まいは良くなっていきます。そし

て、心のなかのパラダイムシフトが

起きるはずです。良い住まいを欲し

がる人や、それに夢を託す人たちが

出てくると思います。

司会全国一律的な効率優先型の規

制が美しさや文化を無視してきたと

ころは確かにあります。行政も変わ

らなければいけないですよね。

小畑　住宅公団のまちづくりはヨー

ロッパのコンセプトを導入した近代

型です。「CODAN東雲キャナルコー

ト」はパリの街をイメージしている

ところもある。街区に分け、さらに

ブロックを分割しています。街区で

分割された街路型の良さは感じとっ

てもらえるはずです。

　民間でも公団でもすばらしいオー

プンスペースをつくった事例が一部

ありますが、そもそも団地というつ

くり方がやはり問題だったのではな

いかと思っています。今の大規模マ



ンションもそれを引きずってしまっ

ているのではないでしょうか。海外

でも日本の団塊ジュニア世代の環境

志向と同じ考えを持った人たちが、

いいまちづくりをしています。私た

ちはもっと学ばなければいけない。

池田心のパラダイムシフトは起き

ているという話がありましたが、私

もそれは感じています。美しいもの

や心が豊かになるものに惹かれてい

るのは団塊ジュニア世代の男性層で

あったりするわけです。好きだけれ

どもこれまでなかったものや、表現

できなかったというように、少しず

つ動きが見えてきています。じつは

心のなかに、そういうタネを持って

いる人がいるのですから、本当のこ

とを表現する社会になったら何かが

変わるはずです。表に出てきやすい

環境づくりが必要なのかもしれませ

ん。

日本がもつポテンシャルとは

司会　そういったパラダイムシフト

のなかで、リサイクルやリニューア

ルはキーとなる言葉だと思います。

伝統と組み合わせていくなかで、か

なり有効な手段になるのではないで

しょうか。

小畑　日本人がきれいなものや美し

いものを志向していることは間違い

ないのですが、“きれい”とか“美

しい”という概念そのものが、西洋

の美学に照らしたときに“美しい”

のだと、日本人はインプットされて

しまっています。ですから、京都の

家を美しいという意味を私たちは理

解しないといけません。まちなみや

デザインが統一されているから美し

いとは言えないわけです。たとえば

パリは、秩序あるまちですが、ひと

つずつの建物に個性があります。個

性がまちで生きている。だから美し

いものなのだと理解しなければいけ

ないのではないでしょうか。

アレックス　まさしくその通りです。

日本には昔から持っている良さや日

本らしさがあるわけです。それらを

再認識していくべきです。

　実際、そういう意味でのパラダイ

ムシフトは起こっています。たとえ

ば不動産財産としてこれまで評価さ

れなかったものに対して、じつは価

値があるものだと再認識して生かす

ことで、日本はすばらしくなってい

くのだと思います。美しさを取り入

れることで人も集まり、賑わいも生

まれます。

司会　日本が持つ技術もそこで生き

てくるわけですね。

アレックスそうです。たとえば都会

に住む場合、面積を大きくしょうと

しても限られた狭い空間に住まざる

を富ません。しかし、狭いなかでど

のように暮らすことができるかとい

ったことに関しては、日本は先駆的

なことをやっています。日本の建築

家たちは知恵を出しながらトライア

ルして、つくっている。そうした知

恵や技術を利用すれば、面白いこと

ができると思います。

司会　日本はまだ見捨てたものでは

なく、自然や伝統、そして技術その

ものを大きな財産としたポテンシャ

ルがあるということでした。人口構

造が大きく変化してパラダイムシフ

トが起きていますが、心のなかのパ

ラダイムシフトも起こっています。

本物の、美しいものに共感する心も

育ってきています。そのなかで私た

ちがいいものを残したと言えるよう

なまちや、家をつくっていくことを

心がけるべきだと思います。日本人

が持つ、美しいものを残そうという

DNAを残せていければと願ってやま

ないところです。本日はお忙しい中

ありがとうございました。
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