
まちのブランド
一応生活価値の拡大をめざして

法政大学大学院経営学研究科長・教授

田中洋

ブランドの定義

　今日は、ブランドという考え方を

まちづくりに応用したらどうなる

か、あるいは、まちづくりという考

えのなかにブランドという考えを織

り込んだら一体どうなるのか、具体

的な実践も含めてお話しします。

　ブランドには、車や商品名、企業

名、まちの名前のブランドなどがあ

りますが、いずれにしても、共通し

て言えることは、消費者が頭のなか

に持っている、あるまとまりをもっ

た、一貫性のある知識です。一貫性

のある知識とは、そのなかに矛盾が

ないということです。たとえば、ニ

ューヨークという言葉からは、ファ

ッショナブル、高級、ハイソサエテ

ィな人々が集っている、といったこ

とが想起できます。それはニューヨ

ークについての、あるまとまった一

貫性ある矛盾のない知識です。

　われわれは、言葉からいろいろな

情報を引き出すことができます。た

とえば、来週ニューヨークに行きま

すと言うと、おそらくビジネスか観

光に行くのだろうと思いますし、ニ

ューヨークにはマンハッタンがあ

る、そういう情報も頭のなかに思い

浮かべることができます。ただし、

すべて実態と合っているわけではな

く、実態と合ってない部分も多々あ

ります。実際ニューヨークに行くと、

おしゃれな人ばかりではありませ

ん。それから意外と自然も残ってい

て、ニューヨークの郊外には自然の

動物もいます。「ニューヨーク」を、

われわれは「手がかり」情報として

持っているわけですが、それは実態

と違う部分がある。ただし、頭のな

かには矛盾しないような一貫した知

識でもつ傾向があるわけです。

　それから、使用するときに「評価」

情報として働くということがありま

す。商品の仕様の評価をするとき、

ブランドをその評価に役立てる場合

があるわけです。それはまちの話と

関係があります。田園調布だからこ

のまちなみだというように、まちの

名前を頭のなかで手がかりにして、

そのまちを評価します。人間は、ブ

ランドという情報がないときに物を

評価することが難しくて、たとえば、

ビールの味でもそのことが言えま

す。ブランドの名前を取り去ってビ

ールの味を評価すると、実際はキリ

ンであろうがアサヒであろうが、飲

む人にとってはあまりその差異はわ

かっていない。けれども、ブランド

の名前を示して与えると、人々は急

にブランドの味を見分けることがで

きるわけです。人間にとって不確定

な、判断するのが難しい情報のとき

にブランドを手がかりにするという

構造がそこにあります。

ブランドづくり

　では、ブランディングと言われる

ブランドづくりの話ですが、まず大

事なことは知名度です。まちの名前

を知らないよりは知っているほうが

当然いいわけです。

　それから、もう一つはポジショニ

ングです。ブランドイメージが良い

とか悪いとか、じつはそのイメージ

は多様な言葉で、広い幅を持って使

われています。たとえば、丸の内の

ポジショニングは、東京駅の近くに

あり、ビルがたくさん建っているビ

ジネス街と言えます。つまり、丸の

内という名前をわれわれは知ってい

るけれども、丸の内というブランド

名があるポジションを持って、大体

の場所、名物など、いろいろな情報

とくっつくことによって記憶のなか

に一つのエレメントとしてあるわけ

です。イメージという言葉をポジシ

ョニングという言葉で置きかえる

と、よりわかりやすいと思います。

ですから、ブランドを作るというこ

とは、人々の心のなかにまちの名前

をポジショニングしてもらうことと

言えます。

　けれども、多くのまちの名前は、
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あまりポジショニングできていない

ことが多いです。たとえば、県の名

前もそうです。所在地がどこにある

のかわからないと言う人がけっこう

多い。存在感がないということが何

を意味するかといいますと、心のな

かでどうポジショニングしたらいい

かわからないということです。さら

に、ポジショニングを作った結果と

して評価があります。ポジティブあ

るいはネガティブ、もしくはニュー

トラルな評価です。

　もちろん、ブランディングはそれ

だけではありません。1回定着した

名前がわれわれの心のなかにたくさ

んありますが、知っている名前であ

っても、それを次々とリフレッシュ

して、鮮度を高めることもブランデ

ィングの仕事です。

　また、アクセスビリティという「思

い出されやすさ」もあります。われ

われの頭のなかにはいろいろな情報

が入っているわけですが、思い出し

やすい名前と思い出されにくい名前

の両方があります。車の名前を挙げ

てくださいと言うと、いろいろな名

前が挙がってくると思います。けれ

ども、車の名前は多すぎてわれわれ

の頭のなかに入りきらない。あるい

は知っている名前でも記憶の奥底に

沈んでいる場合があります。ですか

ら、ブランディングにおいて、もう

一つやらなければいけないことは何

かというと、知っているものの順番

を、より上に上げることです。つま

り、思い出しやすくなるようにして

あげる。私の出身の名古屋も万博以

来変わってきました。名古屋や愛知

という名前に新しい意味が加わっ

て、ポジティブな意味を持つように

なってきています。われわれの知っ

ている知識を、より活性化してリフ

レッシュすることも、まちづくりの
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仕事として考えていただくことが必

要なのではと思います。

まちがブランド化するとは

　まちのブランドがあるとすれば、

われわれがまちの名前を思い浮かべ

るときに、そのブランド名を手がか

りとして記憶や評価を手繰り寄せま

す。それはスターティングポイント

になっている。ブランドづくりとい

うのはまちにいい名前をつけると

か、まちのイメージアップをしまし

ようということではなく、そのまち

のブランドに特有の意味を自然発生

的にやるのでもなく、むしろ戦略的

に行うということです。意図的に．あ

る目的・目標を持って、まちに意味

があることをその住民あるいは全国

の日本人に知らしめながら、まちを

意味の方向性に従って作っていく。

そういう活動のことです。ブランド

名を起点にしてまちづくりを考えて

いくわけです。

　まちがブランド化していくにあた

り、プロセスがあるかと思います。

たとえば、いろいろな意味が付与さ

れていきます。アル・ライズという

人の『ポジショニング』という本に

出てくる話を紹介します。オースト

ラリアのシドニーはきれいなまちで

すが、ポジショニングという観点か

らすればちょっと薄い。人々の心の

なかにシドニーという名前ははっき

りと位置づけられていないわけで

す。もちろん名前は知っています。

有名なオペラハウスなどを思い浮か

べることはできると思います。でも、

ローマと比べてみますと、昔からロ

ーマは永遠の都といって、ローマ時

代からの遺跡があったり、ローマの

まちづくりやまちなみには永遠の都

という意味が付与されています。そ

れゆえにローマは強力なポジショニ

ングを持っているのです。パリも、

まちのブランドとしては特異と言え

ます。何が特異かというと、ブラン

ドのポジショニングとしてフェミニ

ン、女性的です。世界の多くのまち

はどちらかというと男性的なポジシ

ョニングであることが多いです。で

すから、パリはある意味有利なポジ

ショニングだと言えます。それらと

比較するとシドニーは非常に薄い。

では、どうしたらいいか。そのよう
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に考えていくこともまちづくりのひ

とつのポイントだと思います。

ブランド化の結果と効果

　まちがブランド化して知名度が高

まり、連想できることも増えてきま

すと、まちの名前に価値が生じます。

たとえば、土地の価格が高くても鎌

倉に住んでみたいという人はだくさ

んいるわけです。観光地も同じです。

その土地でとれた特産品に、より高

い価格がついて商品が売られるよう

になったり、地方の特産品の開発も

されます。それから、まちの見方が

あらかじめ心のなかに形成されてく

るという作用が生じます。さらに、

まちのブランドの意味に沿った行動

をとることが起きてきます。そのま

ちに対して関心や興味が増して、一

生懸命考えたいという機会がどんど

ん増えるわけです。まちに対してポ

ジティブな感情や態度が形成され、

まちが大好きになるわけです。そう

なると、ネガティブな情報に対して

抵抗・反論することが起きてきます。

最終的にはまちにふさわしい行動を

とるようになり、市民運動という形

になることもあります。

　まちをブランド化した結果、どの

ような効果が期待できるかという

と、そのまちに来る人が増え、評判

が向上します。たとえば、北海道の

旭川市には旭山動物園というのがあ

りまして、たくさんの来場者が来る

まちということで旭川が活性化して

います。それからここ数年で亀山産

の液晶テレビが家電量販店でもたく

さん売られていますが、30年ぐらい

昔の亀山は蝋燭のまちでした。それ

ぐらいしか知られていなかったので

す。亀山はそういう意味で、最先端

のハイテクのまちというバーセプシ

ョンはできてしまっています。住民
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の満足度向上も結果として起きて、

土地の価格や価値が増大するのも、

まちをブランド化した効用として挙

げられるかと思います。

丸の内と湯布院の事例

　昭和40年代に丸の内に三菱地所が

所有していたビルはかなり建て替え

られ、丸の内の再開発は当時完成し

たと思われていました。ですから、

80年忌にかけてほとんどの開発事業

はストップしていた。それは結果と

して、丸の内というまちの停滞をも

たらしたわけです。これについては、

三菱地所の社長であった福沢さん

が、工事のストップは失敗だったと

いうことをおっしゃっています。つ

まり、まちというのは常日頃イノベ

ートしていなければならない。天王

洲、大崎、恵比寿、中野坂上、ある

いは渋谷にITの拠点としてビット

バレーみたいなのが叫ばれる90年代

半ばには、丸の内は過去のまちだと

いうようなバーセプションがややで

きつつあったわけです。

　しかし、98年から三菱地所による

丸の内の活性化プロジェクトがスタ

ートしました。そのときの調査で、

丸の内は一流のビジネス街である

が、古くて元気がないまちだという

バーセプションを持たれていること

がわかり、2001年から三菱地所のな

かに街ブランド室というものができ

ました。そこから丸の内らしさを追

求していこうという運動が始まった

わけです。三菱地所が所有するビル

の空いたフロアを、無料休憩場所あ

るいはインターネットがアクセスで

きる設備を作り、一種の都会のオア

シスを作ったりしました。

　一方、インタラクションプロジェ

クトといって、丸の内で働く人々同

士が交流し合う機会をたくさん作ろ

うともしました。たとえば、丸の内

フロンティアはベンチャーを支援す

るものです。丸の内は大企業やエス

タブリッシュメントな企業がいると

ころだと思われていたのですが、ベ

ンチャーを支援して、安い家賃で丸

の内に入れるようにしょうとした

り、慶応義塾大学と提携して丸の内

シティキャンパスというセミナーの

仕組みを作ったこともありました。

いろいろやりながら、丸ビルが新し

くもなり、丸の内というまちの価値

が再び上昇したわけです。現在、丸

の内は活性化しています。丸の内の

価値が高まると、三菱地所としては

高い家賃をとることができる。そう

いう結果に繋がってきたようです。

　もう一つの事例を紹介します。大

分県にある有名な温泉地の湯布院は

山の麓にある盆地なのですが、湿気

も多く、気候条件からしても決して



有利なところではありません。別府

温泉という戦前から観光地として全

国に名を馳せ、世界的にも有名な温

泉地も同じ大分県にあります。湯の

量だけは日本で第3位と豊富ですが、

盆地のまちですから朝が遅くて夜が

早い。それから自衛隊の駐屯地もあ

ったりと、議論はあるかと思います。

　では、そのようなまちを、今の湯

布院にしたのはどういうメカニズム

によってなされたかということで

す。じつは、中谷健太郎さんと溝口

薫平さんという人がいらっしゃいま

して、中谷さんは亀の井別荘という

有名な温泉旅館を継いだ人です。溝

口さんは玉の湯という有名な温泉旅

館の息子さんでいらっしゃるわけで

すけれども、彼らが一度東京や近郊

に出ていかれて、1962年か63年頃に

湯布院に戻ってきたのです。彼らが

戻ってきてから、湯布院はこれでは

いけないとなり、銀行から借金まで

してドイツのバーテンバイラーとい

う有名な保養地に行き、そこで温泉

の保養地という概念を学び、彼らは

帰ってきたわけです。湯布院もそう

あるべきで、緑と空間と静けさが必

要だと。それまでの温泉地というの

は、いわゆる男性の歓楽街でした。

湯布院は決してそうならないように

しようというのが、そこで学んだ一

つの教訓だったのです。中谷さんは

アイデアが豊富で、音楽祭や映画祭

をやったり、もともと特産物もない

まちだったのですが、米、ニワトリ、

生ハムといったものを、人をわざわ

ざ呼んで作ったりしました。

　成功した原因は幾つかあります。

中谷さんという卓越した構想力を持

った人と、それを地方公共団体や企

業とかけ合って実現させる実行力を

持った溝口さんという人がいたこと

が大きかったわけです。湯布院がど

写真3丸の内の様子

ういう温泉であるべきかと構想し

て、湯布院でしかできなかったあり

方を実現して、同時にそれを世の中

に広報して知らしめていく。彼らは

湯布院のことを人脈温泉地と言って

いますが、文芸評論家や小説家が書

いたり、雑誌で取り上げてもらって、

全国に知れわたったわけです。

はっきりした目標設定が

不可欠

　まちのブランドづくりの具体策は

マーケティングでやっていることと

同じです。そのまちについて何が問

題で、何のためにわれわれはまちの

ブランドを作るのか。観光なのか、

産業誘致なのか、あるいは住民の満

足度向上のためかということです。

　具体的な目標を持つことが大事で

あるのと、具体的な戦略レベルにな

ると、目標を最初にはっきり作って、

それを住民にもシェアしてもらい、

理解して納得していただく。そのよ

うなプロセスが必要だと思います。

ただ、何でもありという言葉で決め

てしまうとブランド戦略ではなくな

ってしまいます。そのあたりが難し

いところで、まちに個性を出したい

わけですけれども、個性を出すとい

うことはその個性以外にはなれない

ということです。

　計画にはコンセプトも必要です。

そのまちらしさとは何か。一体どう

いうところにあるのか、どこに求め

るかをステートメントとしてまず書

くことです。もちろん、それだけで

はなく、コンセプトを体現するエレ

メントがあります。たとえば、まち

のロゴです。字で表すか、まちのな

かのサイン、象徴するキャラクター

などもそうです。それから、イベン

トやコミュニケーション活動、広報

活動など、アクションに結びつけて

いくことも重要なポイントです。

　まちのブランド化は社会的評価を

アップして住民の満足度やまちの価

値創造、あるいは増大に役立つもの

です。まちのブランド化に際しては、

やはり構想力とそれに伴う実行力が

大事であることと、目的をはっきり

設定していくことが必要であろうと

思います。　　　　　　（文責編集部）
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豊かな生活を実感する街

一一ﾀ心・安全のまちづくり

パネリスト

田中洋（法政大学大学院経営学研究科長・教授）

山本忠（財団法人日本不動産研究所理事・研究部長）

樋野公宏（独立行政法人建築研究所住宅・都市研究グループ研究員）

モデレーター

望月久美子（株式会社東急住生活研究所・代表取締役所長）

安全・安心な住環境とは

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。まず初めに、豊かな生活を実

感できるための要件や、それを実感

させ、住み続けたいと思わせる動機

づけ、インセンティブはどんなもの

があるか、住まいを選ぶときの重視

度を住生活1，000人に調査してみま

した。調査結果で重視度が高かった

項目は、空間のゆとり、地域イメー

ジ、まちなみです。とくに、まちな

みには高い重視度を置いておりま

す。このあたりが今後の豊かな暮ら

しを考える上で参考になるのではと

思っています。それから、首都圏に

お住まいの方々にこれからの住生活

を考えるキーワードとして大切だと

思うものを選んでいただいたとこ

ろ、くつろぎは断然トップです。そ

の次に安心です。くつろぎ、安心と

いった心にかかわるところを住生活

の重要なキーワードとしているのが

わかります。豊かな生活とは何かと

いう定義や概念化ではなく、むしろ

実際にそれを具現化するための方策

や実践的なヒントを今日は探れない

だろうかと考えております。さらに、

人口減少社会では安心・安全が重要

なキーワードです。単に守るだけで

はなく、豊かな生活を実感するため

の積極的な意味での安心・安全につ

いて考えたいと思っています。

　では、山本さんからお願いします。

山本　住宅地の価格は、立地してい

る場所と、広い意味での住環境、当

然緑や生活の利便性も含まれた住環

境です。この2つで多くは決まって

きたと思います。

　日本のまちはアジア的な文化、い

わゆる混在の文化のなかに作られて

きて、われわれもそれを求めている

という前提で考えますと、新たに作

られる住宅団地は最初はいわば住宅

純化でスタートするのですが、20年

も経つと変化して混在化するのが歴

史です。つまり、維持管理は考えて

こなかったのです。東京圏市街地価

格指数のグラフを見ますと、昭和63

年が一番高い値を示しております。

しかし、その後バブル経済が崩壊し

て価格が下がってきています。さら

に、住宅団地をみんなで維持管理し、

資産価値が下がらないように努力す

ることはあまりされてこなかった。

なぜかというと、日本の地価は昭和

30年からバブル経済まで、平均する

と年間8％上がってきました。土地

の価格が上がり、建物の価格は毎年

少しずつ下がることが多いわけです
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けれども、あわせてみても、土地価

格の上昇によって資産価値が下がる

という概念をあまり感じなかったか

らです。

　土地の価格は、都心が高く、郊外

に行くにしたがって下がります。特

に、都心から25キロぐらいまでの下

がり方は大きい。住宅地の価格をモ

デルで計算してみますと、約6～7割

は都心からの距離という概念で説明

され、残りの3割ぐらいがその他の

要因です。緑の多さや道路整備、商

業施設への距離といった広い意味で

の住環境要素がその3割です。問題

は、その3割をどう考えるかで、な

かでも住環境は、与えられたものと

作っていくものという両面があると

思います。

　たとえば、小田急線と田園都市線

を比較計算してみたところ、同じ新

宿・渋谷からの距離で、駅からの距

離も同じにした場合、田園都市線の

ほうがはるかに高い。分析しますと、

住環境の緑はどちらもそれなりにあ

るのですが、田園都市線は区画整理

して新しい路線によって作られたま

ちです。それに対して小田急線は谷

の間を抜け、住宅団地もありますが、

まちがきちんと作られていない。そ

ういう差が出てきたと思います。

　それから、価値を維持していく問

題があります。田園調布や成城学園

は1画地も大きく資産価値も大きい。

一生懸命努力されて樹木を植えた

り、まちを支えられてこられたわけ

ですが、問題は、相続のときに税の

ために自分の土地を半分売ったり、

物納されたりする。そうすると住環

境は悪化していくわけです。

　もう一点、対立概念というのがあ

ります。住環境を守るために地区計

画を作ろうという運動があちらこち

らで起こっております。住み続けた

・嘱蜘鰍繍＿磁蜘㈱、＿繍囎麟嚥騰繰婦蝋繕繕譲繍1
：
：
：

：
：
：
：

l
l
：
ll
：
：
l

D．0

「これからの住生活を考えるキーワード」としてあなたが大切だと思うもの

そ
の
他

即
効
性

耐
久
性

経
済
的

省
力
的

汎
用
性

機
能
的

合
理
的

利
便
性

感
性
的

造
形
的

官
能
的

美
意
識

遊
び
心

調
和
性

個
性
的

刺
激
的

歴
史
性

知
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

和
文
化

愛
着

家
庭
的

旧
皿
も
り

家
族
の
絆

健
康
的

い
や
し

安
心

く
つ
ろ
ぎ

住文イ蘭院協議会「16年度住文化アンケート住まいとこころ」より

図2これからの住生活のキーワード

い人は相続も含めて細分化を何とか

したい。一方、いずれその宅地を売

って出たい人は、逆にそういうもの

を作られると困るわけです。比較的

規模が大きく、100坪くらいの区画

で区切られた古い団地になります

と、半分でも50坪あるわけです。40

坪や50坪のほうが単価が高いので、

個人で買われる方よりも建売業者が

買って建てるのが実態です。そうい

うものに対してどうしていくかとい

う話だと思います。維持管理につい

て少しずつ考える時代に来たのかな

と見ております。

望月　どうもありがとうございまし

た。では、樋野さんお話しください。

樋野　住宅地に当てはまる防犯上必

要なことを、4つのキーワードでお

話ししたいと思います。

　まず1つ目は、自然監視の確保で、

通行人の視線あるいは建物からの住

民の視線が注がれることと定義して

います。道路から通行人の視線があ

ることで住宅への侵入を防ぐことが

できますし、建物から道路側に視線

があると道路上でのひったくりも起

こりにくい。さらに、塀ではなく生

垣で統一した住宅地は、単に防犯性

が高いだけでなく景観上もいいと思

います。どうしてもそれができない

場合は、やはり機械監視も考えられ

ます。防犯カメラや警備員の巡回な

どで対処する住宅地が最近は増えて

います。

　2日目は、まちの活性化です。適

度な人間活動があると犯罪リスクも

減り、安心感も確保されます。たと

えば、オープンカフェは賑わいによ

って路上に人の目を配置していると

も考えられます。もちろん、カフェ

を運営している人は防犯のためにと

は思っていないのですが、防犯の専

門家から見ると、犯罪の抑止効果が

ある。それから空き地の利用です。

犯罪不安が高い場所をそのままにせ

ず、まちに人が出る仕掛けづくりを

していくことが必要になります。

　3つ目は、維持管理です。清掃活

動や植栽の手入れなど、適切に維持

管理をしていると、反社会的な行為

は認めないという暗黙のメッセージ

を送れるのです。

　4つ目は、所有意識です。地域に

対する愛着や関心、責任感です。そ

れを実現するためのキーポイント

は、公的領域と私的領域の明確な区

分です。心理的なものでも、物理的

なものでもいい。たとえば、一般道

路の色と自分たちの住宅地のアスフ

ァルトの色を塗り分ける。独自のア

イデンティティを住宅地に持たせた

り、住民や利用者が維持管理活動に
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参加することも、所有意識の向上に

は有効だと考えられます。

　そもそも犯罪がなぜ起こるか、ど

ういつだ状況で起こるかという話に

戻りますと、犯罪を犯そうとする人

が被害の対象に近づく、接触するこ

とによって起こるわけです。では、

犯罪が起こる構図に対して先ほどの

4つのキーワードはどう働くか。自

然監視の確保は目撃者を作り、被害

対象に近づくところで阻止するとい

う考え方です。まちの活性化はまち

に人がいる、人の目があるというこ

とで目撃者を作り、犯罪を防ぐ。3

つ目と4つ目は目撃者や被害対象を

取り巻く環境への働きかけです。

　防犯には何かを犠牲にしないと実

現しないイメージがあるかもしれま

せんが、必ずしも豊かな生活と矛盾

するものではありませんし、犯罪に

怯えないで済む生活というのは、豊

かな生活を実現するための基本的な

要素ではないか、それが基本にない

と豊かな生活というのはあり得ない

のではと思っています。また、住宅

の防犯には、ある程度の基準や制度

といった枠組みが整ってきた状況に

あるのですが、地区の防犯や都市の

防犯という部分は未整備な状況にあ

ります。これから地区や都市の防犯

を考える時期にあるのではないかと

考えています。

課題となる環境の

長期的な維持

望月　どうもありがとうございまし

た。では次に、住環境を維持してい

る具体的な事例などを山本さんにお

話していただきたいと思います。

山本　住宅団地も年月が過ぎるとい

ろいろな事情から少しずつ変わって

きます。最初は緑で垣根を作ってい

ても、ブロック塀にされた住人が出

てきた；場合、まちのイメージはかな

り変わってきます。現実に起こって

いることをどうしていくかが1つの

課題としてあります。

　安全という視点では、最近、名古

屋の例ですが、公園や団地の入口に

警察や住民の許可を得て組合を作っ

て防犯カメラをつけたところがあり

ます。そこに住んでいるメンバーは

24時間いつでもその状況を見られ、

携帯電話の画面でも24時問見ること

ができるのです。地区内の安全を監

視する新しい物理的システムはかな

り進んできた実態があります。

　でも、日本人は、住民だけの契約

で何かやるのは苦手といいますか、

ほとんどないのが実態です。日本人

はすべて平等の世界で、アメリカの

ような階層制がないので、維持管理

しましょうと言っても実際は難し

い。費用的にある一定の範囲内なら

ば物理的に安全を得ることはできる

かと思います。でも、何年か後には

それだけでは十分じゃないというこ

とも起こると思っております。

望月　環；境を長期的に維持し続ける

実際の仕組みはあるのでしょうか。

山本　私は団；地ができたときから住

んでいて、野球チームを作ったりと

付き合いがあるから話し合いもでき

るのですが、そういう団地住民同士

の付き合いはなかなかないと思いま

す。公園の清掃も今は9割はリタイ

アしたお父さんが来られる。そこで

少し話ができるわけですけど、時す

でに遅しと言いますか。自治会にも

いろいろな人がおられるわけですか

ら。やはり、自治会とは別に、自分

たちの住んでいる空間をどうしてい

くかを話し合う組織、それに賛同す

る人から輪を広げていくしか現実的

にはあり得ないと思っています。

望月　どうもありがとうございまし
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た。意識を共有化するにあたり、ブ

ランディングの観点から田中さんに

お話いただきたいと思います。

田中　商品が高級かどうか、人々は

見分けるときに手がかりを使いま

す。たとえば高級車を見るときは価

格やスタイルはもちろん、ディテー

ルにも人々は高級さを感じる。まち

も同じで、緑が多いまちは、いいま

ちであることの手がかりだと思いま

す。その手がかりがまちによって異

なっている。それは、まちのよさを

作るための方策になり得るかなと思

っています。

まちに関心を持つには

望月　ありがとうございます。樋野

さんにお聞きしたいのですが、豊か

さを実感するとは、結局、犯罪に怯

えない環境なのでしょうか。

樋野　私が以前住んでいた東京都板

橋区の話なのですが、ある公園の管

理を役所と住民グループが協定を結

ぶ形で、住民グループが維持管理を

やっていました。私も一時期その活

動に参加していて、清掃や除草、イ

ベントなどをやるわけです。公園に

対する苦情にも自分たちで対応でき

ることは住民がやっています。そう

することで公園は自分たちのものだ

という当事者意識・所有意識を持て、

防犯上の効果もあります。

　また、私は研究としてもその公園

を扱っていたのですが、突き詰める

と、不審者が出たり、若者が夜中に

たむろして花火をやっているような

公園は最初からそうではなく、段階

を追っています。第一段階はごみが

落ちている。放っておくと次に落書

きされたりベンチが壊されたりす

る。そういうのをバンダリズムと言

うのですが、その次に不審者が出る。

その公園のような里親活動は、最初

のごみの段階で次のステージに進ま

せない活動になっていることがわか

ってきました。自分たちが維持管理

して手を加えることで、住宅地の安

全も保たれるのではと考えられます。

　もう一つの事例紹介をしますと、

地域安全マップという活動が小学校

などを中心に最近行われています。

地域安全マップというのは安全上間

田中　洋（たなか・ひろし）

51年名古屋市生まれ。慶鷹義塾大学大学

院商学研究科博士課程修了。75年㈱電通
入社。マーケティングディレクターなどを

経て、98年より現職。マーケティング論、
消費者行動論、ブランド論専攻。主な著書

に『新広告心理』『最新ブランドマネジメ

ント体系』『ブランド構築と広告戦略』『企

業を高めるブランド戦略』『デフレに負け

ないマーケティング』『現代広告論』『消費

者・コミュニケーション戦略』『Q＆Aでわ

かるはじめてのマーケティング』。近刊の

監訳書として『世界最強のCMOのマーケ
ティング実学教室』がある。

樋野公宏（ひの・きみひろ）

独立行政法人建築研究所住宅・都市研究
グループ研究員。東京大学大学院工学系研

究科博士課程修了。在学中に「商店街とま

ちづくり研究会」を設立し、02年に「特

定非営利活動法人しょうまち」として法人

化、理事長として各地の地域活性化に関わ

る。専門分野は防犯まちづくりで、「防犯

優良マンション標準認定基準」の策定等に・

携わる。05年国土交通省「国土技術研究会」

で最優秀賞受賞。著書に一「犯罪予防とまち
づくり～理論と米英における実E刻（共訳）

がある。

題がある箇所について写真や理由と

ともに整理した地図です。基本的に

住民参加で作るもので、一般的には

防犯まちづくりの専門家がガイダン

スをやった後に、まちを警察や

PTAと一緒に歩き、その結果を地

図上にまとめて発表会などで情報を

共有し、そこで挙がった問題点や提

案を実行に移すものです。その活動

山本忠（やまもと・ただし）

財団法人日本不動産研究所理事・研究部
長。東京都立大学理学部地理学科卒業、同

大学理学研究科修士課程修了後、飼日本不

動産研究所入所。73年から1年間カリフォ

ルニア大学バークレイ校へ留学。特殊な不

動産の価値の研究及び、住宅地開発事業、

都市開発事業の仕組みづくり、特殊な土地

区画整理事業の仕組みづくりを行ってき
た。95～00年、都民カレッジ講座「不動
産学入門」講師。著書に『住の世界』（共著）

がある。

望月久美子（もちつき‘くみこ）

株式会社東急住生活研究所・代表取締役所

長。東京都立大学人文学部卒業。㈱東急住

生活研究所ににおいて、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。02年都市基盤整備
公団基本問題懇談会、新郊外居住部会委員。
06年には国土審議会土地政策分科会委員。

著書に『サラリーマン住まい白書』（共著）

など
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では子供に嫌いな箇所、危険な箇所

と同じ数だけ好きな場所を探しても

らっています。そうすることで地域

に対する愛着や関心が生まれる。危

機感を煽るだけでは対処行動に結び

つかないという研究があり、自分た

ちのまちが嫌いになったり関心を持

たなくなる。そうすると、まちをよ

くするという考えがなくなってしま

います。

　さらに大事なのは、何でもいいか

ら行動に結びつけることです。例え

ば、公園が見通しが悪いと子供たち

から意見があったら改善してあげ

る。子供たちにとってみれば、自分

たちが言ったことは反映されるん

だ、まちは自分たちで変えていける

んだと理解してもらえるからです。

そういうことが防犯のみならず、ま

ちづくりを考える上では大事です。

そのように、維持管理や課題発見の

プロセスにかかわることが豊かな生

活を実感できるキーポイントになる

と思います。

望月　結局、豊かさを実感するため

には住む人が価値なり、安心・安全、

豊かさの維持向上に参加しなくては

いけない。それは共通点として見え

てきたと思います。

田中　もう一つ重要な手がかりとし

て、まちのストーリーがあると思い

ます。ストーリーはヒストリーとい

う言葉と関係があって、歴史を感じ

るかどうかはブランドもまちも大事

なエレメントです。ブランドについ

ては歴史の再解釈が大事ですが、そ

のまちにどういう歴史があったかと

いうことをうまく解釈し直して、わ

かりやすく組み立ててみるのが大事

だと思っています。

樋野　安全マップやまちづくりマッ

プももちろん結びつきます。好きな

場所を探してくださいと言ったとき

に、やはり歴史がある場所、お寺や

神社、史跡のようなものが挙がるこ

とはよくあります。やはりそういう

場所が地域のアイデンティティにな

るということは当然あり得ると思い

ます。

望月　地域を見直すところがら再発

見があって、再構築されると。まち

を見直すときの大事な視点をお聞か

せいただきたいのですが。

山本　日本の成長期に郊外型住宅団

地がたくさんできたのですが、そこ

で生活されていた方々が退職期を迎

えてどうなっていくかという問題

が、今、全国にあると思います。そ

のまちをどうやって作っていくか、

行政に何かを頼む話はよくあるので

すが、どうしてもそこ．に住むという

前提で物事を考えたときに、何が足

りなくて、自分たちでできることと

絶対できないことの整理をする必要

図5適切な維持管理
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があると思います。私の住んでいる

団地の公園の手入れは、昔から住民

が毎月1回草刈りを全部やっていま

した。ただ、まちができて40年も過

ぎれば木も相当大きくなってしまっ

て、住民ではできない。だから行政

でやってくれと取り決めをしたりし

ています。そういうことが、まず第

一歩と思っています。

少子高齢化社会での

安心・安全

望月　ありがとうございます。では、

そろそろ次の論点に移りたいと思い

ます。人口減少社会のなかで、本当

に豊かな生活だと実感でき、安心・

安全でありたいと思うのですが、一

体どのような形のまちづくりが考え

られるか。具体的なアイデアも出し

ていただきながら進めたいと思いま

す。樋野さん、いかがでしょうか。

樋野　日常生活のなかで自然と人の

目がある状況を作り出していくこと

が大事と考えています。人の目が減

って犯罪不安が高まるなかで、住民

は外は危険だからと、屋内に閉じこ

もろうとします。そうなるとさらに

外は危険な空間になり、閉じこもる

という悪循環になる。それをどう断

ち切るかだと思います。

　また、防犯カメラなどの機械監視

や、24時間警備員による監視などは

補完的に使うことはあり得るのです

が、それがメインになることはない

と思います。歩いて暮らせるまちづ

くりを進めていくことや、団地の集

会所のようなところを積極的にイベ

ントやサークルなどで利用していく

仕組みづくりができないか、利用促

進することで防犯にも繋がること

を、まずは認識する必要があります。

　一方で、ゲーテッドコミュニティ

と言われるような、塀と柵で囲まれ



（4）所有意識の向上
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た住宅地が出てきています。最近の

マンションは、敷地に入るにはIC

カードをかざして門のなかに入る。

次にオートロックをくぐって建物に

入る。最後に自分の部屋のカギを開

ける。防犯上は効果があると思いま

すが、批判もあります。その住宅は

安全かもしれないけれども、その周

辺の空間は危険になるのではない

か、地域コミュニティというものを

分断してしまうのではないか。つま

り、中から外への視線がなくなって

しまうわけです。さらに、設備を過

剰にすると、住民意識が低くなって

しまいます。設備に頼るところはマ

ンションの話だけでなく、最近は戸

建て住宅地でも出てきています。

　そのような形も選択肢としてあっ

てはいいと思うのですが、本来ある

べき姿は、人間の日常的な活動があ

り、人の目があり、コミュニケーシ

ョンがあることで安全が保たれる住

宅地なのではないでしょうか。その

ほうが、私は豊かな生活を感じられ

ると思っています。

望月　似たようなお話が山本さんか

らも先ほどありましたが、山本さん

はいかがでしょうか。

山本　私も意見は一緒ですが、そこ

に住んでいる人がどうやって自分た

ちのまちを作り、守っていくかだと

思います。たとえば、私の住む団地

では監視カメラをつけるような話は

なく、団地の自治会と警察が話をし

て、1世帯に2枚の駐車証明書を出し

ていただけるようになりました。証

明書を置いておけば、お互いが知っ

ている関係という証明になります。

それ以外の車については番号を控え

ましょうと。時間を決めて巡回する

ことまではやっていませんが、自分

たちでできる範囲のことをやりたい

と思ってます。

　それから、高齢者が増えてきた団

地ではソフトが先ではなくハードが

先です。たとえば、車椅子の人に配

慮したバリアフリー化です。しかし、

そういうハード面を既存のまちでや

るには、当然、行政の道路管理者に

お願いしたりするわけですが、日本

はヨーロッパやアメリカに比べて残

念ながら遅れをとっています。じゃ

あ他に、住民としてどう考えていく

か。具体的なことを言いますと、古

い団地の公園はほとんどが子供向け

に作られています。今後の少子高齢

化のなかでは、老人が行ける雰囲気

の公園に作りかえていかなければい

けないと思います。ハード面で作り

かえる必要はあまりなくて、植栽1

つでもみんなで話し合ってやってい

けるのではないかと私は考えていま

す。また、子供さん、お孫さんがい

る家庭もなかにはあります。そうい

う人とのコミュニケーションも大事

です。老人になったわれわれが子供

さんと一緒に遊ぶ。できれば家のな

かでなく、公園でやるべきだと思っ

ています。

望月　ありがとうございました。と

にかく外に出て人とコミュニケーシ

ョンし、まち自体とコミュニケート

することが、少子高齢社会のなかで

は重要な要素になる。田中さんはど

う考えられますでしょうか。

田中　少子高齢社会と関係があるか

わからないですが、社会心理学では
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安心と信頼は違うという議論があり

ます。普通、われわれはほとんど同

じような意味で使ってしまう。安心

とは、マフィアのように絶対にお互

いを裏切らない関係と言われていま

す。でも、それが本当の信頼と呼べ

るのかということです。ニューヨー

クのグランドセントラル駅も安全で

す。なぜなら州兵が大きなマシンガ

ンを持ち歩いていますから。そこに

いる限りは安全だけれども、それが

本当の安全な社会かというと、それ

はやはり違う。

　信頼は、マーケティングの考え方

を応用して言いますと、住民の均質

性が高いということが手がかりだと

思います。似たもの同士が住んでい

ることですが、均質性の中身が問題

です。コミュニティは、ある意味の

均質性が前提とされて議論されてき

て、従来の均質性はデモグラテイッ

クな均質性です。性、年齢、職業、

年収、地域といった基本的な属性レ

ベルでの均質性が高いことが従来の

コミュニティだったように思います。

　私はこれからはそれだけではな

く、ライフスタイルなどの均質性を

考えなければいけないのではと思っ

ています。たとえば、お年寄りが多

いコミュニティは当然あると思いま

す。けれども、単純にシニアマーケ

ットではくくれません。同じ50代、

60代と言っても、アクティブな人も

おられれば、そうでない人もいる。

だから難しいのですが、ライフスタ

イル、生き方、生きざま、価値観と

いったものを軸にしたコミュニティ

ができたら、お互いの信頼に繋がっ

ていくのではと思います。

ブランドの考え方を

うまく使う

望月　新しいキーワードをいただい

たような気がします。ただ、日常生

活に現代の不安が覆いかぶさってき

ているから、お隣同士もっと仲良く

積極的に外へ出ましょうと言われて

も、どうもうまくいかない。負のス

パイラルを断ち切る考え方を議論し

たいと思います。樋野さんは、自分

たちの活動の影響度や、壁を感じら

れたことはあるのでしょうか。

樋野　やはり維持管理が一番のキー

ワードになると思ってます。私がや

っているNPO活動と絡めて考えま

すと、商店街はカラー舗装にしたり、

公共空間を自分たちの手でいい空間

にしています。そういう仕組みが一

般の住宅地でもできないかと考える

と、1つは住民の組織化が必要です。

マンションの管理組合は全員参加

で、お金を払っているわけですから

無視はできない。口を出すことがで

きる。口を出すきっかけになるもの

図74つのキーワードの関連
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を、一般の戸建て住宅地でも作れな

いかと考えています。

　また、住宅を作る法律が量から質

へと変わったわけですが、人が減っ

てくるわけですから作ってしまった

住宅は余る。一・方で住宅がどんどん

作られている状況があります。

　もう一つは道路や公園といった公

共の土地を、地域が利用して管理も

できる中間領域に再編することが防

犯上は有効でないかと思っていま

す。里親がいる公園の例もあります

し、共有地のコモンがある住宅地も

ある。法律を変えなくてもできる部

分はあるとは思います。ただ、どち

らにしろ、仕組みづくりは必要です。

望月　ありがとうございました。山

本さんはまちづくりの参加もあり、

研究者の立場からも歯がゆい思いを

しているところがあると思うのです

が、いかがでしょうか。

山本　まちを作っていくにあたり、

建築協定や地区計画といった法的制

度のもと、自分たちのまちを守って

いく制度があります。でも、それを

既存のまちで作ることは難しい。最

近は景観法ができたり、環境論が出

てきましたが、それでも、いいもの

に対する価値をきちんと証明しにく

い。理論的にはできますが、市場が

なかなか受け入れてくれない。それ

から、共有で緑を保つような住宅開

発をされた地区があります。その地

区では共有地だけの管理組合を作っ

ています。それをベースに戸建て団

地で組合を作った事例もあります。

望月　現状の不動産市場では住環境

というものが確立されにくい。豊か

さや安心・安全について何となく総

論賛成、各論反対的な矛盾を晴らし

ていくヒントがあればお聞きしたい

のですが。

田中　変化をいかにマネジメントし



ていくかという話に通じると思いま

す。少子高齢化もそうですけど、ブ

ランドも同じことで、常に市場の状

況や技術などでどんどん変わってい

るわけです。われわれはその変化に

気づいていないだけです。そのこと

は、まちやコミュニティに当てはめ

ても同じことが言えるだろうと思い

ます。そのまちのブランドなり、ア

イデンティティがあったときに、変

化しながらもいかにアイデンティテ

ィを変えていかないようにできるか

がポイントと思います。

望月　マネジメントするには、マネ

ージャーがいるということですよ

ね？　やはりそれを引っ張っていく

人材力が必要かと……。

田中　一人のカリスマがいればいい

というわけでなく、他にも全く個性

の違う人がいたほうがいいと思いま

す。構想を立てる人と実行に移す人

とは、もともと人間の資質が違いま

す。構想を立てる人はドリーマーで、

夢を見る。もう一人の実行者はそれ

をかけ合って実現していく。まれな

例ですけど、異なった資質をうまく

そろえて、うまくかみ合いながらや

るのが、考え得る限りでは理想的な

姿なのかなと思います。

樋野　供給者側がブランドを打ち出

すこともあると思うのですが、住宅

地は商品と違って、住民が時間をか

けてブランドを作っていく部分がか

なり大きいのではないでしょうか。

　それと、観光地であれば人を呼び

たいし、商店街も人を呼んで物を買

ってほしいということがインセンテ

ィブとしてあると思います。けれど

も、日本の戸建て住宅地を考えると

きに、アメリカのように住宅地の転

売を前提として買う人は少ないと思

います。そのときに不動産価値が上

がるからまちを維持管理しなさいと

いうのは、インセンティブとしてあ

まりピンとこない気がします。一般

の住宅地でのマネジメントは、どう

声をかけていけばいいのかなと。

田中　もちろん多くの住民は、それ

によってお金を稼ごうとは考えてい

ません。わかりやすいところでは、

たとえば、ユニセフはブランドマネ

ジメントをうまくやることによって

募金活動がうまくできるようになっ

た。これをまちの市民活動レベルに

応用できる部分はあるだろうと思っ

ています。このまちはどうあるべき

か、どうなりたいのか、何をしたら

いいのか、住人の意識をある方向に

持っていくということです。別にブ

ランドという言葉を使う必要はない

と思ってます。ブランドという考え

方の使える部分を使って、まちをよ

くしていく運動をやっていただけた

らと思っています。

山本　おっしゃるように、戸建ての

団地をお買いになって、価値を維持

していこうという意識はそれほどな

いと思います。でも、自分のご両親

を介護することをぜひ一度考えてい

ただきたい。両親の介護をしながら

10年もすれば多大なお金がいるわけ

です。そうしたときにやはり最後は

不動産の資産が重要なのではと思い

ます。地価が上がっている頃は誰も

考えませんでしたし、老人医療及び

介護費用に今後莫大なお金がいると

も感じられなかったと思います。で

も、そういう社会に現実になってき

ていますから、資産としてのまちの

価値が下がれば困る人もいるのでは

と思います。

望月　少子高齢社会では、自分を守

るための資産価値維持という形でイ

ンセンティブにもなり得るというお

話が出たかと思います。これを機会

に、豊かで安心・安全なまちづくり

について、ともに考えることができ

たらと思います。長時間にわたりご

参加ありがとうございました。

　　　　　　　　　　（文責編集部）
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