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パネリスト
上田信行（同志社女子大学現代社会学部現代こども学科 教授）

千田二郎（同志社大学理工学部エネルギー機械工学科 教授）

六波羅雅一（六波羅真建築研究室 代表）

モデレーター
加茂みどり（大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所 主席研究員）

加茂　本日モデレーターを務めさせ
ていただく加茂と申します。今日
は、「まちなみ・暮らし・環境を次世
代へ」というテーマのもと、まずはパ
ネリストのみなさんの研究活動やま
ちづくり活動をご紹介いただき、そ
のあとにディスカッションをしたいと
思ってます。
　上田先生は基調講演でお話しをさ
れましたので、千田先生と六波羅先
生にご紹介をしていただきたいと思
います。

同志社山手における
エコタウンプロジェクト
千田　私はまちづくりの専門家では
なく、大学の機械工学科で噴霧燃焼
工学の研究をしています。たとえば
エンジン噴霧燃焼機械、内燃機関、
ガスタービンなどの燃焼機関、熱機
関の高効率などに関する基礎研究を
しています。最近は、サステイナブ
ルエネルギー・デザインにも興味が
あります。
　今日は、私が関わっている同志社

山手のエコタウンプロジェクトのコ
ンセプトと、その主な取り組みをご
紹介させていただきます。
　場所は、京田辺市の JR 三山木駅
から西に行ったところにある同志社
山手地区です。広さ65ha、将来的に
は1,800戸、6,100人規模の町をつく
ろうと、昨年４月には同志社山手町
という町名が名付けられました。
　われわれ大学のカリキュラムとし
てのキーワードは「環境共生」「国際
交流」「多世代交流」ですが、同志社
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山手を開発している UR のまちづく
りコンセプトが「環境」「安心」「子育
て・教育」でしたので自然と合致し
ていました。
　2005年度より、UR と同志社山手
街区の環境共生住宅の低炭化の提案
を行ってきましたが、これは、同志
社大学京田辺キャンパスを拠点とし
まして、文部科学省から採択を受け
た教育拠点形成事業（広域地域連携
−現代 GP）に関わったことが起点で
あります。
　採択されたプロジェクトは「けいは
んな知的特区活性化デザインの提
案」という事業名称で、これは大学
キャンパス周辺の地域住民、自治体
と連携しながら進めていこうという
コンセプトに基づき、学生とわれわ
れが外に飛び出して、学生の多様な
アイデアを具現化していくプロセス
を重視しカリキュラムに取り込もう
というものです。
　2005年には環境行政のまちづくり
を実施するために、同志社山手・サ
ステイナブル・アーバン・シティ協
議会（SAC）を立ち上げました。これ
は私が委員長になり、大学、インフ
ラメーカー、ハウスメーカー、住民、
関西学研都市推進機構、自治体、そ
して UR に事務局になっていただ
き、協議会を運営しています。
　低炭素化に向けた活動としまして
は、2009年度に200軒ぐらいの居住
者に CO2排出実態のアンケート調査
を実施しました。その結果、全国平
均に比べて移動部分の CO2排出量が
大きいことがわかりました。それを
もとに、2020年までに現状比で CO2

を50％削減という具体的な数値目標
を掲げています。これをどう推進す
るか。それにあたっては、リーディ
ングプロジェクトと称するものを作
成いたしました。

　リーディングプロジェクトは、「地
域ナノグリッド」（コミュニティエネ
ルギー・マネジメントシステム）、

「低炭層住宅の建設誘導」（ホームエ
ネルギー・マネジメントシステム）、

「エココミュニティプラザの建設」で
す。エココミュニティプラザというと
難しく聞こえますが、簡単に言いま
すと集会所を超エコにする。これは
2011年９月25日に無事竣工式を迎え
ました。それと４つ目は、「京都エコ
ポイントを活用し、エネルギーの見

える化を通し、省エネ行動を推進」
です。
　「エネルギーの見える化実験」は、
電力メーター、スマートメーター、
スマートガスメーターを取り付け、
現在51軒で実験しています。これは
いずれ100軒規模でやることを想定
しており、ウェブ上で楽しみながら
エコ行動を促進していただく。その
インセンティブとして京都エコポイ
ントを付与させていただこうという
プロジェクトです。

リーディングプロジェクトの全体構成と平成22年度からの取り組み

「けいはんなエコシティ推進プラン」の概要
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　また、昨年４月、次世代エネルギ
ー社会システム実証事業地域に京都
府けいはんなエリアが指定されまし
た。実際に行う内容は、京都府議会
で決められた「けいはんなエコシティ
推進プラン」がベースになっていま
す。
　その実証事業につきましては、同
志社山手のエコタウン、精華町エコ
タウン、木津中央のエコタウンの３
地域で行い、900〜1,000軒規模のホ
ームエネルギーマネジメントシステ
ム「HEMS」（ヘムス）実証をしようと
しています。
　また、ここでも同じように低炭素
化の数値目標を、京都府と関西文化
学術研究都市推進機構と議論しまし
て、マスタープランとして策定しま
した。
　「エネルギーの見える化実験」が、

このプロジェクトのスタートになって
おり、それを受けて、いわゆる現在
スマートグリッドの中で言われてい
る全アイテムが実際にどれぐらい機
能するのかを実施していこうと、同
志社山手 SUC 協議会と、けいはんな
実証プロジェクトが連携して進めて
いるところです。
加茂　ありがとうございました。で
は六波羅先生お願いします。

住民とともに考えるまちづくり
空堀商店街における取り組み
六波羅　僕は建築設計事務所をやっ
ているのですが、10年ほど前から大
阪市の空堀商店街界隈の再生事業を
やっています。それまではまちづく
りをやったことはなかったのです
が、基調講演でお話しされた上田先
生の言葉を借りると、この空堀のワ
ンダーランドが挑戦してきたような
感じです。
　空堀は長屋がとても多く、ほとん
どが賃貸です。路地には祠があり、
昔は井戸の周りで井戸端会議をされ
ていたそうです。路地が残っていた
らいいほうで、開発によってマンシ
ョンが建っていく状況です。
　まちづくりの団体名称は「からほり
倶楽部」と言います。10年前に空堀

のまちづくりを始めたのですが、そ
の時は保存再生、活性化、共生とい
う３つの目的を持って始めました。
この考えをもとにして、住民の方々
に自分たちの町を見直していただ
き、町のあり方を考えてもらおうと
いうのが僕らの活動の狙いです。
　活動を始めた頃は、「こんな汚い
町」「古い町」というマイナス意識を
持って住民の方々は町を見ていた。
　長屋の改修プロジェクトでは、壊
される予定の長屋や町家を複合施設
にして、店舗に入店してもらいま
す。１軒で建物を借りるのは家賃も
高くつきますから、何軒かに借りて
もらい、共有空間を持った複合商業
施設とすることで、テナント間でも
コミュニケーションが図られます。
　そうした活動が進むにつれて出店
も増え、長屋に若い人が住み着くこ
とも増えてきました。
　一方、町が活性化するにつれて危
惧することは、町の特徴と逆ベクト
ルでできるものもあるかもしれない
ということです。
　そこで私たちは、店舗だけではな
く文化や歴史を感じてもらえるよう
な複合文化施設を計画しました。そ
れが直木三十五記念館です。直木賞
の元となった作家・直木三十五が、

加茂みどり氏

長屋再生複合ショップ「惣」 「からほりまちアート」開催風景
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ここ谷町６丁目の交差点あたりで産
まれたそうです。その記念館をつく
り、民間が運営しております。
　ほかにも、蔵を修復して障がい者
のためのデイセンターに活用してい
ただいた例もあります。家賃で修復
の費用も回収できる、そう説得して
蔵の修復は実現しました。また、地
域の人と関わることを目的に、庭の
デザインコンペを公募し、近畿大学
建築科の学生グループの案を採用し
たりもしています。
　「からほりまちアート」は、10年間
続けた秋のイベントです。アートを
通じて町を見てもらおうという取り
組みで、毎年１万人ぐらいの大勢の
お客さんが来られる。外向けのメッ
セージに加えて、じつはこれは住民
に向けてのメッセージを含んだイベ
ントでもあります。こういったイベン
トを通してマップを片手に自分たち
の町をいつもと違った視点で見るこ
とができるのです。
　いろんなイラストが描かれた『から
ほり絵図』は第５巻まで出ました。関
わってくれた人たちの作品が全部こ
のマップに集約されております。そ
れをみてこの町の楽しさを知ってい
ただけたらと思っております。
　僕たちの活動形態はワーキングチ

ーム形式で、ボランティアの部分も
ありますが、複合商業施設となりま
すと、税金も払っていかなければい
けません。ボランティアと仕事の線
引きが企業組合をつくることによっ
てできたような気もします。
　ちょうどこのシンポジウムの10日
前に、現行の理事は全員辞めまし
た。私もまさについ最近まで空堀倶
楽部の代表理事をやっておりました
が、これは３年ほど前から決定して
いたことで、若い子を育てようとい
う想いからです。
加茂　ありがとうございました。で
は最後に、私が関わっているプロジ
ェクトをご紹介させていただきます。

実験住宅で次世代の
住まいを提案
加茂　私は「NEXT21」という実験
集合住宅のプロジェクトに10年以上
関わっています。「NEXT21」は地下
１階、地上６階建て、18軒の住戸が
あります。大阪ガスの社員が住みな
がら、新たなガス器具を取り入れた
り、住環境についても社員に被験者
になってもらい、さまざまな実験を
しています。
　建物はスケルトン・インフィル方
式（SI 方式）で建てられており、構

造躯体である柱や梁を100年ぐらい
の耐久年数を見越して強固に建設
し、住戸内装は15年もしくは30年ぐ
らいで変わっていくものと捉え、外
壁の可変性も確保する。こういった
考え方に基づいています。
　1993年に竣工後、1994年から第1
フェーズの居住実験を開始しまし
た。社員16世帯が住み、環境保全、
省エネルギーとゆとりある暮らしの
両立をテーマに実験を行いました。
　2000年からは住まい手の社員を総
入れ替えをして、地球環境と人の暮
らしへの配慮をテーマに実験を行い
ました。
　現在は第３フェーズとして、少子
高齢化社会への対応と環境保全への
対応という２つの大きな柱とし、持
続可能な都市居住を支える住まいと
エネルギーシステムというテーマで
実験を継続しています。
　この第３フェーズの終盤の実験が

「住み継ぎの家」の提案です。少子高
齢化に対応し、環境にも配慮した次
世代の住環境を検討・提案するにあ
たって、SI 住宅の特徴を生かして、
新たな環境メニューやさまざまなラ
イフスタイルに対応し、価値観の異
なる世帯が住み継ぐことができる

「住み継ぎの家」を提案することを目
標としました。
　100年間ものあいだ、建物に人が
住むことを考えますと、同じ家族だ

千田二郎氏

複合文化施設「萌」2F・直木三十五記念館

第23回住生活月間協賛  まちなみシンポジウム in 大阪
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けでその家に住み続けるというのは
考えられず、全く別の家族が住み継
いでいきます。ですからここでの「住
み継ぎ」とは、違う家族、全く価値
観の違った人が住むことを意味して
います。
　今日は、その内容を２つほどご紹
介したいと思います。
　１つ目は、少子高齢社会の住まい
方に対応した空間構造です。課題と
して、次のことを想定しています。
　少子化が進み、高齢小規模世帯は
明らかに増えます。子育て世帯への
対応のみならず、こういった世帯に
対応しなければいけません。
　そして、家族の個人化への対応も
あります。家族というものを１つの
まとまりとして考えて、また、一人
ひとりの社会との関わりや活動を考
えて、個人の幸福を問う計画を増や
したいという考え方です。
　子育て、介護、家事等のサービス
供給対応という意味では、現代社会
では「家族力」が縮小しています。家
族人数も少なく、病人が出たり子供
が産まれたりしても、それに対して
以前のように家族の力だけでは対応
できない場合があります。こういっ
たときに、外部サービスを当然受け
なければいけないわけですが、外部

サービスを受けることに住宅がいか
に対応していくか。
　また、在宅勤務を含めた多様なワ
ークスタイルへの対応も考えていま
す。
　また、家族というのも個人が持つ
ネットワークの１つに過ぎないと考
えたときに、個人が持っている友人
ネットワーク、親族ネットワーク、家
族ネットワーク、趣味を通じたネッ
トワーク等、いろいろなネットワーク
に資するような住宅のあり方を考え
ようと、以上を課題として捉えまし
た。
　この課題に対応する住宅を考えて
いくうえで、どのような家族が住ま
うのかを仮定して、どのようなリフ
ォームを行うか。その家族モデルは
３つを考えました。
　３つという数字にはあまり根拠が
ないのですが、全く違う価値観の家
族が住み継ぐということを考えます
と、不確実な未来に対して準備して
おかなければいけません。そのため
には複数のシナリオをあらかじめ想
定しておいて、それに対応できる住
宅を計画しておく。多様性と冗長
性、もっとわかりやすく言います
と、無駄を確保しておく。無駄を確
保することで、将来不確実な第４の

シナリオにも対応できる可能性があ
るだろうと私たちは考えたわけです。
　今回は、共働き子育て家族、成人
父子家族、高齢母子家族という３つ
のシナリオを考えました。
　共働き子育てプランでは、住宅の
中にセキュリティやプライバシーの
階層性を持たせて、安心して外部サ
ービスを受けられるような構造を持
たせています。それと、たとえばお
風呂は固定的なものとして想定して
固定インフィルと呼び、これを支え
にしていくつかの可変インフィルが
支えられている。そして、可変イン
フィルが動くことで次の成人父子家
族プランに変わります。さらに、次
の高齢母子家族プランでは、固定部
分であるお風呂が別の場所に移設さ
れ可変インフィルが移動して、ヘル
パーさんによるサービスを受けつつ
もプライバシーを確保するプランを
考えました。
　もう１つの提案は、「環境調整空
間」です。日本の居住文化は、複数
の建具で温熱環境を調整してきまし
た。建具で囲まれた空間を私たちは

「環境調整空間」と呼び、外側の外壁
は高断熱な外壁として考えて、内側
は断熱性能のあるインフィルとして
考えれば、複数の建具で内部空間の

「NEXT21」外観 第3フェーズ実験コンセプト図
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温熱環境を調整することが可能では
ないかと考えました。
　たとえば共働き子育てプランで
は、土間を環境調整空間として、外
部空間の快適性を享受し、季節感を
楽しむことができます。本来外部空
間で行う行為を取り入れることもで
きます。
　こういった考え方をもとに実証実
験をしているのが、現在私が関わっ
ているプロジェクトです。

ディスカッション
次世代に残す住まいとまちづくり
加茂　では次に、ディスカッション
に移りたいと思います。本日のパネ
リストのみなさんは、今日のテーマ

である「次世代」をキーワードにした
ときに、どういったことをお考えに
なって活動に取り組まれてきたので
しょうか。上田先生はいかがでしょ
うか。
上田　近い将来、「使いたいものを使
いたい人がつくる社会が来る」と言
われています。次世代の住まい方や
暮らしも、住む人が専門家といっし
ょにつくる社会がやってくるように
思います。
　インフィルのお話もそうですが、
自分の住まい方をいろいろ工夫を凝
らして自らデザインしていく。専門
家に任せっきりにしないで、いっし
ょに相談しながら自分の生活スタイ
ルを決めていく。そんなイメージが

「次世代」です。そのためのテクノロ
ジーや考え方が、どんどん発展して
きていると思います。
　千田先生のお話を聞いていて、“見
える化”はとても大事なことだと思い
ました。たとえば、暮らしの中で自
分たちが使ってエネルギーがどのよ
うに循環しているか、それを知るこ
とによって、そこに注意を払います
よね。そうすると、各自責任を持っ
て生活をすることができるわけです。
　そう考えてみますと、自分がどう
いう家に住みたいかということまで
も、今までは人に頼っていた。これ
からの時代は、自分の希望や憧れと
いったものがすごく大事な要素にな
ってきます。
　ですから、この家に住み続けたく
なる、あるいはこの地域に住み続け
たくなるといった気持ちが繋がって
いくような、そういった希望を感じ
られるようなものであるには、デザ
イナーや建築家の役割が従来と変わ
ってくるのではないかと思います。
　専門家といっしょにつくろうという
時には、プロフェッショナルな知識
が必要になってきます。その時に、
住み手の方が主体的に関わり、専門
家の人も住み手の方の気持ちを汲み
取ることができれば、コミュニケー

平面プランの提案3種類。共働き子育て家族、成人父子家族、高齢母子家族

実験住戸内観
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ションも生まれて、楽しくなってきま
す。
　これから続く不確実な時代を逆に
楽しもうという意識を持って、私た
ちが主体的にまちづくりにかかわっ
ていこうという心の姿勢「マインドセ
ット」、それを実現していく技術、そ
してそういうことを応援しあうコミュ
ニティが育っていくことがとても大
事な気がします。
加茂　千田先生はいかがでしょうか。
千田　エネルギーの観点からの話で
すが、都市構造とエネルギー問題、
あるいは都市構造と交通社会はとて
も密に連動しています。
　エネルギー問題では家庭部門、あ
るいはオフィス部門の都市部での低
炭素化、省エネルギー化が急務で
す。これまで電力ラインやガスパイ
プラインに100％依存していた社会
を、地産地消のエネルギー源を含め
て、エネルギーの自立化ををもっと
全面的にしておくべきだったという
ことが、東日本大震災で如実に現れ
ました。
　それと、個別の学問体系に閉じこ
もるのではなく、大きな都市のエネ
ルギーデザインをするような思考を
持つことが大事です。
　同志社山手のまちづくりに関わっ
て素人なりに思ったことですが、や
はり町というのは行政と住民を交え
た環境行政のマスタープランをどん

どんフィードバックしながら、デベ
ロップメントスタンダードに仕上げ
ていくというプロセスが必要ではな
いでしょうか。
　それから、われわれの協議会のよ
うな、専門家が集まるコンソーシア
ムが必要だと思います。協議会で環
境憲章をきちんと策定し、企業には
それに従って町を開発してもらう。
　それを踏まえますと、町を生む段
階で、自然工学に加え、社会科学、
人文科学、この三位一体の総合科学
の確立が必要ですね。
六波羅　千田先生がおっしゃられた
ことは、私たちが空堀でやっている
こととも繋がっていますよ。
　「練」という建物は、大正時代に移
築された建物です。昔は移築技術も
優れていて、新しいものをつくるよ
りもとことん利用するという再利用
の考えがありました。
　まちづくりにはいろいろな分野の
人が関わってきます。空堀でも法律
家や建築、不動産をされている方が
いたから、サブリース形式の複合商
業施設という発想に結びつきました。
　長屋のコミュニケーションに関し

ては、受け継がれて住んでいらっし
ゃる中で暗黙のルールがあったりし
ます。それは明文化されたわけでは
ありません。100年経つうちに、自然
とルールができた。これは、じつは
防災、減災に繋がっています。
加茂　お話を聞いていて、次世代に
残す住まいとまちづくりには、３つ
ぐらいのキーワードがあるのかなと
感じました。
　まず１つ目は、「計画者の論理では
なくて、使用者の論理でつくる」とい
うことです。次世代に関わりや選択
の余地を残しておくことが大事だと
いうお話でした。
　２つ目は、「愛着と誇り」です。六
波羅先生のように、昔からあったの
にみんなが忘れ去ったような地域居
住文化とも言える価値を発見し、今
の現状にプラス要素を付加して次世
代に残す。それはつまり、次世代の
人が愛着と誇りを持って住まえる住
環境をつくることと言えます。それ
が住み続けたい町になるという気が
します。
　３つ目は、「育てる」というキーワ
ードです。千田先生が「生む町から

六波羅雅一氏

今後の都市社会のエネルギーネットワーク（千田氏発表資料より）
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育てる町へ」という内容のお話しをさ
れましたが、環境教育という意味で
は今までよりももっと検討していく
余地がありますし、育てる町として
の協議会の重要性を若い人たちにも
伝えて、町も人も育てていくという
ことです。
　それでは終盤を迎えておりますの
で、お一人ずつコメントをお願いし
ます。
上田　憧れや希望、そういったもの
が大事な時代になってきたという気
がします。「希望のデザイン」という
と響きがよすぎるかもしれません。
でも、この人とだったらできる、こ
のコミュニティの中にいればできる
んだという実感が必要な時代になっ
てきたのではないでしょうか。
　「こども OS」もそうですが、何か
の目的があるというよりも、それ自
体が面白い。私たちが忘れてしまっ
た気持ちを子どもから学ぶ。そし
て、それをまちづくりや家づくり、
強いて言えば自分の人生づくりに生
かす。毎日が楽しくてしかたがない
という時代が来るように、みんなで
頑張っていきましょう。
千田　皆さんのお話をお聞きしてい
て、空間に余裕を持たせると言いま
すか、フレキシビリティを持たせる

こともとても重要だなと感じました。
　それと、六波羅先生も若い人を育
てると言われましたが、人を育てる
ということは確かに大切ですよね。
まちづくりで町を生んで、育てて、
豊かな花を咲かせる。上田先生が言
われるように、コミュニティの中で
の活動を楽しむという人を、それこ
そサステイナブルに、持続可能な状
況に生み出す必要があるのだと思い
ます。
　そのための仕掛けや仕組みづくり
を、われわれ大学サイド等でサポー
トして、そういうことが実現できるよ
うに取り組んでいきたいと思います。
六波羅　昔はコミュニティそして自
然には必然性があって、仕方なく育
ってきたように思います。現代は便
利な生活スタイルになり、失ったコ
ミュニティの必要性を知り、それを
わざわざ育てる仕組みをつくらなく
てはいけない状況です。それをする
のであれば、楽しまなければ損です
よね。僕はそうやって楽しんできま
した。
　これからの若い人たちには、僕ら
よりももっと楽しんでくれたらいいな
と思っています。
加茂　希望とときめきのデザイン。
人を生み出す仕掛け。楽しむ仕掛

け。こういったキーワードも新たに
提出されましたところで、このシン
ポジウムを終えたいと思います。今
日はどうもありがとうございました。

千田二郎（せんだ・じろう）
同志社大学理工学部エネルギー機械工学
科教授
同志社大学大学院工学研究科機械工学専
攻博士（後期課程）修了。ヤンマーディー
ゼル（株）研究開発本部技術研究所主任、
アメリカ・ウイスコンシン州立大学客員助
教授などを経て、現職。専門は噴霧燃焼
工学。現在、同志社山手サステイナブル・
アーバン・シティ協議会委員長をはじめ、
多方面で活躍する。

六波羅雅一（ろくはら・まさかず）
六波羅真建築研究室代表
建築家。2001年設立の空堀商店街界隈長
屋再生プロジェクト「からほり倶楽部」代
表理事（2011年11月辞任）。「からほりま
ちアート」の開催や、空堀御屋敷再生複合
施設「練」の企画・設計・運営などを通じ
て、空堀の魅力を広く普及。地元住民や地
元企業、商店街関係者らと共に続けてきた
活動は、今年で10年目に突入する。

加茂みどり（かも・みどり）
大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究
所主席研究員
京都大学大学院工学研究科建築学専攻博
士後期課程修了。神戸芸術工科大学、神
戸松蔭女子学院大学非常勤講師。実験集
合住宅 NEXT21の居住実験を担当。少子
高齢社会に対応した住まいや住環境、コ
ミュニティを研究テーマとしている。

大正時代に移築された町家を複合施設として再生。御屋敷再生複合ショップ「練」 中央区民まつり「かるた会」
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