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大野秀敏（東京大学大学院教授、建築家、環境デザイナー）

日本の人口構造は縮小＆高齢化
　私は21世紀は「縮小の時代」と位
置づけています。最も典型的なのは
人口構造の変化です。ご存じのよう
に、日本では出生率が1.32ぐらいで
低迷しています。この数字は世代が
交代するごとにつるべ落としのよう
に下がって来ました。日本だけでは
なく韓国、シンガポール、イタリ
ア、スペイン、ドイツといった国も出
生率が低い傾向にあります。いわば
先進国の共通した悩みです。
　女性の社会進出が遅い国は、子供
が少ないという傾向もあります。「女
性が働き始めたから子供が減った」
と言う人がいますが、先進国ではそ
の逆です。現在はアメリカとフラン
スが群を抜いて出生率が2.0に近い
数字です。
　つい最近、地球の人口が70億人を
突破したというニュースがありまし
たが、人口が増加傾向にある国であ
っても、生活水準が高くなるにつれ
て、出生率は急に下がる傾向があり
ます。貧しい国では子供が労働力で
すから、子だくさんの家庭は収入が
増えます。でも、そのうちに教育費

が高くなり、割が合わなくなりま
す。さらに、教育水準が高くなりま
すと、女性は社会的な自己実現をし
たいという欲求にかられ、子供をつ
くらなくなります。また、生活水準
が向上すると医療水準も上がります
から、乳児死亡率が減り、病気も治
せるので人は死なずに高齢化してい
きます。
　そのようにして世界中の国々が少
子高齢化していく傾向がある中、日
本は人口構造において世界の傾向を
先取りしています。
　日本の人口は2005年あたりをピー
クで、人口が1億2,770万人ぐらい、
高齢化率は約22％でした。しかしこ
の数値が将来は40％になると予測さ
れています。今後、戦後直後と同じ
くらいの人口にまで減ったとして
も、中身の人口構造は昔とは全く違
うわけです。
　国立社会保障・人口問題研究所

（社人研）のホームページで2055年の
人口予測を見ますと、出生率がとて
も高く、死亡率が中位の時で9,400
万人、最悪の場合は7,700万人ぐら
いと想定されています。つまり、こ

れからたった40年間のあいだに、
4,000万人の人口が日本から消える。
これはほとんど事実です。北海道か
ら北関東までの合計人口は約2,000
万人ですから、その２倍の人間がい
なくなる。北海道の夕張のような町
がそこら中に生まれるというのが現
実に起きるのです。
　これはとても深刻な問題です。特
に今後、日本の企業戦略を練る際に
は必須の懸案事項です。

「寂しい社会」の到来
　将来の日本の世帯構成は、単身者
が急激に増えます。2030年の予測グ
ラフでは、単身者が約４割で、親２
人＋子供という標準的核家族は２割
しかいません。
　ちょうど１年半ぐらい前に、「孤独
死３万人」という内容のテレビ番組
が放送されました。それを観ていて

「これは大変だ」と驚いたのは、2030
年に日本人男性の1/3が生涯独身、
女性の1/4が生涯独身になるという
予測でした。
　日本人は、人と一緒にいることが
下手になってきています。私はそれ
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を「寂しい社会」と呼んでいます。独
り身で、食事をつくるのが面倒なら
デリバリーで注文することができま
す。インターネットがあれば、本屋で
人と接触しなくても本は買えます。そ
ういったさまざまな技術やサービス
が、独りでいることを可能にし、独
り住まいがしやすくなった反面、人
と接しなくなりました。これも日本
社会の大きな特徴だと言えます。
　さらに、日本は自殺者数が世界で
も上から７番目です。上位はほとん
どが旧ロシアの国です。経済大国で

「寂しい国」だというのは珍しい。
　鉱物資源、真水、農業生産物、あ
らゆる資源や経済にも限りが見えて
います。１人当たりで考えてみます
と、じつは環境問題は縮小問題なの
です。
　経済成長も出口のないサーキット
に入っています。過剰生産を過剰消
費で維持しています。でも時間は有
限ですから、結局消費というのは無
限にはできないのです。
　先進諸国に限らず、人口が爆発的
に増えている国でもいずれそうなっ
ていきます。では、21世紀の都市は
どうなるのでしょうか。

「スマートシュリンキング」
縮小をコントロールせよ！
　日本の場合は4,000万人の人口が
いなくなるわけですから、必然的に
空き地が増えます。地方都市では多
数の不在地主が生まれます。空き家
の不法占拠など問題が起きたとして
も、地主を探せないかもしれません。
　また、人口減少に伴い、地方都市
の地価はゼロに近くなります。バブ
ルを経験した世代が死に絶えます
と、土地に対する信仰は完全になく
なると思います。
　施設は使われずに余り、維持費が

大きな負担になりますから、活用方
法がポイントとなります。
　年金もどんどん減りますから、こ
れまでの生活レベルを保つために
は、働ける人は働くしかありません。
低成長で財政逼迫が続きます。公共
サービスやハコモノ政策は破綻しま
す。一方、エネルギー価格は確実に
高騰します。厳しい内容ではありま
すが、少子高齢社会であると同時に

「寂しい社会」でもあるのです。
　私たちはこれらの「縮小」を避けら
れないのであるならば、それをどう
受け止めて、コントロールしていく
か。その知恵が求められているので
す。
　そのキーワードは、「スマートシュ
リンキング」です。“縮小のコントロ
ール”が、あらゆる産業、都市計画、
家づくり、住まい方において主題に
なるでしょう。
　これからはそういったことを前提
に、地方都市や大都市縁辺部におけ
るマネジメントをする必要があるわ
けです。

ファイバーシティ構想
　ここで、郊外住宅地の未来につい
て考えてみましょう。今までの開発
はいわばオセロ式で、駒を裏返すよ

うに不良住宅地を真っ白にして、大
規模ニュータウンなどの開発をして
きました。しかし、もはやそのよう
な事業をする資金はありません。そ
うではなく、同じ投資をするならば
接触面積が大きい事業をやったほう
がいいというのが私の基本的な考え
で、その提案がファイバーシティ構
想です。
　これまでの都市開発は、喩えるな
らば大きな森をつくるようなもので
した。私はそれとは対照的に、線的
な緑地をイメージした都市改造や、
都市の質について考えています。た
とえば、同じ用地面積で面的な公園
を１カ所つくる場合と、線的な公園
をつくる場合では、都市経済に与え
るインパクトはどちらが高いでしょう
か。「パークサイド」という言葉を当
てはめるならば、後者のほうが、よ
り経済効果が高い開発が数多くつく
られると思います。
　東京には、関東大震災後に密集市
街地化した街があります。そのエリ
アは火災の危険性が高く、都市計画
分野では大問題なのですが、対策は
一向に進んでいません。「広い都市計
画道路をつくり、狭小住宅をまとめ
て不燃住宅をつくりなさい」とは言う
ものの、都心部で都市計画道路を
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日本の人口構造の変化（国立社会保証人口問題研究所のデータに基づいて東京大学大野研究室が作成、2008）
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100mつくるのに10年はかかります。
つまり、絵に描いたようなモデルな
のです。
　そこで私の考えることは、今実際
にある空き地を繋いで帯状の防災緑
地をつくるという提案です。火災時
の延焼を食い止められますし、緑を
活用した環境が形成され、周辺の地
価も高くなります。
　しかし、そのためには緑地を提供
した人にもメリットが還元されるよう
な新たな仕組みが必要です。また、
機能的に宅地や空き地を再編成して
いく組織が仕組みです。それがタウ
ンマネジメントという考えなのです。

公共交通網の再編
　どのようにして土地やまちの価値
を高めていくか。先ほど申し上げま
したように、そこには新しい制度や
仕組みが必要となるでしょう。
　東京が世界の都市に比べて優れて
いるところは、鉄道網です。これほ
ど充実していて、正確に走り、乗車
賃も安いという国は他にほとんどあ
りません。
　将来は40％の人たちが高齢者にな
るわけですから、年金も減り、働い
ても収入が少ない。そうすると多く

の人は自家用車は手放さざるをえま
せん。そしてその先には「フード・
デザート」（食の難民）が待っていま
す。自動車に依存した生活しかでき
ない場所は、今後は暮らしにくくな
ります。
　それならば、現在ある蓄積を使え
るように、駅前に住んでみてはどう
でしょうか。たとえば、線路から
800m の範囲内に人が住み、それ以
外はあまり人が住まないようにして
はどうか。日本の大都市には、駅前
商店街という素晴らしい遺産があり
ます。これを活かした都市計画が必
要だと思います。
　東京では朝夕の時間帯に75％の人
が公共交通を使っています。でも、

新潟県長岡市の場合は４％です。60
％が自家用車です。これが地方都市
の現実です。
　では、まちの高齢化が進むと一体
どうなるのでしょうか。その答えは、
住むまちとして選ばれなくなります。
　そうなってしまう前に何らかの手
を打たなければいけません。そこで
私が考えているのはバスの活用です。
　まちが縮小していくのに新たな鉄
道を敷くのはあまり賢い方法ではあ
りません。中央車線をバスが走る方
式がいいだろうと私は思っていま
す。この方式は名古屋ですでに実施
されており、北京、南米では大々的
に採用され、フランスでも実施され
始めています。

ファイバーシティ。東京2050を構成する4つの都市戦略の一つグリーンフィンガーは、
郊外鉄道を中心にした再編成の提案である（東京大学大野研究室、2006)

長岡市のために構想したスーパーバスシステムは峡幅のバスを使った BRT
である（東京大学大野研究室、2008)
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　地方都市で公共交通利用率４％と
いう数字を大都市並みにするという
目標を持たなければいけません。バ
ス停を鉄道並みに整備し、いくつも
の路線をネットワークで乗れるよう
にすることが大事です。いずれにし
ろトータルに物事を考えることが必
要です。

公共サービスの再編
　90年代にソ連が崩壊したあと、新
自由主義経済に拍車がかかり、アメ
リカや日本の首相がそれを推進しま
した。結果、そこから落伍する人た
ちが出るようになり、セーフティネッ
トが必要だと言われています。で
は、都市計画ではどうすべきなので
しょうか。
　都市計画分野全体ではまだきちん
と議論されておりませんが、私は「コ
ミュニティ・ダイニング」というシス
テムを考えています。銭湯のように
歩いて行ける範囲にあって、500円ぐ
らいの価格で食事が可能で、みんな
が集まれる場所です。少ないけれど
もそこに就労の機会をつくることも
できますし、地産地消の構造をつく
ることもできます。
　公共サービスの提供の仕方も変わ
らなければいけないでしょう。人口
減少社会では税収も減り、公共施設

の維持ができなくなります。それな
らば、自動車にサービスの内容を積
んで回ればいい。サービスを受けら
れる頻度は下がりますが、低コスト
で今までと同じようなサービスを受
けることが可能です。100％充実した
施設をつくるということが不可能な
時代になるわけですから、そういっ
た代替的な提案が必要なのです。

土地活用法が
新たな価値を生む
　本日お話しましたように、21世紀
は土地を所有するという信仰は薄
れ、これからは土地の利用法が価値
を生みます。また、選択の幅が広が
りますから、コミュニティの維持、
環境の維持、建物の維持など、多角
的に見据えながら価値を高める必要
があるのです。
　施設利用については、今あるもの
を利用する技術が必要です。増える
空き地の管理法と活用法に関するア
イデアを考えなければいけません。
技術が発達すれば需要が増え、需要
があれば技術が発達するという関係
です。
　高齢社会では、高齢者の就労機会
を増やすことが最も大事なことで
す。そのためには高齢者が動きやす
い社会であるべきです。公共交通の

充実は、地方自治体のまちが将来生
き残るためには必須の条件だと思い
ます。それから、いかに創造的なセ
ーフティネットを構築できるかも大
事なことです。
　最後になりますが、最近の建築家
の大好きな話題は「シェア」です。し
かし、それは簡単にはうまくいかな
いと思います。時間の過ごし方や相
手との付き合い方までも誰かに教わ
らないといけないというのが現代人
なのですから。
　逆に言いますと、コミュニティの
場をつくるだけではなく、コミュニ
ティを運営する技術を織り込んだシ
ステムの考案にこれからのビジネス
チャンスがありますし、そういう物
事を考えていかないといけないのだ
ろうと考えています。
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