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講師

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）

特別ゲスト
川本誓文（大阪府産業デザインセンター 主任研究員）

ワンダフルシティとは何か
上田　今日は、「Wonderful City（ワ
ンダフルシティ）」という言葉をキー
ワードに、どういうまちが素敵なの
かを、子ども目線から考えていきた
いと思っています。
　僕は教育工学を専門にしておりま
して、教育に関するさまざまなデザ
イン実践をしています。特に、私た
ちが学ぶ場をどうデザインすればい
いか、どういう活動をすれば人が自
分の可能性にチャレンジすることが
できるのか、そんなことに興味を持
って研究をしています。
　これまでの教育というのは、自分
１人で何ができるかということにか
なり特化してきました。そのため、

「自分ではもう無理だ」と思って、物
事をやる前に諦めてしまった人がた
くさんいると思います。そうではな
くて、可能性というのは、誰かと共
に実現していくものだと思うんです。
　「自分１人ではできない」と思うこ
とを、「どうしたらできるのだろう」
と考えてみますと世界が広がりま
す。たとえば、まちづくりに取り組
んだことはなくても、学ぶ場をつく

ることはできるとします。それなら
ば、まちづくりのエキスパートと一
緒に組んでやってみようかといった
ようにです。ですから今日は、住民
のみなさんが集まって新しいまちを
どういうマインドセットでつくりあげ
ていったらいいだろうかということと
結び付けて、お話をしたいと思って
おります。
　僕が勤めております同志社女子大
学では、８年前に現代社会学部現代
こども学科という学科ができまし
た。現代の子どもが直面する問題は
多方面にわたっています。ですか
ら、子どもが直面している問題につ
いて大人がさまざまな角度から気を

つけてあげる必要があります。それ
に対して具体的にどのようなデザイ
ンが考えられて、またどのような環
境を子どものためにつくっていける
か考える学科です。あらゆる分野の
人が集まっており、知恵を出し合
い、子どもの未来を語っていこうと
いうものです。
　僕はその中でも、子どもが生き生
きと学べる場所、特に空間や道具に
興味があります。お見せするスライ
ドでは具体的にどんなことをやって
いるのかをご紹介していきたいと思
います。
　まず最初に、私が設計に携った教
室をご紹介いたします。教室にはロ
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フトのような中２階があります。学
ぶということは、自分の経験を再構
成して意味づけることです。それが
学びのポイントなのです。自分の考
えたことを俯瞰する、ちょっと引い
て見てみる。
　この教室は、１階が活動に没頭す
る場所、つまり経験をするフロアで
す。そして、自分たちが何をやった
のかを、物理的に中２階に上がって
上から俯瞰してみる。それは、自ら
の経験を客体化して、そこに意味付
けをするという行為です。そういう
ことを「メタに見る」と僕は言ってお
り、この中2階をメタフロアと名付け
ました。身体ごとメタフロアに行っ
て見てみると見方が変わるのです。
　また、東京の ICC ギャラリーで開
催した学びをテーマにした展覧会で
は、未来の小学校を想い描いてつく
ってみました。
　ここでは「プレイフルラーニング」
という言葉を使いました。遊んでい
る時に没頭するワクワク感や、本気
で取り組んでいる時に夢中になる心
の状態のことです。
　間違えないでいただきたいのは、

「難しいことを楽しく学ぶ」のではな
く、「学ぶこと自体が楽しい」という
こと。あるいは「楽しいことの中に学
びがあふれている」ということです。
　まちもそうだと思います。いくら
機能的に素晴らしい条件が整ってい
ても、楽しくないと面白くありませ
ん。楽しさの中にこそ学びの本質が
埋まっているわけです。
　これまでの教育は、１時間目、２
時間目といったように、時間軸に沿
って授業が進められていました。僕
が考えているのはそうではなくて、
空間が大事なのではないでしょうか。
たとえば幼稚園はまさにそうです。
砂場に行って遊んでみよう、次は何

処に行こうかといった具合に空間を
移動する。そういう教育を考えてみ
る必要があると思っていて、もしか
したらこれは会社でもそうなってく
るかもしれません。身体が動くと頭
も働き、本当にいいですよ。
　去年訪れたマサチューセッツ工科
大学のメディアラボもまさにワンダ
フルシティでした。廊下がとても面
白くて、対角線上に目線が向くよう
につくられています。ですから、１
階にいる人は３階にいる人を見てい
ますし、ガラス張りになっているの
で人の気配を感じることができま
す。人が集まったらすぐに会議がで
きるような場所にも変わってしまう。
　つまり、この中が１つの大きなコ
ミュニティになっていて、そこに行
くとコミュニケーションが活発になる
わけです。いろいろな人に出会った
り、いろいろな話ができる。ですか
ら、これを１つの都市と考えても面
白いと思います。まさにこのメディ
アラボの中がワンダフルシティなの
です。
　計画というものは、固定的なもの
である必要はなくて、むしろ状況に
応じて変えていくものであるべきだ
と思います。「プランニング・イン・
アクション」つまり、行為の中で計
画を修正していくということはとて

も大事です。まちづくりでも同じ
で、もちろん慎重に考えて計画を立
てることは必要ですが、まちの人た
ちとの関わりを見ながら、どんどん
変えていこうという姿勢を持ってい
ることが大切です。
　多くの人はいったん計画を立てて
しまうと、その通りに進めることに
一生懸命になってしまいます。今、
目の前で変化している状況に気づか
ないか、もし気づいても、計画して
しまったから今更どうしようもないと
思ってしまうかもしれません。そう
ではなくて、勇気を持って変えてい
くべきだと思います。
　人から与えられたものを「そういう
ものだ」とそのまま「マインドレス

4 4

」
に受け取っていますが、それは本当
に自分にとってどういう意味がある
のかと考えてみることは大切だと思
います。毎日「マインドフル

4 4

」に心を
覚醒させて生きることによって、変
化に気づき、気づいたらアクション
を起こせます。いつもセンシティブ
に五感を働かせていることで、それ
ができるはずなのです。
　僕のお話はこのぐらいにして、そ
れでは特別ゲストで、大阪府産業デ
ザインセンター主任研究員の川本さ
んお呼びしましょう。
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講演会場風景。講演の途中では聴講者が参加するワークショップも実施された
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「こどもOS」
子ども特有の思考や行為を定義
川本　皆さんこんにちは。まず最初
にお見せするスライドは、子どもと
一緒に行ったワークショップの様子
です。おもちゃのマイクとビデオカ
メラを子どもが持ちまして、まちの
中で面白い場所や不思議な場所をリ
ポートしてもらう。撮ってきた映像
を、子どもたち自身が短く編集し
て、最後はプレゼンテーションをす
る。このワークショップは、日常空
間の中で、自然なかたちで子どもの
行為や振る舞いをとらえることを目
的に考えだしたものです。
　子どもはとても自由に動きます。
たとえば公園の石垣のようなところ
でも平気で登っちゃいますし、斜面
になっているところを駆け上がった
り駆け降りたり。道でもない細いと
ころをバランスよく歩いていく。陸
橋の下の隠れ家のような秘密基地で
遊んだり。
　大人がこういうことをやっている
と、ちょっと変な人だと思われます
が、これは子どもならではの特権だ
と思います。そこで私たちは、子ど
ものこうした自然で自由な振る舞
い、つまり子どもの行動力や思考力

をコンピュータの OS になぞらえて、
「こども OS」と定義しました。
　大事なのは、子どもたちがこうい
うことをやるということを踏まえたう
えで、大人たちはどのような環境を
つくっていくべきか。そこで私たち
は、デザイナーや設計者の方々にと
って設計指標となりながら、チャレ
ンジングかつ安全な空間をつくる際
の参考になるようなデザインコード
をつくりました。子どもの気持ちを

「探求」「創造」「挑戦」……といった
９つのキーワードで表しまして、そ
の複合要素によって子どもの気持ち
を表現することで、デザイン発想に
つながるのではと考えています。

子ども目線とデザインの関係
上田　好奇心が強い子どもにとっ
て、冒険や挑戦の対象としての「リ
スク」と、大きな事故に繋がりかねな
い「ハザード」を、きちんと大人が理
解しておくことも大事なことですね。
川本　ええ。「登りたい」とか「駆け
降りたい」といった環境に対する欲
求は、子どもの成長発達の過程で許
容されるべきものであり、必要なも
のです。おそらく遺伝子レベルで人
間の中に組み込まれていて、一人前

の体になるためには身体を鍛えたり
経験を積んだりする。その手段が遊
びの中に表れているのだと思いま
す。ちょっと危険だけれども必要な
もの、そういうものを「リスク」とし
てつくっておく必要があるわけです。
　ただ、その一線を越えてしまうこ
とがあるということを予測しておか
なければなりません。遊んでいる子
どもが意図しない、予測不可能な危
険というものが環境にある場合に
は、それはやはり取り除く。それが

「ハザード」です。
　「こども OS ランゲージ」では、た
とえば「登らせるかたち」。手がかり
や足がかりをつくったりすることで
登れる、むしろ登りたくなるように
挑発しているわけです。
　逆に飛び降りたくなるものもあり
ますが、飛び降りてそのまま地面に
激突したら危ない。それを防ぐため
に植栽を施すといった具合に、子ど
もにとっては抑止する環境と言いま
しょうか。しっかり見極めて、デザ
イナーや設計者の方々に工夫をして
いただく。
　それと、子どもの能力に応じて選
べるようになっているということも大
切ですね。

「こども OS」の対象は、およそ2歳から12歳の子ども（小学校卒
業まで）。この名称は、コンピュータのオペレーティングシステム

（OS）から命名された
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上田　ある環境の中で小さな子が読
み取る視点と大きな子が読み取る視
点は違います。「アフォーダンス」で
すね。
川本　ええ。環境にはいろいろな行
為の可能性が埋め込まれています。
人間は、それを状況に応じて読み取
っています。大人が、「これはこう使
ってください」と意図するところ以外
のものも、じつは含まれているわけ
です。
　たとえば歩道と車道を分けるガー
ドレールがありますよね。大人はそ
れを車除けと考えますが、子どもは
それを遊具と見る場合もあるんで
す。馬跳びのように跳び越えたり、
くぐり抜けたり、ぶら下がったり。
ガードレールが持っている可能性の
全てを含めてアフォーダンスという
言い方ができると思います。だから
子どもの気持ちになって、子ども目
線・子どもゴコロを大人が身につけ
れば、そういう状況が見えてくるん
です。

まちづくりにも発見や驚きを
上田　最近、建築家の竹山聖さんと
仕事をしたのですが、彼が「オブス
タクルというものは障害物や邪魔者
という意味ではなくて、乗り越える
べきものだ。障害物があるから向こ

うにある遠い憧れが見えたり、面白
いなと思うわけです」とおっしゃっい
ました。積極的に「オブスタクル」を
まちなかに仕掛けていくことによっ
て、「こども OS」を引き金にして面
白い遊びが始まったりするのでしょ
う。面白さをつくるための乗り越え
るべき障壁と言っていいのかな。
川本　ユニバーサルデザインの概念
の中に、上田先生がおっしゃられた
オブスタクルを埋め込んでいく。そ
れが子どもの成長発達に寄与するの
ではと私も思います。
　ところで、私のほうからちょっと
クイズを出してみたいと思います。

「岬、丘、森、野、台、杜、浜、坂、
里」これらの漢字に共通のものがあ
るのですが、みなさんおわかりでし
ょうか？　特に、「丘」や「台」といっ
た言葉は山の数ほど使われていま
す。「宅地名」が正解です。こういっ
たものが何で多いのか、私なりに考
えてみました。たとえば「丘」は、丘
陵地を造成して宅地にしています。
日当たり、風通し、排水がいい、あ
るいは津波とか洪水の心配にさらさ
れることがないという安心感。ある
いは眺望を見込める。人間としては
そういうところに住んでみたいとい
う憧れがあると思います。
　一方、「崖、頂、樹、辺、壁、段、
砂、斜、窪」これは子どもたちがこ
ういうところで遊んでみたいと思う
場所を表わす漢字です。これを先ほ
どの漢字と対にして見ていただく
と、見えてくるものがありませんか？
　それは何かと言いますと、子ども
たちが好きな場所と大人たちが住ん
でみたいと思う場所は、じつはリン
クしているのではないかということ
です。
上田　「ワンダフルシティ」という言
葉に立ち戻りますと、驚きに満ちた

場所というのは、住み続けたくなる
まちであり、帰って来たくなるまち
でもあるのでしょうね。そこでは子
どもがまちの活性化のエンジンにな
っているのです。まちの中に発見や
驚きがある。そういうまちにしてい
くためには、あらゆる分野の人たち
が知恵を出し合う必要があるのでは
ないでしょうか。

「こども OS」の9つのキーワード
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