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本メルマガは、Japa 日本専門家活動協会が 2020 年 4 月 1 日より毎月 1 日に発行する月刊キ

ュレーションメルマガ「イノベーション×地方創生」です。 

Japa 会員、有料購読者、寄稿者にお届けしています。 

本メルマガは、購読者（地方自治体、企業・団体等）と専門家（Japa 理事・会員・寄稿者

等）をつなぐ相談窓口機能を併せ持つ新たなタイプの双方向型の有料メルマガです。 
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１．コラム「論点提起」：コロナ禍を地方創生の加速につなげられるのか 

２．キュレーション「関連情報＆Topics」：イノベーション×地方創生 

３．紹介「海外に学ぶ」： 英国バーミンガム Birmingham  

           （Japa 理事 小畑きいち：青山学院大学元客員教授） 

４．寄稿「実践者の本音」：いまこそ必要な 100 年先を見据えた水辺のまちづくり  

一般社団法人まちふねみらい塾が目指したもの  

    （一般社団法人まちふねみらい塾 代表理事 高松 巌） 

５．大学研究解題：豊かで魅力ある地域の生活場の創出：まちづくりと景観  

      （Japa 理事 佐竹 弘：元産学連携学会長・徳島大学教授） 

６．解説「関連データ・用語・仕組み」：テレワークの実施率 

７．読者投稿コーナー「私の意見・提案」：今号はなし 

              （読者からの投稿の中から都度、選択掲載） 

８．読者お国自慢コーナー「地域・産品・技術紹介」：今号はなし 

              （読者からの投稿の中から都度、選択掲載） 

９．特別コーナー：デジタル投資が何故遅れたのか 

10．つぶやき（編集後記に代えて） 

注：担当執筆者名の記載のない項目は、編集発行人（芝原 靖典）による。 
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１． コラム「論点提起」：コロナ禍を地方創生につなげられるのか 

 

新型コロナウィルス感染症のパンデミックの行く末に予断を許さない状況が続いている。

Japa 日本専門家活動協会の HP に「新型コロナウィルス感染症特設コーナー」を開設（2020

年 4 月 13 日）し、その後も情報アップを継続している。その過程で、今回のコロナ禍は戦後

以来のなんとなく続いてきた社会経済構造を大きく変えるきっかけになりうるのではという可

能性を感じる。 

［参考］レイ・ダリオがコロナ後の世界を予言「復興は 3 年以上先」 

https://forbesjapan.com/articles/detail/34012/1/1/1 

 

コロナ禍による外出自粛は消費活動やインバウンドを止め、サプライチェーンを機能停止させ

た。現在、動いているのは、人で云えばエッセンシャルワーカー、機能で云えば、生活物流・

スーパー等、公共交通機関、電力･ガス･水道、IT・金融業界、行政等のシビルミニマムを維持

するものに留まっている。需要が停まり、持ちこたえられない企業･業種から順次倒産（4/24 

17:00 現在、全国で 93 件：東京商工リサーチ調べ）が発生している。防疫（公衆衛生）の為

の検査態勢も整わず、内在していた多様かつ深刻な社会課題が露わになってきている。 

 

こうした流れのなかで、注目されるのが「テレワーク」の蠢動である。テレワークの導入・実

践は、これまでの常識とされてきた業務の仕方、働き方の矛盾・無駄や、「不要不急」なも

の、非常に備える「不可欠なもの」を露わにさせた。 

 

同一時間帯出社文化、ハンコ・印紙文化、紙書類文化、リアルな face-to-face 会議・打合せ・

診断文化、飲ミュニケーション文化、東京本社文化、・・・。これらが、在宅勤務、WEB 会

議、電子契約、総会等の電磁的開催、オンライン採用面接・授業・診療、同一時間帯出社人数

減による事務所スペース減（フリーアドレス）、Job 型雇用（専門化）・・・によって代替でき

ることを図らずも実証した。結果して、大幅な固定費の減少になり、生産性を上昇させる。 

 

▼「判子のために出社」 の馬鹿らしさ。緊急事態の今こそ、紙文化の一掃を、HUFFPOST、

2020 年 04 月 12 日 15 時 04 分 | 更新 2020 年 04 月 13 日 15 時 28 分  

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e8fd26cc5b6b371812e23fa 

▼コロナショックで疲弊する現場を追い詰める「紙・ハンコ文化」その終焉と電子契約社会の

到来 「With コロナ」で変わる国のかたちと新しい日常、FNN PRIME、2020 年 4 月 27 日 

月曜 午後 12:30  https://www.fnn.jp/articles/CX/36711 

 

こうした状況は、これまでのように東京に一極集中する必要がないことを示唆している。まさ

に、住むところが働く場所、事業する場所になる。「カルフォルニア流スタイル」が真実味を

持ち始めている。どこに住みたいか。地方の価値が新たなステージで問われている。 

 

そうしたなか、現在進行中のコロナ禍で日本国内の地方の格差（自治体の首長の非常時対応

力、財政力等々）も露わになった。地域力が問われている。 
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▼日本経済が｢コロナ危機｣にこれほど弱い根因 スペイン､イタリアと共通する｢脆弱性｣と

は、東洋経済 ONLINE 2020/04/23 5:55 https://toyokeizai.net/articles/-/345571 

 

自然災害の多いわが国において、特に最近、激甚化･頻発化していたこともあり、これまでは

防災・減災に重きが置かれていた。しかし、21 世紀以降、感染症パンデミックは 10 年間隔で

発生している。感染症パンデミックも頻発化し、グローバル化によって人の移動は激増してい

ることと相俟ってパンデミックリスクも格段に増し、防疫への対応を問われている。 

 

例えば、都心あるいは郊外のタワーマンションは防災リスクだけではなく、「三密」によるク

ラスター化のリスクも明らかになった。住まい方、暮らし方の見直しに繋がる。それは、郊

外、地方に住む価値を再評価することになり、地方の空き家の価値が増すかもしれない。 

 

自動車産業、住宅産業が主導してきた経済の牽引役、景気刺激策が、「不可欠な」医療、製

薬、ヘルスケア、農業へ転換するかもしれない。これらの業界には雇用吸収力もある。働く

場・機会の維持・確保の観点から、個人・企業の復業・副業も有効である。そのためには、従

来の業界保護的規制は不要であり、現在、一時的とは云え、緩和が進んでいる。戦後の復興期

において議論されたシビルミニマム、ナショナルミニマムを今日的観点で改めて問い直す時期

に来ている。 

▼ナショナルミニマムに関する議論の参考資料 厚生労働省 HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000378g-img/2r985200000037cu.pdf 

 

一方で、コロナ禍への対応力に IT 力の格差が反映した。わが国は、台湾、韓国、中国に圧倒

的な技術格差を見せつけられた。特に、IT 社会のインフラとも云えるクラウド環境、プラッ

トフォーム環境は社会課題対応型イノベーションに欠かせない。このインフラ基盤ができれ

ば、それはまた、日本全国が同じ土俵に立てることを意味する。日本国土全体としてとしての

総力戦が可能となる。地方創生が現実として可能となる。 

 

コロナ禍は、日本社会がゆでガエル状態であったことをあからさまに感じさせながら、現在も

進行している。明治維新以降の中央集権・東京一極集中型の社会経済構造が、バブル崩壊以降

の冗長性までも軽視したコストカット中心の経済効率最優先的社会、グローバル金融資本主義

社会がいままさに問われている。社会経済構造のイノベーションが問われている。 

 

そこにおいて、地方の果たす役割は大きい。地方創生もこれまでとは異なるあり方が問われて

いる。地方として、自律した思考、地域力が不可欠である。今後、人はどういうところに住み

たいか、どういうところ（地方）で働いてみたいか、そこが全ての出発点である。多様な価値

観（ダイバーシティ）が許容される地域社会か、生産性が低く非常時に弱い中小企業群のレジ

リエント（適応力）を高める仕組みがあるか、まさにプラットフォームとしての地域力が問わ

れている。目覚めた地方から、地方創生は加速する。 
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２． キュレーション「関連情報＆Topics」 

 

【イノベーション】 

▼進化学：革新性を有する鳥類は絶滅しにくい、Nature asia、2020 年 4 月 7 日 

https://www.natureasia.com/ja-jp/research/highlight/13273 

「全地球レベルの鳥類の種の食餌への新たな食物資源の取り込みや新規の採餌法を記録した

3800 件以上の新規行動の情報を分析し、革新的な行動を示す種は絶滅リスクが低く、絶滅リ

スクが、そうした行動が増えるほどさらに低くなることが明らかになった」とのこと。人間社

会においても、革新的な適応力（レジリエント）の重要性を示唆している。 

 

▼「イベント屋」だけが利を得るオープンイノベーション、大企業の勘違いがひどい 

お題：日本企業のオープンイノベーションはうまくいくのか、日経 XTECH、2020.04.08 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00868/040300071/ 

現在のイノベーションブームの悲しき実態を指摘している。大企業がオープンイノベーション

を主導することに限界があることは周知の事実である。改めて、如何にしてイノベーションを

興すか、考えるには良い記事である。 

 

▼「GAFA」が栄えても格差社会は拡大、経済は低成長…「イノベーション＝技術革新」の誤 

解、Business Journal、2020.04.07 06:20  https://bit.ly/2xln1Z2 

未だに「イノベーション＝技術革新」という誤解があるレベルに留まっている限り、イノベー

ションは起きない。既に崩れている「ものづくり日本」神話に未だこだわる日本の弊害かもし

れない。コロナ禍の前から、そしてコロナ禍の後、経済成長を前提としない社会におけるイベ

ベーションとは何か、考えさせられるきっかけを与えるレポートである。 

 

▼コンタクトトラッキングの衝撃 ― デジタル感染追跡というイノベーション ― 第一生

命経済研究所 LIFE DESIGN REPORT 2020.4  https://bit.ly/2YlRtgR 

▼コロナ感染者をスマホで追跡、悩む欧米 (1/2)、2020 年 04 月 02 日 11 時 30 分、EE 

Times Jaoan  https://eetimes.jp/ee/articles/2004/02/news059.html 

コンタクトトラッキングとは、スマートフォンを活用して感染経路を追跡するテクノロジーで

ある。シンガポール（TraceTogether）、台湾「電子フェンス」、そして韓国、イスラエル、中

国等々で導入されている。感染経路とはすなわち行動経路であり、個人情報問題との折り合い

をどうつけるか難しい技術であるが、平常時と非常時の個人情報の規制の切り替えを含めて新

しい情報価値を生み出す。「人」を含めた Iot 時代のイノベーションが問われている。 

 

▼小規模・若い企業がけん引 イノベーションの条件、日本経済新聞、経済教室、2020/4/20 

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO58179920X10C20A4KE8000/ 

「パンデミックで打撃を受けるのは中小企業やスタートアップなどの若い企業である」が、

「若くて小さい企業の方がイノベーション創出力ははるかに大きく成長寄与度が高い。米国、

そしておそらく日本にとっても、小さい企業や若い企業が今回の危機を乗り切り、長期的なダ

メージを受けないよう支援することが重要」としている。その通りである。 
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【地方創生】 

▼関係人口の創出・拡大による地方創生の推進に関する調査研究、一般社団法人中国経済連

会、2020 年 3 月 http://chugokukeiren.jp/proposal/pdf/y2020/20200403houkokusho.pdf 

国・自治体による関係人口（まちづくり活動人材等）の既往施策と課題をほぼ網羅し、体系的

に具体事例を踏まえ整理し、各主体に求められる方策を検討している。地域との関わりが深く

地域活性化により大きく寄与することが期待できる関係人口（活動人材）を主たる対象として

いるところに特徴がある。関係人口を考える上で、基本となるレポートと云える。 

 

▼上場企業の 4 割、地方創生 SDGs を実施 内閣府調査、日本経済新聞、2020/3/28 11:00 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57371630Y0A320C2NNE000/ 

上場企業の約 4 割が、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」を取り入れた地方創生

に取り組んでいるとのことだが、自治体などと連携するうえでの課題（複数回答）では、「連

絡先を見つける手段・機会がない」が約 4 割に上った、と云う指摘をみると、取り組み姿勢

に疑問が湧く。下記ペーパーの指摘の通りかもしれない。 

補：日本企業が真に SDGs に貢献するために 表層的な貢献表明は大きなリスクとなる、

リシ・アガワル  黒田 由貴子、Harvard Business Review、2019.10.02 

https://www.dhbr.net/articles/-/6181 

日本企業の多くは、自社事業が SDGs に貢献していると表明している。しかし、そ

れは、自社が元々展開していた事業を SDGs の 17 の目標に紐づけるという、単なる

カテゴリー分けに過ぎない例がほとんどである。表層的に SDGs に貢献していると

広報することは、世界では「SDGs ウォッシング」と称され、市民社会や NPO から

バッシングを受けるリスクがある。 

 

▼シェアリングエコノミーで解決する自治体課題に関する調査研究報告書、公益財団法人 東

京市町村自治調査会、2020 年３月 https://bit.ly/3f0Q1pN 

新たな共助の仕組みとしてシェアリングエコノミーは自治体課題の解決手段として活用できる

可能性があるとの結論に留まっている。ICT を活用したマッチングプラットフォームにより、

何をマッチングさせシェアリングするかが重要であり、具体例として、地域内外の企業をマッ

チングする仕組み、第二が住民が認識している課題（自治体の課題）とそれを解決できるソリ

ューションを有する個人・企業をマッチングする仕組み等が必要ではなかろうか。 

 補：城南信金が仕掛けた「金融発の地方創生事業」が成長を続ける理由 「よい仕事おこ

し」プロジェクトが成長中、2019 年 08 月 20 日、ニュースイッチ 

https://newswitch.jp/p/18883 

 

▼［対談］地方には付加価値の高いものしか残らない 第 2 回 デービッド・アトキンソン

［小西美術工藝社社長］ 後編、二形ビジネス、2020 年 4 月 20 日  https://bit.ly/2SitYRU 

地方に人がいないのなら、地方に住まなければならない特別な理由が必要で、高給を払ってで

も地方で成立する高付加価値のビジネスモデルをつくる必要がある。市場創出力、分析力等、

世界を視野に入れたビジネスモデルをどうつくるか、新たな時代に相応しい突き抜けた思考に

触れられる。これが世界の標準的思考であるとも云え、地方創生も覚醒が迫られている。 
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３． 紹介「海外に学ぶ」：英国バーミンガム Birmingham      

［Japa 理事 小畑きいち：青山学院大学元客員教授］ 

 

バーミンガムは英国イングランドの中西部の約 100 万人都市で、都市圏人口は約 230 万人で

ある。バーミンガムはイングランド中部の交通拠点で重要な工業都市として発展。しかし

1960 年以降、ドイツ、日本等の追い上げにより、製造業等の競争力の低下、さらにオイルシ

ョック不況により、工場閉鎖やリストラが続き、またグローバル化により、途上国への生産移

転が加速し、雇用減と失業者増でバーミンガム市の中心街は荒廃し富裕層は郊外に流出した。 

 

その結果、市内には底辺労働者や製造業からの失業者だけが取り残され、中心市街地は犯罪多

発と街区空洞化というインナーシティ問題が生じた。バーミンガム市は、製造業から第三次産

業へと産業転換によってビジネス・雇用創出による都市復興案を策定した。 

 

この頃、経済再生を模索する中央政府は、海外諸国との産業・文化交流拠点立ち上げに向けて

ロンドンでの立地調査を進めていたが難航し計画が頓挫していた。これをバーミンガム市は好

機ととらえ、候補地として立候補し、ビジネス拠点都市を目指すことにした。中央政府とバー

ミンガム市は協働で National Exhibition Centre（NEC）

を構想し、世界的なコンベンション拠点造成のために

1970 年に国家プロジェクトを決定した。 

 

NEC 建設用地として、バーミンガム市郊外 Sol hull のバ

ーミンガム空港と高速道路（M42Motorway）に隣接する

エリアが決定され、1976 年に竣工された。その後、NEC

はビジネスとリゾート特区として成長し、周辺には、内

外から企業を誘致し、研究、生産、流通などのオフォ

ス、起業棟と居住棟など、職住接近の良好なビジネス環

境を備えた世界に開かれたビジネスセンターとしてビジ

ネス展示のみならずエンターテイメントも開催するコン

ベンション会場に成長した。 

 

その後、NEC は民間機関に移管運営され、バーミ

ンガム市と民間運営機関は街づくりのノウハウに

習熟し、後のバーミンガム市中心街の再開発に重

要な役目を果たすことになる。 

 

次に、都市として欠けていた観光スポットについ

ては、旧運河地区再生による水辺地区を観光地と

して再開発した。工場など産業遺産街を美しく修

景し、レストラン、ショップ、パブなど誘致し、

National Exhibition Centre と空港 

Gas Street 付近の運河と観光用ナローボート 
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小型ナローボートによる運河観光クルーズ巡りと遊歩路などを整備し、市民とビジネスツーリ

ストなどへ憩いの水辺回遊スポットと再生した。 

 

さらに、チョコレート工場のテーマパーク化と宝飾業地区であるジュエリー・クォーターにお

ける産業遺産施設を文化体験型可能な美術・博物館化する再改修を実施。そして、中心市街地

の再活性の核として、クルマ中心の道路体系から歩行者優先環境整備、工場・倉庫跡などを文

化拠点施設として転用し、文化施設、国際コンベンション施設、アミューズメント施設、都心

型居住など複合街区へと大改造し、文化による都市魅力を増すことで人々の都心指向を目論み

インフラ整備のみに留まらず文化創造都市を目指した。 

 

1854 年に NEC と鉄道で直結する中心市街側のニ

ューストリート駅開設でビジネス・ツーリズムとし

て NEC への来訪者らを回遊誘導するためにアクセ

ス利便性を向上させた。2000 年初頭には中心街で

あるブル・リング地区にスパンコール風な奇抜な外

壁デザインのブル・リングショッッピングセンター

（セルリッジズ）建設で目新しさを高め、人気を博

し、来街者数を急増させ賑わい創生に成功した。 

 

その後、バーミンガム市は Birmingham Big City 

Plan として 2010 年よりの 20 年間成長計画で中心

市街地域の 25%拡大、7 街区の交通網一体化整備、

中心市街地の人口 5,00 人増・50,000 ジョブ増と目

標に掲げて、ニューストリート駅・隣接商業街の再

開発を進め、都市魅力の向上に努めた。すでに図書

館建設とニューストリート駅の再開発は終了し、今

も鋭意進行中である。 

 

 

［参考］ 

 http://visitbirmingham.com/ 

 https://businessbirmingham.com/ 

 英国都市計画とマスタープラン―合意に基づく政策の実現プログラム 中井検裕 学芸出

版社 1998 年 

 Remaking Birmingham: The Visual Culture of Urban Regeneration Liam Kennedy 

Routledge 2013 

 Birmingham Big City Plan Birmingham City Council 2020  

 https://thenec.co.uk/ 2020 

  

ブル・リング ショッピングセンター 

New street 駅 Grand Central 
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４． 寄稿「今こそ必要な 100 年先を見据えた水辺のまちづくり」 

一般社団法人まちふねみらい塾が目指したもの 

一般社団法人まちふねみらい塾 代表理事 高 松   巌 

 

はじめに 

いま、私たちは大きな試練に向き合っている。かつて経験したことのない「見えない敵」に対

して、誰もが等しく晒され、対応しなければならなくなっている。 

 

このコロナウィルス感染症は、現代の地球規模の政治・経済・文化等に対して果敢な挑戦を挑

んでいる。一地域の感染症が瞬く間に世界規模の流行病へと爆発する。まさしくそれは我々が

世界とのつながりの濃密さを意味し、世界はその繋がりなしには成立し得なくなっている明確

な証拠であった。単純な「マスク」にもみられるように、多くの物や事象が世界的分業でしか

成り立たなくなっていることも改めて明らかにされた。そのことが今回の「パンデミック」で

生産・流通・消費などで自国中心を貫くべきとの反省を促しているととらえる向きもある。 

 

しかし、いま世界分業となった経済・政治・文化体制を否定し、自国若しくは極めて近い国だ

けでの交易（交流）で、地域の成長を維持しようとすることは非現実的である。世界と繋がり

ながら、持続的発展を目指すとなれば、今回だけでなく今後も想定されるアフターコロナに対

して、どのような生き方をし、その生き方を支えるまちづくりを進めて行くのか？ 私たち一

般社団法人「まちふねみらい塾」が進め来た活動を通して、これらを概観することとしたい。 

 

東京の既存の市街地は都市の機能更新と防災を旗印に、1980 年代の不動産バブルを超える都

市再開発が実施されている。これら再開発事業と同時に、臨海部をはじめとする水辺の地域の

開発に多くの注目が集まり、超高層建築物（主に集合住宅）が次々に建てられ、マクロ的にみ

ると東京の都市構造が大きく変化しようとしている。この時にただ都市集中を促すようなまち

づくりでなく、真に 50年・100 年先を見据えた持続的な都市の発展が期待できるまちづくり

について展望する。 

 

水辺のまちの歴史 

(１)江戸期の大消費地を支え､文化･技術の交流の基盤となった水上交通と運河が整備された。 

(２)江戸・明治から大正・昭和へと、交通・輸送手段を陸上交通に譲り、一方、海外貿易によ

る産業振興を目指し、大型埠頭の整備が計画され実施された。 

(3)戦後、臨海部は経済成長の拠点として、エネルギー供給基地の役割を果たした。さらに巨

大な「廃棄物」によって埋め立てられた東京湾の島々は、東京・日本の新しい街の在り方を示

す「ショウルーム」となった。それを活かす為、当時の理想と考えた新しい都市の在り方を目

指した。そこでは、陸上交通に加え水上交通が重要なインフラとして位置づけられた。 

  

2020 東京五輪後に大会で整備された施設の活用と地域の新しいまちづくりのため、舟運もき

ちんと位置付けた総合的まちの在り方を示すグランドデザインがいま必要である。 
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まちふねみらい塾の目指すもの 

まちふねみらい塾は、江戸・東京の歴史を概観し、水辺の発展がこれから最重要課題となると

考え、その大きなポテンシャルを活かしたまちづくりが行われることが重要と提言してきた。

そこに住み・集う人々が明日への希望と活力を持ち、新しい未来を考えることができる。 

 

(１)水辺のポテンシャルをその歴史と共に知る。 

①将来を担う子どもたちに向けて、身近にある水辺の楽しさ面白さを知り、感じてもらう。

（わくわく・すいすい「水辺探検」事業を約 10年間実施してきた） 

②一般の人たちに水辺の現状をつぶさに見て感じ、その可能性について考える機会を持っても

らう。（水辺の観察会など、関心ある企業や団体を巻き込んで年間数回実施） 

③企業等への出前講座の実施 

 

(２)水辺のまちの再発見と地域活性化への提言 

①水辺歴史を活かしたまちの活性 

東京は江戸以来、水辺が活かされたまちづくりが進められてきたが、戦後の高度成長期に埋め

立てが進み、その姿を変えた。木造建築物が主となる東京のような都市では、モニュメントと

なる建築物がほとんど現存していないが、河川や堀の構造を探ると都市の構造が見えてくる。 

 

その中で関東大震災以来の建築物がかろうじて残っており、これを都市の歴史として明確に位

置付け、残し・活用しなければ私たちのよって立つところを失うこととなる。例えば日本橋川

に建つ「野村証券ビル」「三菱倉庫」「日証館」は特に保存活用することが必要である。これら

は、日本橋川の整備と併せて、東京全体の発展の証として活かして行くことを提言している。 

 

②東京の交通施策への提言 

2018 年秋に、日本橋上空の首都高速道路を地下化する案が浮上し、実現の方向で進められよ

うとしている。しかしながら、車社会の変貌と交通手段が大きく変ろうとしているいま、日本

橋上空の首都高だけを地下化して都市の交通・景観などの問題が終了するのではない。これか

らの都市の在り方を議論し、水辺と都市の関係を再度考察し、「首都高都心環状線の全面撤去

を含め、議論して行く場を作ることが重要であること」を多くの有識者を集め提言してきた。 

 

(３)東京の観光振興における水辺の財産活用 

世界の主要都市は都市の適切なリノベーションによる持続的発展と歴史的資産の活用を実施

し、都市活動を少ない投資で常に魅力的なのもとすべく努力している。都市を支える産業の中

で大きな位置を占めているのが観光産業である。過去から積み上げてきた資産を活かし・磨き

上げて、魅力的な街とそれを支える人々を世界に発信する観光産業は、最小の経費で最大の効

果を発揮する重要な産業である。コロナ後においてもそれは変わらない。 

 

世界の主要都市は殆どが魅力的水辺を持っている。急激な経済成長中で、小さな利便性を求め

陸上交通が著しく発展した。しかし、都市の重要な要素に水辺がある。残念ながら日本の都市

は水害対策を優先してきた。大阪などは早くから水辺の資産を活かすことを実施し、水辺のに
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ぎわいを取り戻してきたが東京は遅れていた。無秩序なインバウンドは反省しつつ、水辺は地

域住民の資産としても魅力的なものに磨き上げる必要がある。 

 

そこで、臨海部の新しい街に公共交通機関の一翼を担う水上交通システムを構築すること。そ

の基幹的航路として、羽田国際空港と臨海部・築地を結ぶ新航路を実現することを提言してい

る。 

 

日本・東京に初めて来た外国人旅行者が船で東京港を通り、築地や臨海部の都市へ訪れる様子

は考えただけでもわくわくする。東京の新しい大きな魅了となることは確実である。 

 

 

 

  

2019 年のわくわくすいすい 

「水辺探検」の船上案内の様子 

日本橋川に面した「日証館」前面の 

堤防の整備を提言 

羽田空港東側に新しい客船待合室と桟橋を 

整備し、第一航路から築地までの新航路 

（25分で接岸可能）を提案 日本橋上空の首都高の撤去案 
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５． 大学研究解題：豊かで魅力ある地域の生活場の創出 まちづくりと景観        

        ［Japa 理事 佐竹 弘：元産学連携学会長・徳島大学教授］ 

 

地域における生活場づくりには、地域資源の発掘・維持とその価値化が求められる。地域の景

観（風景）は地域特有のものであり、人々を癒し、地域の思いと価値と高め、地域経済の基盤

ともなる。また、人との出会いや人の移動を促進し、地域の安定した生活場を構築する一つの

重要な地域資産である。 

 

国土交通省*1、文部科学省などの競争的資金を活用した数多くの研究が大学でも実施されてい

る。また、大学には景観まちづくり研究室*2、景観デザイン研究室、景観政策学研究室、景観

研究室、景観・緑地環境マネジメント研究室などが研究者主導で立ち上げ、学生、地域自治

体、地域住民を巻き込んだ取り組みが盛んに実施され、多くの研究成果が報告されている。＊3 

 

*1：http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/shien/keikan_sogo.htm 

*2：例えば、http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~ooyama/ohyamaken/HO.html  

*3：各研究室の URL とその活動目標をまとめています。 

URL：https://japa-utob.wixsite.com/sangaku-renkei/about-1-cbiq 参照） 

 

景観には、自然景観、歴史・文化的景観、都市空間デザインによる人為的景観など地域によっ

て特徴ある自慢の景観が存在する。地域のまちづくりには、街並み、海岸、河川、里山、棚

田、文化、歴史建造物など数多くの貴重な資源が活用され、地域の魅力発信、観光まちづくり

を目的とした景観づくりや景観保全が自治体等を中心に行われている。 

 

地方創生事業では、地域の人口減少に歯止めをかけ、地域への移住を促す一方策として景観の

創出、保全によるまちづくりが大きな柱になっている。魅力ある景観の発信は、ひと・もの・

かねの流れを作り、地域を活性化する。地域の魅力ある景観は観る人に「心の癒し」、「感動」

を与え、さらに、地域住民のコミュニティー形成、地域生活環境の安定と向上の礎となる。 

 

このため、今回は「豊かで魅力ある地域の生活場の創出：まちづくりと景観」をテーマに、ま

ちづくりにおける景観研究に取り組んでいる研究者、研究成果の一部を紹介することとする。 

 

大学における景観研究を、図１に示すように、１）法律、評価、方法論など基盤的研究、２）

景観づくり手法、３）地域の自然景観、歴史・文化的景観資源による景観創出を支援するマネ

ジメント、４）都市空間等の景観デザイン、５）生活環境場の景観保全・創出（生活景観）、

６）景観の人の心理等に与える影響などの解析・評価に分類し、多数の研究者から 69件を抽

出して紹介する。 

 

調査した研究者・研究活動は下記の URL*4にまとめて紹介している。研究者の活動、研究内容

は、URL をクリックすることにより、詳しく確認することができる。 

*4：https://japa-utob.wixsite.com/sangaku-renkei/160220 
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調査データは、下記のような項目に分類し、研究者の研究内容・研究活動の URL、実施された

研究課題やその内容（URL のみ）を紹介している。紹介する研究等は下記のように分類してま

とめている。 

⑴ 景観法・景観解析*5：①景観法：景観法の解釈と活用、②景観論：景観の論理的解析、③

景観計画：景観計画、景観設計など景観の論理的解析・創出計画 

*5：景観三法：http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/keikan/index.htm 

⑵ 景観づくり手法：①景観まちづくり：手法・解析・評価、②市民参加型景観まちづくり：

住民の合意形成 

⑶ 景観マネジメント：景観保全、景観創出のマネジメント 

⑷ 景観デザイン：①空間デザイン：自然空間、都市空間における景観デザイン、②地域デザ

イン、③色彩景観：景観への色彩の影響と人への心理効果、④環境デザイン 

⑸ 生活環境場の景観：①橋と景観：人工橋の自然との景観、②街並み景観：商業、生活など

人の活動場の景観の保全・評価、③都市景観：都市緑化、街路・道路景観、広告と景観、

街路樹など日常生活空間の景観評価・心理的影響など、④生活景観：人の活動場景観 

⑹ 景観資源とその活用：①歴史・文化的景観*6：庭園：温泉街：界わい景観など文化的景観

の評価・活用、②自然景観：農村景観、田園景観、山岳景観、海岸・水路景観など自然資

産による景観の保護・活用 

*6：文化的景観研究紹介：https://bit.ly/3eMwKbB 

⑺ 景観分析・感性分析：①視覚的認知：日常生活空間における心理的認知、②景観評価：

AI(深層学習)やアンケートによる景観評価*7 

   *7：https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201902282453113966 

 

今回は、まちづくりの観点から大学の景観研究を大まかに分類して紹介した。地域経済の活性

化に欠かせない、観光面からとらえた景観づくりは次回に紹介することとします。 
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６． 解説「関連データ・用語・仕組み」：テレワークの実施率 

 

コロナ禍において、テレワークが不可避となっている。その実態調査による概要は以下の通り

である。 

 

 緊急事態宣言以後、それ以前の 2 倍

ほど導入実績が進んでいる。 

 大企業ほど導入が進んでいるが、そ

れでも、大企業で 43%程度に留まっ

ている。 

 新型コロナが収束した後もテレワー

クを続けたい人は 53.2％。20 代と

30 代では６割を超えている。 

［出典：㈱パーソル総合研究所 

https://bit.ly/3cMRbDs］ 

 

 週 3－4 回以上のテレワ

ーク/リモートワークを

利用している人は全国

で 20.0％、東京都に居

住している人では

36.5％。  

［出典：㈱NTT データ経営研究所   

https://bit.ly/2ScRpvH］ 

 

外出自粛 80％が要請されて

いるにもかかわらず、この

程度しかテレワークが進ま

ないのは、テレワーク環境

（インターネット通信環

境、テレワークになじむ業

務の仕組み等）がないこと

と、従業員も集団空間を離

れての個人空間ベースでの

働き方に慣れていないこと

にその主たる原因があると

思われる。 

 

半年後、1 年後の数値もみて

みたい。 

出典：パーソル総合研究所 https://bit.ly/3eZnd0Q
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７． 読者投稿コーナー「私の意見・提案」：今号はなし 

              （読者からの投稿の中から都度、選択掲載） 

 

８． 読者お国自慢コーナー「地方・産品・技術紹介」：今号はなし 

              （読者からの投稿の中から都度、選択掲載） 

 

９． 特別コーナー：デジタル投資が何故遅れたのか 

今回のコロナ禍でわが国の IT 化・デジタル対応の遅れが露わになったが、その原因は奈辺に

あるのか。サラリーマン社長と日産社長になったカルロス・ゴーンにその一因があると思う。 

 

わが国の大企業の多くの社長はサラリーマン社長が多い。故に、創業／オーナー社長とは決断

力が異なる。リスクをテイクできない。当然、予定調和型計画しか打ち出せない。オープンイ

ノベーションも形だけになる。 

 

瀕死の日産自動車を V 字回復させたと当時賞賛されたカルロス・ゴーン社長はコストカッタ

ーであった。これが他の多くの企業経営・銀行に影響を与えた。人員削減を含むコスト削減は

手っ取り早い益出し手法であり、結果を出しやすい。技術力もなく、ビジネスモデルのイノベ

ーション力もない企業が右に倣えするのは当然か。ガバナンスもきかないため、各種のデー

タ・品質・手続き不正、経理不正等が頻発する。 

 

企業の本当の実力、投資余力は付加価

値、利益率にある。例えば、売上が 1 兆

円超えようとも、付加価値や利益率が

数％程度ではその企業の経済活動主体と

しての存在価値はあまりない。リスクテ

イクして投資するのも難しく、人材への

投資も難しい。国際的な人材競争に勝て

ないと云われて久しい。将来もない。 

 

日本企業が創立後 10 数年程度しか収益

性がアップし続けないのに、米国企業は

50 数年も収益性がアップし続ける。人

材を含む先行投資の違いである。このま

までは、日本企業は、ますますガラパゴ

ス化が進むしかないのではなかろうか。 

 

［参考］IT で稼がず「省力化」投資に注力   

した経営者の“大罪”、Diamond  

Online、4/14    

https://bit.ly/2Ym3q63 
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１０． つぶやき（編集後記に代えて） 

 

新型コロナウィルス感染症関係の記事を蒐集しているが、相変わらずの有料記事の壁と著作権

がキュレーションの障害となる。平時においては、情報のアクセスに経済的障壁（格差）があ

っても許されるが、非常時において生死に関わる情報についてまで経済的障壁をおくことが許

されるのだろうか。SDGs を標榜しているのに、やはりそれは看板だけなのか。 

 

そうしたときに、下記の文言が目にとまった。日本のメディアも見習ってほしいものである。 

“最近の The Economist 誌は、「Covid-19 関連の記事はフリーにします」と宣言している。

だって全世界が必要としているでしょ、ということで、まことに太っ腹です。” 

出典：溜池通信 vol.689 Biweekly Newsletter April 24th 2020 双日総合研究所 吉崎達彦 

http://www.sojitz-soken.com/jp/send/tameike/pdf/tame689.pdf 

 

本キュレーションメルマガも有料であるが、新型コロナウィルス感染症については、本協会の

HP に「新型コロナウィルス感染症特設コーナー」を設け、事実ベースで各種情報を整理し公

開している。自らの意見を提示する場合は、ブログ「仕組みの群像」https://shikumi-

gunzo.hatenablog.com/ で掲載している。当然、公開である。 

 

日本のマスメディアもコロナ禍を奇貨として変わって欲しいものだが・・・。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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