
　

　　　　　　　　　　　　　主任研究員　今泉宜子氏

「水と緑のネットワーク

　　　原宿表参道欅会　　　　　理事長　松井誠一氏

第一部　講演

明治神宮と原宿

aaca 25周年記念景観シンポジウム 日本建築美術工芸協会

２０13－別冊２

　　今泉宜子氏

　　　明治神宮国際神道文化研究所　主任研究員

　　古谷誠章氏

　　　早稲田大学創造理工学部　教授

後　援 (一般社団法人)日本建築学会

主　催

(公益社団法人)日本建築家協会

(一般社団法人)日本建築美術工芸協会

皆様 今日は。新年明けまして

　主催者挨拶　会長　岡本　賢

　　　　会　場　早稲田大学国際会議場

　　松井誠一氏

　　　原宿表参道欅会　理事長

　司会　日本建築美術工芸協会　理事　江藤祐子

(公益社団法人)日本建築士会連合会

(一般社団法人)日本建築士事務所協会連合会

(一般社団法人)日本美術家連盟

(特定非営利活動法人)日本都市計画家協会

　　　　開催日　20１４年１月１５日（水曜日）
おめでとうございます。年始めの　　　　　　　　　１５時～１９時

(公益社団法人)日本都市計画学会

このたびは東京の中で緑豊かな景観の代表的なところで

プロジェクトを取り上げました。東京スカイツリー、

新歌舞伎座等を取り上げ、それに伴って周辺の景観が

観光都市東京になりますので「東京の景観がどうあるべ

2013年11月に、この協会は一般社団法人に移行する

　　　　　　　　井深大記念ホール

ある明治神宮と原宿を取り上げます。その成り立ち、原宿

の発展、経過等について、今泉宜子先生、松井誠一先生に
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本日はどうも有難うございました。

東京オリンピックに向かい、東京が激変の時代を迎える

のでないかと思います。そういうところから保存すべき

景観がどうあるべきかを考えていただく、一つの機会に

今後とも皆さま方には、当協会へのご支援をお願いし

「優れた都市景観を造り、維持し、発展させるには」

お忙しい時期、又今年一番の寒さ

の中、多数の皆様がシンポジウム

にお集まり頂きまして、誠に有難

どうなるかということの情報を発信してきました。

日本建築美術工芸協会は1988年、亡くなられた芦原

義信先生が設立され、2013年に25周年を迎えました。

今まで日本建築美術工芸協会は、景観に関しての様々な

うございます。

という1つの節目を迎えることになりました。

講演をいただく企画にさせていただきました。その後は

陣内秀信先生、古屋誠章先生、面出薫先生に、これから

き」か、さまざまな視点から意見を賜ります。

していただければ大変有り難いと思います。

簡単ですがご挨拶とさせていただきます。
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本日はこのような場にお招きいただき、どうもありが

とうございます。普段、明治神宮内にある講堂で参拝

にみえた方に明治神宮の成り立ち等を紹介することは

ありますが、このような大きい舞台で話をさせていた

だくのは初めてで、たいへん緊張しています。今回は

第二部で、お集まりの先生方に明治神宮と原宿につい

てディスカッションをいただけるということで、最初

の 30 分で話題提供をさせていただきます。よろしく

お願いいたします。  

 

 

  

「永遠の杜」が伝える 100 年のレガシーということで

明治神宮の歴史、100 年の歩みを振り返ります。レガ

シーという言葉、最近よく耳にするところですが、

1964 年の東京オリンピックよりもっと前にさかのぼ

って、明治神宮が伝える遺産・レガシーを皆さまに紹

介できればと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは明治神宮が創建された、1920 年（大正 9 年）

頃の様子です。『渋谷の記憶』という写真集からの一枚  

ですが、ちょうどその頃の渋谷駅を写した写真だそう

です。全国の神社から見ると、100 年という明治神宮

の歴史はずいぶん新しいわけですが、少し前を振り返

ってみても人力車があり、今とはずいぶん違うと改め

て実感します。この写真すら、もう古いのですが渋谷

駅です。  

改めて「明治神宮」とはどこを指しているか、明治神

宮の歴史という時、どの場所の歴史のことを言うか。

これは皆さまがお参りになるところですが、正式には

明治神宮「内苑」と言います。  

 

 

 

 神様をおまつりしている鎮守の杜です。これは明治

神宮ができてから 10 年目ぐらいの写真です。1930 年

ごろの明治神宮の様子です。  

 

 

こちらは現在の明治神宮の杜です。後ろにビルも見え、

第一部 講演‐１ 「明治神宮－ 

「永遠の杜」が伝える 100 年のレガシー」 
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1970 年岩手県生まれ。東京大学教養学部比較日本文化論

学科卒業。雑誌編集者を経て国学院大学で神道学を専攻。 

2000 年より明治神宮に所属  

2002 年ロンドン大学 SOAS 博士課程修了。博士（学術） 

著書に「明治神宮―「伝統」を創った大プロジェクトー」 
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都会の杜という感じがします。当初とは杜の様子もだ

いぶ違うと、写真でもおわかりいただけると思います。 

 これが明治神宮の表の参道、表参道です。「表参道は

明治神宮の参道だったのですね」と驚かれることがあ

ります。明治神宮は大正 9 年にでき、表参道も大正 9

年にできているので年の巡りも全く同じです。  

これは 1920 年 11 月 1 日、明治神宮鎮座のとき、で

きたてほやほやの表参道の写真です。真ん中に中央分

離帯もない状態です。  

 

 

 

 

  

これも明治神宮の一部です。明治記念館をご存じです

か。信濃町にあります。内苑で結婚式を挙げ、こちら

で披露宴を挙げるということで使われています。明治

記念館はだんだん増築されていますが、真ん中にある

建物は明治神宮ができた当初からあり、現在もありま

す。当時は憲法記念館と呼ばれていました。この建物

はもともと信濃町にあったわけでなく、赤坂御所の中

にありました。明治時代に日本で最初の憲法をつくる

ということで、この建物では枢密院の会議が行われた

そうです。その後、憲法が制定され、制定に功があっ

たということで伊藤博文に明治天皇がこの建物を下賜

しています。この建物は伊藤家にあったのですが、明

治神宮をつくることになり伊藤家から明治神宮に寄贈

され、この地に移築されたことになります。皇居の明

治宮殿は空襲で焼けてしまいますので、明治期に実際

に使用され今も現存している宮廷建築として明治記念

館の建物は大変貴重だそうで、この方面からご研究さ

れている方もいらっしゃるようです。  

 これは明治神宮外苑です。明治神宮は内苑と外苑を

合わせて 1 つということで当初からつくられています。

明治神宮の内苑が鎮守の杜、神様をおまつりする場所

としてつくられたとすると、外苑はスポーツ、美術、

さまざまな文化的なメディアを通し、明治の時代、明

治神宮におまつりする神様のことを伝える、内苑と外

苑、この 2 つがセットという発想でつくられています。 

外苑を構成するスポーツ施設は時代を経るごとに変わ

っています。これは戦前の外苑の記念絵はがきです。

すり鉢のような施設がありますが、相撲場であったと

ころです。今は違う建物が建っています。  

 

 

  

あらためて地図で明治神宮という「場」を確認して

みます。左側が代々木の杜、内苑です。ここに御社殿

があります。私はこの辺りにある建物に勤めています。

右側が外苑です。そして、表の参道があります。表参

道のルートについては、その計画に変遷があり、最終

的に現在のような参道計画が選ばれたようです。  

 

 

  

表参道に対し裏参道も計画され、実際につくられま

した。内苑の代々木口から出て、千駄ケ谷駅前の辺り

から外苑につながる道です。「明治神宮内苑外苑連絡道

路」と名前がつけられています。この地図は外苑がで

きるころに明治神宮参拝案内図という形で配られたも
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のです。まさに内苑・外苑・表裏の両参道一帯がひと

つの明治神宮としてお参りの対象になっていたことが

わかります。明治神宮をつくるときに杜づくりはもち

ろんですが、街路ということでは都市計画ともずいぶ

んかかわります。ここには聖徳記念絵画館があり、美

術史の分野でもかかわってきます。ずいぶん大きなプ

ロジェクトだったと言えると思います。  

 明治神宮がおまつりしている神様はどなたでしょう

か。明治神宮というと「明治時代につくられたのです

ね」と言われることが多いですが、明治神宮は大正時

代にできています。では、なぜ明治神宮かというと、

おまつりしている神様が明治天皇と昭憲皇太后たから

です。これは当時の絵はがきです。古墳のようなもの

がセットで写っています。  

 

 

 

桃山御陵とあります。「明治天皇のご遺体は明治神宮

のどこにあるのですか」と尋ねられることがあります

が、ご遺体は京都の桃山御陵にあります。7 月 30 日、

明治天皇が亡くなられたときに最初に東京の民間の方

たちがつくろうとしたのは明治天皇のお墓でした。ぜ

ひ東京に明治天皇の御陵をということでしたが、明治

時代に明治天皇は京都の御所から東京に移ってきて維

新を進めていきます。亡くなったら生まれ育った京都

に帰りたいという希望があったとわかり、「お墓は京都

に、しかし天皇の御霊をまつる神社を東京につくろう」

ということで動き出します。明治神宮をつくることは、

どちらかというと国主導というより民間の方たちの動

きが先にあってプロジェクトが進んだようです。  

 戦前、神社は内務省の管轄でしたので、つくること

が決まれば国のプロジェクトになります。明治神宮の

内苑は国費でつくられることになりました。しかし明

治神宮をつくろうと動き出した民間の方々は、そこで

留まるのではなく、自分たちで外苑をつくろうという

運動を始めます。建設計画から立案し、お金も集める。

完成した後は明治神宮に奉納し、内外苑一体としての

明治神宮をつくりたいというのが、彼らの理想でした。 

 このような運動を牽引した代表的な人物が渋沢栄一

です。日本資本主義の父とも言われる方です。東京商

業会議所が明治神宮をつくるプロジェクトの基地のよ

うな形になりました。ここに出てくる中野武営も商業

会議所の方です。阪谷芳郎は時の東京市長です。この

3 人が明治神宮づくりのプロジェクトを動かした方で

す。明治神宮奉賛会という民間団体をつくりました。

これは皆さんに献金を求めるはがきの説明書きです。

この絵葉書には、当時計画段階の外苑図が描かれてい

ますが、現在と異なる部分もあり、このようなところ

からも計画の変遷をうかがい知ることができます。し

かし、内苑は国費で、外苑は民費で、セットにして明

治神宮という青写真には変わりありません。  

 次に内苑、杜の成り立ちの話です。明治神宮の杜は

人の手によってつくられたとよく言われています。こ

れは明治神宮誕生前夜の代々木の原の様子です。杜が

できる前、明治末年ぐらいの様子です。周囲に煙突が

あり、煙が出ています。杜づくりの方が懸念したこと

の一つに、都市化が進んだときの公害が森に与える影

響がありました。そういうことも見据えた上で神宮の

杜づくりを進めたようです。  

 

 

 

これは現在の宝物殿の近辺、明治神宮の原地のよう

な場所の写真です。代々木の原を代々木の杜に変える

という、鎮守の杜づくりにかかわった林学者たちのプ

ランニングですが、議論となったのは、どの樹種を将

来の森を構成する主要な樹木とすべきかということで

した。当時の森づくりの詳細を伝える記録には、林学

者たちが定めた「主林木選定の 3 要件」が記されてい

ます。第 1 に、気候、風土に適し、四周より襲来する

危害によく耐える木を選ぶべきこと。これは将来の公

害を見据え、さらにその土地の気候、風土、土壌にい

ちばん根ざした木を植えるべきであるということです。

そういう生態学的な発想で杜づくりをすべきことを主

張しています。  

 当時、「鎮守の杜といったら杉やヒノキを植えるべき

だ」という大隈重信らの反対意見があるなかで、「針葉



 

5 

樹ではなく、常緑広葉樹を植えることでここは理想的

な鎮守の杜になるのだ」と主張を貫いた林学者たちが

この代々木の杜をつくったのです。主林木選定の要件

の 2 つ目にそのことが記されています。すなわち将来

的には人の手によらず、永遠にその林相を維持しうる、

天然更新を可能にする樹種であるべきこと。ドングリ

が落ち、次の世代が生え、自活する杜をつくるという

発想です。主林木最後の要件には、このようにして実

現する永遠の杜こそ、森厳な神社林、鎮守の杜として

もっともふさわしいのだという林学者たちの強い信念

が見て取れます。  

図は『明治神宮御境内林苑計画』です。実際に明治

神宮の杜づくりにかかわった方がどういう方針のもと

にこの杜をつくったのかをまとめた記録です。本物は

明治神宮宝物殿にありますが、複製ができています。

この杜づくり計画は 4 段階からなっています。100 年、

150 年後に理想とする 4 段階目の林層に到達すべしと

いう長大な構想です。  

 

 

  

主林木の 3 要件で林学者たちの結論はスギ、ヒノキの

ような針葉樹でなく、常緑広葉樹であるシイ、カシの

ような土地に根ざした木が将来の明治神宮の杜を構成

することが望ましい、それが 100 年後の姿であるとし

ました。ただし、苗木を植えてから育っていくまでに

は時間がかかるので、それまではスギ、ヒノキのよう

な針葉樹に守ってもらう。50 年、100 年と経つうちに

スギ、ヒノキは朽ち果てて土に還り、一方シイやカシ

からはドングリが落ち、次の世代が出てきます。そう

いう天然更新を計画しました。現在の明治神宮の杜は

ほぼこの計画に沿って、4 段階目の理想系へと近づき

つつあります。  

 右側は東京大学農学部の林学の学生たちが明治神宮

に実習に来たときの写真です。明治神宮の杜づくりに

携わった林学者、本多静六、本郷高徳、上原敬二たち

は、草創期の東京大学林学を築いていく人物でもあり

ます。  

 ところで明治神宮の杜をいちからつくることになり、

その木をどうしたかです。この杜は 10 万本の献木で

つくられたと言われますが、正確な数字は 9 万 5559

本。まさに全国の方からの寄付で神宮の杜はつくられ

ています。では、この木は誰が植えたのか。こちらも

全国からの青年団による奉仕活動で実現しています。

これは石川県の青年団の写真です。どこの青年団がい

つ来たか、誰が来たかという名簿のようなものも神宮

には残っています。  

 

 

 

青年団たちが明治神宮の杜づくりに参加することを

企画したのが誰であったか。田澤義鋪という名前をご

存じの方はいますか。『次郎物語』という下村湖人の小

説があります。ある程度の年代の方々は読んだことが

あると思います。作中、主人公次郎の憧れの人として

田沼先生という人物が登場しますが、田澤義鋪はその

モデルになった方です。  

青年達が天幕講習会、キャンプを通して寝食をとも

にし、語り合う。そのような青年修養の活動が日本で

も活発になってきたころです。青年団の青年たちが明

治神宮造営の場に集まり、寝泊りしながら手伝いもす

るけれど、東京見学や講習などを受けて青年修養の機
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会ともしたいと考えたのが、この内務官僚であった田

澤義鋪でした。  

 今も田澤義鋪記念会という顕彰団体があります。団

体のサイトは「www.nippon-seinenkan.or.jp」と表示

されていますが、これは外苑近くにある日本青年館の

ことですね。明治神宮をつくるために全国の青年団が

代わる代わる集まってきましたが、これを契機として

東京に青年団の拠点をつくろうと動きができます。造

営奉仕に参加した青年たちが 1 人 1 円運動を実施して

完成したのが日本青年館でした。   

大正 9 年 11 月 1 日は明治神宮の鎮座祭でしたが、

これはそのときの様子を記した新聞記事です。神社の

中心で行われている荘厳なお祭りはもちろんですが、

祭りにもいろいろな層があります。左の写真は表参道

ですが、1 日で 4 名の死者が出るほどの大混雑であっ

たということが伝えられています。時代を通じ、人々

と神社との関わり方もさまざまであったろうというこ

とが伺えます。  

 

 

  

ここまでが大正 9 年の歴史の話でした。ここからは

明治神宮と震災復興の話をします。これは明治神宮造

営局にかかわった技師たちの集合写真です。後ろに写

っているのは明治神宮の宝物殿です。  

 

 

中心に座っているのが後藤新平。関東大震災のとき

に帝都復興のリーダーシップをとった方です。大正 10

年の写真撮影時、東京市長であったことからこの写真

に入っています。明治神宮の造営にかかわった方々は

関東大震災後の復興事業の担い手でもありました。  

 

 

 

実は、内苑は大正 9 年に完成しましたが、外苑は関

東大震災が襲った頃にまだつくっている途中でした。  

そこには、明治神宮造営局の技師として外苑づくり、

参道づくりを携わり、そして震災復興にも従事した

方々がいました。この方は佐野利器さんです。鉄筋コ

ンクリートの耐震耐火・不燃の建物、都市の不燃化を

進めた方です。  

外苑の絵画館等はこの方が中心となって進めた建物

です。明治神宮の景観は表参道の左側、青山同潤会ア

パートが象徴的でしたが、このアパートは震災後に同

潤会のプロジェクトとしてつくられたものです。明治

神宮、表参道の景観は震災後の復興都市計画とも密接

な関わりを持ってつくられてきたのだと思います。  

 

 

  

この方は同じく明治神宮造営局技師の折下吉延さん

です。外苑のイチョウ並木の設計にかかわったことで

知られています。関東大震災後に小公園、リバーサイ

ドバークのようなものが意識的につくられました。そ

れらを手がけたのも折下吉延さんです。震災復興後の

公園道路の 1 つが、さきほど紹介した明治神宮の裏参

道です。  

 これは築造当初の裏参道（内苑外苑連絡道路）の

姿です。表参道と同じように規模が大きい堂々とした

参道です。真ん中に車道があり、並木があり、両側に
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歩道があり、並木があり、そして馬車道もあります。

この発想は隅田公園と同じであるということです。憩

いの場所でもあり、同時に安全の場所でもある「公園

道路」でした。  

 

 

  

1964 年に開催された東京オリンピックのときに、こ

の馬車道の上に高速道路がかかりました。現在、高速

道路の下は駐車場になっています。参道の幅が半分に

なってしまいましたので、明治神宮の参道とはなかな

か気づきません。ＮＨＫ「ブラタモリ」という番組で

外苑特集が放送されましたが、ご覧になった方もいら

っしゃるかと思います。タモリさんが裏参道を歩いた

ことで、「ここも明治神宮の参道だったのですね」と言

われることがずいぶん多くなりました。  

 ここから明治神宮と戦後復興に触れます。100 年の

歴史の 1945 年以降です。東京大空襲は下町の空襲と

いうことでよく言われます。しかし、渋谷あたりの方

は山の手大空襲もあったのだと仰います。4 月、5 月

の辺りに渋谷が集中的に空襲に遭いますが、そのとき

に明治神宮は社殿を焼失しました。これは明治神宮の

御社殿が焼けてすぐの写真です。  

 

 

  

「社殿は遂に焼失せり」という当時の新聞記事です。

この切抜きは、社務日誌の裏面に貼り付けてあったも

のです。写真から社殿が無くなってしまった様子がわ

かります。ただし、森は残りました。空襲のときにこ

こに逃げ込んで助かった方もずいぶんいたということ

です。戦後の明治神宮内苑は社殿を失いましたが、外

苑も占領時代は GHQ のレクリエーション施設として

接収されています。これは外苑の絵画館ですが、独立

記念日の祝賀パーティーでは、ダンスホールとして使

われたということです。  

 

 

こちらが現在の代々木公園の場所につくられた、米

軍家族の居住地ワシントンハイツの様子です。明治神

宮とアメリカが隣り合わせのような時代がずいぶん続

きました。またそのような時代背景から、西洋文化が

折衷した表参道独特の景観が形成されてきたともいえ

ます。  

 明治神宮戦後の出発は仮社殿から始まります。プレ

ハブのような御社殿をつくり、再建までこちらでおま

つりをしました。  

 

 

  

戦後の明治神宮は国の施設ではなく、一宗教法人にな

ります。しかし戦前の明治神宮造営にあたって全国の

方々が献金をし、木を植えてくださったように、戦後

も明治神宮の再建のために尽くしてくださった方々が

たくさんいました。  

これは明治神宮復興造営が始まり御木曳をしている

写真です。参加している団体に「明治神宮・靖国神社
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献饌講」という名前がありますが、これは茨城県の篤

農家の団体です。戦争末期、明治神宮はお供えするお

米にも事欠く状況でした。それを知って茨城から自分

たちがつくったお米を運んでくださったのがこの方々

です。この献饌講ですが、今でも明治神宮と靖国神社

にお米とお餅を奉納してくださる現在進行形の「講」

組織です。  

 

 

 これはハナショウブで有名な明治神宮内苑にある庭

園「御苑」です。ここに隔雲亭という茶室があります。

これも空襲で焼けてしまいました。再建に協力してく

ださった方が松下幸之助さんです。私財を投じたさっ

たおかげで、現在の隔雲亭ができています。明治神宮

の復興には松下さんのような著名な方ばかりでなく、

名もない方々からたくさんの助けがありました。  

 

 

 

戦後復興の記録を調べていて、とても感銘をうけた

資料があります。「私は農村の一青年で御座居ます」で

始まる手紙です。この方は大分の青年です。明治神宮

の復興造営に是非協力したいということで、この青年

は自転車で大分から明治神宮まで駆けつけるのです。

まず自転車を買うためにお金を貯めるところから始め

たといいます。手紙は、無事に明治神宮に到着した青

年から宮司に提出された「奉仕願い」でした。  

明治神宮の歴史をつくってきたのは誰かと問えば、

それは決して職員や神職だけの歴史ではなく、このよ

うに有名無名のおおくの方々こそが、その担い手であ

るという思いが深くいたします。  

 表参道の戦後復興について 1 枚の写真を紹介します。 

関東大震災後にできた青山同潤会アパートが写ってい

ます。ケヤキ並木で有名な表参道ですが、ケヤキがず

いぶん小さいと思いませんか。  

 

 

 

これは戦後まもなく、昭和 23、24 年ぐらいの写真

です。表参道は空襲の火の通り道ともなり、多くの方

が被災して亡くなっています。ケヤキ並木も 13 本を

残し、ほとんどが焼失しました。今皆さんがご覧にな

っているケヤキ並木は戦後の並木です。この二代目の

並木を私財を投じて植えてくださったのは、この近く

に住み造園業を営む方々でした。大正時代の神宮造営

にも関わった造園屋さんであったことから、この杜と

まちにご縁があるからと並木を再興してくださったの

だそうです。 ここまで駆け足で明治神宮の歴史をた

どりました。明治神宮の造営とは、杜づくりであり、

まちづくりであり、そして人づくりでもあるような、

規模の大きな営みでした。  

 本年平成 26 年、明治神宮は大正 9 年の鎮座から

94 年目を迎えます。先人たちが 100 年計画で育んで

きたこの杜を、次の 100 年へいかに継承していくべき

か。鎮座 100 年に向けた取り組みのひとつとして、神

宮では杜の総合調査を実施しました。  

 

 

  

杜の樹木 1 本 1 本の状態はもちろんのこと、杜に育

まれている命、土の中の生物、植物、コケにいたるま
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で、あらゆる生物相を調べようということで、東京農

業大学の元学長進士五十八先生が座長になり、養老孟

司先生をはじめ各界の専門家が加わってくださいまし

た。2 年間をかけた総合調査の報告書が昨年まとまり、

年末には日本学術会議講堂で成果報告のシンポジウム

が開催されたところです。いわば明治神宮の杜の健康

診断が終わったところで、これから報告書を吟味し次

代の杜作りについて議論を重ねていくことになるでし

ょう。  その報告書の概略をお伝えしますと、林苑計

画では 100 年、150 年をかけて常緑広葉樹の杜を目指

すということでしたが、現在の代々木の杜は 1 本 1 本

の木が大きくなり、杜自体も大きく成長しています。

当然のことながら杜を構成する樹木数は全体としては

少なくなっています。  

 

 

  

ここで直径 10cm 以上の木を前回の昭和 45 年に実

施した調査と比較すると、全体の本数はそれほど変わ

りませんが、内訳では針葉樹が減って、常緑広葉樹の

本数が増えていることが数字からも伺えます。木の種

類としては、東京の本来の樹種は本数として優勢にな

ってきているといいます。  

あの杜で全部で 2,845 種のいのちが育まれていること

もわかりました。なかには絶滅危惧種に指定されてい

るものもいます。キノコの専門家によると、ドングリ

にだけ生えるキノコというのがあるそうで、生息する

菌類の特徴からも、明治神宮の杜が常緑広葉樹の杜へ

と遷移している様子を知ることができます。  

一方ダニ、ムカデ等土壌の生物を調べた先生により

ますと、ヒートアイランドの影響が大きいようですが、

土壌生物が少し貧弱化しているのでないかという指摘

もあるようです。また常緑広葉樹の葉は堅く、落ちて

も分解され土になるまでに時間がかかるのだそうです。

物質循環のサイクルも変わってくる。なにしろ、人の

手で永遠の杜をつくるという今までにない試みの途上

ですから、今後もいろいろな課題が出てくると思いま

す。大正造営時に林学や都市計画のパイオニアが集ま

ったように、次の 100 年のためにも多くの英知を結集

することが大切だと思います。  

 時間がありませんので、これで終わりにいたします。 

東京オリンピックが開催される 2020 年、明治神宮

も鎮座 100 年という年回りを迎えることになります。

レガシーということで言うならば、先人の遺産である

明治神宮「代々木の杜」、そこに皆さまが手を合わせ祈

ってきた歴史があります。そのような日本の文化を心

の遺産として、世界からお迎えするたくさんの方々に

お伝えしていくことができるような、そんな永遠の杜

づくりを目指していきたいと思います。今日はどうも

ありがとうございました。（拍手）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



紹介していただきました。今泉さんの使った写真です。

原宿表参道欅会の松井です。1枚だけ写真を出しました

が、こういう本です。この本は2013年12月に私ども

原宿表参道欅会が出版した本です。私たちの会は昨年

40周年を迎えました。設立以来10年ごとに街に関する

インとして全面的に取り入れていただきました。現在の

1993年には表参道を中心とした道路のデザイン案を

本を出版してきました。10年目、1983年には設立以来

つくりました。これは東京都のほうで計画していた表参

中央分離帯、街路灯、歩道の石張りデザインとか、道路

道の修景事業、道路の改良工事というか、その中でデザ

この写真を見ていただくとまちの様子、構想、私たち

が描いている街の心臓となるものすべてが表現されて

形の団体です。ここでも街の形、街のあり方についての

勉強会をやりました。勉強会に講師として参加していた

2003年は趣を変え、内部、私たちの会の中の人間が

が、まちの形を皆さんにイメージしてもらえるような

だいた先生方に原宿、表参道のまちの未来像についての

園です。都心にあって、たいへん大きな緑です。ここを

訪ね、参道を歩かれることも多いと思います。参道以外

の脇の杜の中は入ることができませんが、いかにこの杜

るのが表参道です。ここはケヤキなので、冬場は落葉し、

私がこの写真を見て最初に感じたのは都会の中にある

表参道のデザインも車線等は警察がやっていますが、

し、私も長いこと悩みました。原宿、表参道の地域の

大店立地法ができた後のタウンマネジメントのような

のデザインは1993年に私たちが本で出版した内容の物

裸の木になります。この写真は緑が濃くなっているので

この地域の街の未来像です。

意識の中で変わってきたのかという調査をしました。

います。中央上のほうに見えるのは明治神宮と代々木公

10年たって外から見た、一般の方たちが見る原宿がどう

執筆をお願いしたところ、たいへん快く引き受けていた

だけまして、この本が出版できる運びとなりました。

紹介する原宿、表参道地域ということで、ムック本とし

田に水を引くように緑を周辺地域へ引き込んだらどう幸い、私たちの会、いま私が代表幹事を務めている

どういう本の内容にするかはいろいろ議論がありました

て一般に販売させていただきました。今回がこれです。

恐らく春から夏、秋の入り口のどこかで撮られた写真

原宿神宮前まちづくり協議会という会があります。

でないかと感じます。この緑の流れに支流をつくり、

を使っていただいています。

だと思います。

なるでしょうかというのが、いま私たちが考えている

ものができないだろうかと考えました。

が厚いかはわかると思います。そこから手前に延びてい

の杜の生い立ち、そこに込められた先人たちの思いを

ありましたら、産学社で出版しているのでお問い合わ

紹介します。本の全体の流れです。今泉さんに明治神宮

今日は全部を紹介することができませんが、ご興味が

いただき、いろいろなことを提案していただきました。

　イベントや活性化のプロデュースを行っている。

　1951年　青森県生まれ。慶応義塾大学商学部卒業。
　松井誠一氏

　学生時代より表参道にある父親の店を手伝い、卒業後「原宿シャン

　ゼリゼ会(欅会の前身の商店会)」理事に就任。以来、表参道の街の

それぞれの先生方は専門の立場で原宿、表参道を見て

　第一部　講演‐２　「水と緑のネットワーク
　　　　　　　　　　　　　: 新しい世代の都市を原宿・表参道から」

　　原宿表参道欅会　
　　理事長

明治神宮、代々木公園はいかに大きな緑のReservoir、

水で言うならば貯水池で、ここは水でなく緑がためられ

ています。そこから表参道は流れ出した一条の緑の流れ

将来のまちの形、具体的なデザインを提案はできません

その中からいくつか提案も含め、まちづくりの中で

どういうことを考えているのか、感じているのか、

せをいただければと思います。
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になるのではないかと感じます。その中で自転車の問題

街がだんだん発展してきたわけです。

こういう時代に人はまちに来てくれるのでしょうか。

私たちはここに人が集まることがこのまちの1つの文化

であり、そこで人が交流することがまちを育てるのでは

自然とまちという関係で話をしました。まちは自然と

場所ですが、昔は本当に何もない通りでした。東京オリ

建物だけでなく人間が行き交います。人間はなぜそこへ

来るのかが、街にとって大きな命題になると思います。

表参道、原宿地域は商業的なことでたいへん人気の

ンピックが契機となり、徐々に商業が発展しました。

環境のよさ、景観の美しさ、当時は家賃も安かったの

で、そういうところに若い有能なデザイナー、クリエー

ティブな人たちが店を出そうとしました。そしてこの

だいぶ変わってきました。ネット販売、カタログ、テレ

ています。陣内先生にはこの本の中でもそういう内容の

戦後長く続いた高度成長のときは店にものを置けば売

れていきます。その店が大きく、店がたくさん集まって

捨てられています。この2つの水を使えば明治神宮側と

ので、全国の公募事業として道路に水を流す、せせらぎ

でしたが、この目的のために道路をつくりました。

つまり、自動車交通を大量にできるだけ早く、スムー

か、あるところは水が澱むようなたまりができるとか、

つくります。この水のネットワークも緑と同じように

もできます。水のある景観は人の心をたいへん落ち着か

遊歩道にも広げていきます。夏場は暑く、ヒートアイラ

ンドと言われる東京の中でケヤキの根本に水があれば

ズに流すことが今までの道路行政の目的だったと感じ

ます。人口もこれからは減少傾向にあります。自動車

なっていると思います。

むしろ、道路を人間のものに取り戻す大きなチャンス

水やりも簡単にできますし、打ち水で温度を下げること

国土交通省では表参道を指名してやるわけにいかない

挙げましたが、残念ながらいろいろなトラブルがあり、

の脇を流れています。最終的には穏田川に合流している

ようですが、上から見ることはできません。東京メトロの

1本裏道は暗渠で、下に水が今も流れています。この水は

表参道駅は大きな駅ですが、地下の湧水は毎日何トンも

に買い物ができる時代になりました。

引くといっても大げさに川をつくるわけではないです。

傾斜地ですからデザインによってはせせらぎができると

代々木公園、明治神宮の緑が表参道の緑を通じ、街の

中へ流れとして出てきています。構造的には表参道の中間

住宅の中にある道路も緑化することで、明治神宮の緑と

のではないかというのが発想の原点です。

暗渠、遊歩道になっています。ここを緑化することで、

この緑の流れは周辺にさらに広がっていきます。

一般の家庭の緑をネットワークでつなげることができる

緑と水のあるところには涼しい風が流れます。涼しい風

やや明治神宮寄りに地元では穏田川と呼んでいましたが

渋谷川の支流があります。現在ここは上にふたがされ、

る必要はないと思います。そういう水のネットワークを

をつくるという事業が発表されました。表参道も手を

ことを書いていただいています。

明治神宮に湧いている水が流れ出ています。竹下通りの

水の点があります。緑と一緒に水も何とか通せないかと

いうことを基本的に考えます。この話は私たちが発想する

場合によって水が切れてもいいと思います。全部がつなが

以前から国のほうでそういう考えがあり、プロジェクトも

一時ありました。今から10年ちょっと前ですか小泉政権

来なくてよいというまちもあるかもしれません。

ワークのあるまちです。緑と水だけでいいかというと、

の最後のほうで規制緩和等がいろいろ言われましたが、

表参道に水を流してはどうかという話が出てきました。

ビ等で商品を紹介し、電話・インターネットで申し込む

と数日、場合によってはその日のうちに商品が届きます。

ていく時代が続いたと思います。今は世の中の様子が

ラフォーレ原宿という建物のすぐ脇を通り、神宮前交差点

多様な品物があれば、人はおのずと集まってそれを買っ

実現したいと思います。

大きなテーマは道路の問題です。東京オリンピックの

表参道側から表参道に水を引くことができます。

にその上を行く魅力のあるまちをつくり、なるべく人に

最終的には実現しませんでした。私たちとしては、いつか

ないかと思います。ものを売るだけでなく、違う、さら

ころのインフラ整備は、高度成長のためのインフラ整備

最終的に人間が歩くための道を今の自動車の道から

もあります。自転車は減ることがないと思います。

手にして気に入らなければすぐに返品もできます。たい

へん便利で、便利すぎるのではないかと思うぐらい気軽

まだやることはたくさんあると思います。

の使用も少しずつ減ってきています。自動車がなくな

ることはないでしょうが、交通機関は公共交通機関と

してのバスとか、それ以外のものを使う比率が高く

来ていただきたいと思います。それが緑と水のネット

表参道もいつになるかはわかりませんが、自動車の通行

今までつくっていた道路が将来はそれだけの量を流す

必要がなくなってくるのではないかということです。

がもう少し減ってくれば、今の表参道の駐車帯、パーキン

転換していくべきではないかと考えます。

のある所は生物の行き交う道になると言われています。

明治神宮の中だけでなく、表参道、周辺の緑を通じ、

明治神宮鎮座100年の総合調査でいろいろな生物相が

データ的に出てきました。昆虫、鳥、こういうものが

せる効果があることは陣内先生も研究の本の中で書かれ

アサザ基金の飯島博さんです。飯島さんは明治神宮の

生物調査、勉強会の案内役を頻繁にされています。

表参道の駐車帯をなくし、車で来た方は周辺の駐車場を

こういう方たちが私たちのまちづくりの勉強会に来て

使って頂ければ、表参道にいくらかのスペースを確保する今のアイデアを提案していただいたのは、NPO法人

緑になるのではないかと感じます。

頂き、話して頂いたたことが本にまとまってきます。

ことができるのではないかと思います。そこを自転車が通

るようにするのか、人がもっと楽しく歩けるように歩道を

広げるのか、ケヤキの保護をどうするのか、ケヤキの根元

の保護の仕方、道路のあり方、そこに水を流したいことも

いるわけではなく、駐車料金が安いからです。緑でなく、つなげていくことで豊かな生物の通り道の

グメーター等が必要であるかを考える必要はあるかと思い

ます。周辺にも駐車場がたくさんありますが、表参道の

パーキングメーターが車でいっぱいなのは車があふれてことができるのではないかと思います。単体の独立した

一般の家庭までつながります。私たちはここの地域の

街として捉えていますが、この考え方は東京中に広める
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することから生まれる互助の社会ではないかと思います。

既得権者がいるとなかなか進みません。それは恐らく、

互助の社会は具体的にコミュニティがあり、コミュニ

ティが祭りを通しつくっていき、それが災害時に大きな

力を発揮します。人間関係を作っていくということです。

整備していたと、ある方に言われました。

成長していますが、同時にいろいろな意味での社会の

を手にするようになり、だんだん格差が生まれてきた

後で平等に再分配するような制度をつくろうとしても、

そのころはいろいろな意味での社会保障制度、医療

意味で世界を見てもこんな国はありません。文化の多様

高度成長のときはともすればそういうものをある程度

矛盾も増大していると聞いています。日本も最後の20年

1958年は明治神宮の社殿が復興した年です。

はかなり大変だったと思います。経済成長のためのイン

フラ整備をする前に高度成長のための社会制度を法的に

日本は国土面積が小さいですが、文化の多様性という

後 に 現 在 を 迎 え て い ま す 。

日本の経済成長、高度成長は世界的に見ても希有な

たと思います。そのチャンスをつかまえ、日本人のすば

官僚が考えたのだと思いますが、経済成長をする前に

らしい仕事ぶりで実際に行われ、日本は高度経済成長の

成功例だと言われることがあります。現在も東南アジア

そして、島国です。宗教観は別として天皇を中心とした

ピックだったと思います。内苑、外苑連絡道路の馬車道

国家観をもってみんながつながっています。互いを信頼

した。そういうことが東京オリンピックを契機に進め

だったようですが、その上に首都高速道路ができました。

られました。時代の中では日本にとって重要なことだっ

われ、ほかの国の進化とは違う独自の進化を遂げ、よその

の上に高速道路が通りました。江戸はもともと水のまち

日本は水と緑に恵まれ、同時に自然災害が多い国です。幹線道路の整備がされました。青山通りは広くなりま

違うのではないかと思います。悪い意味でなく、素晴ら

日本の社会こそガラパゴス社会で、よその国とは大分

す。アジアで初めてのオリンピックの開催で大きな意義

切り替わる、そのための重要なインフラ整備のオリン

がありました。日本にとって戦後の復興から高度成長へ

を減らし、人が歩きやすい、歩くための道路にデザイン

なぜこの街をこういう範囲で捉え、独自、独特のものを

いま申し上げたことはいろいろな方の話を私が聞いて

自分勝手につなげた話ですが、どうしてそういうことを

ンピックの開催が決まりました。開催決定の盛り上がり

考え始めたか、最後に紹介します。2020年に東京オリ

こういう国になるとイメージとして具体的に皆さんが

を変えていくことが、これからのまちにとって大事な事

できるのではないでしょうか。私たち日本人にいちばん

ないかと感じます。

ます。どういう意義があるのかを考えました。

日本の携帯電話はガラ系(ガラパゴス携帯電話)と言

フィーバーはここに来て落ち着きました。最後は都知事

必要なのは確固たる未来像をみんなで共有することでは

前回、1964年の東京オリンピックは今から50年前で

の辞任みたいなことになってしまってさえなかったです

が、2020年の東京オリンピックはこの地域にもかかわ

りが深いので、どうなるかを見守っていくべきだと思い

方にもそれを示し、日本はこういうまちになる、日本は

ありません。緑と水のネットワークを周辺に広げていく

なる、素晴らしい国になる、というイメージをみんなが

と申しましたが、それと同じように周辺道路も通過交通

持てれば、勤勉な日本人ですから必ずや実現することが

を中心にいろいろな国で経済成長が期待され、実際に

残念ながらそれがどういうものなのか、現在の日本で

うかという考えが纏まりません。皆さんがバラバラです。

を次の新しい日本、都市の中でどうやって有効利用して

水と緑のネットワークのまちをここから発信すること

先ほど述べました。

人が歩きやすい街、歩きたくなる街、歩いて楽しい街、

いです。それは素晴らしい、日本はきっとこういう国に

ではないかと感じます。

歩いて楽しい通りをつくりたいです。表参道だけでは 皆さんが何かまずいとは感じているのですが、どうしよ

目にできるようなものがここから表現できたら素晴らし

により、2020年のオリンピックを機会と捉え、外国の

め、未来の日本を世界の人に提示できるようになってい

貧富の差で分かれないように社会保障制度を事前に整備

の中で転用していかなければいけないと思います。

も減少していきます。いろいろなことが変わってきて

いるので、新しい日本を再生していかなければいけない

50年はもたないことは現状が示しています。

成長も成熟し、行き着くところまで行きました。人口も

犠牲にし、経済成長を遂げてきました。それが成熟した

現在、これからはそういう多様性を少しでも取り戻して

いく、地域に合った伝統等を生かせるまちを目指してい

年度によって主催者が変わるとか、名前も若干変わって

いますが、スポーツ大会がずっと行われていました。

そのプランを描き、大量に生まれる中産階級の人たちが

鎮座した外苑で、明治神宮体育大会を開催していました。

したのは素晴らしいです。

いくかです。その考えを私たちはつくり出し、今のハード

明治神宮、外苑こそスポーツの祭典にふさわしい場所だ

と感じます。2020年の東京オリンピックが大成功を収

保険、年金、生活保護などの多くが制度として出来上

がりました。経済成長が始まって一般の人たちがお金

ということです。その中で今までつくってきたインフラ

戦争になって中止になり、戦後は明治神宮が一宗教法人

現在の中国が抱えている大きな問題だと思います。

日本を取り巻く世界の形も変わりました。日本の経済

素晴らしい制度をもった経済成長でしたが、同じ形で

になったので継続できなかったのです。

それぞれの文化があるということです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（拍手）

年東京オリンピック神宮大会と私は呼んでいましたが、実

現したので声を大きくして申し上げたいです。明治神宮は

外苑にスポーツ施設をたくさん持っています。明治神宮が

ただきたいです。どうもありがとうございました。

その代わりにできたものが今の国民体育大会です。

国体発祥も明治神宮と外苑に深い関わりがありました。

2020年の東京オリンピック開催が決まる迄は、2020

くべきではないかと考えます。

日本は平野が少なく、緑、山が多いです。山と山に分

性を大事にすべきです。日本の財産だと思います。

は皆さんが同じイメージを持つことができません。

作りたいかについて触れさせていただきます。

しいという意味で使いたいです。

お国とはあまり互換性がないとか言われます。

ければ狭い平野というか、谷間に川が流れ、その水系を

中心とした地域の文化があります。日本には全部で300

の藩があると言われました。300の気候、風土があり、
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前掲    今泉宜子氏 

前掲    松井誠一氏 

 

 

 

 

陣内  それでは、パネルディスカッションに入ります。

今泉さん、松井さんのすばらしい講演をいただき、皆

さんも相当程度イメージが膨らみ、何をディスカッシ

ョンするのかと楽しみにしていると思います。  

 今泉さんの本が去年出ました。それが本当にすばら

しかったです。前から話は伺っていましたが、最近の

都市づくり、環境づくりの中の卓抜した研究成果では

ないかと思います。今日はそれに基づき、シンポジウ

ムのテーマに合わせ、深い話ですが簡潔に全体像を話

してくれました。表参道、明治神宮、外苑が全く違っ

て見えてきたのではないかと思います。そこには日本

の近代のいちばんよい形での公共空間、聖なる杜の実

現ができたすごい事例です。  

 松井さんはそれを受け、原宿、表参道の話をしてく

れました。原宿がサスティナブルで、魅力をどんどん

アップし、今に至っている背景には松井さんのような  

実践的で、理念的でもあるリーダーがいるからだとよ

くわかりました。ありがたいことに、表参道は明治神  

宮の門前町というような言い方も聞きました。明治神  

宮の皆さんと原宿欅会の皆さんがコラボレーションし、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アカリウムというイベント、地域づくり、まちづくり  

をやっています。そういうことでぴったりの 2 人が講

演をしてくれました。  

 私は数年前のアカリウムに呼んでいただいて感動し

ました。東京、日本が目指すべき環境、景観、場所づ

くりはこういうことかとつくづく思いました。面出薫

さんからそういう話も含め、お願いいたします。  

 

第二部 パネルディスカッション  

「優れた都市景観を造り、維持し、発展させるには」  

 
陣内秀信氏 
 

法政大学  

デザイン工学部教授  

建築史家  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

 

 

 

 

□ 

１９４７年福岡県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。  

イタリアを中心に、イスラム圏を含む地中海世界の都市を研究。  

ヴェネツィアとの比較から江戸・東京 (戦前 )が水の都であったこと

等を論じた『東京の空間人類学』でサントリー学芸賞 (社会・風俗部

門)を受賞  

 
古谷誠章氏 
 

早稲田大学  

創造理工学部教授  

NASCA 共同主宰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

 

 
面出薫氏 
 

㈱ライティング  

プランナーズ  

アソシエーツ代表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９５５年東京都生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。  

日本藝術院賞、日本建築学会作品賞、吉岡賞、JIA 新人賞など多数

受賞。主な作品は、アンパンマン・ミュージアム、ジグハウス /ザグ

ハウス、茅野市民館、小布施町立図書館まちとしょテラソ。  

１９５０年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。 

武蔵野美術大学客員教授。照明デザイナー。  

照明探偵団団長、明治神宮御社殿復興 50 周年「アカリウム」照明

演出者。国際照明デザイナー協会優秀賞ほか多数受賞  

ファシリテータ

ー  

パネリスト  

イントロダクション  
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面出  皆さん、こんにちは。景観シンポジウムという

タイトルの席に照明デザイナーを加わらせていただき、

ありがとうございます。景観を考えるときに景観は 2

つあります。1 つは太陽のもとにさらされる隠しよう

がない昼の景観です。まさしく都市景観です。もう 1

つ、昨今大切なのは、私たちがつくり上げる、意思を

持ってどのように夜の景観をつくるかです。これは誰

の責任でもなく、私たちの責任でこれからまちの 2 つ

目の景観をつくるという意識が大切だろうと思います。 

 それに成功しているまちはなかなか魅力的なまちだ

ろうと思います。東京は大きすぎ、難しいまちです。

景観シンポジウム、皆さま方の学会の会員が景観を夜

にどううまくつくっていくのかという意識を持ってい

ただくことは大切なことだと思います。そういう議論

ができたらと思います。  

 私は照明デザイナーです。2006 年に松井理事長から

声をかけられて、「アカリウム」というイベントに企画

協力しました。表参道が最初にイルミネーションを行

って話題を呼んでから、いろいろな問題があり一度中

止していたのですが、2006 年にもう一度あかりのイベ

ントを再開するときに、和のあかりを大切にするアカ

リウムという言葉が使われました。  

 

 

 

ここは神宮に向かう参道なので、それまでシャンゼ

リゼ通りと呼んでいたものを改めようと考えました。

この緑たっぷりの明治神宮へ向かう参道であるという

ことで、どういうものがよいか、いろいろな絵を描き

ながら松井さんたちと進めてきました。イルミネーシ

ョンでなく、神宮を迎えるための大きな行灯をつくり

たいというようなことでこういう絵を描きました。こ

れはお金がかかりそうだがやってみようという話にな

りました。最新の LED を使い、クリスマスイルミネー

ションと言われる西洋のものでなく、明治神宮に通じ

る、表参道に通じる行灯をできる限りつくっていこう

となりました。既存の歩道灯に構造を抱きかかえるよ

うにしたデザインは思ったより少し大きくなってしま

い、風速 30m に耐えないといけないこともあり、重た

くなりました。クリスマスイルミネーションというだ

けでなく、土地に生きたいろいろなことをきちんと考

えていくための議論をしました。いろいろなオペレー

ションを想定して、行灯は七変化します。クリスマス

まではキラキラとにぎわいがあるのですが、それ以降

は和の光が出てくるとか、LED という発光ダイオード

の技術は何十万色もいろいろな中間の色が出るので、

日本の古色にちなんだ色を出したらどうかとなりまし

た。  

 これは明治神宮宮司の中島精太郎さんが挨拶をして

います。一斉にボタンを押したのですが、半分がつき

ませんでした。それまで何回もリハーサルで上手く行

っていたのですが、本番で失敗しました。TV 局の中継

車も来て違う無線を出したので不具合が起きたのです。

びっくりしました。アカリウムは松井さんたちの商店

街のアクティビティが神宮まで伝わっていったという

ことで画期的なイベントでした。  

 

 

 

携帯電話で巨大な LED 行灯にアクセスし、LED の

いろいろなパターンとか、光が流れてくることがオペ

レーションできるような最新テクノロジーを駆使しま

した。  

 2008 年になり、明治神宮では御社殿復興 50 周年を

迎えました。私は武蔵野美術大学で教鞭を執っていて、

光のゼミナールのようなことをやっていました。中島

宮司に明治神宮の夜の絵はがきをきちんと作ることを

提案しました。神宮に来て、昼間はすごく美しい自然

光があるが、夜もちょっとしたライトアップで明治神

宮の闇がポストカードになるのは素晴らしい、ぜひや

ってくれと言われました。バタバタしましたが体力勝

負の学生を入れて、本殿に入るには白い装束を着せて

いただきました。ライトアップというとこうこうと照

らすわけですが、パリでやっているようなことでなく、

日本の、明治神宮の、和の建物のライトアップだとい

うことで、口が滑って「闇のライトアップ」と名付け

ました。  

明治神宮へ来て、照らされている神宮を体験して、

アカリウムのことなど  
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闇はこんなに美しいのかと知ってもらいたかったので

す。  

 

 

    

 これは冒険的で、挑戦的なことでしたが、宮司をは

じめ、明治神宮の方々が取材の方に「ライトアップと

いってもずいぶん暗いですね」とたぶん言われたので

はないかと思います。その時に、「神宮には本当に大切

な闇が潜んでいて、私たちはそれを大切にライトアッ

プしています」と説明してくれたのが、とても嬉しか

ったです。  

 てきたのが、この写真です。外からがんがん照らす

のでなく、建築の中にある光がこぼれてくる、そうい

う表情をきれいに出していこうということでした。昼

間の太陽が照らすものと基本的に反転した形のものが

きれいなのだろうということです。わずかなエネルギ

ーでも日本の建築、明治神宮はきれい、温かいと言わ

れるようなものをつくろうということです。まぶしく

なく、丁寧に 1 つ 1 つ景色を光を当ててつくっていく

ことをやりました。これは何枚か絵はがきになりまし

た。  

 

 

 

松井  切手でも出しました。  

 

面出  切手に使っていただきました。昨今、いろいろ

な建物がポスターになるときに、暮れなずむ薄暮の時

間にこういう写真を撮ることになります。私たちはブ

ルーモーメントと言いますが、暖色のあかりが、この

透明な背景で一層美しくなります。  

 夜の絵葉書つくりがうまくいったので、次に御社殿

が復興 50 周年を迎えるので夜間参拝の為の照明演出

をすることになりました。明治神宮は 5 時に閉まるの

ですが、このときは特別に開けていただきました。入

り口から参道に入り本殿までゆっくり行くと 15 分ぐ

らいかかると言われています。こういうことのシーケ

ンス、場を連続させ、ここを歩くことで闇の美しさを

体験し ,昼間にはない景色に神が宿る雰囲気を演出し

ようというプロジェクトでした。  

 これがアカリウム・プロジェクトです。最初に光の

鳥居として 8kｗのキセノンランプを使って天空に 2

本の光跡を作りました。  

 

 
 

オーロラ行灯と言われるものが玄関で人を迎えます。

白熱灯を使った提灯ですが、提灯の裏に LED で緩や

かな、オーロラみたいに変化する淡い色の光を仕込み

ました。オーロラの光がゆったりと、提灯の背景をつ

くります。光の青いじゅうたんで迎えられたところか

ら奥に入っていくと杜の中にミステリアスな光に出会

います。スタジオジブリの映画を参考にして杜の中に

ニンフが潜んでいて、そのような表情をうまく出せな

いかと考えました。  

 だんだん本殿に近づいていくごとに気持ちが整って

きて、最後に本殿に至るという一連の視線を誘導しま

す。エネルギーをたくさん使うのではなく、わずかな

光だからこそ日本建築らしい夜景を手にする事ができ

ました。西参道に広い広場があります。ここは５００

余のキャンドルで演出しました。これは北参道です。

かなり暗かったです。手前を照らすのではなく、奥の

杜を照らすことにより、もう少し感じられる芸術的な

闇を作ろうとしています。  

 照らす奥の杜の表情がゆっくりと、スタジオジブリ

の何かが動いているようなことを演出してやりました。 

 中島宮司も「神宮の闇は特別。闇は芸術です」と語

られました。そういう考え方もあるのか。神宮にしか
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ない本当の闇が、芸術に結びつく方なら思い切ってや

ってみようと想いました。  

 

 

  

現場で丁寧に光をつくりましたが、とてもいい経験

になりました。これからも 2020 年のオリンピックに

向け、明治神宮が夜を開放していただき、夜の参拝な

どで明治神宮の大切な闇を披露してくれるといいと思

います。  

 

 

 

陣内  どうもありがとうございました。参道を奥まで

歩いて感動したのですが、それがよみがえります。皆

さんの協会の創始者である芦原義信先生が、建築の世

界では最初に夜景の重要性をおっしゃっていました。

1 日 24 時間あり、その半分は夜景です。ソニービルも

そうやって生まれました。都市、東京の中の建築の照

明としてはソニービルも当時はたいへん話題になりま

した。皆さんの集まりにとってたいへんすばらしい分

野、領域の提案ではないかと思います。  

 東京都が中心になって始まった隅田川ルネサンスの

動きがあるのですが、そこでも隅田川の闇の美、ライ

トアップではなく、日本的な夜景、夜の照明、光の演

出を面出さんには実験的にやっていただいています。

楽しみにしていただけたら。  

面出  隅田川の夜景がよくなるといいですね。オリン

ピックまでには隅田川にすごくきれいな名所ができる

のではないかと思います。  

 

陣内  夜もときどき入れていただけるといいです。日

没とともに閉まってしまいます。5 時ごろに行って閉

まっていて入れないことがよくあります。それもしょ

うがないのでしょうが、ときどき開けていただければ。 

 

今泉  5 時の閉門の話ですが、日の出と日の入りとい

うことで毎月閉じる時間は違います。朝はずいぶん早

くから開いています。朝 5 時、6 時という朝の神宮も

違うので、私は早朝もお勧めします。  

 

陣内  なるほど。時間によって場の雰囲気がすごく変

わるということです。  

 この地域を青春のドラマが駆け抜けていたという古

谷誠章さんです。私は東京でも外れの杉並で育ったの

で、こういうおしゃれなゾーンには縁がなかったです。

思い出も含め、原宿論をお願いします。  

 

 

 

 

古谷  ここが早稲田大学だから私はここにいるので

はないかと最初思いました。3 人のように私は何のビ

ジュアルもありませんし、ここで仕事をしたこともあ

りません。生まれは世田谷三宿です。昔は太子堂でし

たが、町名変更で三宿になりました。いまだに住んで

います。高校は都立青山高校という外苑前にある高校

だったので、先ほどからのエピソードの紹介になって

います。  

 紛争直後の青山高校でしたが校風は自由で、制服は

誰も着ませんでした。学校の周りの環境も楽しめまし

た。高校時代に寄り道して帰るのがこのエリアで、格

好のデートコースなものですから、みんなが活用した

場所です。外苑前の秩父宮ラグビー場の向かいに青山

高校はあります。裏の道を抜け、竹下通りまでやって

きて、竹下通りから明治神宮、参拝は省略し、代々木

体育館の石垣の上の石畳を通って渋谷公会堂の辺りか

ら宇田川町に紛れ込むという格好のルートがあります。

それをさんざん楽しんだおかげなのかわかりませんが、

青山高校時代の同級生が家内です。家内は神宮前小学

校、原宿中学校出身ということで、本当に神宮前三丁

目に生まれ育った者です。  

 そういう私たちからすると今日の表参道、原宿かい

わいの変わりぶりは驚きをもって見るところがありま

す。今日この機会をいただき、何となく過去の記憶が

よみがえってきました。私が通っていたころは渋谷か

ら銀座線に乗りました。千代田線はまだありませんで

した。今の表参道駅は神宮前駅でした。千代田線がで

きたことで神宮前はあちらということで、神宮前駅は

今の明治神宮前駅に変わりました。そして新たに表参

１９６０年代の原宿の思い出など  
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道駅に変わりました。  

 今日改めてこの写真を見ると、銀座線の神宮前駅を

表参道駅に変えないほうがよかったのではないかとい

う気がしてきました。参道の青山通りの交差点のとこ

ろが明治神宮の前であるという感覚は、とても重要な

意味をもっていました。隣の駅でなく、ここが神宮前

で、ここから神宮が始まっている。それだけ広い範囲

を神宮と認識するには、あの駅名は神宮前駅のままの

ほうがよいのではないかと今日改めて思いました。明

治神宮前駅は原宿駅とごちゃごちゃになっていますが、

あれを原宿駅と言っておけばよかったわけです。そう

すれば誰も間違いません。  

 距離のあるものを明治神宮の前であると感じる感覚

は、東京の都市の中でもとても重要なものだと思いま

す。地下鉄があまりにも発達しすぎたために都内の移

動はほとんど地下鉄で、モグラが穴から顔を出すよう

に移動します。実際には地表面、地べたの空間はつな

がっていて、そこには上り下りがあり、歩いていくと

距離感もわかります。歩いていくと途中にある細かい

ものにも目を留めることができます。そういう意味で

も、広い範囲を頭の中で感じる能力をもう一度取り戻

したほうがいいと思います。  

 

 

  

参道の写真を見ていると東京の中でも明治神宮のよう

なボリュームのある緑に向かって、これだけの直線的

というか、目に明らかな道筋でアプローチしていける

ところはあまりありません。皇居に向かって丸の内口

から行く行幸通りがあります。アプローチする道路も

こちらにはケヤキがあり、木陰があります。このみず

みずしさに比べると、行幸通りはもう少し何とかなっ

たほうがよいのではないかという気がします。行った

先には皇居前広場があります。そこにはたいへん立派

なマツがたくさん植わっていますが、この雰囲気とは

違います。  

 これだけ大きな緑の固まりに向かって、これだけ長

いこと歩いていけるところは東京でほかにありません。

新宿御苑にもありません。小石川のほうの緑にもあり

ません。ほかにないと思います。しかも、ここは真っ

すぐの道以外は細やかな迷宮のような路地があり、1

つひとつ違う雰囲気もあり、隠れるのに格好の場所で

す。  

 青山高校の隣に國學院高校があります。國學院高校

は神道にも関係する厳しい学校です。あそこは男女が

2 人で帰るのはいけなかったのです。彼、彼女たちも

一定のところまでは別々に歩いて、この辺あたりに来

ると何となく一緒になって歩いていけるほど、とても

よい迷宮の部分があります。  

 迷宮の中を歩くと、ともすれば人は方位感覚を失い

ますし、本当に道に迷うかもしれません。たまに表参

道に戻るとたちまち方位感覚がちゃんとリセットでき、

道の反対側に入ることもできます。ゆらゆらと左右を

さまよい、外国人にとっても、どんな見知らない方に

とっても、ここを逍遙し歩くという楽しみがあります。

そのためにも真ん中の表参道はいつも迷いそうになる

と出てくれば元に戻れるという、とてもいい構造をも

つと思います。  

 丸の内の行幸通りはいいのですが、周りを見てもグ

リッド状になり、大きな街区になっています。大きな

参道と迷路という感じはほかにないと思います。東京

都内の地表面を自分の足で歩くという環境はこれから

とても重要なものになります。その 1 つの先駆的な場

所になれるのではないかと改めて思いました。  

 青山高校でしたから体育の時間、クラブ活動も外苑

を利用させていただきました。絵画館のところをぐる

ぐる走るのが私たちの体育、部活でした。苦しい思い

出がかなりあります。ときどきずるをして絵画館の前

を走って距離を稼ぐところです。外苑のイチョウ並木

を含む部分もとてもよい環境だと思います。これには

青春でなく、もっと昔の思い出があります。  

 物心がついたときに、母が自分が描きたいからだと

思いますが、毎年秋にイチョウ並木が黄色くなると連

れていかれ、写生をさせられました。そのうち弟も来

るようになり、妹も来るようになり、毎年イチョウ並

木で撮っている写真があります。その目的は絵を描く

ことでした。子どもだから絵を描くことがそれほどお

もしろかったとは思えません。  

 イチョウ並木は 128 本のイチョウが生えています。

半分が都で、半分が区という話です。たいへん姿形が

よいです。ほかの街路樹のイチョウはみんなぼこぼこ

にされてしまうのですが、あそこだけはきれいなイチ

ョウ並木があります。それが心象風景の中にあります。

高校になって再訪したときも、感慨深いものがありま

した。あれだけのきれいな並木があることは財産だと

思います。  

 内苑、外苑、参道、全部で明治神宮だという話があ

りましたが、私たちにとって明治神宮に隣接している

代々木公園、それ以外の点々と東郷神社の緑とかいろ

いろありますが、もう少し小さな緑も含め、ある一定

の間隔で何となく散らばってつながっている状態もと

ても重要な、貴重なものだと思います。  
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 東京にたくさんの緑道、緑のネットワークを築くこ

とは難しいかもしれませんが、都市と都市における自

然のあり方をもう一度考え直さなければいけない時期

に来ているのではないでしょうか。右肩上がりで経済

活動一辺倒のときはなかなかそういかないかもしれま

せんが、今は都市にどんな緑が必要か、大中小、各家

庭の庭の緑までが何となくつながりあっている状態を

つくり出す必要があると改めて感じます。  

 最近知り合った知人は渋谷でミツバチを飼っていま

す。ミツバチは 3km ぐらい飛んでいけるらしいです。

ミツバチにとってそういうものが順々にある程度つな

がっていると生態系と理解することができます。完全

な緑が広がらなくても十分にそういうものを取り返せ

るのではないかと思います。  

 

  

 

 

思い出深いのは代々木体育館です。私が建築家になろ

うと思ったのはオーバーでなく、あれを見たからです。

小学生のときに東京オリンピックがありました。東京

オリンピックそのものも印象的でしたが、こういう建

築ができるのか、世の中に建築家という職業があると

初めて知ったきっかけになったのがあの体育館です。

どういう進路を選ぼうかというときに、数学も好き、

絵を描くのも好き、そうなると建築かと思いました。  

 この辺は庭でしたからしょっちゅう歩いていて、あ

るときあの体育館のスケッチに行きました。第一体育

館と第二体育館がつながって見えるポイントがありま

す。その場所を発見し、これはきれいな場所がある、

建築家はこんなことまで考えるのか、街区を挟んで建

築がつながりあっていることに、高校生で知識が出て

きていたのでたいへん感慨深く感じ、感銘を受けまし

た。やはり建築だと決心したのがこの体育館です。  

 日本が世界に送り出せる近代建築の押しも押されも

せぬナンバーワンだと思います。建築が建築家だけで

なく、より広い一般の人たちに直接訴える力をもって

いることを示しているものの 1 つだと思います。最近

では表参道にたくさんの個性的な建築ができました。

私のところに来る外国の留学生、外国の建築のお客さ

んとか、とにかくあそこに行きたいと言います。表参

道に行けば半日ぐらい自分で行ってくれるのでたいへ

ん楽です。表参道あたりを体育館も含め、散歩するの

が建築に関心のある人にとっての 1 つのメッカになり

始めています。  

 昔の静かだったころの表参道も好きです。あそこに

建ち並んでいるいろいろなものは、賛否のあるものも

あるかしれません。ルールをもって整然と並んでいる

のでなく、1 つひとつが商業でもあるからそれぞれけ

んを競い、それでも全体としては手前のケヤキのせい

もありますが、それほどけんかせずに並び立っている

環境ができてきました。個性のある建築が建ち並んで

いる通りとしても、ほかにないものになりつつあると

思います。  

 それが普通の人たちが建築というものがつくり出す

まちなみにもう少し魅力を感じるとか、意識してくれ

るようなきっかけになるのではないかと思います。今

後も含め、表参道にとても期待しています。一方で明

治神宮がずっとあり続けてくれることで、歴史の重み

のようなものと新しさのようなものが交ぜ織りになっ

ている魅力があると思います。  

 

陣内  4 つのポイントは、なるほどとうならされる、

よい話ばかりでした。地表面の起伏、変化については

東京スリバチ学会の皆川典久氏らが実に面白い考察を

しています。  

 真っすぐな道は東京に少ないです。門前的な意味で

は浅草の浅草寺前、駒形堂から真っすぐ行くところは

江戸時代からあります。それと護国寺の門前もそうで

す。みんな谷のイメージです。例えば仲見世は南谷と

呼ばれていました。明治神宮に限っては尾根道をいっ

ていて、緑があるので、近代が生んだユニークな参道

です。その裏に迷宮があります。  

 樋口忠彦さんという景観のパイオニアがいますが

「大きな、わかりやすい、気持ちのよい空間と迷宮の

ような小さいスケールの空間の組み合わせが人間には

絶対によい」とよく言っていました。それを思い出し

ました。丹下健三さんの体育館は明治神宮を意識して

配置を決めているようです。そう指摘する人もいます。

入り口のゲート、門だというような軸線の上にありま

す。そういう意味で、総合的なつながりが生まれてい

るのかと思って聞きました。  

 今泉さん、松井さんも、2 人の話を聞かれて言いた

いことはたくさんあるでしょう。アカリウムも一緒に

やられたということもありますが、どうでしょうか。  

 

今泉  面出さんのお話しにもありましたように、2008

年に明治神宮戦後復興 50 年を考える機会があり、そ

こで陣内先生や面出先生とご一緒させて頂きました。

明治神宮の復興 50 年をどう迎えるか。戦後の困難を

乗り越えて来たのは明治神宮だけではない訳ですから、

明治神宮と鎮座地渋谷の戦後の歩みをともどもに振り

返るという主旨で欅会の松井さんにもお世話になりま

した。そのようなご縁を思い出していました。  

 この 2008 年の夜間参拝が端緒となり、その後も鎮

座 90 年など特別な折々に夜の明治神宮をお参りいた

だく機会を設けています。次の鎮座 100 年に向けた準

備も始めているところです。松井さんが仰る様に、明

治神宮と表参道の緑のネットワークから、日本の未来

像を世界に提示するような気構えで 2020 年を是非迎

えたいと想います。  

  古谷先生から、1964 年の東京オリンピックのとき

に建築家になりたいという夢が芽生えたという、印象

的なお話を伺いました。2020 年にも若い人たちが夢を

１９６４年の東京オリンピック  
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描けるような舞台を準備したい。大切なのは、内輪で

何もかも作り上げて 100 年目に「こうしました」と結

果だけを広げるのではなく、今日がまさにその場なの

だと想いますが、プロセスを共有して議論を広げるこ

とでムーブメントを拓いて行くことなのではないか、

と想いました。  

 

陣内  いろいろな立場で、いろいろなアイデア、いろ

いろな経験をもっている人たちが実感をもって、夢を

もって、一緒の場で考えることは重要です。松井さん

から車が流れていくような時代でない、人が集まり、

交流の場の空間だとありましたが、今の表参道は渡る

のがたいへんです。横断歩道等はわざとつけないのか。

ベネチアではカナルグランデに橋をあまりかけません。 

 

古谷  3 本しかありません。  

 

陣内  最近ようやく 1 本増えました。両側が分かれて

いるほうがよい面もなくはないですが、ビジョンとし

て語られた車が少なくなり、路上が人間の空間になり、

行ったり来たりできると表と裏のダイナミズムももっ

と体感できるかと。そういうテーマも思いました。で

こぼこの話もおもしろいです。  

 「ブラタモリ」もそうですが、タモリさんがそうい

うことのパイオニアです。タモリさんの書いた階段の

美学の本がいちばん早いのです。その次に中沢新一さ

んが「アースダイバー」を書きました。そんなことも

あり、ここで論じられている原宿、明治神宮周辺には

7 つぐらいの谷戸、谷津があるとか、そこには川が流

れていて、穏伝川、渋谷川もそうですが、生物多様性

がある。そういう里山構想、東京の山の手に里山がた

くさんあったのではないか。すごくおもしろいです。

そんなことも含め、2 人の話を聞かれた感想をお願い

します。  

 

 

 

 

松井  陣内さんに紹介していただいた今回の本の内

容ですが、最初に明治神宮の森です。自然にいちばん

近いものです。そこから話が表参道に来て、水と緑の

話になり、まち全体の、人間が歩くための道にだんだ

ん変えていけるだろうという話です。その話は最後に

人が歩いてまちを楽しむ観光、従来型の大量に人を連

れてきて、どこか 1 カ所で名所、旧跡を見せ、おみや

げを買わせ、宿へ行って、外とは関係ないどんちゃん

騒ぎをするという観光ではなく、人がそれぞれ歩いて

発見する観光です。それに耐えられるまちをつくりた

い。  

 そこには観光客という特別な存在もなく、お客さん

もあたかもそこの人間であるかのような錯覚ですが、

それが持てるようなまちです。土地にいる人間もそう

いう人たちをお客さん扱いするのではなく、同じコミ

ュニティの仲間のような感覚で受け入れるまちがこれ

からの新しい時代に人間が求めている、そこを歩いて

いくことが重要でないかというのが根底にあります。  

 それがある地域の 1 つの個性になります。構成要素

とか、いろいろなものはあります。この本の中でアサ

ザ基金の代表の飯島さんに書いていただいた部分があ

ります。まちの個性の由来の根本には地形があると言

うのです。人工物はまねしてつくるとか、似たような

ものがあちこちにあることは多々ありますが、地形だ

けは同じものが二つとないのです。  

 まち、地域の個性の根底には地形があります。地形

があり、そのために坂があり、水があり、緑があり、

そこをよける、そこで遊ぶ、そういうものがまちの本

当の……。その後に人間はいろいろなものをつくり、

道路を広げるとか、いろいろなことをするのですが、

それも最初にあった自然の地形があってこそのまち独

特のものに育っていく、成長していきます。そういう

意味で地形に注目しているのが飯島さんです。  

 明治神宮から表参道は住居表示で神宮前地区ですが、

その地形について、この本の中で詳細に研究していま

す。その水がどういう形で動いているのか、そこにど

ういう生物がいるのかですが、絶滅危惧種のハグロト

ンボもいます。恐らく明治神宮の中にいて、それが緑、

涼しい風に乗って周辺で目撃されているのではないか

と考えられます。詳細なことは私の口でとてもではな

いですが説明できません。人間の技術力はどんなとこ

ろにでも、何でも移ってしまい、元の地形も、何も関

係ないまちが出現する時代ですが、もともとあった地

形が由来する、その上に少しずつ変化し、成長したま

ちが大事な個性ではないかと感じます。  

 渋谷は谷で、やたらと坂があります。あちらへ行っ

てもこちらへ行っても坂です。坂は歩く人にとっても

たいへんですし、車椅子ではもっとたいへんです。た

いへんだからと全部削って平らにするのではなく、坂

を生かしたまち、渋谷は隣と言っていいと思いますが、

そういうものの延長で私たちもこのまちのもともとの

地形を常に意識する、忘れてしまって上につくるので

はなく、意識することを続けていきたい。  

 建物は有名建築家がある意味バラバラですが、それ

がおもしろいです。違う見方かもしれませんが、地方

の温泉旅館へ行くと入り口が立派で、入ると川沿いに

廊下がつらなって増築したような形のものがあります。

大きいものにあると一見の私たちのような旅行者には

迷路なのです。どうしてこんなものをつくるのだろう

と若いころは思ったのです。日本は災害の多い国です。

地震、火事でみんな壊れてしまうのです。木材資源は

豊富にあります。災害で壊れても廃材を利用し、日本

の昔のやり方だととりあえずの家をつくれるのです。

必要に応じ増築していきます。日本の建築はモニュメ

ントなどを別にすると日常の日本の建築の思想はとり

あ え ず の 集 合 体 で は な い で し ょ う か 。  

欅通りの街づくりのことなど  
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関東大震災のころから災害に強い建築ということでコ

ンクリート建築が注目され、特に戦後はそれが進んで

60 年代以降、一気に広がりました。パリはナポレオン

の後、19 世紀の初めに、オスマンでしたか、ああいう

大規模な都市計画で、しかも石という発想を日本人は

イメージできていなかったと思います。  

 建物は鉄筋コンクリートになりましたが、とりあえ

ずの建物が多かったような気がします。商業的にはつ

くった瞬間がパフォーマンスはいちばんよく、だんだ

ん落ちてきます。ある程度まで落ちると使いものにな

らなくなり、50 年ぐらいたつとつくり直します。地震

のあるなしは別にするとしても、ヨーロッパの石の建

築で何百年も使うというまちづくり、都市計画を日本

人はようやく最近意識できるようになった気がします。

明治神宮という、皆さんに敬愛された天皇をおまつり

する神社ということで、表参道は真っすぐな道ができ

ましたが、いろいろなものがある楽しさは日本の特色

だと思います。これからそれがどうなるのか、楽しみ

に思います。  

面出さんからアカリウムの話がありましたが、私は暗

いところが大好きです。表参道ももっと暗いほうがイ

ルミネーションはきれいというのがいつも出る議論で

す。街路灯よりもお店の明かりのほうが圧倒的に強い

です。街路灯を消してくれと東京都の建設局とか、管

理者に言うと、法律で決められているから照度がこれ

だけないといけないので消せないと言われます。お店

の明かりがあるから十分だと、測ってデータを取って

見せ、実験的に消したことがありますが、基本的には

駄目なのです。  

 日本のまちは犯罪抑止、安全確保という意味で明る

いです。暗くできる場所は不特定多数が入ってこない、

出入口管理ができ、私有地です。明治神宮とかはうっ

てつけです。明治神宮の暗さを生かし、皆さんに暗い

ところを楽しんでいただきたい。暗いところは人間の

イマジネーションが広がります。まちは安全ですが明

るすぎるので人間の想像力が広がる余地はありません。

ほんの少しの明かりで周りを、イメージの広がるよう

なところが欲しいです。  

 私は都会で仕事ばかりしているように見えるかもし

れませんが、ジャングル生活が結構長いです。本当に

暗い、月も星も全くないジャングル、自分の鼻の先も

見えないようなところを 1 時間ぐらい歩いた経験もあ

ります。それは極端な例です。暗いところは美しいで

す。まちを暗くするのはまずいですが、まちの中に暗

いところをつくっていただきたいです。  

 

 

 

 

古谷  デートする場合にも必要ですから。  

 

松井  あまり暗いのはまずいです。  

陣内  危ないと思って女性が近づかないと困ります。

面出さんがやっていた照明探偵団に呼んでいただいた

ときに水辺にくりだしました。日本はオフィスが遅く

までこうこうと明かりをつけているからあれが……。  

 

面出  照明探偵団に陣内先生をお呼びして夜の隅田

川を屋形船で探索しました。赤瀬川原平さん、藤森照

信さんもお呼びして皇居の周りも照明探検しました。

街灯が何もなくてもオフィスの光でずいぶん明るかっ

たです。今まで 20 世紀の勢いで光の過食症というか、

ここまで来てしまったのかと感じます。  

 3.11 の後に照明も絡め、きれいな夜をつくっていく

責任の中で、どうエネルギーを有効に使い、少ないエ

ネルギーでもこれだけ街が快適で美しくなるだろうか、

というサンプルにしたいです。表参道、神宮はそうい

う好例になるのではないかと思います。肝試しのよう

に子どもを暗い中通しますが、神宮は夜帰るとき怖い

です。  

 

今泉  私も代々木の杜の中で働いていますが、帰りが

遅くなると、研究所から代々木の鳥居を抜けるまでの

闇が怖いのです。岩手の実家まで電話して、携帯電話

で母親の声を聞きながらなんとか帰る、ということも

あります。とっさに、「あっ、鳥目だ。人参をもっと食

べなくちゃ」と思ったりするのですが、「鳥目だ」なん

ていう間隔も、闇が無ければ判らないですよね。今日

は「闇」と「水」この二つをこれからの明治神宮を考

えるキーワードとして、自分の頭にインプットしてお

こうと思いました。  

 

陣内  1964 年の東京オリンピックの話がいろいろ出

ていますが、丹下さんの作品が建築家になるきっかけ

を与えてくれたという話もありました。オリンピック

で裏参道の馬車道が高速道路に変わったという話もあ

りました。2020 年に東京オリンピックが来ます。それ

以前から東京、日本へ外国人にもっと来てもらいたい、

どうやったら魅力をアップできるのか、グローバルシ

ティと言われてもどうもアピール力がないです。  

 1964 年の東京オリンピックのときは高度成長を迎

街の明るさについて  
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えるきっかけになり、ステップアップの大きな機会に

なり、それは確かに成功しました。どちらかといえば

モデルは欧米です。欧米のモデルをがんがん入れてい

きます。結果としてできたものは全く違っています。

原宿は 1970年代終わりから世界にない、おもしろい、

世界の若者が注目する場所になったので、すでに東京

らしさ、日本らしさがあちこちであふれ出し、今の東

京になっていると思います。何となく意識の中では欧

米を目指すというのが強かったです。シャンゼリゼ会

という名前もパリのシャンゼリゼに憧れがあったでし

ょうが、欅会に名前を変えられました。アカリウムと

いうイベントは日本的な照明です。  

 

面出  松井さんは欅通りをエコアベニューという言

い方もしているのでしょう。  

 

松井  はい。名前というより私たちのスローガンに近

いです。  

 

 

 

 

陣内  

 この間、1990 年代、2000 年代になり、我々にとっ

てまち、場所、空間、環境はどうあったらよいのかと

原点に戻って考え始めたのだと思います。面出さんの

明かりの照明の方法も日本らしいものを探求されてい

ます。古谷さんたちの建築の世界でもそうでしょう。

一般の人たちもそう思い始めています。  

 その中で地形、植生は海外の都心部にないおもしろ

い生態系です。歴史も継承しています。ヨーロッパの

まちは古い建物を継承し、更新し、魅力をアップして

いるという話もありました。日本の建物は持続性がな

いとしても、場所、道筋、聖なる場所、土地利用の仕

組み、コミュニティとか、いろいろなところで継承し

ているものがあります。インタンジブルという言葉が

今はやっています。形のあるハードなものでなく、ソ

フトなものです。そういうところからすると継承して

います。それが未来につながっていく遺伝子になって

います。すごくたくさんあります。  

 2020 年の東京オリンピックを目指し、すばらしいビ

ジョンを松井さんがおっしゃいました。最近は行政側

がビジョンを描くことを怖がっているというか、そう

いうことをやりたくないというか、やれないというか、

そういう状況もあり、建築の専門家も大きなビジョン

を語る時代でなくなりました。都市計画家もワークシ

ョップ、まちづくりの市民参加とか、ビジョンを語ら

なくなっている気がします。松井さんはすごいビジョ

ンを言ってくれました。このシンポジウムでも大きい

目標だと思います。皆さんの協会もそうだと思います。 

 日本的なるものも、愛国主義というのではなく、世

界の中で東京を魅力的にし、その中の原宿は原宿で 1

つの個性があります。あちこちに個性があります。そ

ういうスタンスでこれからも地域づくりが行われるの

かと思います。2020 年も射程に入れ、1 人ずつ……。 

 

 

古谷  松井さんが日本のまちはとりあえずの集合体

だと言われましたが、私もそうだと思います。それは

悪いことばかりではないです。何かマスタープランを

つくり、それに向かって何十年もかけ、それに進んで

いかなければいけないと我々は近代に思い込んできた

ところがあります。実際の世の中、都市はそれを超え、

どんどん変動していきます。  

 そういうときに何十年もかかるマスタープランだけ

で、それを金科玉条のようにすると出来上がったころ

にはそれとは全く違う状況が起こることを我々は多く

学んできたと思います。それは河口堰もそうですし、

ダムもそうかもしれません。いつも工事中ということ

のほうが当たり前の状態ではないか。都市はダイナミ

ックに変化していることのほうを普通の状態だと思っ

たほうがいいです。完成予想図に向かって着々とやっ

て、その間は我慢するというのではなく、今の状態を

その次のものにつながって変化しつづけていることの

ほうを当然だと受け止める考え方が必要だと常々思い

ます。  

 表参道にいろいろ個性のあるものが建ち並んでいて、

1 個 1 個に賛否両論があるかもしれない、好き嫌いも

あるかもしれないですが、それが並び立ちながら全体

としてはいい感じというのをその都度つくります。次

に建てる人はそれがあるからどうするかです。それが

あるという全体でさらにその次はどうなるかです。  

 それぞれ考え方が違うからあんな変なものをつくり

やがってということもありますが、その次の者が建設

するというか、そう変わっていきます。すごくよく言

えば日本の連歌みたいです。上の句、下の句、上の句、

下の句と受け継いで、時に反転するとか、ちゃんと受

けるとか、そういうことをやって個性的なまちが出来

上がっていく、しなやかさ、柔軟性のある考え方が必

要だと思います。  

 2020 年の話は最近議論がかまびすしい国立競技場

の問題も含まれているかもしれませんが、そのこと自

体が大きすぎるとか、コンペのやり方がどうかとか、

２０２０年に向けて  
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いろいろな議論があると思います。時間もないのでこ

こで深入りすることはできません。どちらかというと

個性の 1 つとして全体に配慮した形でつくられ、それ

にまた次のものが起こり、それならこちらから木を育

てようとか、いろいろな考え方があります。  

 文脈を飛び越え、突然出現することに戸惑いをもっ

ていますが、東京というまちは結構いろいろな異物が

出現し、それを取り込んできているところもあります。

連歌のような発想というか、それが変化しても、そろ

っているわけないですが、全体として活力、魅力を東

京のまちはもつべきではないかという気がします。  

 秩父宮ラグビー場に同級生の応援に 1 回行ったこと

があります。奇跡的に青山高校ラグビー部が東京都で

ベスト 4 に入ったので応援に行ったのです。他の 3 校

は國學院久我山高校、保善高校、目黒高校です。全員

が坊主頭で、ほとんどそろった体型でびしっと並んで

いました。青山高校は長髪もいるし、でこぼこで太っ

た人とか、いろいろ混ざっています。おそろいでユニ

ホームを着て力強いとか、美しいのは当たり前ですが、

そうでなく、相当でこぼこな個性派が並んでいるが全

体として何かいい感じをつくりだしているほうに魅力

を感じます。そういう学校に行きましたから。  

 建築も 1 つひとつのよしあしはあるし、議論するべ

きことですが、まち全体としてそういうしなやかさを

もつと東京がほかのまちにはない、計画されてできる

のとは違う大都市の魅力をもてるのではないかと思い

ます。  

 

陣内  世界のブティック街、フィフスアベニュー、シ

ャンゼリゼ通り、ミラノのモンテナポレオーネ通りに

しても、建物が歴史的にできたものは壁を共有して連

なっていて自由度がありません。店 1 個 1 個の自由度

は高いですが。それに比べ、原宿だけでなく、根津美

術館へ行く行幸通りも住宅地だったからますますそう

ですし、表参道も大きな屋敷街でしたからここの建て

替えの中で工夫し、クリエーティブです。何かそろっ

て全体はすごくおもしろい個性の集団みたいです。ま

た、ケヤキ並木があるからいいのではないですか。  

 

古谷  そうだと思います。  

 

陣内  カムフラージュではないですが、いいバランス、

つなぎをつくっています。絶妙です。  

 

古谷  医者は失敗すると土で隠し、建築家は失敗する

と緑で隠すと言いますから（笑）。  

 

陣内  

 怖い話を聞きましたが（笑）。明治神宮の中の闇の怖

さと同じぐらい怖いです。  

 

面出  古谷さんも緑で隠したことはあるのですか。  

 

古谷  あしらったことはあります（笑）。  

 

面出  私たちは照明探偵団をやっていて、それが日本

だけでなく、いつの間にか世界照明探偵団となりまし

た。2000 年から始まったのですが、2002 年に東京大

会をやり、それからコペンハーゲンへ行き、ハンブル

グへ行き、ストックホルムに行きました。ニューヨー

クへ行ったのは今から 10 年ぐらい前です。各都市を

年に一度回ってそこでワークショップをやり、そのま

ちの個性的な夜景、光とか……。  

 ニューヨークで開催したとき、メンバーがいろいろ

なところから集まり、我が街のメインストリートの光

がテーマでした。光の比較論としてはおもしろかった

のです。その際  日本のメインストリートは銀座だと

思いました。銀座八丁のエレベーションをきっちり撮

影して、800m を８ｍの巻物にしてプレゼンしました。

日本のいちばん発展する光のブルバード銀座を紹介し

たのですが、それと同じことを表参道でやったらうま

くいかなかったです。あれだけの緑があるから緑に隠

れてしまうのです。そちらのほうが普通ではないか。  

 イルミネーションをつなげてとるのでなく、表参道

の緑と一緒になった、いろいろ見え隠れするような、

いろいろな個性がそこにあるような、それが最終的に、

願わくは和に向かう参道であることのクオリティがだ

んだん高められてくるといいです。  

和のクオリティは光でいうと優しさ、柔らかさ、目

をささない拡散光や影のグラデーションです。日本人

は室内でも裸の炎ではなく、効率が悪く拡散する和紙

を使った、柔らかい光を愛おしんできました。そうす

ると目が慣れます。これから東京の夜景にも、目をさ

さない、まぶしくない優しい光にしてほしいと思いま

す。頑張って照明しようとすると日本人は間違えてま

ぶしいものを作る傾向にあります。浅草なども LED が

できたので、こんなに少ないワッテージでこんなに明

るくなると言うのですが、そんなにまぶしくしなくて

よいだろうという夜景ばかりができつつあります。夜

の景観をつくるときに日本人のメンタリティ、美学と

してまぶしくないもの、柔らかい、目をささないもの

を屋外でもできてくるといいと思います。  

表参道はこれからあるべき夜景の見本、ショールー

ムとして注目されるのではないかと思います。光の量

ではなく、質として。期待しています。  

 

 

 

 

陣内  今泉さん、松井さんから、明治神宮、原宿をこ

うしたい、こうなってほしいということを一言ずつ。  

 

今泉  今日はいろいろな方面からの話を伺って、異な

る魅力が混在していることこそが、明治神宮と原宿と

結びにかえて 
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いう場の魅力なのだということを実感しました。それ

は真っ直ぐな道と曲がりくねった横道だったり、西洋

的なものと日本的なものであったり。考えますと、明

治神宮自体が、伝統的な鎮守の森に根ざしながら、新

しい学知と技術によって作られたわけで、伝統と近代

という相対するような価値観が共存する姿を体現して

いるのが明治神宮であるとも言えます。次の 100 年に

向かっても、歴史的なベースに基づきつつ新しい刺激

的な朝鮮に、皆さんのお力を借りながら取り組んで行

きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 

松井  私にとっても示唆に富んだ話をいただき、あり

がとうございました。示唆にならない話を 1 つ紹介し、

混とんとした日本に戻したいと思います。明治神宮の

夜間参拝の機会をいただき、明治神宮にお願いしたい

です。私も大好きなので、またやりたいと思います。  

 過去の体験を 1 つ紹介します。2008 年のとき、御社

殿復興 50 年の夜間参拝のときだったと思います。4 日

間限定で、あらかじめ申し込みいただいた方、いろい

ろな関係の方にチケットのようなものを渡し、来てい

ただきました。10 月末、11 月 1 日、鎮座祭前後の 4

日間です。みんなで入り、参道の途中まで行って、文

化館の少し先ぐらいまで行ったときに突然のゲリラ豪

雨がありました。皆さんが文化館のほうへ逃げ、雨か

ら避難されました。20～30 分降って、あがりました。

私もどうなったかと拝殿の石畳のところへ行ったら、

水が一面に浮いていました。そこにライトアップした

社殿が鏡のように映っていました。すごく美しかった

です。信じられないものを見た感じで、奇跡のような

明かりでした。次の夜間参拝のときはゲリラ豪雨を狙

ってご覧になっていただけたらと思います。  

今泉  

 今日は明治神宮の神主さんも何人か聞きにきてくれ

ているので、きっとかなえてくれると思います。  

 

陣内  ギリシャ神殿のところに大雨が降って水浸し

になっても何の色気もないです。日本の庭園は雨が降

ってもいいのです。そういう建物が単に建築のモニュ

メントでなく、環境と一緒になって存在し、自然現象

と一緒に呼吸しています。その存在のよさを夜は少し

ほんのり照らしてくれます。すごいと思います。  

 時間になりました。すてきな話を 4 人のパネリスト

の皆さん、ありがとうございました。今日は原宿をケ

ーススタディにさせてもらい、東京、日本の都市の景

観の普遍的な何かを考えたいという狙いだったと思い

ます。見事にそれに応えていただけたのではないかと

思います。パネリストの方に感謝します。ケーススタ

ディの対象である原宿、明治神宮はこんなにも奥が深

く、こんなにも多様性があり、こんなにも異次元の価

値観をたくさん同居させていて、人を引きつけていま

す。  

 それができたプロセスも、明治神宮内苑と外苑は大

きなマスタープランがあり、場所の特徴を生かし、引

っ張り出し、それを育てたことがあるにせよ、いろい

ろな現象、いろいろなものが想像もつかない連歌でつ

ながっています。裏原宿なんて誰も想像しなかったと

思います。竹下通り、キャットストリートとか、誰も

想像しなかったようなものがみんなの力でできてきた

のも、日本的なしなやかでたくましい固有の景観、環

境づくりかと思います。21 世紀、これからも日本が考

えていっていい方法ではないかと思います。  

 そんなことを締めくくりにし、これで終わらせてい

ただきます。どうもありがとうございました。（了）  
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