
琉球大学学術リポジトリ

景域環境ユニットを用いた地域環境表現と都市開発
事業に関する研究

言語: 

出版者: 池田孝之

公開日: 2009-08-20

キーワード (Ja): 地域環境表現, 集落環境保全,

環境保全型都市開発, 景域環境体ユニット,

都市・地域計画, 景域, 市民参加, 生態学的環境保護,

都市開発事業, ビオトープ, 景域環境ユニット, 都市開発

キーワード (En): Landscape, Citizen's Participation,

Urbanand Regional Planning, Urban Development,

Ecological Conservation

作成者: 池田, 孝之, 三村, 浩史, 水原, 渉, 阿部, 成治, 中山,

徹, 清水, 肇, 神吉, 紀世子, 海道, 清信, Ikeda, Takayuki,

Mimura, Hiroshi, Mizuhara, Wataru, Abe, Joji,

Nakayama, Toru, Shimizu, Hajime, Kanki, Kiyoko,

Kaidou, Kiyonobu

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/11971URL



第3章 スウェーデンのエコロジカル都市計画 (海道 清信)

3-1 はじめに

(1) 本稿のねらいと方法

本論文は,スウェーデンにおける都市 ･地域計画,エコロジーについて,歴史的な背景,現在の取り組み

状況,制度等について,これらの相互関連にも配慮して,考察したものである.わが国におけるこれまでの

スウェーデン研究は, ｢福祉国家｣及び ｢政治｣に焦点を当てた文献が多い.これらは,特に,高齢化,医

療と福祉の融合,地方分権,政治形態,国民負担と税財政などを対象としている.筆者が関心を持っている

住宅 ･地域計画分野では,研究成果は多くない.都市 ･地域計画分野では, ｢スウェーデンの都市計画加

藤 ･今井,1976)｣以後,開発計画決定への対応過程事例分析 (松本 ･大西,1995)以外では,まとまっ

た研究 ･報告はされていないようである.スウェーデンの住宅政策や地域政策,環境問題への取り組みは,

福祉政策の重要な柱として位置づけられている.政治 ･経済 ･社会における20世紀を通じた国民的取り組

みにより,貧しい農業国から高い水準の住宅 ･生活環境を達しつつある.それらは, ｢スウェーデン ･モデ

ル｣江lといわれる経済 ･社会システムにより進められている.1996年1月の朝E]新聞は, ドイツ国民のア

ンケー ト調査結果として, ドイツがモデルとすべき国の第一位は,北欧の小国スウェーデンであることを伝

えている.スウェーデンは,福祉分野だけでなく,環境政策,エネルギー政策でも人類全体の視点に立って,

行動している.近年,経済的困難や租税負担の多さ,今E]までの福祉国家の到達点などから, ｢スウェーデ

ン ･モデル｣の見直しが行われている.本論文は,高齢化や地方分権の先進国として,また福祉国家モデル

としてのスウェーデンの住宅 ･地域政策の歴史的流れとその特徴,今E]的課題を考察したものである.資料

としては,1995年秋の現地調査 ･収集資料をベースに,わが国の既存文献も参照した.

(2) スウェーデンの国土 ･人口 ･行政

スウェーデンの全面積(NationalBoard., 1994)は,45万h',湖が9%(約9万)を占め,わが国の全面積

37万8千bh7の1.2倍である.人口(総務庁,1995)は,858.7万人(90年)で,わが国の14分の1である.85年

から92年の人口増加率は,年平均0.5%でわが国(0.4%)よりも高い.全国平均人口密度は92年で,19人/hh7

(わが国334人/hn7),人口の93%が都市地域に住んでおり,ストックホルム,ヨーテポリ,マルメの3大都市

圏に260万人,全人口の30%が住んでいる(NationalBoard.,1994).行政の構成(Swedishlns.,1993b)

は,国(政府)一県(23)-コミューン(286)の3層構成となっている.議会が政策 ･方針を決定し,行政が執行

するという役割分担が明確である.県もコミューンも議会-行政組織を有している.

注】スウェーデンモデルの特徴として,非常に包括的な福祉システムの構築,平和的･協調的な労働市場の効果,

合意形成を優先させる政治課題解決法が挙げられている(Dergalin,1995b7).また,主導的価値として,自由,

平等,機会均等,平和,安全,安心感,連帯感 ･協同,公平が示されているTheNationalBoard.,1994).
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表 3-1 スウェーデンの国土利用 ･土地所有

(NationalBoard..1994)

全国土面積 水面 河川延長 海岸線延長

410,928kmt 39,036km' 60,000km 14,000km

国立公園 自然保全地域(1988) 森林(1988) 耕作地(1988) 市衝地(居住地) 恒久的居住地 季節利用居住地
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図3-1 スウェーデンの県 ･3大都市自治体.人口

(Swedishlns.,1993b)

3-2 スウェーデンにおける都市計画 ･地域計画の発展過程と特徴

スウェーデンは､豊かな自然を持ち､わが国よりも広大な国土に､全体としては低密に人口が分布してい

る｡しかし､3大都市圏への人口集中による郊外化,住宅不足､交通問題､自然破壊などの都市間題は､他

の先進国と同様に経験してきた｡本節は,スウェーデンにおける都市 ･地域計画に関して,福祉国家形成と

都市形成､都市 ･地域政策との関連を明らかにするため､歴史的な計画思想 ･制度の形成過程､ヨーロッパ

諸国の諸制度の影響､国と自治体との計画運用における関連､住民参加､新たな計画手法の展開などに関し

て､考察を行うものである｡

(1) 都市 ･地域計画制度の変遷

19世紀後半から近年までを対象とした計画思想の形成,制度や政策,作成技術組織の形成などについて,
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時代を追って考察したものである.

1･スウェーデン ･ノルウェイ王マグナス エリクソンは,都市建設のガイドラインを設定し,路上建築の

禁止や街路の最小幅(4.8メートル)等を定めた(Dergalin,1995b).

2･1734年に新しい詳細王立計画法が制定され,全国に施行された.市長がその実施に責任を負ったが,

全ての都市がこの法律に従うまでに140年かかった(Dergalin,1995b).

3.19世紀には工業化が進む中で,火災の危険,貧しい衛生状態,スラムなどが,都市計画上の問題であっ

た.いくつかの自治体では先進的な条例があったが,1862年に自治体規則が施行され 同時に,健康防

火に関する建築規則がつくられ,全国的に適用されていた.アルバート リンド ハ-ゲンは,当時の主

要なプランナーであった.彼は,パリでオスマンの都市計画ブールバールと都市開発)に,強く刺激され,

ストックホルムの都市計画委員会の責任者として,1866年にマスタープランを作成した.彼は,同じよ

うな問題を抱えるドイツ,スイス,ノルウェイ,フィンランド,ロシアなどの事例を調査したRudbler,

1991).

4.国の1874年建設法により,都市は建設委員会を選任し,交通,衛生,景観,防火に配慮して,街路の広

さにより建物の高さを制限し,公園,広幅員街路,広場を定めた.法律では最高 階に制限したが,古い

市街地ではそれよりも低い建物が多かった.建設法により,都市中心部で大規模な開発が実施できた.各

市の都市計画の指針として, ｢モデル都市計画｣が作成された.少なくとも,火災後の再建のために使え

るように,都市全域を対象に作成することとしたので,今日の総合計画と似ている.しかし,計画作成技

術は,中央でも地方でも十分ではなかった.建設法が,施行されたときは,国で雇った都市建築家town

architects)は6人だけだった.従って,技術者と調査者が都市計画を作成する例が多かった.モデル都市

計画は,現在の都市開発よりも,より古い市街地に適用することに配慮し,それから後の,ほとんど全て

の都市計画に影響を与えた.リンド ハ-ゲンがまとめた13のモデル都市計画集では,8都市が格子状の

街路網厄ridirontownplans)だった(Rudbler,1991).

5.20世紀の最初の10年で,自治体の総合計画が発展した.公共交通の発展,住宅不足から,何らかの行動

が求めら, ｢トータル プラン(totalplan)｣が作成されたが,詳細すぎて長期間の計画を妨げた.2大都

市の計画コンペが実施され 都市成長への総合計画の手法が進歩した.カミロジッティの四角形のブロッ

ク,曲がった通りのあるハワードのガーデンシティの理念,アンウインのレ-ツチワースの設計,これら

の考えが,ドイツのエッセンとドレスデンの事例を通じて,スウェーデンに伝わってきた.タウンセンタ

ーの成長よりも,郊外に自足的で,太陽と空気,住居と職場 ･サービスも備えた居住地が開発された.ヨ

ーロッパでは,優れた総合的都市 ･地域計画がいろいろの会議,展覧会,コンペで示されてきた.そこで

は,パ トリックゲデスの役割が大きかった.しかし,スウェーデンでは,ドイツの事例が重要であった.

特に,1910年の大ベルリンマスタープランとベルリン,ジュッセルドルフ,ライブチッヒでの都市計画

展覧会が重要であった(Rudbler,1991).

6.1874年法の一つの問題は,土地投機を生じさせたことで,開発を承認された地域の土地価格は上昇した.

地主は,自分で土地を開発しようとし,自治体は,道路や公共用地の取得が困難で,長期の視点から計画

作成できなかった.工業化,都市化の急速な都市では,モデルプランでは対応できず,郊外に無計画な不

法占拠(squatter)の開発が行われた.1907年に,新しい都市計画法が施行された.都市計画法は,自治

体議会が関与することで,後の自治体計画独占権の萌芽がみられた.しかし,政府が事前に詳細にチェッ

クした.地主に対する補償と計画実施による財政的関与が法律の中心的なテーマであった.また,自治体
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議会に,特別の建物に使うブロックの用途と形態,都市計画規制を決定する権限が与えられた.この規制

は,建物高さ,通りのプロフィールを決める.また,鉄道,街路,広場,公共用地,戸建て ･集合住宅地

などの開発も,決めることができた.土地利用が建設用地と道路区域だけでなく,コミュニティによる規

制も含まれていた.しかし,個々の土地所有者の権利を犠牲にして,公共の利益を守るには,この法律は

弱すぎたため,1917年の財産細分法(PropertySubdivisionAct)に反映された(Rudbler,1991).

;エ畢≡≡a.tbZ=菖辛目IIモー相関
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図3-2 ｢モデル都市計画｣のうちgridirontownplansの例 ･1875年刊行

(Rudler,1991)

7.当時の計画作成分野の中核グループは,技術者,建築家,調査者で,極まれには軍の関係である.都市建

築家は,建物の設計と計画作成の両方を行う.スウェーデンで見られた都市建築家の数は少なかった.彼

らは,普段は民間の仕事をこないた.県建築家もまた少なくて,1910年代の終わりに,組織ができたと

きにはわずか5名しかいなかった.都市建築家と同様に,県建築家もパートタイムのみであった.成長都

市の最大の問題は,コミュニケーション,道路,橋梁,港湾,上水供給,下水問題だった.工科大学で都

市計画部門が1897年に設けられた.ハルマンが最初の主任を務めた.都市計画問題は,最初は美学的側

面が強く取り上げられた.1918年に国家建設委員会が設立され,計画分野で重要な役割を果たし,この

時期に県建築家組織が作られた(Rudbler,1991).

8.1928年に,政治家ハンソンは, ｢人民の家(People■sHome)｣を提唱,32年に社民党の党首となった.

失業問題と住宅問題を経済問題に結びつけ,工業の合理化,大量生産,標準化が,生産と建設を構造改革

するのを支援した.建築では,機能主義が全盛だった.技術の手助けで,より公正で公平な社会が実現で

きると信じられていた.総合計画の分野では,20年代の詳細計画から30年代後半には,長期のフィジカ

ルプランへと発展しつつあった(Rudbler,1991).

9.1928年に,政府は報告書を出して,マスタープランと規制のための地域計画手法の導入を提案した, こ

れは,ドイツの土地利用計画や23年のゴーテベルクの都市計画展覧会やそのほかの自治体の提案が影響

をしていた.マスタープランの導入は,長期的要求に従って土地を確保することを意味した.総合計画の

必要性は,明白であったが,マスタープランの強制的性格から,最初は反対があった.プランナーや建築

家のトレーニングが進められる必要があった.また,国家土地調査委員会から,調査者の役割を改善する

ようにとの厳しい批判が出された(Rudbler,1991).

10.1931年に都市計画法と建設規則が,個々のケースに応じてより詳細な規制に対する自治体の権利を与え
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るために改正が行われた.この法律には,マスタープランと地域計画手法が含まれていた.新しい総合計

画が, ｢フレームプラン｣として導入されたが,マスタープランを薄めた形で,強制力がなく,都市計画

区域の外に適用された.一方で,フレームを設定したために,自治体があらかじめ土地を確保することが

できた.フレームプランは法的な裏付けがあったが,自治体の土地取得には,大きなコストがかかった.

そのために,フレームプランは限定的にしか使われず,作成された地域も少なかった.総合計画に関して

は,限られた前進しかしなかった.30年代には,いくつかの都市で,マスタープランが作成された

(Rudbler,1991).

ll.スウェーデンで総合計画が浸透したのは戦後である.いくつかの政府の調査コミッションが,住宅配分,

建設 ･計画法,工業配置,土地収用(compulsorypurchase),計画システムの内容と組織などの問題を取

り上げた.1946年の新しい住宅政策の提案と新しし47年の建設法と建設規則が,立地政策と土地収用

(compulsorypurchase)の両方を含んでいて無計画な立地を未然に防ぎ,非常に重要な役割を果たすこと

となった.政治レベルでは,国土計画と社民党の戦後プログラムが討議され スウェーデン経済に関する

最初の長期の調査が実施され,47年に報告された.計画経済への期待が強かったが,政治的にも実践的

にも困難があり,地方レベルでは自治体は小さく財政規模も貧弱だったため,自治体の再編カ1952年に

実施され,2400から800へ統合された(Rudbler,1991).

12.1931年都市計画法 ･建築規則の欠点は,自治体が,上水供給,下水処理,公共交通の適切な配分の機会

がないために,都市開発をコントロールできなかったことである.そのために,都市計画の対象区域外に,

無計画に開発が拡大した.1947年の新建設法は,自治体に,どこで,いつ建設できるかを決定する権利

を与た.同時に,自治体はインフラを含む ｢都市計画｣を策定する義務を負った.県は,所属する自治体

の都市計画を管理した.長期の総合計画によって,将来の町のあり方と詳細開発計画を定めることが求め

られた.フレーム プランは,有効でなかったため,マスタープランのコンセプトが17年法に取り入れ

られた.また,このことは,自治体が,開発計画を実施する時期を決めることが必要であることを意味し

た.自治体の計画独占(municipalplanningmonopoly)は,1947年法で導入された.自治体は,今や開

発計画実施の時期,位置,方法を決めることができる強い権限を手にして,開発計画のコントロールが可

能になった.開発密度の規定も含まれた.土地所有者は,自動的に高密の開発を実施できる権利を持たな

くなった(Rudbler,1991).

13.マスタープラン作成が,長期的開発に対する自治体の業務となった.その主要な目的は,いろいろの土

地利用一住宅,工業,交通,レクリーションなビーを示すことだった.まず,高密度の開発区域と自然保

全区域及び高密開発に不適な地域を決定する.人口予測が,将来土地利用のベースだった.マスタープラ

ンは,5年毎に更新されることとなった.マスタープランは,内閣の承認を受けることで,法的な効力が

生じた.一方,自治体も市民に計画を展示し,その意見によって計画を採用する事で対応した.しかし,

最も一般的な方法は,自治体が計画を作成しても,公式の採用をしないことであった.この場合は,法的

な効力はないが,将来の詳細開発計画に対するガイドの役割を果たした.地域計画のコンセプトは,法律

の中に導入され 自治体をまたがるジョイント プランニングも計画手法として使われたRudbler,

1991),

14.1959年に新しい建設規則が導入され,自治体裁判所の構成員が,自治体の建設 ･計画委員会の構成員

として指名されることとなり,自治体の権限を強めた.自治体の役割は建設委員会によって強められ い

かなる中央政府の介入もなしで,自治体の考えを完全に通すことができるようになった.
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15.1947年法によるマスタープランと地域計画手法の導入により,総合計画が急速に成長した,50年代の

末に向けて,200のマスタープランが作成された.これらの仕事は,主としてコンサルタントが担い,主

要な会社がこの時期に設立された.47年にスウェーデンで最初の都市計画担当教授が任命された.都市

建築家の数は,200名程度で,県建築家も24となった(Rudbler,1991).

16.1960年代の経済ブームの中で,マスタープランは,構造的な適正,大規模産業 ･事務所 ･居住地 ･道路

開発によって,特徴づけられた.既存のタウンセンターの開発と大きなショッピングセンターの建設,ま

た,郊外では ｢100万戸住宅事業｣も進められた.63年に,再び大規模な市町村合併が行われ,これにあ

わせて新しい計画が策定された.県行政委員会は,67年の県経済計画のために,人口,工業,産業につ

いて詳細な調査を実施し,自治体の長期の経済計画も同時にスタートし,総合計画に使われた.中央政府

レベルでは,地域開発専門集団ERUが活動していた.中央地域理説Centralplacetheory)が,開発さ

れた.国家労働市場委員会が,サービス供給,教育施設,人口によってA,B,Cのiつに地域区分した.

そのねらいは,大都市や郊外に人口集中したときに,どの地域が生き残り,中央地域になるのかを算定す

るためであった(Rudbler,1991).

17.1965年に,高住宅水準調査政府コミッションSOUからマスタープランのあり方に関して批判的な報告

書が出された.マスタープランを実際に作成したのは,自治体や政治状況をよく知らない専門家であった

マスタープランは,順次更新して行く方法を採用している自治体もあったが,スタティックすぎてあまり

使えない計画が多かった.また,フィジカルプランは,他の自治体と整合を図るべきであることは明白で

あったため,全国計画の必要性が生じてきた.67年に,建設 ･フィジカルプラン国家委員会(The

SwedishNationalBoardofBuildingandPhysicalPlanning)が,建設国家委員会から計画部門を引き継

いで発足した(Rudbler,1991).

18.1970年に,政府工業コミッションのレポートとして,国土計画NationalPhysicalPlanning)が｢土地 ･

水資源｣というタイトルで公刊された.オロフ パルメ(当時コミュニケーション省大臣,後首柏)が積極

的に計画作成を推進した.計画の立脚点は,価値ある自然環境とレクリエーションエリアを汚染や工業か

ら守ることであった.この計画手法は,デンマークのゾーン･プランZonePlan)がモデルであった.工

業的価値と自然 ･戸外レクリーション･農業から見て価値のある保全地域が示された.そのほかの国家的

利害として,軍用地域,電力伝送路,パイプラインやエネルギーの代替資源の問題も検討されたPLAN,

1991.1).国土計画は,開発立地の公的アセスメントだけでなく,自治体の計画ガイドラインMunjcipal

planningguidelines)の始まりでもあった.このガイドラインが実際上は,以前のマスタープランに置き

換わって,新しく発展した手法となった.後にはこれらのガイドラインのいくつかは,1987年の国家資

源法に含まれた.1971年には,県建築家の責任は,中央から県行政委員会に移った.

19.1972年の法改正は,自治体総合計画に変化をもたらした.現存ないし期待される利益をめぐる紛争を

防ぐ地域で,土地と水資源の保全のためのある種のガイドラインを定め,全ての新規開発は適切に立地し

なければならないとされた.バラバラな開発を行ってきた従来の土地所有者の権利は,否定された.自治

体の計画独占(municipalplanningmonopoly)は,新規開発の立地の適切性に関するアセスメントを作

成する権利の導入によって強化された.同時に,土地所有者への補償に対する公的責任も制限された

(Rudbler,1991).

20.1975年には,特定の重工業の立地をさせないよう決定する政府の権限を定めた･自治体には拒否権があ

り,例えば自治体は決定に同意を求められる.78年に政府は,新しい計画 ･建設法(Planningand
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BuildingAct,PBDを施行した(Rudbler,1991).

21.1970年代までは,中央政府の強いコントロールが地方公共団体を規制していた.住宅建設事業,児童

ケア計画,学校建設事業なども政府のコントロールに置かれてきた.70年代の末になると,政府が財政

的に困難になってきた.それまでは,計画承認は政府で,実施にあたっては政府から補助金が出された.

しかし,これでは,必要な地域に補助金が行かなくなると考えられ出した.それぞれの自治体は,規模も.

人口,構造,産業,文化も異なっている.個々の事業単位ではなく,補助金は一般的に使えるようにして

ほしいと,地方から要望が出された.80年に,政府と地方団体の代表から成る検討委員会を設置した.

82年に ｢(スウェーデンにおける)地方計画の変更｣という報告書を作成し,中央からの地方への詳細なコ

ントロールを減らすように提案した(Westman,1991).

22.1987年に改正された新しい計画 ･建設法PBLが画期的であった.新しい計画 ･建設法の基本的なねら

いは,計画と建設に関する責任を地方に移転することである.法律で,地域内の土地利用と水利用の責任

を自治体に与えた.PBLは,自治体により権限と責任を与え,従来国に代わって計画を指導してきた県は,

自治体の計画に関与できなくなった.各計画プロジェクトは一般に公開された.国土計画の意義は,ひと

つは,国の観点からのいろいろの活動のための地域をまもること,もうひとつは中央と地方が協同して計

画を策定する方法を定めたことである(Rudbler,1991).

23.同時に自然資源運用法NRLが施行された.これは,1972年の国家フィジカル計画法NRLのための国会

のガイドラインとリンクしている(PLAN,1991).社会的経済的さらにエコロジカルな事項のために.土

地と水の良好な長期の運用を助けようとするものであ忍Dergalin,1995b).この法律は,技術導入法(例

えば,電気電送線.交通駅,パイプライン,パワープラント,道路なD市民航空法,自然保全法,環境

保護法(汚染に対する規制を含む),ピー ト堆積物法,建設 ･計画法の適用に当たって配慮すべき規定とな

る.中央 ･地方政府が土地と水利用について争いがある地域では,国の利益を守れるように定め,自治体

への計画権限の移管と併せて,国家レベル ･国土計画レベルでの国益確保と計画の整合性を確保しようと

したものといえる.

24.同時に施行された協同開発法ESLは,所有が分割された地域での計画を可能にする法律である.計画が,

経済的社会的及びエコロジーが重要になってから,NRA(国土スケールの自然的地域)とESL(市衝地)によ

って,総合的な土地利用が可能となった(Dergalin,1995b).地方への権限委譲に関しては,91年末に

地方政府法が施行され,地方政府は自ら望む組織形態をとれるようになる.

25.1988年に住宅 ･建設 ･計画国家委員会(Boverket,TheSwedishNationalBoardofHousing,

Buildingandplanning)が,従来の住宅国家委員会とフィジカル計画建設国家委員会が統合されて,発

足した(PLAN,1991).これは,住宅市場,フィジカルプランニング,建設,都市環境を統一的に担当す

る.

以上の約 100年間のスウェーデンの都市計画 ･地域計画の流れを考察して,その特徴を以下のように

指摘することができる.

① 都市計画は,19世紀末の都市化時代から100年以上の歴史がある.

② 計画方法は,モデルプラン,トータルプラン,フレームプランを経て,47年建設法にマスタープラン

のコンセプトが採用され 自治体の統合による必要からも総合計画が作成された.

③ 47年法で,自治体の計画独占が採用され,開発事業をコントロールできるようになった･
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④ 80年代に自治体への権限委譲と国との役割分担が明確になり,乱県)の直接管理から国土計画などによ

るガイドラインによる指導と調整へと発展した.

⑤ 計画方法の発展には,展覧会などを通じてヨーロッパ特にドイツなどの影響を強く受けている.

⑥ 計画手法の発展をプランナーなど人材や組織の発展が支えてきた.

(2) 都市 ･地域計画の制度

1) 計画システム

スウェーデンにおけるプランニングの体系は,国土計画-(地域計画-)自治体総合計画一自治体開発計画

いう段階構成となっている.

国土計画は,70年に初めて提案され,地域計画における計画作成 ･土地利用におけるガイドラインとし

て機能している.基本的には,海岸線,河川,山岳地域などを保全するため,工場制限地域,開発不許可野

生地帯,厳正保全野生地帯.工業用地,特定工業用地,水力発電所が設置できる河川などが図示されている

自然資源法NRLは,これらの開発 ･保全のガイドラインを示し,プランニング ･建設ラ音'BLとリンクして,

自治体の計画作成のガイ ドラインともなっている.地域計画は,数自治体を対象にして作成する,

自治体の計画 ･規制は,PBLに従って進められる.かつては,国およびその代行としての県が,自治体の

作成した計画を承認していたが,現在は基本的に自治体権限で計画を作成できる.計画は2段階あり,自治

体の全域を対象にした総合計画と具体的な土地利用と

開発をコントロールするための詳細開発計画により構

成されている.また,詳細開発計画の対象とならない

一定の地域には,地域規制をかけることができる.

J.

#;,i';';)
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工場斬投制限区域

` 特定工業用地

工業用地

一 原子力発t所(JI投中)

ミ善戦 野生地帯 (M発不許可)

■■ 野生地帯

(ハイカー用の小丘もJL奴不可)

入､ 水力発1位覆可能河川

0 50 look
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図3- 3スウェーデンの国土計画 (Rudler,1991)
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2) 関連法規の概要

1.自然資源法(NRAまたはNRL,NaturalResourcesAct)

NRAは,土地と水利用に関した利害と紛争を生じている事案に対 し,政府機関と自治体が対処するとき

に,公共の利益が考慮されるように規則を定めている(NationalBoard.,1994).法の出発点は,土地と水

がエコロジカル,社会的,経済的条件を考慮して,長期間利用できるようにすることである.NミAには2

つの規則がある.

第1のグループ江2は,PBLとの関連で,土地と水利用に関し土地利用経営の観点から決められている.

第2のグループは,自然的文化的価値から全国的に重要な海岸山岳地域と河川を対象として,地域の地利用

に対するガイ ドラインが示されている.この2つの規則に自治体は従わなくてはいけないとPBLで定めて

いる.いつ,どのように,環境影響評価を適用すべきかという規則も含まれている.

2.プランニング ･建設法(PBAまたはPBL,PlanningandBuildingAct)

現在のPBLは,87年に施行された.PBLの目標は, ｢フィジカル計画は,現在及び将来の世代のた

めに,公正で高められた居住水準を伴った社会開発を促進すること｣であ忍NationalBoard.,1994).自

治体に大きな独立性を与え,非集中,地域への適用,資源の経営,よりよい計画の実施,簡素化をねらって

いる.原理的には,国一県行政委員会のみが,国家の利益に反 したり,自治体間の利害の調整ができないと

きや人々の健康と安全に悪影響を与えると考えられるときに,自治体の計画に対抗できる.

pBLの規則 注3は.開発は,居住者その他の健康を害さない方法で,地域の土と陸上の水の状態を考慮し,

交通,水,下水,エネルギーそのほかのサービスと水,空気,音を汚すことのないように立地することを定

めている.さらに市街地環境は,火災の延焼や,交通とその他の事故から護 られるようにデザインされるべ

きこと,防衛の考慮,エネルギーと水の節約,良い季候と衛生状態,良き交通環境の創造,ハンデキャップ

のニーズが考慮されていること等も定めている.

注2 自然資源法における第1のグループの規則(NationalBoardリ 1994)

以下のことができるだけ実施されるべきこと

*土地,水,物的環境は,最も適切と考えられる目的のために使われるべきである.優先権は,公共の観点か

ら良き経営をもたらす利用に与えられるべきである.*特にエコロジカルな観点で,繊細な土地や水域は,自
然環境における有害な影響を有する手段から守られるべきである.*農耕地と森林は,重要な公的利益を満足

するため又はそのほかの選択がない場合のみ,都市開発目的などに利用できる.*森のトナカイの

hunbandary,商業的漁業,養殖のために重要な土地と水域は,これらの活動を続けることをより困難にする手

段から守られるべきである.* 自然的文化的価値の観点及びレクリエーションのために重要な地域は,ダメジ
から守られるべきである. *ミネラルそのはかの鉱物の価値ある地域は,採掘をより困難にする手段から,

国家的利益からも,守られるべきである.*工業,エネルギー,生産,通信設備,水の給排水処理に適した地

域は,それらの利用をより困難にする手段から,また国家的利益から見て,守られるべきである. *Egの自衛

のために重要な地域は,国の自衛に利益に対立する手段からまもられるべきである.

注3pBLにおける規則(NationalBoard_,1994)

*公共の利益(自然資源法で定められている事項を含む),それは開発計画で考慮されねばならない.*建設,土

軌 ある種の施設に対する公共の要求*フィジカルプランの提案と内容 *そのほかの規則で規制されていない
プランニングのimplementation*許可を必要とする手段measureの定義,許可が出される状況,それらの過程

に対する手続き *開発行為に対する公的コントロール *自治体のプランニングと許可プロセスの中央政府のコ

ントロール *補償,ダメージなど
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3.地域計画(RegionalPlan)

地域計画は,自治体の範囲を超えた課題を調整することを目的としているが,策定事例は少ない.政府が

各自治体から指名して設立した地域計画組織が,地域計画を策定する.策定手続きは,総合計画と類似して

いる.

4.総合計画 またはス トラクチャープラン(ComprehensivePlan)

pBLでは,総合計画注4は自治体が必ず定めなければならない(NationalBoard.,1994).自治体全域の

将来開発と土地利用,水利用を対象とする.しかし,この計画自体は官対民の利害を扱わないし法的な縛り

もない.県行政委員会と自治体は協議する必要がある.県は国の当局の関心と地方との調整を行うのが仕事

であるが,中央に味方する傾向が指摘(PL㌔N,1991.2)されている.

5.詳細開発計画(Detaileddevelopmentplan,DDP)

自治体における土地利用と開発のコントロールは,詳細計画で行われ忍TheNationalBoard.,1994).

詳細開発計画は,自治体の一部をカバーし,詳細な土地利用を定め,開発をコントロールする.計画規制に

従う開発権を含むが,この権利は実施までの時間を制限している.場合によっては,開発コンペの根拠にす

ることもできる.

詳細開発計画江5は,都市開発のためには詳細開発計画で位置づけられている必要があ忍PLAN,1991).

開発計画は,特定の地区に関し,明確な目的と範囲で,土地所有者に建設の権利を与える.計画は,建物の

大きさと高さ,利用日的,公園 ･道路 ･上水 ･下水道に使用する土地に関係した規制を表す.建設の権利行

使は,5-15年という期限があり,計画で明示されている.この実施期間内で,開発計画で認められた建設

許可を,自治体が拒否したとき,又はその期間中に計画を変更したときは,土地所有者は,経済的ダメージ

を理由として,抗告できる.開発計画は,計画区域内の財産所有者との間の同意によって法的に担保される

さらに,開発計画は,自治体に道路やそのほかの公共施設のために土地を取得する権利を与えている.

6.地域規制(AreaRegulations)

自治体の中の限定的な地域に,総合計画の目標または自然資源法における公共的利益を達成するために,

注一地域規制の内容(NationalBoard‥1994)
*地域規制は,詳細開発計画の策定された地域は含まない * 地域規制は,土地と水の利用,建設された地域
の質と特性,許される許可の範囲,防衛安全等をコントロールできる.*規制に対するニーズと事由は明確に
される必要がある.

注5総合計画の内容(NationalBoard.,1994)
*総合計画は,提案された土地と水利用のアウトラインを示し,自然資源法に関連した公的利益を護るために,
自治体が護るべきことを示す.*総合計画は市街地環境のバックグランド,メインテナンスを示す. *総合

計画は,記述テキスト,計画条件,規定の理由,自治体がその計画を実施する基準を含む.テキストには,補助
的なマテリアルや地図がある.*計画には,県議会の考えを添付し,次のことがないことを明確にする必要が

ある.･提案は,公的利益を護らない ･自治体官の問題は十分に扱われない ･居住地は,健康と安全の観点
から不適当である
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制定する(NationalBoard.,1994).詳細開発計画と対照的に,地域規静P6は地域の土地と水の利用の全体

的なコントロールを対象としない.なお,これらの計画システムは,ヒエラルキー的ではなく,詳細開発計

画は,総合計画と異なることがありするが,地域規制は総合計画に従わねばならない.

地域規制とDDPは,自然資源法に関連した許可の適用と関連づけられている.許可建設許可,除却許

可,土地改良許可)等は,PBLとNRAに直接の根拠を求めることもできる.

｢資産規制計画｣が,特別の資料としてDDPに付属している.これは,土地所有関係が複雑であり,資

産所有者が自分では解決できないある種の共用施設の配分に関連している.

7.そのほかの建築規制

次のような建築に関する規則(PLIN,1991)がある.

① 建築許可は,建設及び建物の改造に必要である.除却許可を適用するときには,開発計画に適合して,

計画 ･建設法の一般的事項に適合している必要がある

② 新築のための建築規則は,機能的要求として,主として定められている.同様に,改修のための規則も,

93年から適用されることになっている.

③ 計画 ･建設法は,デザインとビル設置に厳しい要求を課している.ビル開発は,周辺の景競townscape

andlandscape)と自然的文化的価値に調和している必要がある.建物や文化的歴史的価値がある建設環

境の場合,自治体は,個々の住宅や地域をダメージから護るために離させることもある.

3)住民参加

PBLは,市民の計画実施プロセスへの参加を規定していi(NationalBoard.,1994).計画概要が地方

新聞に掲載され,公共展示する.総合計画は,少なくとも2カ月間,詳細計画と地域規制は3週間,市民が

検討できるようにする必要があり,関係権利者には郵便で知せる.

市民は,文書で意見を申し立てられる.県当局は,自治体の宣伝とその反応をどう扱うかをモニターする.

DDP,特別地域規制,許可の決定によって直接に影響される人々は,問題にコメントする権利と決定に反

対する権利を有する.誰でも,問題によって県行政委員会,警察オンブズマンの窓口に苦情を申し立てる権

利がある.

しかし,個人は詳細計画,地域規制等が当人が実施を望む建設プログラムを用意にするように修正を要求

珪石DDPの内容(NationalBoard.,1994)

*DDPは,特別のカテゴリーの土地利用への土地の配分を図上に表現する必要がある.地域での適用条件を
規定する.*計画は,特別の目的のための土地･水利用を表す.建設許可を求められる範囲,建物やいろいろ
の施設のデザインと用途,ある種の障害物の特別の制限などを明示する.*計画は,その過程,目標,根拠を

示さぬばならない.説明は特別に必要ないと認められない限り,図を含む必要がある.*実施プログラムは,

組織的,技術的,経済的,財政的力に関する計画実施のために必要な事項を示す必要がある.
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する権利は有しない.これは,選挙で選ばれた代表と自治体における彼らの決定でしかなされない

以上のように,スウェーデンの計画体系は,基本的にはドイツ等と同様に,総合計画と詳細計画との2段

階計画となっている.実際の開発規制にあたって有効なのは詳細計画であり,期限を限って開発を認めるな

ど規制 ･誘導のツールとしての役割が明確である.また,福祉施策や住宅計画等と同様に,市民への情報公

開と参加の道は開かれてはいるが,基本的には議員を通じた間接参加であり,地域 ･国家の最高意志決定機

関としての議会の優位性が貫かれているといえる.基礎自治体であるコミューンに計画権限が降ろされた時

期は,それほど古くはない.これは,国土計画への整合など土地利用計画の有する広域性や国家的見地から

の判断の優位性の確保などに配慮していたためと考えられる.

(3) スウェーデンにおける都市計画 ･都市開発の事例分析

以上で,スウェーデンにおけるプランニングの仕組みと街区計画の発展過程を検討したが,次にプランニ

ングの事例を考察する.具体的には,ストックホルム市における都市計画の流れを踏まえた今日的課題,ス

トックホルムLに隣接するナッカ市における都市計画の仕組みとHSB ¢iyresgastenasSparkasse-och

ByggnadsafareniJlgarR7)による住宅地開発,ストックホルム市内の複合開発の3つの事例を取り上げfL<スト

ックホルム市,1995,ナッカ市,1995及び現地調査).

1) ストックホルム市の都市計画的課題

現在300人が,市都市計画局にいる.現在の主要なテーマは,60年代から70年代にかけての再開発地区

の再整備である.また,市内の通過交通への対応も問題である.第二次大戦後に整備された地下鉄網の見直

しも行っている.公共交通を増強するために駅のホームの増設が必要となっているが,財政状況が困難なた

め,通勤マイカー利用者から特別税として利用税を徴収して財源にしようという提案もされているが,反対

も当然ある.また,都市が拡張することに対する,環境派からの反対もある.30年代から戦後にかけて,

近代建築(機能主義の)を建設してきたが,これからどのような理念の下に,建設を進めてゆけばよいのか,

明確ではない.

社会民主党政権下で,住宅供給に力を入れてきたおかげで,かつては床面積生Omlに4人が平均だったのが

今日では一人平均40mIまで改善された.しかし,これまでは,住宅建設に財源を投じてきたが,コストを

あまり考えてこなかったことは,問題がある.30年代は,民間の小さい会社が住宅建設してきたが,今日

では市が直接建設するようになった.公共団体が供給してきたので,居住者がコストに見合って支払ってい

注7住宅コ-ボラティプ全国組織のひとつ｡1923年設立
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ないことも問題である.ストックホルム市は,市外に用地を買収して自ら住宅を建設してきたが,これが今

日では問題を引き起こしている.再整備に費用がかかる.市は市域内の70%の土地を所有している.

市が,市域外に用地を購入して住宅建設を進めてきたのは,25年前からであり,市の人口急増に対応し

たものである.国は,市域外に市が住宅建設することを認めたが,住宅は高層4,5階)であった.その住宅

に関して,地域との紛争がある.現在,市域外の住宅は,民間に払い下げて収入を上げようとしている.市

へは30%の所得税が歳入として入るが,現在の市の財政状況では,福祉関係 ･教育関係の支出が増大して,

住宅の賃貸収入だけでは,間に合わなくなっている.

住宅建設は,市の第三セクターが建設するが,12-13%の市場金利で市場から資金調達し,国が弓～9%

の利子補給する.完成した住宅は市が買い取るので,利子の基 %程度を市が負担していることになる.

通過交通対策として計画 ･整備されている環状都市計画道路に関しては,市域外を通過する部分もあるが,

東の部分は環境問題の観点から,建設を中断している.

ストックホルム市の郊外開発は,30年代まではコンパクトシティであったが,30年代からリボン状に都

市が拡大し,大ストックホルム都市圏が形成されている.郊外にも業務センターが形成されつつある.郊外

のショッピングセンター ･業務センターと都心部との競争が始まっている.これまでは,都市の土地利用は

機能純化が進んできたが,これからは機能複合化がテーマとなる.住宅地の郊外化が進むと,職住が分離し,

夜の都心部には人が住まず閑散とし,逆に昼間の郊外には高齢者しかいなくなe(多くの女性も都心部で働

くため).これ以上開発を進めず,ストックホルムの特徴である水辺の緑を守ることや,自動車通勤を減少

させ地下鉄の利用増進をはかることも課題である.そこで,都心部での機能のミックスが重要である.具体

的には,都心部に近い工場跡地を住宅地として再開発しようとしている.中古住宅の改修問題や事務所ビル

の駐車場問題もある.

2) ナッカ市における住宅地開発

【市の都市計画システム】

議会と行政の構成は,61名の市議会(最高意志決定機関)-13名の中央管理執行委員会一委員会5人(根回

し役)一各部局(建設局,保健衛生局,環境局,行政局)という構成となっている.建設局の中に環境都市計

画 ･建設部がある.ここには,建設許可課,プロジェクト課 16名),保健環境課などがある.

プロジェクト型都市計画システムには,イニシエーション-プログラム-プランニングー建設実施)の4

段階がある.イニシエーション段階とはプロジェクトの始まりであり,行政部局と政治家議員)との間での

プロジェクトの同意や了解をとりつけること.提案は,どちらの側からもありうる.プログラム段階は,環

境影響調査とか市民向けPR等である.プランニング段階では,プロジェクトの詳細設計 パブリックコン

50



サルテーション,EPA環境影響評価などを実施し,市議会内の議員で構成される建設委員会でプロジェク

トの承認を受ける.さらに,議会で承認を受ける.事業実施段階は,関係者の同意により契約締結L(建設

委員会での同意),最大15年以内の事業期間で実施する.始まりから事業着手まで,通常は2-3年程度かか

る.プロジェクト以外の都市計画システムは,全体計画と詳細計画を決定して進める.詳細計画は法的イン

ストルメントと呼ぶ.

【HSBによるイヤラベリ地区開発】

78年から79年にかけて,最初の計画を作成した.市域の狭いナッカ市にとっては特別の地域である.す

なわち,市内で最大の開発適地であり,海を望む環境の優れた丘陵地で,ストックホルム市街地へも近≪6

キロメートル),ナッカ市街地からは独立している.計画面積1326ヘクタールで,市の計画では700-1300

戸の集合住宅を予定した.5室以上の大型住宅を20%,70m'住宅を25%,85mlを25%など全体に大きい床

面積の住宅を想定した.用地は,HSBが保有していたし,HSBは,多くの住宅建設の経験を有していたの

で,信頼して協議を進めた.はじめに,多様な住宅の混合供給インテグレーション)を基本とした(住宅の

種類や,住民の年齢構成や所得階層など).入居予定者の意見は,概略の計画が策定されてから,反映させ

るようにした.住宅は,採算性や海の眺めから6,7階の高層を基本とした.しかし,高層住宅は,住民の

統合化にはうまく適合せず,実際の計画では低層も混ぜた.地区を7つのブロックに分け,それぞれ60-70

戸配置しようとしたが,実際には約100戸と増大した.また,賃貸住宅の割合は,当初10%と考えたが,義

終的に5%に減少した.残りは,居住権住宅と持ち家である.プロジェクトの中で住宅の面積や割合を計画

するのは,都市計画の重要な分野と考えている.それによって,住民の構成が変化し,教育や福祉問題に関

連するからである.また,HSBと市は,話し合いによって,計画内容を詰めていった.

共通して解決すべき課題としては,下水道,ごみ処理,TV ･ラジオの受信,遊び場,道路の配置,洗濯

3室のあり方,パーキングの配置(個別か集合か).持ち家は,当初から導入する計画であった.各ブロック

にそれぞれ配置する計画であったが,法的処理の問題から,一つのブロックにまとめた.持ち家は,HSB

が分譲する.

開発に当たっての問題点は,まず,環境保護庁からの反対があった.隣接して,石油備蓄基地があり,そ

こからのにおいや事故の危険,健康問題などを指摘してきた.しかし,ほかの省庁の調査による指摘は必ず

しも一致したものではなかった.ナッカ市としては,ドイツやフィンランドの事例を調べて反論し,健康問

題もクリアしたがにおいの問題が残り,事業着手までには時間がかかった.また,当該敷地に隣接して旧ご

み処分場があったが,メタンガスの発生問題あり,地区外に搬出した.

開発着手に当たっては,市とHSBは協定を締結し,開発費用の負担関係も明確にした.建設開始の時点で,

住宅組合が結成されていた.
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3) ストックホルム市のスカルプネックフエルテット地区複合開発 (Skarpnacksfaltet)

1982-87に開発された(Dergalin,1995a).用地は,1922年にストックホルム市が取得して,地区の北

側に戸建て住宅地を建設した.1936年から42年には,大きな公園が整備され,戦時中は航空基地として使

われた.戦後は,自動車練習場 ･レース場等に使用された.新規開発に当たっては,政府の補助金を得て航

空基地を整備したため,その費用を返還するための財政負担が障害となった.しかし,1978年に,都市の

拡張に対応するため,住宅地と産業用地の開発が決定された.

400mX900mの地区に,5階建て中層の32の中庭型集合住宅街区(quadrangles,街区の外側の道路に面し

てロの字配置)で構成されている.スカルプネック地区は80年代中期の街区配置計画の典型事例と考えら

れている.

歩道 ･街路樹が整備されているメイン道路の沿道住宅の1階には,商店を配置したが,空き家もあり,覗

状ではにぎわいの形成にはそれほど成功しているとはいいがたい.これらによって,既成市街地のような雰

囲気一街路に沿って壁面線をそろえた建物が連続して並ぶ-を,生みだそうとした.スカルプネックの配置

は,基本的にはかつてのグリッドアイアンプラJgridironplan)を踏襲し,格子街路庭園都市(gridiron

gardentown)をコンセプトとしている.街路などインフラと外装のブロックの素材 ･色は画一的にしなが

ら,6人の建築家が6つの地区を分担して独立して設計し,市の建築家が全体をコーディネートした.

全戸数2920戸,ヘクタールあたり120戸とかなり高密度の住宅地と隣接する産業用地の複合開発である.

900戸のHSBを含む4つの開発組織が参加している.

住宅地には,地区中心部のタウンパーク,小学校,コミュニティセンター (図書館,劇場,レストラン),

商店,事務所,銀行,協会,住宅斡旋所が配置されている.

入居女性の85%が働いている.一つのブロックに140世帯が入居しており,それぞれに小さな保育所があ

る.また,ハンデキャップ者の住宅もあり,全体の10%は,高齢者用である.これにより街区単位での入

居者のインテグレーションを実現している.隣接して軽工業とオフィスの産業団地が開発されてい忍産業

地区の床面積は150,000口で最終雇用者数は4000人,Dergalin,1995).これにより,職住近接の実現,

特に女性の就業に機会を与えることができている.ちなみに,住民の50%が1□以内に職場がある.賃貸料

は,月5000クローネ(約7万円)で,市内ではかなり高額で,住宅補助制度があっても,まだ空き家がある.

□当たり年800クローネ(約11000円,月900円).家賃に含まれない費用は各戸の電気代のみで,いわゆる

共益費や上下水道料は含まれる.ガスは使用していない.

各ブロックの中庭に,集会所が併設された洗濯室が別棟で作られている.ここには,温BgtO,60,80度

の3種類の温水が供給され,洗濯機と乾燥機が設置されている.この配置では,南面しない住宅が半分でて
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くる.スウェーデンでも南面指向はあるが,この配置によるメリットを採用したとのこと･駐車場は,別棟

に駐車場ビルで対応している.計画戸数の2分の1の駐車台数が確保されており,今の所間に合っていると

図3-4 スカルプネック地区 ･ストックホルLIDerga=n.1995a)

のこと.地下鉄利用により都心まで出られるから,マイカー保有割合はそれほど高くないと説明された･

以上の事例分析により,以下のことが指摘できる･

① ストックホルムでは,拡大する都市圏へのこれまでの追随的対応から,郊外部への拡散が人々にとって

住み難い都市構造を生み出していること,特に高齢者や女性にとって住み難いこと,昼夜間で人々が大規模

に移動することによるにぎわいの欠如,都市開発による環境破壊などわが国と同様の課題を抱えている･さ

らに,市域外に市が所有 ･開発した住宅地の再整備の課題,機能主義的な (周辺の歴史的街区とは対照的な

モノリスの並べられた地区,しかし,この再開発により大きな都心広場が誕生し,立体的な交通処理が実現

したのであるが)都心再開発により生み出された地区の再整備という独特の問題もある･その克服の方向と

して,市街地での混合用途による再開発 ･職住近接や公共交通重視,駐車場問題,中古住宅の改修などによ

り,かつてのコンパクトシティに向けて取り組もうとしている･しかし,都市全体として,財政的困難とと

もに,機能主義を克服するような新たな計画理念は,模索中である･

② 新規開発では,まず用地をストックホルム市やHSBなど公的機関があらかじめ確保して開発に当たっ

たこと,住宅地開発を都市計画や福祉問題と結びつけて,計画内容を検討していること,中高密の開発,複

合機能による職住近接特に女性の就業機会への配慮,計画作成 ･実現過程での市のイニシアティブなどが特

徴といえる.

③ スウェーデンにおける住宅地開発 ･住宅供給は･インテグレーション･ミックスドデベロップメントの
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コンセプトで進められている.すなわち,かつてわが国に紹介された時点では,住宅の種類 (戸建て集合),

規模,テニュア (賃貸,分譲)の混合によって,住民の社会階層,収入の違いをミックスすることをねらい

とした.これは,英国のニュータウン開発のコンセプトであった.北欧では,福祉の観点から,一般世帯,

高齢者,ハンデキャップを持った人 (特別のニーズを有する人)の3つの階層に分けて,その3つの階層の

ミックスと統合を街区レベルで実現しようとしている.また,賃貸 ･分譲のミックスも行われているが,住

宅手当制度の充実から,賃貸 ･分譲のミックスはそれほど重要な位置づけはしていないように見える.その

背景として,高齢者福祉 ･ハンデキャップ者福祉を施設ではなく,在宅で ･地域で進めるという基本的な政

策 ･ノーマライゼーションがある.

④ 大都市部においては,世帯構成としての単身世帯,住宅は集合住宅 (賃貸,居住権)が典型である.わ

が国でも,今後高齢者や単身者が増加する傾向にあるが,家族の中での世話,それが困難な場合は施設への

収容,さらに地域でのケアといった流れで対応しているのが現在の方向である.しかし,わが国においても,

地域の住宅政策としても対応する必要が大きくなると考えられ,地域住宅計画 ･福祉政策 ･都市計画が一体

的 ･総合的に立案 ･実施される必要がある.

⑤ 機能主義を超える都市 ･地域計画の方向としては,地域性の読みとりと活用がある.わが国の街づくり,

町並み保全でもどのようにオリジナリティを継承していけるのか,またわが町のオリジナリティを発見し評

価していけるのかが,まちづくりの出発点となる.国民性や地域の人々の価値観 ･ライフスタイノ托メンタ

リティ)を大事にしていかなければ,都市は人々に愛されない.ストックホルム中心部の再開発で建設した

4つのモノリス (板状のオフィスビル)は,当初は新たな市の発展の核となるとして期待されたが,今日で

は人々はその機械的で無表情な空間を好まなくなり,悪所となっている.都市の成長期に,石の建物を壊さ

ずに,新たに拡大する機能を受け入れるためには,高密で機能的な近代ビルを建設して対応した.これは,

まわりの石造りの建物群を森林とすれば,タビオラの高層住宅と似ているかもしれない.タビオラの初期の

高層住宅は,周辺の森の破壊をできるだけ少なくし,同時に増大する住宅需要に対応するために導入された.

自然と調和したニュータウンとして賞賛された.しかし,人々は,より森林を自然に感じられる住居に価値

を兄いだしているようだ.建築家にとっては,歴史的で固いビルの様式に従わずに,新たな都市の景観を形

成することにより都市の発展の要求に従ったのであろう.建築様式 (石造り-組積造の上にモルタル-レン

ガ-コンクリート)は,軒の高さと壁面がそろった建築の表面を飾り,都市の景観を形成しているが,機能

主義に従った建築家にとっては,一度は壊したい景観だったのであろう.ストックホルム工科大学の都市計

画建築学科の外観は,無愛想なコンクリー ト打ちっ放しで,周辺の石造りの歴史的な町並みからは,異質で

美しくなかったが,その内部は木を多用し,住み心地が良さそうであった.だが,市民は,この景観を都市

的な景観構造として愛している. 都市建築の様式を持たない日本で,わがEgの人々が愛したい都市景観を,
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それぞれの地域が兄いだす必要がある.

⑥ 都市の土地利用におけるファンクショナリズムは,土地利用の機能的な分離 ･純化による居住地の郊外

化である.ストックホルムでは,女性の勤務の増大により,ますます昼夜間の人々の移動増大,昼間の郊外

の居住者不在,夜間の都心部の空洞化が進んでいる.これを防ぐために,都心部の再開発 (工場跡地)によ

る住宅供給と郊外の住宅地のそばでの職場の配置が課題となっている.ここでは,土地利用におけるインテ

グレーション,ミックス ランド ユースがテーマとなっている.

⑦ 自治体が行政区域内のすべての土地利用について方針を示して,規制 ･誘導しているドイツ ･北欧と,

あいまいな日本との相違は大きい.さらに,今日では問題にはなっているが,市域外まで土地を確保して,

住宅供給を進めたスウェーデンの都市政策は,空間だけではなく市民 ･居住者の生活環境を計画対象として

いるためであろう.

3-3 環境政策 ･エコロジー居住地開発の実現をめざして

スウェーデンで環境保護に関心が強い理由として,次のような点が上げられ忍岡沢,1993).一つは美

しい自然への愛着と ｢自然 ･土地に対する公共利用権｣の思想,第二に豊かな生活水準の維持向上の強い指

向,第三に国際連帯である.さらに,環境保護規制を国際的に強め,環境技術を高め国際競争力をつけ,環

境産業を振興しようとするしたたかな経済政策があるといわれる.

以下,スウェーデンにおけるエコロジカルプランニングの最近の動向をまとめる.

(1) 背 景

エコロジーへの関心の高まりは,73年のオイルショックから始まった(Eronn,1994).75年に建築家の

パリス ポカルダースがエコテケEkoteketとして知られる清掃施設と情報銀行をつくった.それから,い

ろいろの実験住宅が効果的な断熱材と効率的な熱交換機を使った換気装置を用いて,多く建設されていった

スウェーデンの西海岸に位置しているフアルケンベルクには,5500口のソーラーコレクターが設置され

ており,世界最大だといわれている.過妻 0年間の技術開発によりスウェーデンのソーラー コレクター

技術は世界最高水準となったが,自国における商業利用のためには,石油と電気の値段がもっと上昇する必

要がある.風力についても同様である.

近年のエコロジー生活に関する議論では,エネルギー節約のライフスタイルよりも,水の消費とゴミ問題

が中心的課題とされた.家庭ゴミの処理についての論議が進められた結果,1994年にスウェーデン政府は,

家庭ゴミをリサイクル資源として,分別するように決定した.自治体で,分別についていろいろの方法が試
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みられている. ｢都市環境におけるエコロジー生活｣という考えの下に,生ゴミのコンポスト化を進めてい

る地域もある.この資源分別の試みは,人々が期待された以上にいろいろの容器に分別することを喜んで行

うことを示した.新聞紙のリサイクルも始められた.ビンとアルミ缶も分別収集されはじめた.

(2) エコ ･ビレッジ運動

居住地開発のエコロジカルな手法として,注目されるエコ ･ビレッジ運動が,スウェーデンで展開されて

いる.工ロンの紹介(Eronn,1994)により,以下にとりまとめる.

エコロジーを正面に据えた新 しい居住地のあり方を,居住地開発プロジェクトとして具体的に実現してい

る事例として興味深いエコ ･ビレッジ運動を考察する.

スウェーデンの人口密度は低く,自然が豊かで,農村地域にセカンドハウスを持つことはスウェーデン

ではめずらしくない.都市生活よりも,農村地域での生活を指向する人々が多い.近年の情報化の進展から,

大都市以外でも仕事ができる条件が整備されてきた.エコ ･ビレッジ協会は,農村で近代的な仕事をしたい

人々を対象に事業を進め,91年3月には約200地区に達するほど,急速に広がっている.協会は,建築や土

地利用計画プロセスの助言をおこない,適地の開発許可をもらえるように自治体と交渉する.中央政府,自

治体当局と住宅会社は,将来の居住地建設で採用されるだろうエコロジカル技術の重要な実験地として,エ

コ ビレッジを支持 している.

住宅 ･建設 ･計画国家委員会は,エコビレッジを特徴付ける基本的な定義を,決めてい夢 8.これは,

実験的な建設に補助金を支出するためである.居住地域はできるだけ地域性を生かし,食料の生産との結合,

再生可能エネルギーの使用や物質循環の追求によるクローズ ドサイクルを使用したシステムで設計されてい

ることが必要がある.現在,スウェーデン内のエコビレッジでこれら全てを満たしているのは,6か7しか

注8ェコビレッジの定義(Eronn,1994)
･耕作 :どの居住地も耕作地を利用できること
･食料保存 :外部のエネルギーに依存しない冷蔵施設を使用できること
･きれいな水 :陸水が使えるとしても,水は井戸から採取すべきである
･排水 :上水パイプは,風呂,台所,洗濯からの排水パイプから離れていること.全ての排水は地域的に処理さ
れること

･ゴミ:ゴミは,資源別に分別し,コンポスト化できるものはできるだけコンポストとして利用すること
･雨水 :雨水や表面水は,敷地で渚過されるべきこと

･太陽放射 :北東から北西向きの斜面の土地に住宅を建築してはいけない.太陽放射の5%以上が遮られるよう
な方法で住宅が立地してはいけない

･風 :建物は風から護られること
･暖房:居室の熱使用は,年間0当たり75kwh以上使ってはいけない.熱水暖房はできるだけ再生可能なエネ
ルギーを使わなければならない

･電気 :建物の全ての設備は,電気を使って行うべきである.条件が許せば,電気は風力から得るべきである.
･空気 :空気循環は,必要に応じて自然換気とすべきである
･建設資材 :建設資材は,アレルギーを起こすなど健康に悪影響を与えないものを使用し,白カビが生じないよ

うに建物を設計すること

･集会場所 :協同の集会施設が少なくとも個当たと方D以上確保されるべきである
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ないといわれる.

太陽熱の利用,太陽発電,風力発電などを利用し,エコロジカルにでサインされた住宅で,経済的なエ

コニミ-な)恩恵を受けることができる.維持費も安い.例えば,最も古いスウェーデンのエコビレッジ

(1984年に完成したカールシュタット郊外のタジェリト)の住民は,伝統的な住宅に住む人に比べて年間11,

000sEK安く生活できる.しかし,伝統的な住宅よりもイニシャルコストは一般に高くなる.これは,エ

コビレッジの建設で最も関心が高く,現在エコビレッジ運動の最大の障害となっている.その理由は,風力

も太陽も無料だが,その施設建設費がかかる.注意深い自然条件に配慮した造成,良好な断熱材,新しい建

設技術なども,建設費アップの要因となっている.エコビレッジ運動は,建設費は高いが,融資条件でカバ

ーしている.

HSBは,人口10万人の工業都市バステラスの中心部に位置しているツリセンスコナンの賃貸アパート

でエコロジー手法を適用した.また,いくつかの地区でエコ ･ビレッジの建設コストを下げる方法を採用し

ている.

Riksbyggenは,ふるい農村地域から7kmから離れたアケスタとよばれるエコビレジを開発した.居住者

の真の参加が,エコビレッジの運営をうまく行うには不可欠である.アケスタの28家族は,自分たちの研

究会を持ち,毎月町で集まりを持ち,現地の短期訪問などで,計画策定段階から,参加した.彼らは,地域

の農家から食料を求め地下に貯蔵している.アケスタは,南下がりの自然の豊かな斜面に位置しており,北

側には森が広がっている.ビレッジはただで枯れ木をとれるように森の所有者と約束している.新たに掘っ

た井戸から上水を使っている.シャワー,台所,洗濯水は砂で涯過して,潅概に使っている.尿は,共同タ

ンクに集めて,肥料に使っている.ねecesは,地上のタンクで有機台所ゴミと一緒にコンポスト化されて

いる.アケスタの赤い木造住宅は,南向きのポーチに草が植えられており,明るい色の材木,レンガ,床タ

イルを使用して,健康的なインテリアデザインがされている.住宅にはソーラーコレクターが付いているが,

当初の建設費の算定段階では,保留されていた.村の集会ホールと食料倉庫がある.各家庭は,200月の耕

作地を使える.

エコビレッジ協会だけでなく,SMAA(自力建設住宅というスウェーデンの伝統に立脚した組細 ともコ

ーポラティブをくみ始めている,SMAA,は1927年以来,ストックホルムの近郊外中心に,17000戸の住

宅建設を組織した.SMAAは,土地と資金を用意する.場合によっては,住宅のフレームまで建設し,そ

のあとは,各自がSMAAの指導を受けて年Fp%カ月かけて建設する.この方法で,20%は安く仕上げるこ

とができる.ストックホルムの近郊外で,この方法て2つのエコビレッジが進められつつある.

(3) スウェーデンのプランニングにおけるエコロジー的対応の考察
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1992年にリオデジャネイロで開催された国連UNCED会議で,アジェンダ21を環境と開発に関する

行動計画として採択した.ニストロンは,これまでのような低密な郊外開発を捨てて,小規模,高密,複合

環境をこれからの都市環境のビジョンとして,再び追求すべきであると説いてい忍Nystron,1994).ま

た,ダーガリン教授は,近年の都市計画の主要な流れとして,協議型の都市開発とともに,エコロジカル

アプローチがスウェーデンの建築家,プランナーの間で高まっていると指摘してDergalin,1995b),居住

地計画のコンセプトとして,経済(エコノミー),エコロジー,エキステイクス(人間定住の科学)の3つの柱

を提案している.

スウェーデンの環境重視政策の背景には,したたかな経済戦略,すなわち,環境調和型技術開発と国際的

な環境規制による国際競争力の確保と新たな経済発展をねらっているといわれるが,一方で,具体的な都市 ･

農村の対立を超えた新たなエコロジカルな生活環境の創出に向けての努力を,われわれも,学ぶ必要があろ

ラ.また,そのために,わが国の地域 ･都市計画の理念や方法の見直し,新たな研究課題の追求が求められ

ていると考えられる.

図 3-5 持続的開発とエコノミー/エコロジー/プラン二ン男Dergalin.1994)

Dergalinによるストックホルム工科大学の建築デザインコースの教科書は,図-14のように,われわれが

58



直面している地球環境時代の持続的開発の実現にいたる取 り組みの中で,都市 ･地域計画を位置づけている

ここでは,エコロジーを中心として,経済と都市 ･地域計画を結びつけている,都市 ･地域計画の学問的基

礎として,エキスティクスを据えている.これらの構図は,わが国の地域空間計画においては,新たな問題

提起として,検討すべき課題である.

3-5 おわりに

本稿では,スウェーデンの計画 ･エコロジーに関する歴史的な経緯を踏まえた総括的なとりまとめと,

最近の動向を中心に考察 した.わが国がこれから直面するであろう高齢社会,成熟社会,計画立案 と実行に

おける国と自治体との役割分担のあり方,住民参加 ･住民主体の計画作成と実施,経済力を国民の幸福を高

めるための活用の方法,地球環境時代の地域 ･都市計画のあり方と研究課題,自然との共生をベースにした

循環型居住地開発 等に関して先進的な取 り組みを進めているモデルとして,今後もスウェーデンの事例は

多いに示唆を与えるものとなろう.

今後さらに,研究すべき課題として,大都市における単身者住宅政策,自治体による ｢計画独占｣の実際

過程と課題,エコ ･ビレッジの具体的な手法 ･事例 ･教訓,地方都市における都市計画の事例 と手法,福祉

の観点からの都市形態 ･都市構造のあり方などが挙げられる.
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