特集
建築・都市の
パラダイムシフト

人と人とのつながりを重視して
エネルギー・食料を
半自給自足する暮らし
「くりもとミレニアムシティ」
「あさひミレニアムシティ」

特い事例として、NPO 法人ミレニアムシティが展開する、エコビレッジ「ミレニアムシティ」を紹介し
集「建築・都市のパラダイムシフト—ライフスタイルの転換」の第 4 回目は、このテーマにふさわし

———ライフスタイルの転換 ❹

ます。
1998 年から建築家・井口浩氏を中心に、環境破壊や社会問題を解決するために市民の手で都市を新たに
つくることはできないか、というコンセプトで活動を開始し、新しい都市像のプロトタイプとして実際に
エコビレッジを建設・運営しています。そこでは、建物の提案だけではなく、新たな生活の仕方、まさし
くパラダイムシフトの提案がなされています。
エコビレッジ「くりもとミレニアムシティ」
「あさひミレニアムシティ」を訪問し、井口氏にお話をうかが
いました。
（
『JIA MAGAZINE』編集長 古市徹雄）

ミレニアムシティとは
■名前の由来
「ミレニアムシティ」の名前は、100 年以上続く持続可能な社会モデルをつくれないかというところから、代
表の井口浩氏、織田秀文氏（副理事長）、守谷克俊氏（常任理事）を中心としたメンバーによって付けられました。
また、ちょうど NPO 法人として登録したのが 2000 年だったことも、ミレニアムと付けられた理由です。

■ 2 つの目的と 5 つのキーワード
「地球環境の蘇生」、
「人のつながりづくり」という 2 つの目的のもと、2 年間延べ 500 人が参加したミレニアム
シティ主催のワークショップから、参加者の思いが 5 つのキーワード「パラダイムシフト」
「セルフビルド」
「コ
ネクトハウジング」
「環境蘇生と環境共生」
「ネットワーク都市」にまとめられました。それらのキーワードを使
いながら、いくつかのエコビレッジがつながりをもつ「ネットワークエコビレッジ」をつくり、新しい都市像、
コミュニティ像、特に都市型コミュニティ像をつくることが目指されています。

1
2
3

パラダイムシフト

今までの価値観を転換して、変化をもたらす。

セルフビルド
自分たちの住む環境はなるべく自分たちで考えて、自分たちでつくっていく。

環境蘇生と環境共生
近代都市計画のゾーニングでは、都市、農地、森林など主要な土地利用は分化することがよいとされてき

て当面の効率は高くなったが、持続可能なものではなかった。ミレニアムシティでは、いろんな形の実例
を提示しようとしている。キーワードは都市、農地、森林の「シェアと混成型」。

4

コネクトハウジング
コレクティブハウス（各住戸の独立性を確保しながら、施設を共有し住民自ら運営まで行う相互扶助型住

まい）とコーポラティブハウス（共同で建物をつくり、希望通りの施設をリーズナブルな価格で手に入れら
れる）両方のいいところをとったもの（造語）
。コミュニティを作りながら相互扶助の生活までつくれない
かという考え方で、シェアハウスがポイント。

5

ネットワーク都市
いくつかのコネクトハウジングをネットワークでつなげ、それぞれ自由に行き来でき、柔軟に住み替えや
移動も可能である次世代の住まいかたを提案。

■コンセプトを実現するプロジェクト
現在、ネットワークシティとして、2003 年第 1 号の「くりもとミレニアムシティ」第 1 期が誕生。その後、
2006 年より有機栽培による体験農園を行う「吉祥寺ミレニアムシティ」、分譲型シェアハウスとして 2010 年に
完成した「あさひミレニアムシティ」の 3 つが、実現しています。
このうち、ここでは、
「くりもとミレニアムシティ」第 1 期と「あさひミレニアムシティ」第 1 期を紹介します。
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第1期

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

写真：小野加瑞輝

ライフスタイルの転換 ❹
——

ネットワーク都市第くり
1 号として農業をテーマに千
もと
葉県香取市（旧千葉県栗 源 町）に、自力建設された
エコビレッジです。アイデアが出た 2001 年秋から
数回にわたるワークショップで参加者を募りました。
定住型施設ではなく、約 40 人の出資者による移住、
定住のためのお試し別荘であり、隣接する有機農場
“くりもと地球村”と連携しながら会員を中心に毎月
文化行事やセミナー、農業体験などのワークショッ
プを行う都市と農村を結ぶサロンとしての施設です。
施設は「落葉樹—温室—COYA（小屋）」の 3 層構造
から成り、省エネルギー建築を実現しています。
樹木の下に建物をつくると、それだけで夏涼しく、
冬は暖かい。これを都市部で採用すれば、ヒートア
イランド現象もなくなるかもしれないというモデル
にもなっています。
温室で囲うことで雨風を凌ぐことができ、内部を
自由にデザインすることができます。
専有部分の COYA（小屋）は 32 個あり、極小でそ
れぞれ 1 坪しかありません。毎月 1 回、延べ 150 回
のワークショップを実施してどこまで共有できて、
専有部分をどこまで減らせるかを追求していった結
果、寝室（ベッド、パジャマ、布団）は専用、トイレ
やリビングはルールを決めて共用にというモデルが、
この「くりもとミレニアムシティ」です。
もし 30 軒別荘をつくると 1 軒当たり 30 坪位は必
要になり、非常に巨大なものになってしまいます。
それと比較して換算すると、この約 30 軒のシェア
ハウスで80％以上の CO2 を削減することができます。
第1期に隣接して定住施設としての第2期を計画中。

特集

くりもとミレニアムシティ

落葉樹木・温室・COYA（小屋）の 3 層構造で省エネルギー建築を実現
写真：Alessio Guarino

月1回ワークショップが開催されている

COYA（小屋）
1 階部分は共有に使えるように開放していて、2 階がプラ
イベート空間。広さ 1 つのタイプが 2 畳（1 坪）
施設全体が温室で覆われているため、断熱、防水も不要

1 階平面図・配置図

建物概要
所在地：千葉県香取市高萩
敷地面積
建築面積
延床面積
設計・監理：井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ
設計協力者
施工
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あさひレニアムシティ

第1期

写真：Alessio Guarino

建物概要
所在地：千葉県旭市上永井
敷地面積：527.18㎡
建築面積：213.40㎡
延床面積：305.51㎡
構造・規模：木造、地上 2 階
設 計・ 監 理： 井 口 浩 フ ィ フ ス・
ワールド・アーキテクツ
設計協力者：エコライン、織田建
築研究所、モリヤ建築研究所
施工：ハヤシ工務店
施工期間：2009.3 〜 2010.9

建物全景
合計 9 室の分譲型シェアハウス。
共用部分の 2 階は木造軸組工法の
まわりに農業用のガラス温室を設
置。内部に断熱材として非常に優
れた茅葺き屋根がある

「くりもとミレニアムシティ」より車で約 45 分、
千葉県旭市の屏風ヶ浦の海を望む高台に建つエコビ
レッジ「あさひミレニアムシティ」第 1 期が 2010 年
に完成しました。合計 9 室の分譲型シェアハウスで、
メゾネットの定住用住宅とワンルームの短期滞在型
住居、シェアリングする共用施設からなります。分
譲型といっても土地や建物の所有権ではなく、施設
の利用権として販売されています。
さまざまな環境共生設備を持つ、最先端のエコビ
レッジです。最大の特徴は、断熱性に優れた茅葺き
屋根をガラス温室で覆った、2 階の共用居間部分。1
年を通して、エネルギーを削減して快適な環境をつ
くり出すのに、大きな役割を果たしています。
写真：Alessio Guarino

ワンルームの短期滞在型
住居
天井からも光が入り、昼
間の照明は不要

共用の居間部分の上部の茅葺き屋根
旭市内の古い小屋を譲り受けて復元。茅葺き職人に葺
き直してもらったもの

くりもと地球村の稲穂で
つくった西日除け。食用
備蓄も兼ねる

田園への眺望

田園への眺望
写真：Alessio Guarino

急斜面
無農薬無化学肥料農場

あさひミレニアムシティ
第I期

協生農法ゾーン

循環農法
ゾーン

展望露天風呂
急斜面
太陽光発電 10kw
(ソーラーパネル)

海の
デッキ

ビオトープ

循環農法ゾーン

第III期
屋上
菜園

駐車場

バイオトイレ
コンポスト
茅葺き民家の
移築再生
パッシブソーラー
ハウス

共用の居間
茅葺きの小屋組が表れる。四周を囲む障子
は蔀戸になっていて、季節・用途によって
閉じた空間にも開放的な空間にもなる
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海への眺望

急斜面
急斜面

[CROCUS]クロッカス
C:Community・・運命共同体
R:Ring・・・輪・和
O:of
C:Connect・・つながれた、関係
U:Universal・・普遍的な、共通の
S:Sustainability・・持続可能性

太陽熱
温水機

第II期予定
はちみつオーガニック
レストラン
＋キャンピング
ステーション

駐車場

ビオトープ

あさひミレニアムシティ全体配置図

特集

温熱環境図

夏

茅葺き屋根の軒下の高さに強化ガラスの床を張って、温室の空気を遮
断。上層の暖気を棟換気で排出、下層は四方を開放し自然通気を行う

温熱環境図

ライフスタイルの転換 ❹
——

アグロフォレストリーによる農場。手前は協生農法の畑で畝をつく
るのが特徴。太陽光パネルの最大出力は 10kW

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

写真：Alessio Guarino

■アグロフォレストリーで半自給自足の生活を
プランテーション農地のように作物を 1 種類
だけ耕す農地は、蟯虫に弱いため農薬や化学肥
料漬けになってしまいます。
そこで見直されているのが、樹木を植栽して、
その木々の間で農作物や家畜を栽培・飼育する、
アマゾン・インディオの農法アグロフォレスト
リー。そのアグロフォレストリーのミニチュア
版が「あさひミレニアムシティ」にあります。

冬

茅葺き屋根と温室の間の暖かい空気をダクト内に引き込み居間の床
暖房などに利用。蔀戸を下ろして熱を逃さないようにする
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『ホビーリゾート＆レスキュークラブ』
（仮称）
モデルビレッジ（国際救助都市）構想
2011 年（平成 23 年）3 月 11 日の東日本大

害時）等は、相互救助・避難協定等により、

震災と原発の爆発を境に、世界中でパラダイ

各エリア間も含め、メンバー相互に救助や支

ムシフト（価値観の転換）が大きく始まりま

援、避難受け入れを行うことなどで、市民や

した。

コミュニティ、市民団体相互による全く新し

津波や地震等の自然災害も甚大な被害をも

い形の安全保障をつくり出します。

たらしましたが、何と言っても原発の爆発事

もともとネットワーク・エコビレッジの考

故は日本のような人口密集国で起きたという

え方は、定住の責任感と住みかえの自由さ

意味では、人類初の大人災ということがいえ

をあわせもつ、ゆるやかな都市像、コミュ

ます。

ニティ像（ゆるこみ）のあり方のモデルです。

日本には既に 54 基もの原発が存在してい

海、山、都市、農場、牧場 etc.に拠点を持

ます。しかも、日本は大地震頻発国であり、

ち、それぞれがエネルギーと食糧の半自給自

首都直下大地震や東海、東南海大地震は今後

足を前提としているので、そのうちのひとつ、

数年から 20 ～ 30 年の間に高い確率で起き

ふたつの拠点が津波や放射能汚染等で住めな

ることがわかっています。要するに、日本の

くなったとしても、容易に他の拠点に避難や

どこでも今回の福島原発のような大爆発と広

移住ができ、しかも同じゆるやかなコミュニ

域エリアの放射能汚染が起こり得るというこ

ティの内側での移住のため、移住によりコ

とです。

ミュニティが分断されることもないといった

今回の福島の事故では、地震にも津波にも

災害にも強いモデルです。
これにさらに、建築や家や移動ができるト

耐え、無傷である建物や田畑も放射能汚染に
より使用不可能となり、その結果、放棄され、

レーラーハウスやキャンピングカー等の性能

村ごと町ごとゴーストタウンやゴースト農村

を取り入れることで、使用後の仮設住宅がゴ

となっているところも多数あり、何千棟、何

ミ化するのを避けられたり、緊急的な応急避

万棟という住宅や建築や土地までも一瞬にし

難拠点もつくれたりします。放射能汚染など

て財産価値を失ってしまったことに加えてそ

には特に有効でしょう。エコという意味で

れまで培ってきたコミュニティもバラバラに

も、建築が移動可能ということはリ・ユース

なり崩壊してしまいました。市民やコミュニ

モデル（再使用可能モデル）という環境負荷

ティ、市民団体相互間の助け合いが不可欠で

の極めて少ないモデルです。また発展的には、

す。このことに応えうる新しいパラダイムの

キャンピングカーやトレーラーハウスで災害

村づくり、まちづくりのモデルづくりが急務

現場に救助に向かうことも可能になりますし、

です。

このような方法でまちをつくれば、全体がモ

そこで、ハードとソフトの両面を伴った解

バイルタウンとなり、日常的にはエコタウン

決策の実例モデル提示として（仮称）
「ホビー

として機能し、災害時には防災拠点としても

リゾート＆レスキュークラブ」モデルエコビ

機能する全く新しい「未来型防災エコタウン」

レッジを提案します。

としてのモデルとなる予定です。

ホビー仲間を中心に、クラブコミュニティ
をつくり、日常は楽しく交流し、非常時（災
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（ミレニアムシティ

井口

浩）

井口浩氏に聞く

特集

ミレニアムシティ代表

（聞き手：古市徹雄、室伏次郎（『JIA MAGAZINE』編集委員））

古市●最近は、風力発電や太陽光発電などが盛んにいわ
れていますが、それはあくまでも機械の範囲で、つまり

井口● 2000 年から 12 年間、1 年ごとの活動レポートを
作成しています。
ミレニアムシティでは設立当初から毎月 1 回以上ずっ
とワークショップを開催しています。その内容は多彩で、

我々の機械文化を守るために一生懸命電気をつくってい

「くりもとミレニアムシティ」では “くりもと地球村 ”（佐

るわけです。それなら電気を作らずに、自然の風、自然

藤文彦氏代表）の協力のもとで「農作業体験」
、
「セルフビ

の光を使って、できるだけ CO2 を出さないということ

デオ」
「セミナー」
「親子での学びあい」
「地域との交流」

を考えるべきですね。
またパラダイムシフトにおいてもうひとつ重要だと思
われることは、コミュニティ意識です。震災前は、これ

「祭り」など、さまざまなテーマで実施しています。
「く
りもと」
「あさひ」それぞれのミレニアムシティで行うこ
ともあれば、合同で実施する場合もあります。

からは IT 社会で、地縁ではなく知縁と言われていまし

毎月テーマを替えてワークショップを実施しています

た。しかし震災時、被災した人は電話は通じない、暖房

ので、ある意味親戚よりも会っているのです。そうする

もつかない、最後に人を救ったのは人と人とのつながり

とだんだんお互いの人となりがわかってくる。反りが合

でした。最近は都心の限界集落というものが増えている

うか合わないか、お互いに一緒に住めるか住めないかも

そうで深刻です。例えば、新宿の戸山団地では 65 歳以

だんだんわかってきて、それが助走になって定住してい

上が 3 分の 1、75 歳以上が 4 分の 1 と言われていて、片廊

きましょうということになればいいと思っているのです。

下式でドアが並んでいる。孤独死の問題も生じています。

いきなりだと思い違いもできてきますから。それがワー

国土交通省でもコミュニケーションが生まれるような集

クッショップの意味でもあります。お試し機能を兼ねて

合住宅をつくることが大きな命題です。

います。
「くりもとミレニアムシティ」の 1 期目はお試し

それには、今日拝見した「くりもとミレニアムシティ」
や「あさひミレニアムシティ」はモデルハウスとなり得
るのではないでしょうか。
ミレニアムシティでは、どのようなコミュニティ活動
をされていますか。

ライフスタイルの転換 ❹
——

ワークショップでお互いを知る

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

建築家だからこそ
次世代ビジョンを提示できる

別荘と農場サロンの位置づけで、定住者はいません。
「くりもとミレニアムシティ」と「あさひミレニアムシ
ティ」は、本格なネットワークビレッジとしては、日本
で初めての試みです。以前からコンパクトシティをそれ
ぞれ 1 つずつつくり、それらをネットワークで結ぶとい
写真：Alessio Guarino
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ミレニアムシティが取り上げられている
『エコデザイン』
（浅井治彦×益田文和著
東京大学出版会 2010 年刊）

「くりもとミレニアムシティ」でワークショップ
参加者が書いた夢

う考え方はありましたが、ここでは 1 つ 1 つが独立して

がりをつくっていこうという「未来ビレッジ体験塾」を

いるわけではなく、ゆるやかなコミュニティであるとい

今も続けています。サミットは成城ホールで 10NPO 団

うところが決定的に違います。

体のエコヴィレッジ関係者が集まって、そこには中村勉

ネットワークシティのすべてに知り合いはいるけれど、

さんや糸長浩司さんなどにも出ていただきました。やは

相性の合わない人とは距離も置けるという考え方なので

り一団体ですと限界がありますので、ヴィジョンを共有

す。人間がいる限り、必ずそういうことが起こり得ます

しようと思ったのです。

ね。コミュニティが 1 箇所しかないと、そこで問題が起
こると解決できませんが、バリエーションがあると、う
まくいきやすいですね。
東日本大震災のとき、
「くりもと」、
「あさひ」両方とも

さまざまな参加のかたち
古市●メンバーを集めるのには具体的にどうしているの

無傷でしたが、
「あさひ」は停電してしまい、オール電化

でしょう。

だったため、プロパンや灯油もある「くりもと」に避難

井口●最初は趣味の会と酒飲み会から始まりましたが、

して暖を取ることができたのです。これもネットワーク

実際のプロジェクトをやってみようという話が口コミで

都市だからできたことでした。

広がって、コレクティブハウスをどこかでつくれないか、

古市●「くりもと」ではワークショップに参加した皆さ

首都圏のいろいろなところを探して回りました。

んの夢が、短冊に書かれていますね。

古市●建物を完全につくったあとでメンバーを募ったの

井口●ワークショップごとに、夢と未来を語る会をやっ

でしょうか、それとも企画の段階だったのでしょうか。

てきました。最初も、そのなかで酔っぱらいながら話を

井口●両方ですね。

していたら、コレクティブハウスの話が出て、集まって

古市●企画の段階だと、皆さんがいろいろな要望を出せ

住むということはどうかということになったのですね。

ますよね。現在どのくらいの会員数なのでしょうか。

『エコデザイン』という本にも取り上げてもらいました。

井口●今、会員は 300 世帯 400 人の方がいますが、ミレ
ニアムシティの趣旨に賛同してくださると年会費 6,000

ボランティアで街をつくる

円でとりあえず会員になれます。そうすると最大公約数
的で緩やかなコミュニティの一員になれまして、それが

井口●脳科学者のことを勉強しているのですが、どうい

「ミレニアムシティをつくる会」です。インターネット

うときに人間は幸せを感じるかというと、DNAに刻ま

だけで参加する方もいれば、ワークショップに参加した

れていて、人のために役に立てるときや貢献したときに

り、シェアハウスの所有者になる人もいます。

ドーパミンが出たりするそうです。

エコビレッジ業界の中ではメンバーの数は最大ですが、

古市●人のために何かをするということで人間は幸せを

定住者がいないとコミュニティとして見なされませんの

感じるそうですね。東北復興の瓦礫撤去のボランティア

で、私も旭市に住民票を移しました。
「くりもと」
、
「あさ

にもリピーターが非常に多いそうです。

ひ」など 4 箇所をぐるぐる回っています。若いうちは 1

井口●普通人は褒められると非常に嬉しいのですが、褒

箇所に定住する人が少なくて、子どもの学校さえうまく

められなくても幸せだそうなのです。それは 450 万年前

マネージできれば、転々としたい人もいますし、定住の

にサルから人間に進化したときから真理なのだと思いま

概念を変えていこうと思っています。

す。そうすると、このように集まって住むというところ
に回帰していくのでないでしょうか。
我々自身もミレニアムシティは、ボランティアで街を
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1 年中食べられる野菜をつくる

つくっていこうという、半分無謀な計画ではあるのです。

古市●農園のことを教えてください。

古市●「あさひ」、
「くりもと」、
「吉祥寺」がモデルケース

井口●「あさひミレニアムシティ」はアグロフォレスト

になって他の団体にも広がっていくと、相当広いネット

リーのミニチュア版です。協生農園といいまして、東大

ワークになっていきますね。全国的に発展すると面白い

とソニーのグループが研究開発をしていて、モニターを

ですね。

やらないかという話が来たのです。それを 2 年半くらい

井口●「未来ビレッジサミット」というシンポジウムを

やっています。混成型で、畝をつくります。不耕起、無

2009 年に開いて、お互いの施設や村を訪問し合い、広

農薬無化学肥料で、有機でもありません。要するに肥料
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——

写真：Alessio Guarino

写真：小野加瑞輝

「くりもとミレニアムシティ」第 1 期

「あさひミレニアムシティ」第 1 期

なしで耕さないという方法です。多年草は除去しますが、

もよく見ないで、有名な建築家が模型をつくって自分の

1 年草は生やしっぱなし、1 年中常に間引きをすること

好きな提案をしていく、誠意がないと言われるのです。

が特徴です。立派なものはなかなかできないので、製品

土地を探す段階からコミュニケーションをするというこ

化は難しいのですが、小さなものは 1 年を通じて獲れま

とが大事なことですね。

すね。理想は 200 種か 300 種の野菜を植えて、果樹も植

室伏●今回の東北の復興では、残念ながら町をそっくり

えたいのですが、果樹はここでは潮風が強くてなかなか

そのまま移転しようという考えもあるわけですよね。こ

育たたないのですね。

ういう運動を知って、いきなり何百世帯というのではな

ほったらかし農法で全然手間が要らないのです。去年

くて、小さな世帯のグループだけど未来志向の考えをす

の種がまた出てきて蒔くという、家庭菜園向きのシステ

る人が生まれてきてほしいと思いますが、そのような働

ムです。1 家族が 1 ヵ月に食べる分、間引いたものが食

きかけはしているのでしょうか。

卓に並ぶということです。

井口●もう一人東北出身の代表がいまして、大船渡の復
興をしています。

まちづくりにはコミュニケーションが重要

古市●東北復興では、実際の計画をつくっているのは土
木系のコンサルタントなのです。日本の組織上、土木が

古市●周囲の人とのつながりというものはどうなので

強くて建築が入っていけない。でもそれは建築家にも責

しょうか。

任がありまして、建築家がもっとアイディアを出してい

井口●それもいろいろな課題があります。
「くりもミレ

かないといけませんね。

ニアムシティ」とは “くりもと地球村 ” 代表の佐藤さん

井口●そうですね。主催者側と応募者側も体験しようと、

が数年前から入植していたので、知り合いから紹介して

気仙沼復興コンペに応募したのです。ところが、結局採

もらって比較的うまくいきました。普通ですと土地を貸

用されたのは、堤防だけというものになってしまいまし

してもらえませんので。

た。まちづくりの要素が入っていれば、まだわかるので

古市●土地を借りるノウハウはあるのでしょうか。

すが。

井口●企画の誠実さですね。変なことをやるのでは貸し

古市●その結果には本当に驚きました。将来のまちのビ

てもらえないです。エコビレッジというものをつくると

ジョンやコミュニティについては一切考えられていない。

いうことで説得して最終的に貸してもらえました。

今回の東北復興は、これだけの犠牲を払いましたが、新

室伏●優秀な建築家がはるばるやってきていきなり建物

しいビジョンを考えていくのに絶好のチャンスだと思う

つくって、つくったら帰ってしまう、そういう建築家の

のです。

あり方が普通ではないでしょうか。でもこちらは地元の

井口●旭市も被災地なので、これから復興コンペをやる

方とコミュニケーションを取ることから始めているとい

ため我々もお手伝いをします。要項によると、住民の意

うことが深いところだと思います。

向を吸い上げるようなワークショップをやるそうです。

古市●東北復興で建築家の評判が良くないのです。敷地

住民の意向を吸い上げながらも、未来に対して持続的な
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写真：Alessio Guarino

「あさひミレニアムシティ」
露天風呂もあるウッドデッキテラスから東洋
のドーバーといわれる屏風ヶ浦を望む

ヴィジョンがあり実現できるモデルを出すことが重要な

のはだらしがない」というような内容だったそうなので

問題ですから、従来型のコンペの方法ではなかなかうま

す。

くいかないかもしれませんが、今回は、途中でワーク

井口●要するに、いつの時代でもそんなに変化していな

ショップを入れましょうということになったので、面白

いということですね。コペルニクスが受け入れられるま

いのではないかと思っています。

で何十年かかったかというのもおもしろいのです。コペ

古市●建築家の本来の役割を根源的なところから提案で

ルニクスは地動説を発見するのですが、中世だと異端だ

きると良いですね。

と言われて殺されてしまうわけです。それで自分で本を
書いたのですが、発表は自分が死んでからにしてほしい

パラダイムシフトは時間が必要
古市●今日拝見した両方の「ミレニアムシティ」は「建

と言って、30 年くらい経ってからガレリオはコペルニク
スの地動説を支持したのですね。そうしたら拷問にかけ
られて失明してしまうんです。だからパラダイムシフト

築家はこういうことができるんだ」と非常にアピールで

が受け入れられるためには、それなりの努力とエネル

きると思います。広報活動も大事ですね。今までメディ

ギーとそれなりの時間が必要なのです。

アではどのような分野で取り上げられることが多かった

古市●犠牲も出ますよね。

でしょうか。

井口●それを過渡期として捉えるのであれば、やりがい

井口●当初は建築ルートのメディアに発表したのですが、

があって面白いのかもしれません。我々もそのように

だんだん新聞の社会欄や一般メディアに取り上げられる

思って前向きにやっているのです。

ことが多くなってきました。
最初は、マスコミやメディアなどにもあまり相手にさ
れませんでしたが、特に震災後パラダイムシフトの重要
性が問われ、日本人の地球環境への意識が変わってきた

井口●メディアをうまく使うためには、意匠性も大事だ

り、
「くりもと」や「あさひ」の実例ができてきたりした

と思うのです。かっこいいと思うことが大事で、そこは

ので、だんだん取り上げてもらえるようになりました。

我々が演出できるところです。エコビレッジも世界にも

今ではメディアの掲載数も 100 回を越えています。

すばらしいものはたくさんありますが、話を聞くとすば

建築界で取り上げられるのが一番遅かったので、やっ
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かっこよさやデザインも大事な要素

らしいけれど、かっこいいといえない、写真だけ見ると

と話が通じるようになったのが嬉しいですね。

行きたいと思わないところが多いのですね。ですから、

古市●建築メディアは意外に狭いですからね。

あり方のおしゃれさというのも、パラダイムシフトにお

井口●でも何らかの方法で発信していきたいですね。

いて武器だと思います。

トーマス・クーンという人が 50 年前からパラダイムシ

古市●モノのパラダイムシフトには必ず文化が伴ってき

フトという定義や『科学革命の構造』の本の中で、パラ

ます。たとえばデザインの意味はそこにあって、デザイ

ダイムとは何かを言っていたりします。いろいろな解

ンはもちろん大事なのですが、それだけではなくて中味

釈はありますが、彼が挙げているのはコペルニクスや

が伴っていないといけません。

ニュートンのような大きな話から、小さいことでも実は

井口●デザインというと、よく表層的な意味で使われる

パラダイムシフトになっている例があるという結論です。

のですが、企画して仕組みをつくることがデザインの本

それにはいろんな伏線がありまして、1990 年代の後半

質であるはずです。本来は、表層的なものと仕組み作り

あたりの日本では、環境論のようなものが同時多発的に

との 2 本立てでないといけない。ところが今までは表層、

出てきました。2005 年ぐらいからメジャーに取り上げる

つまりかっこよさのデザインのみがあまりに取り上げら

ようになり、ある段階を超えてパラダイムが変わってい

れすぎて、仕組みの方のデザインが後回しにされてきま

ます。長い目で見ると、2010 年～ 30 年あたりはまとめ

した。コミュニティなどもそうです。それらも含めて、

てパラダイムシフトということらしいのです。

デザインの根本に立ち返って、表層的なものと仕組みづ

古市●エジプト時代からずっとパラダイムシフトを考え

くり、それが両方できて統合できるのが建築家であって、

た例がありまして、現代でもそれほど変わらないようで

職能として優れているのです。そこを前面に出していか

すね。この間本を読んでいましたら、傑作なのはエジプ

ないといけないのではないかと思っています。

トのパピルスが発見されて、その文章が「最近の若いも

古市● 1970 年代はコミュニティ意識が非常に高まった
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でした。

になるのですが、根本的に欠けているのが、生活なので

古市●おそらく、世の中が豊かになって、人の助けなん

す。空間はつくっていますが生活まで踏み込んでいない。

かいらないという世の中だったのでしょう。

生活プログラムの提案までなされていないという気がし
ます。

通貨のあり方も変えていく

井口●これからは、その生活プログラムの提案とデザイ
ンの部分の両輪の提案ですね。

古市●ところが GNPを高くするために、今、どんどん

室伏● 1960 年代は戦後の貧しかったときから一転して、

モノをつくっています。

高度成長政策で人々が少し豊かになっている実感があっ

井口●でも、GNPを高くしても幸せになれないと検証

たのではないでしょうか。そしてそれこそライフスタイ

されてしまいましたね。

ルが変わっていくぞという時代になったのですが、その

私は大学の時に、神代雄一郎先生の下でコミュニ

時に、新しいライフスタイルを考えることに建築家は一

ティ・サーヴェイをやって、それが今のことにつながっ

生懸命努めて、その中の一つとして、コミュニティの問

ていると思いますが、その時ちょうど全国的にコミュニ

題がありました。ところがあの当時のコミュニティ論は、

ティが崩壊の半ばを越えた辺りでした。市民団体はあり

結局成立しないまま衰退してしまったのです。

ますが、運命共同体としてのコミュニティは完全に壊れ

それは、かつてはお互いに助け合って豊かになろうと

ましたね。そういう意味でも、日本はコミュニティの再

いうことだったのが、個人個人が豊かになっているとい

構築を図らないといけないのですが、一回破壊されると

う実感があるために、個人的な志向が台頭してきてし

再構築はとても難しいのです。権利志向ばかりで、義務

まって、共同することが崩れていったのです。したがっ

を怠ることをさんざんやっている人たちを相手にコミュ

て、建築家の中でコミュニティというものがわき上がっ

ニティをつくることは生半可なことではありません。

てきたけれど、世の中はそれに乗ってこなかったのです。

ライフスタイルの転換 ❹
——

時代でした。当時提案されたものを見るといろいろ参考

建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

室伏次郎（左）、古市徹雄

しかしそれを言っていても仕方がありません。パラダ

当時、
「市民××」とか「△△プラザ」という名前がとて

イムシフトは個人レベルではひらめいても、いかに社会

も流行りましたが、そこには人っ子一人もいない冷めた

化するというところが非常に大事なところだと思います。

空間があるだけで、ちっとも生きた空間にはなりません

それをこの「ミレニアムシティ」では、実験としていろ
写真：Alessio Guarino

いろなパターンで、パラダイムシフト転換をいかに社会
化できるかというところを模索しているのです。
古市●最近小津安二郎の映画を見るのですが、あの頃の
生活が日本が一番心が豊かだった時なのではないでしょ
うか。貸し借りの世界なのです。もちろん返すわけでは
ないのですが、年中やっているとプラスマイナスゼロに
なるのでしょう。
井口●ちょうどそれをシステム化したコミュニティ通貨
をつくっています。これはドイツの交換リングを真似し
ているのですが、通帳方式と「ミレ」という紙幣も発行
しています。金額が大きいのは通帳に記入して、会議に
出たり草刈りをしたりすると紙幣がもらえて、貯まると
自分の家も建てられるという仕組みです。実は渋谷周辺
の 300 店舗で 1ミレ＝ 1 円で使用できます。
例えば 100 万円くらいを出して、月々 10 万円くらい
で 5 年間利用券を買えば、25 坪の 1 戸建てが建てられる
はずなのです。それは壮大な実験なのですが、いくらか
を有限会社で融資して、
「ミレ行」といって実際の現金を
貸し借りするということをやっています。あとは地元の
大工さんと銀行を通さずに直にローンを組めば、担保も
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建築・都市 の
パラダイム シ フ ト

副理事長の織田秀文氏

ライフスタイルの転換 ❹
——

取らなくて良いかなり融通のきくローンです。結果的に
は 100 万円プラス 300 万円くらいで一戸建てが建つので

常任理事の守谷克俊氏

モデルをつくろうとしています。
日本全国津々浦々 54 箇所も原発があるわけですから、

す。これが成立したら、住宅産業がひっくり返るくらい

これは、福島だけの問題ではないのです。

のパラダイムシフトになってしまうかもしれませんが、

古市●ドイツなどは 2017 年までに原発を全廃しようと

今実験中です。

動いていますが、日本には展望がないですね。
井口●もちろんこのような地震大国の日本に原発を作る

新しい都市のあり方を模索

べきではなかったのですが、ミレニアムシティは反対運
動をやるのではなく、解決策の実例を提示していきたい

井口●また、今やっていることのひとつとして、
「ホビー

と思っています。それが平和的でいちばん早いのではな

リゾート＆レスキュークラブ」というネットワーク都市

いでしょうか。

プラス移動建築かつ、国際救助都市を考えています（p.6
参照）。災害の時だけ何かやったとしても、のど元過ぎ
ると熱さを忘れてしまいます。普段の楽しいホビーリ
ゾートの中でときどき救助の訓練もしていくわけです。

古市●メンバーにはどのような方がいらっしゃいますか。

人への貢献が幸せを感じる真理であるとすれば、そうい

井口●最初は建築家の人が多かったのですが、途中から

う人たちを集めると、はじめからいいコミュニティがで

あらゆる職種の人が入ってきまして、一通りの職業の人

きる可能性があります。

はいます。いないのは、医者と弁護士ですね。

旭市は被災地ですから、私たちもメンバーと一緒に

古市●医者や弁護士は、基本的に辛い問題を抱えている

放射能の雨を浴びながら、市外からも 2,000 人くらい集

人を相手にしますから辛い職業だそうです。その点建築

まって、1 ヵ月弱くらい不眠不休で復興ボランティアを

家は人生で一番夢のある人と付き合うのですからいい職

したのです。一生懸命やってくださるかたたちはずぶ濡

業ですね。

れになりながらも目が輝いていて、その一方でちがう地

井口●そういう意味でも建築家がパラダイムシフトを指

方に避難してしまう人もいるのです。そこで、明らかに

導することは適しているのではないでしょうか。夢と貢

行動のパターンが表れます。

献で人間は幸せになれると思います。

この辺も、野菜が出荷停止になってしまうくらい放射

次世代ビジョンを提示できるのは、建築家こそなんで

能値が少し上がりました。やはり怖いですから、海外に

すよね。ところが今は建築界の中で絶望感がありすぎま

逃げてしまう方もいましたね。

す。実際に食べていけないとか、お金の問題もあります

古市●私も去年の 3 月 14 日に海外出張したら、成田空

ね。そういう建築家の方々に、実は使命感がものすごく

港は人があふれていましたね。

高いのだというところを共有できれば、建築界はものす

井口●避難というと、エネルギーとしてはマイナス志向

ごいパワーが発揮できると思います。

ですが、救助はプラス思考ですから、そういう人たちで

古市●今日は長時間にあたり、ありがとうございました。

コミュニティをつくっていけないかということがありま
すね。移動建築の考え方で、共用施設までトレーラーの
組み合わせで全部つくって、樹木や温室の外側の部分な
どだけを残して、中味は移動できるようにすれば、今回
の福島のような悲惨なことは避けられるのではないで
しょうか。普段からネットワークでエコビレッジ同士の
相互避難協定を結んでおくことも重要です。相互に例え
ばここで何かが起こったら、そちらでよろしくというこ
とを協定で結んでおくと良いのです。これが新しいかた
ちの安全保障なのです。
「ホビーリゾート＆レスキュークラブ」は建築家がで
きるまちづくりの一つの解決策ではないかと思うのです。
もともとはエコビレッジですし。したがって、今はその
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