


2017年4月22日第73回　関東定例研究会　報告
(於　國學院大學)

講師：石川　幹子（ランドスケープ・アーキテクト・

         中央大学教授・東京大学名誉教授）

神宮外苑の過去・現在・未来
   　オリンピック2020に向けて　—大地に根ざした「本物  
      の杜」の実現のために

提言の背景 

　2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて新国立競技場の建設が進められている。国

際設計競技により決定したザハ・ハディット氏の案

は、神宮外苑の有する歴史的風土に対する認識不足、

建設費の高騰等により白紙撤回された。

　旧案では競技場本体に加えて広大な人口基盤の広

場が設けられ、その一部が隣接する都立明治公園内

に計画されていたため、東京都都市計画審議会は都

立公園の廃止とそれに伴う面積の減少に対し、「立

体都市公園制度」を導入し、建築物の上部や歩道橋

を公園とみなすことにより、公園面積が減少する事

実を数値上無かったものとする苦肉の策を講じてい

た。

　新案では競技場の規模は縮小され、神宮外苑の歴

史的環境に留意した計画となることが期待されたが、

現在進められている事業は白紙撤回された案に基づ

く都市計画をそのまま踏襲するものとなっている。

　日本学術会議環境学委員会都市と自然と環境分科

会では以下のような指摘を行った。人口地盤上の緑

地では大地との水循環が断たれるため大地に根ざし

た百年を越える「本物の杜」の実現は不可能であり、

また人工地盤上の川は維持管理の費用を要し、生物

多様性を育む場とはなり得ず、明治神宮内外苑のよ

うに歴史的風致を保全すべき土地においては「立体

都市公園制度」適用は不適切である。その上で更に

以下の提言を行う。

提言1. 「本物の杜」を作り出す

　新国立競技場周辺地域の整備にあたっては、神宮

外苑の歴史と生態系を踏まえた「本物の杜」を再生

していくという考え方を揺るぎないものにする。

　「立体都市公園制度」の適用を廃止し、見直しに

より従前の明治公園面積が補填できない場合は、独

立行政法人日本スポーツ振興センター及び国は環境

的価値が同等の代替となる緑地を国民に提供すべき

である。

提言2. 渋谷川の清流を復活させる

　新国立競技場の敷地内には渋谷川が流れているが、

前回の東京オリンピック開催時に地上から姿を消し

た。都市計画の変更がされない為に残った人口地盤

上の不自然なせせらぎの整備をやめ、渋谷川を地表

面に戻すべきである。健全な水循環を回復し自然共

生都市への先駆的プロジェクトとしてせせらぎを復

活させ熱環境、生物多様性の改善をはかり生態系の

回廊を創り出していくべきである。

提言3. 神宮の杜再生会議を立ち上げる

　明治神宮内外苑の歴史的環境は、明治神宮はもと

より東京都、地元住民等の営々とした努力により保

全・育成が行われてきた。神宮の杜を熟知している

造園家や河川技術者などの専門家、市民の叡智の結

集により、開かれた「神宮の杜再生会議」をたちあ

げ、100年の杜をつくる「神宮の杜基金」を創設し、

多くの人々が参加可能となる仕組みをつくりだすべ

きである。

※　なお、提言全文は日本学術会議ホームページに

掲載されています。(http://www.scj.go.jp/ja/info

/kohyo/2008.html)

（國學院大學環境教育研究プロジェクト・ポーラ伝統

文化振興財団との共催)

　　　　　　　　　　　　　　（文責・渡邊節子）

次回予告【第73回関東定例研究会】

◆日　　時：10月14日(土)　14：00～16：30

◆場　　所：國學院大學渋谷キャンパス120周年記念２号館１階　2104教室

                 （東京都渋谷区東4-10-28）（教室は変更の可能性あり）　　

◆テ ー  マ：ブナと社叢—東日本太平洋側を例として

◆講　　師：原　正利（社叢学会理事・社叢インストラクター）

共催：國學院大學環境教育研究プロジェクト・ポーラ伝統文化振興財団　※映像上映未定

2017年4月22日第73回　関東定例研究会　報告
(於　國學院大學)

講師：石川　幹子（ランドスケープ・アーキテクト・

         中央大学教授・東京大学名誉教授）

神宮外苑の過去・現在・未来
   　オリンピック2020に向けて　—大地に根ざした「本物  
      の杜」の実現のために

提言の背景

　2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて新国立競技場の建設が進められている。国

際設計競技により決定したザハ・ハディット氏の案

は、神宮外苑の有する歴史的風土に対する認識不足、

建設費の高騰等により白紙撤回された。

　旧案では競技場本体に加えて広大な人口基盤の広

場が設けられ、その一部が隣接する都立明治公園内

に計画されていたため、東京都都市計画審議会は都

立公園の廃止とそれに伴う面積の減少に対し、「立

体都市公園制度」を導入し、建築物の上部や歩道橋

を公園とみなすことにより、公園面積が減少する事

実を数値上無かったものとする苦肉の策を講じてい

た。

　新案では競技場の規模は縮小され、神宮外苑の歴

史的環境に留意した計画となることが期待されたが、

現在進められている事業は白紙撤回された案に基づ

く都市計画をそのまま踏襲するものとなっている。

　日本学術会議環境学委員会都市と自然と環境分科

会では以下のような指摘を行った。人口地盤上の緑

地では大地との水循環が断たれるため大地に根ざし

た百年を越える「本物の杜」の実現は不可能であり、

また人工地盤上の川は維持管理の費用を要し、生物

多様性を育む場とはなり得ず、明治神宮内外苑のよ

うに歴史的風致を保全すべき土地においては「立体

都市公園制度」適用は不適切である。その上で更に

以下の提言を行う。

提言1. 「本物の杜」を作り出す

　新国立競技場周辺地域の整備にあたっては、神宮

外苑の歴史と生態系を踏まえた「本物の杜」を再生

していくという考え方を揺るぎないものにする。

　「立体都市公園制度」の適用を廃止し、見直しに

より従前の明治公園面積が補填できない場合は、独

立行政法人日本スポーツ振興センター及び国は環境

的価値が同等の代替となる緑地を国民に提供すべき

である。

提言2. 渋谷川の清流を復活させる

　新国立競技場の敷地内には渋谷川が流れているが、

前回の東京オリンピック開催時に地上から姿を消し

た。都市計画の変更がされない為に残った人口地盤

上の不自然なせせらぎの整備をやめ、渋谷川を地表

面に戻すべきである。健全な水循環を回復し自然共

生都市への先駆的プロジェクトとしてせせらぎを復

活させ熱環境、生物多様性の改善をはかり生態系の

回廊を創り出していくべきである。

提言3. 神宮の杜再生会議を立ち上げる

　明治神宮内外苑の歴史的環境は、明治神宮はもと

より東京都、地元住民等の営々とした努力により保

全・育成が行われてきた。神宮の杜を熟知している

造園家や河川技術者などの専門家、市民の叡智の結

集により、開かれた「神宮の杜再生会議」をたちあ

げ、100年の杜をつくる「神宮の杜基金」を創設し、

多くの人々が参加可能となる仕組みをつくりだすべ

きである。

※　なお、提言全文は日本学術会議ホームページに

掲載されています。(http://www.scj.go.jp/ja/info

/kohyo/2008.html)

（國學院大學環境教育研究プロジェクト・ポーラ伝統

文化振興財団との共催)

　　　　　　　　　　　　　　（文責・渡邊節子）

次回予告【第73回関東定例研究会】

◆日　　時：10月14日(土)　14：00～16：30

◆場　　所：國學院大學渋谷キャンパス120周年記念２号館１階　2104教室

                 （東京都渋谷区東4-10-28）（教室は変更の可能性あり）　　

◆テ ー  マ：ブナと社叢—東日本太平洋側を例として

◆講　　師：原　正利（社叢学会理事・社叢インストラクター）

共催：國學院大學環境教育研究プロジェクト・ポーラ伝統文化振興財団　※映像上映未定



第74回　関東定例研究会　報告 2017年7月8日
(於　國學院大學)

「 山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録記念

　長浜曳山まつり・秩父の夜祭り 上映講演会

講師：薗田　稔（社叢学会理事長・京都大学名誉教授）

　　　中島　誠一（長浜市曳山博物館館長・成安造形大学講師）

　2016年12月初め、日本国内の18府県33件の祭りで

構成する「山・鉾・屋台行事」が、国際連合教育科

学文化機関(ユネスコ)によって無形文化遺産に登録

された。

　日本には数千にも及ぶ山車(山、鉾、屋台)が登場

する祭りがある。今回登録された中の二つの祭り、

秩父の夜祭りと長浜曳山まつりの映像を見ながらそ

れぞれの祭りや今回の登録に深く関わった二人の講

演を聞き、関連映像を鑑賞した。

やまの部  秩父の夜祭り

「ユネスコ登録と地域活性化」：薗田稔

　今日の、秩父夜祭りの2つの映像は、同じような

ものに思われるだろうが、20年の時間が経過してい

る。秩父の祭りと絡めながら、ユネスコの登録や地

域の活性について話させていただく。

  無形文化財は日本がユネスコに働きかけて作られ

た文化財と聞いている。遺跡などの有形文化財は物

があるのでわかりやすいが、無形はどう捉えたらよ

いだろうか。これには世界中の伝統芸能、伝統工芸

などの技術が挙げられるが、中でもコミュニティ単

位で行われるのが、祭礼行事・芸能である。毎年、

または連続して再現されなければならず、社会的事

情で中止されては無形文化遺産にはならない。コミ

ュニティが祭りを担い、継承できているかがポイン

トになる。

　数年前に京都の祇園祭と日立風流物はすでに無形

文化遺産として登録されていたが、他の祭りについ

ては同じようなものとして個別に承認されにくくな

っていた。コミュニティ結集の大切な文化として、

すでに登録されていた祭りと合わせて一括して申請

し、今回の登録となった。昨年の12月1日の未明、

真夜中に起こされて登録決定の報告を受けたのだが、

ちょうど秩父夜祭りの初日と重なり、地元は一層盛

り上がった。

　日本のコミュニティは、周りの自然風土と一体で

あることが特徴である。伝統を踏まえながら、自然

と共生して営まれているのがコミュニティの祭りで

ある。そこにはご先祖様が含まれ、土地の神をまつ

り、山、里、川、海を祭りがつないでいる。故郷を

感じる祭りである。

　かつて高度成長期やバブル期の地域活性化といえ

ば、産業(企業)を中心とした経済での町おこしであ

った。現在では大企業誘致ではなく、地場産業を大

事にしながら、豊かな自然と歴史、伝統文化を大切

にしながらの町おこしである。3.11の被災地では、

祭礼芸能の復活が復興の力になったのを目の当たり

にした。災害に強いのも祭りである。

うみの部  長浜曳山まつり

「有形と無形の絶妙なるハーモニー―長浜曳山祭

―」：中島誠一

  長崎県出身でありながら縁あって、長浜に学芸員

の職を得て、館長まで勤められた。祭りを通じて、

長浜地域の方はもちろん、周辺の農村部の方々との

交流にはとても勇気付けられた。長浜まつりという

と街の中だけで行うように思われていると思うが、

かつては周辺の農村の方々が参加していた。

　昭和20年代、米どころである湖水地域は曳山文化

に溢れていた。しゃぎり、曳行そして子ども歌舞伎

に欠くことのできない三役の多くは湖東地域をはじ

め京都、岐阜からの参加によるものであり、借役者

も行われていた。長浜曳山まつりは緩やかな参加型

まつりで、米作りが祭りを支えていた。

　戦後その姿は変貌し、兼業などで祭りに必要な芸

能に費やす時間は減り、いつの間にか都市部中心の

祭りになっていった。今回ユネスコ無形文化財に登

録されたことで、このことを再認識する機会だと考

えている。

　一方、曳山では商人たちが競ってまつりに参加し

た。華麗に彩る最後部の見送り幕はヨーロッパのタ

ペストリーや中国の古典に基づいた絵柄などが用い

られ、高度な技術を持った職人が腕をふるった。こ

れらは有形としての文化である。様々な文化を取り

入れながら、有形と無形が絶妙に混ざり合い、ロー

カルでありながら、グローバルなのが長浜まつりな

のである。

　そこには曳山博物館も大きな役割を果たしている。

曳山の修理や三役修行塾(太夫や三味線の養成講座)

など、祭りの一員として博物館は欠くことのできな

いものとなっている。

(ポーラ伝統文化振興財団・神道宗教学会・國學院大
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能に費やす時間は減り、いつの間にか都市部中心の

祭りになっていった。今回ユネスコ無形文化財に登

録されたことで、このことを再認識する機会だと考

えている。

　一方、曳山では商人たちが競ってまつりに参加し

た。華麗に彩る最後部の見送り幕はヨーロッパのタ

ペストリーや中国の古典に基づいた絵柄などが用い

られ、高度な技術を持った職人が腕をふるった。こ

れらは有形としての文化である。様々な文化を取り

入れながら、有形と無形が絶妙に混ざり合い、ロー

カルでありながら、グローバルなのが長浜まつりな

のである。

　そこには曳山博物館も大きな役割を果たしている。

曳山の修理や三役修行塾(太夫や三味線の養成講座)

など、祭りの一員として博物館は欠くことのできな

いものとなっている。

(ポーラ伝統文化振興財団・神道宗教学会・國學院大

學環境教育研究プロジェクトとの共催)

　　　　　　　　　　　　　　（文責・渡邊節子）




