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ことではあるが…。
伝統を保存することに価値があるか、それと
も経済的な発展を追い求めるべきかといった、
相反する“葛藤”は、ほぼ毎回のように、経済や
都市化が優先され、貴重な緑地財産の保存を
“打ち負かしてきた”ように思う。これらは価値
観の“争い”でもあった。
歴史的な庭園やオープンスペースについての
景観や文化財の保全に対して、どの程度までそ
の国やその社会が価値を見出すのか？ そのこ
とをこの論文で考えてみたい。
文化財として高い価値を持ち、かつ視覚的に

“侵略”
が見られる。栗林公園は浜離宮に比べて
“侵略”
の度合いが初期段
写真 2. 栗林公園。借景の中にもわずかながら建築物の
階であるが、何らかの方法や対応策が必要であると思われる。
（香川県、2018 年 7 月） 写真：ブルース・シャーキー

も繊細で美しい緑地空間の中で、この問題を良

写真 1. 約 25 ヘクタールの浜離宮恩賜庭園。景観は乱立する高層ビルによって、目を覆うばかりになっている
（東京都、2018 年 7 月） 写真：ブルース・シャーキー

都市化によって危機に瀕する浜離宮恩賜庭園

―発展を遂げた日本社会における予期せぬ日本文化財産の喪失―
原文＝ブルース・G・シャーキー（FASLA、PLA ルイジアナ州立大学ロバート・ライク・スクールランドスケープ学科）
翻訳＝都田 乙（㈱景観設計・東京 , Principal、ルイジアナ州立大学院修了、RLA）

ざましい“視覚的侵略”によって、芸術的な意図

となった。皇族は第二次世界大戦終了後の1945

を取り上げたい。これらの文化的、歴史的価値

や、デザインのストーリー性が失われ、そして、

年に東京都に庭園を寄付し、その後、日本の文

の高い庭園や緑地は、非常に重要な国家財産で

庭園空間のスケール感も変わってしまった。

化遺産として国の特別名勝、特別史跡に指定さ

ある。第二次世界大戦後、都市化が進行するに

この“視覚的侵略”
により、本来の“美”
が大き

れている。植栽や地形の形状、配置の特徴は、

つれ、日本列島の文化財や緑地は不幸な損失の

く変えられてしまい、庭園の一部であった借景

庭園が黙想のための庭園であった事を示唆して
いる。ポストモダンの高層建築とともに周辺に

対象となった。恐ろしい侵略のように激しい発

が、垂直にそびえる事務所や住居ビルの景色に

展を遂げ、周辺には次々と超高層ビルの建設が

とって代わった。文化的に価値ある緑地と、都

建設された建物は、庭園と競合した結果、現在

進み、これらの伝統的な日本庭園の品位に対し

市の発展の
“衝突”
が生みだしたこの結果につい

の庭園は、作庭者の意図した象徴的な庭園とは

て大きな打撃を与えてきた。写真1は高層ビルが

ての考察がこの論文の主旨である。

変わり果てたものになっている。かつての将軍

庭園に及ぼした影響をよく表している。

元来意図された庭園の姿

家にとって、庭園はオアシスまたは日常生活から
の逃避のための場であり、それは、現在の来園

美しい緑地や日本庭園の価値が、日本の経済

追い求めてきた。東京などの大都市を中心に、著

きなかったのだろうか？ このような状況が開

物理的に失われてしまうことや全く異なるも

浜離宮恩賜庭園は徳川将軍家のために作ら

成長によって大きく損なわれている。この論文

しい発展を遂げたが、
現存する浜離宮恩賜庭園な

発によって引き起こされることが予見されたに

のに変えられてしまうことだけではなく、むし

れたものとされている。庭園は江戸城外の静養

では、日本人が都市の発展を優先した結果、国

どの文化財産の価値を損なうという大きな代償

も関わらず、看過され、結果として対処すべき

ろ、当時の所有者や庭園作家が心に描いた視覚

や狩りの場であった。かつての将軍たちはそこ

家の重要な文化財産の価値を損なうという事態

を払ってきている。周辺に建てられた高層ビルに

手段が取られなかったのであれば、この問題は

的な美しさや価値が失われてしまったことの方

で食事をとり、来客とその景色を楽しんだに違

都市の高層化に伴い視覚的な“侵略”によっ

を引き起こしていることについて報告したい。

よって、日本庭園の美観は損なわれてしまった。

より深刻なことであると思われる。経済成長の

が大きな“代償”である。たしかに、園内の木々

いない。また、丁寧に植栽された広大な庭園は

て、伝統的で文化的に価値が高い庭園やオープ

者にとっても同様の機能を果たすはずであった。

人類の発展と自然との衝突

戦後、日本では、事務所や住居空間に対する需

官庁の都市計画担当者や民間の不動産企業

その代償としてもたらされた文化的な損失は日

やその他の庭園要素は当時のままに近いかもし

穏やかで一族の美的満足感を充足する休息の

ンスペースは、美的または社会的価値が失われ

要に答えようと、経済発展と都市としての成長を

は、開発による文化財産への影響を全く予測で

本に限らず、世界の都市のどこでも起こり得る

れない。だが、周辺に建てられた高層ビルのめ

場でもあった。後に庭園は、皇族のための離宮

ている。このことは、東京だけに限らず日本国

The Invasion of Hama-Rikyo Gardens: The
Unintended Losses of Japan’s Cultural
Heritage thru Post-Industrial Economic and
Urban Development

impacts on cultural site may or not have been
anticipated by city government planners and private
real estate developers. If the impacts of urban
development were anticipated but ignored so as
steps could be taken to avoid or minimize the
impacts make this account even more disheartening.
The cost of or economic growth and the
accompanying losses (unintended as they often are)
is a reoccurring theme that occurs throughout the
urbanizing world, not only in Japan. The battle
between preserving old traditions and advancing
economic and urban development is one-sided with
economic gain and fulfilling urban growth winning
out nearly every time over preserving a city’s
valuable green heritage. This is a battle of values: to
what extent will a society value its historically
significant gardens and green open spaces in order
to preserve the aesthetic and cultural integrity of
these gardens and public spaces?
A dramatic example of the degradation to culturally
important but visually and aesthetically sensitive
green spaces by urban development are the
Hama-Rikyu Gardens in Tokyo. These and other

cultural heritage gardens and traditional
greenspaces in post-industrial urban Japan are some
of the most culturally and socially valuable assets of
the nation. Post WWII these islands of culture and
greenspace have experienced unfortunate losses due
to urban expansion. The invasive, aggressive
development of high rise building construction
situated close to their boundaries has greatly altered
the aesthetic integrity of these traditional Japanese
gardens. The image in Figure 1 dramatically exposes
the impact that high rise development has had on
Hama-Rikyu.
The losses are not the physical loss such as removal,
or alteration of the gardens and cultural sites but
rather the loss of the intended visual and aesthetical
qualities of these gardens as envisioned by the
garden owners and their designer. The trees and
other landscape elements remain. What has been
lost is the artistic effects, design narratives, and
altering the scale of the garden spaces as a result of
the very dramatic visual encroachment (invasion) of
tall building constructed adjacent to the properties.
The effect of this visual encroachment greatly alters

the aesthetic attributes of the sites by the
replacement of the original borrowed landscape that
surrounded the gardens with the imposing high-rise
offices and residential vertical structures. An
examination on this collusion of urban development
with culturally valuable green space is the subject of
this article.

Country: A Japanese cultural heritage site. It was
conceived as a contemplative garden with its
symbols in forms and arrangement of plants and
topography. With the post-modern design of
high-rise architecture, the buildings constructed
around the perimeter compete for and are a
distraction from the original symbolic intent of
designer: The garden was an oasis or getaway from
daily life of city for the Shogun families of the past
and was meant to serve a similar function for
contemporary visitors .

tree-covered landscape in the background free of
high rise building intrusion. The right image shows
the early phases of high rise building impact with a
couple of buildings appearing in the background
skyline. Other examples where the intrusion of high
rise buildings to the background skyline of an urban
garden and park can be found, notably in New York
City’s Central Park. In Figure 3 the skyline to the
Central Park is populated with tall residential and
office buildings. Fredrick Law Olmsted with his
design partner Calvert Vaux selected broadleaf,
canopy tree species to shield the view from outside
the park boundaries providing an inward focus. In
effect, the use of canopy trees reduced the visual
intrusion of the buildings as more and more were
constructed over the years, taking advantage of
views into the park by the residents and office
works. The property situated along the perimeter of
the park was considered highly valuable by offering
residents a “free” view into the park allowing the
developer to charge higher prices to those buying or
renting in the perimeter buildings.

Bruce G. Sharky, FASLA, PLA Robert Reich School of
Landscape Architecture, Louisiana State University
This is a story of the visual collision that Japan’s
expanding economy and urban growth has had on
valuable public green space. This is an account of the
loss of a nation’s culturally significant public
treasures with the encroachment of urban
development. As Japan seeks opportunities to
advance the country’s economy and meet the needs
of urban growth.particularly satisfying the demand
for quality office and residential space.the costs of
the progress achieved has had unfortunate losses in
other areas of Japanese life. The losses can be found
in the form of degradation of the original aesthetic
intent of traditional gardens and public green spaces
with the invasion of high-rise building development
constructed at their perimeter boundaries. The
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く示している例として、東京の浜離宮恩賜庭園

The Original Intent of the Gardens
The Hama-Rikyu Gardens were created for a
Tokugawa Shogun family. The gardens functioned as
a retreat and duck hunting grounds located outside
the original Edo castle. Past Shoguns would have
their meals in the gardens while enjoying the
surrounding scenery with their guests. It was also a
place to rest as the gardens with their extensive and
carefully placed plants had a calming effect and
appealed to the families aesthetic values. Later the
gardens became a detached palace of the Imperial
family. The Imperial Family donated the garden to
the city of Tokyo in 1945 after WWII ended. Still
later, the garden was designated as a Special Place
of Scenic Beauty and Special Historic Site of the

A Collision of Man with Nature:
The loss of aesthetic or social values of traditional
and culturally valuable gardens and public open
space from the visual invasion of urban high rise
development is an ongoing threat not only in Tokyo
but other cities in Japan and the world. The Ritsurin
Garden, Kagawa, Japan is experiencing the early
invasion of high-rise building construction as shown
in Figure 2.
The left Image in Figure 2 shows a borrowed

L D 1 2 8 O C TO B ER 2 0 1 9

071

ことではあるが…。
伝統を保存することに価値があるか、それと
も経済的な発展を追い求めるべきかといった、
相反する“葛藤”は、ほぼ毎回のように、経済や
都市化が優先され、貴重な緑地財産の保存を
“打ち負かしてきた”ように思う。これらは価値
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の度合いが初期段
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も繊細で美しい緑地空間の中で、この問題を良
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impacts on cultural site may or not have been
anticipated by city government planners and private
real estate developers. If the impacts of urban
development were anticipated but ignored so as
steps could be taken to avoid or minimize the
impacts make this account even more disheartening.
The cost of or economic growth and the
accompanying losses (unintended as they often are)
is a reoccurring theme that occurs throughout the
urbanizing world, not only in Japan. The battle
between preserving old traditions and advancing
economic and urban development is one-sided with
economic gain and fulfilling urban growth winning
out nearly every time over preserving a city’s
valuable green heritage. This is a battle of values: to
what extent will a society value its historically
significant gardens and green open spaces in order
to preserve the aesthetic and cultural integrity of
these gardens and public spaces?
A dramatic example of the degradation to culturally
important but visually and aesthetically sensitive
green spaces by urban development are the
Hama-Rikyu Gardens in Tokyo. These and other

cultural heritage gardens and traditional
greenspaces in post-industrial urban Japan are some
of the most culturally and socially valuable assets of
the nation. Post WWII these islands of culture and
greenspace have experienced unfortunate losses due
to urban expansion. The invasive, aggressive
development of high rise building construction
situated close to their boundaries has greatly altered
the aesthetic integrity of these traditional Japanese
gardens. The image in Figure 1 dramatically exposes
the impact that high rise development has had on
Hama-Rikyu.
The losses are not the physical loss such as removal,
or alteration of the gardens and cultural sites but
rather the loss of the intended visual and aesthetical
qualities of these gardens as envisioned by the
garden owners and their designer. The trees and
other landscape elements remain. What has been
lost is the artistic effects, design narratives, and
altering the scale of the garden spaces as a result of
the very dramatic visual encroachment (invasion) of
tall building constructed adjacent to the properties.
The effect of this visual encroachment greatly alters

the aesthetic attributes of the sites by the
replacement of the original borrowed landscape that
surrounded the gardens with the imposing high-rise
offices and residential vertical structures. An
examination on this collusion of urban development
with culturally valuable green space is the subject of
this article.

Country: A Japanese cultural heritage site. It was
conceived as a contemplative garden with its
symbols in forms and arrangement of plants and
topography. With the post-modern design of
high-rise architecture, the buildings constructed
around the perimeter compete for and are a
distraction from the original symbolic intent of
designer: The garden was an oasis or getaway from
daily life of city for the Shogun families of the past
and was meant to serve a similar function for
contemporary visitors .

tree-covered landscape in the background free of
high rise building intrusion. The right image shows
the early phases of high rise building impact with a
couple of buildings appearing in the background
skyline. Other examples where the intrusion of high
rise buildings to the background skyline of an urban
garden and park can be found, notably in New York
City’s Central Park. In Figure 3 the skyline to the
Central Park is populated with tall residential and
office buildings. Fredrick Law Olmsted with his
design partner Calvert Vaux selected broadleaf,
canopy tree species to shield the view from outside
the park boundaries providing an inward focus. In
effect, the use of canopy trees reduced the visual
intrusion of the buildings as more and more were
constructed over the years, taking advantage of
views into the park by the residents and office
works. The property situated along the perimeter of
the park was considered highly valuable by offering
residents a “free” view into the park allowing the
developer to charge higher prices to those buying or
renting in the perimeter buildings.
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This is a story of the visual collision that Japan’s
expanding economy and urban growth has had on
valuable public green space. This is an account of the
loss of a nation’s culturally significant public
treasures with the encroachment of urban
development. As Japan seeks opportunities to
advance the country’s economy and meet the needs
of urban growth.particularly satisfying the demand
for quality office and residential space.the costs of
the progress achieved has had unfortunate losses in
other areas of Japanese life. The losses can be found
in the form of degradation of the original aesthetic
intent of traditional gardens and public green spaces
with the invasion of high-rise building development
constructed at their perimeter boundaries. The
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The Original Intent of the Gardens
The Hama-Rikyu Gardens were created for a
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a retreat and duck hunting grounds located outside
the original Edo castle. Past Shoguns would have
their meals in the gardens while enjoying the
surrounding scenery with their guests. It was also a
place to rest as the gardens with their extensive and
carefully placed plants had a calming effect and
appealed to the families aesthetic values. Later the
gardens became a detached palace of the Imperial
family. The Imperial Family donated the garden to
the city of Tokyo in 1945 after WWII ended. Still
later, the garden was designated as a Special Place
of Scenic Beauty and Special Historic Site of the

A Collision of Man with Nature:
The loss of aesthetic or social values of traditional
and culturally valuable gardens and public open
space from the visual invasion of urban high rise
development is an ongoing threat not only in Tokyo
but other cities in Japan and the world. The Ritsurin
Garden, Kagawa, Japan is experiencing the early
invasion of high-rise building construction as shown
in Figure 2.
The left Image in Figure 2 shows a borrowed
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内や世界の各都市でも、今なお進行中の脅威で

ねばならないことをまず認識すべきことで

ある。
香川県の栗林公園でも写真2に示すように

ある。これらの緑地には活用すべき経済価値

高層建造物による初期の
“侵略”
が見受けられる。

がある。各都市は、都市化や高層化による開

日本の各都市において、浜離宮恩賜庭園で

発を単に許可するだけではなく、文化的に価

起きている都市化や高層開発による視覚的

写真2の左側の写真は、樹木に覆われた“借

値ある公園および緑地に隣接する不動産に対

な“侵略”
、そして、これに伴う庭園、緑地の

景”で、背景に高い建物が見えていない。右

して、より高い不動産課税を課すといった形

文化的資産の“喪失”という問題をうまく管

側の写真は背後の地平線にいくつかの建物が

で財政的な恩恵を受けるべきなのである。

理するための新たな戦略が求められている。

これらの公共空間に隣接する物件を所有

“視覚的侵略”の影響を解決する簡単な方法

他の都市の庭園や公園の事例を示そう。特

する不動産企業もまた、望ましい公共用地に

はない。ただ、不動産課税の新設により財政

に、ニューヨークのセントラルパークに着目

近接することで受けられる視覚的な恩恵や

的な恩恵を受けることや、その悪影響を軽減

したい。写真3はセントラルパークの背後に

利点などを認識することであろう。そして、

することは達成可能なはずである。これらの

見え、
“侵略”
の初期段階であることがわかる。

不動産開発者は公園や庭園に隣接すること

課税から得られる税収はその他の公共福利

写真 4. 高架上に立地する2.5km に及ぶ長さのハイラインパー
ク。 2006 年に建設を開始し、2014 年までに第 3 区間が公開
されている。貨物列車の線路跡地を市民のための高架オープ
ンスペース緑道として、ニューヨークしが改修・開放したパブリッ
クユーズのオープンスペースで、最近ではニューヨークで最も人
気のある観光ルートの 1 つとして脚光を浴びている。
（ニュー
ヨーク市） 写真：ブルース・シャーキー

により得られる不動産価値の向上やその優

の実現に利用できる。戦略の一つとして、ま

位性に対しての対価を払う事が求められる

ず、行政としては、新たな開発がオープンス

べきである。このことによって、不動産開発

ペースにとって有害であることを認識し、緑

者は高い不動産課税を支払うだけではなく、

地に隣接して建造される高層ビル群の視覚

は、たくさんの高い住宅や事務所が居座って
いることがわかるだろう。フレデリック・
ロー・オルムステッドと彼のデザインパート
ナーであるキャルバート・ボークスは、公園
の外側の景観に対して配慮し、大きな葉をつ

写真 3.セントラルパーク。わずかながらの建築物の
“侵略”
があるが、スカイライン沿いは葉の大きな樹木を植栽したことにより、スカイ
ラインの乱れは目立たないデザイン処理となっている。
（ニューヨーク市） 掲載元：ウィキペディア

隣接する庭園やオープンスペースの視覚的、

的な阻害要因を軽減するために、“デザイン

ク周辺にたくさんの建物が建つ中で、このよ

クである。ニューヨーク市は10年前に開発し

た事例である。完成後、周辺地域では、かつ

オープンスペースとして再開発する試みの

文化的品位に対する“侵略”を最小限にする

ガイドライン”を作成すべきである。

うに高木を活用することによって、長い年月

たハイラインパークという名の廃線跡地の

てない再開発の余波に拍車がかかった。この

契機となったことは明白である。この再開発

ため、独自の“デザインガイドライン”に従い

の間、居住者や事務所で働く人々にとって

高架橋に沿った一帯の資産価値が、ハイライ

公園は今ではニューヨークで最も人気のあ

の予算のほとんどは、人々が働き、住まい、

開発を行う事が求められる。

は、公園への眺めを確保しつつ、外部の建物

ンパークに近接しているという理由で高騰

るオープンスペースであり、観光名所となっ

そして楽しむことができる理想的な空間を

樹木や地形の配置により庭園の構成は細か

が引き起こす公園に対する視覚的な“侵略”

していることに着目した。市は特別な不動産

ている。訪問者数の多い公園であることに留

創出するための資金として、公共投資を促進

く計画され、外に見える風景もこの風景構成

からは守られている。公園外周部に立地する

課税対象地域を創設し、ハイラインパークに

まらず、周辺の不動産価値を高め、脱工業化

する独創的な不動産課税対象地域の創設に

アパートやマンションは、居住者が“無料”の

近く、素晴らしい眺望があるエリアに対し

後の未開発地域だった一帯を、仕事や居住地

よる税収によって賄われている。

公園の眺望を手に入れることができるので、

て、より高い課税額を設定した。この特別な

として、引く手あまたの場所に変えた。写真

公園に近いことがとても価値があると考え

不動産課税対象地域の創設の結果、ハイライ

4は、この開発が、倉庫や時代遅れで価値が

東京を含め、日本の各都市がニューヨーク

られており、高い購入価格や不動産賃料が得

ンパークの維持管理や拡張工事に対する予

低かった建造物に代わって、新しい建物と

市のハイラインパークから学ぶことができ

られる物件となっている。

算の確保が可能となった。

なったことで、そのクオリティが上がったこ

る教訓の一つは、今ある緑地、すなわち浜離

とを良く示している。ニューヨークのハイラ

宮恩賜庭園のような文化的庭園を文化的資

ニ ュ ー ヨ ー ク の ハ イ ラ イ ン パ ー ク は、

インパークの成功は、全米や世界の各都市

産としてだけではなく、それらの文化的、社

ける高木を選定した。実際、セントラルパー

オープンスペースに隣接する高層ビル群
をどのように扱うべきであるか？

好事例

1980年に廃線となった古びた線路高架橋を

が、老朽化したインフラや時代遅れで古く

会的価値を維持するための固有の財産と考

となるのが、ニューヨークのハイラインパー

公園スペースとして再開発し、極めて成功し

なった建物で埋め尽くされた居住地を、緑の

え、高層ビル群の開発による“侵略”から守ら

Another example of how cities have responded to
high rise building construction adjacent to public
open space is High Line Park in New York. The City
of New York realized that the property located along
the abandoned elevated railroad that was developed
ten years ago as High Line Park would gain
considerable value because of its proximate location
to the proposed park. The city created a special real
estate taxing district charging higher taxes to the
adjacent property recognizing the competitive
advantage these properties would have with the
proximity to the High Line Park and the desirable
views afforded by the proximate location. One result
of creating this special real estate taxing district is
that funds are used to maintain the elevated park
and fund extensions of the park.

has become one of New York’s most popular public
open spaces and tourist attraction. Not only is it a
highly visited public park but has increased real
estate values, converting post-industrial, underdeveloped neighborhood into a highly sought after
place to live and work. The high rise development
visible in Figure 4 is the type and quality of new
building development that has replaced low-value,
warehouse, and outdated building structures. The
success that New York has achieved in the
construction of the High Line Park has inspired cities
in other parts of the United States and
internationally to redevelop obsolete infrastructure
and neighborhoods filled with outdated and
abandoned building as public open green spaces.
Much of the cost of this redevelopment was made
possible by establishing a creative real estate taxing
district to benefit public investment use to fund the
creation of desirable places for people to work, live,
and recreate.
One of the lessons that Tokyo and other cities in
Japan can learn from the New York City’s High Line
Park is to first recognize existing green spaces,

cultural gardens similar to Hama-Rikyu Gardens are
not only valuable cultural resources but to retain
their cultural and social value must be protected
from the invasion of high rise development. These
green space have an economic value that should be
harnessed. Cities should not simply allow new
urban, high rise development to take place without
the city receiving economic gain in the form of
higher real estate taxes of those properties adjacent
to the cultural and park green spaces. The
developers of the properties adjacent to these public
space will realize a competitive advantage of profit
given their physical and visual access to these
desirable public sites. The developers should be
required to pay a price for the competitive
advantage and increased value of their property they
would gain by developing adjacent to public parks
and gardens. In order to approve construction the
developers should not only be charged higher real
estate taxes but also be required to follow a set of
special design guidelines established to minimize the
erosion to the visual and cultural integrity of the
adjacent public gardens and open space.

What Japan Cities Can Do
Cities in Japan will require new strategies to manage
the visual invasion of urban, high rise development
and attendant losses of the cultural treasures of
gardens and public green spaces such as has
occurred in Hama-Rikyu Gardens. There is no simple
solution for a city to resolve the impact of visual
invasion. At best what can be accomplished is to
reduce the impact and at the same time realize
economic benefits in the form of imposing new,
more equitable real estate taxes. These increased
taxes can be used for achieving other public
benefits. One strategy is to first recognize the
harmful impact of new development to public open
space then establish design guidelines a city would
employ to reduce the visual intrusion of the new
high rise buildings constructed adjacent to public
green spaces. The image of the garden shown in
Figure 5 identifies the borrowed landscape, a
landscape that exists outside the boundaries of the
Ritsurin Garden. The composition of the gardens
with the placement of trees and the topography
were carefully designed so that the landscape

High Line Park in New York City is an example of an
outstanding success where redevelopment of an
obsolete railway viaduct that was abandoned in
1980 was turned into a public park space. Once
completed, the park spurred unprecedented
redevelopment of adjacent neighborhoods. The park
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都市として対応すべきこと

写真5に示すように、栗林公園では、公園
の外部の景色を借景として取り入れている。

写真 5. 栗林公園（香川県）
。借景の森は豊かで大きい。写真に見られるように、この森の後ろでビルの開発の姿は見られない。ただ
し、写真 2 の右側の写真では、
“侵略”
の初期段階が見られている。今こそ、今後の開発による建築物の
“侵略”
を防ぐために、現在
の栗林公園の美しい景観を守る必要がある。
“デザインガイドライン”
を作成し、景観が
“喪失”
しないための景観法による法整備のチー
ムを作るべきだと提案したい 写真：ブルース・シャーキー
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内や世界の各都市でも、今なお進行中の脅威で

ねばならないことをまず認識すべきことで

ある。
香川県の栗林公園でも写真2に示すように

ある。これらの緑地には活用すべき経済価値

高層建造物による初期の
“侵略”
が見受けられる。

がある。各都市は、都市化や高層化による開

日本の各都市において、浜離宮恩賜庭園で

発を単に許可するだけではなく、文化的に価

起きている都市化や高層開発による視覚的

写真2の左側の写真は、樹木に覆われた“借

値ある公園および緑地に隣接する不動産に対

な“侵略”
、そして、これに伴う庭園、緑地の

景”で、背景に高い建物が見えていない。右

して、より高い不動産課税を課すといった形

文化的資産の“喪失”という問題をうまく管

側の写真は背後の地平線にいくつかの建物が

で財政的な恩恵を受けるべきなのである。

理するための新たな戦略が求められている。

これらの公共空間に隣接する物件を所有

“視覚的侵略”の影響を解決する簡単な方法

他の都市の庭園や公園の事例を示そう。特

する不動産企業もまた、望ましい公共用地に

はない。ただ、不動産課税の新設により財政

に、ニューヨークのセントラルパークに着目

近接することで受けられる視覚的な恩恵や

的な恩恵を受けることや、その悪影響を軽減

したい。写真3はセントラルパークの背後に

利点などを認識することであろう。そして、

することは達成可能なはずである。これらの

見え、
“侵略”
の初期段階であることがわかる。

不動産開発者は公園や庭園に隣接すること

課税から得られる税収はその他の公共福利

写真 4. 高架上に立地する2.5km に及ぶ長さのハイラインパー
ク。 2006 年に建設を開始し、2014 年までに第 3 区間が公開
されている。貨物列車の線路跡地を市民のための高架オープ
ンスペース緑道として、ニューヨークしが改修・開放したパブリッ
クユーズのオープンスペースで、最近ではニューヨークで最も人
気のある観光ルートの 1 つとして脚光を浴びている。
（ニュー
ヨーク市） 写真：ブルース・シャーキー

により得られる不動産価値の向上やその優

の実現に利用できる。戦略の一つとして、ま

位性に対しての対価を払う事が求められる

ず、行政としては、新たな開発がオープンス

べきである。このことによって、不動産開発

ペースにとって有害であることを認識し、緑

者は高い不動産課税を支払うだけではなく、

地に隣接して建造される高層ビル群の視覚

は、たくさんの高い住宅や事務所が居座って
いることがわかるだろう。フレデリック・
ロー・オルムステッドと彼のデザインパート
ナーであるキャルバート・ボークスは、公園
の外側の景観に対して配慮し、大きな葉をつ

写真 3.セントラルパーク。わずかながらの建築物の
“侵略”
があるが、スカイライン沿いは葉の大きな樹木を植栽したことにより、スカイ
ラインの乱れは目立たないデザイン処理となっている。
（ニューヨーク市） 掲載元：ウィキペディア

隣接する庭園やオープンスペースの視覚的、

的な阻害要因を軽減するために、“デザイン

ク周辺にたくさんの建物が建つ中で、このよ

クである。ニューヨーク市は10年前に開発し

た事例である。完成後、周辺地域では、かつ

オープンスペースとして再開発する試みの

文化的品位に対する“侵略”を最小限にする

ガイドライン”を作成すべきである。

うに高木を活用することによって、長い年月

たハイラインパークという名の廃線跡地の

てない再開発の余波に拍車がかかった。この

契機となったことは明白である。この再開発

ため、独自の“デザインガイドライン”に従い

の間、居住者や事務所で働く人々にとって

高架橋に沿った一帯の資産価値が、ハイライ

公園は今ではニューヨークで最も人気のあ

の予算のほとんどは、人々が働き、住まい、

開発を行う事が求められる。

は、公園への眺めを確保しつつ、外部の建物

ンパークに近接しているという理由で高騰

るオープンスペースであり、観光名所となっ

そして楽しむことができる理想的な空間を

樹木や地形の配置により庭園の構成は細か

が引き起こす公園に対する視覚的な“侵略”

していることに着目した。市は特別な不動産

ている。訪問者数の多い公園であることに留

創出するための資金として、公共投資を促進

く計画され、外に見える風景もこの風景構成

からは守られている。公園外周部に立地する

課税対象地域を創設し、ハイラインパークに

まらず、周辺の不動産価値を高め、脱工業化

する独創的な不動産課税対象地域の創設に

アパートやマンションは、居住者が“無料”の

近く、素晴らしい眺望があるエリアに対し

後の未開発地域だった一帯を、仕事や居住地

よる税収によって賄われている。

公園の眺望を手に入れることができるので、

て、より高い課税額を設定した。この特別な

として、引く手あまたの場所に変えた。写真

公園に近いことがとても価値があると考え

不動産課税対象地域の創設の結果、ハイライ

4は、この開発が、倉庫や時代遅れで価値が

東京を含め、日本の各都市がニューヨーク

られており、高い購入価格や不動産賃料が得

ンパークの維持管理や拡張工事に対する予

低かった建造物に代わって、新しい建物と

市のハイラインパークから学ぶことができ

られる物件となっている。

算の確保が可能となった。

なったことで、そのクオリティが上がったこ

る教訓の一つは、今ある緑地、すなわち浜離

とを良く示している。ニューヨークのハイラ

宮恩賜庭園のような文化的庭園を文化的資

ニ ュ ー ヨ ー ク の ハ イ ラ イ ン パ ー ク は、

インパークの成功は、全米や世界の各都市

産としてだけではなく、それらの文化的、社

ける高木を選定した。実際、セントラルパー

オープンスペースに隣接する高層ビル群
をどのように扱うべきであるか？

好事例

1980年に廃線となった古びた線路高架橋を

が、老朽化したインフラや時代遅れで古く

会的価値を維持するための固有の財産と考

となるのが、ニューヨークのハイラインパー

公園スペースとして再開発し、極めて成功し

なった建物で埋め尽くされた居住地を、緑の

え、高層ビル群の開発による“侵略”から守ら

Another example of how cities have responded to
high rise building construction adjacent to public
open space is High Line Park in New York. The City
of New York realized that the property located along
the abandoned elevated railroad that was developed
ten years ago as High Line Park would gain
considerable value because of its proximate location
to the proposed park. The city created a special real
estate taxing district charging higher taxes to the
adjacent property recognizing the competitive
advantage these properties would have with the
proximity to the High Line Park and the desirable
views afforded by the proximate location. One result
of creating this special real estate taxing district is
that funds are used to maintain the elevated park
and fund extensions of the park.

has become one of New York’s most popular public
open spaces and tourist attraction. Not only is it a
highly visited public park but has increased real
estate values, converting post-industrial, underdeveloped neighborhood into a highly sought after
place to live and work. The high rise development
visible in Figure 4 is the type and quality of new
building development that has replaced low-value,
warehouse, and outdated building structures. The
success that New York has achieved in the
construction of the High Line Park has inspired cities
in other parts of the United States and
internationally to redevelop obsolete infrastructure
and neighborhoods filled with outdated and
abandoned building as public open green spaces.
Much of the cost of this redevelopment was made
possible by establishing a creative real estate taxing
district to benefit public investment use to fund the
creation of desirable places for people to work, live,
and recreate.
One of the lessons that Tokyo and other cities in
Japan can learn from the New York City’s High Line
Park is to first recognize existing green spaces,

cultural gardens similar to Hama-Rikyu Gardens are
not only valuable cultural resources but to retain
their cultural and social value must be protected
from the invasion of high rise development. These
green space have an economic value that should be
harnessed. Cities should not simply allow new
urban, high rise development to take place without
the city receiving economic gain in the form of
higher real estate taxes of those properties adjacent
to the cultural and park green spaces. The
developers of the properties adjacent to these public
space will realize a competitive advantage of profit
given their physical and visual access to these
desirable public sites. The developers should be
required to pay a price for the competitive
advantage and increased value of their property they
would gain by developing adjacent to public parks
and gardens. In order to approve construction the
developers should not only be charged higher real
estate taxes but also be required to follow a set of
special design guidelines established to minimize the
erosion to the visual and cultural integrity of the
adjacent public gardens and open space.

What Japan Cities Can Do
Cities in Japan will require new strategies to manage
the visual invasion of urban, high rise development
and attendant losses of the cultural treasures of
gardens and public green spaces such as has
occurred in Hama-Rikyu Gardens. There is no simple
solution for a city to resolve the impact of visual
invasion. At best what can be accomplished is to
reduce the impact and at the same time realize
economic benefits in the form of imposing new,
more equitable real estate taxes. These increased
taxes can be used for achieving other public
benefits. One strategy is to first recognize the
harmful impact of new development to public open
space then establish design guidelines a city would
employ to reduce the visual intrusion of the new
high rise buildings constructed adjacent to public
green spaces. The image of the garden shown in
Figure 5 identifies the borrowed landscape, a
landscape that exists outside the boundaries of the
Ritsurin Garden. The composition of the gardens
with the placement of trees and the topography
were carefully designed so that the landscape

High Line Park in New York City is an example of an
outstanding success where redevelopment of an
obsolete railway viaduct that was abandoned in
1980 was turned into a public park space. Once
completed, the park spurred unprecedented
redevelopment of adjacent neighborhoods. The park
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都市として対応すべきこと

写真5に示すように、栗林公園では、公園
の外部の景色を借景として取り入れている。

写真 5. 栗林公園（香川県）
。借景の森は豊かで大きい。写真に見られるように、この森の後ろでビルの開発の姿は見られない。ただ
し、写真 2 の右側の写真では、
“侵略”
の初期段階が見られている。今こそ、今後の開発による建築物の
“侵略”
を防ぐために、現在
の栗林公園の美しい景観を守る必要がある。
“デザインガイドライン”
を作成し、景観が
“喪失”
しないための景観法による法整備のチー
ムを作るべきだと提案したい 写真：ブルース・シャーキー
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の一部となっている。借景の森の中に、建造

なるはずだ。これらの基準の大きな目的の一

行うことによって、突出した印象を抑え、建

物の開発が起きたら、かつての庭園作家に

つは、文化的な価値が高い公共緑地に隣接し

物の外観を目立たなくすることができる。色

よって考案された美的価値は変えられてし

た高層ビルを視覚的に目立たなくすることで

彩と材料の組み合わせに配慮し、強いコント

まうだろう。だが、この美的“損失”と文化的

ある。これらの基準は、新しい建造物による

ラストを軽減すべきである。光沢や輝きを放

価値の“喪失”は浜離宮恩賜庭園をはじめと

視覚的な悪影響を軽減し、影響を受けるであ

つ色彩や素材ではなく、光沢のない仕上がり

する日本各地の庭園やオープンスペースで

ろう美的、文化的品位の保持に役立つだろう。

が推奨されるべきである。

1.建築物の高さとセットバック（後退）につい

4.建築物の窓割りに対しての助言を行う：強

ての規定を行う：適切にゾーニングすること

いコントラストを減らすためにモジュールと

ブルース・G・シャーキー

（FASLA、ルイジアナ州立大学ロバート・ライク・スクール
ランドスケープ学科教授）

写真 6. 企業のサインやロゴが頂部に施された高層ビル
（東京都）
。大崎地域の再開発計画（組合施工による）
によって、出現したソニービルの上部に付けられたソニー
のロゴである。隣の明電舎のビルは、同じく再開発計画
による開発ビルであるが、ビル名の
“think park”
の名称
がソニービルと同じく、ビルの上部に付けられている。ビ
ル名の表現はソニーほど、強烈ではなく、ビルの表情に
調和した名称で親しみやすい表現となっている。どちらの
ビルも日建設計のデザインである。建物頂部付近にサイ
ンを設置すると、観る人の注目を引く効果がある。
（企業
にとっては好ましいことかもしれないが…。） 写 真：
ブルース・シャーキー

既に起きてしまっていることである。

高層建築による
“侵略”を制御するための戦略

で、建築物の高さや敷地境界からのセット

なっている形状に助言を行う。建築物の外観

東京都をはじめとする各都市にとって、文

バック（後退）をうまく管理することができ

デザインは視覚的に突出した印象が強く影響

化的財産である庭園やオープンスペースか

る。また、敷地境界からより大きな後退を行

する。行政は、視覚的影響の軽減が求められ

ら見える位置に建てられた高層ビルが及ぼ

い、その空間を公共の緑地空間として提供す

る場所では、建築物のデザインに対して“デザ

す視覚的な障害。これを軽減し、そして、規

る代わりに、容積率の緩和を開発者に認め、

インガイドライン”を規定し、デザインの確

制し、結果として、抑制するためのいくつか

高さ自体に制限を設ける。

認を行うべきである。不動産開発企業は建築

建物頂部付近にサインを設置すると、観る

これらの質問に対する答えは、十分に組織

家を含むデザインチームとともに、多岐にわ

人の注目を引く効果がある。（企業にとって

された“公開討論会”で議論するのが最も良

は好ましいことかもしれないが…。）

いだろう。もし既に文化・伝統的価値の“喪

の方法がある。“不動産課税”や“適切なゾー
ニング”または“建築デザインについてのガ

2.特別不動産課税地域の創設：他の選択肢と

たる選択肢を検討し、行政は、影響を最小限

イドライン”である。このような行政上の手

して、一定の高さを越えた建築物に対して、

にとどめる決定を行うよう助言すべきである。

法は北米やヨーロッパにおいて、うまく活用

より高い不動産課税を課してはどうか。庭園

されている。これらの手法やその効果につい

やオープンスペースに対して、その影響を和

5.建築物のサインに対するガイドラインを設

ての詳細な説明は、この論文の範疇を越えて

らげるために税収の活用を行う。課税の算出

しまうため、ここでは触れないでおこう。文

方法と建築物の高さに対する制限は、オープ

化的庭園やオープンスペースの美的品位に

が協働し、都市化による“侵略”を軽減し、

ここで、浜離宮恩賜庭園の問題に対しての

良い方向に導くことができるだろう。最も簡

ける：主要なテナントがその企業名やロゴを、

これまでの批評の核心に迫る質問を2つ投げ

単に出せる決断だとしても、“このまま傍観

ビルの外観に設置する事は、ほぼ慣習的と

かけてみたい。1.日本の都市は、公共の庭園

し続ける”のは選択肢であるべきではない。

ンスペースや文化的用地の近くに新たな高

なっているが、庭園や公園から見える場所に

緑地の近くで進む開発が引き起こす“侵略”

日本はこれまでも難しい決断をしてきたし、

影響を与える“高層ビルの侵略”を減らすた

層ビルを計画している不動産開発者と交渉

立地している時は、
制限されるべきであろう。

からこれらの文化的にも歴史的にも重要な

その結果、国家にとっての大きな利益を導い

めに、“行政が採用可能なデザインガイドラ

する時にとり決め、実施する。

建物の上部に設置された企業名は、他の周り

財産を保護するため、困難なプロセスを踏む

てきた。これ以上の“喪失”を生み出す前に、

の建物より目立つ（写真6参照）
。公共の緑地

覚悟はできているか？

今、決断をすべきは、“自治体や国家の歴史

3.建築物の色や材料の選定に助言をする：建

から高層ビルが見える時は、どこに企業の名

いものが共存する方法はあるのだろうか？

的伝承を守る”ことではないか？
願う。

インの役割”について、読者に知ってもらう
ことが大切である。

2. 古いものと新し

築物の外観の色彩や材料の選定は建築物の

前や広告を設置するかの決定は行政の許可を

また、景観保全についてのゾーニング、もし

行政はオープンスペースの文化的財産への

視覚的な印象に大きく影響を与える。行政は

得て行われるべきである。控えめなサインで

くは“建築物のデザイン基準を設定”するな

損害を軽減する手法として、以下を施政上の

建築物の色彩や材料の選定に影響力を持つ

あっても、公共の緑地の視界に入らない、地

どの方法で、文化的な価値を保存しながら、

基準として採用することを検討すべきであ

べきである。庭園やオープンスペースからの

上の歩道付近に設置されるのが好ましい。

都市が成長し発展することは可能なのだろ

る。複数の基準を適用すれば、効果は大きく

視線に配慮した色彩や慎重な材料の選定を

beyond the garden landscape was made part of the
composition. In the event building development
were to occur in the borrowed landscape mountain
slopes the original design aesthetics would be
altered. This aesthetic alteration and hence loss of
cultural values as has occurred at Hama-Rikyu
Gardens and gardens and public open spaces in
other neighborhoods of Tokyo and cities in Japan.

may use to reduce the high-rise building invasion
impacting the aesthetic and experiential integrity of
cultural gardens and public green space.
Cities should consider adopting the following
administrative measures as tools for mitigating
damaging impacts on a city’s cultural and public
open space heritage. To be effective more than one
measure would be applied in any given
circumstance. One goal in applying these measures
is to reduce the visual attention proposed high-rise
building development might have on an adjacent
cultural and public green space. The measures would
lessen the visual intrusion by proposed building
construction and reduction of the aesthetic and
cultural integrity of the impacted sites.

Strategies for Controlling High Rise Building
Intrusion:
Cities like Tokyo wishing to protect their cultural
heritage and reduce visual intrusion of tall building
construction adjacent and visible to the gardens and
public green space have several tools to regulate and
minimize these impacts. These tools include real
estate taxing, zoning, and architectural design
guidelines. These administrative tools have been
successfully employed in cities such as in North
America and Europe. It is beyond the scope of this
article to go in to a detail explanation of these tools
and how they work. The intent is to inform the
reader of the possible role design guidelines cities
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失”が懸念されている場合でも、行政と市民

より困難な問題

1.
Manage building height and setbacks: Through
the instrument of zoning, a city can control building
height and setbacks from property lines. A city can
restrict building heights as well as use the possibility
of allowing greater height as an incentive to the
developer in exchange for providing greater setback

うか？

from the property line and using that space as
landscaped public space.
2.
Establish a Special Real Estate Tax District: As
an alternative, a city can impose a higher real estate
tax when building heights exceed a desired limit. The
increased taxes could then be used for mitigating
impacts on the effected gardens and public open
spaces. Tax formulas and building height restrictions
can be developed and used by the city when
negotiating with developers of new high rise
building projects adjacent to potentially effected
public open space and cultural sites.
3.
Advise building color and materials selection:
Building facade color and choice of materials can
have an effect of increasing or decreasing the visual
prominence (impact) of a building. City governments
should have influence on building color and material
selection. The careful selection of building color and
materials can minimize and lessen the attention of a

building facade rather than making the facade
standout and increasing its prominence for the
garden and open space visitors. Combinations of
color and material should be made to minimize high
contrasts. Matte finishes should be encouraged over
selecting colors and materials that are glossy and
produce glare.
4.
Advise the design of building fenestration and
modular patterns to minimize facades with
high visual contrast:Building facade design can
have the effect of greatly increasing or decreasing
visual prominence. Design guidelines together with a
design review process is a tool cities can use to
influence building designs that lessen visual impact
in locations visual impact mitigation is a desired
goal. Developers together with their architects and
design team have many choices they will make and a
city should work with and advise on choices that will
minimize undesired impacts.

私はそう

ルイジアナ州立大学
〒70803 米国ルイジアナ州バトンルージュ
e-mail：Bshark2@lsu.edu

5.
Provide guidelines for signage on building:
While it is customary for developers to allow a major
tenant to place the name and/or logo of the
company on a building facade, this practice should
be controlled in cases where a proposed building
will be visible from a public garden or park.
Company names on the upper floors of buildings
increase the visual prominence of the building to
surrounding properties (see Figure 6). Where a
proposed high rise building will be visible from a
public green space the decision of where on the
building to place a company name or advertisement
should be a decision approved by the city. If a sign is
desired then it would be best placed at the lower
street level and not within the viewshed of the
public green space.

ブルース・シャーキー教授はカリフォルニア大学バークレー
校を卒業。ガレット・エクボ、ロバート・ロイストン、ジェラル
ディン・ナイト・スコットに学ぶ。シャーキー教授のランドス
ケープアーキテクチャ分野での関心は多岐にわたり、長
い年月とさまざまな場所や国々での仕事を通してその展開
を行っている。米国ロサンジェルス、サンフランシスコ、カ
ナダのウィニペグにて、州政府やデザイナーとして活躍。
カリフォルニアの海岸地域での計画委員を立ち上げるた
めの基礎調査についての修士論文を修める。カナダの
アンカレッジで、ランドスケープデザイン会社を経営し、ル
イジアナ州立大学ロバート・ライク・スクールランドスケー
プ学科の学科長となる前の 15 年間をアンカレッジで過ご
す。 2007 年には、日本大学のランドスケープアーキテク
チャ客員教授として来日し、日本国内を幅広く巡る。米
国陸軍工兵隊と全米野生生物連盟との協働事業であ
る、デザインスタジオの学生との共同研究は、ルイジア
ナ沿岸での最新のプロジェクトなど、ランドスケープデザ
インや環境計画を伝達する
“文化、歴史”
と
“自然”
との関
係や
“交流”
に関する分野に常に関心を向けている。ま
た、メキシコ、オランダ、ポルトガルおよび中国などへの
夏期や学期間の海外引率プログラムとメキシコ、中国へ
の二つのフルブライト特別研究奨励制度による
“ワーク
ショップ”
は、ルイジアナ州立大学における彼の重要な教
育活動の一環である。ブルース教授には、近年の 2 つの
書籍、「ランドスケープ造成計画の指針（ジョン・ワイリー
出版、ニューヨーク、2014 年）
」
と
「ランドスケープアーキ
テクチャを考える
（テイラー＆フランシス出版、イギリス、
2016 年）」を含む3 冊の著書を手掛けている。そしてブ
ルース教授は全米ランドスケープ協会の名誉会員でもある。

都田 乙

（㈱景観設計・東京、RLA）
ルイジアナ州立大学院でランドスケープアーキテクチャー
修士課程修了後、米国テキサス州ヒューストンのランド
スケープデザイン事務所
（TBG Partners）
に4 年間従事。
ルイジアナ州立大学時代はブルース・シャーキー氏に師
事し、全米ランドスケープアーキテクチャー協会（ASLA）
より最優秀学術賞、ルイジアナ州立大学より最優秀修
士論文賞を受賞している。
ブルース氏とは帰国後も親交を継続しており、今回、氏
の日本のランドスケープに対する強い思いを日本の読者
に伝えるために翻訳を行った。

patrimony from the invasion of new development
occurring adjacent to public green spaces? Another
question: is there a way for the old and new to
coexist? Is it possible for cities to grow and develop
while finding ways to preserve cultural sites: through
zoning, view protection zoning, or imposing building
design standards.
The answers to these question are best discussed in
a well-organized public forum. The cities and public
can reduce or guide the invasion of urban
development if loss of cultural and traditional values
are a concern. Doing nothing should not be an
option although it may be the easiest decision.
Japan has made difficult decision in the past that
have resulted in significant benefit. Isn’t the
protection of a city’s or country’s patrimony worthy
of making the hard decision now before further
losses result? I hope so.

The More Difficult Issue
We now come to the real question that this critique
of the changes that have been described of the
Hama-Rikyu Garden asks: Are cities in Japan willing
to take hard steps to protect theirs cultural
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やオープンスペースに対して、その影響を和

5.建築物のサインに対するガイドラインを設

ての詳細な説明は、この論文の範疇を越えて

らげるために税収の活用を行う。課税の算出

しまうため、ここでは触れないでおこう。文

方法と建築物の高さに対する制限は、オープ

化的庭園やオープンスペースの美的品位に

が協働し、都市化による“侵略”を軽減し、

ここで、浜離宮恩賜庭園の問題に対しての

良い方向に導くことができるだろう。最も簡

ける：主要なテナントがその企業名やロゴを、

これまでの批評の核心に迫る質問を2つ投げ

単に出せる決断だとしても、“このまま傍観

ビルの外観に設置する事は、ほぼ慣習的と

かけてみたい。1.日本の都市は、公共の庭園

し続ける”のは選択肢であるべきではない。

ンスペースや文化的用地の近くに新たな高

なっているが、庭園や公園から見える場所に

緑地の近くで進む開発が引き起こす“侵略”

日本はこれまでも難しい決断をしてきたし、

影響を与える“高層ビルの侵略”を減らすた

層ビルを計画している不動産開発者と交渉

立地している時は、
制限されるべきであろう。

からこれらの文化的にも歴史的にも重要な

その結果、国家にとっての大きな利益を導い

めに、“行政が採用可能なデザインガイドラ

する時にとり決め、実施する。

建物の上部に設置された企業名は、他の周り

財産を保護するため、困難なプロセスを踏む

てきた。これ以上の“喪失”を生み出す前に、

の建物より目立つ（写真6参照）
。公共の緑地

覚悟はできているか？

今、決断をすべきは、“自治体や国家の歴史

3.建築物の色や材料の選定に助言をする：建

から高層ビルが見える時は、どこに企業の名

いものが共存する方法はあるのだろうか？

的伝承を守る”ことではないか？
願う。

インの役割”について、読者に知ってもらう
ことが大切である。

2. 古いものと新し

築物の外観の色彩や材料の選定は建築物の

前や広告を設置するかの決定は行政の許可を

また、景観保全についてのゾーニング、もし

行政はオープンスペースの文化的財産への

視覚的な印象に大きく影響を与える。行政は

得て行われるべきである。控えめなサインで

くは“建築物のデザイン基準を設定”するな

損害を軽減する手法として、以下を施政上の

建築物の色彩や材料の選定に影響力を持つ

あっても、公共の緑地の視界に入らない、地

どの方法で、文化的な価値を保存しながら、

基準として採用することを検討すべきであ

べきである。庭園やオープンスペースからの

上の歩道付近に設置されるのが好ましい。

都市が成長し発展することは可能なのだろ

る。複数の基準を適用すれば、効果は大きく

視線に配慮した色彩や慎重な材料の選定を

beyond the garden landscape was made part of the
composition. In the event building development
were to occur in the borrowed landscape mountain
slopes the original design aesthetics would be
altered. This aesthetic alteration and hence loss of
cultural values as has occurred at Hama-Rikyu
Gardens and gardens and public open spaces in
other neighborhoods of Tokyo and cities in Japan.

may use to reduce the high-rise building invasion
impacting the aesthetic and experiential integrity of
cultural gardens and public green space.
Cities should consider adopting the following
administrative measures as tools for mitigating
damaging impacts on a city’s cultural and public
open space heritage. To be effective more than one
measure would be applied in any given
circumstance. One goal in applying these measures
is to reduce the visual attention proposed high-rise
building development might have on an adjacent
cultural and public green space. The measures would
lessen the visual intrusion by proposed building
construction and reduction of the aesthetic and
cultural integrity of the impacted sites.

Strategies for Controlling High Rise Building
Intrusion:
Cities like Tokyo wishing to protect their cultural
heritage and reduce visual intrusion of tall building
construction adjacent and visible to the gardens and
public green space have several tools to regulate and
minimize these impacts. These tools include real
estate taxing, zoning, and architectural design
guidelines. These administrative tools have been
successfully employed in cities such as in North
America and Europe. It is beyond the scope of this
article to go in to a detail explanation of these tools
and how they work. The intent is to inform the
reader of the possible role design guidelines cities
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失”が懸念されている場合でも、行政と市民

より困難な問題

1.
Manage building height and setbacks: Through
the instrument of zoning, a city can control building
height and setbacks from property lines. A city can
restrict building heights as well as use the possibility
of allowing greater height as an incentive to the
developer in exchange for providing greater setback

うか？

from the property line and using that space as
landscaped public space.
2.
Establish a Special Real Estate Tax District: As
an alternative, a city can impose a higher real estate
tax when building heights exceed a desired limit. The
increased taxes could then be used for mitigating
impacts on the effected gardens and public open
spaces. Tax formulas and building height restrictions
can be developed and used by the city when
negotiating with developers of new high rise
building projects adjacent to potentially effected
public open space and cultural sites.
3.
Advise building color and materials selection:
Building facade color and choice of materials can
have an effect of increasing or decreasing the visual
prominence (impact) of a building. City governments
should have influence on building color and material
selection. The careful selection of building color and
materials can minimize and lessen the attention of a

building facade rather than making the facade
standout and increasing its prominence for the
garden and open space visitors. Combinations of
color and material should be made to minimize high
contrasts. Matte finishes should be encouraged over
selecting colors and materials that are glossy and
produce glare.
4.
Advise the design of building fenestration and
modular patterns to minimize facades with
high visual contrast:Building facade design can
have the effect of greatly increasing or decreasing
visual prominence. Design guidelines together with a
design review process is a tool cities can use to
influence building designs that lessen visual impact
in locations visual impact mitigation is a desired
goal. Developers together with their architects and
design team have many choices they will make and a
city should work with and advise on choices that will
minimize undesired impacts.

私はそう

ルイジアナ州立大学
〒70803 米国ルイジアナ州バトンルージュ
e-mail：Bshark2@lsu.edu

5.
Provide guidelines for signage on building:
While it is customary for developers to allow a major
tenant to place the name and/or logo of the
company on a building facade, this practice should
be controlled in cases where a proposed building
will be visible from a public garden or park.
Company names on the upper floors of buildings
increase the visual prominence of the building to
surrounding properties (see Figure 6). Where a
proposed high rise building will be visible from a
public green space the decision of where on the
building to place a company name or advertisement
should be a decision approved by the city. If a sign is
desired then it would be best placed at the lower
street level and not within the viewshed of the
public green space.

ブルース・シャーキー教授はカリフォルニア大学バークレー
校を卒業。ガレット・エクボ、ロバート・ロイストン、ジェラル
ディン・ナイト・スコットに学ぶ。シャーキー教授のランドス
ケープアーキテクチャ分野での関心は多岐にわたり、長
い年月とさまざまな場所や国々での仕事を通してその展開
を行っている。米国ロサンジェルス、サンフランシスコ、カ
ナダのウィニペグにて、州政府やデザイナーとして活躍。
カリフォルニアの海岸地域での計画委員を立ち上げるた
めの基礎調査についての修士論文を修める。カナダの
アンカレッジで、ランドスケープデザイン会社を経営し、ル
イジアナ州立大学ロバート・ライク・スクールランドスケー
プ学科の学科長となる前の 15 年間をアンカレッジで過ご
す。 2007 年には、日本大学のランドスケープアーキテク
チャ客員教授として来日し、日本国内を幅広く巡る。米
国陸軍工兵隊と全米野生生物連盟との協働事業であ
る、デザインスタジオの学生との共同研究は、ルイジア
ナ沿岸での最新のプロジェクトなど、ランドスケープデザ
インや環境計画を伝達する
“文化、歴史”
と
“自然”
との関
係や
“交流”
に関する分野に常に関心を向けている。ま
た、メキシコ、オランダ、ポルトガルおよび中国などへの
夏期や学期間の海外引率プログラムとメキシコ、中国へ
の二つのフルブライト特別研究奨励制度による
“ワーク
ショップ”
は、ルイジアナ州立大学における彼の重要な教
育活動の一環である。ブルース教授には、近年の 2 つの
書籍、「ランドスケープ造成計画の指針（ジョン・ワイリー
出版、ニューヨーク、2014 年）
」
と
「ランドスケープアーキ
テクチャを考える
（テイラー＆フランシス出版、イギリス、
2016 年）」を含む3 冊の著書を手掛けている。そしてブ
ルース教授は全米ランドスケープ協会の名誉会員でもある。

都田 乙

（㈱景観設計・東京、RLA）
ルイジアナ州立大学院でランドスケープアーキテクチャー
修士課程修了後、米国テキサス州ヒューストンのランド
スケープデザイン事務所
（TBG Partners）
に4 年間従事。
ルイジアナ州立大学時代はブルース・シャーキー氏に師
事し、全米ランドスケープアーキテクチャー協会（ASLA）
より最優秀学術賞、ルイジアナ州立大学より最優秀修
士論文賞を受賞している。
ブルース氏とは帰国後も親交を継続しており、今回、氏
の日本のランドスケープに対する強い思いを日本の読者
に伝えるために翻訳を行った。

patrimony from the invasion of new development
occurring adjacent to public green spaces? Another
question: is there a way for the old and new to
coexist? Is it possible for cities to grow and develop
while finding ways to preserve cultural sites: through
zoning, view protection zoning, or imposing building
design standards.
The answers to these question are best discussed in
a well-organized public forum. The cities and public
can reduce or guide the invasion of urban
development if loss of cultural and traditional values
are a concern. Doing nothing should not be an
option although it may be the easiest decision.
Japan has made difficult decision in the past that
have resulted in significant benefit. Isn’t the
protection of a city’s or country’s patrimony worthy
of making the hard decision now before further
losses result? I hope so.

The More Difficult Issue
We now come to the real question that this critique
of the changes that have been described of the
Hama-Rikyu Garden asks: Are cities in Japan willing
to take hard steps to protect theirs cultural
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Bruce Sharky 氏の小論文が何を語っているのか？
―プロフェッショナルとしての社会的役割―
文・写真＝都田 徹（㈱景観設計・東京 , FASLA, FJLAU）

■浜離宮恩賜庭園の風景破壊の危機
1.Bruce Sharky氏はプロフェッショナル（専門
家）
として私達に「日本の風景が、経済開発に
よる都市開発の脅威を受けている」ことの危

3.Bruce Sharky 氏 の 投 げ か け た 姿 勢（プ ロ
フェッショナルの社会への問いかけ）

機感を訴えている。彼の言葉は知識人として

―プロフェッショナルは社会の人々に何を語

の一般的な素朴な問いかけではあるが、私達

りかけ、何を社会への貢献として行なおうと

専門家にとっては、重い言葉の問いかけだと

しているのだろうか？―

私は思う。

私達専門家は自分達のプロの分野で、自分

彼は気おいでもなく、自分のためのパ

達が何を勉強し、何を学び、そのことからの

フォーマンスでもなく、アメリカ人の専門家

知識を社会の人々にフィードバック（投げか

としての一般的な疑問として、問いかけを

け）し、貢献しているのだろうか？

行ったに過ぎないと考える。よくある日本の

私達は普段から自分達の分野を若い人々

知識人が語る「自分の専門分野のことをひら

や、他分野の人々にも理解出来る言葉で問い

めかし、自分は十分に色々なことを理解し、

かけているのだろうか？ これらのことを繰

よく分かっているのでとの個人の見識をPR

り返し行うことで自分達のシチュエーション

するための自己PR」的な宣伝アピールの目的
わ け

で語りかけた理由でもない。彼が語りたかっ
たことは、アメリカ人にとっての普通の専門
分野における疑問を投げかけたに過ぎない
と私には感じている。

■経済優先の開発事業は
重要文化財の価値を損なわせてよいのか
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■プロフェッショナルは
社会へ何を訴えるのか

を社会に訴えなくして、社会からの理解は得
られないと最近は感じている。

■ニューヨークのハイラインの例
4.例えばニューヨークのハイラインの例を引き
合いに出してみよう。
ニューヨークのハイライン計画はすばらし
い。そしてハイラインと同じことをすること

2.今回の小論文に関して私達専門家（ランドス

（まねること）が次のステップの第一歩になる

ケープ・アーキテクト達）
はどう答えるのか？

というような議論やそのことを知って、それ

今回の論文に見られる経済発展と経済開

を語り、語るだけで、それ自身の現象・原因・

発重視の傾向から出てくる専門分野の危機

結果・背景等を全てを理解しようとはせず、

を一般的には私達自身の危機と感じていて

表面的な一部を分かったような気持ちで、現

も日本では、通常は、声に出して語ろうとし

実を見つめているだけが私達の現状ではな

ない傾向があるように思う。しかし今回の問

かろうか？

左上／日本の伝統 雪釣りを松との対称で撮りたかったのが、高層ビルの乱入でとても無理。左下／美しい樹木（松とイチョウ）
を写したかったが、借景のビルで効果のない写真になっている。右上／エン
トランス部の樹木のコンビネーションを撮ったがビルの大写しとなった。右下／松と池の対比を撮りたかったが…

いかけは私達の専門分野が社会・経済問題と

ハイラインでは、ハイラインを創ろうと

や3階からの視野の高さからの都市万歩は何

も大いにかかわりを持ち、職責としては
「黙っ

して出てきたものでなく、かつてよく使われ

にましても健康づくり、景観づくり、それに

て何も言わないこと」が自分達のライアビリ

た貨物列車としての流通ではなく、この機能

加えてプライベートな庭空間や使われていな

ばならないと考えている。

■今すぐ出来ること

展望や実務での努力が何かを考えてみたい。

キテクトや市民”が同じテーブルで議論を行

それは多分、都市に於ける景観に関する文

うとの民主化の波は残念ながら未だ来てい

化財や文化遺産を大切にした“都市景観のガ

ティとしては、誤っているのではないかと感

のインフラが現代にとっての粗大ゴミとな

いオープンスペースのアメニティ化と連携し

5.大切なことは、私達がプロフェッショナルであ

イドラインづくり”
や風景・景観を大切に守る

じ、この文章を書いている。

り、このことを上手にリノベートする時、彼

て、見事な観光緑道に再生した例がハイライ

り、
より専門家集団の一員であるとの認識がまず

べき規制や約束事を“市民と行政と企業体と

私達の職能は、それだけ広く、又、社会の

らニューヨーカーにとっては、
「歩く喜びと楽

ンだと思われる。

は必要であるという考え。そうでなければ、
「我々

の良好な社会貢献へのプロセスとしてのシ

中でも十分に色々な人々の協力をしてもらわ

しみ」そして、その途中（散策中）に休みと滞

以外の外国人の語っていることにすぎない」

ステムを創りながらの協力体づくり”
が、当面

ですませてしまっているのではなかろうか？

の目標になるのではなかろうか？ しかし一

時代と共に機能も変化し、ライフスタイ

ないと思われる。

■私とBruce 氏との関係
―関係性からの発展―
6. 私とBruce氏との関係

ないと大切なことが成就しない分野であるこ

在を伴う、
“慰安とやすらぎのアメニティ・ス

ルも急激に変化する中、私達ランドスケー

とをもはっきりと物語っている結果だとも思

ポット”
を含んだ
“遊歩道”
への活用が出来た。

プ・アーキテクトは、時代の中で空間を創

今回の小論文からの次の展開として、将来

方、日本の現状では、
“景観と文化遺産との

私とBruce氏との関係は私がルイジアナ州

われる。

これらのことは自然にデザイナーの頭に浮か

り、Space 全体をオーガナイズし、その総

やらなくてはならない数々の課題が浮かび上

関係性”に於いて“デベロッパーと行政（都市

立大学のアート＆デザイン学部のランドス

んだのであろうことだと思われる。しかも2階

合体を風景・景観としてまとめ上げなけれ

がってきたとの見方をし、その流れの中での

プランナー）
と建築家とランドスケープ・アー

ケープ・アーキテクチャー学科に客員教授
（ビ

―関係性からの発展―
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Bruce Sharky 氏の小論文が何を語っているのか？
―プロフェッショナルとしての社会的役割―
文・写真＝都田 徹（㈱景観設計・東京 , FASLA, FJLAU）

■浜離宮恩賜庭園の風景破壊の危機
1.Bruce Sharky氏はプロフェッショナル（専門
家）
として私達に「日本の風景が、経済開発に
よる都市開発の脅威を受けている」ことの危

3.Bruce Sharky 氏 の 投 げ か け た 姿 勢（プ ロ
フェッショナルの社会への問いかけ）

機感を訴えている。彼の言葉は知識人として

―プロフェッショナルは社会の人々に何を語

の一般的な素朴な問いかけではあるが、私達

りかけ、何を社会への貢献として行なおうと

専門家にとっては、重い言葉の問いかけだと

しているのだろうか？―

私は思う。

私達専門家は自分達のプロの分野で、自分

彼は気おいでもなく、自分のためのパ

達が何を勉強し、何を学び、そのことからの

フォーマンスでもなく、アメリカ人の専門家

知識を社会の人々にフィードバック（投げか

としての一般的な疑問として、問いかけを

け）し、貢献しているのだろうか？

行ったに過ぎないと考える。よくある日本の

私達は普段から自分達の分野を若い人々

知識人が語る「自分の専門分野のことをひら

や、他分野の人々にも理解出来る言葉で問い

めかし、自分は十分に色々なことを理解し、

かけているのだろうか？ これらのことを繰

よく分かっているのでとの個人の見識をPR

り返し行うことで自分達のシチュエーション

するための自己PR」的な宣伝アピールの目的
わ け

で語りかけた理由でもない。彼が語りたかっ
たことは、アメリカ人にとっての普通の専門
分野における疑問を投げかけたに過ぎない
と私には感じている。

■経済優先の開発事業は
重要文化財の価値を損なわせてよいのか
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■プロフェッショナルは
社会へ何を訴えるのか

を社会に訴えなくして、社会からの理解は得
られないと最近は感じている。

■ニューヨークのハイラインの例
4.例えばニューヨークのハイラインの例を引き
合いに出してみよう。
ニューヨークのハイライン計画はすばらし
い。そしてハイラインと同じことをすること

2.今回の小論文に関して私達専門家（ランドス

（まねること）が次のステップの第一歩になる

ケープ・アーキテクト達）
はどう答えるのか？

というような議論やそのことを知って、それ

今回の論文に見られる経済発展と経済開

を語り、語るだけで、それ自身の現象・原因・

発重視の傾向から出てくる専門分野の危機

結果・背景等を全てを理解しようとはせず、

を一般的には私達自身の危機と感じていて

表面的な一部を分かったような気持ちで、現

も日本では、通常は、声に出して語ろうとし

実を見つめているだけが私達の現状ではな

ない傾向があるように思う。しかし今回の問

かろうか？

左上／日本の伝統 雪釣りを松との対称で撮りたかったのが、高層ビルの乱入でとても無理。左下／美しい樹木（松とイチョウ）
を写したかったが、借景のビルで効果のない写真になっている。右上／エン
トランス部の樹木のコンビネーションを撮ったがビルの大写しとなった。右下／松と池の対比を撮りたかったが…

いかけは私達の専門分野が社会・経済問題と

ハイラインでは、ハイラインを創ろうと

や3階からの視野の高さからの都市万歩は何

も大いにかかわりを持ち、職責としては
「黙っ

して出てきたものでなく、かつてよく使われ

にましても健康づくり、景観づくり、それに

て何も言わないこと」が自分達のライアビリ

た貨物列車としての流通ではなく、この機能

加えてプライベートな庭空間や使われていな

ばならないと考えている。

■今すぐ出来ること

展望や実務での努力が何かを考えてみたい。

キテクトや市民”が同じテーブルで議論を行

それは多分、都市に於ける景観に関する文

うとの民主化の波は残念ながら未だ来てい

化財や文化遺産を大切にした“都市景観のガ

ティとしては、誤っているのではないかと感

のインフラが現代にとっての粗大ゴミとな

いオープンスペースのアメニティ化と連携し

5.大切なことは、私達がプロフェッショナルであ

イドラインづくり”
や風景・景観を大切に守る

じ、この文章を書いている。

り、このことを上手にリノベートする時、彼

て、見事な観光緑道に再生した例がハイライ

り、
より専門家集団の一員であるとの認識がまず

べき規制や約束事を“市民と行政と企業体と

私達の職能は、それだけ広く、又、社会の

らニューヨーカーにとっては、
「歩く喜びと楽

ンだと思われる。

は必要であるという考え。そうでなければ、
「我々

の良好な社会貢献へのプロセスとしてのシ

中でも十分に色々な人々の協力をしてもらわ

しみ」そして、その途中（散策中）に休みと滞

以外の外国人の語っていることにすぎない」

ステムを創りながらの協力体づくり”
が、当面

ですませてしまっているのではなかろうか？

の目標になるのではなかろうか？ しかし一

時代と共に機能も変化し、ライフスタイ

ないと思われる。

■私とBruce 氏との関係
―関係性からの発展―
6. 私とBruce氏との関係

ないと大切なことが成就しない分野であるこ

在を伴う、
“慰安とやすらぎのアメニティ・ス

ルも急激に変化する中、私達ランドスケー

とをもはっきりと物語っている結果だとも思

ポット”
を含んだ
“遊歩道”
への活用が出来た。

プ・アーキテクトは、時代の中で空間を創

今回の小論文からの次の展開として、将来

方、日本の現状では、
“景観と文化遺産との

私とBruce氏との関係は私がルイジアナ州

われる。

これらのことは自然にデザイナーの頭に浮か

り、Space 全体をオーガナイズし、その総

やらなくてはならない数々の課題が浮かび上

関係性”に於いて“デベロッパーと行政（都市

立大学のアート＆デザイン学部のランドス

んだのであろうことだと思われる。しかも2階

合体を風景・景観としてまとめ上げなけれ

がってきたとの見方をし、その流れの中での

プランナー）
と建築家とランドスケープ・アー

ケープ・アーキテクチャー学科に客員教授
（ビ

―関係性からの発展―
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■まとめ
―ランドスケープ・アーキテクトにとっ
て何が大切か？―
次に私の感想のまとめを行いたい。

の価値ある日本の歴史的遺産の保全とその保

プ・アーキテクトのライセンス制が日本ではな

全への方法論はニューヨークのハイライン形

いことが、観光立国・環境立国を目指している

成のプロセスを学ぶことによって、大いに進展

という日本としては残念である。

すると考える。

ランドスケープ・アーキテクトのライセンス

私達日本のランドスケープ・アーキテクトは

制が育たなければ、世界の環境を保全し、社会

これらの論法を学び同様の発言をもっと行う

を構成しているグリーンインフラ等ランドス

ことが大切ではなかろうか？ その風潮と議

ケープの基盤づくりの中では本来の目標が達

Bruce氏が浜離宮恩賜庭園や栗林公園、そし

論が起こらないのは、日本のランドスケープ・

成できないと考える。都市計画、アーバンデザ

てニューヨークのハイラインにいたるまでの

アーキテクトにはいまだプロフェッショナル権

イン等、オープンスペースに関わる建築界、土

今さらであるが、何がランドスケープ・アー
キテクトにとって大切であるか？

について

今一度振り返ってみたい。

実例を挙げて、彼が発言していることは、日本

である、ライセンス制度を国が認めていない事

木界の中で、未だランドスケープの立ち位置は

の文化財レベルの日本庭園のデザイン価値が

が大きな課題として挙げられる。景観法が出

認められていない。何よりも、いち早くランド

世界のランドスケープ分野に於いていかに高

来、社会環境の中での大きなテーマであるグ

スケープ・アーキテクトのライセンス制を確立

いかということを彼が理解していることだと

リーンインフラなどの方法、方策の議論が活発

することが日本にとっても一番大切なことだ

私には思える。

になってきた社会の中で、医者、弁護士、1級

と信じて疑わない。

すなわち、
浜離宮での庭園の借景の破壊と景

建築士等のライセンスに比べてランドスケー

観ガイドライン作成のためのアプローチにつ
いて、アメリカの教養ある市民や経済優先企業
の開発会社とそれらの監督する行政者の集ま
りの中での問題解決への方向づけを行うコー
ディネートであり、
リード役がランドスケープ・
アーキテクトの役割として大切だと投げかけ
ている。また、栗林公園では、まさにその借景
の破壊が始まっていることを指摘している。そ
して借景で有名な円通寺の借景を際立てるた
めの中景の樹木の間からの借景が樹木の成長
池と茶室を強調したかったが、借景のビル群の姿が池面にまでも撹乱を及ぼしていた

によって、借景が見えなくなってきている現実
とか借景そのものについての色々な問題が出

ジティング・プロフェッサー）
として招待され

き合いが始まっている。お互いはいつの間に

レット・エクボの元に留学出来たからである。

てきていることも彼は時には語ってくれる。借

たときから始まっている。私が鹿島建設を退

かのあいだに面白い関係を持っていることに

エクボ先生と久保先生の関係は、さらに歴

景が見えなくなってきている事実についての

職し、ランドスケープ事務所を1986年に開い

最近気づき出している。

史を遡ることにつながってくる。久保先生が

検討もアメリカの例を参考にすれば、方向・方
針論がでるであろうことが予測される。これら

てから、数年たった1990年頃からL.S.U.のラ

私とBruceとは同じ1941年生まれである。

初めて、アメリカの地で日本庭園の設計を

ンドスケープ学科の4年生と5年生がランド

しかも私が過ごしたアメリカでは、
「ツイン

行ったのは、カリフォルニア州・サンディエ

スケープ・デザインを勉強しながら、日本の

（双子）
」という映画の中で、ダスティ・ホフマ

ゴ市のテーマパーク
「シーワールド」
の中の村

実務デザイン事務所でのインターンシップを

ンが演ずるチビ役が私で、シュワルツェネッ

田真珠のパビリオンを作る際、
「シーワール

6ヶ月以上行うことを制度とした時期が約10

ガーが大きなロン・ハーマン（大阪府立大学

ド」の一角に日本庭園を設計することを村田

への留学生で私の大学院研究室での友人）と

真珠が望んだのが1960年頃だと思われる。そ

年のことであった。

分り易い映画での話として、私とロンが同じ

の折、シーワールドのマスタープラン作成は

京 代表取締役）が筑波大学にて開催された

「エクボ・ディーン・オースティン＆ウィリア

2019日本造園学会にて上原敬二賞を贈呈され

私の事務所では、10年間以上、L.S.U.から

誕生日だったことを、ロンの奥さんジェニー
が話してくれていた。そのロンとBruceは幼稚

の後の受け入れも含めると現在までに合計、

園、小学校、ハイスクールで同級生であり、

ムズ」事務所で行なわれていた。

全米ランドスケープアーキテクチャー協会（以

エクボ先生と久保先生がその時を“境”に良

いる。この間、アメリカの学生だけでなく、

ンドスケープ・アーキテクチャー学科の同級

き友人関係を結び、後に、カリフォルニア大

ドイツ、トルコ、香港、中国等の学生をも受

生であり、共にガレット・エクボ教授の弟子

学・バークレー校と大阪府立大学との間のエ

け入れている。いずれにしても、この受け入

であった。ロンとBruceと私は同じ1941年生

クスチェンジ・プログラム関係を結び、これ

れ に 対して、 L.S.U. は Nadine Russell carter

まれの同期の桜だということも長い年月後

がバークレー市と堺市との姉妹都市関係の

chair賞の特別招待奨学金を出し、学部の4年

のこの20年前にやっと私にも認識が出来て

始まりとなった。この関係は50年を経て、今

生と大学院1年生のデザイン・スタジオを受

きている。

なお良好な関係で、
2017年には大阪府立大学

その事を機に私とBruceとは約20年来のつ

ば、私の教授が久保貞先生であり、又私がガ

ました。
下、ASLA）
で長年、活動をしている都田 徹氏に

カリフォルニア大学・バークレイ校でも、ラ

これら偶然の関係が出来たのも、
元をただせ

都田 徹氏、FASLA、FRLA（㈱景観設計・東

上記のプロジェクトを進めるにあたって、

35名～40名を超えるインターン生が訪れて

け持つ事を奨励していた。
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都田 徹氏
上原敬二賞（日本のオルムステッド賞）受賞

年程続いていた。私への招待はこの頃の2001

のインターン生の受け入れを続けていた。そ

にて
『バークレー市・堺市の50周年記念行事』
が開催されている。

池と琉磯を撮ったつもりが池の中にも高層ビルが乱入？

とって、今回の上原敬二賞は、ASLA のオルム
ステッド賞にあたる名誉だとの感想を述べていま
す。それで日本のオルムステッド賞との名称をつ
けました。

写真＝渡辺 浩（㈱景観設計・東京）

都田 徹氏は、2007 年にはASLA の Fellowメ

想』やサイモンズの『ランドスケープアーキテク

者 の 世 界をも広げた著 書も多 数あります。

ンバーとして選任され、日米間のみならずまたは

チャー：第四版』の翻訳（2 点とも鹿島出版会発

2002 年に全米ランドスケープ協会賞、2 度の

国際的なランドスケープ業界の交流・発展に貢

行）
、プ ロセス ア ーキ テクチャー：
『 Garrett

IFLAでの受賞など設計者としても国際的に活躍

献してきました。
『アメリカンランドスケープの思

『 Robert Zion 』
『 EDAW 』など国内の読
Eckbo 』

されています。
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■まとめ
―ランドスケープ・アーキテクトにとっ
て何が大切か？―
次に私の感想のまとめを行いたい。

の価値ある日本の歴史的遺産の保全とその保

プ・アーキテクトのライセンス制が日本ではな

全への方法論はニューヨークのハイライン形

いことが、観光立国・環境立国を目指している

成のプロセスを学ぶことによって、大いに進展

という日本としては残念である。

すると考える。

ランドスケープ・アーキテクトのライセンス

私達日本のランドスケープ・アーキテクトは

制が育たなければ、世界の環境を保全し、社会

これらの論法を学び同様の発言をもっと行う

を構成しているグリーンインフラ等ランドス

ことが大切ではなかろうか？ その風潮と議

ケープの基盤づくりの中では本来の目標が達

Bruce氏が浜離宮恩賜庭園や栗林公園、そし

論が起こらないのは、日本のランドスケープ・

成できないと考える。都市計画、アーバンデザ

てニューヨークのハイラインにいたるまでの

アーキテクトにはいまだプロフェッショナル権

イン等、オープンスペースに関わる建築界、土

今さらであるが、何がランドスケープ・アー
キテクトにとって大切であるか？

について

今一度振り返ってみたい。

実例を挙げて、彼が発言していることは、日本

である、ライセンス制度を国が認めていない事

木界の中で、未だランドスケープの立ち位置は

の文化財レベルの日本庭園のデザイン価値が

が大きな課題として挙げられる。景観法が出

認められていない。何よりも、いち早くランド

世界のランドスケープ分野に於いていかに高

来、社会環境の中での大きなテーマであるグ

スケープ・アーキテクトのライセンス制を確立

いかということを彼が理解していることだと

リーンインフラなどの方法、方策の議論が活発

することが日本にとっても一番大切なことだ

私には思える。

になってきた社会の中で、医者、弁護士、1級

と信じて疑わない。

すなわち、
浜離宮での庭園の借景の破壊と景

建築士等のライセンスに比べてランドスケー

観ガイドライン作成のためのアプローチにつ
いて、アメリカの教養ある市民や経済優先企業
の開発会社とそれらの監督する行政者の集ま
りの中での問題解決への方向づけを行うコー
ディネートであり、
リード役がランドスケープ・
アーキテクトの役割として大切だと投げかけ
ている。また、栗林公園では、まさにその借景
の破壊が始まっていることを指摘している。そ
して借景で有名な円通寺の借景を際立てるた
めの中景の樹木の間からの借景が樹木の成長
池と茶室を強調したかったが、借景のビル群の姿が池面にまでも撹乱を及ぼしていた

によって、借景が見えなくなってきている現実
とか借景そのものについての色々な問題が出

ジティング・プロフェッサー）
として招待され

き合いが始まっている。お互いはいつの間に

レット・エクボの元に留学出来たからである。

てきていることも彼は時には語ってくれる。借

たときから始まっている。私が鹿島建設を退

かのあいだに面白い関係を持っていることに

エクボ先生と久保先生の関係は、さらに歴

景が見えなくなってきている事実についての

職し、ランドスケープ事務所を1986年に開い

最近気づき出している。

史を遡ることにつながってくる。久保先生が

検討もアメリカの例を参考にすれば、方向・方
針論がでるであろうことが予測される。これら

てから、数年たった1990年頃からL.S.U.のラ

私とBruceとは同じ1941年生まれである。

初めて、アメリカの地で日本庭園の設計を

ンドスケープ学科の4年生と5年生がランド

しかも私が過ごしたアメリカでは、
「ツイン

行ったのは、カリフォルニア州・サンディエ

スケープ・デザインを勉強しながら、日本の

（双子）
」という映画の中で、ダスティ・ホフマ

ゴ市のテーマパーク
「シーワールド」
の中の村

実務デザイン事務所でのインターンシップを

ンが演ずるチビ役が私で、シュワルツェネッ

田真珠のパビリオンを作る際、
「シーワール

6ヶ月以上行うことを制度とした時期が約10

ガーが大きなロン・ハーマン（大阪府立大学

ド」の一角に日本庭園を設計することを村田

への留学生で私の大学院研究室での友人）と

真珠が望んだのが1960年頃だと思われる。そ

年のことであった。

分り易い映画での話として、私とロンが同じ

の折、シーワールドのマスタープラン作成は

京 代表取締役）が筑波大学にて開催された

「エクボ・ディーン・オースティン＆ウィリア

2019日本造園学会にて上原敬二賞を贈呈され

私の事務所では、10年間以上、L.S.U.から

誕生日だったことを、ロンの奥さんジェニー
が話してくれていた。そのロンとBruceは幼稚

の後の受け入れも含めると現在までに合計、

園、小学校、ハイスクールで同級生であり、

ムズ」事務所で行なわれていた。

全米ランドスケープアーキテクチャー協会（以

エクボ先生と久保先生がその時を“境”に良

いる。この間、アメリカの学生だけでなく、

ンドスケープ・アーキテクチャー学科の同級

き友人関係を結び、後に、カリフォルニア大

ドイツ、トルコ、香港、中国等の学生をも受

生であり、共にガレット・エクボ教授の弟子

学・バークレー校と大阪府立大学との間のエ

け入れている。いずれにしても、この受け入

であった。ロンとBruceと私は同じ1941年生

クスチェンジ・プログラム関係を結び、これ

れ に 対して、 L.S.U. は Nadine Russell carter

まれの同期の桜だということも長い年月後

がバークレー市と堺市との姉妹都市関係の

chair賞の特別招待奨学金を出し、学部の4年

のこの20年前にやっと私にも認識が出来て

始まりとなった。この関係は50年を経て、今

生と大学院1年生のデザイン・スタジオを受

きている。

なお良好な関係で、
2017年には大阪府立大学

その事を機に私とBruceとは約20年来のつ

ば、私の教授が久保貞先生であり、又私がガ

ました。
下、ASLA）
で長年、活動をしている都田 徹氏に

カリフォルニア大学・バークレイ校でも、ラ

これら偶然の関係が出来たのも、
元をただせ

都田 徹氏、FASLA、FRLA（㈱景観設計・東

上記のプロジェクトを進めるにあたって、

35名～40名を超えるインターン生が訪れて

け持つ事を奨励していた。
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年程続いていた。私への招待はこの頃の2001

のインターン生の受け入れを続けていた。そ

にて
『バークレー市・堺市の50周年記念行事』
が開催されている。

池と琉磯を撮ったつもりが池の中にも高層ビルが乱入？

とって、今回の上原敬二賞は、ASLA のオルム
ステッド賞にあたる名誉だとの感想を述べていま
す。それで日本のオルムステッド賞との名称をつ
けました。

写真＝渡辺 浩（㈱景観設計・東京）

都田 徹氏は、2007 年にはASLA の Fellowメ

想』やサイモンズの『ランドスケープアーキテク

者 の 世 界をも広げた著 書も多 数あります。

ンバーとして選任され、日米間のみならずまたは

チャー：第四版』の翻訳（2 点とも鹿島出版会発

2002 年に全米ランドスケープ協会賞、2 度の

国際的なランドスケープ業界の交流・発展に貢

行）
、プ ロセス ア ーキ テクチャー：
『 Garrett

IFLAでの受賞など設計者としても国際的に活躍

献してきました。
『アメリカンランドスケープの思

『 Robert Zion 』
『 EDAW 』など国内の読
Eckbo 』

されています。
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