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会議録  
 

件名 第 2 回軽井沢未来構想会議 

日時 平成 25 年 7 月 22 日（月） 13:30～16:30 

場所 株式会社ツムラ軽井沢山荘 

 

事務局（udc）: 

本日はお忙しい中、お集まり頂き、誠にありがとうございます。只今より「第 2回軽井沢未来構想

会議」を開催させていただきます。第 1回目には所要により出席できませでしたが、作業のお手伝い

をさせて頂いております（財）都市づくりパブリックデザインセンター専務理事の護でございます。

よろしくお願いいたします。 

お手元の議事次第に従って進めさせて頂きます。今回は、第 1回目にご出席頂けませんでした早稲

田大学の浅野先生にご出席賜っておりますので、ご紹介させて頂きます。 

浅野先生でございます。どうか宜しくお願い致します。 

委員長にご挨拶を頂いて、それからご進行をお願いしたいと思います。それでは、中村委員長宜し

くお願い致します。 

 

中村委員長:挨拶 

本日は第 2回目で、浅野先生もお見えになり、進士先生は所要によりお遅れになるとの事ですが、

お二人目のスピーカーとして、その時間までにはお見えになる予定です。従って今日は全員が揃う会

になりました。 

また、ツムラ別荘という大変素晴らしい会場をご用意頂き、有難うございます。この様な場でない

と自由活発な意見は出ないという事で、雰囲気を重視した会場をご用意頂きました。軽井沢の未来構

想会議に相応しいサロンだと感じております。どうぞ闊達なご意見を期待しております。 

本日はお手元の会議次第に書いております通り、各委員のプレゼンテーションとして、毎回 2人ず

つ、軽井沢の未来についてご自由にご意見を頂き、議論する予定となっております。今回は花里先生

と進士先生にお願いします。その後に、事務局の方で歴史および地理に関しての基礎的なデータを整

理した資料を用意して頂いております。その資料を説明して頂く時間をとっております 

いします。 

 

花里委員：プレゼンテーション 

25分バージョンと 45 分バージョンを用意しました。 

進士先生が来られるまで、まずは 25分バージョンで

お話しさせて頂きます。 
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「1930 年の軽井沢避暑団の別荘地に

おける交流」という事で、前回、安島先

生から交流をされていたという話を聞い

て、以前に「1930年頃の避暑地軽井沢に

おける外国人の社会活動」と「戦前期の

軽井沢の別荘地における外国人の所有・

滞在と対人環境の様態」という論文を出

しましたので、それについて整理してご

説明させて頂きます。 

 

 

 

誰が、いつ、どこで、誰と、何を、ど

のように、したか？という事だと思うの

ですが、1930年代の軽井沢を振り返って

みて、どんな事が行われていたか、どん

な風に避暑が行われていたのかをまとめ

てみました。 

 

 

 

 

 

 

別荘に誰がいて、どんな生活をしてい

たか。この建物は、日向別荘といってボ

ーリスが設計したのではないかと言われ

ている別荘です。最近、1 億 1 千五万円

程で売りに出されています。せっかくこ

の様な別荘があるのですが、どんどん壊

され、風前の灯ではないかと思っていま

す。この様な場所に外国人の方が住まわ

れていた事が分かっております。 

 

 



3 

 

堀辰雄「美しい村」を見てみると、 

「六月十日 K・・・村にて。ご無沙汰

をいたしました。今月の初めから僕は當

地に滞在して居ります。前からよく僕は、

こんな初夏に、一度、この高原の村に来

て見たいものだと言つてゐましたが、や

つと今度、その宿望がかなった訣です。

まだ誰も来てゐないので、寂しいことは

そりあ寂しいけれど、毎日、気持ちのよ

い朝夕を送ってゐます。」 

現実の話がほとんどと言われているこ

の小説ですが、やや浮かれ気味なのはな 

ぜなのか？を考えてみますと、「セエモオルさん」という名の「老嬢」やサナトリウムの医師「レエノ

ルヅ先生」、これはバッハのフーガのピアノが流れてくるのか「チエツコスロバキア公使館の別荘」そ

れから、「水車小屋の道」、「巨人の椅子」「ベルヴエデエルの丘」の様に、異国的、居留地的な雰囲気

を備えていた場所だったという事が分かってくると思います。 

外国人が多い場所であった事は大きいと思います。 

「セエモオルさんの別荘」も閉居し、「サナトリウム」も無くなりました。「チエツコスロバキア公

使館の別荘」も在ったのですが、無くなってしまいました。ただ、「水車小屋の道」、「巨人の椅子」「ベ

ルヴエデエルの丘」はまだ残っています。ほとんど還り見られない様な形で残っているが、観光に活

用すれば、多くの方が来てくれると、私は思っている。しかし、なぜ地元の人は気づいていないのか

と思っている。 

 

では、どんな生活だったか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

地理学者の田中啓爾という方が居まし

た。東京教育大学出身で先生をしていた

方でしたが、その方の「軽井沢における

内外人の生活」があります。 

「外人別荘は殆どすべて、ベランダを

有し、而もドアなしでオープンエアとい

う感じを味わえるものである。そこで談

笑し、読書し、喫茶し、食事さえするこ

ともある。ルーフ無しの庭に椅子を横た

え、森の陰、紫外線の強い直射光線下で

自然生活をしている。」 

これらの「ベランダを有する事」と、談笑し、読書し、喫茶し、食事し、「そこで生活していた事」

は、当時の日本人にとっては、新しい生活様式だったと思っている。 

 

これは「モッス別荘」と言われる後期

バンガロー様式の別荘で、今でも愛宕に

残されているはずです。この様なベラン

ダに皆さんが集まって食事したり、お茶

をしたりしていたのだと思います。そこ

にグループはあったのか？という事です。 

 

 

 

 

詳しく調べたところ、「軽井沢避暑団」

というグループがありました。軽井沢避

暑団は、キリスト教宣教師らを中心に大

正時代につくられた避暑地の自治組織で、

外国人と日本人と半々の構成と言われて

いるが、背景には「キリスト教宣教団体

連合」があり、プロテスタント系宣教組

織をまとめる日本での集まりであったと

考えられます。キリスト教には、聖公会

系、メソジスト派、バプテスト派、その

他諸々33派があったが、本国では集まる

事のないグループが宣教先の日本に来て、 

まずは情報交換を始めたのではないかと考えられています。 
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では、誰が避暑に来ていたか。これは

「ショウハウス」と呼ばれる前期バンガ

ロー様式の建物です。はじめの頃は、西

軽井沢にあった旅籠を買って移築して使

用していたと言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロテスタント系宣教師らが情報交

換・親睦の場所を維持するためにやって

来ていたと言われている。日本人に避暑

の過ごし方を教育するためもありますが、

仕方がないから教えてやろうかとう感じ

であったと思われます。 

もう一つ、「欧米流の避暑文化を担う」

ためが言われています。1888 年「信越線

開通」と「ショウが軽井沢に初めて滞在

した」年は同じであり、それが重なった

事も大きな要因であると考えられます。 

 

 

どうやって調べたかと言いますと、リ

ストがありました。 
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「軽井沢避暑団ハンドブック 1930 の

住所録」があった。 

一番右上に「1343・ライシャワー」と

書かれておりますが、次に立教大学の総

長も務められた「830・ライフスナイダー」

という方が居られます。 

（安島委員→）立教大学の中にライフ

スナイダー館が今も残っている。 

ライフスナイダー家の中に、「ゴード

ン」や「バージニア、リード」という違

った名前が記載されており、核家族の中

に別姓の同居人があった事が分かります。 

当時の宣教師の事ですから、家族を亡くした子供と一緒に住むという事もあったと思われます。 

（花里委員→）次に、「ピンセント夫人別荘」は、女性だけで 5人が住んでいたようです。 

その他、「1412・チャップマン」が住み、「ロシュフォール」家族が「バンカム」さんから貸りて住

んでいた事が分かります。 

次は、「オウミ・ミッション」と記載されておりますが、これはボーリスが作った会社「近江兄弟社」

の別荘と言われており、この頃は「ユンゲンセン」さんが住んでいたようです。 

 

これは、今は「アームストロング別荘」

となっておりますが、1244 番別荘です。

初めのうちは近江兄弟社が人に貸してい

たのですが、その後、アームストロング

氏が戦前事から所有し住んでいました。

現在は、アームストロング青葉幼稚園が

所有しています。 

機会があれば、先生方にご覧して頂き

たいと思っています。修繕しましたので、

公開したいと思っています。 
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明治 44年、大正 5年、昭和 5年、昭和

14年の別荘分布になります。 

まずは赤い丸の外国人が住みついて、

その周辺に青い丸の日本人の別荘ができ

てきたという構図が分かるかと思います。

戦前の間は外国人が使用していたのだと

思います。硫黄島に流れた方もおります

が、大体は使用されていたのではないか

と思います。 

 

 

 

 

その「軽井沢における外国人と日本人

の別荘所有」のグラフになります。 

外国人の別荘は、大正、明治の初め頃

から 100件程で、大体同じままとなって

います。日本人所有の別荘は、大正、明

治頃は少なかったが、1939 年には 563 件

にも増加しています。この様な状況にな

ります。 

 

 

 

 

 

外国人宣教師らの軽井沢滞在は、避暑

と親睦・情報交換を兼ねていたという事

です。 

日本人に避暑が浸透しだし、交通整理

の必要がでてきた事が軽井沢の 1930 年

頃の出来事になるかと思います。 

また、アメリカ系とイギリス系に二大

グループがあったのではないかと思って

います。 
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これは旧軽井沢周辺の地図になります。

真ん中に旧軽銀座があり、オーディトリ

ウム、テニスコート、郵便局等がありま

す。確証があるわけではないのですが、

愛宕の方を、カナダ組が使用し、浅間隠・

ヴォーリスレーンの方をアメリカ組が使

用していたのではないかと思っています。

810 番にはチャッペル氏というイギリス

系宣教師が住んでいたとされています。

830 番は、ライフシュナイダー家であり、

聖公会系の宣教師であった事が間違いな

い事です。つまり、このテニスコートや 

オーディトリウム辺りが中心地であり、郵便局等を含め、通り沿いに店があり、ここを生活の拠点と

して、カナダ組が生活していたのではないかと思っています。カナダ組が間違っていても、愛宕組は

生活していたと思います。 

地図まで戻して下さい。ここがハッピーバレー組でここが愛宕組ですが、すべて赤い丸印となって

おり、最盛期は、ほとんどが外国人の別荘地として作られていた事が分かると思います。 

 

 

先 程 お 見 せ し た も の は 、 house 

directiry とうハンドブックに残ってい

る住所録を分析したものです。また、ジ

ャパンタイムズ紙の 1980年版を読むと、

50編程の記事があり、それを分析しまし

た。別荘の３分の１は外国人所有の別荘

地であり、その中で、外国人避暑客の８

割が宣教師であったとされています。こ

れは、別の文献で当時の宣教師リストが

記載されていました。 
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また滞在は、7月第 2・3週から 8月中

が多かったとされています。一か月余を

いかに楽しむかが問題であったと考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントとしては、宣教団体等の集会、

テニストーナメント、チェス大会、コミ

ュニティコンサート、ダンスパーティ・

寄付・お別れ会等があった事が分かって

います。 

イベントは外国人コミュニティの仕事

や娯楽という性格もありますが、同時に

日本人との交流、教育とう性格付けもあ

ったという様に記載されています。 

 

 

 

 

1930年の状況では、宣教団体等集会が

行われていました。プレビストリアン宣

教師団総会や日本聖公会が７回程、最後

にとりまとめる形でキリスト教宣教団体

連合会が行われていたという事が分かり

ます。 
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場所は、この様なオーディトリウムだ

ったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはテニストーナメント表で、右が

外国人で左が日本人となっています。青

色が負け組となりますが、勝ち負けが分

散して、盛り上がるようになっていたの

かなと分析してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テニスコートも残っています。 
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コミュニティコンサートも開かれてい

ます。第１回目は全てが別荘に住む外国

人によって演じられました。特に 5番目

には別荘に住む宣教師に子供、ジョン・

ラスコー、バーバラ・ラスコー、メアリ

ー・ラスコーの 3兄弟が演奏しており、

盛り上がったのではないかと推測してい

ます。 

 

 

 

 

 

コンサートもオーディトリウムで行わ

れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回目は、朝吹四兄弟が演奏されて

盛り上がったかなと思いますが、4 番目

で尺八が出てくる等、あまり盛り上がら

ない場面もあったのかなと勝手に思った

りもしています。 



12 

 

コンサートは夜なので、こちらの方が

より近い景色だったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回目は、日本人と外国人の混ざっ

たプログラムとなっています。しかし、

日本人の演奏者は居住者ではないらしい

との事ですので、あまり盛り上がらなか

ったのではないかと推測しました。 

 

 

 

 

 

 

 

最後に行われたのが、ジャパンタイム

ズ紙 8/22号の記事より「お別れの会」で

あった事が分かります。お別れの会の前

には、サナトリウムへの寄付等、様々な

事がありましたが、大体この会が最後で

はないかと思います。 

場所は、ロウアー･アタゴ･レーン 810

番の J・G･ウォーラー師夫妻宅において

親睦の集まりが開かれる予定と記載され

ていました。 

また、軽井沢クライストチャーチ（聖

公会系）の司祭 J･チャッペル師が心より 

友人の皆様をお迎えしたいとのこと、軽食の用意ありと記載されており、まさにイギリス流のアフタ

ヌーンティーだったのではないかと思います。 
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この様なバンガローが現在も残ってお

りますが、この様な場所で集まって開催

したのかなと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽井沢避暑団は、コミュニティ維持の

ためのシステムとして、テニストーナメ

ント、コミュニティコンサート、お別れ

の会等のイベントをフルコース的に行っ

ていました。また、軽井沢サナトリウム

という病院まで運営していました。 

宣教師団体連合の総会と関連付けてイ

ベントを計画していたために、宣教師ら

もイベントに合わせて集まっていた事が

考えられます。 

また、会員維持のための努力をしてお

り、名簿を作成する事が大変な労力であ

ったと思いますが、毎年ちゃんと作成さ

れていたようです。 
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1930 年と現在を比較してみますと、

1930 年は、外国人所有が 1/3、8 割が宣

教師ですが、現在では、ほとんどが日本

人所有となっています。 

1930年は、所有者と借りている人の合

宿的な生活も行われ、一ヶ月以上の滞在

であった事が分かっていますが、現在で

は所有者のみで週末滞在となっている状

況です。 

現在は滞在者の人口密度は低い状況で、

観光客の賑わいのみであるが、1930年は、

滞在者の人口密度は高く、コミュニティ

の醸成感があったのではないかと思いま

す。 

 

1888 年からプロテスタント系宣教師

が始める事から、軽井沢の戦前の避暑文

化の歴史が始まったと思います。そして

1930 年頃までに骨格はまとまっていっ

たであろうと思います。そこには軽井沢

避暑団というコミュニティがあって、現

在、遺構はかなり危機的ではあるが、ま

だ残っている状況なので、保存し現在・

未来に生かすべき内容だと考えています。 

以上です。 

 

 

中村委員長: 

どうも有難うございました。それでは、少し意見交換を行って、時間があれば続きをお願いしたい

と思います。 

ユニオンチャーチは、現在の避暑団では、どの様な意味合いがあるのでしょうか？共同のものでし

ょうか？ 

花里委員： 

共同のものです。現在はユニオンチャーチという宗派が所有しています。集会場もあり、映画会と

かを開催していた様ですが、新聞の中から伺えるのは、あまり重要ではなく、ユニオンチャーチとは

全く扱いが違っていたようです。つまり、自分達の集会場は「ユニオンチャーチ」という認識であっ

たと思います。ユニオンチャーチは、人足小屋の材木をもらい作り替えたと聞いていますので、バラ

ックであると思います。 
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中村委員長： 

教会としてだけでなく、オーディトリウムとしても使用されていたのですね。 

花里委員： 

オーディトリウムという名前で使用されていた様です。 

安島委員： 

ユニオンチャーチは宗派ですか？ 

花里委員： 

原宿にある「ユニオンチャーチ」という宗派であると聞いています。 

安島委員： 

様々な宗派の方々が一緒に教会を建てたので「ユニオンチャーチ」と呼んだのではないのかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

花里委員： 

その前後はよく分からないですが、昔はそう呼んでいたのではないかと思っています。ところが、

現在になると「ユニオンチャーチ」が認められ、教会として成立している事の様です。 

安島委員： 

現在は、そこの団体の所有物となっているのでしょうか？ 

花里委員： 

そうです。 
中村委員長： 

ユニオンチャーチの建物は、ヴォーリスの設計ですか？ 

花里委員： 

そうです。 
中村委員長： 

登録文化財の登録への可能性は残っているのでしょう？ 

花里委員： 

ユニオンチャーチは、登録文化財どころか重要文化財だと思っています。重要文化財の登録は難し

いと思いますが登録文化財には確実になると思います。アームストロング山荘も登録文化財の登録に

向けて準備しています。また、ライフシャワー別荘は 19日に登録になったばかりだと聞いています。

サロモン別荘（松方別荘）も文化財になりました。順番にしていけば、間違いなく登録文化財になる

と思っています。 

中村委員長： 

ユニオンチャーチはこれからですか？外観は手を加えられているように思うがどうか？ 

花里委員： 

随分と手を加えられていますが、旧態は残されているので大丈夫だと思います。 

森山委員： 

サナトリウムは、レエノルヅ氏がオープンから運営していたのでしょうか？また、何年頃まで顕在

に経営されていたのでしょうか？  
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花里委員： 

オープンからだと思いますが、昔のように保険がきかないので運営はどうしているのか不明です。

マンロー氏ではなかったと思うが、女性とよからぬ関係となったという事で、あまり経営は良くなか

ったのではないかと思います。運営は、戦前の話と聞いていますが、あまり上手くいっているという

話は聞いていません。あまりサナトリウムに興味がなかったので、詳しく調べていません。 

森山委員： 

サナトリウムには興味がある。 

中村委員長： 

歴史から見ても、もともとキリスト教は、病院等に関心がある団体なので理解は出来ますが、いか

がでしょうか。 

花里委員： 

サナトリウムの後は別な形ですが、青山先生という医者が、軽井沢は涼しく療養に向いている場所

なので活用するべきという事で、陸軍の傷病兵を連れてきて泊まらせていたという話は聞いています。 

安島委員： 

もともと夏の暑い所の高原型リゾートの起源はサナトリウムだと言われています。イギリスがイン

ドに植民地した時に、カルカッタにイギリス軍が駐留していましたが、軍隊の数十パーセントは病死

したりしていました。なので、兵隊を休ませたり、休暇をとらせるヒルステーションの場所として、

ヒマラヤの山岳にある「ダージリン」があります。ダージリンヒマラヤ鉄道も通っており、世界遺産

になっている。アジア母都市とヒルステーションはセットとなっていました。恐らく、軽井沢もその

位置づけではないかと思います。ダージリンは現在でもサナトリウムが残っています。 

中村委員長： 

熱帯地域のサナトリウムの発想、保養の先は、結核との関係は深いのでしょう？ 

安島委員： 

結核は不治の病とされ、ヨーロッパではトーマス・マンの「魔の山」の舞台として知られる「ダボ

ス」が有名な結核療養地でした。その後、ベルツ等が日本にも持ってくるのですが、日本には良い場

所がなかった。と記載されていました。 

花里委員： 

前回、安島先生にも申し上げたのですが、軽井沢は世界遺産ではないかと思っています。その理由

は、ヒルステーションである「ダージリン」や中国の「廬山」もありますが、基本的には東回りから

やってきた植民に対して、軽井沢は西回りでカナダやアメリカ人がやってきて自分達のために造った

感じがかなりあると思います。 

安島委員： 

先生が言っていることは正しいと思います。軽井沢は多分、アメリカ東海岸の宣教師集団だったと

思います。アメリカのリゾートの起源は、1835年にマーザス・ヴィニヤード島でキャンプミーティン

グをした事とされています。また、ニューヨーク北のキャッツキルは、メソジストの人達が 1840年代

につくったリゾートだと言われています。日本を初めて通りかかった宣教師が、おそらくキャンプミ

ーティンとして始めた事だと思います。宗教者がミーティングをする形は、既にむこうから来たもの

であると思います。 
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花里委員： 

向こうから来た事は、ごもっともだと思います。 

横島委員： 

その場合は、軽井沢がヒルステーションだったとしたら、母都市はどこになるのですか？ 

安島委員： 

東京です。 

横島委員： 

アメリカとかカナダ等の本国の母都市との関係はあるのですか？ 

安島委員： 

それはないです。クアラルンプールに対してキャメロン、サイゴン、ホーチミンに対してダラット、

等、ヒルステーションと呼ばれている場所が大体はあります。軽井沢はヒルステーションとは言われ

ていないが、海外の文献では軽井沢や六甲山、雲仙等ヒルステーションとして紹介されています。 

横島委員： 

ヒルステーションとしての軽井沢の母都市は、将来的にも依然として東京だけなのでしょうか？ 

花里委員： 

1930年頃のリストがあり、どこから来たかが分かっています。その到着リストから見ると、64人中、

朝鮮、台湾が 1人、東京 40人、名古屋、京都、大阪、横浜等が 1人か 2人ずつなっています。（花里

委員論文中のリストより） 

浅野委員： 

東京と軽井沢の距離は、他母都市のヒルステーションの距離感とどんな感じですか？ 

安島委員： 

近いと思います。カルカッタからダージリンは 1000キロ程離れています。インドのディリーからシ

ウラも 1000 キロ程離れており、夏は区ごと引っ越しをします。そのために鉄道を敷いております。 

横島委員： 

 東京～軽井沢の北陸新幹線は、東海道新幹線を通って大阪まで通る事になっており、環状ラインと

なる交通であります。その場合、軽井沢の置かれている位置づけは、東京のみの関係だけではなく、

関西、中京地区を含めた日本中心部全体のヒルステーションに変えていく必要があり、そう読み取れ

ないと、先生の説明の現代翻訳ができないと思います。 

浅野先生のテーマにもなると思いますが、将来的に交通と軽井沢との関係の重要なヒントになると

思います。首都圏対軽井沢の関係だけで見ない方が良いと思います。 

安島委員： 

当然そうだと思います。 

中村委員長： 

私の友人の京都大学の先生が軽井沢に別荘を持っているのですが、遠い所からどうやって来ている

のかは不思議に思っていました。 

横島委員： 

意外に自動車で名古屋からくる方も多いです。 
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安島委員： 

雲仙もリゾートですが、一番多くの人が来ている場所は、「上海」であり、船で来ているようです。 

中村委員長： 

戦前の話ですか？ 

安島委員： 

戦前の話です。宿がいっぱいで、宿泊できなくて帰ったという話もあります。 

中村委員長： 

近江兄弟社は、どんな理由で軽井沢と関係を持っているのですか？ 

花里委員： 

近江兄弟社、ヴォーリス氏は、軽井沢で商売をやっていたのだろうと思います。 

中村委員長： 

東京にも拠点があったのですか？もともとは近江八幡ではないのですか？ 

花里委員： 

夏の間、軽井沢に滞在して仕事をしていました。現在のミカドコーヒーの所に事務所を持ち、1 階

はショールームで新しい時代のガス器具、ストーブ、水道用品等を置いて売っており、2 階で設計事

務所を運営していたようです。 

中村委員長： 

そういう事なのですね。 

安島委員： 

宣教師としてやってきたのですか？ 

花里委員： 

ヴォーリス自身は元々宣教師としてきました。宣教師は宣教先で困らないように建築を勉強してく

ると聞いた事があります。ですから軽井沢で建築を行っていたようです。 

黒須委員： 

1930年の軽井沢というタイトルになっておりますが、1930年の避暑団ハンドブックの情報を分析し

たからですか？ 

花里委員： 

たまたま手に入ったハンドブックの情報が 1930 年だったという事は大きいです。しかし。1930 年

は、1918 年・第 1 次世界大戦と 1939 年・第 2 次世界大戦の間であり、また 1932 年から 1941 年まで

日米交渉を背負っていたジョセフ・グルー大使が日本にやって来ていたのですが、結果、上手くいか

ずに米国に帰ってしまったのですが、その方が来る前の年でもあった重要な年であったと思います。 

浅野委員： 

1930年代と、例えば佐藤万平氏が宿を建てた時代（1918年）との関係はどうですか？ 

花里委員： 

当然関係はあると思います。万平ホテルや三笠ホテルもあったが、海外よりも日本人に客を中心に

泊めていたと思います。 

安島委員： 

軽井沢ハンドブックは大変面白いと思います。野尻湖にも同じものが現在も残っています。 
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花里委員： 

野尻湖は軽井沢から移った人が多いです。 

安島委員： 

大正年鑑に、軽井沢の村長と呼ばれていた、避暑団の中心的人物「ノルマン」は、軽井沢から逃げ

て脱出したと記載されていました。軽井沢ではあまり名前を聞く事がないのですが、関係性はあるま

すでしょうか？ 

花里委員： 

ノルマン氏と軽井沢の戦いという話もあります。また、軽井沢テニス大会では交流はあったとされ

ています。オックスフォードとケンブリッジの対抗戦やゲームという形でそれなりに交流はあったの

ではないかと思っています。 

安島委員： 

公式には、軽井沢に日本人が増加した 1920年頃、外国人と日本人の割合が逆転した時に、ノルマン

は宣教師をつれて野尻湖へ移ったとされています。その当時の軽井沢の生活スタイルは、現在、野尻

湖にそのまま残っています。現在でも土管を繋いだような煙突や皆で子守をするスタイルが大正期そ

のままが残っています。野尻湖国際村と呼ばれています。 

浅野委員： 

比較をすると、野尻湖の方が地味で、軽井沢の方が建物自体も華やかさがあると思います。 

花里委員： 

野尻御は分かりませんが、軽井沢は当時、後藤公務所が力を持っており、なんでも作っていたよう

です。 

中村委員長： 

もう少し時間がございますので、スライドをお願いします。 

 

花里委員：プレゼンテーション（続き） 

 

2010 年の写真ですが、「御代田・普賢

山落」の別荘は 40 件そこそこですが、こ

の程度の人数が集まるコミュニティの強

い地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

浅間山麓の別荘地のコミュニティは、

「南原文化会」、「追分文化村」、これは私

が勝手に読んでいるだけで実施にある訳

ではないですが、「上ノ原文士村」、「法政

大学村市」等、著名人が住みコミュニテ

ィが良好で、注目される別荘も多いと思

います。 

 

 

 

 

 

 

1964年につくられた「普賢山落」につ

いて紹介したいと思います。 

浅間山が見えます。64 番まであります

が、4 番と 9 番が欠番であり、復元され

たお寺の周辺に作られた地区になります。 
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葉山の御用邸を設計した平島次郎設計

の別荘があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清家清が設計した柳宗理の別荘があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮脇檀さんが設計した「おにぎりの家」

もあります。現在はボロボロなのですが、

新しいオーナーが綺麗にして使う意思が

あるので、残ると思います。 
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東工大の篠原一男先生設計の「大辻の

別荘」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武満徹別荘もあります。 
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玉間和雄設計の「屋根裏のない家」も

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮脇檀氏の「週末住宅」に関する著述

より、「別荘は最小限の居住空間でよく，

自然の中で開放的に生活すべきである」

と言われており、「モータリゼーションの

発達とともに、週末住宅の考え方が生ま

れてくる時代背景である」と言われてい

る。 

 

 

 

 

 

 

1963 年は日本初の高速道路開通した

年であり、普賢山落に住宅を建てた人達

は、車が大好きな方が多かったという話

を聞いています。1962～1964 年の間に建

物が建てられました。  

先程は、宗教団体が多かったですが、

こちらは、クリエーターらが自分たちの

情報交換・親睦の場所を維持するために

作られた地区となります。 
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クリエーターという仕事柄、1 ｹ月間も

仕事を休む事はできないので、短い期間

で魅力的なイベントを行っています。毎

年フルコールというわけではなく、手を

変え、品を変え新しいイベントを導入し

ていたようです。 

総会と関連付けてイベントを計画する

ことに関しては、先程と変わっておりま

せん。 

会員維持のため努力として、名簿を作

成したり、別荘の売買に関与した新しい

参加者を募る等をしており、先程と似て

いた事を行っていたようです。 

 

 

調査をしてみると、総会・山落祭挟む

時期の滞在をしており、成功しているよ

うに思います。 

年間滞在日数は平均 112日となってい

ますが、中には住んでいる人もいると思

うので、実質的には 30 日程度だと思いま

す。今では 30日でも長い方だと思います。 
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この様な地区ですので、現在でも総会

でも活発な議論が行われている様子でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントでは、ソープボックスレース

やカーレース、スイカ割り等、様々なゲ

ームを用意して楽しもうとしているよう

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この子供達は、初代のお孫さん世代に

あたると思いますが。3代目になっても、

続いている状況です。 
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提灯の脇にいる方達が、第１世代にな

るかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねぶたも行っているようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフィック集団とボビグループが中

心となって参加者が決まっていたようで

す。 
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参加した人たちは、大辻清司、柳宗理、秋

山庄太郎、杉浦康平、武満徹、池田龍雄、山

口勝弘らのクリエーター、現代アート系の著

名人のようです。 

（森山委員）現代アートというより、「実験工

房」の方々になります。 

私の友人も居るのですが、ご主人が画家、

奥さんがデザイナーですが、両方に家があり、

夏は軽井沢を中心に滞在しているそうです。 

ボビグループとは何ですか？ 

（花里委員）銀座にあったデザイン事務所だと聞いています。足立さんが中心となって、柳宗理氏、

秋山ちえ子さんを連れてきたと聞いています。 

 

イベントの内容としては、ソープボックス

レース、アヘアへハウス、卵投げ、熱気球あ

げ、椅子取りゲーム、フレンチカンカン、ね

ぶた等、様々事を行っています。 

 

軽井沢避暑団と普賢山落会とのコミュニテ

ィ組織を比較してみました。 

誰が参加しているのかは、避暑団は宣教師

らに対して、普賢山落会はクリエータらと違

いがでてきています。 

何を目的としているのかは、親睦の場の維

持管理という事で同じです。 

どんな方法で維持しているのかは、テニス

トーナメント・コミュニティコンサート・お

別れの会等をフルコースのように連続的に行

う事に対して、常に新しいイベントを考えて

行うかで、若干の違いが出てきています。 

イベントを重要な集会の直後にひらくに対

し、山落祭を総会の直後に開くであり、必要

な集会との連動性の確保していることは同じ

のようです。 

会員維持のための努力としては、名簿作成、

新規会員勧誘は同じです。 

この３つ、イベント、イベントと総会の連動、会員維持のための努力がセットで行われていたと思

います。 
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中村委員長： 

有難うございました。お茶が出たようですので、お茶を飲みながら意見交換したいと思います。進

士先生のご到着がだいぶ遅れるようですので、話の続きがあればお願いしたいと思います。 

この様な地区や別荘が残っているとは知りませんでした。特に柳さんの別荘があるのは知りません

でした。 

花里委員： 

清家さん設計のほとんど知られていない別荘になります。 

横島委員： 

これらの別荘、名建築を知られる事または PR に対して、設計事務所と行き違いがないのでしょう

か？清家さんの場合は、建築家として隠すものではないとは思いますが、柳さんはあまり公表された

くなかったでしょうね。この様な事は、建築芸術からみると、良い事なのでしょうか？悪いことなの

でしょうか？ 

花里委員： 

悲しいなと思っています。 

横島委員： 

別荘を持っている事に対してのプライバシーの保護という意図は理解できないでもないが、別荘建

築の芸術性をどこで担保し、評価し、宣伝するのかという方法論はないですよね？ 

花里委員： 

現在のところはありません。どこかで、その事については書きたいと思っていますが、難しい事な

ので、どう書くか悩んでいます。 

横島委員： 

森山先生はどう考えられますか？ 

森山委員： 

私有財産のパブリックな側面をどう考えるかは任意になります。私の自宅も有名建築家に改修設計

をして頂きましたが、建築家は公表しておりますが、クライアントの名前は明かしていませんでした。

しかし、最近は明かすようになりました。この間、進士先生にも来て頂くようお誘いしました。 

公表については建築家と施主との関係次第になり、誰も強制できない事ですが、公表したところで

特段に話題にならなかったです。そんなに深く考えなくても良い気がします。 

横島委員： 

良い建築なので、オープンにした方が良いと思うものが沢山あります。 

安島委員： 

誰かが見に来られたりしないのですか？ 

森山委員： 

訳のわからない人たちが来るのは困るので、やはり住所と電話番号は明かしていません。しかし、

私に言ってくれれば、いくらでもお見せする事はできます。 

横島委員： 

軽井沢の名別荘のグラフィックショーをやっておくと良いかと思います。 

花里委員： 

いくつか有名な別荘の資料を用意しましたので、ご紹介します。
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花里委員：プレゼンテーション（続き） 

 

軽井沢の名別荘のいくつかを紹介し

たいと思います。 

アームストロング山荘です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉村山荘です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイモンド新スタジオです。 
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磯崎新の「バラックパルテノン」こ

れは磯崎さんが読んでいる愛称ですが、

辻邦生氏の別荘です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隅研吾さんが設計された建物です。

経済学者の別荘になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNA の廊の家です。これは売りに出て

おり、まだ買い手がいないようです。 

（横島委員）これは、去年か一昨年に

できた建物ですよね。 

（花里委員）3年程までに出来たまだ新

しい建物だと思います。建売で作って

おり、買うところまでいった方は何人

かいらっしゃるようです。下部と上部

が違う構造でできており、構造的には

大変面白いと思います。 
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（中村委員長） 

この様な形態の建物は、軽井沢の開

発要綱では違反にはならないのです

か？ 

（花里委員） 

これは森泉なので御代田町かもしれ

ません。 

（町企画課 森氏） 

この屋根の形状は、軽井沢では駄目

です。 

 

 

 

TNA の環の家です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀部安嗣さんの建物です。 
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井出孝太朗設計の建物です。これは

旧軽井沢に建てられております。今の

開発要項より前の建物だと思います。 

これは名建築と思います。樹木も育

ち目立たなくなってきているが、やは

り役所の立場からすると辛いかなとい

う感じですね。 

 

 

 

 

 

中村好文さんが設計した別荘です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早草さんが設計した別荘です。 

 

この様に多くの別荘があります。 

南ヶ丘、南原には、吉阪隆正さん設

計の別荘があり、その近くには槙文彦

さんの別荘もあります。 
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浅野委員： 

松本さん娘婿が、槙文彦さんです。 

中村委員長： 

槙さんも軽井沢に別荘を持っているのですが？ 

浅野委員： 

三人兄弟で、南原にお持ちのようです。 

中村委員長： 

古くからコミュニティがあると聞いていましたが、システマチックな話を聞くのは始めてだったの

で驚きました。先程の普賢山落は、代が変わっても活動が続いているのですか？ 

花里委員： 

現在は 2代目世代が中心となっていますが、子供の頃からの関係が続いています。 

中村委員長： 

お父さんの世代は、クリエーターだったかもしれませんが、次の世代は必ずしもそうではないと思

いますが、如何ですか？ 

花里委員： 

違います。3 代目になると、どうなるかね。という話題は出ておりますが、仲良くやっているよう

です。 

安島委員： 

ここは何戸くらいあるのですか？ 

花里委員： 

40軒強くらいだと思います。 

中村委員長： 

南原もまだ健在だという事ですが、子供だけを遊ばせる学校を共同で建てたと聞きました。これは

現在でも機能しているのですか？ 

花里委員： 

現在でも健在です。 

中村委員長： 

これは、軽井沢の特質であると思います。 

黒須委員： 

ご説明の中でコミュニティという言葉を使われているのですが、ヨーロッパではクラブという呼び

方をして活動したりしているのですが、避暑団たちが自分たちでコミュニティという言葉を使用して

いるのでしょうか？  

花里委員： 

私がコミュニティという言葉を使用しました。呼び方は「山落会」という名称で呼ばれている。コ

ミュニティなのかクラブなのかどちらか良く分からない関係ではないかと思います。 

黒須委員： 

自治組織という言葉も出てきていますが、いわゆる自分たちで運営している事に対する自治組織と

いう事ですね。地区に住んでいる人達が、地区内の話をする「自治会」とはまた別な機能を持ってい

るという事ですかね。 
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花里委員： 

日本の自治会とは大分違うと思うが、やはり自治組織になります。 

中村委員長： 

軽井沢に常に居住している方の「自治会」もあるので、必ずしも全てが上手くいっているとは限ら

ないと思います。 

花里委員： 

軽井沢の地元の方との話とは、だいぶ違ったりします。 

中村委員長： 

普賢山落会も地元方とは関係ないのでしょう？別荘間の組織ですよね？ 

花里委員： 

そうです。 

横島委員： 

保養地としての歴史と花里先生が言われる現代における保養地としてのコミュニティ形成の実態が

ある、その一方で軽井沢は観光地という別のタイトルを得ています。 

基本的に観光地と保養地とは違うと思いますが、保養地が観光地によって乱される、保養地そのも

のが内部的崩壊をし、保養地足り得なくなる、という様な保養地の危機は感じられませんか？ 

花里委員： 

もう既に避暑地だった軽井沢の頃とは違うと思います。 

中村委員長： 

進士先生が遅れてくるため、総括を私が最後に行うはずでしたが、時間を上手く活用し少しお話さ

せて頂きたいと思います。 

今日は面白い話でした。いずれ総括的に私がお話ししたかった事の一つは「コミュニティの問題」

でした。古い形の別荘コミュニティが基礎にある事が、今後将来を考える上でどうなるのか等、「コミ

ュニティ」のキーワードを最終的な方向性の中に入れたいと思っています。将来のコミュニティに関

する話はいずれ議論したいと思います。その際に、過去のコミュニティ、現在も機能しているコミュ

ニティ例が大変参考になります。 

もう一つは、別荘文化財があって、それの扱い方をどうするかがあると思います。プライバシー等

の問題もありますが、現に登録文化財に指定されている別荘があり、非常に優れた建築家の別荘もあ

ります。それを、そのままにして朽ちさせるのは勿体ないので、どうするのかという事があると思い

ます。この二つが特に印象に残りました。 

この会議の最終報告書を出す際には、別荘文化財をどうすべきかについて何かご提案頂けますか？ 

花里委員： 

一度、町長と一緒に文化庁に伺いました。文化庁の方から「重要文化的景観」として相応しい場所

ではないかと言われた事があります。その方向で進めていくことを考えております。 

中村委員長： 

個々の別荘についてですか？ 

花里委員： 

軽井沢の旧軽井沢地区で、範囲や環境構成要素として何を選ぶかに関してはこれから詰めなければ
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ならないと思いますが、それとは別に「重要文化的景観」として保存しておくべきではないかと思っ

ております。 

中村委員長： 

面的な指定ですか？ 

花里委員： 

面的な指定になります。「重要文化財」が単体指定のもので、「重要伝統的建造物保存地区」が地域

内を線的に指定するものですが、棚田とかの指定する際に面的に指定できる「重要文化的景観」とい

う新しい制度ができました。 

文化庁からもこの制度が良いのではないかと言われています。住んでいる人が居らず、所有者の同

意が得られないため「重要伝統的建造物保存地区」の指定は難しいのですが、「重要文化的景観」では

可能であるという事が一つあります。もう一つは、「重要伝統的建造物保存地区」の指定には範囲が広

すぎると言われました。 

安島委員： 

他に指定されている地区はあるのですか？ 

花里委員： 

重要文化的景観は 30 件程ありますが、建造物を含んだ地区はほとんどありません。 

中村委員長： 

その場合、建造物の存在についてはどの様に担保するのですか？ 

花里委員： 

登録指定文化財にする方向になると思います。 

中村委員長： 

登録文化財であれば、所有者から激しく抵抗されることはないかと思います。 

花里委員： 

大丈夫だと思います。重要文化的景観と組み合わせでやっていくのが良いかと思います。 

文化庁は重要景観として野尻湖や軽井沢を挙げてくれています。指定の方向でいるようです。 

中村委員長： 

いつ頃に協議されたのですか？ 

花里委員： 

昨年の 6月頃になります。 

中村委員長： 

建築物を含めた地区がまだ無いのであれば、なお個性的で良いと思います。 

安島委員： 

暫定リストに入っている形ですか？ 

花里委員： 

そうだと思います。 

横島委員： 

文化庁のなかに日本遺産という発想があるかと思いますが、文化庁はその制度には乗り切れない感

じなのでしょうか？ 
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花里委員： 

それは黙ってもらっていた方が良いのではないかと思います。 

横島委員： 

それであれば、そこに努力しない方が良いと思いますが、本気で制度化する方向であれば、軽井沢

はまず「日本遺産」という発想で動いても損はないと思います。 

花里委員： 

彦根がユネスコ世界遺産の暫定リストに入っていますが、国交省の予算を使って、通りを壊してし

まったため、文化庁はやる気がないようです。文化庁の機嫌を損ねない方が良いかと思います。 

中村委員長： 

花里先生がお考えの範囲（面積）はありますか？ 

花里委員： 

面積は分かりませんが、先程ご説明させて頂いたハッピーバレーと愛宕の範囲を考えています。 

中村委員長： 

先程見せて頂いた比較的古いタイプの別荘は、その範囲に入っていますか？ 

花里委員： 

入っています。全 250 軒程の別荘から現在 50軒程カウントしています。四分の一は残っています。 

中村委員長： 

吉村順三さんの別荘等もその範囲に入っているのですか？ 

浅野委員： 

近衛山荘の裏あたりです。脇田美術館の脇には吉村順三さんのアトリエがあります。 

花里委員： 

吉村山荘は旧軽井沢の愛宕の辺りですが、川向うになります。私は川のこちら側を指定するべきだ

と思っています。 

横島委員： 

指定した範囲は買い上げ等の保全のため義務等はあるのでしょうか？ 

花里委員： 

買い上げはまた別の話になると思いますが、財政負担は出てくると思います。重要文化財について

は 3割負担になると思います。しかし億単位の助成があると思いますので、考えても良いのではない

かと思います。 

中村委員長： 

コミュニティの話題に移りますが、古い別荘に関しては、小さなコミュニティが延々と続いている

とのお話でしたが、比較的最近、ここに別荘を持った方については、孤立しているのですよね？ 

花里委員： 

そうです。 

中村委員長： 

今後の軽井沢を考えた際に、新しく入った別荘人やもともと住んでいる住民の「絆」みたいなもの

をどう作っていくのかという話は、この場でもう少し議論すべきだと思っています。 
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花里委員： 

それが、現在のユニオンチャーチが担うのかなと思っています。 

中村委員長： 

ユニオンチャーチをそれの核にするという事ですかね。それは興味がある考えです。私も同感です。

ユニオンチャーチは、たまたま隣に諏訪神社があり、その隣に町の公園があり、その反対側にはテニ

スコートがあります。比較的にコミュニティの中心的な施設があるので、この様な場所を活用して上

手く将来に対するコミュニティ形成の仕組みが出来れば大変面白いと思っています。 

花里委員： 

折角古いコミュニティが残っているので、昔の使われ方を伝え、かつ現在でも使っている事が一番

良いと思います。昔の生活を伝えるためにも、古い建物は、住んで頂く事もありますが、一部は市が

関与する形で、美術館や博物館として活用しても良いと思います。建物は所有者のためだけになって

いる気がしますが、昔は長く半公的なものであったと思います。その考えを、もとに戻してみる事の

可能性はあると思っています。 

中村委員長： 

私も同感です。是非、実行したいと思います。また別の機会にじっくり話をしたいと思います。短

所が見つかっただけでも良かったと思っています。 

横島委員： 

コミュニティの崩壊をどう守るかと観光地としての軽井沢の在り方とのせめぎ合いの問題は、同じ

テーマになると思います。 

花里委員： 

現在お土産屋ばかりになっている旧軽井沢の在り方をもっと生活に近いものとする一番良い方法だ

と思います。 

横島委員： 

別の抵抗勢力があり簡単ではないかと思いますので、委員長が申しますように、この議題は一旦、

ここまでで終わらせて頂いて、短所が見つかったという段階で終わらせて頂きたいと思います。 

中村委員長： 

次への繋がりはできましたので、そ

の方向で進めていきたいと思います。 

事務局の方で基礎的な資料として年

表とそれと関連した地図を用意しても

らっています。進士先生がご到着まで

時間がございますので、先に説明お願

いします。 
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資料３：軽井沢の歴史変遷（説明：udc/小野寺康都市設計事務所） 

 

お手元の資料-3でご説明致します。社会情勢の流れのなかで、軽井沢という土地を切り口に、何が

動いて現在の軽井沢が日本の中で文化的に認知され、その後どの様な推移で現在に至っているのかと

いう事を、ざっと分かり易い形で調べてみてはどうかというご示唆を中村先生から頂きましたので、

それに基づいて整理した年表の資料です。 

資料整理にあたっては、軽井沢町からご紹介頂いた軽井沢ナショナルトラストの中島マツキさんに

お会いし、資料をお借りするのと同時にヒアリングをさして頂きました。有難い事に 3時間程お時間

をとって頂き、歴史家としての感触についてお聞きした事についても年表の中に反映しています。 

 

 年表の流れですが、一番上に「別荘やホテルの流れ」があり、その下に「軽井沢の開発や分譲の動

き」を併行して載せています。さらに連動してきますが、「文学者がここにどう関わってきたか」と、

一般的な「軽井沢の情勢」について、その下に軽井沢に限らず「日本全体の大きな流れ」と、一番下

には、軽井沢の景観に関しての写真を整理しています。 

写真を見ますと、明治初期は、現在とは違って草地と湿地が連なっていた初期の景観がみてとれる

と思います。明治後期になると、和風建造物、街並みであったものが、洋風文化が入ってくる感じも

写真を眺めて頂ければある程度感じ取られるかなと思い、一番下に「軽井沢の景観」の写真を並べま

した。 

  

簡略的にご説明を申し上げます。時系列的には間違っていないかと思いますが、若干解釈を入れて

おりますので、その辺りをご議論頂ければと思います。  

まず初めに、避暑地、別荘地の始まりは、言うまでもなく 1885年、ショウ、ディクソンが軽井沢に

来て、その 3年後に別荘を建てるところからスタートするのですが、その前に雨宮敬次郎が既に新田

開発を狙ってカラマツ植林を始めています。この二つの動きは必ずしも同じ方向を向いていたわけで

はないですが、最終的には森の中の別荘地文化が奇しくも始まったという状況です。 

 

明治期の中期になって次第に別荘建築が日本人ばかりでなく、外交官、やはり宣教師が多かったの

ですが、日本人も別荘を建て始めました。一番早くは、1908年に追分に建って別荘が日本人の最初と

言われています。その少し前に万平ホテルや三笠ホテル等が開業しています。万平ホテルは、外国人

観光客も多かったようですが、三笠ホテルは花里先生のご指摘の通り、どちらかと言うと日本人客が

多かったところで軽井沢の鹿鳴館として、外来文化に憧れた日本人が主に注目して集まっていた状況

のようです。 

一方で 1893 年に碓氷峠にアプト式鉄道が開通し、サナトリウムも始まり、また一方で、先見の明が

ある人たちが、湯ノ沢一帯の買収し、開発分譲が始まったという状況です。 

じわじわと鉄道と開発の動きが始まるなか、別荘文化はスケート場やテニスコートができ、次第に

レジャーな側面を強めていきます。 

 

これとは併行する形ですが、文学との関わりも出てきました。軽井沢は陶芸、絵画よりも文学者の
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着目が顕著です。白樺派の文化サロンとして利用されていたような事が次第にあったという事です。 

この別荘、ホテルの開発に併行した軽井沢の情勢としては、製ヒョウ業がはじまり、家具や調度品を

入れるため、三笠焼きや軽井沢彫がかなり早い時期から始まっています。 

 

大正時代になりますと、軽井沢のバンガロー建築が次々と始まるなかで、星野温泉が 1914年（大正

3年）に旅館を開業しています。星野が動き始めた時期になります。 

一方で、今度は野沢組が開発分譲をはじめ、その少し後に遅れて、西武・箱根土地会社が千ヶ滝か

ら着手し始めています。花里先生がご指摘された様に、旧軽井沢周辺から外国人の別荘地開発が自然

発生的に起こった事とは別に、不動産開発的な動きは、その隙間である西側を中心に徐々に始まって

いった状況です。 

軽井沢の名前が一躍有名になった事は、これは中島マツキさんのご指摘になるのですが、大正 12

年（1923年）の出来事が大きかったと言われています。まずは追分駅が開業し、ちょっとしたニュー

スになりました。もっと大きかった事は有島武郎が軽井沢の別荘で情死をした事であり、この事は大々

的に日本全国に新聞報道されました。また一方で同じ年に軽井沢町に改称しました。この 3つの動き

が日本社会に「軽井沢」という土地がかなり認知された一つのきっかけになったのではないかという

事が中島さんの考えでございました。この時代は花里先生がおしゃっていた 1930年代の少し前になる

ので、重なってきます。 

南軽井沢にも西武がホテル建設を始めて、段々と軽井沢はレジャー地としての側面が強くなってま

いります。一方で宮家の別荘建築も動きはじめておりますので、金の流れと共に上流階級流れが必ず

しもリンクしていないのですが並行して動いていた状況のようです。 

一方、同じような時期には関東大震災を経て、日本は段々ときな臭くなってくるのですが、軽井沢

では開発的な資本投下が集中し始めていくという状況が見えてくるという事だと思います。 

 

昭和時代の前期になると、この動きは段々とさらに加速化し始め、昭和の前期、中期あたりに軽井

沢と皇室が注目されはじめます。1957 年（明治 32 年）の天皇皇后両陛下のテニスコートのロマンス

が、また軽井沢という地名を知らしめる一つの大きな流れではなかったかなという事です。 

この時代、どんどんホテル開発が次々と広がっていき、ゴルフ場も広がっていくのですが、一方で

文化人も第二次大戦の戦火を避けて軽井沢に疎開を始めます。この時に外国人も疎開しています。こ

れも軽井沢という土地に文化人や知識人が集まった一つの大きなきっかけになったのではないかとい

う状況です。大戦後、別荘を持つ文人がかなり多くなり、「軽井沢文化人協会」が 1953年に発足し、

翌年に「軽井沢文化協会」に改称しますが、この頃、既に日本人と外国人の交流がかなり盛んになっ

ており、1955 年には「軽井沢観光協会」ができておりました。これは、ご存じの通り会長は、星野グ

ループの星野氏です。次第に近代建築もこの軽井沢には多く集まるようになり、先程のご説明以外に

も、内井昭三さんのセミナーハウスや黒川紀章さんプリンスホテル等もできてきたという流れです。 

この流れの中で、次第に観光地、レジャー地の側面が強くなり、軽井沢の文化が一過性観光客中心

のものに変わりつつあり、先程ご指摘があったように軽井沢も東京の資本がどんどんと流れ込み、軽

い形に変遷してきた状況です。 

 

この状況はいくつか年表でご指摘させて頂きましたが、次頁の地図にも載せています。明治期の主
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な出来事として、南側に「新田開発」、万平ホテル、軽井沢ホテル、鹿島の森は、旧軽中心の東側のエ

リアでございます。日本人が別荘地を作りはじめた追分は、少し離れていますが、また一つ核となっ

て日本人がまた集まりはじめたという時代の骨格が見て取れると思います。 

次頁は、大正、昭和時代になります。色が段々と西側の千ヶ滝や南軽井沢に広がっていきます。ゴ

ルフ開発やレジャー開発が西側、南側に強い形で流れてきます。一方、逆に旧軽沢あたりは主だった

動きは段々となくなっていき、周辺が軽井沢というネーミングをきかっけにどんどん資本投下や人の

動きが活発に流れてきた状況はこの地図の流れかなというところでございます。 

ざっと説明すると以上となります。 

 

中村委員長： 

有難うございます。この年表に花里先生からお話があった内容を付け加えておいてください。先程

の普賢山落の小さな別荘コミュニティ等の情報も入れて欲しいと思います。 

事務局（udc・小野寺氏）： 

花里先生、データコピーさせて頂いてもよろしいでしょうか？ 

花里委員： 

どうぞ、お使いください。 

この資料には出ていませんが、すごく重要だと思っている事がございます。それは、第二次世界大

戦前後の話ですが、第二次世界大戦の前には、ここでグルー大使が諜候活動、当時の天皇側近とゴル

フをして情報活動を行っていた事、後には軽井沢が居留地になって、外国人が住んでいた事について

は、絶対に忘れてはいけない事だと思います。町の方はあまり取り上げませんが、外国の方と話をす

ると、当時の苦労話等を聞きます。この様な歴史のなかには無視できない話かなと思っています。 

中村委員長： 

国際的な政治の裏舞台があったという事ですか？ 

花里委員： 

大使館も 10程あったと思います。よく言われる事が、スイス大使館からポツダム宣言受諾が打電し

たと言われていますが、それはなさそうだという事になっているのですが、当時、三千人と言われて

いましたが、日本にいた外国人の人が軽井沢に住まわされていた事があるので、これに関しては、ぜ

ひ記述して欲しいと思っています。 

森山委員： 

軽井沢には「中野重治」の存在が文学者の中では大きいと思っています。戦前の仕事場として別荘

を持っている文化学者のところに、入れて欲しいと思います。先程の戦前戦中の事に関係してくるの

かもしれませんが、佐多稲子や堀辰雄等、我々は軽井沢といえば「風たちぬ」とかですが、なぜコミ

ュニスト達、文学者が、軽井沢に集まったのか、その部分が、私が調べた限りでは骨格としてあるの

ではないかと理解しています。 

中村委員長： 

軽井沢を舞台として何か起こったのですか？ 

森山委員： 

事件等は起きているわけではないですが、あの時期は皆が赤だったというのり、誰でもそうだった

事もありますが、仕事場として別荘を持つ人たちの中に、そういうトーンがあるのは気になります。
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その様なイメージが軽井沢は遠いので、なぜ居ないのかが良く分からない感じです。 

花里委員： 

中野さんは上ノ原だと思います。井上靖もいたと思います。 

森山委員： 

貧乏女給上がりだった佐多稲子さんと近かったと思います。 

中村委員長： 

政治に関係した事でいえば、戦前、近衛内閣の補佐官達がさかんに軽井沢、万平ホテル等で会合し

ています。近衛さん自身別荘もあったのですが、あれは、日米関係史のなかでは重要な位置づけとな

っています。中野重治さんは、そのメンバーですが、なぜ軽井沢に別荘を所有したのかは、その様な

事と関係してくるのではないかと思います。当時の近衛内閣の補佐官の中には、道路公団の岸道三氏

も居ました。それらの活動は戦後まで物語がつながってきます。詳しい事はよく分からないのですが、

軽井沢での交渉がきっかけとなっていたのではないかと思います。 

花里委員： 

その辺りの話を知りたいのですが、データがない状況です。 

中村委員長： 

最近は興味を持つ人が増え、なぜ道路公団の初代総裁に岸さんが就任したのかは分からないのだけ

ど、岸さんが行った初代道路公団の政策は大きな影響を持っています。よく調べるとやはり満州が発

想の元になっています。十河信二さんも満州で鉄道を作っていました。それが新幹線になっています。

また、満州で高速道路の計画があったのですが、それが名神国道でした。そこまでは分かっています。 

森山委員： 

列車はアジア号と新幹線で、技術者集団が重なっています。 

中村委員長： 

初期の新幹線計画は、蒸気機関車でした。 

横島委員： 

 信越線が直江津駅まで敷かれているのは、日清戦争の際に戦時列車を運ぶためだったと思います。

そういう意味では軍事的要素が強いと思います。中野重治さんしても佐多稲子さんにしても、なぜ来

たかというよりは、みんなが軽井沢に来ていたのではないかと思います。文学界においての多様性す

らあるという解釈ではないでしょうか。なぜ来たかを詰めていくと、一人一人を検証する必要がある

が、この委員会ではそこまで出来ないですが、多様な魅力で軽井沢が見られていたという落としどこ

ろには繋がっていくのであろうと思います。 

中村委員長： 

北原白秋が星野温泉に来た時に作った「カラマツ林」の歌がありますが、読みすぎかもしれないが、

軽井沢がカラマツであるというイメージを作った事に大きな影響があったのではないかと思います。

軽井沢はカラマツが多くなりすぎたと思います。もう一つ、与謝野晶子が良い歌を作っています。 

横島委員： 

軽井沢の星野温泉等には与謝野晶子の歌碑は多くあります。 

中村委員長： 

有島武雄とも信仰があったようです。 
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森山委員： 

与謝野晶子は、子沢山でお金を稼ぐ必要があったので、日本中に歌碑があります。 

横島委員： 

軽井沢に人工林としてカラマツを植えた理由は、一番安い樹木だったからだと思います。 

中村委員長： 

そうでしょうね。この前に申し上げた様に、国有林は広葉樹林ではなく混合林です。 

将来を考えると、もう少し柔軟に対応する必要があると思います。進士先生が間もなくお見えになる

と思いますが、ご専門なので聞いてみたいと思います。 

横島委員： 

小野寺さんが作成された年表は力作だと思います。非常に多面性のある年表で面白いと思います。 

中村委員長： 

これだけ見ても、ある種の日本の近代史が分かるようです。 

横島委員： 

これだけで修士論文か博士論文になるのではないでしょうか。 

安島委員； 

平成版も作らないといけませんね。 

中村委員長： 

先程花里先生がおっしゃった普賢山落のなかに柳宗理さんが入っていたと思うのですが、柳宗理さ

んは白樺派のメンバーです。だから、良く考えるとそんなに不思議ではないと思います。白樺派の別

荘は大体、常磐線の安孫子が本町であるが、こちらにも未練があったみたいですね。 

浅野委員： 

安孫子はあまり長くないと思います。 

中村委員長： 

今でも柳さんの別荘は残っていますよね。 

安島委員： 

建物はいくつか残っていますが、住んでいる人はいません。 

横島委員： 

今日の話は進士先生の繋ぎが上手くいっていないため、話が飛び飛びになっており申し訳ないので

すが、役場の管理の皆さんも聞いておりますので、少し前半の話のイメージをまとめたいと思います。 

花里先生にお話して頂いた歴史的価値のあるものをどう守るかという事と、それに行政はどう関わる

のかという事を含めて、中村先生がおっしゃった指定等の制度化の問題もあると思います。制度とい

う行政側の目的設定と、民間の伝承や文化継承といった意識の連続性も保存文化の中の一つだと思い

ます。物を守る事と精神を守る事は手法が違うのだと思いますが、この 2本が両立しなければ、古き

良きものが将来に引き継げないという事は間違いないと思います。制度の事は話が出たのですが、そ

うでない精神的な継承について、何をどう引き継いていくのかという事の議論は、これから出る場も

あるかと思いますが、ご意見があれば伺っておきたいと思います。黒須先生、如何ですか？人間的継

承がスポーツとどう関わるかという事は重要なポイントになりますが、保養が人間の行為だとすれば、

そのことがコミュニティ形成にどう関係し、どう繋いでいくか、形にするには何が必要かについて如

何思われますか？ 
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黒須委員： 

自治組織の形成に繋がってくるのではないかと思います。 

中村委員長： 

自治組織の問題は難しい部分がありますので、じっくりと議論したい課題になると思います。「知的

風土」を将来にどう残すかは、軽井沢だけの問題ではなく、日本全体の将来にとっても大事な課題で

もあると思います。 

文学も昔よりも文壇という密度が薄くなったと思います。関東大震災でばらばらになった事が最初

のきっかけだそうです。人と人との繋がりや密度が様々な意味で低くなっている事が大きいと思いま

す。普通の市民の繋がりもあるし、クリエーターの様な特殊な繋がりもあります。新しい繋がりを考

える上では、軽井沢の精神風土、歴史が参考になると思います。 

 

浅野委員： 

もともとの日本の保養は、一般的には農業ベースだと言われています。農閑期に温泉に行って保養

する事であったが、軽井沢の形態は、宅地が保養になっています。保養の延長線で良いのかという事

が少し分からないです。 

横島委員： 

湯治とは違うという事ですね。 

浅野委員： 

星野は昔、温泉ではありませんでした。木材を切り出して、山から運んでというところから始まっ

ています。自分で掘ったと言われています。保養に近づいたのは、星野の影響ではないかと思います。 

横島委員： 

保養地と保険休養地という考え方があります。保険休養地の精神のなかには、サナトリウムは重要

な要素ですが、そこは意外に希薄で、実像として浮かび上がってきておらず、サナトリウムの活用方

法等は分かっていません。これからの軽井沢の将来にその要素を住宅に取り入れるのか、あるいは別

のものなのかという選択肢も、いずれこの委員会で、結論は出さなければならないと思っています。

考え方は示さないといけないと思っています。 

保養地と保険休養地のイメージは違いますよね。 

浅野委員： 

プライベートですが、私は幼い頃に夏はずっと星野温泉にいました。三人兄弟の長男である星野嘉

助さんは「野鳥の会」をやっており、そういう方達はとても文化が高かったと子供ながらに思ってい

ました。この様な事をベースに軽井沢のイメージを持っているので、旧軽井沢のイメージとは違う感

じがします。その辺りをこれからどう地域によって将来を組み立ていくのかという所とも関係あるの

ではないかち思います。 

花里委員： 

昨日アームストロング別荘に行き、古い雑誌や本を見たのですが、野鳥という本が出てきました。

中西悟堂さんが幾つも書いているのですが、戦前の昭和 15年頃の本だと思いますが、まだ残っていま

した。紀元 2600年の「野鳥の会」という話もありますが、中西悟堂さんと星野嘉助さんとの関係は昔

から強いと聞いた事があります。 
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浅野委員： 

野鳥の森というものもあります。中西悟堂さんが関わっています。 

横島委員： 

全部が全部継承できないので、継承すべきものと捨てるべきものがあるかもしれません。おのずと

時代的な歴史と重なって取捨選択になるかのではないかと思います。その様な知恵も未来構想の中に

入ってくると思います。欲張って膨らみすぎると、軽井沢は飽和状態に膨らんでいるのですが、ここ

から先どういう風に成熟していくかという時の選択肢は、ある程度はモデル的に町民に示していきた

いと考えています。大事なものの序列をつける事は難しいかと思いますが、そういう事なのかなと思

っています。軽井沢のイメージを上から 5つなら 5つのテーマにした時に 5番目と 6番目の微妙な所

は出てくると思いますが、5 つぐらい軽井沢のイメージを言葉に表すと何なのか、というイメージを

委員の皆さんにお持ち頂いてこれからの議論に参加して頂くと、収斂するところがおのずと出てくる

のではないかと思います。 

中村委員長： 

有難うございました。少し休憩を挟んで、間もなく進士先生がご到着されますので、ご説明頂きた

いと思います。 

 

（休憩） 

 

中村委員長： 

進士先生が来られるまで、事務局で用意した資料説明等で時間を潰しておりました。資料がござい

ますが、全部ご説明頂くと時間がないかもしれませんので、20分程度でまとめてご説明頂けたらと思

います。 

進士委員： 

要点のみ説明させて頂きます。 

 

進士委員：プレゼンテーション 

 

【進士先生レジュメ】 

（１）全国モデルになるような先進的なフィロソフィーからデザインまでの一貫性 

（２）ランドスケープにおける時間のデザイン 

（３）３つの持続性 自然・社会・文化 

（４）自然的土地利用計画（design with natute 利用における容量を決める） 

（５）全町域を５地区程度にゾーニングし、自然・人工、歴史・現代、アクチブ・パッシブなどメ

リハリのきいた空間分節をする 

（６）山地・里地のあいだに草地地帯をもうけ野獣の侵入をふせぐ緩衝地帯とする（落葉松林の卓

越する現状にこだわらず明治以前の郷土生態系に近づける） 

（７）農村の国づくりとして、面的修景計画をたて、展望地点をデザインする。 
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こんなに遠い所だとは思いませんでした。遅くなりまして、ご迷惑をおかけしました。 

時間もございますため、レジュメの内容を固めようと思いますので、番号を変えます。（１）と（２）

をあわせて（１）とします。なので（３）を（２）に（３）を（４）に、（４）を（５）にし、（６）

と（７）をあわせて（５）とします。 

  

この前に中村先生にわざわざおいで頂きまして、お話を伺いました。 

まず、先生のお考えである「全国モデル」とするには、いきなりデザインからでは駄目で、私は「4P1D」

と呼んでいますが、philosophy（フィロソフィー）policy（ポリシー）plan（プラン）program（プロ

グラム）design（デザイン）です。観光地計画でも先進地視察に行っては真似をし、デザインから始

める事が多いです。やはり思想をしっかり持つべきだと思います。既に中村先生の頭の中にはおあり

ですし、私なりの思想をこれからお話したいと思います。 

 

4P1Dの最後のデザインは、フィロソシーを具体的なポリシー政策群にし、それに対してのしっかり

とした計画を策定し、手順（プログラム）を踏む、住民とのコンセンサス等もこれになりますが、こ

れらを行った上でデザインに入らなければならないのですが、いきなりデザインでいこうとするので、

絵を描くことばかりを考えてしまっています。ですから、普通の絵やどこかで行われている絵になっ

てしまっています。これについては、全体に辞めよう、辞めるべきだと考えています。 

 

お配りした資料のなかには、学術会議で大学院生等に環境学志向を増やしたいとの事で 20人が分担

しそれぞれの環境学について書いたものがあります。資料 2の②になります。「ランドスケープ風景の

目」という章がありますが、4P1Dを実践すれば、我々はトータルランドスケープと言うのですが、全

体像ができる、それをやるには「風景の目」が必要であるという話です。ここでいうトータルランド

スケープについて説明しますと、ランドとは土地や自然であり、スケープは端から端まで隅々の全て

という意味です。近景から遠景という事もありますし、パノラマですので、0 度から 360 度全体とい

う事もあります。今までの行政の計画は地べた主義で、敷地がどこにあるかで行い、敷地外について

は無視してきたと思います。江戸の町の名所図絵や名所江戸百景等は、富士山が描かれているわけで、

静岡であろうが山梨であろうが、富士山を江戸は取り入れていました。そいう意味でランドスケープ

の目がこの 4P1Dと合わせて必要であると思っています。 

 

（２）のランドスケープにおける時間のデザインも同じです。今までの基本計画は人口予測のみで

時間のデザインをしている顔をしていますが、実際は 5 年～10 年程のある一瞬の計画となっており、

100 年計画という発想はないです。ところが、今日もここまで来る時に感じた事ですが、軽井沢の素

晴らしさはやはり溶岩の擁壁、石積だと思いました。私は「エイジングの美」と呼んでいるのですが、

時間と共に苔むして落ち着いた美しさを創出していると思います。軽井沢中が同じ素材ですから、敷

地の中からも出てきます。新しい型枠のコンクリート等、余分な事をしていません。全部が同じです。

それが大事です。溶岩は時間とともに変化する良いエイジング素材です。エイジングの美を獲得する

素材は、基本的には石や木のような自然材料です。時間のデザインが大事だという事です。 
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2つ目は、「3つの持続性 自然・社会・文化」です。私の考えている 3つの持続性は、これもお配

りした資料内の「地球社会の環境ビジョン」に詳しく記載しています。我々は今まで生物多様性だけ

を叫んできました。生物多様性は何のためかと言いますと、自然的環境が持続するために必要な条件

です。生物多様性がなければ地球上の自然は持続しません。それだけで良いように思ってきたのです

が、しかし、そうではなく、自然環境つまり台地がいくら持続しても、人間社会が滅びてしまっては

仕方がないという事です。社会、つまり人間の集まりも持続しなければならなく、そのためにはどう

する必要があるのか、それが、ここに書きました「ライフスタイル・ダイバーシティ」というもので

す。 

今回の選挙は民主党が酷かったので、その反動というか圧倒的に自民党になりました。この事は私

はあまり良い事ではないと思っています。つまり社会の持続性は「ライフスタイル」生き方が大事で

あり、政治、経済、文化もそうですが、ありとあらゆるものの価値観、生き方、あるいは趣味といっ

ても良いかもしれません。例えば、私は東京に農地を残す運動を行ってきたのですが、それは幾ら大

都市になっても農との触れ合いは必要だと思ってきたからです。軽井沢では皆さん自然自然とおしゃ

って、保養地といえば自然だけが大事だという風になっておりますが、部分によってはある種の利便

性や華やかさ等、様々な要求があるはずです。様々な要求を上手に入れ込みながら、ある種のオーダ

ー、隠れた秩序をつくるという事が大事だと思っています。人間の社会的環境の持続性はライフスタ

イル・ダイバーシティ、生活多様性と言っても良いのですが、要するに、人間は一人一人皆違うとい

う事を大事にしたいと思っている。若い人を拒絶したり、軽井沢の人はこういう人だと決めつけてし

まうのは良くないと思っています。ただ、場所柄があって似合う場所があっても良いと思います。ラ

イフスタイル・ダイバーシティを認めていけば、自ずと楽しい街ができると思っています。 

最後は、文化、文化的環境の持続性になります。文化的環境は、先程申し上げた生物多様性でい

う「台地」、景観論でいいますと「地（グラウンド）」ですが、グラウンドがしっかりサスティナビリ

ティが高まって、その上に乗っかっている人間社会が、文化の多様性や多言語多文化と言いますが、

様々な価値観が混ざってダイナミックバランスを作ります。これは生物学の原則です。ホメオスタシ

ス、動的平衡と言います。ダイナミックに様々な要素があれば、ある方向だけに突っ走る事はないと

思います。イデオロギーは自由ですが、様々な事がある事に対してのダイナミズムが大きな長い目で

みるとバランスをとる、つまりホメオスタシス、動的平衡状態をつくる事が大事だと思います。これ

は生物学では当たり前の事ですが、昔から言われている事です。共生という概念も同じです。シンバ

イオシスは、お互いにあってお互いに生きる事です。つまり A さんでも B さんでも良いわけで、A さ

んは今回駄目という事ではなく、Aさんには Aさんの良さがあり、Bさんには Bさんの良さがあるとい

う事です。これからの時代は、「こうでなければならない」理想的人間像等をずっと言い続けてきまし

た。ビジネスの世界では徹底して行うため、社員の 2割はノイローゼになってしまうわけです。それ

は、価値観がそうでない人を採用しているのに、管理社会は行動形式だけはそれを要求するからです。

私はそれぞれに相応しい仕事を与えれば良いと思っています。休暇制度も土日に集中していますが、

もう少し自由にした方が良いと思っています。いずれにしてもバイオ・ダイバーシティ、ライフスタ

イル・ダイバーシティ、この 2つを行い、持続性が高まれば、結果的に景観になります。 

文化はカルチャーですが、耕し方（カルチブレイト）は地域によってそれぞれ違うという事が私

の考え方です。ランドスケープのランド（土地や自然）は、地形も地質も植生も水の流れも全て違い
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ます。この様にランドそのものが極めて多様性があります。スケープは端から端までなので、その土

地の暮らし方というものは、みんな違うわけなので、放っておいても景観は違ってきます。例えば、

房総半島へ行くと落花生畑ばかりであり、ある地域に行くとラッキョウ畑ばかりになります。この様

に北海道から九州まで全てが違います。長野県の中でも全て違います。その違い方が風景を作ります。

風景を分解すると、地形や地質、住まい方等、ありとあらゆるものが合計されているので、違ってく

るわけです。そうすると楽しくなると思います。私は軽井沢も一色にしてはいけないという考え方で

す。以上が基本的な考え方です。 

 

自然的土地利用についても、お配りした資料の⑤に示しています。被災地の問題で、大津波にあっ

た所は基本的に全て仙台を除いては農林水産業地帯になります。しかし、相変わらず都市型の復興を

行っています。私はナンセンスだと思っています。今回気がつかなければならなかった事は、自然的

土地利用です。マクハーブが「design with nature」という本を出して、テクニックまで示しました

し、私も若い頃はそれを真似して日本の国立公園や観光地計画行いました。 

自然のポテンシャルが重要になります。地形でいえば、急な箇所はキャパシティが小さく、緩やか

で平らな箇所はたくさん乗せる事ができると思います。地質も脆い箇所は駄目です。植生も弱い箇所

は駄目です。逆にカラマツ林は相当強いと思います。自然には開発に抵抗力がある箇所と全くない箇

所があります。そういう事をちゃんと見極め、幾つかのグレード、段階で色塗りをしてオーバーレイ

すれば土地利用のポテンシャルを出す事ができます。それによって、開発しても大丈夫な場所につい

てはどんどん開発しても良いし、駄目な場所は保全するという様に段階論的に行う事で出来ます。人

口密度でいうと 50人、70 人、80 人、90人、100人という風に行うが事出来ます。この様な自然の秩

序を基本的に都市計画、開発計画に使う事が、この 3番目の考え方になります。昔は環境容量と言っ

ていたのですが、大気汚染等、ある一部を言っていた事ですが、全てに対応しても良いという考え方

が 3番目に「自然的土地利用計画」になります。自然のポテンシャルに応じた全体像を作成する事で

す。 

自然的土地利用は生物多様性に対応したつもりでしたが、資料番号と逆でしたね。生物も植生によ

って違ってきますので、生物多様性を支えるためには、自然的土地利用をちゃんと対応する必要があ

り、それを行っておけば生物多様性も担保できるという事です。 

 

（４）ですが、軽井沢町をある程度ゾーニングして、そこに生物多様性に応じた用途、デザインを

行うという事です。例えば、針葉樹地帯と、広葉樹地帯では全く違います。針葉樹であれば、妻のつ

いた屋根が良いでしょうし、土地利用で言えば、キャンプ場や散策路については針葉樹よりは広葉樹

や落葉樹が良いと思います。この様に場所によって自然条件は違ってメリハリがあります。それに応

じてアクティブな活動を与える、パッシブな場所として活かす等のメリハリを利かせる事があります。

また、これは日本の大名庭園のやり方ですが、江戸では 5～6万坪ありますが、まとめて使用する事は

なく、全て分節化して使用します。つまりヒューマンスケールで人間の雰囲気に相応しいサイズで、

間に樹林を入れています。小さな単位でゾーニングする事で、自然と人間の馴染みが良いものになり

ます。人間のインパクトにあまりうるさくない良い世界を作る事が出来ます。このやり方ができれば、

キャパシティはある程度必要であるが、適したゾーニングができると思います。少しづつ、ある人口

密度で辺り一面ばらまかれると、うるさくて仕方なくなるのですが、人はここだけにしか入れないと
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言う様に、集中する事も一つのやり方だと思います。ゾーニングし、それぞれの土地に応じた土地利

用、目的的な整備を行っていく事が大事になると思います。 

 

最後、（５）ですが、今の考え方をもう少し入れると、例えば昔から日本の土地利用には、野生の動

物との調和が上手く出来ていました。まちなかは「町」、外は「村」、村の事は「里」と言いました。

里の農地を「里地」と言っておりました。里地の側には「里山」という樹林帯、山林があります。里

山の奥には「外山（とやま）」という山がありました。外山には放牧等、大体家畜が飼われており、こ

こはオープンで広々とした草地となっています。その奥が「奥山」となり、かなりワイルド、ウィル

ダネスな空間となっています。ここには熊や猪等の動物が生息しています。この動物たちは、外山に

家畜（牛等）がいるため、危険を察知し、奥山から外にやって来ません。それは、動物と動物のなか

に力関係が成り立っていたからですが、現在は外山が無くなってしまったため、その空間がでたらめ

になっています。よって、いきなり里山や里地まで奥山に住む動物たちがやってくるようになりまし

た。自然の里地、里山、外山、奥山というヒエラルキーをちゃんと対応させて、周辺の大自然との間

にバッファーを入れていく、場合によっては、軽井沢に牧場の風景があって、美味しい牛乳が飲め、

その牛乳でバターやチーズを作る事ができれば、もっと美味しくなるわけです。この様に産業、趣味

的産業と言っても良いかと思いますが、これを入れる事も考えられると思います。農地についても、

高原野菜を作っている場所は「外山」になります。しかし、全てを森にしてしまったため、動物たち

は森から人が住む町まで抵抗なく降りてきてしまっていると思います。これが 6番目の考え方になり

ます。もちろん、これによって風景もまた多様になります。 

最後に「農村の国づくり」としては、これは中村先生のお言葉ですが、私が言いたい事をこれか

ら少しお話しします、現在、長野県の景観審議会を引き受けています。この前答申を出しました。長

野の阿部さんの要求は、長野を世界一の農の風景、農村的な良さがある観光地にする事です。長野県

は多様な農村風景を持っています。それを観光資源とする事を行っています。杏子の風景でもリンゴ

の風景でも良いのですが、それぞれを活かす事です。故郷が見える丘の公園をつくり、近景から遠景

までを楽しむ事を行っています。そのためには、まず農林業を健全にすることが大前提であり、そし

て風景の地域性を出していく、そこではじめて観光になります。つまり情報化社会で、ソフトウェア

等が盛んに言われますが、基盤である農林業がしっかりしないと上手くいきません。農村そのものが

ホスティピタリティを保てるような面倒は持つ事ができません。そうではなく、農林業で充分に生活

ができる状況を作った時に、外の方が受け入れてくれるのだと思います。そのバランスは重要ですが、

いずれにしても農林業のような一次産業、つまり台地管理型産業と呼んでいますが、土地を管理する

産業を健全化させ、風景計画をしっかりと作り、それを最終的に都市と繋げ、観光の入り込みを入れ

るという 3段階をワンセットで考えています。なので、今回の風景計画には農林部が行うべき仕事を

たくさん作りました。軽井沢そのものが農村だと言えないかもしれませんが、長野県全体の中で、ま

た軽井沢の多様性、軽井沢がある事の長野県の多様性という事が、また一方で担保されると思ってい

ます。 バイオ・ダイバーシティ、ライフスタイル・ダイバーシティを実現しながら、最後はランド

スケープ・ダイバーシティを作ります。ランドスケープ・ダイバーシティは入れ子になっており、日

本国全体、長野県全体、長野県のなかの軽井沢、軽井沢の中も場所によって駅前と千ヶ滝では違う様

に多様になってくるという状況を作ります。その全体は地形、地質、植生等の台地の自然要素によっ

て把握していきます。以上、この様な考えです。 
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中村委員長： 

有難うございました。全体のストーリーに関係するスケールの大きな話で、今後まとめるにあたっ

て参考になる事だったと思います。時間が大分超過しておりますが、折角の機会ですので、ご質疑が

ございしたら、どうぞお願いします。 

森山委員： 

前回会議の帰りに、農産地修景計画のお話を聞いて感動しました。実現して欲しいと思います。い

きなりデザインという事は間違っていると、私も前回会議で申し上げました。 

先程、5 つ程度のフィロソシーを提示すると話しておりましたが、私の話は進士先生の話と関係し

てくると思います。 

一つ気になる点は、一次産業の話をしておりましたが、軽井沢に実際住んでいる人が何を産出する

かをしっかり計画する必要があると思います。自分のプライドと成果に見合って生活してきた人達の

別荘文化を住んでいる人がサポートする事が必要でないかと思います。私は産業系の人間ですので、

文化でも何でも良いのですが、それに匹敵するような産出、定住する人が誇りを持てる産出物を持つ

事と景観の関係が一体化しなければ、グラウンドデザインではないと感じます。パブリックコメント

はグラウンドデザインですが、この会議は未来構想なので、少しバランスが悪いのではないかといつ

も思っています。一方で、この軽井沢は別荘等いかなる産出物を持っているポテンシャルとのバラン

スが重要であると考ええいます。 

進士委員： 

現代人は不幸だと思っている。サラリーマンはサラリーをもらってある機能を果たす機械になって

います。人間は百姓だという事が私の思想です。基本的には農業大学ですから、つまり、トータルマ

ンだと思っているわけです。百は沢山、姓は苗字ですが、苗字は職業です。職業は能力であって、沢

山の能力がないと発揮できない人が「百姓」です。しかし現代サラリーマンは一つか二つの専門を持

っていれば生きていけます。その変わり残りの 90幾つは放棄しなければなりません。ですから現代人

は、消費者に徹底してしまっています。リゾートライフをエンジョイしている人は、時間はいっぱい

持っているかもしれないが、人によって違いますが、社交が好きな人は社交を、絵が好きな方は絵ば

かりを描いている状況で、基本的には生産はしません。今、野沢菜を頂いたので言いますが、せめて

漬物ぐらいする事が、リゾートライフになってくるのではないかと思います。つまり、トータルマン

に回帰できる、リゾートをゆっくりできる時間とお金があるから何もしないでも良いという様に考え

る人は、本当は私にとって最悪な人です。人間は生きるために、様々なものを作っていました。家も

買うのでは建てていました。それなので、今はユニクロに行けば洋服は作ってもらえ、家はプレハブ

メーカーに作らせるし、食べ物もファーストフードのレストランに行けば食べる事ができます。全て

が外部化してしまったのですが、どうやって自分を生きるか、自分が生きている実感をどう得るかと

いう事が大事だと思っています。私は軽井沢で、命がけで働かなければ食べていけないという事では

なく、余裕を持ちながら教養を高め、文学や音楽に親しむ事も良いのですが、一方で、最小限生きて

いる実感、少なくとも食べる事に関しては自分でやる等、何でも流通している商品を消費するよりは、

自ら作ってみたいと思うわけで、オリジナルとなる。私の家では、毎日娘の手作りケーキが出てきま

す。暮らしとは、そういう事だと思います。女性が毎回工夫して新しいデザートを手作して出す事が

ライフスタイルになっています。この様な事を実現しないと 21世紀は持たないだろうと思っています。
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今までは労働が激しかったり、きびしいビジネス戦争を行っていたので、疲れをいやすために軽井沢

に来ていたと思いますが、今はビジネスも労働もそう激しくない時代です。パソコンの前ばかりの仕

事で肉体労働が少なくなっています。早く肉体労働をさせた方が良いと思っています。崩れた石積み

を皆総出で積み直したり、植林したり等、この様なことを、しっかりイベントとして組む事が大事で

す。イギリスのボランティアと同じです。ナショナルトラストのボランティアは何十年も前からあり

ます。全て農村に行って活動しています。それが楽しみなっています。労働を通じて友達とネットワ

ークできる、現代人が彼女と喫茶店に行ってもパソコンやったり本を読んだりしており、コミュニケ

ーションができないのは、労働ができないからです。「紐を張ってくれ」と頼んで紐を張る際も、向こ

うから紐を引っ張ってくれないと紐は張れないわけです。コミュニケーションとは作業をしないと駄

目なものです。作業できる町、リゾートにしなければならないと思います。それが結果的に町全体を

美しくするというパブックな事に入っていくと思います。ヨーロッパの市民の活動には、必ずこの様

なプログラムができています。自分のユニット、200 坪なら 200 坪を耕して野菜や果物を作っていま

す。パブリック、パブリックスパースがあり、花を植える際も、皆で行います。日本の昔の農村も花

植えしたり、同じように共同作業を行っていました。現在はなくなってしまっているので、これをも

う一度再構築する事が大事であり、これをライフスタイル・ダイバーシティと言っております。 

中村委員長： 

有難うございました。時間が無いのです、もう少し質疑があればどうぞ。 

花里委員： 

時間のデザイン（２）の所で、100 年計画の発想がないとお話されていましたが、軽井沢別荘では

石積という例を出されましたが、教育百年の計という様に、人づくりにも 100年という時間がでてく

るのですが、100年というスパンを先生の中で、どう捉えられていますか？ 

進士委員： 

100 年は物理的な年数ではないですが、中国には樹木 10年、樹林 100年という言葉があります。景

観 10年、風景 100年、風土 1000 年という様な事も竹林征三（土木）さんが言っています。この様に

時間軸で考えなければならない事を伝える際に使っているわけです。私からすると時間のデザインは

飛び石の打ち方からはじまって、朝昼夜もファーシーズンもそうであるように、時間はあるのですが、

あまり意識はしないものです。あまり意識すると死ぬことを考えなければならないからです。人は死

を間近に感じたくないので、嫌がります。しかし、風景を見ている時には、時間をしっかりと感じと

っています。例えば、あの辺りの樹木がとても太いです。アカマツも悪くありません。若木はスマー

トに真っ直ぐ伸びますが、枝ぶりががっちりしてするまでには時間がかかります。あれは崩れている

のではなく「バランスの美」と言います。太くなって根が張ることは「根張り」と言います。そうい

うものが、我々をここへ誘うわけです。なので、造林したままの新しい所には行かないと思います。

価値の高いものは全て時間がかかっている。人間という動物は、意識しなくとも、ちゃんと時間の経

った良い場所は、「良い場所」として自覚しています。 

森山委員： 

技術が継承されるためには、100 年必要であると言われています。かつては、人間は式年遷宮で短

命でしたので 20 年でしたが、現在は 30 年です。3 世代でしたら、自分が 70 歳の時に、子供が 10 歳

なので、子供に伝える事ができると思います。それであれば、死ではなく、技術が継承される訳です

から明るい事なのではないでしょうか。 
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進士委員： 

上手い事いいますね。賛成です。 

横島委員： 

自然的土地利用計画は、先生的論理でいくと、軽井沢はすんなり納まり、出来る様な気がします。

ところが、これを社会的土地利用計画、都市的土地利用計画に当てはめると、制約がやたらと多くあ

ると思います。 

進士委員： 

地権者が出てくるので、そうだと思います。 

横島委員： 

先生は一方的にお話されましたが、その様にぶつかり合うような概念があるので、そう簡単に実現

する事は難しいのではないかと思います。 

進士委員： 

ストレートにはいかないと思います。しかし、大きく括る事はできると思います。地形だけで言え

ば、大まかにゾーニングしたなかに、この場所は樹林を保全する場所で、この場所は開発しても良い

場所で、植える植物も人為的なものでも良いという様に考える事はできます。また、これらをグルー

ピングしてネットワークさせる事も重要となります。自然というものは、ネットワークですから、あ

そこの土地だけまとまって緑があるという事では駄目です。システムとして繋がっていく事が大事で

す。しかし、それは大きくは大丈夫なものです。例えば、地形に河原があったり、沢があったりする

事は全てシステムです。沢だけ通っていっても、ちゃんと繋がっているものです。それは、大体条件

が近いです。 

横島委員： 

自然的土地利用計画が社会的土地利用計画を優先する社会が出来れば、そっちが引っ張れると思い

ます。こういう社会が利用的なのかもしれません。 

進士委員： 

ただ、誤解があるのですが、初めから自然的土地利用が全く無関係だという事ではないです。もと

もと人間が開発する時、最初に入居した人達は自然的土地利用に乗って開発等を行っています。それ

がある程度ブランド化したら、次は経済価値を優先するものですから、地価水準で考えるようになり

ました。ここからおかしくなったと思います。ですから、入口で行っていた事は、かなり自然的土地

利用に近いと思います。あの辺りには、滝があって良い、沢があって良い、水の音が聞こえる等、結

構その様な事で選んでいると思います。それはあまり矛盾はしなかったと思います。 

横島委員： 

自然的土地利用計画にプライオリティを持たせる事で、宅地開発規制ができないか、という論法に、

一つの解決策が与えられるのかもしれません。 

進士委員： 

そうだと思います。土地分給と言うのですが、この場所は人工面率 10％まで、この場所は 20％まで

と、最大でも 50％以下でなくてはいけないのですが、開発の人工面を抑え、コントロールする事を行

いました。これは建ぺい率や容積率の考え方と近いのですが、建ぺい率と容積率は建物のボリューム

で決めてしまいました。道路幅が広ければ、建物のボリュームをアップしても良い等は、自然の台地
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の事は無視している計画です。地面の土地は全て丈夫だと思って計画していますが、樹林地や傾斜地

が多い場所では、失敗してしまいます。 

横島委員： 

防災を被せると、また新しいメソッドができるかもしれません。それが軽井沢メソッドになるので

あれば、軽井沢の独自条例で土地利用計画を作成しても良いのではないかと思います。その所が一つ

見えると、この 100年計画に肉がつくと思います。 

花里委員： 

重要な場所への見え方は良くしておきましょうという戦略的景観の話がございましたが、面的修景

計画等は、自然でもあるのでしょうか？ロンドンやパリでは、ビックベンからの眺めを残すために建

物を建てない等の規制がありますが、自然でもあり得るのでしょうか？ 

進士委員： 

自然景観をどこから見せるという計画は、沢山あります。国立公園は全てそうです。国立公園の単

独施設地区は、そのメインの主峰が見える一番良い場所にセットしています。シーニックバイウェイ

の様な観光道路は全てそうです。景観を見せるための線形で計画されています。下手だったのは筑波

だけです。筑波山を真正面にセットすれば良かったですが、土地の値段等を優先させてしまったため、

おかしな線形となっています。 

浅野委員： 

山あては日本の都市計画の中で重要な事で、街をつくる際の目安としているものです。 

進士委員： 

山をランドマークにしていました。 

花里委員： 

筑波山とか富士山とかですね。 

浅野委員： 

それだけでなく、小さな小山でも「山あて」はあります。 

進士委員： 

それは、漁業でいうと日和山みたいな感じです。見やすい場所に港を作る等が行われています。 

花里委員： 

先程、ベルベェデーレヒルという話をさせて頂きましたが、たまたま堀辰雄の小説に出てきます。 

進士委員： 

ベルベェデーレは眺望点という意味です。軽井沢にも出てくるのですね。ベルベェデーレはイタリ

アのルネッサンス庭園から真似しています。 

花里委員： 

ベルベェデーレの流れを残す事は可能でしょうか？ 

進士委員： 

出来ると思います。すれば良いのだと思います。ベルベェデーレ、テラスがあり眺望の良い所を選

んでは、ベルベェデーレと名付けています。都心的スケールでもフィレンツェのようにミケランジェ

ロ広場を作って眺望点をつくる等の事が行われています。日本にもあります。 

中村委員長： 

ベルベェデーレはルネッサンス庭園ですね。 
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進士委員： 

軽井沢でもあって良いと思います。 

中村委員長： 

あまり時間がないので、そろそろまとめたいと思います。進士先生から全体を覆うようなスケール

の大きな話をして頂きました。有難うございます。後程、作業班の方で咀嚼したいと思います。特に

自然的土地利用はマクハーブが発表してから既に 30年以上経過しています。当時は非常に流行ったの

ですが、その後は忘れられてように思います。もう一度、しっかり読み直して、しかもその間に GIS

の様な方法が発展してきておりますので、むしろ使いやすいようになっていると思います。そういう

形でもう少し勉強させて頂きたいと思います。 

今日はある程度進士先生にストーリーを描いて頂いたような事になりましたので、私の方から繰り

返しませんが、個別な事は別にして、進士先生がおっしゃった事で感銘を受けるのは、今の人間の危

機的状態は「労働」との関係がおかしくなっている事の考え方です。労働がパソコン作業ばかりにな

っている事は非常にまずいと思います。これを軽井沢の将来で見た時に、「保養」という事の意味をも

う一度考え直す必要があると感じました。ある意味、肉体労働みたいな事を含めた形での保養を考え

た方が良いと思います。考える理由は沢山ありますが、それを話していると時間が必要となりますの

で辞めますが、非常に良い刺激を与えて頂いたと思います。 

今日は花里先生から軽井沢の別荘の歴史の話をして頂きました。明治時代から特にクリスチャンが

作ったコミュニティの活動や社交的行事が現在でも続いているという事を聞きました。次回の会議で

は、人と人の繋がりの事が大きな課題になるのではないかと思います。 

最後には、皆様の意見をお聞きした上で、私が総括報告をさせて頂きます。個別のアイディアは沢

山あると思いますが、その時は、せいぜい 5つ程度の大きなフィロソフィーでまとめたいと思います。 

様々なアイディアは既に集まってきていますが、もう少し、これを続けさせて頂きたいと思います。 

今日は時間がありませんのでこのぐらいにしますが、資料 4・今後のスケジュールについて詰めた

いと思います。まず、9月の視察は 18日、19日の確定でよろしいでしょうか。 

事務局： 

委員の皆様と日程調整して決めさせて頂きましたが、本日ご確認して頂ければと思います。 

中村委員長： 

両日出られない先生方はやもえませんので、１日だけでも出席して頂ければと思います。一応、こ

の日程で当日のスケジュールを決めて頂ければと思います。 

横島委員： 

浅野先生が 11月ご都合悪いので、現地視察の日にプレゼンを行うようにしたいと思います。 

中村委員長： 

それでは、時間に融通がきくと思いますので、9 月の現地視察の日にお願いしたいと思います。8

月 19日は、安島先生おひとりになりますが、残った時間を何に使うかについては、この後の作業班の

方で考えたいと思います。11月に私が総括を行うようにします。ここで第一ラウンドが終わって、そ

こから最後の取りまとめまで、時間がありますので、少し残っている細かな議論を行いたいと思いま

す。この様なスケジュールで進めていきます。 

横島委員： 

18日、19 日は町側のご提案として、高台にある「浅間プリンスホテル」を予定しています。高い場
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所から軽井沢を見て頂きたいと思います。 

中村委員長： 

それでは、内容がごちゃごちゃしてまとまりが良くありませんでしたが、豊富な意見を沢山頂きま

して有難うございました。この形で後数回行いますので、どうぞお付き合い頂きたいと思います。ど

うも有難うございました。 

 

（以上） 


