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第 1章 未来へのまなざし 

－各委員陳述のまとめ－ 
 

（１） 歴史の総括 

過去百二十八年、英国聖公会宣教師の避暑地を発端として芽生えた欧米文化の色濃

い空間を足がかりに、明治国家の権門貴顯の別荘地として頭角をあらわした軽井沢は、

やがて大正デモクラシーの格好の舞台として、文人、知識人、文化人が行き交う高等

遊民のサロンを形成するにいたった。 

軽井沢の第一次大衆化のはじまりであったその文化の鼓動は、やがて軍靴の響き

に掻き消され第二次大戦によって唐突に幕を閉じたが、戦後にはじまった大衆化は、

その残り香を慕って起きたといえるだろう。 

しかしながら新幹線開通後の観光客の動機は、もはや見果てぬ夢というべきその

ような文化的な動機を超えて、軽井沢という地名にこびりついた記号消費にすぎな

い。またそれに乗じて蝟集した全国ブランド企業の進出にいかほどの創造的な動機

があるだろうか。いま、軽井沢にそのような大量観光の津波が押し寄せている。 

北陸新幹線の全通によってますます増幅してゆくであろうこの傾向は、その名声を

維持すべき軽井沢にとって好機ともいえるが、また、その文化的格調を貶めかねない

危険な情況でもあり、その帰趨を見極めながら次の百年を展望する高い視点が求めら

れている。 

また目を世界に転じても、東南アジアのヒルステーションのような国際的な名声の

乏しい軽井沢町の将来は決して楽観できるものではない。 

先端的なフィロソフィーからデザインまでの一貫性をもった行動、縦割り行政の因

習や、まちづくりに関心のない全国企業の、利己的専横にとらわれない市民的パート

ナーシップの精神による自由な発想がのぞまれる由縁である。 
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（２）風土の多様性をいかす自治 

軽井沢の象徴とされ、山岳霊場でもあった浅間山は、自然であると同時に巨大な信

仰の伽藍にちがいない。縄文からつづく大地の偉容こそこの町の風土の基盤である。

その浅間山がかたちづくった華山名水の地相のなかに、里山田園から都市へいたる多

様な風景が展開する。しかもその高原性の地勢に異文化の物語をつつみこんでいる軽

井沢は、この風土的多様性こそが資源である。 

そのような肺活量の大きな文化を基盤として、カラマツ林のなかに居をかまえた

代々の別荘住民が、彼らの都会的な華やぎを禁欲的な教養主義によって抑制し、質朴

なライフスタイルを継承してきた。明治いらい我が国が手にした多くの成功談の一つ

として語り継がれるこのエピソードも、文化の大衆化を達成したはてにたどり着いた

展望台に立ってみれば、その風景はまことにきわどい岐路に立たされている。観光の

大衆化の波にのった一部の外部起業者による収奪的な乱入が招いた落ち着いたたた

ずまいの撹乱である。そしてまた、そのような資本の牙城である巨大都市の虚ろな華

やぎへ若者を吸い取られる地方都市の憔悴は、この町にとっても人ごとではないだろ

う。 

そのような危機の源を一言でまとめれば、近代国民国家がその強い集権体制のも

とで成した成功の裏側で、ひそかに忍び寄ってきた生の基盤としての故郷の軽視で

ある。そして、その見えにくいこころの病が蝕ばみ、解体してきた地方の自治的気

風ではないか。 

いまや、過去の文化資産を念入りに棚卸ししたうえで、新たな展開をはかる町民

自身の自治の気概によって軽井沢の未来は展望されるべきだ。すなわち、経済計画

であろうと、雇用・起業促進、少子高齢化対策、あるは福祉計画であろうと、未来

を望むいかなる目論みも、故郷への自信の回復と風土資産のかしこい運用による利

得を前提とするしかない。この態度を風土自治と呼んでおこう。 

この土地に蓄えられた日本近現代史におけるユニークな風土遺産を生かし、軽井

沢を愛する別荘住民と手をたずさえた健やかな進展がのぞまれる。 
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（３） 規制と創造 

景観、環境行政につき、軽井沢町は自然保護対策要綱ならびに良好な風俗維持に

かんする条例による規制と誘導により、他の自治体に抜きん出た成果を挙げた。し

かしながら、規制とは原理的に対極にあるデザイン創造分野では、まだ手つかずの

仕事がのこっている。町並みはもとより、建築、工芸、造園など今後は戦略的なデ

ザインによる積極的な風土表現をはかることが望まれる。そのような、おおいなる

作戦のなかには、周到な調査と合意をはかりながらおこなうべき中枢市街地の大胆

な再編成もふくまれる。環境の改善とコンパクトシティへむけた一歩を踏み出すと

きである。 

 

（４） 誘客観光 

新幹線の開通やロフトショップが招いた日帰り観光客の増加は、長期的にみれば

軽井沢の抑制の効いた静謐の魅力を奪ってしまうおそれもあり楽観できないが、そ

の功罪を冷静に考量しなければならない。 

風格のある高原保養都市のリーダーの地位を保つべき軽井沢において、いわゆる

観光は長年の文化政策の果実であると同時に、また定住町民と別荘居住者だけでは

維持できない高度の都市的サービスを可能にするものでもある。むしろ今後は、町

民みずからの自治的指導性をますます発揮することにより、とくに旧軽井沢に関し、

土産物やロフトショップのような消費型観光ではなく、スポーツ、芸術、風土探索

など、より高度な創造参加型観光のスタイルへ誘導すべきであろう。 

 

（５） 原風景 

カナダ出身のアレキサンダー・クロフト・ショー牧師のまなざしに映った景色は、

まことに索漠飄々としていた。それは父祖の地スコツトランドを想う望郷であった

ろうか。草原と湿原のあいだ、ブナやナラが混じったカラ松の疎林の彼方に、浅間

の煙がたなびいている。この贅沢な荒涼こそが軽井沢の第一次原風景である。 
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軽井沢のカラ松は明治期の殖産興業による植林であり、白秋をはじめ大正期の詩

人の見立てと詩的言語の誘いによって、第二次原風景へと成長した。高い静謐を保

ちながらも長年のあいだにやや暗い印象をうけるにいたった旧別荘地をはじめカラ

松の原風景の将来は、教条主義的な自然保護からしなやかな生命共同体思想へ移行

するなかで、創造的に構想すべきである。カラ松の一斉林からナラ、ブナ、ハルニ

レも見える混交林へ舵をきろうとする中部森林管理局の将来像は参考になるだろう。 

 

（６） 新しいスポーツ文化 

軽井沢は大正期からのゴルフ場開発を始め、その涼爽なる風土をいかし、浩然の

気をやしなう適地としてスポーツ文化を養ってきた。その伝統を未来へ投影するに

あたって、プロ、大企業、行政を頂点とするピラミッド構成への依存から脱する時

期が近づいているだろう。 

すなわち、未来のスポーツは、やみくもな競争的ゲーム性から解き放たれ、青少

年の鍛錬、観光、高齢者の福祉、家族や地域社会の絆、農業やアートなど幅ひろい

文化のネットワークの結び目になるだろう。それは薄いきずなかもしれないが、つ

きあいの具体性と広さによって地域社会の揺りかごを用意しながら、「弱い絆の強

さ」として、元気な風土の旗ふり役であってほしい。地域に根ざしたスポーツ社交

文化を中心にした大地と身体の祝祭場は、新しいソーシャルキャピタル(社会共有

財)といえる。 

 

（７） 芸術の未来 

軽井沢の風土はおおくの文人を輩出し、また一方では、美術館の宝庫でもあり、

また大賀ホール以来音楽ファンの注目もあつめた。軽井沢には文化の熱気がわきあ

がっている。 

又、一方、西欧文明の威光の一端を担いながら、きらびやかな衣裳をまとって突

き進んできた近現代の諸芸術は、いま、いずれもそのアイデンティティについて煩

悶し、アートと非アートの境が曖昧になってきた。 
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そのような混沌とした情況のなかで、文学も諸芸術も、ジャンルをこえた融合、

対話をなしながら、その将来を模索しはじめたようにおもわれる。 

そのようなこころときめく煩悶の波は、さらに農業、食文化、スポーツなどとも

共鳴しつつ、近代社会が定義した諸文化の垣根をこえ、ひろい市民性の発露のなか

で、そのインスピレーションの開花をさぐっているのだ。 

目のまえで展開する変革期らしい不安定でダイナミックな蠢動をうけとめ、文化

の高エネルギー融合炉としてこのたぐいまれな風土をさしだすことは、住民にとっ

ての栄誉であり、また観光客への最大のもてなしはないだろうか。 

このような文明史的な文脈を読み取って、先端的な芸術祭をひきうけるのも一案

であろう。 

 

（８） シェア文明 

鉄道駅、公園、劇場、ホテル、デパート、美術館など１９世紀の都市文明がひら

いてきた都市施設のカテゴリーはいま、流通革命、交通革命、レジャー革命、大衆

化の進展などの大波にもまれて境界がやぶれ、風通しのよくなった地平にあたらし

い概念がうまれようとしている。また一方で、空間の所有における公と私など、デ

ザインや管理における近代の仕分けた分割の論理がその虚構と偏狭さのゆえに再編

がはじまった。たとえばかつて我が国でも里山地帯の入り会い利用で行われていた

シェア（共有）の論理への移行が必要ではないか。人口減少下において、拡大路線

からむしろ先端的縮退へ移行すべき時代に、軽井沢流の解答をこころみたい。 
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第２章 パブリックコメント総括 

※ 図−１ ＫＪ法による総括図を章末にしめす。 

 

レベルの高い 30 件近い解答を KJ 法でまとめた結果をそのまましめしておこう。

それに加えて、地元、有志，別荘住民有志へのヒアリングも加えた認識を総括する

とつぎの通りである。 

 

（１）キリスト教宣教師達の活躍で幕をわけた明治期の外国文化流入、大正デモク

ラシー期の文化、文人のサロン、学俗接近思想による夏季大学、皇族の別荘

など、ストイックでかつ教養主義的な伝統への誇りを背に、セミナー、学習、

教育都市の可能性に期待。 

 

（２）軽井沢に蓄積されてきた知的社交性によるひらかれた芸術文化交流の遺伝子

をになったこの伝統は、スポーツや観光の社交参加型への移行、あるいは外

部から参入するこころざしの高いクリエーターや個人起業家への期待につな

がっているだろう。 

 

（３）このような、高い交流の能力にもかかわらず、アジア各国のヒルステーショ

ンにくらべて低い国際的認知への危惧がある。国際会議場 国際保養観光へ

の願望がたかまるだろう。 

 

（４）自然保護対策要綱がもたらした古い別荘地の品格と対照的に、沿道景観の悪

化が危惧される。軽井沢もまた、敷地内の富裕にたいする公共空間の貧相と

いう日本全体の弱点を共有している。とくに玄関口になる鉄道駅前は、景観

にすぐれた高い緑地をもとめる声が多い。 
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（５）モータリゼーションと不良市街地の拡散を背景に、土地利用の規制、開発総

量規制への意識がたかい。その結果、持続可能性への表現として、原風景と

しての草地、湿地の復元、文化財の保護にくわえて、浅間山に見詰められる

歩行、自転車優先など未来の交通体系を模索する動きがある。 

 

（６）外部資本による収奪的商法や消耗的生活への嫌悪を背景に別荘住民と連携し

た生活者自治と社会的絆を育む持続的なコンパクトシティへの希望が高い。 

 

全体として、魂の寄る辺としてのふるさとの撹乱をあやぶむ強い望郷のこころが

みとめられる。その一方、明治以降の軽井沢の精神文化の伝統や母なる自然を再解

釈し、国際化の波のなかで、開かれたふるさとを内発的に創造しようとする成熟が

しめされた。 

それを、風土自治への意志と総括しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−１ ＫＪ法による総括図 
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第３章 文明論的な問題意識 

委員会委員の意見総括、パブリックコメント集約を足がかりとして、長期の問題

群を俯瞰する展望台に立ってみよう。そこからの眺めを分析し、問題の定式化へむ

けて歩みだそう。 

 

(１) 不安と希望 

―破綻の予兆― 

すでに始まった気候変動という地球環境の自己破壊は、洪水、土石流などの深刻

な気候災害をもたらしながら、生態変動による食糧や水、エネルギーなどの資源の

不安、それらを契機におこる国際紛争リスクなどの問題をつきつけている。 

そればかりか、科学技術と経済国際化の展開はまったく未経験の難問を人類につ

きつけている。 

金融資本主義、市場原理主義のグローバル化によって産業革命いらい進んだ巨大

都市への集中が国際化によっていっそう加速した。それと裏腹に経済・文化に関す

る地方都市の自立が危うくなってきた。 

このような一方、また遺伝子科学、生命科学などの科学技術の果実としての医療

や農業生産の飛躍は、はからずも生命倫理に関する深刻な疑義をもたらした。 

さらにまた、情報科学、デジタル技術の急進展による仮想現実への過度の依存に

よる人格錯乱や、物質工学の進歩によって本モノと偽モノの境界がゆらぎ、そこか

ら人間の価値判断や規範意識の根本がぐらつきはじめた。 

このような環境、資源、文化、精神など人類文明の国際的な地盤変動を背景にし

て各国がそれぞれに苦悩する中で、我が国は急速な高齢化、人口減少、中心市街地

空洞化、などの難問に襲われている。 

それらに加えて高度成長の結果が招いた飽食と運動不足、そして高齢化もまた身

体的健康を脅かしはじめた。現代人は環境の衰弱ばかりか、自分の身体に関するガ

ヴァナンスを失おうとしているのではないか。 
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これをようするに、国家という近代的な制度のなかで産まれた巨大技術への依存

のはてに、それを越えた国際経済システムの嵐に翻弄されたあげく、世界に対する

主体としての人間、あるいは人格という相互信頼の基底がくずれはじめたのではな

いであろうか。これは、近代的思考がもたらした文明の危機といえよう。 

われわれは虚無の淵にいるのであろうか。 

 

―その先の希望へ― 

このような近代化のうみだした不安のなかで、皮肉なことに、科学技術の進歩が

拓いてみせる宇宙や生命の驚くべき姿は、いきづまった人類の自画像に決別し、未

来への展望をうながす力つよい渦かもしれない。 

激しく沸騰し、衝突する暗黒星雲の乱舞のなかから無数の星がたえず誕生し、赤々

と老衰し、やがて蓮の花のように散華する宇宙。ハッブル望遠鏡がもたらしたこの

驚くべき景観は、予定調和的な美しい宇宙像をこなごなに破砕した。その反面、と

てつもないその生滅無常の星屑のなかに芽生え、地球に根をおろした生命の姿は、

なんと瑞々しく、はかなく、そして愛おしいものであろうか。 

いまや宇宙遺産とさえよばれるこのような映像をまえに饒舌な近代芸術は沈黙す

るしかないだろう。 

その、めくるめく自然像に照射された人間は、もはや宇宙を支配する玉座から放

逐され、大宇宙の汀に裸で放り出された砂粒に過ぎなくなった。だが、この汀の砂

粒は小さいままにその輝きをましてくるのではないか。 

このような反省は、ちょうど地理的大発見、地動説、万有引力の発見、観測天文

学の飛躍などによる自然像の改訂がヨ—ロッパ中世をその根底から揺さぶり、近代の

扉を開くきっかけになった史実をおもいださせる。時をおなじくして、ラテン的文

明の威光を放つカトリックの普遍主義はゆらぎはじめ、その亀裂のなかから地方土

着の言語による新教の世界がひらけてきた史実をおもいださずにはいられない。あ

たらしい地方主義としての近代の夜明けである。カトリック文化の下に眠っていた

ゲルマン社会の土着的な古層の目覚めであったかもしれない。 
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(２) 生成する風土へ 

―「元気」を浴びる町― 

われわれは価値の基準と生命の力を見失いながら信なき大海を漂流しはじめた。

そこからの回復はどのような軌道を描くのだろう。いかなる都市が、虚無の淵から

のがれて、生きる根元の力すなわち「元気」を取り戻せるのだろうか。あるいは、

いかなる町や村が生命への慈愛と希望を取り戻し、生きる歓びを手にできるのだろ

うか。 

そのような瑞々しい気力は、危機の病巣である無国籍大都市には求めがたい。そ

うかといって、広がる不安の根深さに思いをいたすとき、地方の小都市や山村をす

なわち理想郷と思いこむのは、いかにも楽天すぎるだろう。 

ところが、ひろく世界へ眼を転ずるに、人類文明を論じるスイスのダボス、環境

都市の先駆けドイツのフライブルク、イタリアのブラ（ピエモンテ州）から発した

スローフード運動、あるいはフランス・コレーズ県の田舎町コロンジュからうまれ

た「美しい村」運動などなど・・・地方の小都市や草深い村が世界を揺さぶるメッ

セージを送り出しているのはなぜだろうか。 

大都市ロンドンからオリーブとラベンダーに埋もれた南仏の寒村へ移住した著者

が、その生活を活写した「プロヴァンスの 12ヶ月」がなぜ世界的ベストセラーにな

るのだろう。 

彼らのもの静かな自信の源は、平穏な生活や健康を支える母なる大地に抱かれる

地域社会である。あるいはまた、カジノゲーム的経済と袂を分かった個性的なひと

びとである。そこから、きめこまかい福祉や地域ビジネスが芽生え、野趣に富んだ

食材が供給され、さらにまた、腕に覚えのある職人の手仕事は、簡素で味のある建

築、家具・調度などを産んでいるだろう・・・。そのような町では、近代の廃墟の

なかから、いわば本モノの手触りと質朴の渋い風味が芽吹いているに違いない。 

おそらくそれは、里山のような慕わしい自然と先端文化のいりまじった場所である。 

四季の自然に仮託して人生が語られる掘文学の「美しい村」の伝統と、先端的な
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知性の混合文化を持つ軽井沢は、まさしくそのような里ではないだろうか。 

先端性と地母性の対話する風土にこそ日本の将来はあるに違いない。それは色あ

せた、頑な、ノスタルジーの風土ではない。健康な生命のようにしなやかに「生成

する風土」である。 

そこは、非効率と反論理の名のもとに粛正されてしまった過去の情念や生活の力

が渦巻き、人間の絆の深さ、自然の大地が秘めたおおいなる生命のエネルギー・元

気にみちているだろう。 

この、近代を超える自然像・人間像の芽生えによって、消耗的な東京文明圏から

おとずれる萎えた都会人をして震撼せしめよ。 

だが、未来を引寄せるそのような軽井沢像は、ばらばらに予測される危機への対

応や、その成果が計量可能な対症療法では見えて来ないであろう。むしろ、それは、

以上にのべたような、文明史的な洞察から産まれてくるだろう。なぜなら、われわ

れのめざす未来像は計画ではなく生きる価値の再生の物語だからだ。 

あたらしい生活の価値は高度成長期のように、工場で大量生産される三種の神器

とともに天下るのではなく、風土から生え上がるライフスタイルだろう。 

 

(３)風土を生成する三元 

※図－２ 風土生成三元モデル（身体・社会・大地（環境） 

 

未来への希望を探すといっても、手品のような蘇生術があるわけではない。また、

人の数だけあるであろうさまざまな希望のなかで誰でもが納得できる出発点を見つ

けねばならない。それは人間にとっていつの世でもかわらぬ価値、いかなる世でも、

どのような文化においても、その健やかな発展を支える基盤としてこれだけは疑え

ぬという地点から出発するしか道はないはずだ。 

それは、すなわち、もの想う身体の健康、仲間が集う社会への信頼、そしてそれ

らを抱き育む母なる大地である。 
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しかしこれらの身体、社会、大地という三元素がうたがえぬ価値の原点とはいっ

ても、それぞれが単独で実在するのではなく。たがいに依存しながら自らを実現し

て行く点に注意しなければならない。 

その精妙な依存関係はなかなか微妙だが、ともかく、この３元素を足場にして張

りつめた場が生ずる。そこに充ちている「元気」という精気を吸い取り、長い時間

をかけて発酵し、熟成するのが風土である。その生成にとって何より大事なのは、

三元が張る場すなわち人々が共生する場所をみたす精気の強さである。あたかも一

個の生命体のような場の精気とは、ありていに言えば、それは地域の主体性であろ

う。生きる個人に気力がかかせぬように、地域の気力も語られねばならない。それ

が他でもない元気である。 

主体性—つまり自らの運命を自ら決めるという自治の気概を回復することなしに、

生きる歓びと価値を奪還するライフスタイルとしての風土を再発見することはでき

ないだろう。若くして医学を学び、軽井沢夏期大学を提唱した後藤新平氏が、くり

かえし説いたように自治とは世界のなかで生きてゆく生命体の原理なのだ。個人で

あろうと共同体であろうとこの原理にしたがわねばならない。 

この共同体の自治は、三元の張る場所の共有を前提としながら、老若男女たがい

の寛容と共生によってなりたつだろう。 

また一方、個としての身体は、その健康な生命の息吹を吐きながら、文化、ビジ

ネス、道楽あらゆる創造活動によって、三元の場を揺さぶり活性化しながら歴史を

推進する。 

そのような三元の張る気相の舞台のなかで母なる大地にいだかれた自治、共生、

生命、健康は、やがて風土へと昇華していくにちがいない。 

このようにして、あたらしい自然観・人間観・社会観の有機的な関係を再構築し

た都市が、次世代の景観都市になるのではないか。 
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（注）ここでのべる三元は即自的に自足する実在ではなくて相互の結縁によって価

値をうる現象である。 

身体は大地あってはじめてその価値を全う出来るし、そればかりか社会のなかで

しか生きられない。その社会もまた、大地のさしだす場所のなかで繋がる個として

の身体から生命力をうる。そして、大地もまた身体と社会の生存をささえる地母性

の発揮によって存在理由を見いだせる。 

このような人、社会、大地のあいだの価値関係は因果論ではなく、結縁と云われ

る「生きる意味」を担った関係である。その発生の瞬間に相互の間合いのなかに強

い生命的な緊張、つまり精気の充ちる場が発生する。それはあたかも正負の電極の

あいだに電場というエネルギーが充ちるのに似ていなくもない。三元のあいだに充

ちるこの精気を元気と呼ぶ事にしよう。何をするにも人間に元気がかかせぬことは

云うまでもない。社会という地域共同体の元気は三元の場でこのようにして生まれ

る。 

図−２ 風土生成三元モデル  
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(４) 軽井沢風土自治圏へ 

―「美しい村」の未来的変奏― 

大地の熱い生命力を孕んだ浅間山が涼風を産み、その麓に澄んだ水を噴き出す地

相、その悠然とした山容水色はただの自然ではなく長い歴史が練り上げてきた文化

である。そのおおいなる地母性に抱かれ対話して過ごす人々は、しだいに慎み深く

なるかわりに生きる元気をさずかりながら、人類中心主義の傲慢を超えるあたらし

い自然観と人間観へ誘われるだろう。このすぐれた風土的個性を高原保養都市なら

ではの感性によって磨き上げた軽井沢の文学的伝統は、世界の英知が競って訪れ、

ともに語って知恵をだしあえる高等サロンにふさわしい。このまちは、次の百年ヘ

向けてその風土資産のすべてを再投資し、日本の未来文明を探るアトリエとして風

土自治圏の理想を思いめぐらす場所になるだろう。 

 

（５） 風土自治圏への道 

風土自治圏とは、ありていにいえば「ふるさと」のことである。それではいまや

ぼろ切れのようになってしまった日本のふるさとは一体なんであったか、そしてそ

れはどのようにして蘇るのか。われわれは、そのようなうぶな問いを、しどろもど

ろに繰り返すしかない窮地に迷い込んでしまったのではないか。 

風土自治圏としてふるさとを編み直す秘密は、すでにのべた五つの要素をむすび

あわせ、編集してゆくデザイン力である。その作業はけっして、理路整然としては

いない。いわば子供の積み木遊びかジクソーパズルのように、さまざまな形や異質

な素材を組み合わせてあたらしい価値を編集するその過程は、創造的寄せ集めであ

る。 

すなわち、「人の絆」を結ぶ「場所」を編み（地域社会デザイン）、地母性の宿

る大地と結ぶ都市の構造を編集し（環境デザイン）、あるいは大地と結んで、身体

を活性化し、３元の間に充ちている「元気」をひきだす（創造活動デザイン）。こ

れらをさらに創造的に融合させながら、社会のなかで時間をかけて発酵し、風土と
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云う価値をふたたび生成しなければならない。 

ここにあらためて、軽井沢町の未来につながるデザインの３領域をまとめておこう。 

（図−２参照 ） 

 

●３つのデザイン領域 

・環境デザイン （または都市．地域デザイン） 

＝地圏、水圏、気圏の基盤をなす大地という地母性に支えられながら、人間の叡智

が輝く都市のデザインをどのように構想し運営するのか。 

 

・地域社会デザイン （またはコミュニティデザイン） 

＝人の絆を紡ぎ創造する場所・仕組みの工夫 

入り会い空間、まちニワ、さまざまなシェア・デザインの工夫。 

そのためにはスポーツ施設群と農業・食文化、あるいは観光客・別荘住民など異

分野交流をすすめるサロン的な場所を増やしたい。 

 

・創造活動デザイン （あるいは元気支援デザイン） 

＝主体としての身体・大地の結縁を強化し、あるいはまた主体としての身体をコミ

ュニティに投錨させるデザインである。 

浩然の気を涵養し、自然に託して身体と感性を磨くあらゆる試みを模索しよう。

スポーツ、芸術、食文化・・・このなかには、あたらしい地域ビジネスや、ソー

シャルビジネスの創造もふくまれる。 

 

 

これら３つのデザイン領域が融け合う軽井沢風土自治圏とは、多彩な場所や人そ

れぞれの生活がひとつの生き物のように結ばれ、ライフスタイルをつくりだす思想

的舞台である。 
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●象徴化プロセス 

風景デザイン＝風土の演出 

３つのデザインはそれぞれの活動において完結するものではなく、互いに融合さ

れて風土というふるさとの肖像へと結晶しなければならない。 

それは、事実の羅列ではなく、たとえば次のような一種の象徴化、プロセスをへ

て成立する詩的な演出である。 

すなわち地相の解釈、風土、歴史の解釈、物語化、祝祭デザイン、建築、食文化

デザイン、園芸デザイン、林相デザイン、農村デザイン・・・さまざまなデザイン

が風景デザインとして収束する。 

このようないわば、物語化や神話化プロセスが発生するためには、３元が交差し、

融合し、焦点をむすぶ風土の殿堂がなくてはならない。 

 

●風土萃点
すいてん

 

ー風土生成の融合炉—— 

未来のふるさとを育てる苗床であり、司令塔であり、あるいはまたその発酵樽で

あり、そしてまた人々の祝祭的な談論の場でもあるこの風土融合炉を「22 世紀風土

フォーラム」と呼ぶ事にしよう。（第８章参照）これは、深い森につつまれた中世

の惣村の厳かな神前で、ときには酒食をともにしながら、賑々しく開かれた自治の

よりあいや、江戸時代の共同作業体であった催合（もやい）の二十一世紀版である

といえる。 

植物棲態系と社会生態系の節点をなし、心物両界の節点でもあるような、森羅万

象を説明する要を萃点とよんでいた南方熊楠の言葉ずかいにしたがえば、神社はま

さしく萃点の一つであったろう。 

現代の地方都市の危機は南方が萃点とよんだ風土自治の要を喪失したことに帰着

する。それは３つのデザイン領域を融合する頂点にたつ風土の守護神といえる。 
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風土の萃点を回復するには、長期的な将来像を気長に追求する過程で、同時に人

の絆を編み上げる拠点が不可欠であろう。それが「22 世紀風土フォーラム」に他な

らない。（第８章（１）を参照。） 

このような風土生成の融合炉のなかからふつふつと湧き出るであろう未来のふる

さとの思想、発想、そしていくつかの拠点の構想をやや先取りするかたちで示して

おこう。 

しかし委員会の議論や、パブリックコメントのなかで自ずと湧いてきたこれらの

言葉や絵姿は、いわば風土自治という根本思想の図像表現である。したがって、そ

れらは解決策としての計画やデザインの参考にはなるが、むしろ未来を展望する視

点であり、問題提起にすぎない。 
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第４章 軽井沢風土自治圏の思想 

ー天・地・人のまちづくりー 

 

以上のような予備的論考をまとめておこう、 

まず、大地、身体、社会を頂点としてなりたつ風土自治圏すなわち「ふるさと」

については３元図のようにしめされるが、ここには、もう一つ、天地人という別の

三元がかさなっていることに注意しよう。 

すなわち、人の身体、人の絆としての社会はいずれも「人」の世界をつくり、他

方にそれをささえ、生命の母胎としての大地の「地」がある。そうして、昼夜、春

夏秋冬の節目をきざみながら、螺旋状にゆらゆらとすすむ時間のなかで、これらか

ら発する３種のデザインがおもむろに融合しつつ万象が生成してくる。いささか神

話的でもあり、詩的でもあるこの融合と発酵の精華こそが風土である。したがって、

この個人、社会、大地という三元の間を充たす「元気」の海から湧き上がる風土と

いう共同的ライフスタイルは、いささか超越的な天の時空に属するといってよい。 

こうして、天地人三才の紡ぎだす風土自治圏のまちづくりは、「天地人のまちづ

くり」と称してもよいであろう。母なる大地に抱かれた地域社会は自治と共生をう

み、個としての身体は生命と創造をつかさどるだろう。 

自治、共生、生命、創造、大地という、風土自治五原則を実現する参考として、

委員会において試論として提案された計画論的なキーワードを記しておく。実をい

えば、順不同にめばえた歯切れのいいキーワードの堆積のなかから５原則がしぼら

れ、さらに３元が姿をあらわしたのであった。 
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風土五原則 

「元気」を浴びる町、計画コンセプト・キーワード付き 

 

（１） 自治 ―主体性と絆、社交― 

自然保護対策要綱、善良なる風俗を維持するための条例、法域、樹木より低い建

築、タウンマネージメント、トラスト、環境容量、祝祭プラザ、パートナーシップ

型「弱い絆の強さ」、コンパクトシティ 

 

（２） 共生 ―共有と多様性― 

シェア文化、フォーラム、ヘテロトピア（不均質混在空間）、多様な植生、歴史

遺産、永住と保養、社交型福祉、デュアルモード LRT、多様なライフスタイル、総合

社交型地域スポーツクラブ、入り会い緑地（コモンズ）、世代間交流 

 

（３） 生命 ―身体・大地の健康― 

地産地消、食文化、スポーツコミュニティ、スロー風土、林相、里山、感性農園、

ウォーキングサイクリング・トレイル、生命共同体、労働と手作業 風越スポーツ

パーク 

 

（４） 創造 ―知と情の響宴― 

芸術、文学、工芸、学術、感性文化による市民交流、サロン、社交、コミュニティ

生成、学俗接近、夏期大学、クリエーターズ・コロニー、ソーシャルビジネス 

 

（５） 大地 ―地母性・華山明水の地相― 

浅間山遥拝巡り（生命美学）、原風景（ヤマ森/ハラ草地/ヌマ湿地）、発地里山

パーク、ジェオパーク、地霊（大地の記憶） 地相、地縁 
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風土へ ―22世紀風土フォーラム― 

象徴化プロセス、風土の詩学、風土演出 物語化 

美しい村、風立ちぬの世界（高原遊創文化）元気浴、新風土主義、造園知、風土の

神話  

 

さて、この風土自治圏なる圏域は、風土性にひそむ力を目一杯ひきだすための自

治である。 

この圏域は、共同体の自治の場としての「まちニワ」や「入会い緑地・コモンズ」

さらに「22 世紀風土フォーラム」などの萃点を構えながら次のような自治を実現す

るだろう。 

経済自治  サービスまで含めた地産地消 

法制自治  条例制定権の拡大または要綱 

圏域内において輻輳する国法の調整権限 

生態・文化自治  自然・文化複合系という日本の伝統を維持し、新たに生成す

る。 

そして、そのような多様な自治をおこなう基点になる個人の生命と健康を目指す

身体自治を最大化する仕組みを整えるであろう。 

外部自治  この風土圏域は、外部自治の発現として、他地域から参入する企業

の行動にたいし条例、法令へのコンプライアンスを徹底させ、あるいはその法域内

へてんでに輻輳しながら割り込んでくるおおくの縦割り国法のするどい矛先をかわ

しながら、それらを有機的に秩序づけ、風土化する権限をあたえられねばならない。 

内部自治  また一方内部自治として個人をたばねて共同体のライフスタイルを

生成しながら、誇りと希望と元気の湧く中で家族の繁栄を内発的に持続させるであ

ろう。 
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第５章 グランドデザイン像の発想 

 

風土自治圏の発想 

―天地人のまちずくり― 

  

「高原保養都市・軽井沢風土自治圏」２０景 

以上のような基本思想に基づいて発現し、はぐくまれる風土の姿を、軽井沢とい

う小宇宙の風物を背景に、個人または社会のライフスタイルに即して、キャッチコ

ピー風の言葉と図像により暗示しょう。しかしながら、それらは、燈台の光のよう

に、風土自治圏のすすむ方向を示すか、あるいはまた遠い将来をみはるかす視点を

あたえるにすぎない。そこからみえる具体的なイメージのヒントは次章で描く事に

成るだろう。 

 

風土自治圏５景 

五彩（自治（社会）、共有、生命（健康）、創造、大地）を帯びる軽井沢の風は、

それらの創造的な交わりから芳醇な風土を産み出す。 

 

自 治（社 交） 

１ 「主役は 22世紀風土フォーラム」 

大地、身体、社会がつくる風土は過去の遺産ではない、未来へむけて生成する生

き物である。それをたくましく育てあげるために、たとえば新しい風土料理を実験

提案する知的サロンとしてのレストランカフェを中心にして、軽井沢の未来風土を

考え、討論し、楽しく学びながら実験しつつ、人々の絆を編み上げる風土の孵卵器

（インキュベーター）が必要になる。よどみなく生きて生成される新しい風土をめ

ざし、人々の創造と意欲を刺激する拠点として学習の場（22世紀風土フォーラム、

終章参照）を作ろう。それは未来の風土の苗床であり、司令塔であり、自治の萃点
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になる。 

20 世紀初頭、大正デモクラシーの時代、三笠ホテルは高等遊民や政治家などの

論客が、日本文化の将来を熱く語る 22 世紀風土フォーラムであった。今、軽井沢

は町民と別荘住民の恊働するその 22世紀版をもとめている。 

22 世紀風土フォーラムは生活拠点の中心市街地がよい。そのばあい、近くに風

土自治の演習場として入り会い緑地（コモンズ共有地）が用意されるのがのぞまし

い。 

共 生 

２ 「演出される風土（社交・共生）」 

豊かな大地と文化に彩られた軽井沢は、より美しい共生の舞台になるために、そ

の風土的個性を象徴的に表現し、風景デザインによって磨きあげ、演出したい。た

とえば、山水美と祝祭性で賑わう日本の広場「まちニワ」をあちこちに創出し都市

の顔にすれば、そこは、老若男女の交わる人生のハレの舞台になるであろう。 

生 命 

３ 「スポーツで結ぶまち、とち、いのち」 

風土の思想により、スポーツの世界も大きくかわるだろう。その第一は、細かな

ルールに縛られ、規格化された空間で勝負をあらそう機能主義の限界をこえ、広々

した大地と身体のここちよい戯れへの回帰。そして第２は、スポーツを通じた人と

人の絆を深める事だ。つまりスポーツは身体、大地、社会の結び目になろうとする。

大地は地域社会の身体である。健全な地域社会は健全な大地に宿るだろう。 

創 造 

４ 「軽井沢モダンという思想！」  

未来の高原保養都市の基調は、明るく澄んだ和的叙情性の軽井沢モダンと呼びた

い。このデザイン思想を都市、建築、交通、食文化、美術・工芸、スポーツの充実

など、さまざまな生活の演出へと発展させよう。このデザイン思想を具体化するの

は 22世紀風土フォーラムの大事な役目になる。 
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偈題 問 軽井沢の風をゼリーにして見せよ 

答 彫琢して朴にかえる 

１無垢な高原素材、 ２質朴なる気迫、３和して同ぜず（山河と町並みに）の自

由な気概によって、早春の高原の淡い緑のように様式性にこだわらぬ境地を示し

たい。（第３章参照） 

大地——地母性 

５ 「浅間の視線を浴びよ！」 

ー公園から、入り会い地へー 

たとえば「湯川ふるさと公園」は、ただのんびり過ごすばかりでなく、故郷の歴

史遺産としての霊山・浅間にみつめられながら、未来の風土を編みあげる実証プラ

ントにしよう。野草栽培、感性農園、鮎の簗場など郷土生態園を営んだり、子育て

の場所、高齢者を元気づけたり、バザーなど共同作業や園遊会を催したりしながら、

コミュニティの絆を深める場所になる。それは軽井沢 22 世紀風土フォーラムの演

習場、未来の入会い緑地、コモンズになるだろう。このとき皆で浅間山の視線をあ

びることが大事だ。 

浅間山は風土遺産である。 

霊山・浅間山はただの自然ではない。その熱い地相と歴史と民俗と無数の生き物

が織りなす超越的な生命体は、軽井沢風土自治圏を結ぶ守護神であり、大伽藍であ

る。風土を産み出すその地母性には、人工の建造物をもって歴史遺産の規範とする

西欧社会の伝統には見られぬ、異相の時空がうずまいている。 
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エリアデザイン５景 

旧軽井沢 

６ 「「美しい村」の物語を未来へ引き継ぐ」 

深い山の奥に鎮座する愛宕神社から、原始キリスト教の集会エクレシアをおもわ

せる質素な聖パウロ教会、山桜の老木があでやかなふる舞いを見せる熊野神社境内

を抜けて、ユニオンチャーチ、諏訪神社にいたる。そのおおいなる森の時間は、旧

軽井沢の若い華やぎにまじわるところに、山の水をひいた小さな広場をしつらえよ

う。 

矢ケ崎・軽井沢駅前 

７ 「アートも建築も、風土の襞から生え上がる」 

生命を励ます最高の芸術が日常のなかに溶け込んでいる軽井沢（新幹線）駅から

矢ケ崎公園をつらぬいて大賀ホールまで、早春の淡い緑のような高原がひろがり、

永い間の専門性の牢獄から解放された建築も橋も道も、みんな風土の襞からのびの

びと生え上がる。 

香しい母の息のような風土の香りのなかで育った芸術は、科学技術における創造

のインスピレーションに溶け込むだろう。 

中軽井沢 

８ 「蘇るふるさと、歩け！沓掛、浅間が見てる」  

網の目のように張り巡らされた沓掛用水がむせぶようなせせらぎをたてて流れ

る。それを町中に引き込んだ沓掛は、歩いて暮らせるコンパクトシティのモデルに

なる。その中核をなす 22 世紀フォーラムは、みんなの寄り合い場であり、また未

来のふるさとを演出する知的センターとして、沓掛テラスの周辺に展開してはどう

だろう。 
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追分・西地区 

９ 「ゆっくりと寂びてゆく時間」 

かつて、中山道随一と謳われた宿場の残像が見え隠れする追分には、そのゆっく

りと寂びてゆく時間のなかに、訪れる旅人を幻想へさそう力をもっている。派手な

ものは何もない。だが、その贅沢な夕映えこそが、おしゃべりな観光客を沈黙させ

るであろう。 

南地区 

10 「生命の豊饒、はじける元気」 

スポーツのメッカになる風越山のほとりは命の輝く元気３庭をなします。泥川の

ながれる水の庭（塩沢）、スポーツで元気を浴びる風の庭（風越）、浅間をあおぐ

山の庭（発地）。身体と大地とアートの交わるこの佳境は、生命の元気を浴びる庭

になる。 

 

その他の軽井沢寸景 

 

１１ 「縄文の大地を生きる」 

茂沢の大地には日本文化の基層が露出しています。その荒々しい大地で霊山浅間

に見詰められ、力強くいきる人々がいます。22 世紀、農林者は産業をこえる。農

林者はあるときは天地人を結ぶ修道者であり、またあるときは、新鮮な大地の恵み

を振りかざして、阿修羅のように激しく生命を覚醒させる。 

 

１２ 「馬も仲間だ、みんなの野道」 

西地区全体を覆うフットパス網の里山保全地区。  

追分をあとにして歩く。木もれ陽の里で一服し、さて腰をあげて、うねる野道を

そぞろに杉瓜のほうへ足をのばす人は、いつしか詩ごころを動かされて、こうつぶ

やきたくなります。「華山名水、又一村、みんなでめぐるゆうすげの道」 
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１３ 「質朴というエレガンス」 

元気なからだを包む軽井沢モダンの渋い輝き。それは生成する風土の自信だ。 

 

１４ 「軽井沢の、冬」 

燃えさかる薪の暖炉。からだの底に原始の炎がよみがえる。窓の外に降るしめや

かな雪の音に耳をすましながら、火のまわりで円陣をくむ家族の絆。 

 

１５ 「籬（まがき）を囲う山の裾、コブシの花の散りかかる・・・」 

カラマツの小径のほとり、野バラの咲く籬の奥に人生が見え隠れする。山水風月

にたくして、人生を語る日本文学の伝統は、堀辰雄「美しい村」に生きている。 

 

１６ 「風景の元気は有事のそなえ」 

水田、里山などは、平時においては美しい風景をつくり、有事には食糧の基地に

なります。別荘はむかしから非常時に命をまもる保険であり、砦でした。 

西欧国土の美は、自治が基本とする防衛と食糧備蓄のつくった風景です。 

 

１７ 「食文化の原点は地産地消」 

地産地消の原理にたった食文化の創成。こうして元気になった地場の経済が生活

にとけあって、風土をつくる。22 世紀はこのような地域文化の発酵に成功した町

が生き残るだろう。信州の食文化にはその種がたくさんあるようだ。 

プチ・デジュネ（朝ご飯）は軽井沢風で・・・ 

 

１８ 「文学は、暮らしに融けて風土化する」 

高原文学のふるさと、軽井沢。高原の自然を描き、その生活から産まれた数々の

言葉は、人々の心の襞を潤し、軽井沢をふるさと化した。このような風土の幸いを

重ねていきたい。 
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１９ 「路面電車、軽井沢を走る」 

ドイツのロマンティック街道は、どこのまちにも古い路面電車が走り、フランス

の中小都市も新型のＬＲＴが当りまえの今、高原保養都市軽井沢が世界に肩を並べ

る条件として欠かせない。どこまで伸ばせるか、しなの鉄道との相互乗り入れも含

めて、夢の膨らむ構想だ。 

 

２０ 「高原文化圏スーパー風景街道を！」 

白山文化圏、高山・上高地文化圏、御岳木曽文化圏、伊那・諏訪・両アルプス文

化圏、八ヶ岳・浅間・白根文化圏・・・。阿房、権兵衛両トンネルの開通でつなが

れたこれらの文化圏は、現在、日本風景街道に指定されている７カ所を含む雄大な

高原性、温泉街道の実現を可能にした。 

山岳信仰の痕跡をとどめるこのとてつもない山水長巻は、米国のブルーリッジ・

パークウェイを凌ぐ観光立国日本の一大スペクタクルになるだろう。 

（以上） 
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第６章 風土拠点の構想 

 

（１） 旧軽井沢地区における歴史と伝統のデザイン 

ー美しい村の未来へむけてー 

この地区を大観すると、賑やかな旧軽井沢銀座通りに直交するように聖なる森の

緑が流れている。すなわち愛宕山の神社から、ショー記念礼拝堂、水車通りを横切

り、熊野神社別当、聖パウロカトリック教会、ユニオンチャーチ、そして諏訪神社

からさらに、矢ケ崎川をこえてサナトリウムの旧地へと深い森が流れている。 

この森のなかに、浅間石の石垣としっとりした苔の庭に囲まれてたたずむ木造別

荘群は、高原保養都市軽井沢のシンボル的な存在だが、残念なことに老朽化が進ん

で建て替えられたり、世代が代わって放棄されるケースも多く、替わって小割の別

荘地やマンション型別荘が登場して、原風景が破壊の危機に瀕している。保有のた

めの制度作りや所有者、購入者の理解と協力のための支援が必要であろう。また旧

軽井沢地区に集中するキリスト教系の教会や点在する神社など、宗教関係の施設は

軽井沢の歴史を特徴づける文化財でもある。 

また一方、旧軽銀座の賑わいのなかに、旧水車小屋の方角から流れてくる山水を

引き流そう。これに直行する森の軸を意識しながら、その交点に居心地の良い小広

場（まちニワ）を仕込みたい。 

こうして、野バラとアカシアが点在する「美しい村」の未来的変奏曲のなかに、

渋く透明な軽井沢モダンの感触をあみあげていこう。 

 

（２） 文化拠点としての新軽井沢のデザイン 

ーアートも建築も風土の襞から生え上がるー 

軽井沢の風土は、多くの文人墨客を輩出し、一方では多くの美術館を抱えて古今

東西の芸術作品の宝庫ともなっている。 

また 2005年の大賀ホールの開館以来、世界の音楽ファンの注目を集め、新軽井沢
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エリアを中心に、文化の熱気が沸き上がってきた。 

ところで、アート、非アートの境界が曖昧になりながら、不安定でダイナミック

に揺らぐ現代の諸芸術にとって、文化や芸術を根底から揺さぶる高エネルギー融合

炉を求めている。 

こうした文明的な流れに沿って新しい芸術・文化祭を提起したり、あるいは日本

の古典芸術や風土圏との接点を探る試みは、そのまま生活思想としての軽井沢モダ

ンを推進するだろう。それはすなわち、風土と反風土の対話に創造参加する来客を

もてなす格好のスペクタクルになるに違いない。 

このような展望に立つとき、この地区は軽井沢物語の始まりに相応しい新幹線の

玄関先、すなわちステーションフロントとして思いきった転換が望まれる。 

軽井沢駅前から矢ケ崎公園に至る一帯は、碁盤目状の街路にそった固い町並みの

衣をぬぎすてて、緩やかな高原性の緑の大地の中に個性的な軽井沢モダンの建築や

橋が、幹を伸ばし、クラスター状に茂り枝葉が水や緑に溶け込んでゆく。こうして、

建設が期待される国際ホールの立地にふさわしいアートガーデンが出現するよう提

案した。それぞれの固い殻から解放されたアートも建築も道も風土の襞から生え上

がるように育ってほしい。 

そのようなランドスケープの繰り出す時空のただなかに、この町に点在する数多

くの美術館の収蔵品を紹介しながら、互いに響き合うようなゲートミュージアムを

配してはどうだろうか。 

 

（３） 生活拠点としての中軽井沢 

ー蘇るふるさと、歩け！沓掛、浅間が見てるー 

国の人口推計によると、2040 年の軽井沢町の人口は、現在のおよそ２万人から４

千人程度の減少と予想されている。国民総人口が１億人余りまで落ち込む予想を前

提とすれば、まだまだ元気のある自治体グループに入っているとはいえ、入込客の

動向いかんでは油断できない。 

住民の４分の１が集中する中軽井沢エリアは生活者ゾーンとしての拠点性が顕著
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であり、他のエリアとは異なる生き残りの手法をさぐる必要がでてくる。役場や行

政センター、福祉施設、病院、学校、駅と図書館、郵便局、金融機関、商工会館や

各種商業施設、日常的飲食店などなど…。拠点性を補強し、小宇宙を構えるように

これらを配置したい。 

すなわち、ここは第１テーマの高原保養都市とは全く別の顔の地方都市の中心街、

コンパクトシティのモデルになる。浅間山と湯川を拠り所にした生活者のための歩

行・自転車生活圏をどうデザインするか。未来のまちと生活を皆で勉強し、描き出

す未来研究センターとしての「22 世紀風土フォーラム」は知的バンクとしての沓掛

テラスにも近いこの地区がふさわしいだろう 

国道より北の街区を流れている沓掛用水は、未来の中軽井沢を彩る清々しい流れ

です。美しい民家の庭にわをつなぎながら、せせらぎをたてて下る遣り水を網の目

のようにめぐらせた水網都市は、ふるさと沓掛の新しい顔にしたい。 

四季おりおり、そのようなしめやかな町並みをそぞろあるけば、信州の郷土料理

をたのしむ料亭からちらちらと灯りが洩れてくるだろう。 

 

（４） 歴史街道としての追分 

ーゆつくりと寂びてゆく時間ー 

外国人の手によって別荘地として開発された 100 年以上前、江戸時代から中山道

の宿場町として栄えていた軽井沢町、その中心になっていたのが追分宿です。中山

道と北国街道が分岐する交通の要衝として、旅籠や茶屋などが百軒近くも軒を連ね

ていたということで、追分こそが軽井沢の賑わいの原点だったともいえる。追分宿

郷土館が整備され、近年は街路整備や駐車場、休憩所が整い、街道筋の面影が戻り

つつあるが、休業や閉店を余儀なくされる商店、空き家化する住宅もあり全体の復

元には至っていない。 

新感覚の郷土料理、風土性カジュアルファションなど、商店の誘致を含めた建築

デザイン、生垣や板壁などによるまち並み修景に加えて、歴史街道に相応しい、歩

いて楽しむ追分宿のルネッサンス事業に向けて、民間資本の導入と行政からの支援
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が合体したまちづくり会社の設立が期待される。 

古い神社やお寺にはさまれ、しずかに年を重ねるこの宿場は、芸術・文学に心惹

かれる人々の想像をかきたてる叙情があります。 

 

（５） スポーツと農業のセンターとして先駆ける南地区 

ー生命の豊饒、はじける元気ー 

軽井沢町が目指す高原保養都市にとって、スポーツは先行き有望なテーマであり、

その中心的役割を果たすうえで、風越地区に集結する各種施設を有効に結びつけ、

全国に向けてその存在を発信することが大切である。 

とりわけカーリングやアイスホッケーなどのウインタースポーツを通年スポーツ

に切り替えて活動の幅を広げて行くうえで、軽井沢に集まる期待はかなりのレベル

にあるといえる。 

さらにジュニア、シニア、レディースなどの分野に広がるスポーツ参加への熱意

は、2020 年の東京オリンピックを頂点に、ますます高まることは確実で、高原保養

都市の特性と合わせて考えるとき、軽井沢の新しい魅力と役割は極めて大きいもの

と考えるべきだろう。 

このような期待に応えるため、植物園と野球場を発地へ移して余裕を生みだすこ

とにより、あらたに産まれる上品な緑の遊歩道（エスプラナード）とクラブハウス

（仮称・風越プラザ）は、「風越スポーツパーク」の交流と社交の場所として期待

したい。いま、スポーツにとって最も大事なことはゲーム性よりも、人の絆を結ぶ

機能に着目することである。 

また風越に隣接して創られる農産物直売所「軽井沢発地市庭（いちば）」は、物

販施設の域を超えて集約型・参加型農業経営のセンター的役割を担う他、軽井沢モ

ダン好みの新しい食文化を提案する実験レストランの併設が望まれる。 

周辺の里山や鳥類楽園となっている休耕田湿地を含めた全体を「発地里山パーク」

と位置付け、風越から発地へ移転する植物園は、昆虫、魚類、鳥類、ほ乳類を含む

あらゆる里山生態のインキュベーター（養育苗圃センター）にすると同時に、発地
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里山パーク全体のマネジメントセンターを併設するのが望ましい。 

さらにまた里山斜面の林相を改良し、サクラ、コブシ、モミジなどの景観林を育

成するほか、ホウの木、カヤなど工芸材料や食用林産物生産の可能性を探ろう。景

観林、とくに桜については遺伝子多様性の観点から、さまざまな種類の混植により

開花期の長期化をはかりたい。 

また、人と動物がふれ合う羊牧場や馬事公苑等の施設の開発は、心と身体の健康

を育む「里山セラピー」の場としても相応しく、いざという時には食糧基地として

元に戻せるような予備軍的な耕作組織によって、軽井沢の保険財産にするべきだろ

う。 



8-35 

 

第７章 軽井沢未来構想の方法的特徴 

 

（１） 生成する風土 

風土自治圏あるいは新ふるさと構想は、この町をあたかも外側から眺めて、年次

計画的に解決すべき問題や具体的な計画案を示したり、個別的な政策目標あるいは

達成すべき計量的水準を示したりはしない。 

そうではなくて、この構想はむしろ、ふるさとの胎内にはいっていく。そして、

いわば不易な人間の原点（大地、身体、社会）から発するその小宇宙のなかに流れ

ている時間に身をまかせてみる。すると、瀬や淵のあちこちに風土の創造力が湧い

ていたり、岩肌から生え上がっている固有の風物がみえてくる。それらを背景に個

人や社会のライフスタイルが編み上がっているのだ。その万華鏡のような風景をた

ばねて、未来をさぐる視点をみいだしたい。そこから 100 年有効な「理念」の光を

投影して問題提起をしようとする。あるいは未来をひらく活力を産み出す仕組みを

提案しようとする。 

しかしこのように述べたからといっても、それは決して閉鎖的な小宇宙ではない。

３章（２）の言説をくりかえそう。 

 

・・・先端性と地母性の対話する風土にこそ日本の将来はあるに違いない。それ

は色あせた、頑な、ノスタルジーの風土ではない。健康な生命のようにしなやかに

「生成する風土」である。・・・ 

 

すなわちこの風土という健康な生命体の内と外の隙間をとおして、物質や情報の

奔流が双方向に交錯しながら激しく往来するが、総体としてそれは平衡状態をたも

つのである。 

このようなバランスを司るのがすなわち自治のちからである。それは、外部から

の浸透を検閲しながら撹乱を鎮め、内にあっては人の絆を育みつつ創造するのだ。 
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（２） 「未来像は自己変革をもとめる——自己言及性——」 

第３章の冒頭に掲げたような価値観や人間観がはげしく揺れる乱世にあっては、

人間自身の変革を怠った、機械の設計図のごとき「客観的な未来計画」などは紙く

ず同然である。 

大変革の時代を語り、これに立ち向かうには、なによりも社会の自治能力をたか

め、自らの再教育を視野におかねばならないであろう。将来像は町民からかけ離れ

た人ごとのようなお題目ではない。それは住民と行政自身の自己変革のなかから産

みだすしかない。 

それゆえ、軽井沢の未来像とはすなわち、都市像をつうじて、日本人の生きかた

や生活の価値を考えなおす図式である。その成果は、未来の生活スタイルを探る教

育と実験の場、学校としての町の姿になるだろう。この精神的な構えが、軽井沢の

次の 100年の繁栄につながるにちがいない。 

成功したまちづくりを俯瞰してみると、どこにもすぐれたリーダーの顔がみえる。

法定都市計画には求め難いこの事実は、今後、おいつめられた地方都市のたちなお

りの課程において、欠かせぬ論点である。「22 世紀風土フォーラム」を軸にした天

地人のまちづくりは、住民の自己研鑽の課程で、人の養成と人材の発掘をうながす

だろう。まちづくりはヒトづくりだからだ。 

自己にたいする言及といえば、なにも人間ばかりがその対象ではない。風土の身

体であるところの大地、都市の姿についての辛辣な言及はさけられないのであって、

前節でのべたような拠点地区、とくにそれが市街地の場合、かなりの手術をともな

う。出血に目を伏せる機械いじりのような市街地再開発はご免だが、風土の生成に

はときとして産褥の痛みはさけられないのだ。 

 

（３） 「多様性と一貫性」 

現代のように動乱する時代を一つの理念や構想でまとめるのは難しいであろう。 

一口に軽井沢といっても、明治以来の別荘群がのこる旧軽井沢地区と発地里山地
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区とでは、歴史も気風もことなるし、大賀ホールをかかえ国際的な芸術のかおる軽

井沢駅前と今や静かに老いてゆく追分地区はその風景の将来も同日の談ではない。 

このような文化、風物の多様性にもかかわらず、そこには浅間のふもとの涼爽な

高原にそだった高原保養都市の一貫したおもむきが感じられ、また人々がその風格

を誇ることも頷けるとおもう。 

いきおい、町内各地区の風景的多様性、ライフスタイルの多様性に留意しながら、

そこに遍くながれる軽井沢の風土的個性をさぐることになるだろう。 

 

（４） 「関係の変革による社会の活性化」 

この構想は、かならずしも筋のとおった合理的な計画だけを理想としない。 

むしろ個人、社会、大地（自然）３者相互のおもいがけない出会いと複雑な絡み

合いのなかにも、新しい価値の生成を見ようとする。したがって、いきおいその方

法は、一種の創造的寄せ集め（ブリコラージュ）になるだろう。それは、予期し得

ぬ風景や野の花との出会いを求めて、でこぼこ道をあゆむ楽しさに通じるだろう。 

第一に制度化された空間の垣根の突破を怖れぬ事、あるいは空間の融合である。

（公園／福祉／学校、市場／多目的ホール、レストラン／劇場、駅と図書館、河／ 

公園、などさまざまな制度的な垣根を問いなおしてみること） 

第２にそのような融合はさまざまな知的領域の越境、あるいは中間領域のあいま

いを是として受けいれることになろう。 

創る人と使う人の区別は絶対だろうか。自然と文化はあい対立するのだろうか。

公と私は対立するものであろうか。 

そしてまた「私」が横に繋がって「私たち」の感覚につうじたときに目覚める「公」

の感覚は「私」と対立的な存在ではなく、むしろ「私」の価値をうみだす「世間」

ではないだろうか。 

このようなさまざまな関係の組み替えあるいは創造的融合はいきおい、おしきせ

の縦割り行政慣行に一石を投じることになり、そこから地域生活の元気が芽生える

だろう。 
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（５） 生命共同体へ 

自治、共生、生命、創造、大地。５色の糸によって編み直す新・風土主義は、主

人としての人間が専横的に収奪し、あるいは反対にその親権をたてに養育し管理す

る「自然保護」の枠を破って、生命共同体による互助と生成の思想への移行を促す

だろう。それは人類中心型合理主義のおわりを意味するだろう。 

このような考え方にたって、ふるさとの生態系はかならずしも局相へむかって一

律に遷移していくのではなく、むしろかつての里山のように人間の生活と多様な生

命とが対話する世界を模索することになるだろう。 

発地里山パークはそのような実験場にふさわしい。 

 

（６） 「ちいさなふるさとの先端性」 

この多元性への移行におうじて、人間はどうかわるのだろうか？大宇宙は、因果

論の成り立つ予定調和の世界ではなく、激しく乱舞する時空のるつぼと考えられる

ようになった。その一隅芥子
け し

粒のような存在をゆるされた人類は大宇宙の覇権を失

ったが、しかし、その個性的な歴史の歩みのなかで美しい生命の歴史を育んできた

自信と光栄をバネに生きてゆく。そこに芥子粒の誇りと先端性がある。 

こうしていま、複雑無辺な大宇宙の時空の一隅に存在を許された地球という小宇

宙の豊かさに魅入られた人類は、さらにまたインターネットとジェット航空網によ

って結ばれたグローバリスムという傲慢な空虚の対極で生きる小さな地域の豊饒に

気づき始めたのだ。 

身体という局所宇宙の主人である「私」はまたふるさとという中宇宙の風土に抱

かれて生きるとき、はじめて心身の健康と歓びを維持できるであろう。 

こうして、天につながる風土というちいさなふるさとの先端性と創造性を意識し

た天地人のまちづくりに励む地方の小都市こそが未来をひらくであろう。地方都市

の経済活性化という問題の解決もまた、このような小さな宇宙の豊かさを再考する

なかにヒントがあるのではないか。 
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人々はいまやグローバリスムと風土主義という二つの先端性を生きることになっ

た。この新しい風土主義は古い生活のノスタルジーに縛られない、のびのびした超

風土主義である。 

 

（７） 経済活性化の考え方 

―人生の質がカギ― 

いうまでもなく経済活力、就業機会の増大は、地域の死活問題にちがいない。と

くに若年層の定住人口の減少をくいとめ、むしろ増大させたい地方にとって、それ

は焦眉の問題である。それをよく承知しながら、軽井沢未来構想では、むしろライ

フスタイルの次元に照明があてられ、経済活性化の声は霞んでいるかに聞こえよう

が、決してそうではない。 

高度成長の時代には、三種の神器に代表される革新的な商品がライフスタイルを

かえた。そこから発した人間の価値観の改訂が成長をさらに促したのだが、ポスト

近代の社会においては、ライフスタイルで表現される価値観の改訂が成長に先行す

るのではないか。 

中期的な課題として、人口減対策として若者の移住促進のための住宅支援、起業

支援、子育て支援などについて、いずれ国策として自治体ごとの年次計画が求めら

れるであろう。しかし、成熟社会に生きる人々は、そのような経済政策的なインセ

ンテイブだけで機械のように右往左往しない。ましてや、生活の質にこだわる優れ

た職人や芸術家、さまざまな知的生産の人はなおさらである。人生を託するに足る

魅力的風土こそが人を駆り立てるのではないだろうか。計量的に検証可能な経済計

画は、魂の寄る辺によって柔らかく包み込まねば成らない。 

すなわち経済計画に先立つ文化計画こそが軽井沢未来構想の基本戦略である。 

 

・観光の未来 

冒頭に述べたように、高速道路と新幹線の開通後、観光の波が洪水のようにおそ

ってきた。それがもたらした歓楽・買い物型の観光行動は、それなりの就業機会を
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創出しているにしても、その利潤の大半は外部資本に吸収されるだけで、長い目で

見て安定した文化の実りに資するとは思えない。 

むしろ、これからは大地とのたわむれをもとめるスポ—ツや社交性に富んだ地域参

加型への移行がのぞまれる。明治の宣教いらいの伝統を慕って挙式する年間数千組

にたっする若い男女は、軽井沢の将来へつながる希望かもしれない。 

風越スポーツパークはエスプラナード緑地やスポーツフォーラムを媒介にした絆

の場になろうとし、発地里山パークでは、トレッキング、乗馬、里山セラピーなど

の里山性スポーツが発地市庭の食文化創成レストランにまじわるだろう。南地区は

スポーツをこえ、生命と健康の泉を求めてあつまる人と人を繋ぐ元気の庭になるに

ちがいない。 

あるいはまた、高原の気配が漂う宿場の残像は、芸術・文学、歴史の足跡をたど

り、軽井沢に眠る地霊と対話しながら心身の元気、精神の危機をいやす旅人型の内

省的な行動をますますうながすであろう。 

風土自治圏を謳う「天地人のまちづくり」は、このような風土巡礼の来客にこた

えるよう工夫されている。 

 

・企業誘致から人間誘致へ 

地方経済の活性化といえば企業誘致がまっさきに話題にのぼることがおおい。し

かし、いまや、新幹線、高速道路など社会基盤がととのっていても、それだけで十

分とはいえない。なぜなら、軽井沢のばあい、いままでのように内陸性の製造業で

はなく研究情報産業、知識産業、教育文化施設あるいは、在宅勤務の可能な情報ア

トリエなどがのぞまれるのだが、高度な専門職員や家族にとって最も大事なのは上

質の人生の舞台だからだ。かれらにとって、実り豊かな人生につながる魅力的な風

土こそが、即ち産業基盤なのだ。このことは、西欧国家において進む産業の知識化

とともに、立地の中心が重化学工業時代の北部から風光明媚なアルプスやピレネー

山麓、地中海沿岸など南部へ移動していることからもあきらかであろう。まず、魂

を揺さぶる風土の魅力で人間を誘致すべきである。 
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・内発風土産業と本モノへのこだわり 

流通革命や電子メデイアの波はグローバル産業や全国版産業の隆盛をもたらした。

そのキンタロー飴のような均質化が衰退させてしまった地場産業の再生は、あたら

しいライフスタイルを決意する風土自治圏の懐から 内発的に発酵するであろう。 

外部からの起業誘致も結構だが、長い目でみて風土自治圏の繁栄をもたらす本命

は、そのふところから湧いてくる内発的な産業ではないだろうか。その要点は町民、

別荘住民が本モノ志向の生活を目指すことである。 

酒、醤油、味噌  発酵食品、高原野菜、きのこ山菜などの林産物・・・ほんモ

ノの食材の素朴な深さ。冬ごもりの楽しさを演出する間伐材ペレットストーブ。住

まいや庭へのこだわりは、インテリア、テクスタイルへの好みをつうじて、あたら

しい建築、造園、工芸産業をうみ、林相の多様化を促しながら、あたらしい里山の

風景を変えるだろう。 

そのような生活から庭師、大工、左官、家具職人、石工などの職人層や工芸家が

軽井沢モダンの世界を開いてゆく。 

茶の湯文化という真剣な道楽は、徹底した本モノへこだわるライフスタイルから

千家十職といわれる職人集団をうみだし、それが巨大な文化産業に育っていったこ

とをおもいだそう。それは風土性産業であったがために、全国へ普遍化されながら、

土地に根ざした個性化の契機をうしなわなかった。 

そして、浮き雲のような大都会の生活に見切りをつけ、納得のゆく生活スタイル

にこだわりながら人生をきり拓きたい個人の共感を探ろう。若者でも、中年でも、

リタイア世代でもそれぞれの可能性を支援しよう。各種の在宅デザイナー・クリエ

ーターや情報企業家、法的資格をもつ個人専門家、文筆家、園芸家、家具修理職人、

工芸家・・・さまざまな職人などの移住をうながしたい。こういう人たちはまちづ

くりに一家言ある達人だからだ。これは企業誘致でなく人間誘致である。 
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・教育力とセラピー力 

軽井沢の歴史を振り返ると、西欧のリゾート発祥期に見られたサナトリウムのイ

メージが垣間見える。高原性の風土にねざした癒し力は身体の衰弱ばかりでなく、

精神的な危機を癒す力も備えていたのではないだろか。堀文学にはそれがはっきり

えがかれている。 

淡い高原の緑、森の静謐、温泉のいやし・・・ 

そしていま、浅間の視線をあびる広大な発地に構想される馬事公苑はアニマルセ

ラピーのメッカになるだろうか。 

そしてまた、思い起こすのは軽井沢という風土の教育力である。時代背景がこと

なるとはいえ、後藤新平氏、新渡戸稲造氏などのいわゆる学俗接近思想にもとづい

て展開された軽井沢夏期大学は専用の講堂と寄宿舎をもち、北海道から沖縄さらに

海をこえて大陸植民地にいたる実に数百名が聴講したという。キリスト教系の宣教

活動はもとより内村鑑三のような思想家の活躍もふくめて、この町の地霊は人々を

感化する教育力を秘めているようだ。文人が蝟集したのも高原のもつ詩的風土とい

う感化力であった。 

軽井沢の地霊たちは、東京に生活の拠点を置きながら、一方で東京という文明圏

の運命の危うさを直感していたのではないだろうか。近代日本の政治、文化の苦悶

の記憶が集まっているこの町に身をゆだね、あるいは訪れる人たちは、いやおうな

くこのまちの地霊の声をきき、そのメッセージを解読しようとするだろう。それも

また、この町の教育力であろう。 

そしてまた、彩り豊かな大地とのたわむれは青春期をおくる若者にとって格好の

天地である。このふるさとが人をふかいところで感化する環境力、風土力がささえ

る「教育の場」としての素質のなかに軽井沢の前途と使命が包まれている。 
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第８章 制度の提案 

 

（１）軽井沢２２世紀風土フォーラム 

風土自治のツボ・萃点・たまり場をつくる 

 

趣旨 

明治四五年「神社合祀反対意見書」を書いた南方熊楠は、郷土愛、歴史の記憶保

存、経済活性化、工芸技術の維持、自治共同体の絆、景観の目印、生態系の安定、

災害時の避難所など多彩な役割をはたす産土神社を廃してはならない、と主張した。

鎮守の森につつまれた産土社は村の守護神として崇められたふるさとのおへそであ

った。心物両界にひろがる森羅万象が扇の要のように集合する結び目を萃点とよん

で格別の関心を示した南方にとって、それこそが村という小宇宙の「萃点」であり、

そこがくずれれば、村は四分五裂して、村人は路頭に迷うしかないであろう。人心

の安定、国土の安全、生態系と農業の健全、村の繁栄・・・いまでいう持続社会は、

蜘蛛の巣のようにからみあう事象をバラバラに追いかけても達成できない。どうし

てもそれらをやんわりと束ねる無為の知恵が欠かせないのであった。それが萃点で

ある。 

いま、地方都市の中心部の空洞化はまさしくこの萃点の崩壊にほかならない。 

「知（ナレッジ）と情の交流」によって二十二世紀の軽井沢風土自治圏を模索す

る思想的サロンとして、まちづくり概念プラントの設計工房がもとめられる。軽井

沢の未来像を探りつつ、町民が自らを高め、互いの絆を編み上げながら、粘り強く

理想をもとめ、実験しながら風土自治圏を具体化してゆくまちづくりの萃点として

の「22世紀風土フォーラム」を提案する。これは３つのデザイン領域（３章５参照）

を束ねる 22世紀の都市の萃点である。 
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目的 

１ 未来像を語る情念のるつぼになる 

２ 町民の自己変容 

３ 人と人の絆を編み上げる 

４ 中枢市街地再建の中核 

 

各種機能 

● 食文化創成レストラン．カフェ、ミニマルシェ、を核として構成される。 

● 中軽井沢地区「湯川ふるさとグリーン（入り会い）」を管理運営。 

８章（２）参照 

● 「軽井沢モダン」の理念の発展、確立をめざして、さまざまなデザインプロ 

ジェクト、シンポジウム、展示会を提案、実行。 

● そのほか、まちづくりシンクタンク、まちづくり会社、ファミリープラザ、 

軽井沢モダンの研究、風土アートの研究、風土性スポーツ・健康の会、地域 

社会ビジネス研究会その他、各種まちづくり NPOの連合機能マネジメント 

● 沓掛テラス内 

まちづくり関連図書、資料の収集 

まちづくりアカデミー蔵書（大学退官教授蔵書受け入れ） 

● 22世紀まちづくり講座 後藤新平氏の学俗接近思想の現実化として大正時代に 

発足し、継続している夏期講座を発展し通年化する。 

次世代の人間像、自然像をさぐり、楽しみながら自己を鍛える響宴型（飲食 

自由のシンポジウム形式）で行われる。諸講座のイメージは資料参照。 

●「軽井沢国際風土文化賞」の運営。風土文化の将来へ光をあてる作品、業績に 

対して贈る。文学、絵画、評論、食文化、町づくり運動、その他、ジャンル 

は問わない。 
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● 外国人生活体験招聘プロジェクト、日本文化研究者、作家、ルポライター（若手） 

● 出版業務 

軽井沢文庫の編集と出版 

22世紀まちづくり講座の記録、その他、軽井沢の挑戦を新書型書籍として 

出版販売。（または、サイバー新書としてウェブサイト 掲載） 

● 演習 

ケーススタディ 

ボローニャ、倉敷、フライブルグ、ダボス、美しい村（フランス）、スロー 

フード運動（イタリア）、金山町（１００年のまちづくり） 

● 実験工房 

湯川ふるさとグリーン（入り会い・後述）の運営 

● 食文化創成塾・（ニューエスニック料理）など 

一例、世界そば料理研究と新そば料理・雑穀料理レストラン経営（資料参照） 

利き酒術 

● 風土アート「浅間湯川流」の旗揚げ（野草生け花・野菜園芸術・盆栽アート） 

● 市民トラスト 

官民遊休不動産トラスト運営 

低利な施設貸し出し 

各種文化財の管理運営 

文化財的不動産の寄付受理（本項については花里委員に原案をお願いする） 

● まちづくり会社 

NPO型、株式会社型など法人格について検討 

● 各種タウンマネジメント 

・専任マネージャーが必要 

・まちづくり型市民不動産経営 

空き店舗などを一括借り上げして、望ましい店舗経営者の誘致業務 
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・遊休地活用マネジメント 

・店舗デザインコンサルティング 

・テーブルコーディネーション提案 

・建築設計事務所、造園設計事務所と連携してデザインプロデュース 

・確認申請業務 

・地場材料、古材ストック業務 

・景観行政代行（景観法に基づく） 

・インハウス・デザイン・アトリエ 

・違法看板等のパトロール 

・道路管理施設・ストリートファニチャーの提案管理 

・マルシェなど行事企画と実行 

● 立地 

風土フォーラムは地域社会のシンボルにふさわしい見晴らしなど印象深い場

所とデザイン演出が重要である。それゆえ、なるべく、浅間山、湯川など都市

の鎮守としての風土遺産に隣接あるいは眺望できることがのぞましいが、ある

いは駅、行政センターなど中軽井沢コンパクトシティの核に近い位置を考える。 

● 空間構成 

軽井沢町民・別荘民、旅人の共有サロン（「何となくたのしいたまり場」、

用事がなくても人が集まる居心地よい場所をつくることを第一目標とする。 

カフェテラスの張り出した水辺のまちニワを臨む場所。暖炉付きホワイエ型

ロビーを中心にすえる。これを囲むようにレストラン、可視型実験厨房を配し、

プチ・マルシェ、新商品実験店舗など商業系のほか、家族支援ファミリープラ

ザ、アトリエ型会議室をおく。 

そのほか各種 NPO 市民団体共通事務所、ゲストハウス（宿泊施設）まちづく

り支援大学出先事務所など、おおくの関連団体は歩行圏内のタコ足配線型でよ

い。 
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運営 

各方面の有識者、住民と行政の共同運営委員会の指導のもとに専従職員が実務を

とりしきる。実務家、芸術家あるいは滞日中の日本文化研究者、学生、芸術家など

入れ替わりきていただくなどして、楽しく「未来文明ダボス」を構想する。 

 

参考資料１（22 世紀講座の例） 

● 郷土史 

・軽井沢ものがたり 

・別荘がつくった日本文化史 

・軽井沢文人墨客伝 

・掘辰雄とプルースト  ――生きるとは何か―― 

・郷土の大地と生態系 

● 変革期の人間 

・産業革命の後始末に生きる  ――ラスキンとマルクス―― 

・宇宙像の革新は人間をどう変えるか。 

・生命観の革命は人間を幸福にするか 

・乱世を生きる隠者の思想と知恵  ――鴨長明から荷風まで―― 

・ローマ帝国崩壊期の人間像  ――キリスト教は歴史をどう変えたか―― 

・原始キリスト教とエクレシア 

・芸術は世界をどう変えたか。 

● 日本文明圏の肖像 

・日本人の芸術観-貫道するものは一なり 

・山岳信仰・修験と垂迹思想 

・近現代ニッポンイデオロギーの系譜 

――岡倉天心、南方熊楠、徳富蘇峰、内村鑑三、柳田国男、後藤新平、 

柳宗悦、唐木順三、吉本隆明・・・ 

・道楽とは何か  ――白州正子の愛したもの― 
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・盛り場の歴史  ――おおいなる通俗―― 

・大衆観光史（お伊勢詣りから巡礼鉄道まで） 

・園芸の日本史 

・明治維新とは何であったか 

● まちづくり、コミュニティ運営講座 

・アート・デザインの未来 

・消費社会論 

（地産地消論、地域商店街の運命、デパートの発明からロフトまで） 

・市民自治史（日本と西欧） 

・西欧観光史  ――海水浴の発見からエコツーリズムまで―― 

・共有からの未来 

・幸福の歴史と未来 

・贅沢の歴史と未来 

・観光の歴史と未来  ――縄文人も観光したか― 

・スポーツの歴史と未来 

・農業の歴史と未来 

・コミュニティ産業論 

・ソーシャルビジネス論 

・生命共同体論 

・都市戦略論 

・スロー風土論 

● デザイン論 

・創造地域論 

・美術史における自然 

・風土デザイン論 

・工芸デザイン目利き入門（食器、家具、テクスタイル、建築） 

・高原別荘建築論 
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・地域社会デザイン論 

・そば文化圏の食文化デザイン論 

・もてなしの美学と経済 

・職人文化の世界 

 

参考資料２ 

● 世界のそば粉料理 

・イタリア：ピッツォッケリ（そば粉入りパスタ） 

・フランス：ガレット（ブルターニュのそば粉入りクレープ） 

・そば粉いりパン 

・ロシア：カーシャ（蕎麦の実粥）・ブリヌイ（そば粉入りクレープ） 

・英国およびチロルのそばすいとん 

・スロベニア：クフクカーシャ（蕎麦の実焼きおじや） 

・ネパール：ディロ（そばがきカレーソース添え） 

・ブータン・ロティ（そばクレープ）、ゲレー（お押し出し式の太い十割りそば、 

植物油、唐辛子、ニンニク、半熟卵スクランブルであえる） 

・韓国：平壌冷麺（そば粉入り冷麺） 

・中国：ヘイロ（押し出し式蕎麦）・モルンチフ（そばワンタン風） 

・内蒙古地方——「猫の耳」（ねこのみみ） 

・参考、昨年、パリ（メゾン．・ド．・木曽）で日本の屋台文化実演シンポ 

ジウムがひらかれた。 
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（２） 入り会いグリーンとまちニワ 

入り会いグリーン（コモンズ）は共同体の行事、作業、など集団利用を想定する

とともに町民の連帯、世代間の絆を強く意識して運用される緑地である。 

密集市街地にあっては、同様な思想のもとに小型の都市型まちニワを構想したい。

それらは、今までの都市公園と違って次のような特徴をもつ。 

 

・共同体の絆 

幼稚園、保育所など子育て支援施設、高齢者施設などの社会福祉系施設、感性農

園、農業系施設、などをレストラン、市場などを中心に配置。異分野を積極的に受

入れ緑地広場に融合する。労働、祝祭行事、風景への共感によって地域社会の絆を

つよめ、家族の支援や世代間持続性へのつよい支援を意識してつくられる。 

 

・メンバー性の公共 

私と峻別され、対立する公共ではなく、所有感覚を持つ私の延長で構想される公

共を育む。このような目的のために活動する人々は、ボランティア団体を結成して

緑地運営に参加し、一般利用者とはことなる次のような義務と特権を有する。 

行事の企画、地域社会性ヴォランテイア団体会員としての活動、清掃などへの積

極参加の義務。 

安全性に関する自己責任。 

特定行事の事前登録、許可の免除。各種園内施設の優先利用権をもつ。 

 

・一般利用者の権利 

いままでの公園とおなじように、自由な利用をみとめられるが、緑地の運営には

参画しない。 

緑地の環境学的性格 

地形地理学的な景観を重んじながら、同時に生物の多様性を意識した里山的な性
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格をもつ。 

結果として生じてきた歴史的建造物や郷土性の植物などの保護や復元活動が奨

励される。 

 

・各地区における入り会いグリーンの可能性 

５カ所の拠点の中心、または周縁に、入り会いグリーンを指定またはあらたに整

備するのがのぞましい。空間規模、目的、景観的性格、運営形態によりグリーン、

テラス、プラザ、コモンズなどと呼ぶ。特に人口密集地における小規模の広場はま

ちニワと呼びたい 

 

・各地区フォーラム 

それぞれ中心に自治と社交の拠点となるフォーラム（レストラン・カフェなどを

併設）を設置したい。中軽井沢に想定される22世紀風土フォーラムの分館の役目を

おう。 

 

参考 

各拠点地区入り会いとフォーラム素描（中軽井沢については入り会い、フォーラ

ムともに現実性があるが、その他については審議が不十分である。全体として私見

による構想も交えた参考意見とする） 

 

１ 南地区 

場所 ユウスゲフォーラム 

風越山をのぞむユウスゲ湿地帯を庭園化しさらにテニスコート内に設け

られる広いエスプラナード地区を入り会い緑地とし、総合社交フォーラム

としてのブラスリー（レストラン＋カフェ＋ビヤホール）を設ける。 

風越スポーツパークは多くのスポーツ施設が立地するが、カフェ、レス

トランなど、広場的交流交歓の場を設ける事により、総合社交型地域スポ
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ーツクラブを中心とし、学校、老人クラブ、商店街、自主防災組織、各種

町民団体、地区社会福祉協議会等とネットワークする市民的社会基盤（ソ

ーシャルキャピタル）の形成を支援しつつ、新スポーツの創成をはかる。 

入り会いグリーンの性格をもつ発地里山パーク地区の発地農村市庭（い

ちば）やそれに隣接して検討されているレストランは南地区における第２

フォーラムの性格をもつであろう。あるいは、里山養育苗圃センターに発

地里山パーク全体のマネジメントセンターをおき、これをフォーラム化す

る案も検討したい。 

さらにまた、塩沢湖、高原文庫、絵本美術館、玩具博物館、軽井沢アイ

スパーク、をつなぎながら塩沢、風越、鳥井原、油井、下発地、上発地、

馬取など女街道沿いの古い農村の原風景修景プランと連動しながら、軽井

沢別荘文化・スポーツ・食文化、里山農村など異分野連携し、クリエータ

ーズ・コロニーなど芸術系や通年型青少年総合スポーツセンター周辺立地

も将来検討されてよい。 

このような異分野連携の推進エンジンとして、宿泊をともなうロビー機

能の充実とともに、スポーツの現場や施設を風景として演出して見せる工

夫によって、市民性（シチズンシップ）を育成する。 

 

２ 中軽井沢地区 

場所 湯川ふるさとグリーン（入り会い） 

運営主体 軽井沢 22 世紀風土フォーラムが運営を担当し当面、くつか

けテラスに本部を設置し、市民的な紐帯を促進しながら、次世代まちづく

りのエンジン機能をそだてる。 

湯川からグリーン内へ細流を引き込み、高原状のやわらかな起伏にそっ

たその水辺に、簗場カフェ、感性農園（そば栽培、収穫、脱穀、製粉から

料理まで）、園遊席、湿地百花園、ふるさと百花草原、郷土草原を復原デ

ザイン。 
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野草フラワーアート・野草盆栽・盆石などにより浅間湯川流を発足。 

湯川ふるさと公園を中心に沓掛・長倉地区、湯川両岸ぞいに星野エリア

までの歩行自転車パークウェイを整備。中軽井沢商店街・くつかけテラス、

左岸シビックセンター地区を結ぶ 

 

３ 西地区(木もれ陽・追分地区)（検討中） 

場所「諏訪・浅間神社境内」などを入り会いグリーンとし、民間による

旧宿場の古民家利用施設をフォーラムと見立てるのも一案であろう。 

木もれ陽の里内にフォーラム支部をおき、女街道より南西側の油井、発

地，杉瓜、茂沢をむすぶ本格的緑道（農家用自動車、身障者用車両を例外

とし、歩行者、自転車、馬のみ。）を構想。沿道の農地、里山、渓谷一体

を里山保全地区として、別荘を抑制。社交福祉型入り会いグリーンとする

（トレッキング、フットパス、サイクリングで結ばれた感性農園・林産園、

キャンプ、釣り場、馬場、郷土生態復原ゾーン、緑陰水辺休憩庭を構想。

小集落内に小茶屋、民宿。スポーツグラウンドは禁止） 

運営主体 未定。寺社など宗教法人のまちづくり参加について研究の余

地有り。 

 

４ 新軽井沢地区(矢ヶ崎公園・軽井沢駅地区)（検討中） 

軽井沢駅前地区は軽井沢の導入部として、抜本的な整備が必要 

音楽と諸芸術の融合対話をテーマとする森の中の交響アートの空間とす

る。矢ヶ崎公園を入り会いグリーンとし、中心になるフォーラムについて

は、構想されている国際ホールないに置き、大賀ホールと連携したメディ

アテーク型多目的ホール「芸術遊創フォーラム」も検討されてよい。 

軽井沢駅直近を利用して軽井沢ゲートミュージアム「総覧美術館」（全美

術館、博物館の祝祭型総覧、ジェオパークとしての全町のジェオラマ）な

ど軽井沢のイントロダクションを構想。 
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５旧軽井沢地区 

入り会いグリ—ンとして「聖祝祭プラザ」を構想（ユニオンチャーチ、都

市公園、諏訪神社など） 

運営主体（軽井沢会、地元町内会、軽井沢キリスト教会、軽井沢観光協

会などの連合を検討） 

プラザの中核として、地区公民館などのアメニティー社交フォーラムを

検討。 

軽井沢会、聖パウロ教会、愛宕神社、ショー記念礼拝堂、ユニオンチャー

チ、熊野神社別当神宮寺、諏訪神社などを繋ぐ聖なる道と、銀座通りの賑

わいが交わる聖俗十字路あたり一帯に構想する。教会行事、神社祭礼、結

婚式その他。 

 

（３） 高原文化圏縦貫風景街道 

トランスアルパイン・ スーパー風景街道 

白山文化圏、御岳木曽文化圏、北アルプス上高地文化圏、伊那・諏訪・両アルプ

ス文化圏、八ヶ岳・浅間・白根文化圏のなかには、現在、日本風景街道に指定され

た７カ所のバイウェイが独立に運営されている。越前大野から、飛騨高山、信州松

本へのびる中部縦貫道、あるいは伊那谷を抜けて上州の草津までを縦貫する国道、

高速道路などで繋ぎあわせ、散在する国立・県立公園内の高原文化を連合させるこ

とにより、列島の地理的イメージを一変させ、日本文化のなかに東アジアを代表す

るような雄大な高原保養都市帯を描き出すことができる。これは 総延長７００キ

ロの米国・ブルーリッジパークウェイに迫る雄大な高原回遊・アルプス遥拝ルート

であり、しかも温泉街道でもある。山岳信仰と縄文文化がきざまれた日本文化の基

層を駆け抜けるこの文化圏を国際的に顕在化することは、観光立国日本のあたらし

いスペクタクルになるだろう。 

このとてつもない山水長巻は、松本経由路線をとる安房トンネルの開通と、さら
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に開田高原、伊那谷まわりの権兵衛トンネルの開通によって、すでに全体像が視野

にはいったといえる。すくなくとも、「風立ちぬ」の舞台となった八ヶ岳と浅間・

軽井沢地区の構図はすでに一体化していよう。 

あらたな大規模なインフラ投資をせずに、既存の道路の編集作業と各風景街道の

連携のみによって可能となる新しい日本列島連想回路が見えている。 
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結 論 

グローバル化する世界に対する平衡回復運動として勃興する小さな町の元気な先

端意識を、風土自治の機運と総括した。 

 

（１）風土自治の思想と発想をまとめ、それらを土台に未来を展望する足がかり、

視点として５カ所の風土拠点を構想した。拠点のなかにいくつかのやや具体

的な可能性を例示した。 

 

（２）未来構想のこころは、ハードな計画よりも、食文化から都市空間にいたる広

汎な生活スタイルの提案である。「軽井沢モダン」と称するその生活創造は、

自然の地母性、人間の生命力、人の絆を養いながら、内発的な経済の活力を

もたらす。 

 

（３）風土自治を運営する拠点として、「22世紀風土フォーラム」を提言した。 

 

（４）風土フォーラムの外延として、入会緑地（コモンズ）、まちニワなど公と私

の境界をこえた空間の可能性をしめした。 

 

 

以上 
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2013年4月に発足したこの軽井沢未来構想会議は、2014年11月成立の「地方創生基

本法」を根拠とする政府の政策プロセスとは無関係である。側聞する地方創生プロ

ジェクトは、地方都市において深刻化している人口減対策に焦点をおいているよう

だ。軽井沢グランドデザインももちろんこの問題と無縁ではないが、地方における、

若者に定住促進、出産・子育て支援、雇用・起業などはたしかに焦眉の問題である

ことに異論はない 

しかし、急がば回れ、ということわざは、いまこそ救急箱の底からひきずりださ

ねばならない。 

衰退の道を駆け下りてゆく地方都市の政策効果をいくつかの検証可能な計量的パ

ラメータに要約して評価しようとするのは、機械をいじるような手つきで地方都市

の運命を操るに似ている。よもすれば、またもや全国一律の平板な風景が列島を覆

う始末におちいりかねない。 

ともかくそこに生を託して日々をおくる人々がみずからの自治の気概によって、

ふるさとへの希望と誇りをとりもどし、そこに生きる意味をみいだしてもらう工夫

が第一ではないだろうか。検証可能な効果の測定などはそのあとの話しであろう。 

思うに地方創生は財政と経済いういわゆるアベノミクスの延長上にあるようで、

これでは高度成長時代の裏返しにすぎない。国土、国民の将来は人間観、自然観に

立ち向かう文明史的な波長で発想されてほしい。そのとき日本文明圏の窮地打開は

そのまま地球文明の希望になる可能性をもっている。 


