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神戸21世紀・復興記念事業「すまい・まちづくりフェアjプレイベント

建築やまちづくりの専門家と神戸市住宅局などとが協働し、路地整備からのまちづくりに取り組んでき

た成果を展示する「路地・まち再生パネル展J(路地・まち再生サポー ト会議主催)を平成 12年 5月 1日

(月)から 5月 30日(火)までこうべまちづくり会館 1階 ロビーで行います。

阪神・淡路大震災により、戦前から市街化の進んでいた既成市街地は大きな被害を受けました。この既成市

街地では、向こう 3軒両隣といつだ小さなコミュ二ティのまとまりから、住民の方々の話し合いでまちづくり

を進めることが、 21世紀に持続してゆく安全で安IsIなすまい・まちづくりにおいて、より重要な役割を果た

すと考えられます。

「路地 まち再生サポー ト会議」は、この既成市街地の再生にだすさわる専門家の連絡会議として平成 11 

年度に発足し、事業研究や勉強会など、活動を続けています。

この度、その 環とレて「路地 まち再生パネル展」を開催し、これまでの活動の状況や成果を紹介します。
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(灘区泉通5丁目・斐備前)

(長田区長楽町3丁目げつけいじゅ通り)

(整備後)

「路地 ・まち再生サポート会議」の概要

(1)構成メンJiー (約45名〉

-長田区コミュニティアーキテクト

.灘区コミュ二ティアーキテク 卜

-いきいき下町准進協議会

-神戸市住宅局

(2)活動内容

①勉強会

路地 まち再生に関連する専門的な制度や業務内

容について研修する。

②サポー ト会議

地元にアドパイザ一、コンサルタン 卜として派遣

されている専門家による意見交換や他の専門家に

よるアドパイスを行う。
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平成 12年3月25日(土)、兵庫区の夢野地区1也減福祉センターにおいて、また、平成 12年4月16日(日〉、

長田区の真陽小学校で地域の住民によるコミュ二ティ安全活動ー「災害図上訓練」 が実施されました。この取り組

みは、いすれも、自分達で伺をするかを考え、準備段階から実施まで自主的に行われました。その中でも、特に、市

民安全躍進員のリーダーシップ、働きが目立っていました。この取り組みを写真で簡単にご紹介いたします。

東 山 地 区

「東山地区は、
震災や水害の経
験をふまえ、他
のコミュ二ティ
との連携を図っ
ています。」

コミュ二ティ安全マップづくりによって

地域の課穎や資源を把握しました。

立J

<吾妻委員長>

<推進員の原さん、山白さん>
一一一一一一一一一¥ ー
「阪神 ・淡路大

震災の時とは違
った季節(夏)、
時間帯(昼間)で
災害を考えてみ
ました。」

iX丁目のペン
キ屋さんは普
段、シンナーを
使っているので
震災時は火災の
危隙住あり !J

<挺進員の浜西さん>

<第 4ブロックの方々>

|ド叫|
「今回はレベル
の高い訓練にな
りました。今後，
まちを舞台にし
た災害想定訓練
が実施できると
いいですね。」

「わがIJ1は，負傷
者・火災・倒i裏
家屋への対応に
必要な資機材
人員情報を話
し合いました。J

μ1111害図上訓練

のはじまり、

はじまり

円

V

O 

真陽 地区

「真陽地区は、
『隣の人は伺す
る人ぞ』という
ことのない，おE
いに気遣いので
きる下町です。」

「まさに今日
付116)午前 11時，
突然、阪神・淡
路大震災級の大
きな揺れを感じ
ました。」

<躍進員の木村さん>

「震災時，倒嬢建物
の下敷きになった
お年寄りを救出で
きだのは，近所の若
い人達の力が大き
かったんだよ。 J

<挺進員の近田さん>

「アーケード内
は火災発生時、
煙が充満するの
で、避難経路は
別の道を考えて
みましだ。」

<長田消防署から>

「火災が発生し
ても、ぼや程度
なら初期消火に
より、 I由i或の皆
さんでも延焼を
食いJtめること
が可能です。」

今後、どちらのコミュ二ティち“浮き彫りになった地域の課題"を解決するために、だれが伺をすればよいか、

などを日頃から考えておく話し合いの揚が持てることを期待しています。
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複雑系とまちづくり

-複雑系の科学とは

本稿では、最近の科学の分野であるが、難解・あい

まいで、今ひとつ現実的でないとの臼象から、これま

で、注目されることが少なかった「複雑系の科学」と

「広義のまちづくり」とを関連させて論じてみたい。

話は 5年前の大震災にさかのぼるが、筆者は、大き

なダメージに抗って社会と人聞が再び立ち上がってい

く様を実際に体験することにより、今までの社会シス

テムや計画論が役に立たない局面が荏在すること、そ

して、従来の社会科学、規範、倫理だけでは伺かが足

らないことに気づき、震災関連業務が一息ついたころ

から、新たな哲学探しを始めた。震災にかかわった中

で、ボランティアの目をみはるような活躍をきっかけ

に、ボランティア NPO論や市民社会論という方聞に

行く人が続出したが、筆者は「複雑系」に行き着いた。

震災以降の神戸と未来の神戸を今までのパラダイム

(※科学 思考の基本的枠組み)で語ることができると

はとても思えなかったのである。熱が高じて， 99に複

雑系研究のメッカであるサンタフ工研究所も訪れたの

であるが、これはまた後述する。

さて、複雑系の科学の守備範囲は広く、進化・発生・

免疫などの医学分野、経済・政治・都市問題などの社

会工学系の分野から宇宙論まで、あらゆる分野で複雑

系の視点に立った研究が行なわれている。

これらの研究の進め方は、ある問題に苅する解答が

j寅緯により一意に導かれるような世界ではなく、むし

ろ、物理的現実・現象とコンビューターシミュレーシ

ヨンの結果を苅比レ、観察しながら、知見を貯えてい

く世界であるといえる。問題と解答の関係はリニア(線

型〕でなくノンリニア〔非線型〕なのである。

とりあえず複雑系を定義しよう。

・復雑系とは

多量史の要素からなるひとまとまりの集団(系)で、各要

素が他の要素と絶えず相互作用する結果、全体として

みれば、部分の総和以上の独自の振る舞いを示すもの。

複雑系においては、各要素の最適な居場所やIネwr状

態は考えられず、平衡状態 最適化状態というものち

無い.要素・要素問、要素・全体(環境)聞の7ィド1¥'~? 

は.ttむことがなく、絶えず新たな状態に向けて変化し

続ける。

よく複雑系と対比される、「要素還元主義」という

言葉がある。これは、全体を細かく惰成要素に分解し、

その要素をとことん研究しつくせば自ずと全体像ちあ

きらかになるという立場で、ニュ ー トン以来の古典力

学に漏を発し、現在に至るまで、科学本体及び「科学

的な 」と称するあらゆる社会的規範に悪影響を与え

て来た。実は、複雑系の科学登場の背景には要素還元

主義に刻する大きな反省があった。

西洋の科学はニュートン以来、科学 哲学の切確琢

磨を経て複雑系にたどり着くのであるが、臼本は明治

以降の、いきなりの西洋思想の輸入以来、戦後は、要

素還元主義が幅を利かぜた時代であり、近代的科学的

合理主義のもと、細部まで完雲を尽くした計画であれ

ば完霊なものを作る事が出来るという信怠が、復興と

高度成長を支えた。これは、人づくりにも大きい影響

を与えだロ日本人の本質なのか要素還元型教育のせい

なのか分からないが、要素還元型秀才が量産され、縦

割りの世界を形成している。そういった状況に見える。

[複雑系に至る道]

要は西洋科学史である。西洋科学史の流れは、本当

は数学と哲学の苅話を通じて大j司となったのであるが、

ここでは、おもに物理学と熱力学に焦点を絞ってみよ

う。(筆者は、日本の教育に欠けてるものは哲学領域

であると考えているが ) 

ニュートンは古典力学を創始したが、力点が 3個以

上の解に力オス(※混沌秩序の反苅の概念)が発生す

ることを、太陽系の安定問題として、最初に言及した

のはポアン力レであった。その後、アインシユタイン

が慣性系を栢刻化し、古典力学は彼の相対性理論で完

成するが、 '60代に、ローレンツが気象シミュレーシ

ヨンの解にカオスが発生することを再発見し、これが、

その後力オス、力タストロフィ、自己組織化臨界等の

研究へと進んでいく。あとで分かることだが、こうい

った研究の流れは、秩序の研究から複雑系の領域へと

アプローチレ疋ものといえる。

力タストロフィの研究では、 定以上のストレスが

かかった秩序が一瞬にして崩壊し、新たな秩序に置き

愛わるときの位相空間の変化について調べた。

自己組織化臨界とは、例えば、砂を地面に少しづっ

こぼしていけば砂山ができるが、ある高さ以上になる

と自動的に崩れて、 定の高さ以上にはならない仕組

みを研究する。 前者は政愛や株価暴落、後者は例え

ば都市の成長管理などに一定の知見を与えたロ

面白そうでしょう。(以下次号〉

森田 拓也 (市民局市民活動支援課主査・前中央区役所市

民部総務課地域活動係長)
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崎 哲黍鳴遺品鳴霊堂議，. Oh 

7イブラリーニユ♂λ
こうべまちづくりセンター図書室

まちづくり会館 4階 TEL361-4523 

開館時間 午前 10時~午後6時

休館日 水曜日・年末年始

新着図書のご案内

図書名 著者編者 発行元 発行年月

l 関東大震災と復興記録 横浜市企画局 横浜市企画局 1996年 5月

2 阪神大震災 神戸復興誌
神戸市震災復興本部

神戸市 1999年 1月
総括局

3 阪神大震災 私たちが語る5年
阪神大震災を記録つ 神戸新閣総合出版

1999年 7月
づける会 センター

4 阪神大震災はや5年まだ5年 産経新聞大阪本社 学主主出版社 2000年 1月

5 阪神大震災研究4 大震災5年の歳月 神戸大学震災研究会
神戸新聞総合出版

1999年 12月
センター

6 阪神大震災と経済再建 目景本建夫 動草書局 1999年 8月

7 阪神大震災と生活復興 晶寄昇一 動車書房 1999年 5月

8 
まちづくりガイド NO.130C官民共同で ビュープロ

民間活力開発機褐 1999年 11月
考えるまちづくり〕 協力通産省

当センターにふさわしい、図書資料をご紹介ください。担当 調査係、橋本まで。

まちづく 9金鍾鵠もものお知らせ
こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

真B 間 内 目白

5月4日(木)~9 日 (火〉 木曜念総画作品展(油彩〉

5月 11日(木)~16 8 C火〕 ，51どつの会作品展(油彩〉

5月 18日(木)~23 日(火〉 第 4回パレット展〔洋画〕

5月 25日(木)~30 日(火) 燦月会油彩画展

6月 1日(木)~6 日(火) KOBEHスァル画展 CKP展〉

」つべまちづくり会館 1階オーブンギャフリーの展郡

5月 1日(月)~30 日(火〉 路地・まち再生パネル展

6.7月第 2日曜午後 1時・ 3時 ペチュニアサロンコンサート

すま いまち幻叩談口

・すまい・まちづくり人材センター

(こうべまちづくり会館 3F ) 

電話 078-361-4377FAX 078-361-4584 

受付は、月火木金曜の午前 10時~午後 5時

・土日・祝日は

まちづくり相談コーナーで受け付けます

(こうべまちづくり会館4F ) 

時間は、午前 10時~午後 5時

自治会活動などのご相談はコ 干650-0022

主 催

木曜会

田所教室

NHK神戸文化センタ梶教室

大木 文雄

KOBEパスァル画会

住宅局住環境整備課

π町4丁目商庖街・アスク音楽院

こうべまちづくりセンター

・コミュニティ相談センター〔まちづくり会館4F) 

会報等の印刷サービスや学習会へのインストラ

神戸市中央区元町通4丁目 2・14

電話 078-361-4523
クタ一派遣など

受付午前 10時~午後 6時(水曜・年末年始は体館)

電話 078-361-4565

FAX 078-361・4546
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