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はじめに 

 この講演録は 2012 年 9 月 22 日に、東京建設コンサルタントで喋

った内容に手を加えて文章としたものである。内容が煩雑になる事

を恐れて、スライドを使って話した日向市駅デザインの部分は割愛

したことを断わっておく。 

 

              2012 年 10 月吉日   篠原 修 
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 司会 第 9 回講演会を開催したいと思います。まず篠原先生のご紹介を兼子さんからし

いただきます。 
兼子 皆さん、こんにちは。地域環境本部の兼子と申します。今日は篠原先生に来てい

ただきまして、レジュメを見ると先生だから景観の話をするかと思うと、若干違っていま

して、要はコンサルタントや技術者はどういうスタンスでいるべきかというようなところ

をお話しくださるようです。そのあとに、だいぶスライドもお持ちいただいておりますの

で、具体的な景観のお話もしていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

篠原 はじめまして、篠原と申します。土曜日なのに大変ですね（笑）。ご苦労さんです。

大した話もできませんが、結構な年になって、いろいろやってきましたので、若い諸君に

何か参考になればと思って、お話しします。配っていただいている略歴にざっとしたこと

が書いてありますが、これだけではわからないと思うので、ちょっと補足をします。 

最近、若い人に話すときは注意しているのですが、この資料をつくった人はあまり若い

人ではないですね（笑）。つまり昭和何年という話をすると、みんなキョトンとした顔をし

ています。昭和ではわかりません。昭和 43 年は西暦何年でしょうと言っても、ピンと来

ないでしょう。だから、西暦も書かないといけない。平成になれば、いまは平成 24 年だ

からわかると思いますが。 

 

1.学生の頃、就職の頃 

昭和 43 年に大学を卒業しました。昭和 43 年という年は、1968 年で、高度成長期です。

私が大学に入学したその 4 年前の 1964 年という年は東京オリンピックがあった年で、開

会式は 10 月 10 日です。ですから、体育の日になっているわけです。知っているところに

よると、10 月のそのへんで晴天の確率が一番高いというので、開会式に選ばれたのだそう

です。そのちょっと前、1964 年の 10 月 1 日は東海道新幹線が開通した日です。 

大学は東大の土木だったのですが、研究室は交通研究室というところで、何でそこに行

ったかというと、東大の場合は 2 年のときに専門を選ぶというルールになっていて、何を

やろうかと思ったのですが、交通の計画をやって、プランナーになろうと思っていました。

それで土木に行きましたが、もう亡くなられましたけれども八十島先生という人が 40 代

からすごく有名な先生で、いまは鉄道と道路は一緒になっていますが、昔は建設省の道路

局と運輸省は仲が悪くて、いまでもあまりよくないかな。その間に立って、鉄道と道路を
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含めた総合的な交通の議論というのをコントロールできるのは八十島先生しかいないとい

うことで、よく社会に出ていました。当時はいまと違って、各大学でいろいろ違うと思い

ますが、僕の学生時代はたしか七つ研究室があったのですが、いわゆるソフト系という計

画をやっているのは交通の研究室だけで、あとはコンクリートとか水理学とか、本当はや

りたくなかった学問で、当時はハード系ばかりでした。 

いまは 10 研究室で、四つがソフト系ですか、景観とマネージメントと交通と国際関係

です。それで交通をやってプランナーになろうと思っていましたので、交通研究室に入っ

て、八十島先生という人は有名な人だからというわけでもないのですが、ほとんど学校に

いなくて、研究室のゼミというのは先輩方がやってくれていて、何をやっていたかという

と統計の勉強と、当時はアメリカから四段階推定法というのが入ってきて、交通をやって

いる方はおわかりだと思いますが、どういう土地利用だと時間あたりでも日あたりでもい

いのですけど、どのくらいの自動車の交通が発生して、わかりますよね。 

こういう業務利用だったら交通の発生量は多いし、住宅だったら少ない。それを発生と

いうのですが、どういうところからどういうふうに発生してくるので、機関分担、それを

鉄道がもつのか、自転車でいいのか、車が必要なのかということをやって、それを道路に

配分してキャパシティに合っているかどうかということをやって。結構覚えているもんで

すね（笑）。それで、ここに道路が必要だということをやっていたわけです。 

僕も 4 年生でそういうことを研究室でやっていたわけですが、何かどうも違うなと思い

ました。なぜかというと、交通計画をやって、プランナーですから都市でもリゾートでも

計画をやろうと思っていたので、計画というのは半分は客観的なデータに基づいて予測を

しなければいけない。それはそうですよね。それでないと科学的な計画にならない。 

だけど、どこかに価値観が入って、ここにこういう道路を敷くのがいいのか、こっちが

いいのかというのは、プランナーの価値観が反映されるべきで、つまりどういう町をつく

るべきかというのが入らないとおかしいのですが、それがないわけです。あとで考えてみ

れば当たり前で、研究だから分析をやって、精度を高める手法を開発してということをや

ってきたわけですが、プランナーになろうと思っているのに、どういう社会にするか、ど

ういう町にするかという価値観の議論をまったくなしに分析だけをやっているので、これ

はおかしいのではないかと思った。そう考える僕のほうが、あとから考えると間違ってい

るのですが、研究ですからね。 

何かおかしいな、このままやっていてもおもしろくないなと思っていたときに、交通研
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究室の助手で中村良夫さんというのがいて、学年でいうと 5 級上で、年齢でいうと七つ上

でした。この人は景観をやっていました。考えてみればというか、そのときは別にピンと

こなかったんだけど、あとで学校の先生になってみて、考えてみればすごいことだなと思

ったのですが。 

八十島先生というのは昭和 16 年だったか、戦前の卒業で、もともと交通計画などはや

っていなくて、昔は鉄道工学でした。戦前というのは、道路などは非常に軽視されていて、

鉄道が重視されていたわけですから鉄道の研究が第一で、八十島先生の前の教授で沼田さ

んという人がいて、国鉄から来た人ですが、沼田さんというのはよくわからなかったので

すが、調べたら結構偉い先生で、いつまでもこんな鉄道工学をやっていたのではだめだか

ら、そろそろ交通計画をやろうというので、従来からの鉄道工学は僕がやるから、八十島

君、君は交通計画をやれということで、新しい研究を始めたわけです。 

そういうことって、なかなか難しいんですよ。いままでの研究をやめて、新しいことに

取り組もうというのはね。いままでどおりやっていれば、まあ間違いはない。そういうこ

とで始めた八十島先生の専門は交通計画ですよ、もともとは鉄道工学です。それが、私も

鈴木忠義さんという人の影響が大きいのですが、高速道路がちょうどできるころで、昭和

37 年（1962 年）に名神高速道路が開通して、日本も高速道路の時代だと。僕も大学を卒

業した年に乗りにいきましたが、まだ覚えていますけど、名神高速道路を初めて走ったら

前後に車がほとんどいなかった、そんな時代でした。 

その前も名古屋で学会があったので、東京から車で、東名もありませんから、箱根を越

えて国道 1 号線を走っていきました。それでまだ覚えていますが、夜なら空いているだろ

うというので、先輩と一緒に夜東京を出て走っていったのですが、いつまで経っても着か

なくて、浜名湖のところで夜が明けた。つまり大渋滞でした。国道 1 号線というのは、片

側 1 車線しかないんですから。そういう時代でした。 

そういう時代に新しい高速道路をつくろうというので始まって、それで土木で景観が始

まりました。なぜかというと高速道路は、いまでこそ常識ですが、それまでは国道を走る

といっても時速 40 キロでした。日本の高速道路の先生はドイツのアウトバーンですが、

戦前から 100 キロ出していた。100 キロで走るには、道路の線形が非常に見やすくて運転

しやすくないといけない。それから、皆さん土木だからわかると思いますが、道路の規格

が高くなるわけだから、縦断勾配も緩やかにしなければいけないし、平面のカーブでも大

きくとらないと速く走れない。 
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そうなると、従来の時速 40 キロぐらいの細かく山道を行くような道路をつくっている

わけにはいかないので、そうすると山を切らないといけない。あるいは橋を架けないとい

けない。というので、地形との調和をどうするかというのが、非常に大きな問題になる。

大きくいうと、その二つです。走りやすい線形はどういう設計か、地形になじむ線形はど

ういう設計か。 

この走りやすいというのと地形になじむというのは、両方とも景観のテーマでした。線

形を見てどうかという話と、地形によくなじんでいるか。それで土木で景観の研究が始ま

りました。土木のいろいろな分野でいうと、景観はそういう高速道路から始まったのです

が、実はいまになっていろいろ調べてみると、橋だけは昔から景観とデザインの話はやっ

ています。それは、時間があったら話します。 

ですから、土木で景観をやっていたのは当時は道路だけで、河川などというのは見向き

もしないし、ダムでも全然やっていなかったし、都市内の街路もやっていませんでした。

ところがダムは、これもあとで時間があったら話しますが、ダムのデザインは戦前結構や

っています。そういう時代で景観が始まって、中村良夫さんというのは大学を出て道路公

団、いまの NEXCO に就職して、2 年間やって戻されて、鈴木忠義さんという僕の恩師が

戻せと言って戻したのですが、それで東大の土木の助手になっていた。 

参考文献の一番下にある『ピカソを超える者は』という本で恩師のことを書きましたが、

書いていて改めて調べてみると八十島先生は偉い先生で、鉄道工学をやって新しく交通計

画を始めたばかりなのに、それとまったく関係ない人間を助手で雇ったわけです。普通は

そんなことはしません。自分の言うことを聞く、自分の専門のほうをやっている奴を選ん

で、ペーパーなどを一杯書いたほうが業績が上がるわけだから普通はそうしますが、そう

しなかった。いま考えると、偉いなと思います。 

それで、さっきも言いましたが、交通研には入ったのだけれども、どうも僕が考えてい

る交通計画とは違うなと思っていたところに、助手だった中村良夫さんがいいことを言っ

てくれて、まだ覚えていますが、「君ね、交通研究室に入ったからといって、必ずしも交通

のことをやる必要はないんだよ」と言いました。こういうことは、なかなか言えません。

たとえば、皆さんの会社で若い人が道路のほうに入って仕事をやっていて、「君、道路に入

っているけど、興味が別にあったのなら、道路のことを無理にやらなくてもいいんだよ」

と、会社だからちょっと違うのかもしれませんが、そういうことを言ったわけです。 

それでは、それがおもしろそうだなと思って、景観のことを始めたのが大学 4 年生です
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から、1967 年でしょうか。これが第一の専門です。もう 40 年以上、ずっと景観のことを

やっています。そういう状況ですから、一学年に 40 人ぐらいだったのですが、景観のこ

とをやるのは年に一人か二人ぐらいで、「景観？ 土木じゃないだろう」という時代で、も

ちろん僕自身も景観のことをやってそれで飯が食えるとは思っていないし、ほとんどの人

間がそうだった。なぜやっていたかというと、おもしろそうだからです。 

景観の勉強がおもしろかったので、卒業して修士に入りました。当時土木では、景観の

本などというのはほとんどなくて、読んでいたのはもっぱら建築と都市の本でした。ちょ

うど丹下健三が「東京計画 1960」、海上都市などをやったりして、アーバンデザイン、都

市のデザインをやろうという気運が結構あって、その頃に出た本はいまでも名著だと思い

ます。『日本の都市空間』や伊藤ていじの『日本デザイン論』など、いま読んでも非常にい

い本です。 

そんな風に勉強してきて、マスターに入った 1968 年の 4 月、5 月ぐらいが一番楽しい

時期で、なぜかというと学校を卒業した人はわかると思いますが、やっとこれでつまらな

い水理学やコンクリートをやらなくて済むと思いました。その頃は、みんな必修でした。

いまは、ほとんどそういうところはありません。それで、好きな本ばかり読んでいた。そ

の頃が一番勉強しましたかね。 

そうしたら、68 年の秋ぐらいから東大闘争が本格化して、医学部のトラブルが発端で始

まったのですが、だんだんだんだん輪が広がって、何のために学問をやっているのかとか、

だいたい東大生は特権階級でよくないんじゃないかという話になってきて、それもそうだ

なと思って、秋ぐらいからそれをやり始めて、そっちのほうがおもしろくなってしまった。

社長もその年代だと思いますが、普通だとマスターは 2 年で出るのですが、いろいろ考え

るところがあって 1 年留年して、1971 年に大学院を出ました。 

就職はちょっと迷って、土木に行ったのにちょっと変なのですが、そのときはわからず

にあとで考えてわかったのですが、だいたい同級生は建設省や運輸省に行って、そういう

連中はあとで見るとみんな田舎の出身です（笑）。田舎から東京に出てきて、東大に行った

んだから。きっと自分の考えだけじゃないんです。親とか親類が偉くなってほしいとか、

偉くなるのが当然じゃないのという感じで背負っていますから、かわいそうに役人になっ

た、あとは国鉄も多かった。 

そういうのが嫌なのはだいたいゼネコンに行って、コンサルタントに行ったのは 40 人

のうち、僕といま日本工営にいる廣瀬だけです。彼は学生のときから海外でやりたいと明
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快で、学部を出てすぐ日本工営に行って、インドネシアにずっといましたかね。僕はどう

しようかと思ったのですが、今日は内輪の話だからしゃべりますし、別に役人がいてもい

いのですけど、役人はあまり好きではないので、役所に行くのもどうもなと思っていまし

た。親父は道路公団ぐらい行ったほうがいいんじゃないかという話だったのですが、どう

もねということで、結局恩師の八十島先生の紹介で、できたばかりの会社に入りました。 

これは経歴に書いてありますが、アーバンインダストリーという会社で、実に欲張った

会社で、東急グループ、東急電鉄と不動産と東急エージェンシーという広告代理店が中心

になって、日立製作所や日本合成ゴムといった結構有力な企業に出資してもらって、アー

バンインダストリーですから日本語に訳すと都市産業です。都市の再開発をやったり、あ

るいはリゾート開発をやったり、あるいはここがおもしろいなと思ったのですが、都市生

活のための家具を開発するという会社で、メーカー部隊とプランニング部隊の両方でやっ

ていました。 

ここに 71 年に入りました。おもしろかったですね。土木で入ったのは僕だけで、同僚

はだいたい京大や東工大、芸大の建築とか、あとは地理の奴とか、早稲田の法学部を出た

人間というので、結局 3 年ちょっとやりました。まだ覚えているのは、地理を出た連中は

地理の調査をやって報告書をまとめることはできる。建築を出た連中は、どこか調査に行

って設計図まではいきませんが、プランニングの図面を書くことができる。僕だけ何もで

きない。マスターまで出ているのに。 

土木の教育は間違っていると思いました。学校を出ているのに、何もできない。計算は

できます。いまはもうだいぶよくなったけど、おかしいと思った。それで建築の奴に教え

てもらって、計画図を書いたり、報告書を書いたりしてやっていて、非常におもしろかっ

たのですが、いまでもつきあっていますけど、同僚連中が非常に優秀で、一人が森ビルの

副社長になった奴で、もう一人は再開発のアール・アイ・エーの社長になっています。み

んな新しいところで、意欲的なことをやろうということで入ってきたのでしょうね。 

結局それでずっとやっていれば、いまはどうなっているかと思いますが、昭和 49 年で

すから 1974 年の 6 月に倒産しました。それはわれわれの責任ではなく、メーカー部隊が

設備投資をしなければいけないから、ものをつくっている手間もある。それが全然売れな

くて、潰れたわけです。あまりこんな話をしていると終わりになってしまいますが、結構

大事な話だと思って話を続けます。それでどうしようかと思って、責任があるので東急電

鉄が引き取ろうかといって東急電鉄に行ったのもいるのですが、これはあまりそういうこ
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とを言ってはいけないか、サラリーマンを 3 年 3 カ月やったからもういいかなと思いまし

た。 

つまり何かというと、大学院の時代に読んでいた本や、マスター論文も景観で書いたの

ですが、それが非常におもしろくて楽しかった。やはりこういうことを続けようと思って、

鈴木忠義さんという恩師に相談して、「これこれこういうわけでやはり景観のほうでやり

たいから何とか面倒を見てください」と言ったら、これもあとから考えると偉いと思うの

ですけど、一応先輩ではありますが、直接の恩師ではありません。「じゃあ、いいよ」とい

うことになって、東工大に 1 年 3 カ月お世話になりました。途中から研究生になりました

が、すぐには研究生になれなかったので、最初はまったくの無職でした。だから、失業保

険をもらうために、職安にも通いました。いまのハローワークです。 

ハローワークに行っても働く意思がありますよという書面を出さないと、失業保険はも

らえない。東横線の綱島だったかな、行って紙を見ると、「どういうことをやりたいですか」

と職種が書いてあって、探してもないんです。つまり工場で働きたいとか、販売員をやり

たいとか、総務をやりたいというのはあるのですが、都市計画などというのは書いていな

い。だから欄外のところに都市計画と書いたら、それはまた、そういう求人はないと思い

ますと（笑）。 

鈴木先生のところでバイトをやって、仕事をもらって仕事をやって食っていたのですが、

そうこうするうちにこれもまたおもしろい話なのですが、その辺は鈴木先生の本を読んで

もらうことにして、1975 年の 10 月に、農学部で助手で雇ってやるから来ないかというこ

とになって行きました。浪人しているときも結婚して子どもが一人いたので結構苦しかっ

たのですが、「でも結構稼いでいたよね」とあとで女房に言ったら、「とんでもない、ミル

ク代がなかった」と言われました（笑）。 

 

2.デザインを始めて 

こんな話をずっと話していると時間がないので適当に飛ばして、昭和 61 年だから 1986

年に農学部にまた戻って、平成元年の 11 月から出身の土木に行きました。1986 年まで筑

波の研究学園都市にいたのですが、東大に戻るときに土木研究所で僕の上司になるのです

が、緑化研究室というところで室長をやっていた人が、「篠原さん、松戸のほうで橋を架け

るので、橋の仕事をやりませんか」と言われて、エッと思いました。 

というのは、景観をずっとやっていましたが、景観の分析をやったり、どういうふうに
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したらいいかという景観の計画を立てることはできるけど、実際の構造物や水辺をどうす

るかというデザインはやったことがないわけです。さっきも言ったように、大学時代は設

計演習などというコマはないので、設計演習と称して計算演習だけです。つまり、かたち

をどうするということを教わったことがない。 

どうしようかと思いました。デザインを教わったこともないし、やったことがない。ア

ーバンインダストリーのときにリゾートの開発をやったりして、プランニングは多少やっ

ていました。工業団地の区画整理の設計をやったことがあります。40 にもなっていたし、

どうしようかと思っていたのですが、景観の勉強をずっとやっていたから、少しは実際の

もののデザインにも役に立つかと思ってやることにして、1 年ぐらいやっていました。い

ま松戸 21 世紀の森公園というところに橋が架かっていますが、それは私と私の大先輩で

橋梁が専門の本四公団の設計部長をやっていた田島先生とでやって、当時埼玉大学にいま

したが、その二人でやりました。 

やると結構おもしろいんです。こういうふうにしたほうがいいんじゃないかな、こんな

ことはできますかねというと、まあだいたいできるわけで、施工は清水で、いま土木学会

の会長になった小野さんが現場担当で、あとで賞をもらったものですから偉く喜んでくれ

て、それからデザインを始めて、続けて江東区になるのか、東京の下町の橋の仕事を連続

してやって、それから平成 3 年からは川の仕事をやり始めて、川は島根県の津和野という

ところの町のど真ん中を流れている津和野川です。 

これも初めてだったのですが、東工大出身の岡田一天さんと一緒に始めて、岡田さんは

前から川の仕事をやっていたのですが、僕は初めてでした。次の平成 4 年からはダムの仕

事をやれという話になって、岡山県に苫田ダムという国交省の直轄のダムがあるのですが、

これも 10 年やりました。津和野は 8 年行っていました。 

やってみると、皆さんどう思っているかわからないけど、計画は図面を書いて報告書を

つくって、こういうふうにやってくださいというわけだけど、そのとおりにできるかどう

かはわからないわけです。社会情勢も変わるし、お金の話もあるし、担当者も代われば、

皆さんわかるでしょう。役所の担当者が熱心じゃない奴になると全然やらない。 

ところが、デザインはやればできるわけだし、実際にかたちになっていって残るわけで

す。これはおもしろいね、何で学生のときにデザインをやらなかったんだろうと思ったの

ですが、それ以来ずっとデザインのことをやっていまに至っていますから、デザインが第

二の専門です。昭和 61 年（1986 年）以来だから、もう 26～27 年かな。ここ 14～15 年
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は、ほかの専門の人と一緒に組んでやることが非常に多くて、デザインコラボレーション

と言っているのですが、あとでお見せしますが、その典型は鉄道の連続立体交差事業に絡

む仕事で、線路を上に上げて、高架橋をつくって、新しい駅をつくって、駅前広場を設置

する。 

仕事のパターンは、最初は都市計画の人が絡んで、次に土木の構造物になって、次が駅

舎だから建築になって、今度は広場だからデザイナーやアーバンデザイナーの人、五人ぐ

らいで組むというのが多いですかね。都市計画、土木、建築、アーバンデザイン、ID（イ

ンダストリアルデザイン）、そういう仕事が非常に多い。 

それで今日に至っているのですが、略歴の一番最後に書いてあるように、GS デザイン

会議というのを建築の内藤廣さんと立ち上げていて、もうそろそろ 7～8 年になると思い

ますけど、これはいま言った都市計画、土木、建築、アーバンデザイン、ID、歴史の人と

いった、ものをつくるのに参加する人間が集まっている会議で、この間 NPO にしました。

いま個人会員が 100 人ぐらいでしょうか。興味があったらぜひとも。 

毎年 9 月の第一週に設計演習をやっていて、30 人ちょっとぐらいでしょうか、一週間缶

詰めで、来ている人間も美術の人、建築の人、土木の人、失礼しました造園を忘れていま

した。講師陣もそういう人で、その OB が GS デザイン会議ユースというのを組織してい

て、これは GS デザイン会議よりメンバーが多くて 150 人ぐらいいるでしょうか。僕なん

かから考えるとうらやましくて、若いときから自分の専門もあるし、ほかの専門の奴とも

一緒にやっているわけだから、まことにうらやましいなと思います。僕らの頃は、土木以

外の人間とつき合うなんて、ほとんどなかった。 

 

3.戦後の土木デザインの特異性 

それから、もう 2 年ほど前になりますが、エンジニア・アーキテクト協会というものを

立ち上げて、これはまだ任意団体です。この話は今日の話に一番関係がありますが、つま

りエンジニアはエンジニアだからわかる、アーキテクトというのは普通でいうと建築家と

訳されていますが、もともとアーキテクチャーというのは建築に限らない仕事で、統合す

る、まとめるという意味です。 

だからコンピュータも、コンピュータ・アーキテクチャーと言いますよね。あれはプロ

グラムをまとめあげる仕事だから、アーキテクチャーというのは建築と訳すと狭くて、い

ろいろな機能をうまくまとめるという仕事です。それなので、土木の分野で橋や川やダム
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や街路をやっている人間でデザインをやっている人間を集めましょうということでつくり

ました。何らかの賞をとらないと正会員にしない。資格を厳しくしました。賞は何かとい

うと、土木学会は田中賞があって、10 年ぐらい前にデザイン賞というものをつくって、G

マークの賞をとっている人間というので制限しているので、会員が 40 人ぐらいしかいま

せん。 

何でこういう会をつくったかというと、今日の話の後半に関係しますけど、たとえば土

木のお隣の建築はどうやっているかというと、いつも仕事はコラボレーションでやってい

ます。建築家というのはいるけど、これはまとめる役、アーキテクト、その脇に建築構造

家というのがいて、これはヨーロッパ、アメリカ流にいうとエンジニアです。日本では建

築家と言いますが、彼らは本当はエンジニアです。それからあとは近代建築ですから、空

調の話があるので、設備のエンジニアです。常に建築家と構造と設備の人間が組んでやっ

ています。 

一方、土木はどうなっているかというと、まとめ役の人がいなくて、たとえば橋でいう

とエンジニアだけが仕事を受けて、計算をやってこうですよと出す。だから建築に比べる

と、片肺飛行です。つまり、かたちをまとめ上げる人間がいないんです。ヨーロッパやア

メリカあたりはどうやっているかというと、対象でものを分けていない。アーキテクトは

まとめ役、かたちを考える人、エンジニアは構造を考える人という話だから、橋も一緒に

やります。ロンドンのミレニアムブリッジもそうでしょう。誰かは忘れましたが、エンジ

ニアはアラップです。 

ヨーロッパではもので分けていなくて、かたち、まとめ役というのが建築家で、エンジ

ニアがそれと組んで何でもやります。だからヨーロッパのエンジニアは、ビルの構造もや

っているわけです。そういう全世界的な常識からいうと日本は、明治の最初に対象で分け

てしまったものだから、土木構造物にかたちの議論が抜けてしまったわけです。本当は一

番世の中でというか、大規模なインフラで寿命は長いやつなのにかたちの議論が抜けてし

まったから、かたちを議論するエンジニア・アーキテクトをつくってやりましょうという

わけです。 

ですからヨーロッパスタイルでいうと、エンジニア・アーキテクト協会に入っている人

間がコンサルタントでやっているエンジニアと組んで仕事をやるのが世界的に言えば普通

です。もちろん建築家と組んでやってもいいわけです。というので立ち上げようと、あと

は社長以下、東京建設コンサルタントの重役の方がどう考えているのかはわかりませんが、
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コンサルタント協会には望みが持てないような気がします（笑）。あと土木学会も、僕もず

いぶんいろいろなことをやりましたが、どうもだめです。何とか新しい、若い人間が意欲

を持ってやれるような仕事のやり方を切り開かないとだめだと思って、立ち上げて細々と

やっているわけです。ちょっと肩に力が入りすぎかな。 

今日の話をします。プリントを開けてください。タイトルは「下僕の下僕という地位を

脱するために」と書いて、僕もそろそろいい年だから、本音で若い人間にしゃべりかけよ

うと思ってこういうタイトルにしたのですが、兼子さんには「ずいぶん過激なタイトルで

すね」と言われました。でも、ここ 1 年ぐらい考えている本音です。特に僕ももう年だか

ら、いつまでも仕事ができるわけではないので、やはり 30 代、40 代の中堅の人と 20 代

の若手に、いい仕事をやる志を持って引き継いでもらわないと、ますます悪くなるばかり

です。そういうつもりで話をします。 

一番目は、ものづくりの体制と書いてあります。僕もものづくりにかかわっていて、も

のづくりといっても橋や河川の護岸やダムですが、ものづくりにかかわっている人はたく

さんいるわけですよね。この机もそうだし、この建物も、皆さんが持っている携帯も、乗

っている車もみんなものでできていて、ものづくりにかかわっている人はたくさんいます。

だけど、国交省にしろ県にしろ市町村にしろ、何かそういう仕事をやっていて、どうもお

かしいなと前から思っていて、何がおかしいのだろうと思って、だんだんわかってきて、

ものづくりの体制に問題があるのだといま思っています。 

（1）でメーカー、車を例にと書いてありますが、僕は車のメーカーがどうやって車を

つくっているかというのは、本当の細かいことはわかりませんが、おおよそいまから言う

ようなやり方だろうと思います。これはトヨタだって日産だってマツダだって、みんなそ

うでしょう。どういうことかというと、まず企画を立てます。つまり、いまから 3 年後に

売り出す車は、どういう車にすべきか。だっていまと同じ車を考えていたら、競争に負け

て売れるわけがない。やはりちょっと安い路線でいこうかとか、リッチ層が増えているか

ら中国向けでも高級なものをつくってもいけるのではないかということを考える企画の人

間がいる。 

当然、市場調査をやっている人間もいます。みんなも収入はどのくらいだとか、どうい

う色が好まれているとか、家電メーカーでもやっています。そういうのを受けて、こんな

車にしたい、こんなコンセプトでやったらどうかなという話になってきて、次の段階で計

画の人間が出てきて、ではいついつまでにコンセプトを固めて、材料はどこから輸入して
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部品メーカーはどこを使ってという計画を立てて、こんな車か、こんな車、これはいつま

でというのがだいたい固まってきたら、今度は設計の部隊に行って、実際はどんな車なの

ですかというと、担当は大きくいうときっとエンジニアとアーキテクトの二つでしょう。 

デザイナーがいて、こんなかたちの車のいいんじゃないの、色はこんな感じ、片一方は

そんなかたちではエンジンがうまく納まりませんよと、エンジニアがやっているわけでし

ょう。いや、前輪駆動にしたほうがシャフトがないのが室内環境がいいというのでやって

いて、だんだん固めていくわけですが、次の段階は製作です。そういう場の議論に、では

話が設計に移ったからといって、計画の人間がそこの場所から退席していないかというと、

そんなことはないでしょう。 

設計のほうでこんな設計したら、計画の人間に「君ね、そこはあんまり手をかけていた

ら、この期間内にできないよ」と言うかもしれないし、その設計の先の製作の人が「いや、

やはりそういうかたちがいいけど、工程がこんなに増えたらコストは上がるよ。そんなに

コストが上がって売れるの」。それだけではなく、今度は販売の人が来て「そう言っている

けど、3 年先にこういうのが流行で売れるかどうかわからん。この 10 年、20 年の傾向を

分析してみると、だんだん曲線が好まれるようになっていますよ」とか、その逆手をとっ

て最近の日産のやつのように、弁当箱のようなものがあるじゃないですか。「あれのほうが

かえって意外性があって売れるかもしれないよ」ということをやっているわけでしょう。

そしてメンテナンスサービスのエンジニアもいて、「そんなに細かいことだと修理が難し

い」と、やっているわけでしょう。 

つまり、企画から計画、製作、販売、メンテナンスのエンジニアを含めて、議論してい

るに違いない。何が一番メリットかというと、フィードバックがきく。そうやらないと、

いいものができない。これはきっと車だけではなく、みんなが使っている携帯電話でも、

パソコンでもそうだと思う。みんな、そうやってつくっているはずです。その意思疎通が

うまくいかなくて、ちょっと需要を見誤ったり、トレンドを見誤ったりすると、売れなく

なるわけです。これが、実際のものづくりの、むしろ一般化しているやり方だと思う。 

片や、われわれが関与している公共事業の方法を例にとってみると、どういうやり方で

やっているか。種類によっていろいろ違いますが、たとえば一番わかりやすい橋を例にと

っていうと、国でも県でも市町村でもいいのですが、いろいろ調査をやって、「ここに道路

をつくるといいな」という道路計画から始まります。そうすると、ここに川があってとか、

ここに線路があるので、橋が必要になるということで、プランをつくる。役所でいうと、
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担当は道路課とか、道路計画課で、それがいよいよ具体化になって、実際にここに橋を架

けましょうということになったら、これは概略設計の段階で、たぶん概算でコストを見積

もって、こんな形式の橋だったらいくらとつくるのだと思いますが、たぶん 10 案ぐらい

だと思います。 

そうすると担当は、県でも国でもそうですが、今度は担当が橋梁のほうに替わって、予

備設計になったら形式を決めなければいけないというので、1000万とか 2000 万とか 3000

万出して、「ここに橋を架けるならこういう型式でどうですか」ということをやって、コン

サルタントに出す。役所の担当は橋梁、コンサルタントの担当は橋梁で、それでずっと続

けるのかと思うと、今度は詳細設計になるとまた入札をやって、それを別のコンサルタン

トがやったり、同じところがやるときもありますが、詳細設計をやって「ここのところは

ちょっとおかしいんじゃないの」と言っても、もう予備設計をやったところと違うから、

フィードバックがきかない。 

僕もダムでやったことがありますが、この位置に架けるのではなく、「こうやってちょっ

とずらすと、このぐらいコストが安くなって橋もきれいにできる」というのを何回かやり

ましたが、普通はなかなかできない。つまりみんな切れてしまうからです。役所も最初の

ときは道路担当がやっていて、次は橋梁担当になって、施工になったら今度は工事担当で

す。コンサルタントも最初は道路の部隊が仕事を手伝っていて、橋梁になったらコンサル

タントの橋梁の人がやっていて、施工になったら今度はゼネコンになる。 

以前に、ときどきゼネコンに聞きました。「こういう設計をやられると工事が大変だ。あ

るいは仮設にものすごく金がかかる」。だけど、そういうのは車のときと同じように、同じ

テーブルで議論していないからできない。皆さんもよくわかると思います。コンサルタン

トは設計で図面を引くだけ、ゼネコンは工事をやるだけということになっているから、設

計している人間は工事になかなかかかわれないので、「こういう設計をするとこんな工事

がしにくいんだ」とか、「こういう設計をやっていくと型枠がすごく少なくて済むんだ」と

いうことをなかなか勉強できない。逆にゼネコンも設計にかかわっていないから、「こうい

うふうにやっておいたほうがいいですよ」と、なかなか言えない。 

商品というとちょっと言い過ぎだけど、民間でものをつくっているようにという、いい

商品をつくって、競争に勝っていいものをつくりましょうということになっていないわけ

でしょう。昔、関空をやった建築の岡部さんという人と話したことがあります。その人は

イタリアのレンゾ・ピアノの事務所で働いていて、戻ってきて、関空のときはコンペでレ
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ンゾ・ピアノがとったので、関空の総責任者でやっていたのですが、レンゾ・ピアノの事

務所はどういう仕事のやり方をやっているのですかと言ったら、パリで有名になったポン

ピドゥー・センターという変な美術館がありますよね。あれは鋳鋼で構造をものすごく外

側に出して、ものすごくおもしろいデザインをやりました。 

聞いたら、今度こういう美術館をつくろうと思って線を引いたけど、そのためには普通

に売っている鉄の材料ではうまくできないし、かっこう悪いから、鋳物でつくらないとい

けないとなるとメーカーを呼んで、「こう考えているんだけど、これできる？」と相談する

わけです。逆にメーカーも、「今度こんなやつをつくったのでどうですか、こんなものは使

えますか」と売り込みに来たりする。 

要するに、設計をやっている設計事務所とメーカーとは、しょっちゅう議論しています。

それは当然です。だって図面を引いても、できるかできないかがわからないでは困るから

です。だけど、日本でそれをやろうとすると、談合だ、癒着だという話になる。要するに

いものをつくるよりも、何と言ったらいいか、簡単にいうといまのシステムは高度成長以

来できたシステムだから、いいものをつくろうというシステムではなく、もう決まってい

るものをなるべく速く大量につくりましょうというシステムです。 

1950 年代、60 年代は、それでもよかったんでしょう。圧倒的に道路も足りないし、河

川の整備もされていないし、治水のダムもできていなかった。だけど、オイルショックは

1975 年前後ですから、もう 30 年以上前ですか、あの頃から明らかにみんな変わりつつあ

って、やはりいいものがほしいという時代に、完全になっています。それなのに、相変わ

らず公共事業でつくるものは、われわれが貧しかった時代の、とにかく何でもいいからと

いうとちょっと大げさだけど、何でもいいから橋を架けてくれとか、何でもいいから河川

の工事をやってくれというのから、意識が変わっていない。 

悲しいですよね。3 番目に書きましたが、問題点の 1 は輪切りで、つまり橋でも川でも

何でもいいのですが、業務がいつも途中で切られていて、実際に工事をする人のことを考

えて設計するとこうなるとか、あとでメンテナンスをすることを考えると設計はこうなる

とか、設計をする立場からいうと、この計画は間違っていてもう少しこうやってくれたほ

うがいいものができますということができない。役所の中でもできない。ましてや皆さん

のような、仕事を受けてやっているコンサルタントではできない。非常に問題です。 

世界の常識の、ヨーロッパ、アメリカではどうなっているかというと、少なくとも設計

は土木にしろ、橋にしろ、建築にしろ、コンペやプロポーザルで勝ったところに全部権限
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がいって、最後のできるところまでチェックする。要するに設計監理まで設計者がやる。

その代わり、事故が起こったら責任をとるというシステムです。だから、この輪切りを何

とかしなければいけないんです。 

ときどき役所の人にも言うのですが、「諸君もかわいそうだよね」。橋を一緒にやってい

るでしょう。たとえば国交省の橋をやっていると、だいたい彼らがある部署で勤める期間

は 2 年だから、橋の設計を一緒にやっていて、だいたいわかったのですが、予備設計が 1

年、詳細設計が丸 1 年、工事にかかって 3 年か 4 年ですから、始めてから 5 年か 6 年でし

ょうか。300m か 400m の橋だと、最初にやっている人は熱心にやっているのだけれど、

「すみません、転勤になりました」と言って、自分が一生懸命コンサルタントの人とやっ

た橋がどんな橋になるかがわからないで、どこかに行ってしまう。そのあとから入ってき

た人は、「え、どんな考えでやっていたの？」とよく知らないで工事のあれだけ見ていて、

「何かこれ、自分で考えた橋ではないよね」ということになるでしょう。 

だから、役所で担当している人は、橋が架かっても「これは僕が一生懸命やった橋だ」

という感覚を全然持てない。コンサルタントの人もそうですよね。予備設計をやってだい

たいかたちが決まるのですが、それとは別に詳細設計だけ受けて、計算を一生懸命やって、

「これは自分が設計した橋かな」という実感をなかなか持てない。担当課は異動するし、

職員は転勤する。 

 

4.戦前のデザイン体制 

一時期、石巻に流れ込んでいる北上川、ずっと上っていくと盛岡ですが、途中に北上分

流堰というものがあって、これは信濃川の分流堰ほど有名ではありませんけど、石巻は昔

から洪水に悩まされていたから、途中から分流して太平洋に流すという大工事をやって、

その分流堰の改修の仕事を僕の教え子の中井君というのが東大にいますが、中井君と東北

大にいる平野君と三人でやっていたのですが、国交省の仕事です。調べてみると、まこと

によくできています。 

固定堰です。全然可動部がないのですが、平常時はちょっとそこがいい加減ですが、旧

北上川に 4、放流する水路に 6 だったかな、洪水になって水位が上がると 9：1 だったか、

2 基できていて、ものすごくうまく分流しています。それが新しい基準に間に合わないと

いうので新しい堰をつくってやったのですが、誰がこういうことをやったのかと調べても

らったら、さすがに国交省でも河川のほうは歴史がちゃんととってあります。道路のほう
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はだめですね。誰が設計担当だったか、まったくない。つくればもういいと思っているら

しい。河川はやはり洪水の問題などがあるから、とってあるんでしょうね。 

調べてもらったら、主任技師は浅川熊次郎という京都大学出身の技師でした。その人が

設計主任でずっとやっていて、工事半ばまで 7 年間勤務しています。戦前はみんなそうで

したね。つまり、「これは君の責任だからね」とだいたいめどがつくまでずっと、信濃川の

分流堰もそうでした。最初に設計した岡何とかさんという人だったと思うけど、そのあと

洗掘で転倒したでしょう。それで宮本武之輔が行ってやるわけですが、その前の岡さんだ

ったと思うけど、責任をとって役所を辞めました。そのあと東洋建設を興して社長になっ

た人です。戦前はものすごく責任がはっきりしていました。名前も出ていました。 

橋でいうと、関東大震災の復興を一時期調べていたことがあって、今日はその話はしま

せんが、隅田川に架けた橋は誰かというのが全部わかっています。総指揮をとったのは田

中豊で、永代橋は誰がやった、清洲橋は誰がやった、聖橋は誰がやったと名前が出ていて、

当時の新聞を見るとその一代前にできた日本橋は、明治 44 年ですが、東京市の樺島正義

技師が設計したとはっきり書いてあります。だから、責任者が誰かというのがはっきりし

ていました。 

なぜかというと、これは 2 番目の話になりますが、戦前は橋にしろ川にしろ、全部直轄

でした。役所の中のエンジニアが計画を立て、設計をやり、さすがに工事は途中から昔の

何とか組に出しますが、工事監督もやっています。だから、この橋は俺がやった、この川

は俺がやったというのが、特に内務省ははっきりしていました。 

一方、都道府県はどうなっていたかというと、これはあまり知らなかったのですが、い

ろいろ調べてくれて、僕も調べてわかったのですが、戦前は都道府県のレベルでは、難し

いから橋の設計をできる人がほとんどいなかった。それなので、設計事務所に出していま

した。それが、そこに書いてある樺島正義、増田淳、関場茂樹、阿部美樹志というところ

に出していた。これは皆さん、知らないでしょう。戦前の、民間の橋梁設計事務所です。 

樺島正義は東大を出てアメリカに行って、当時はアメリカに行っても留学ではなく、向

こうの設計事務所に入って、橋梁の製作会社に入って、現場で修行して帰ってきて東京市

に入って、日本橋などを架けた。それで独立して設計事務所をつくった。今日はそういう

細かい話はしませんが、樺島正義は朝鮮でもずいぶん橋を設計しています。次の増田淳と

いうのもアメリカにずっといて、10 年以上いたのかな。帰ってきて、戦前一番橋を架けた

人じゃないかな。これは土木研究所で資料が全部見つかりました。それから関場という人
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間もそうです。 

阿部美樹志はちょっと変わっていて、北大の土木出身ですが、最初は鉄道に入って、も

う壊してしまいましたが、日本橋川を渡るところに二本柱が建っていた外堀アーチ橋とい

うのがあって、その設計をした人間ですが、鉄道を辞めてアメリカに行って、シカゴでコ

ンクリートの研究をやってドクターを日本人で初めてとりました。たぶん鉄道を辞めたの

は彼が北大だから、鉄道は東大閥だから嫌になったんだと僕は思っています。戻ってきて

設計事務所をやって、彼はコンクリートの権威で、東京でいうと東横線や地下鉄銀座線の

渋谷のところの高架橋の設計をやっています。東横線のところの高架ということです。関

西でいうと阪急の高架橋です。 

彼はそういう経歴なので、土木出身で建築の設計もやっていて、まさにエンジニア・ア

ーキテクトなのですが、エンジニアリングもできるし、建築もできる。一番の代表作はも

う壊されてしまったでしょうか、デパートが一緒になっていた阪急の梅田駅です。皆さん

はどう思っているかわからないけど、コンサルタントというのはちょっと曖昧な言葉で、

本当は設計事務所のほうが正しいと思います。橋でも河川でも何でもいいのですが。そう

いうことで、戦前は民間で設計事務所をやって、十分食っていけた。このへんの人がやっ

た橋を見ると、非常にいい橋が多い。 

 

5.戦後のデザイン体制 

それが、（2）ぐらいになりますが、施工は戦前から外注していた。外注というか、建設

会社に出していたわけですが、戦後になると設計も外注するようになった。戦災復興から

立ち上がるというのから始まって、昭和 30 年前後から高度成長が始まったので、圧倒的

にインフラが足りない。鉄道だけはずいぶんつくりましたが、道路に至ってはろくなもの

がなかった。さっき、名古屋に行ったときの話をしましたが、昭和 40 年代で高速道路が

なかったんですからね。 

それから日本は資源小国だから材料を外国から輸入して、加工してものを製品で出さな

いと食っていけないので、港湾が最重点だった。それで物流のためにも高速道路が必要で

した。そのあとは何でしょうか。工業地帯と飛行場かな。だから役所のほうは全然人手が

足りないので、ともかく役所の作業を手伝ってくれるところをつくらないといけないとい

うので、僕の知っている限りだと財団法人ですが、建設技術研究所を戦後にすぐつくった

んでしょう。いまの株式会社ではありません。 
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つまり、それまでは計画・設計ができるのは役所だけでしたから、そういう人間を育て

ないと需要が非常に高まっているインフラの整備に追いつかないということで、設計をす

るコンサルタントを育成しなければいけないということになってくる。ところが、いまは

そんなことはないと思いますが、さっきちょっと言ったように僕は一時期、いまでいうと

国総研になりますが、土木研究所にいたので、研究をするとか、調査をするときも、コン

サルタントに発注するということで発注していましたが、費目が何だったかというと調査

費や設計費ではなく、雑役務費でした。 

つまり、本来役所の人間がやらなければいけないのですが、人手が足らないから雑用を

出す。まさか、皆さんの仕事はいまそうはなっていないと思いますが、最初の出発はそれ

です。ちょっときつい言い方をすると、「頭はわれわれにあるので、君らは作業だけをやっ

てくれればいい」。そこから始まっています。戦前の樺島や増田はそうではなかった。「わ

れわれにはできないからお願いします」と頼んだのに、戦後になって逆転してしまった。 

僕が見るところ、全部知っているわけではないので偏っていると思いますが、コンサル

タントと称してやっていたのは、一時期の日本工営だけでしょう。インドネシアの政府の

首脳部と議論して、インドネシアの開発を日本工営が受けて、計画もやるし、調査もやる

し、設計もやる。さっき廣瀬君の話もちょっとしましたが、昭和 40 年代のときはぼやい

ていました。日本に帰ってきて仕事をやると、役所がうるさくていい仕事ができないと、

当時彼は言っていました。何でも仕切りたがる。というのは、自分たちのほうが技術力は

上だと思っているからでしょう。 

あとは、名神、東名で、日本は高速道路の設計をやったことがなかったので、アウトバ

ーンの設計をやっていたドルシュさんに来てもらって、ずっと指導してもらっていた。そ

れが、本当でいうコンサルタントでしょう。つまり、さっきの企画、計画とか何とかとい

う話だったら、その上のほうの話です。コンサルタントというのは、技術の肝心なところ

で相談に乗ってくれるということです。ビジネスコンサルタントだってそうでしょう。う

ちの会社はどうも調子が悪いので、ちょっと現状を診断してもらって、どういう手を打っ

たらいいか考えてくださいと相談するのがコンサルタントでしょう。会社のフロアの設計

をしてくれと頼むわけではない。 

そういう点からいうと、正しくいうと皆さんの仕事は設計事務所だと思います。だんだ

ん時間がなくなりましたが、3 番目でいうと、とにかくある時期以降コンサルタントにみ

んな丸投げしていって、つまり役所のインハウスエンジニアも設計をやったことがないか
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ら、設計ができない。昔やっていた人はわかると思いますが、いまの人はできないでしょ

うね。そういう人があれこれどうだ、こうしろというのはおかしいと、僕は思いました。 

・標準設計・入札・著作権とありますが、標準設計というのはだいたい決まっていて、

このぐらいの橋だったらここ、それを設計してもらうのに一番安いところに出すという入

札です。それから甲乙の関係でいうと、コンサルタントが実際の設計をやるのだけれど、

著作権は役所にあります。この三つは、世界的に見て極めて特殊です。戦後の日本だけで

はないかな。 

皆さんは遅れていると思っているのかもしれませんが、中国や韓国は日本より進んでい

ます。僕は中国の仕事は嫌だからやったことはありませんが、韓国の橋のコンペは 3 回ほ

ど長大と一緒にやったことがあって、だいたい世界から全部来るコンペです。韓国のコン

サルタントも組んでいる。それが常識です。中国もどんどんやっているでしょう。 

つまり、安く仕事をやってくれるところを選んでいるわけではなくて、いい仕事をやっ

てくれるところに頼みましょう。中国でいうと国威発揚とかいろいろあるかもしれません。

だからこれだけは認識してもらいたいのですが、標準設計的なものがあって、価格入札で

著作権が設計している人にないというのは、戦後日本だけの極めて特殊な事情だと思いま

す。だからどうするというのかは難しいのですが。 

それから昨今は、さすがにプロポーザルというのが増えてきて非常にいいのですが、僕

も何回か国交省の部外の評価者でやりました。しかし、そういうのが一向に増えない。だ

いたい役所の人間だけで評価している。ときどき直接言うのですが、何かやましいことが

なくても社会的に見ると、発注している側だけで審査して決めているというのは、やまし

いことをやっているんじゃないかと疑われるよと言っているのですが、だめです。橋でも

川でもいいのですが、そういうことを評価できる専門家が役所の中にそんなにいるかとい

うと、いないと僕は思います。極めて透明性に欠ける。 

だから問題点の 4 ですが、まとめると実質と形式が乖離していて、設計に関して言えば

コンサルタントの人が実際にやっているにもかかわらず、形式上は役所がやっているとい

うことに、まだなっているわけです。これはおかしいよね。それから 2 番目、さっきも言

いましたが、もう量は足りていていいものがほしいというのがみんなの本音なのに、全然

その転換ができない。それからこれは言い過ぎかと思うのですが、全員ではないのですが、

いいものをつくるという意欲が欠けています。なぜかというのは難しいところですが、わ

からないでもない。 
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つまり価格、コストも含めて、いい車をつくれば売れるわけだから、売れたら業績にな

って回って自分に跳ね返ってくるわけです。みんな金だけで動いているわけではないけど、

役所はそのインセンティブがない。役所の人が頑張っていいものをつくると誉められて、

給料が上がったりするかなと思うとなくて、失敗すると×がついてということになってい

るシステムのせいじゃないかと、僕は思います。 

もうずいぶん前で、東大に勤めていた頃だからびっくりしたのですが、あるときから賞

をもらったら給料が上がるという話になっていて、そのときデザインで賞をもらったんで

す。東大の教授でしたが、そのとき給料を 2000 円ぐらい上げてくれました。ヘーッと思

って、それはやる気が出るなと。 

それから問題点の 4 ですが、ともかくそういうことで結果的に競争がない。ちょっと年

齢だから言うのですが、こういう社会はいずれ滅びるでしょうと僕は思っています。つま

り切磋琢磨していいものをつくった人が誉められて、努力しないのはだめだというのが資

本主義というか、民主主義ですよね。そうなっていないのだから、このままいっていたら、

いずれ土木の分野は滅びるのではないかと思います。 

 

6.これからの土木のエンジニア 

3 番目、土木のエンジニア、本当はこれを一番言いたかったのですが、いままでの話で

わかってきたかと思いますが、高度成長もそうだし、戦後の戦争に負けたあとの復興もそ

うだし、戦前もそうですが、ともかくみんないい暮らしをしたいというのが原動力になっ

て、文明というものが出てくるわけでしょう。なるべく速く行きたいというので鉄道を敷

くし、なるべく快適に暮らしたいというのでエアコンが発達するし、車が発達する。 

そういうのを支えてきた一番手は土木だと思います。向こう側に行けないので困ってい

るから橋を架ける。港をちゃんとつくってくれとか、橋をつくってくれと命令されると、

土木の人間はまじめなものだから、「はい、わかりました」と一生懸命やるけれども、とも

かく企画をやったことがない。つまり、何をつくるべきかとか、どういうことをしたら人

に喜ばれるかということをいままであまり考えたことがない。それは、上の人が考えてく

れていたからです。そうだと思います。 

何かつくることが決まっていて、一生懸命やれというとそれは得意なのですが、ものが

充足してきているから、その時代はもう終わりつつあります。何をやったらいいでしょう

か、何をやったらこの町のためになるでしょうかというのが問題なのがいまの時代で、橋
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を架ければいいとか、河川の整備をやればいいというのが、本当にいいかどうかはわから

ない。だけど、残念なことにそういうことをやったことがないので、そういうことをやれ

と言われてもなかなかできない。 

3 番目に書いてある、揺らぐ主人への信頼というのは、今度の震災も原発もそうでしょ

う。こういうことをやっていれば快適に暮らせると言っていたのだけれど、そんなことは

嘘かもしれない。近代文明で便利に快適に安全にというのが本当かな、というのが増えて

いるわけでしょう。僕は必ずしも脱原発に賛成ではありませんが、みんなそういうふうに

疑いつつあります。だから、確信を持ってこういうことをやるといいよと言ってくれる人

は、もういない。だから自分で考えるしかない。 

もはや主人をあてにしてはいけない。皆さんからいうと、主人は国交省だったり、県の

土木の役人です。それは信用できない。彼らだって、どうやっていいかわからない。むし

ろ皆さんが考えて、こういうことをやるとあなたの町のためになるのではないですかとい

うことを提案しなければいけない。それは結構大変です。タイトルでつけた「下僕の下僕」

というのは、一番の主人は文明で、組織でいうと国の政治家あるいは高級官僚で、その下

僕が国や県の課長や係長の土木のエンジニアで、皆さんはもっとそその下だと。だって、

言われたとおりにやれと言われて、ずっとやってきたんだから。 

だけど、それはもうやめなければ食っていけない。言われているとおりにやると言った

ら、ますます市民の信頼を失うと思います。そういう時代だと、僕は思います。これは結

構大変ですけどね。もう一回言いますが、これこれこういう橋を架けろとか、河川を整備

しろと言いますが、本当ですか、この河川の改修工事は確率 150 分の 1 と言っていますけ

ど、それはおかしいんじゃないですかと言わなければいけない。今度の防潮堤の話でいう

と、20m も防ぐ奴が必要ですかと、本当は言わなければいけない。だってそういうことを

言わないで、言われるとおりにやってきた結果、むしろ社会の信用を失ってきたんだから。

そういう時代だと、僕は思います。 

これは難しいのですが、計画設計のレベルでいうと、ずっと縦系列でやってきているの

で、それではまずいので、実際に受け手である実質のほうでチームを組んで、そういう仕

事でパラパラ来ていますが、われわれはトータルにデザインするということをやらないと、

縦割りになっているから役所ではできない。 

それから、委員会のようなものをつくってずいぶんデザイン作業をやっていましたが、

必ず傍聴を自由にしてやってきました。つまり、発注側の役所とコンサルタントとわれわ
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れ有識者だけでやっているのでは市民はわからないので、市民が全員必ず聴けるようにし

てやっています。そうすると、役所も勝手なことは言えない。実際には財政的に発注して

くれないから難しいのですが、主人は役所ではなく市民だと考えないとだめだと思います。

だって役所だって市長だってみんな、市民に何か言われるのが一番嫌なわけです。それが

ビジネスの新しいモデルになるかどうかは、なかなか難しい。でも、もうそろそろ切り替

え時だと思う。 

それから A とか B とかいろいろ書いてありますが、言われたとおり設計しますというの

ではなく、なるべく企画のほうの仕事からやってほしいので、なかなか難しいのですが、

一つはホームグラウンドをつくるといいんじゃないですか。大槌の復興でやりつつあると

思いますが、ともかくこの市やこの県とはずっとつきあっていこうというのが本来のコン

サルティングです。何か困ったら、向こうから電話がかかってきて相談に乗る。別に橋の

設計をくださいとか、河川の計画をやりたいというのではなく、困ったら相談に乗ります

よと。それが来たときに、町医者のようなものだから、すぐに仕事にならなくてもやるん

です。 

ものすごく大変な問題だったら、専門家を呼んできてデザインチームを組んでやればい

いんだし、自分のところの会社だけでやれないのなら、別の会社とチームを組んでやれば

いい。そういうふうにして、市民の信頼を得るのが非常に重要ではないかと思います。そ

れじゃないといつまで経っても、あそこは役所から仕事をもらっているから役所の言いな

りでやっているだけでしょうという話になると、市民が信用しないと思う。 

 

～～～スライド説明～～～ 

 

ずいぶん時間が超過してしまって申しわけありません。やはり最初の話が長かったよう

です。難しい課題で、なぜかというと、何か改革しようと思っても僕にも決定権がないし、

仕事を受けている皆さんにも決定権がない。だけど、中国と違ってなどと言うとまずいの

ですが、民主主義の世の中だから、やはり最終的にはデザインにしろ、知事、市町村長に

しろ、市民が選ぶわけです。だから市民が、やはりこういうほうがいいよねとなれば、そ

んなにすぐには変わらないかもしれませんが、だんだん変わっていくと思います。 

熱心に聴いていただいて、どうもありがとうございました。（拍手） 

司会 どうもありがとうございました。時間も経っていますので、どうしてもここで聞
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いておきたいという方がいらっしゃれば、ご質問を受けますが、よろしいでしょうか。先

生にはこのあと懇親会も出席していただけますので、皆さん聞きたいことあれば、そちら

のほうでしてもらいたいと思います。 

それでは最後に、篠原先生に盛大な拍手で感謝したいと思います。先生、どうもありが

とうございました。（拍手） 

篠原 まあ頑張ってくださいということです。 
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