
大都市の停滞と都市政策の視点
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1. 大都市の動向

わが国は，時間的ズレをもちながら，欧米先進

国と同様の都市化のパターンをたどってきたと指

摘されている.そこで，まず欧米先進国の大都市

の動向を概観してみる.ついで，欧米先進国の都

市化の動向に照らして，わが国の大都市の動向を

みていく.

ほんじょうゆういち 神戸市役所市長室企画調整部

1.1 欧米先進国の大都市の動向

成長を続けてきた欧米先進国の大都市(圏)は，

1970年代に入って転機を迎えた.ニューヨークの

財政破綻に象徴されるように，欧米先進国の大都

市(圏)に都市の衰退ともいうべき現象が広がっ

てきた. OECDの都市問題特別グルーフ。は，都

市の衰退を， r人口の減少」と「経済基盤の低下」

という 2 つの要素によって定義している[ 7].そ

こで，まず大都市圏の都心部の人口の動きをみる

と(表 1 )軒並み減少していることがわかる.都

表 1 欧米先進国の大都市圏の人口・就業人口の増減率 (単位:%)

人口の増減率 就業人口の増減率 人口の増減率 就業人口の増減率

中心都市名 都(齢心部)!却Y古窪圃 都(齢心部)l|P都宮罫圃 中心都市名 都(都中心品当)! 都全市体圏 都(齢心部)!却Y士器圃
デンマーク リパプール ム 16.36 ... ... 

(1970, 1980) 西ドイツ

コベンハーゲン ム 18.96 ム 0.40 ム 12.11 4.72 (1970, 1978) 

フランス シュツットガルト ム 7.81 ム 0.67 65.80 

(1968, 1975) フランクフルト ム9.07 2.85 ... ム 6.07
ノ、。 リ ム 11.23 3.62 ... 5.22 ノ、ンフ'ノレク ム 7.22 0.84 ム 4.65

リ ヨ ン ム 13.47 7.48 11.57 ドルトムント ム 5.64 13.96 ... 6.37 
スイス (1970， 1980) (1970, 1975) ジュイスプ11- 11 ム9.55 ム 8.07 ... ム 8.90

パーゼル ム 15.44 ム 5.14 6.50 8.90 ハノーパー ム6.58 ム 0.65 ... ム 8.32
4 ¥  • 11- 二/ ム 13.80 ム1.42 3.79 4.45 オランダ

(1970, 1975) 
ジュネープ 611.31 2.64 2.86 6.39 (1970, 1976) 

チューリヒ 613.11 ゐ 2.80 3.38 5.24 ロッテルダム ム 8.57 61. 57 ... ム 9.05

スウェーデン アムステルダム ム 8.44 ム 3.30 ... ム 4.48

(1 970, 1975) ，、 11' ム 10.84 63.60 ム 6.26

ストックホルム ム9.45 0.95 0.62 6.14 ユトレヒト ム9.89 0.61 4.65 

エーテボリ 64.53 1. 85 4.62 6. 72 アメリカ合衆国

'マ ノレ メ ム 4.13 3.35 ム 5.50 ム1. 35 (1960, 1970) 

イギリス ボルチモア 63.51 14.80 ム 2.65 25.95 

(1971 , 1981) ボス ト ;/ 68.03 11.97 ム 7.53 11.02 

ロ ン ドン ム 17.66 ム 10.12 ム 3.53 シ カ コ。 ム 5.15 12.15 ム 3.58 13.55 

マンチェスター ム 17.40 ム 4.92 ... ム 0.68 デトロイト ム9.52 12.28 ム 8.35 18.23 

(注) ( )内の数値は観察期闘を示す.

資料: OECD, Policies to Revitalise Cities, 1982 
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表 2 わが国の大都市閣の人口・就業人口の増減率 (単位:%)

人口の増減率 就業人口の増減率

中心都市名 昭和40年-50年 昭和50年-55年 昭和40年-50年 昭和50年-55年

中心都市|都市圏全体|中心都市|都市圏全体 中心都市|都市圏全体|中心都市|都市圏全体
東京都区部 ム 2.8 38.8 ム 3.4 10.5 29.5 1.9 ... 
名古屋市 7.5 40.3 0.4 ... 10.1 27.6 2.3 ... 
京都市 7.0 78.6 0.8 ... 9.5 58. 7 2.8 ... 

大阪市 ム 1 1. 9 39.0 ム4.7 ... 1.4 25.2 ム 2.4 ... 
神戸市 11. 8 74.3 0.5 ... 9.8 64.2 0.8 ... 

北九州市 1.5 24.9 0.7 6.5 23.8 ム0.5 ... 

福岡市 33.6 68.5 8.6 ... 38.2 59.4 10.4 ... 

札幌市 56. 1 47.0 13.0 ... 55.6 45.6 12.7 ... 

広島市 69.2 54.5 5.5 ... 51. 2 43.2 4.5 ... 

(注) 全国は昭和40年-50年の期間に，人口 12.8%増，就業人口2 1. 6%増，昭和50年-55年の期間に，人口4.6%増

就業人口 4.7%増となっている.

資料:①三菱総合研究所『日本の都市圏』総合研究開発機構. 1981. 

②国勢統計調査

心部の減少が大きいため，都市閤全体の人口も減

少しているところもある.ついで就業人口の動き

をみると，人口の動向と並行して，大都市の就業

人口の伸びも鈍化，ないし減少を示している.

このような傾向を，都市化の流れの中に位置づ

けて分析しようとする考え方がある.その l つ

が，クラッセン教授の「都市圏域のライフサイク

ル仮説」である [4 ]. クラッセン教授は，都市発

展の段階を，①狭義の都市化，もしくは集中的都

市化，②郊外化，③逆都市化，④再都市化の 4 つ

にシェーマ化した.第 l 段階の狭義の都市化は，

工業化にともなって農村から都市へ人口が流入す

る都市の最初の発展プロセスである.第 2 段階の

郊外化は，都心部の人口が郊外に流出するのにと

もなって，都心部の人口の相対的あるいは絶対的

減少が生ずるが，郊外の成長によって，都市圏全

体としてはなお成長する段階である.第 3 段階の

逆都市化は，都心部だけでなく都市閤全体でも人

口が純減現象を呈するようになる段階である.第

4 段階の再都市化は，都心の再開発によって，人

口が再流入する段階である.この仮説によれば，

欧米先進国の大都市は，郊外化の段階から逆都市

化の段階に入りつつあるといえる.

1983 年 4 月号

1.2 わが国の大都市の動向

次にわが国の大都市の動向をみてみよう(表2).

その際，前述のクラッセン教授の仮説をもとにし

た山田浩之京大教授の都市化のパターン分類[9 ] 

を用いる.すなわち，全国の増加を基準にとり，

全国の増加率よりも大きい場合を「成長J，全国

の増加率よりも小さいが増加している場合を「停

滞J ， 減少している場合を「衰退J とよび， 中心

都市，郊外都市，都市圏域について，この 3 つの

分類を組合せて都市化のノ屯ターンを分類するもの

である.

昭和40年代の大都市圏の人口の動向をみると，

古い大都市である神戸市・名古屋市・京都市・北

九州市の各都市圏では，都市圏全体としては郊外

の成長に支えられて成長を続けているものの，中

心都市は停滞を呈している.東京都区部・大阪市

の都市圏は，都市圏全体としては成長が続いてい

るが，中心都市は衰退している.一方，比較的新

しい大都市である札幌市・広島市・福岡市の各都

市圏においては，中心都市・郊外ともに成長を示

し，しかも中心都市の成長がより急速で，相対的

に中心都市への集中が進んでいる.

ついで，昭和40年代の就業人口の動向をみる
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と，古い大都市の都市聞は，いずれも都市圏全体

としては郊外の成長に支えられて成長しているも

のの，中心都市は停滞している.

このように昭和40年代の大都市の大部分は，人

口と資本の郊外化の進展にともなって，停滞傾向

を，さらには東京都区部・大阪市において人口面

で衰退傾向を示している.しかし，集積の利益を

求めて都心に集中する第 3 次産業の増加が，第 2

次産業の減少を上回っているため，欧米先進国の

大都市にみられる就業人口の減少傾向は現われて

いない.

しかし，昭和50年代に入って大都市の停滞傾向

が一層進展するとともに，大阪市と北九州市にお

いては，就業人口が減少に転じている.このこと

は，わが国の大都市が，逆都市化，あるいは都市

の衰退への道を歩んでいることを予告するものか

もしれない.

2. 郊外化のメカ=ズム

前節においてわが国の大都市の大部分は，郊外

化段階にあることが示唆された.そこで，郊外化

のメカニズムについて，経済的側面から概観して

みる.

資本と人口は，集積の利益を求めて都心へ集中

する.こうして集中した資本や人口は，集積の利

@ 益をさらに大きくし，それが，資本と人口の集中

を一層進める.しかしながら，資本と人口の集中

は，通勤交通の混雑や道路渋滞などの混雑現象，

大気汚染や騒音などの公害現象，狭少過密住宅現

象，地価騰貴などの過密の弊害を引き起こすこと

Vこなる.

そのため居住環境は悪化し，人口は，所得の上

昇とともにより快適な居住環境を求めて郊外へ移

動する.この郊外への流出は，郊外電車・自動車

の発達によって可能となる.人口の郊外化が進む

と，高次で広域的な 3 次産業は「都市化の経済」

を求めて依然都心に集中するものの，製造業は，

生産の増強や技術革新にともなう設備更新を目ざ

188 (24) 

し，都心から流出する.また，人口の郊外化に対

応して，低次で狭域的な小売業・サーピス業も郊

外に移転してゆく.この産業の分散は，さらに人

口の分散を押し進める.こうした傾向は，後述の

国の人口・産業の地方分散政策，大都市への集中

抑制政策や需要追随的な都市政策によって，一層

促進される.

このように郊外化は，より良い居住環境・より

高い利潤の追求という個人と企業の行動にしたが

って生じ，政府の政策によって推進されたものと

考えられる.

3. 郊外化段階の都市問題

郊外化にともなって，大都市の人口・就業人口

の伸びは，鈍化あるいは減少するが，このこと自

体は問題ではない.すなわち，過剰人口・企業の

流出によって，過密居住が解消され，また公共施

設の過密が緩和されるというメリットが生ずる.

しかし，郊外化がある程度以上になると，中心都

市(都心部)に軽からぬ病理的現象(都市問題)

が発生し，それがさらに人口・就業人口の減少を

招くという悪循環が生ずる.その結果，都市の衰

退を導く可能性がある.

郊外化段階の中心都市に生ずる都市問題を，整

理してみれば以下のようである.

① 郊外化の過程で，移動性の高い若年人口と

中高所得人口，および優良工場が中心都市から

流出することによって，経済基盤が低下する.

② 中心都市に残るのは，最も移動性の少ない

高齢者・低所得者および地元密着型の中小零細

企業ということになる.その結果，中心都市の

人口の高齢化・低所得化が急速に進む.

③ 中心都市の住宅・工場は，物理的にも機能

的にも老朽化している.しかし，修復が十分に

なされないため居住環境が悪化する.同時に，

移転工場の跡地利用が重要な環境問題になる.

④ 中心都市の人口減少にともなって教育施設

などの社会資本ストヅクの遊休化が進み，せっ
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かくの投資がムダになる.

⑤ 財政上の問題である.

歳入と歳出のギャップの拡

大によって，慢性的な財政

危機に陥る.人口・経済活

動の停滞，ないし表退によ

って歳入の伸びがとまる.

これに対して，老人福祉な

どの扶助費や社会施設など

の人件費の増大，既存社会

資本ストッグの維持補修費

の増大，および都心の業務

化にともなう昼間型需要の

増大などのために，歳出は

依然増大する.この結果，

歳入と歳出のギャップが拡

大する.

このように，郊外へ人口や資本が流出しても，

中心都市の都市問題は，一層深刻化こそすれ解決

はしない.また，郊外へ転居した人口の大部分は，

中心部市の職場へ通勤しているため，通勤交通の

混雑問題が深刻化する.さらには，郊外において

も，郊外化が急激に進むと，自然環境の破壊，膨

大な行財政需要にともなう財政悪化などの都市問

題が発生する.

4. 神戸都市圏毛デルによるシミュレ

ーション結果

郊外化の事例として，神戸都市閤(図 1 )をと

りあげ，地域計量経済学的観点から，将来の郊外

化の動向と，各種政策の郊外化に対するインパク

トをみてみる.そのため，神戸都市圏モデ、ル(注 1 ) 

を用いる.このモデルは，内生変数45個，それを

説明する式は，構造方程式40本・定義式 5 本であ

る(図 2 ).モデルの主たる特徴は次の点である.

①郊外化のメカニズムを 2 で、述べたように経済

的側面から把握する.②ミクロの極大原理をベー

スにする.すなわち，各個人は効用の最大化を，

1983 年 4 月号

図 1 神戸都市圏

各企業は利潤の最大化を目ざして行動すると仮定

する.③内部経済だけでなく，集積の利益，過密

の弊害などの外部経済を陽表的にとり扱う.④都

心と郊外との都市化の程度の差を考慮して，地域

ごとに異なったモテ帆ルを作成する.⑤時間距離，

ポテンシャルを導入する.⑥年齢別人口を陽表的

にとり扱う.⑦政策手段変数として，社会資本ス

トッグ，公的住宅ストック，時間距離をとりあげ

る.モデ、ルの詳細は，紙数の制約で割愛する.

神戸都市圏は，第 l 地域の都心と，第 2 (西北

神)・第 3 (東鰭)・第 4 (阪神)の郊外 3 地域の合

計 4 ブロック地域から構成される.都心と郊外に

ついて，昭和40年から昭和55年のデータを用いて

逐次最小自乗法により，モデルを推定した.ファ

イナルテスト結果は，内生変数全体の 4 分の 3 が

5%以下と良好な適合度を示している.

このモデルを用いて，昭和55年からの年までの

単純外挿予測を行なった結果をみてみよう.なお

外生変数の将来値をおおむね過去のすう勢にそっ

て外挿して求めた.表 3 に示したように，まず今

後も郊外化が一層進展することがわかる.その過

程で，都心において人口は減少し，同時に急速に
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図 2 神戸都市圏モデル因果序列図概要 *は外生変数であることを示す

高齢化している.卸小売業の就業人口は増加する

ものの，それを上回って製造業の就業人口が減少

しているため，就業人口は減少傾向を呈している.

また，郊外化にともなって通勤者数が増大してお

り，このことは，通勤混雑問題がより深刻化する

ことを物語っている.さらに注目すべき点とし

て，人口・就業人口の減少地域が，都心から郊外

の一部にまで拡大していることを挙げることがで

きる.このことは，郊外化の進展にともなって，

都心だけでなく都市圏全体でも減少するという逆

都市化の段階(都市の衰退段階)に入りつつある

ことを示す兆候かもしれない.

表 3 単純外挿予測結果(主要変数) (単位:%)

比ィ値年昭和実4績1 年値昭和実績55 
昭和41

昭和予60 
年成~長平55年均率 年値 測

人
1019 903 ム 0.9 846 

2 210 464 5.8 565 
口

3 490 765 3.2 940 

(千人) 4 510 676 2.0 692 

総 553 551 ム0.02 529 

就業
2 39 92 6.3 109 

人
口 3 211 282 2.1 352 

(千人) 4 140 168 1.3 167 

製造就実 135 104 ム1. 8 89 

2 5 13 7.5 15 

業口 3 80 94 1.2 102 

(千人) 4 30 24 ム1. 7 24 

(注) 市内純生産は実質ベースである
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昭和65
昭和55

値年予測年成-6長平5年均率

813 61. 0 

642 3.3 

1145 4.1 

634 ム 0.6

525 ム0.5

130 3. 5 

401 3.6 

157 ム 0.7

81 ム 2.4

17 2.1 

109 1.5 

24 0.0 

言、年年値昭和実4績1 値年昭和実績55 
昭和41

昭和60値昭年和65
昭和男

成年~長平55年均率値年予測j 予測 年成~長6平5年均率

卸就業 95 115 1.3 121 133 1.5 

業売人口
2 5 16 8.6 20 25 4. 7 

3 27 47 4.0 59 71 4.3 

(千人) 4 22 34 3.2 32 29 ム1. 3

主年入品 \1 ¥ 5.7¥ 10.2¥ 4.2¥ 1l.8¥ 13.5¥ 2.8 

通吋~ I 
3.5 

(千人) I 4 22 33 2.9 33 35 0.6 

過 密 \1 I 2.9 

市総生
8708 19679 6.0 24036 35318 6.0 

2 456 2826 13.9 4108 5488 6.9 
内産 3 2583 9384 9. 7 12058 14907 4. 7 
(億円)

4 1847 5457 8.0 5478 4958 60.9 
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ついで，事後的シミュレーションによって，分

散政策の郊外化におよぽす効果を測定した結果を

紹介する.分散政策として，郊外での公共投資の

増加・公的住宅建設の増加・および郊外から都心

までの時間距離の短縮を想定した.いずれの分散

政策も定性的に指摘されているように，郊外傾向

を一段と加速化し，それにともなって，都心の人

口・雇用機会をより減少させるということが実証

された.また，時間距離短縮政策が，郊外化に対

して強い影響をおよぼすことが明らかになった.

このことから，郊外化を抑制するためには，これ

以上の都心と郊外との大量交通機関の拡大を慎重

にしなければならないといえよう.

さらに，事後的シミュレーションによって算定

した都心の再開発政策の効果をみてみる.再開発

政策としては，都心における公共投資の増加と公

的住宅建設の増加の 2 つをとりあげた.前者は，

都心での経済効果が大きいばかりでなく，都心闇

全体での経済効果も，郊外での公共投資増加のケ

ースに比べて大きいことが明らかになった.しか

し，人口の流出抑制効果は，期待するほど大きく

なかった.これは，公共投資にともなって都心の

地価が上昇し，その結果，住宅建設があまり増加

しないためで、ある.したがって，人口の郊外化を

抑制するためには，公共投資とともに地価上昇抑

制政策(住宅併存型再開発など)を講ずる必要が

あるといえる.後者の公的住宅建設は，都心での

人口面の効果はいちじるしいが，経済面の効果は

ほとんどみられなかった.このことは，前述のよ

うな都心の都市問題に対処するためには，住環境

政策だけでは十分でなく，経済回復政策を同時に

講じる必要があることを示唆している.

5. 大都市政策の転換の方向

前節のシミュレーション結果によって，わが国

の大都市はこのままいけば，欧米先進国の大都市

と同様，逆都市化あるいは都市の衰退を迎える可

能性があることが示唆された.また，従来の人口
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や企業の分散を中心においた大都市政策は，前述

の都市問題をより深刻化させることが実証され

た.このことをふまえて，これまでの大都市政策

の根本的な再検討が必要になる.

5.1 従来の大都市政策

戦後，各国の国土政策における大都市政策は，

過密の解消のために，大都市から企業や人口を分

散させるとし、う消極的なものであった.わが国の

国土政策のモデルとみられているイギリスは，大

都市の過密緩和のため，ニュータウン建設・事業

所規制・都心部での産業の立地規制を展開してき

た.わが国でも戦後一貫して大都市抑制政策がと

られてきた.その事例が，工場等制限法・工場立

地法・工業再配置促進法，いわゆる工場規制三法

の制定であり，新産業都市あるいは工業整備特別

地域の建設であった.

わが国の都市政策は，基本的には郊外化という

傾向を承認して，それに対し需要追随的な手をう

ってきたと指摘されている [8 ].すなわち，高速

鉄道建設や郊外での団地やニュータウンの建設，

既成市街地からの工場移転の促進措置は，計画的

に郊外化をはかるものである.また，都市再開発

は，経済的効率性・利潤性の観点から商業中心に

行なわれてきたが，これは都心の業務地区への純

化をもたらす反面，人口の郊外化を促進するもの

である.

5.2 大都市政策の視点

U ターンあるいは J ターン現象とよばれるよう

に，人口の地方分散化傾向は着実に進行し，また，

工業等の地方分散も進み地域による所得格差も是

正されつつある.このような地方分散傾向の定着

や地域所得格差の是正を考えあわせれば 3 で指

摘した都市問題に対応し，都市の衰退を回避する

ために，大都市政策を，集中の抑制・過密の分散

から，大都市内部の再生の方向に転換させる必要

があるといえよう.すでに，イギリスは分散政策

にブレーキをかけ，都心部の再開発に力を入れ始

めようとしている[ 1 ]. 
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表 4 新開発にともなう新規増投資費および運営費純増(人口 1 万人当り) (単位:億円)

新規増投資費 運営費純増

区 分 |金額| 備 考 区 分 |金額| 備 考

学校建設 46 小学校・保育所・幼稚園各 1 校， 学校運営費 1.4 2100人の標準校新設人当り

中学校 0.5 校 6.7万円純増

交通施設建設 20 地方鉄道建設，市パス施設 市パス運営費 0.5 

下水道建設 20 処理場・管渠建設費，使用料で建

設費25%償還
その他運営費 0.1 コミュニティ施設など

その他建設 14 生活文化施設など

言十 I 100 I 計 I 2.0 I 
資料:神戸都市問題研究所「インナーシティ再生のための政策ピジョンjJ 1981. 

また，社会資本の利用効率や省エネルギー・省

資源とし、う観点からも，巨大な建設投資とエネル

ギーなどの資源需要を必要とする新都市の建設よ

りも，社会資本ストックの蓄積があるため新たな

社会資本の投資を必要としない大都市の再生こそ

望ましいといえる.神戸都市問題研究所『インナ

ーシティ再生のための政策ピジョン』では，この

効果を具体的に算出している.すなわち，神戸市

内において，新開発 1 戸に対してどれほどの社会

資本の追加投資が発生し，どれほどの既成市街地

の社会資本のロスが発生しているかを求めてい

る.試算対象の社会資本としては，自己投資を特

別財源で償還する能力をもたず，新開発によって

新規に投入を余儀なくされる社会資本(学校・交

通・下水道など)をとりあげている.表 4 に示し

た試算結果をみると，人口 l 万人がインナーシテ

ィ地区(都心部)に居住することによって，新開発

地居住に比べて建設費で約 100 億円，運営費で 2

億円のコストの軽減がもたらされるとみなされて

いる.これは，金利を年 8 分と仮定すると年間 10

億円の財政コストの軽減をもたらすことになる.

5.3 大都市の再生政策

個人と企業の自由な立地選択行動にしたがって

郊外化が生じている.したがって，人口を都心に

よびもどすためには，まず，都心に住みたいと考

えるような意識改革が必要となる.アメリカでは，

閏園的生活環境を高く評価しているのに対して，

イギリスを除くヨーロッパでは，都心に住むこと
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に評価を置いている.文化的・娯楽的機能が都心

に集中し，このような施設への近接の面の有利き

が，都心居住の優越の要因になっている.パリを

はじめ多くのヨーロッパの都市において，社会的

地位が高く，裕福な人ほど都心の近くに住み，そ

の結果郊外化はアメリカほど進んでいない.わが

国も，都心に生まれ，都心に育った人が増加して

いることから，今後都心居住者の定住意識が高ま

っていくであろう.

都市の再生のための主たる戦略として，居住環

境の改善と経済基盤の充実の 2 つが指摘されてい

る.

前者は，大都市を雇用の場・経済の場として考

えるだけでなく，人聞が生活する場として見直

し，住宅水準を含めた住環境の改善を求めるもの

である.そのためには，従来の商業中心の都市再

開発から，快適な居住環境づくり中心の都市再開

発に転換させる必要がある.再開発を進めていく

うえで，高地価による再開発のコスト高を抑える

ため，住宅併存型の再開発を進める必要があろ

う.また，戦略的に重要となる地域として，大都

市に広範に広がる木造賃貸住宅群をあげることが

できる.居住環境をよくするためには，再開発と

ともに，土地利用規制を行なう必要がある.たと

えば，土地利用規制によって住工混雑の防止を図

ることや新幹線の沿線，幹線道路の沿線など騒音

のやかましいところにオープン・スペースをつく

ることなどが考えられる.
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後者は，都市の経済が都市の成長を規定する主

要因の 1 つであることや職住近接を考慮して，都

市型産業の振興を図っていかなければならないと

いうことである.今や第 3 次産業の発展が大都市

経済を支えている.したがって，第 3 次産業の立

地や育成に努めなければならない.特に，研究開

発・情報文化などの産業の開発育成を図るべきで

ある.同時に，欧米先進国の都市の衰退の主たる

要因の l つが，都市型工業の雇用力の減退である

ことを考慮すれば，都市型工業の振興を図る必要

がある.都市型産業の育成のためには，工場規制

3 法の制限を撤廃させるとともに，都心への立地

に優遇措置を講ずることなどが考えられる.

このような大都市の再生は，地方公共団体主導

で実施していかなければならない.都市を再生す

るためには，それぞれの地域の実情にあった個性

的で魅力的なまちづくりが必要である.それは，

最も地域に密着した地方公共団体に期待されるも

のである.

また，都市の再開発を広く，かっ強力に推進す

るためには，民間エネルギーを適切に活用してい

かなければならない.再開発の事業費は l ヘクタ

ール当り 100 億円近くはかかり，事業期間も最低

10年かかると指摘されている.このことは，公共

がすべての地域の再開発を行なうことが無理であ

ることを示すものである.また，まちづくりは，

公共だけでなく多くの主体が実際に行なっている

のであり，したがって基本的には民間との協同作

業によって行なってゆくべきものである.

結論的にはこれからの大都市政策を，大都市か

ら地方に人口と資本を分散させる政策から，都市

の再生政策へと転換させなければならないといえ

よう.

(注 1 )本モテりレは，昭和57年度筑波大学経営・政策科

学研究科における私個人の研究結果である.

(付記)なお，本稿の内容は，筆者の属する神戸市役所

とは無関係である.
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ロメオとジュリエット

主役の男と女の名前を冠した文学作品のタイトノレは

数が多い. I ロメオとジュリエット」しかり， I ダブニ

スとクローエJ またしかり.わが国では[お染久松J ，

「おさと沢一」など，数えきれないほどである.

ところで，欧米の場合は男性名が先であるが，日本

の場合は女性名を先に置く. I鶴八鶴次郎J は鶴八が

女性である.芝居の番付では女性の主役を一枚目に配

することは前にも述べた.日本は男尊女卑の閏のよう

ーに言われているが，決してそんなことはない. レディ

i ファーストの風習が立派に残っているのである.

(小野勝章)
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