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『戦後都市計画を再考する：高山英華の生涯』 
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谷 大変長らくお待たせいたしました。ただいまから第４２回都市・環境フォーラムを開

催させていただきます。今日は梅雨の谷間でお天気もよくなりましたが、大変お暑い中、

お越しくださいまして、まことにありがとうございます。 

本日のご案内役は、私、広報室の谷礼子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

さて、本日は、ご案内のとおり、首都大学東京 都市環境学部教授でいらっしゃる東秀紀

先生にお越しいただきました。本日は、「戦後都市計画を再考する：高山英華の生涯」と題

してご講演をいただきます。 

東先生は、お手元の資料の通り、建築史家、作家としてもご活躍でいらっしゃいます。

本日は、高山英華先生の人柄、その功績をお話しいただきながら、都市計画、まちづくり

についての本来のあるべき姿についてお話をいただけるものと楽しみにしております。 

それでは早速、先生にご講演をいただきたいと存じます。皆様、どうぞ大きな拍手で先

生をお迎えください。（拍手） 

 

 

東 ただいま紹介にあずかりました首都大学東京の東です。よろしくお願いいたします。 

（図 1.２） 

 私は、昨年、高山英華先生の伝記を書きました。それが、ここで話をさせていただく理

由かと思います。 

 高山英華先生の伝記をどうして書いたかというと、今から５年ほど前、伊藤滋先生から

電話をいただいたのが端緒です。「渋谷の事務所に来てほしい」という話でしたので、「何

だろう」と不思議に思いつつ行きました。 

 そこに石田頼房先生と宮沢美智雄先生がおられました。３人が言われるには、「実は、も

うすぐ高山英華先生の生誕１００周年だ。ついては伝記を書け」ということなのです。私

は先生がたに、過去お世話になったものですから、断るわけにはいかない。そうこうする

うちに、出版社からも電話がかかってくる。もう逃げられないということになり、腹をく

くって、資料集め、関係者ヒアリングから始めました。 

 そうこうするうちに、わたしは東大出身でもなく、高山先生に学んだこともないのに、

高山英華という人物に大変親しみを感ずるようになりました。伝記を書くには、まず主人
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公を好きにならなくちゃいけない。そうしないと通り一遍のことしか書けないからです。

そして高山先生のことも、以後できるだけ「高山さん」と呼ばせていただくことにいたし

ました。今日も大変不遜ではありますが、「高山さん」と呼ばせていただきたく存じます。 

 もっとも、親しみをもっただけで、伝記を書けるわけではない。私よりも高山さんのこ

とをよくご存じの方は、世の中に数多くおられる。以前、私は『辰野金吾伝』を書いたこ

とがあり、その時には辰野家の人たちから、「大丈夫ですよ、東さん、私たちも辰野金吾に

会ったことありませんから」と力づけていただきました。ところが、今回は、お弟子さん

をはじめ、高山さんのことをご存じの方がいっぱいいる。私の高山英華経験というのは、

講演会で一度話を聞いただけでありまして、しかも、講演が始まって５分ぐらいでもう寝

てしまって、目が覚めたら終わっていた。今回も調べてみて、個人的には非常におもしろ

い人であるし、座談のうまい人だということはわかったけれども、講演などはあまりうま

い方ではなかったように思います。 

 でも、高山さんを抜きに戦後日本の都市計画を語ることはできません。どなたかの本に

ありましたが、まさに戦後日本都市計画の神様です。問題は、では、その神様が実は何を

やった人なのかということです。ただ、神様として委員会に鎮座していただけだったのか。

これはなかなか説明しづらいことでありまして、私も一般書籍の編集者などに「今、何を

書いているんだ」といわれて、「高山英華の伝記を書いています」と答えると、「どういう

ことをした人ですか」と更に聞かれる。私があれこれ説明しても、要は委員長を多くやっ

た人ということにしかならない。「つまらない人のことを書いているんですね」とあきれ顔

で言われた経験もあります。 

そのつまらない神様をいかにおもしろく書くか。これが五年間、ずっとわたしの脳裏に

あった問題でした。 

本当はわたしに書くようにいわれた「伝記」とは違っているかもしれないんですが、い

ろいろ考え、試みにいくつかの方法で書いてみたりした末に、小説仕立てにしたのも、そ

うしたことから来ています。つまり、高山さんというのは論文のようなものではなく、人

間としての魅力を、ときにはフィクショナイズしながら書くことで浮かびあがってくるの

ではないかと思ったのです。 
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Ⅰ．戦前・戦中 

 

（図３） 

 高山さんの著作は、『私の都市工学』という本が唯一で、「僕は東京に生まれて、東京で

育ちました。そして、恐らく東京で死ぬでしょう」という書き出しです。このとおり、高

山さんはまさに東京でお亡くなりになった、江戸っ子とは違う、山の手で一生を過ごされ

た文字通りの東京人です。 

 お父さんは、宝山石油という、後に日本石油に吸収合併されてしまう会社の重役でした。

この写真は、宝山石油の社史からとりました。日本石油に吸収される直前、宝山石油は記

念に社史をつくるのですが、そこに載っていた写真です。 

 高山さんは５人兄弟の末っ子で、高輪に生まれました。小学校に上がるか上がらないか

ぐらいでお父さんが亡くなってしまいます。後はお母さんが息子５人を育て上げ、高輪か

ら代々木、代々木から大久保、そして高山さんのお兄さんが結核になって、その療養のた

めに、大久保から阿佐ヶ谷へと、持家から借地・借家へ、それもだんだんと借り賃の安い

ところへと引っ越しています。 

（図４）  

旧制中学は、東京高等師範附属中学校、今の筑波大学附属です。私が今度調べていて非

常にびっくりしたのは、筑波大学附属というのは、昔サッカーがすごく強かったんですね。

これはサッカー部が全国優勝したときの記念写真です。左端の第一列に高山さんが映って

います。この写真には、後に文芸評論家になる中島健蔵もいます。中島は後に東大が入っ

たときも、高山さんをサッカー部に誘った人で、彼の自伝には若き日のサッカー少年であ

る高山さんが登場します。 

（図５） 

高山さんは中学にいる時に関東大震災に遭遇して、戸山ヶ原に避難します。この戸山ヶ

原とは今の早稲田の理工学部があるところです。家の近くでは社会主義者の大杉栄や朝鮮

人が殺される。こうした体験が、後の高山さんに都市防災をはじめとした都市計画を志す

きっかけになり、社会的なものへの関心をも深めさせたのでしょう。 

（図６） 

その後、東大建築学科に入る。高山さんを調べるに当たって、さらに驚いたことに、筑
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波大学附属だけでなく、東大というのも大正の終わりころはサッカー部が非常に強かった

んです。アソシエーション式蹴球部と、現在でも東大のサッカー部は当時からの正式名称

を名乗っています。 

高山さんの生涯にとって、サッカーというのは非常に大きな意味を持っています。この

頃は東大が今の関東大学リーグ６連覇を達成していた時期でありまして、早稲田、慶應と

張り合っていた。しかも、部長が建築学科の教授の内田祥三と、奇しくも勉学上の先生で

もありました。当時の東大建築学科は、佐野利器という喧嘩早い先生がボスでいましたが、

高山さんが入学する直前に大学側と喧嘩して飛び出たばかり。しかも、ほかの建築の教授

たちはその前に佐野利器に追い出されてしまっていて、内田祥三しか教授として残ってい

ないという変則事態でした。内田先生ひとりが建築学科教授として学生たちの教育を行な

い、かつ関東大震災で破壊された本郷キャンパスを建て直すという営繕課長を兼務すると

いう、孤軍奮闘の時期であります。 

その内田が部長を務めるサッカー部のキャプテンだったわけですから、高山さんはずい

ぶん可愛がられもしたし、先生のお宅にお邪魔することも、よくあったでしょう。 

（図７） 

当時は、昭和の初めごろですので、マルクシズムが非常に流行していた時代でもありま

した。高山さんも、内田先生に内緒で、一時マルクシズムに非常にかぶれまして、この時

に京大生の西山卯三という人と知り合っています。一緒に写真を撮っています。真ん中に

西山卯三がどっかと座っているのに対し、高山さんは端っこにいます。 

西山卯三という人は、高山さんと違いまして、大変に筆の立つ人で、自伝も書いたし、

確かその一部を漫画にもしています。自伝『生活空間の探求』にも高山さんが出てまいり

ます。高山・西山というのは東大・京大で、それぞれ都市計画の教授になるので、ライバ

ル関係にあったとみられることも多いのですが、西山の自伝を読むと、高山さんには割合

いい感じを持っていたのではないかと思えます。恐らく、それは高山さんの人柄によるも

のだったのではないでしょうか。 

この写真に映っている人の多く、西山先生を囲んでいるのは、創宇社というグループに

属すノンキャリの建築技術者たちです。当時は特高の取り締まりが厳しい。他の人は捕

まってしまうけれど、西山さんと高山さんは捕まらなかった。西山さんは勘が働く人なん

ですね。今日は手入れがあるぞという時には姿を見せない。幕末の桂小五郎みたいです。
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対して、高山さんは、サッカーをやっているから足が速い。だから、警察の手入れでも、

逃げきってしまったようです。 

これは別の時の話ですが、当時高山先生は前川國男事務所にもよく出入りしていて、前

川さんの記憶によると、焼き芋を買ってくるのも、大変早かったそうです。 

 

（図８） 

 大学３年生になると、卒業論文と卒業計画を出さなければいけない。マルクシズムの影

響でしょうか、高山さんは東北地方に行く。当時東北地方は大凶作で、娘の身売りが頻発

していて、そんな状況を見にいった。あと三陸沿岸。この地域は昭和初めにも大津波に見

舞われ、高山さんはその直後の惨状を見にいっています。 

 当時三陸沿岸では、今出ている話と同じように、漁村の住宅は高地に移転するべきだと

いうことがいわれていました。しかし、漁民たちは不便だから移りたくない。若い高山さ

んには判断がつきかねたと思います。対象地を東北の三陸ではなくて、自分のお父さんの

生まれ故郷である千葉外房に移して、そこでの漁村計画を卒業計画にしています。 

（図９）  

それが、この卒業計画です。

その後、高山さんはほとんど自

らの手で設計されることはあり

ませんでしたので、数少ないご

自分で描かれた設計図です。決

して下手ではない。これを見て

思い出すのは、ソ連の工業都市

のスターリングラード、今のボ

ルゴグラードの線形都市です。

スターリングラードは五カ年計

画達成のための工業都市だが、

高山さんの計画では線形が漁村計画に応用されている。 

漁業は共同化し、住むところも出来るだけ共同住宅にする。住宅は高台にあげず、津波

が来たら集団で避難できるよう、いろいろな共同化を進めるという計画です。 
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一番海側に防波堤を設け、その次に生産加工場などがある職場ゾーンを配置する。一番

遠いゾーンに住宅を配置するという計画は、そのころ岩手県田老町の漁民たちが行なおう

としていたものに近いといえるでしょう。 

（図10） 

 スターリングラードの線形都市計画は、防災的配慮とは無縁で、生産ラインのような合

理的配置をとることにより、工場の生産性をあげようという計画です。対して、高山さん

はここに防災への配慮を加えた。そして住宅や漁業、そして避難などの共同化を推し進め

ることによって、貧困や災害を克服しようとしている。そうしたヒューマニズムな姿勢が

線形都市をとった理由になっています。 

高山さんの卒業計画は、この年の辰野金吾賞を受賞しました。辰野金吾賞は、卒業計画

の中で最も優秀な人に与えられる賞です。この年は高山さんのほか、後に日建設計社長と

なる塚本猛次、山下設計事務所社長となる野崎謙三にあたえられました。 

後年、高山さんが自ら設計に手を染めることはなかったことから、プランナーとしての

能力を疑う向きもありますが、この卒業計画はそうした俗説を否定するものです。 

（図11） 

 さて、東大を卒業した後、高山さんはすぐ大学の助手として就職しています。助手に

なって、『外国における住宅敷地割類例集』という本で、近隣住区など近代都市計画を紹介

するわけです。大学を卒業すると大学院に進学するのが常ですが、高山さんの場合は家が

余り裕福でなかった。収入を得る必要があったことから、もともとは同潤会に就職予定

だったともいわれます。 

しかし、高山さんを大学にとどめさせたのはサッカーでした。１９３６年に開催予定の

ベルリン・オリンピックで、高山さんは日本代表候補だったんです。ベルリンに行くには

大学に残したほうがよいという内田先生の判断があったのでしょう。 

 ところが、肝心の出発直前に、盲腸になってしまい、高山さんはベルリン・オリンピッ

クに行けませんでした。このときの日本代は優勝候補のスウェーデンを破った伝説的チー

ムですから、惜しいことをしました。 

もっとも、悪いことばかりではない。盲腸で任官も遅れてしまったので、ノモンハン事

変への招集を免れてもいます。同期の士官たちは、ソ連軍とは格段に低い兵力のなかで、

ほとんどが戦死しました。「自分は満州で死ぬはずだった人間だ」と、高山さんは生涯口癖
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のように言っておられたといいますが、勲章を辞退し、天皇制批判を口にしておられたり

したのは、国家に対するこうした忌まわしい記憶があったからでしょう。 

（図12） 

 その後、助教授になりました。

内田祥三の下で、大同という中

国の古い町の都市計画を立案し

ます。これは当時の日本人の都

市を計画する技術の高さを証明

する例として、今もよく都市計

画の教科書に出てきます。北魏

時代からある古い都市ですが、

古都の部分はそのまま残し、郊

外に拡大していく計画です。

時々、満州と間違って書いている本もありますが、実は中国北部、つまり華北にあります。 

 計画のリーダーシップをとったのは内田祥三ですが、実際に行なったのは、その長男で

ある内田祥文と高山さんだったようです。高山さんがプランニング、内田祥文がデザイン

と役割分担しあいながらつくりました。 

 助手時代に、高山さんが編集した『敷地割類例集』に幾つも載っております近隣住区な

どが採用されていて、大同の計画は類例集の応用編といえるでしょう。 

（図13） 

 ただ、当時は、東大というのは講座制をとっておりまして、都市計画の講座はありませ

んでした。講座がないということは、高山さんは助教授までで、教授にはなれないという

ことです。しかし、太平洋戦争が始まりまして、工学部を増強しなければいけないという

ことで、東大に第二工学部ができます。この第二工学部に、防空講座という名目で、都市

計画の講座が開設されました。アメリカと戦うからには、敵の空襲も覚悟しなければなら

ず、その対策を練る必要があったからです。 

防空講座では、教授が浜田稔、助教授が高山英華、特別研究生が丹下健三、そして当時

学生だった下河辺淳らが東京の防空計画に携わりました。今も東大の都市工学科の図書館

には「東京帝国大学防空講座・丹下健三」と書いた防空の報告書が残っています。 
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Ⅱ．戦後・高度成長時代 

 

（図14） 

 戦後、高山さんが先ず行なったのは、内務省のお役人から東京都の都市計画課長に転じ

た石川栄耀の東京復興計画への協力でした。丹下健三らと、東大を中心にいたしました本

郷文教地区計画というのをつくったなどは、その一環です。 

あと１９５２年に、４２～４３歳で結婚されます。結婚した時奥さんは二十歳代の若い

女性で、高山さんが住んでいた阿佐ヶ谷で洋品店をやっていた美人姉妹の妹さんでした。

奥さんのほうが背が高いため、本郷で記念写真を撮る時に、高山さんが背伸びしているス

ナップが残っています。 

この奥さんは、それこそ毬をついて遊んでいた幼女の頃から、高山さんはご存じだった

ようです。 

何故この年まで高山さんが独身だったかは、諸説あります。なかには高山さんが女優の

原節子とお互いに好きあっていたなどというのもあります。残念ながら、この説の真偽は

確認できませんでしたが、高山さんは若い時、かなり女性にもてたようです。 

われわれの知っている高山さんというと、頭は禿げ、体格も太っていますが、若いころ

はサッカーの得意な、颯爽としたスポーツ青年だったのでしょう。 

（図15） 

 これが高山さんと丹下さんが協同でつくったという本郷文教地区計画です。東大を中心

にして計画したのですが、図面はほとんど丹下さんが描いたようです。このとき高山さん

は助教授、丹下さんは助手ですかね。 

（図16） 

 これは１９５０年代の高山さ

んと丹下健三の活動を比較した

ものです。１９４９年に高山さ

んは第二工学部の教授になって、

その時に工学博士を取って、３

年後には、さっき言ったように

結婚もされています。実はこの
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結婚の年が第二工学部廃止の年なんですね。第二工学部の先生たちの多くは、生産技術研

究所に転属して、本郷には戻れませんでした。しかし、高山さんだけが本郷に戻ってきて、

都市計画講座の教授になっています。１９５０年代の高山さんは確かに丹下健三などと比

べると、ぱっとしないけれど、本郷に戻って、都市計画講座を引き継ぐことが、その後の

高山さんを大きく発展させるもととなります。 

 一方、丹下健三さんは「世界のタンゲ」として活躍していく。有名なのは広島の平和公

園コンペ優勝です。ＣＩＡＭに出席して外国にも知られた存在となり、東京都庁舎のコン

ペにも勝って、５３年に助教授になりました。愛媛県民会館、図書印刷の工場と、このこ

ろの丹下健三は毎年少なくとも一作は優れた建築作品を発表しつづけています。 

（図17） 

 他方、この５０年代、高山さんは何をやっていたのか。調べてみると、阿佐ヶ谷会と

いって、当時中央線沿線に住んでいた作家たちとの交友があったようです。高校、大学と

サッカー部の先輩だった中島健蔵や、文藝春秋の社長になった編集者の池島信平などとの

縁が、端緒だったかもしれません。池島信平は今の小石川高校サッカー部出身で、高山さ

んとはライバルでした。この当時高山さんが、池島新平が編集長の『文芸春秋』に２，３

寄稿しているのも、こうした交友によるものかもしれません。 

また、家の近くに住んでいる上林暁らとはよく阿佐ヶ谷駅前の「熊の子」という飲み屋

で一緒に飲んでいたらしい。阿佐ヶ谷会とは、この上林暁、井伏鱒二、中島健蔵、伊藤整

など、杉並区の中央線沿いに住んでいる作家たちが飲む会です。彼らはどういうルートを

たどるかというと、新宿に「みちくさ」という飲み屋があって、阿佐ヶ谷に「熊の子」と

いう飲み屋がある。新宿で始めて「熊の子」で終わるとか、反対に「熊の子」で始めて「み

ちくさ」で締める。要は飲み歩いていたらしいんです。 

 かつての「熊の子」の写真です。この「熊の子」「みちくさ」というのは、現代日本文学

史上は非常に有名な飲み屋です。今回、私は「熊の子」のおかみにもお会いすることがで

き、感慨を禁じ得ませんでした。 

 藤森照信さんとの対談で、「このころの俺は中央線沿線の飲み屋の計画ばかり考えてい

た」と高山さんはいっておられますが、それはまさに阿佐ヶ谷会との交友時期だったので

しょう。 

 今回、本を書くに当たって、亡くなる直前の田村明さんを取材いたしました。田村さん
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は電話で取材を申し込んだ時には、高山さんという題材にかなり不機嫌そうでしたが、お

会いしてみると、ガラッと変わって、高山英華大絶賛でした。何が一番よかったかという

と、「高山英華のモットーは、酒を飲まなければいい都市計画はできないということだった」

そうです。田村さんは浅田孝に習ったんですね。田村さんは丹下研所属だけれども、実際

に指導を受けたのは、特別研究生の浅田孝だったそうです。ところが、丹下健三、浅田孝

とも全くお酒が飲めない。高山英華がよく研究室に来て、丹下、浅田に、「君たち、都市計

画というのは酒を飲まなければできないものだよ」といっていたので、お酒の好きな田村

明さんは、共感したということをいっておられました。 

（図18）  

 ところが、こんなふうに目立たなかった高山さんが、１９６０年代になると、急に政府

関係の審議会会長、委員長を歴任します。まさに世の中が高度成長時代になると同時に登

場するといった趣です。全総から三全総までの委員、八郎潟から四日市、高蔵寺ニュータ

ウン、筑波研究学園都市などの計画、イベントでいえば東京オリンピック、万博などの施

設計画で、文字通り都市計画のゴッドファーザーのような存在になるわけです。 

（図19）  

八郎潟は、石田頼房先生によれば、高山さんの最高傑作だといいます。この評は高山研

の担当者が石田先生ご自身であったという事情にもよると思いますが、新しい農業のあり

方を示すという点で、今も意義深い計画です。 

（図20） 

 でも、幾多のプロイジェクトのなかで、何しろ高山英華さんが楽しそうに語っているの

は東京オリンピックです。高山さんが手がけたもので、最も思い出深いものだったのでは

ないでしょうか。といって、東京オリンピックの基本施設計画全体が高山さんによって行

われていたわけではありません。東京オリンピックの基本施設計画は、岸田日出刀が委員

長で、実際には山田正男、丹下健三、高山英華という３人の人物によって、手分けして行

なわれました。そしてこの３人の業績が現在の東京の骨格をつくり、今も残っているわけ

です。 

山田正男という土木技術者は、１９５０～６０年代の東京の都市計画では、初代首都整

備局長として、もっとも権力を振るい、「天皇」とまで渾名された人です。オリンピックに

間に合わないというので、東京都心の運河の上に高速道路を縦横に通した、いわゆる「空
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中作戦」はあまりにも有名です。ローマオリンピックの工事現場を見て、オリンピックと

いう名目があれば、懸案になっている都市計画とくに道路工事が実現できることに気が付

き、２４６号線の拡幅や環状７号線の整備などを実現しました。環状７号線のうち、オリ

ンピックに関連する左半分がわずか数年で開通したのに比べ、残り半分の開通には４０年

以上かかったことなどをみても、山田のカンは正しかったといえるでしょう。 

しかし、日本橋の上を高速道路が通る風景などを見ると、突貫工事で失われたものも大

きかったと思います。 

（図22） 

 丹下健三設計の代々木屋内競技場については、もはや語るまでもありません。丹下健三

にとっても最高傑作であり、渋谷近辺の、いや１９６０年代日本高度成長期のシンボルで

もあります。思えば、７０年代になって、渋谷や代々木が東京のもっともファッショナブ

ルな地区となっていくのも、この建築があずかっているのではないでしょうか。 

同じころ、丹下は「東京計画１９６０」という東京湾全体の都市計画案も発表していま

す。まさに都市も建築のように「設計」され得ると考えられていた時代の産物です。こう

した目に見える計画案が、高度成長時代の日本人を、更なる成長へ向け鼓舞しつづけて

いったに違いありません。 

（図23） 

 山田正男は道路という分野から、そして丹下健三は建築という分野から、東京の都市計

画にアプローチしていったわけですが、高山さんのやり方は少し違いました。 

環状７号線による中央線高架化で派生した駅前再開発、あるいは代々木屋内競技場と選

手村の敷地として米軍のもつワシントンハイツ返還を決めるなど、高山さんはいろいろ裏

方のようなことをやっています。しかし、それらは基本施設委員会副委員長としての調整

役であって、主人公としてではない。そんななかで、「自分が中心だった」と語っているの

は、いまの駒沢オリンピック公園です。 

駒沢は、国立競技場、代々木屋内競技場と並んで、東京オリンピックの主要３会場のひ

とつでした。サッカー、バレーボール、レスリングなどが行われ、日本人選手活躍の場と

なったことは、ご存じのとおりです。 

（図24） 

 「駒沢で自分の役割はグランドデザインを描くことだった」と、高山さんは語っていま
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す。建築設計はレスリング場が芦原義信、サッカー場が村田政真、そしてバレーボール場

その他は東京都でした。造園は横山光男という東大農学部の先生、交通計画は仲のよかっ

た東大土木の八十島義之助先生、アーバンデザインは秀島乾という早稲田出身の満州帰り

のフリーのプランナーが担当しています。 

 駒沢会場は４０ヘクタールもの広さで、公園が大部分であり、そのなかに複数の主要な

建築をそれぞれ配置しなければならない。しかも、敷地形状が奇妙で、周囲の道路体系と

整合性を取りづらく、正面にあたるものがどこかも分からない。こんななかで、各分野の

専門家が集まりながら、それらを調整し、全体をデザインしたのが高山さんの仕事でした。 

 この全体調整の仕事を、高山さんは「グランドデザイン」と名づけ、都市計画ともいっ

ています。 

 高山さんは何故このように駒沢に熱心だったのでしょうか。 

それは駒沢にサッカー場があったからだと思います。自分は不運にもベルリン・オリン

ピックに出場できなかった。しかし、サッカーへの愛情は誰にも負けない。東京で行なわ

れるサッカー場も、是非自分の手で実現したい。そうした思い入れが駒沢オリンピック公

園のグランドデザインには刻印されているように、わたしには思えてなりません。 

（図25） 

 高山さんのそうした熱意は成功したかに見えます。東京オリンピックで、日本チームは

優勝候補のアルゼンチンを破ってベスト８にまで勝ち進み、今日に至る隆盛の第一歩を歩

みはじめました。 

 しかも、オリンピックだけでなく、駒沢の跡地は、みんなが運動をしたくなるようなス

ポーツ公園にしたいという、高山さんの望みも、施設の充実とともに実現して、今日に

至っています。 

サッカー場はいまも女子なでしこリーグの開催地です。 

まさに今の駒沢公園というのは小説の舞台になり、映画や写真撮影にもとりあげられ、

犬の散歩道としても有名で、高山さんが望んでいたように、人々に愛されています。 

（図26） 

 まとめますと、１９６０年代の東京は、高度成長時代の中で、都市問題が顕著化した時

代でした。公害や交通渋滞、住宅問題、公園・レクリエーションの場の絶対的不足など。

その解決策としては東京オリンピックを頂点に都市計画が指向されたのです。 
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 山田正男は道路整備で交通混雑を緩和しました。山田正男がいなければ都心の交通渋滞

はもっとひどくなっていたでしょう。ただ、一方で、環状７号線沿いの小学校では光化学

スモッグが起きたり、都心では由緒ある運河や日本橋の上を高速道路が通ったりという点

などは、都市計画が今後解決しなければならない問題として残っています。 

 丹下健三は、すぐれたシンボル的建築を設計し、都市計画としても壮大な未来図を描き

ました。「東京計画１９６０」は、図面だけでも、モンドリアンの絵のように美しい。 

しかし、人間の住む環境として、果たしてこれが素晴らしい環境といえるのか。そこには、

住む人々の意思が反映される余地がありません。１９７０年代以降、日本では「まちづく

り」という考えが起き、住民主体が叫ばれるようになりますが、そうした展開と「東京計

画１９６０」とはまるで正反対の方向を向いています。 

 高山さんの都市計画は、これらと比べると、現在になお生きる面を多くもっています。

住民主体の余地を残し、また都市という様々な側面をもつ事象に対し、建築、土木、造園、

社会科学、人文科学などを含んだ学際的な都市計画を指向しました。 

その思想が、現在の東大都市工学科に、今もつながっています。 

（図27） 

 高度成長時代の国家的イベントというと、東京オリンピックのほかに大阪万博がありま

すが、ここでの高山さんの行動はきわめて地味なものです。当初、大阪万博は、京都大学

の西山卯三先生が自主的に絵をかき始めていました。ところが途中で、丹下健三が万博協

会から指名されてしまいます。それなら、西山先生の面子を立てるために引き継ぎ式をや

らなければいけない。東京と京都の中間がいいだろうというので、軽井沢をその会談の地

として調整した――それが大阪万博での、高山さんの一番の役割だったと思います。 

  

（図28） 

 同じ１９６０年代に、東大の都市工学科も設立されています。当時は工学部全盛の時代

なので、工学部をどんどんつくっちゃえという時代ですね。高山さんはむしろ都市計画学

科として、文科系と理科系が合同したものをつくりたかったようですが、土木工学科が考

えている衛生工学科構想と一緒にしろ、と文部省からいわれ、都市計画の「都市」と衛生

工学の「工学」があわせて、都市工学科ができます。 

 ところが、東大紛争が起きて、都市工学科は主要拠点になってしまう。これは工学部の
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中では最も社会的な関心が強い学科だったからでしょう。 

私は高山英華伝を書くに当たって、かつての東大全共闘の都市工学科の人は今どうして

いるだろうということにも興味がありました。 

都市工学科が東大紛争の直接の発端であったわけではない。しかし、都市工には全共闘

に加わった者も少なくなく、何か全共闘運動が目ざしたものと重なりあうところがあった

のではないか、と思えたからです。 

（図29） 

 調べてみますと、前から知っている方が意外にも元全共闘だったりし、数名の方からい

ろいろお話をお伺いすることができて、わたしの予感はあっていたようにも思います。元

全共闘のなかには、その後自殺された方、いまは企業にお勤めの方、大学の先生をされて

いる方、フリーの建築家の方などもおられました。 

そうしたヒアリングをしながら、結局わたしは高山英華伝には、あまり全共闘について

書いておりません。安田講堂事件から既に４０年が過ぎていますけれど、そのときのこと

は今も生きる方々に様々な影響を及ぼしており、安易に触れることはその方々に失礼だと

考えたからです。 

ただ、記憶に残ったのは、紛争が激しくなってからの高山さんが、今までよりもキャン

パスに姿を見せ、タテカンなどを読んでいたという当時の学生たちの証言でした。 

今日の立てカンはよくできていると褒められ、その感激が今も忘れられないと語った元

全共闘の方もおられました。団交すると、ほかの先生はすぐへたばってしまうのに、元

サッカー部の体力で負けない、さすが大物だった、という思い出を語られた方もいました。 

 口を酸っぱくして学生たちに注意していたのは「いいか、お前たち、絶対に捕まるなよ」

だったそうです。きっと自分の若い頃、同じマルキスト仲間のその後の人生を二重写しに

されていたのでしょう。逮捕された学生の、就職を世話されたりもしています。 

 夜に研究室に立てこもっていると、高山さんがやってきて「どうだ、すしでも食いに行

くか」と誘って、ご馳走してくれたりする。その後キャバレーに連れて行ってもらった人

もいました。 

わたしはいま縁あって、大学の教師をしておりますが、そしてとても高山さんのような

真似はできませんが、教師として教えられるところが多いようにも思います。 

（図30） 
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 １９７０年になって東大紛争が終息し、高山さんも停年で退官しますが、ちょうど高度

成長時代が反省期に入るころです。思えば大学紛争も、高度成長時代の終焉を予感させる

ものだったのかもしれません。 

 やめた直後に、沖縄海洋博の施設計画に携わっています。大阪万博をやったのは丹下さ

んだけど、沖縄海洋博は俺だといっています。沖縄独立論を主張していたのも、このころ

です。 

（図31） 

 道路だけではなく、防災を大事にしようと美濃部都政が考えて、江東地区の防災計画を

つくってもいます。これをやっているうちに、危ないのは江東地区だけではない、杉並区

も同じように危ないということがわかってきた。昔の田んぼを切り売りして、住宅地が開

発されたので、道が細く、公園も少ないので危険であるというわけです。 

 晩年になって、高山さんは中央都市計画審議会長として地区計画制度を導入し、蚕糸の

森公園など、地元杉並のまちづくりに具現化しますが、これも杉並区の防災という観点か

ら出てきた話です。 

（図32） 

 地区計画制度の話をするには、先ず１９７０年に成立した新都市計画法を語らなければ

なりません。それまでは戦前の都市計画法しかなかった。それが宅地制度審議会で、地価

の論議をしていたところ、東大法学部の田中という先生が「地価安定のためには、都市計

画法を改訂するべきだ」と急に発言し、やはり委員だった高山さんたちが「そうだ、そう

だ」と同調して、審議会の議論が官僚たちのシナリオとは別に展開して、新都市計画法が

出来上がるのです。実は高山さんと田中先生の二人は東大サッカー部の仲間同士でもあり

ました。つまり、新都市計画法を生んだのはサッカー部のつながりだったのです。 

 さらに、新都市計画法だけでは、住民の意思を盛り込むのに不充分だということから、

１０年後の１９８０年、高山さんは中央審議会の会長になり、地区計画制度を成立させま

す。 

そしてこの地区計画制度でもって、高山さんは別にやっていた筑波移転跡地構想を進め

るんです。こちらは国関係の研究所や大学を、筑波研究学園都市に移転させることで東京

圏内に生じた跡地をどう使うかという構想でした。 

旧東京教育大学（現筑波大学）のような大規模なものばかりではない。それでも、全部
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あわせると、東京圏内で３６０ヘクタールもある。これらの跡地をうまく使うことによっ

て、東京の都市計画の問題を解決できないか。とくに密集している地区の防災問題を解決

できないか、というのが高山さんの発想でした。 

筑波移転跡地で、東京を徐々に改造していくといった仕事が、高山さんの都市プランナ

ーとしての、最後の仕事になります。 

（図33） 

 筑波移転跡地プロジェクトのうち、代表的なものが、杉並区の高円寺に近い蚕糸の森公

園です。さっき言ったように、杉並区というのは道路が狭くて防災公園が少ない。だから、

関東大震災級の地震が起きると、何時間も歩いて、隣の区の光が丘まで避難する計画に

なっている。これではあまりに非現実的だから、身近に小さくても防災公園を設け、道路

を広くし、やがては住宅も不燃構造に変えていく協定をお互いが結ぼうと住民に呼びかけ

たのです。 

しかも、ユニークなのは蚕糸の森が公園であると同時に、小学校の校庭でもあるという

点です。この小学校は、もとは環状７号線沿いにあって、光化学スモッグのために小学生

が校庭に遊べなかった。その小学校を蚕糸試験場があった跡地に移転して、校庭は公園と

兼ね合わせ、使う時間帯を分けあったのです。 

お弟子さんの村上處直先生ご夫妻が高山さんに協力し、住民に呼びかけて、道路拡幅、

住宅不燃化のルールを決め、防災公園に認定されることに成功しました。 

蚕糸の森公園に見られるように、筑波移転跡地の多くでは地区計画制度によってまちづ

くりが行なわれましたが、そのひとつに大久保の社会保険中央総合病院があります。もと

もと新宿区百人町内にあったものを、手狭だったので、ちょうど同じ町内の旧光学研究所

に移転しています。 

実はこの病院で高山さんは検査入院しているうちに発病して、亡くなられます。「僕は、

東京で生まれて、東京で育ちました。そして、おそらく、東京で死ぬでしょう」という予

言はあたったことになりますが、終焉の地が晩年に心血を注いだ筑波移転跡地まちづくり

の場であったことは、まさに象徴的といえましょう。 

（図34） 

 筑波移転跡地計画は、周辺住民との参画が必要な点で、当時からでてきた「まちづくり」

の実践例でもあります。同時に、跡地は個々では１０ヘクタールに満たなくても、全部合
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計すると３６０ヘクタールに及ぶわけですから、総合としての都市計画的視点も必要に

なってきます。いわば、東京全体の都市計画と個々の地区のまちづくりという、複眼的思

考が大事なわけです。 

高山さんの晩年は、今までの都市計画に加え、まちづくりの動きが出てきた頃ですが、

これについて、高山さんは次のように語っておられます。つまり、プランナーが都市計画

をやる、市民はまちづくりをやる、この両方が相互補完をしあってこそ、いい都市や町が

できるはずだと。これは筑波移転跡地のとき、高山さんの脳裏に常にあったものだと思い

ます。それだけではなく、いまも都市計画やまちづくりを考えるときに必要なものだと思

います。 

現在の日本では都市計画という言葉がすたれ、逆にまちづくりさえあればいいんだ、と

いう風潮もみられます。確かに強引に高速道路を通したり、建築設計のように都市を計画

するといった発想は、今の日本では難しいでしょう。しかし、まちづくりだけあればよい

というものではありません。今後東京を襲うであろう大震災などを考えると、都市計画と

まちづくりの双方を補完させながら実現していくという思考が、わたしたちには今後ます

ます必要になってくると思います。 

 

 

Ⅲ．まとめ 

 

（図35） 

 高山英華とは何であったのでしょうか。 

先ず、彼は高度成長時代に起こったさまざまな問題、都市化や公害、防災、そういうも

のを都市計画で解決しようとした人でありました。 

青年期に大同の計画を行ない、中年期に東京オリンピックの基本施設計画で采配を奮っ

た高山はまさに戦後都市計画の神様であり、カリスマ的監督でした。 

話が唐突になりますが、彼が愛したサッカーで、監督が試合中できることは大変に限ら

れています。試合が始まれば、プレーは休むことなく進み、コートの外から大声で指示し

ても、観客たちの声援でかき消されて、選手たちに聞こえることは期待できません。とき

には、一球ごとの配球や打撃まで指示できる野球の監督とは、大きく違っています。 
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では、試合が始まってしまえば、選手たちに任せるしかないサッカーの監督の優劣は、

どこで決められるのでしょうか。 

それは選手の先発メンバー決定、試合中の選手交代といった人事にあります。適当なと

きに適切な人間を起用できるか。それが、サッカーの監督の腕の見せ所です。 

高山さんが研究室を率いながら認識していた自己の役割も、こうしたサッカーの監督の

ようなものではなかったでしょうか。 

ここという時に川上さんや石田さん、伊藤さん、別の時には村上さん、はたまた土田さ

ん、といったようにうまく布陣を組み、時には投入していく。そして臨機応変に試合の流

れに対処し、弟子たちに任せるというのが高山さんの懐の深さだったように思います。 

（図36） 

 最後に、伝記を書くに当たりまして、多くの人にヒアリングをしましたので、私の心に

今も残る幾つかの言葉を紹介させていただきます。 

「都市計画の大義を実現するために腕力を振るい続けた」。 

「高山の目標は都市計画を定着させることにあった。そのためには、政府や財界に利用

されていても、あえてミコシになった」。 

「勲章も辞退した権力欲のないリベラルな人だった」。このことは何人ものお弟子さんが

いわれています。 

最後に、ある女性の言葉です。「父も私も高山さんが大好きでした。スポーツマンで人格

者で、本当に素晴らしい方でしたよ」。 

この方は未だご存命で、もうかなりのお年のはずなのですが、お会いしてみると、今も

大変に美しい女性でした。高山先生は実はこの方が好きだったのではないか、という説は

耳にしていましたけれど、わたしもそう確信しました。 

このように多くの方にヒアリングさせていただきましたが、なかには、かなりお年をめ

しておられる方もおられ、執筆中に亡くなられてしまったケースも少なくありません。そ

の意味で、お話をお伺いできるのは今をおいてなかったし、執筆者がわたしで適当であっ

たかは別にして、そういった方々に後ろから背中を押していただいて、伝記の完成を生誕

１００周年に間に合わせることができたように思います。 

 以上、雑駁な話をしてまいりましたが、この辺で終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。（拍手） 
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フリーディスカッション 

 

谷 高山先生のお人柄、ご功績についても大変わかりやすく楽しく聞かせていただきまし

た。ありがとうございました。 

 何か、皆様のほうでご質問のある方、どうぞお手をお挙げください。 

小林（㈱日本環境衛生センター） 高山先生を軸にしてほぼ１００年の中で大変興味深く

伺いました。かつて丹下先生は大学の外にきっちりした事務所を持って、主力はその事務

所でおやりになった、高山先生は事務所を持っていない、そういう話を耳にしたことがご

ざいますが、高山先生の仕事ぶり、仕事のスタイルという点について、多少お話しいただ

ければありがたいと思います。 

東 高山さんの仕事は、研究室によって行なわれました。当時の高山研はまさに梁山泊と

いう感じでしたが、高山さんは、お弟子さんの性格、得意なところを見抜くのがうまかっ

たらしいんですね。それで、自分では必要以上に指示しないで、方針だけを決めたら、あ

とは弟子に自由にやらせていたとも聞いています。 

佐々木 私はリタイアしまして、もともと機械屋で、建築や都市工には素人なんですが、

途中で出てまいりました密度論という論文、あのあたりのさわりだけでもちょっとお聞か

せいただけるとありがたいなと思いました。よろしくお願いいたします。 

東先生 密度論というのは最も難解な論文の１つです。密度といいましても、人口の密度

だけをいっているわけではなくて、建物の密度つまり、建ぺい率も含まれています。高山

さんがとくに研究の対象としているのは、江東など東京の下町で、ああいうところは、人

口だけでなくて、建物の密度も非常に高いので、防災的に非常に問題があるということを

定量的に示し、基準をつくろうとしています。こうした研究の成果は、現在の建築基準法

に活かされています。 

三宅（シグマ開発） もともと建設会社に勤めていて、今はＯＢです。１９７０年に私は、

大学を卒業しました。東工大の社会工学というところで、都市工におくれること７～８年

ですか、都市工に似たような学科でした。学生の時にいろいろなニュータウン計画が進ん

でいて、多摩ニュータウンは入居が始まっていたと思います。港北ニュータウンの計画な

んかもやっている時期だと思います。４０年前の記憶なので、定かではありませんが、そ

の時学生の私も、高山先生が書かれたのか、監修されたのか、『高蔵寺ニュータウン』とい
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う本を見たことがあり、ニュータウン議論を随分研究されたのかなと思っていました。と

ころが今日は一言もニュータウンの話が出てこなくて、違ったのかどうだったのか。その

辺何かあるならばと思って聞かせていただければと思います。 

東先生 申しわけありませんでした。高蔵寺ニュータウンは、名古屋郊外にある、高山研

究室の代表作です。当時のイギリスやフランスのニュータウンの知識を参考にしながら計

画した、我が国戦後の代表的なニュータウンです。高山研究室で、担当したのは土田旭さ

んで、『高蔵寺ニュータウン』という本も、土田さんが中心になって執筆しています。高山

研の代表作というと、何といっても高蔵寺ニュータウンは入れなければいけませんでした

ね。 

高山（ポラス暮し科学研究所㈱） 一時、私も高山ジュニアなんていわれて、地方に行き

ますとかわいがっていただいたものですが、大学院の頃、大学は違うんですが、高山先生

に都市計画を教えていただいた。そんな意味で今日はお話を楽しみに聞かせていただきま

した。どうもありがとうございました。 

 １点だけお聞きしたいのは、今日のお話の中で、浅田孝さんのお話が出てきました。私

も学生時代に２年間ほど浅田さんの事務所でお相手していましたが、その時によく高山先

生、丹下先生のお話が出てくるんです。その時にいつも呼び捨てなんです。「高山は」とか

「丹下は」とか。高山さん、丹下さん、浅田さんの間では、日頃のつき合いや仕事上の接

点が何かあったのか、その辺、知っている範囲内でできたらお願いしたいんですが。 

東先生 浅田孝という人は、丹下研究室の特別研究生ですね。私も故田村明さんから聞い

た程度の話しか知らないんですが、丹下健三は都市計画のデザイン面しか興味がなかった。

だから、プランニングは参謀格として、浅田さんがやられていたようです。その意味では

高山さんと分野が似ていて、当時、東大の建築学科では、高山さんは「大手配師」、浅田さ

んは「小手配師」というあだ名があったそうです。つまり、自分がまとめ役を引き受けな

がら、いろんな人を手配してプロジェクトをまとめていくといったやり方ですが、高山さ

んは研究室をもっているから人材も豊富である、浅田さんは丹下研究室の一角を占めてい

るだけで比較すると小さい、そういう違いがあったのでしょう。 

 高山さんは東大の教授として都市工学科を創設しますが、浅田さんは高山、丹下を呼び

捨てにするぐらい、自分の能力に頼むところがあり、環境開発センターを開いて、いわば

フリーのプランナーの草分け的存在になります。性格的には癖のあった人のようですが、
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田村さんは飛鳥田義雄と並んで、浅田孝を「人生最大の恩人」と位置づけていました。 

谷 ありがとうございました。ほかの方はよろしいですか。 

 今日のお話を大変楽しく拝聴いたしまして、先生のご本も一気に読めてしまうぐらいい

ろんなことが書かれた本でございます。きょうは鹿島出版会の方がお越しくださっており

ますので、お時間のある方はどうぞお立ち寄りくださいませ。 

 先生、どうもありがとうございました。皆様どうぞ拍手をお願いいたします。（拍手） 

 それでは、以上をもちまして本日のフォーラムを終了させていただきます。 

（了） 
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