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低成長型社会における新たな荒廃地再生手法に関する研究
－イギリスにおける近年の荒廃地再生の取り組みを中心に－
A Study on the Restoration of Brownfield Land in Low-Growth Society
－Focusing on the case of the UK in recent years－
田中泰典*・高見沢実**
Tanaka Yasunori*・Minoru Takamizawa**
The purpose of this study is to clarify a new reclamation technique that takes place of the economic development in
derelict, neglected land in the low-growth society. We investigated sustainable development that was the approach of
the brownfield land restoration of the UK in recent years and surveyed history, details of the land use, and a system of
promotion to this approach. This study has come up with following conclusions. First, a new reclamation technique is
a community-led and ecologically informed approach that gives priority to the operation that attempts to prevent the
re-ruin with the restoration land. Second, to promote the new reclamation technique, it is necessary to make relations
among a country, a local government, and regional communities focusing on their roles which were already clearly
allotted individually but not interlinked with each other yet.
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１．序論

２．イギリスにおける荒廃地再生の取り組みについて

１－１ 研究の背景と目的

２－１ イギリスにおける近年の新たな荒廃地再生への動き

21

世紀の我が国は低成長型社会(１）へと突入する。人口問題

イギリスにおいて近年実践がなされ始めた持続管理志向型

日本の人口は 2007 年の約 1 億 2777 万人
研究所の報告(2)では、

開発に至る経緯をまとめたものが図－１である。

をピークに、2030 年には 1 億 1522 万人、2050 年には 9515
万人へと人口減少が進行するとされており、それに伴い都市で
は、一度都市化されたにもかかわらず、不必要となり放置され
る土地・建物が全国規模で大量に発生することが予想されてい
る。そういった荒廃地(3）に対して我が国では、再開発を始めと
する人口増加、経済発展等の社会の成長・拡大を前提とした土
地利用による再生を図ってきた。
しかし、同様に人口減少局面へと移行したイギリスにおいて
は、新たな荒廃地の再生手法が実施されている。そこで本稿で
は、イギリスで実施されている新たな荒廃地の再生に着目し、
具体的な再生手法について調査すると共に、今後拡大が予想さ
れる我が国の荒廃地の対策を考察することを目的とする。
１－２ 研究方法
イギリスの事例では、近年発生した荒廃地における持続管理
志向型開発(4）の取り組みに着目し、それに至る経緯や推進体制、
具体的な手法について調査を行った。特に、この取り組みに至
る上で大きな契機となったチェンジングプレイシズ事業や、

図－１ イギリスにおける持続管理志向型開発への取り組みへと至る経緯

2010 年現在、その担い手としての役割を果たしている荒廃地

イギリスでは、1979 年のサッチャー保守党政権下から、荒

保全トラスト(5）については、海外報告書や個別組織のウェブサ

廃地の再生を図る際に、ギャップファンディング(8）等の経済性

イト等を基に調査を進めた。

を優先した民間誘導型の再生手法が数多く創出・実践されてい

また、比較研究として近年報告されているドイツの IBA エム

た。しかし、荒廃地再生の主流がこういった経済志向型開発(9）

シャーパーク(6）と、都市改造プログラム(7）による荒廃地の再生

となる中、全ての荒廃地において同手法を適応・実践すること

事例を取り上げ、既往研究を基にイギリスの取り組みと比較・

は、一部の専門家の間で疑問視がなされていた。
1996 年の報告書「The post industrial landscape」(10）では、こ

整理を通じて低成長型社会における新たな荒廃地再生手法と
しての特徴をまとめた。

れに替わる新たな荒廃地再生手法として「environmentally
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informed, community-led」に重点を置く持続管理志向型開発が提

発見込みなし」と分類されており、適切な土地利用を促す客観

案されている。また、その大規模な実践モデルとして、2000

的な指標として利用されている。

年を目途に実施されたミレニアム・プロジェクト(11）の中では、

また、収集されたデータについては、毎年報告書としてまと

グラウンドワーク(12）によりチェンジングプレイシズ事業が行

められ、以下で報告する国、広域自治体による荒廃地再生戦略

われてきた。これらを受け政府は、2003 年に新たな荒廃地再

の策定の際の具体的な資料として活用がなされており、これに

生戦略(13）を策定しており、この中では荒廃地の再生に関して

より、積極的な対策を講じることが可能となっていると言える。

従来型の経済志向型開発と、新たに持続管理志向型開発という

２－３－２ 荒廃地再生戦略の策定

2 つの手法を同等に提示している。また、同年に策定された持

荒廃地専用データベースの情報を基に2003年に政府がEPに

続可能な地域コミュニティ計画(14）では持続管理志向型開発を

対して、荒廃地の再生推進のため、国の新たな荒廃地再生戦略

イングランド全土で実践する専門組織として荒廃地保全トラ

を策定することを命じている。この戦略では全ての開発形態と

ストの設立を宣言している。

同様に土地の緑化・自然回帰を含む幅広い荒廃地再生手法が取
り上げられている。
内容としては、
2007～2013 年の間において、

２－２ チェンジングプレイシズ事業
(15)

以下の 4 つの同時進行すべき項目を具体的に提示している。

本事業はグラウンドワークがミレニアム・コミッション
(16)

による宝くじ公益活動基金 に応募・採択され実施された、都

１）適切な土地の供給のために荒廃地における再利用の適切

市近郊の大規模な荒廃地再生プロジェクトである。目的は「21

性について比較・評価すること、２）効果的で効率的な土地の

世紀に向け、これまで産業活動のために開発され、その後放置

再利用を実行していくため適切な規制基準を設け環境を保護

されてきた荒廃地を改善し、自然環境・地域コミュニティを修

すること、３）再生した土地の長期的な管理により地域コミュ

復・再生すること」であり、その達成のため、
「１）地域コミ

ニティの荒廃を取り除きコミュニティを強化すること、４）

ュニティの参加、２）生態学的な情報に基づいた環境の修復・

官・民・ＮＰＯ等の連携により荒廃地再生に関する経験や情

再生、３）永続的なランドスケープの創出」という 3 つの手法

報・技術を蓄積させ広く普及すること。

が複合的に検討・実施された。この事業では総事業費は約 5600

また、それを受け広域自治体では地域荒廃地再生戦略 18)が策

万ポンド（約 84 億円）
、参加ボランティア市民は 50 万人にも

定されており、特定の地区レベルで「地理」
、
「歴史」
、
「荒廃地

及び、約 1041ha の荒廃地の再生が図られた。

専用データベースにおける分類」等の調査が行われ、その結果
(17)

代表的な事例としてはベリーヒル・フィールド の再生が挙

から「推奨する土地利用」
、
「事業実施への必要期間」
、
「必要と

げられる。当地区は面積 68ha の炭鉱跡地となっており、閉山

なる措置」
、
「次のアクション」が検討され、適切な土地利用へ

後に石炭カスの山がそのままの形で放置されていた。ここでは、

の誘導が図られている。

炭鉱以前の自然環境の再生が図られており、専門家による考古

２－４ 荒廃地保全トラストによる荒廃地再生の取り組み

学的発掘調査や、環境技術者による土壌調査や独自開発した環

荒廃地保全トラストは 2004 年に副首相府の提言により設立

境調査モジュール(18)を用いて、望ましい生物環境の計画が練ら

された、持続管理志向型開発のイングランド全土における推進

れ、地域住民や NPO 等も計画策定に参加して、市民に開放さ

を活動目的とした実行組織であり、EP を中心とする４つのパ

れた自然のオープンスペースへと土地利用転換がなされた。ま

ートナー組織(23）による資金提供により、独立した民間公益団

た、地域住民・団体を中心に土地所有者である地方自治体と連

体として設立された。

(19)

携し、当地区の持続的な管理を行うフレンド・グループ が新

同様にイギリス内に設立されている主な荒廃地再生組織で

たに設立され、当地区の貴重な生物種の紹介や、地域の教育施

ある地域開発公社(24)や EP、グラウンドワークとの位置づけの

設と連携した環境教育の場として利用がなされている。

違いについては図－２のように示すことが出来る。

これらの取り組みの事業効果としては、
「１）事業費・維持
管理費の軽減に貢献すること、２）豊かな生態系の形成を促す
こと、３）土地の持続可能性を高めること」とされている。
事業終了後の報告書１）では、今後このような持続管理志向型
開発の事業を全国規模で推進していく上では、
「１）複合的な
事業の財源を確保する主体、２）再生した土地の適切な維持管
理を行う主体」の２点において検討が必要であるとされた。
２－３ イギリス政府としての新たな荒廃地への取り組み
２－３－１ 荒廃地専用データベース(20)の作成
荒廃地専用データベースは、イングランド全土における荒廃
地について一律の方法で最新のデータを収集・情報提供を行う
ことを目的としたものであり、1998 年に副首相府(21）の提案で

図－２ 荒廃地保全トラストと他組織の位置づけ

イングリッシュパートナーシップ（以下 EP）(22)が中心となり

活動資金についてはトラストへの基金が中心となっている

作成されている。この中で荒廃地は、
「１）空き地、２）空き

が、設立から 3 年間はパイロットフェーズとして政府機関によ

建物、３）遺棄地、４）低利用地・開発予定、５）低利用・開

り約 2500 万ポンドの資金提供が確保されている。この資金に
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より荒廃地約1,500haの永続的な管理のための再生を行うこと

な荒廃地再生について既往研究を基に比較すると、表－１のよ

が目標とされ、その内の半分は EP による「National Coalfield

うに共通点と相違点についてまとめられる。

(25)

Programme」 事業の事業地で、その際の土地所有権の譲渡で

表－１ イギリスとドイツの荒廃地再生手法の比較

は費用を0円とするなどの優遇措置を受けている。
またその後、
設立から10 年間でイングランド全土において10,000ha の荒廃
地の再生・維持管理を行うことを活動目標としている。
組織形態としては、委員会をトップに、開発、財務、コミュ
ニティ、ビジネス、不動産、コミュニケーション、情報管理等

この中で最大の相違点と言えるのが、荒廃地の再生に対する
考え方である。

の専門チームが構成され、事業実施の際は、図－３のように
様々な政府機関や地方自治体等と協働して事業を行っている。

イギリスでは、荒廃地の再生だけでなく、再生した土地が再

また、事業後の維持管理に関しては地域ごとにマネジメント・

荒廃することをなにより懸念しており、そのため民間公益団体

パートナーを形成し、持続的体制を構築して取り組んでいる。

による複合的な事業手法により、荒廃地を土地利用の課題とし
て解決するだけに留まらず、同時に地域社会の再生や担い手意
識の強化が図られ、持続管理志向型開発といった維持管理面を
重視した再生手法が開発されている。
一方ドイツでは、主に既存ストック等の現状の荒廃を回復す
ることが事業の中心となっており、行政主導による短期集中型
の投資やイニシャルコストのみの補助等により荒廃地の再生
が図られている。また、その再生手法もハード面の取り組みが
重視されている傾向強いと言える。
これらの点から、低成長型社会における荒廃地の再生に関し
ては、イギリスの概念が一歩進んでいると捉えることができ、

図－３ 荒廃地保全トラストと他組織とのパートナーシップの形態

我が国において参考とすべき重要な取り組みであると言える。

２－５ 小括
イギリスでは、
「environmentally informed, community-led」に重

４ 我が国における荒廃地再生の取り組みについて
我が国の荒廃地再生の方向性は変わり始めつつある。近年、

点を置いた持続管理志向型開発により、経済価値の低い荒廃地
の再生と共に、再荒廃の防止が意図的に図られていると言える。

新たに「国土の国民的経営」(26)という言葉が生まれ、適切な管

また、その推進のため図－４に示されるように、国（政府機関）

理によって土地の荒廃を防ぎ、美しい国土を持続させていくこ

－地方自治体－民間公益団体－地域住民・コミュニティといっ

とが重要とされてきている。また、その管理主体として地域住

た各組織が、明確に役割分担がなされながらも、それぞれの取

民や NPO といった「新たな公」(27)が主体となるべきとされてお

り組みが関連し合っており、この複合的な推進体制を構築する

り、イギリスの「地域住民・コミュニティによる土地の維持管

ことが、全国規模で新たな手法による荒廃地の再生を図ってい

理」と同じ方向性だと言える。

く上で、なにより有効な点であると評価できる。

しかし、イギリスの持続管理志向型開発に見られるような
「地域住民に対する地域に担い手としての意識強化」のための

３ イギリスとドイツの取り組みを比較して

仕組みについては検討が不十分であり、また、今後必要とされ

これまで見てきたイギリスにおける近年の新たな荒廃地再

る新たな荒廃地再生手法に関しても検討には至っておらず、再

生の取り組みと、ドイツの取り組みとして報告がされている

開発を始めとする従来の経済志向型開発に頼るのみとなって

2)

3）

IBA エムシャーパーク と都市改造プログラム といった新た

いる。

図－４ イギリスの持続管理志向型開発の推進体制
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図－５ 我が国における持続管理志向型開発の実施のため望まれる推進体制

一部の地方自治体では、これらの課題に対して独自に対策を

また、それと共に重要となるのが、国－地方自治体－中間専

行っているが、その多くが各地域の特殊解的な再生の事例であ

門組織－新たな公といった各組織の取り組みが複合的に関連

り、自治体間でその手法を共有することは難しいと考えられる。

し合い、国土全体の適切な管理に向けた 1 つの推進体制を確立

また、今後全国規模で拡大が予想される荒廃地に対して各自治

することである。この構築により、今後全国規模で発生が予想

体のみで対応しきることは難しく、そのような経済性の低い荒

される荒廃地の再生を図ることが可能になると言える。

廃地に対して、一般解となるような再生手法の構築がなにより

【補注】
(1）低成長型社会とは、成熟型社会の先の未来として、人口減少が顕著に表れてくる社
会と定義する
(2）平成18 年12 月の推計より、出生・死亡率仮定が中位仮定のものから引用
(3）荒廃地とは、一般に「Brownfield land」の日本語略として「土壌汚染が存在、又
はその可能性を有する土地」としての認識が強いが、本稿では、これよりも広い定義と
して、
「かつて開発された土地で、現在、放棄地（空き建物付きを含む）となり新たな
投資が発生していないもの」と定義する
（4）経済目的とした開発に適さない荒廃地において持続可能性を達成することを目的
とした荒廃地再生手法と定義する（英語表記Sustainable Development）
（5）the Land Restoration Trust
（6）ドイツのエムシャ―沿川の広域都市圏を対象に、1988 年から 1999 年まで実施さ
れた、地域の構造転換プロジェクトであり、この中で、旧工業地帯を中心に自然の修復・
再生による環境・経済・社会の再生が図られた
（7）ドイツ連邦政府によって2001 年に策定された、旧東ドイツ地区において社会問題
とされている大量の空き家の減築・解体を目的としたプログラム
（8）Gap Funding 総事業費（開発コスト）と、事業後の不動産推定価格（エンドバリ
ュー）の差額から補助金額を算出する民間投資誘発型の都市再生手法
（9）経済性を優先した民間主導型の都市開発事業（英語表記Economic Development）
（10）著Professor John Handle
（11）2000 年を迎えるにあたり、総額13 億ポンドに及ぶ宝くじ公益活動基金を「未来
のコミュニティのために寄与する社会貢献事業」に対して投資した事業
（12）Groundwork 1982 年に設立された荒廃地の再生に長年取り組む民間公益団体
（13）National Brownfield Strategy
（14）Sustainable Communities Plan 2003
（15）Millennium Commission
（16）National Lottery
（17）Berryhill field
（18）Groundwork’s Ecological Survey Module GPS やGIS 等の機能により、実地調査結
果を、記録、分析、共有することを可能としており、これによりグラウンドワークは合
計約1000ha 以上にも及ぶ荒廃地において効率的な事業推進を図った
（19）Friend Group チェンジングプレイシズ事業では再生された土地の永続的な管理
を行うため、ほとんどのプロジェクトで実施後の維持管理を担う地域組織が設立されて
いる
（20）National Land use Database of Previously Developed Land and Buildings
（21） the Deputy Prime Minister
（22）English Partnerships 1993 年にイギリス政府により設立された、土地の先行取得、
基盤整備等を行い、都市開発を推進する外郭公益団体
（23）English Partnerships、the Environment Agency、the Forestry Commission、Groundwork
の4 組織
（24）Regional Development Agency 1997 年にイギリス政府により設立された、地域経
済開発の戦略的指導者としての役割を担う外郭公益団体
（25）1997 から始まったEP による炭鉱再生事業で、2010 年現在107 の炭鉱が対象地区
として指定されている
（26）
、
（27）2008 年に全国総合開発計画に代わって閣議決定された国土形成計画の 5
つの戦略的目標の中の1 つとしてそれぞれ明記されている
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求められていると言える。
５ 我が国の荒廃地対策の今後の展開に関する考察
我が国の現状の方針・取り組みと、海外事例との比較から、
今後荒廃地の持続管理志向型開発を全国規模で実施していく
上で必要となる取り組みは図－５のようにまとめられる。この
中で特に言及すべき点は「各地でのプロジェクトの実施」の段
階である。ここでの実施主体は、その地域、荒廃地の規模・特
性によって様々である。しかし、海外事例を調査していく中で、
持続管理志向型開発を全国規模で実施していく上で重要とな
る主体の要素は、表－２のような項目が挙げられ、既存の組織
の適切性について考察すると以下のように示すことが出来る。
表－２ サスティナブル・マネジメントの実行主体としての適切性

このように、既存の組織のみでは一長一短があり、持続管理
志向型開発を達成していくことは困難であると言える。そのた
め、これらの組織と連携しながらも、専門的に事業を実行して
いく中間専門組織の新設については十分に検討の余地がある
と考えられる。イギリスにおける荒廃地保全トラストの設立の
際の議論の中でも、経済的な価値の無い荒廃地を積極的に所
有・管理していくということは、組織として大きな負債を抱え
ることともなりうるため、既存の組織がその組織活動の一方で
実行していくということは困難であると言える。そのため、そ
のような公益的な活動を実施していく組織に対して国が特別
な位置づけを与え、事業の推進を図っていくことが必要である。
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