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五感の思い出を表現
「ふるさと絵屏風 」でふくしのまちづくり「ふるさと絵屏風 」でふくしのまちづくり

滋賀県高島市他

五感の思い出五感の思い出……



奈良県の試み

「私のおすすめ 五感で楽しむ奈良」「私のおすすめ 五感で楽しむ奈良」

奈良県観光局は 固有な風土や文化的 自然的価値を奈良県観光局は、固有な風土や文化的・自然的価値を、
人間の「五感」を道具にして再発見し評価し直すための

「私 おすすめ 感 楽 む奈良プロジェクト 「私のおすすめ 五感で楽しむ奈良」
を企画。

市民から２２００を超える応募が集まり、広く関心を集め
た。



東大寺二月堂・お水とり東大寺二月堂・お水とり



墨の匂い墨の匂い

そのきっかけはそのきっかけは…

「これまで奈良のイメージは、絵ハガキ的な風
景に留まっていました。

その固定化したイメージを、もっと魅力ある内
容に変えていきたい いきいきと五感で楽し容に変えていきたい。いきいきと五感で楽し
んでいただける観光資源が、奈良にはたくさ
んある その魅力を再発見し 情報発信したんある。その魅力を再発見し、情報発信した
いと思いました」（県企画部観光交流局）



奈良まちづくりセンター
「五感によるまちづくり」

まちづくりに
転換のきざしが見える

• 人々が求める生活スタイルは

機能・効率重視から、

心地よい五感・感覚環境へ

• まちづくりは、ハード中心の発想から、ソフトウエアまちづくりは、ハ ド中心の発想から、ソフトウエア
の活用へ

• 環境行政も、問題対処型から、提案型へ



「２１世紀環境立国戦略」「２１世紀環境立国戦略」

政府は、平成１９年６月に政府は、平成１９年６月に

「２１世紀環境立国戦略」 を閣議決定。

「持続可能な都市への構造改革の一環として、
ヒートアイランド対策の観点も含め、風の通り
道や景観にも配慮した、水と緑あふれる美し道や景観 も配慮した、水 緑あふれる美し
いまちづくりを推進する」

環境省「感覚環境のまちづくり報告書」より



環境省 水・大気環境局資料より

「感覚環境のまちづくり」とは「感覚環境のまちづくり」とは

ヒ トアイランド対策から• ヒートアイランド対策から、

心地よい環境づくりへ

• 問題対処型から環境提案型へ• 問題対処型から環境提案型へ

↓↓
• より良い感覚環境（かおり、音、光、熱といっ
た人間が感覚を通じて感じる環境）の形成をた人間が感覚を通じて感じる環境）の形成を
推進するまちづくりへ



先進的な取組・ベストプラクティスを集めた
「感覚環境のまちづくり事例集」

１ 奈良（奈良県奈良市） 「五感で楽しむ奈良」のまちづくり
2 松本（長野県松本市） 長野県松本市から学ぶ「かおりのまちづくり」
3 松江（島根県松江市） 湖沼環境を「五感」で体感する3 松江（島根県松江市） 湖沼環境を「五感」で体感する
4 大丸有地区（東京都千代田区）／中之島地区（大阪府大阪市北区）

涼感あふれる都市空間づくり
5 浜松（静岡県浜松市） 「音・かおり・光環境創造条例」とまちづくり5 浜松（静岡県浜松市） 「音・かおり・光環境創造条例」とまちづくり
6 京都（京都府京都市） 光を使った「まちづくり」の試み
7 郡上八幡（岐阜県郡上市） 名水と暮らすまちづくり
8 平野（大阪府大阪市平野区） 「音博物館 を生んだまちづくり8 平野（大阪府大阪市平野区） 「音博物館」を生んだまちづくり
9 富良野（北海道富良野市） 施設依存の「まちづくり」から、自然のフィール

ドへ
10 彦根（滋賀県彦根市） 音や色 伝統文化を生かしたまちづくり10 彦根（滋賀県彦根市） 音や色、伝統文化を生かしたまちづくり

島根県中海・宍道湖五感モニタ 調査島根県中海・宍道湖五感モニター調査



中海・宍道湖 五感モニター調査（Ｈ１７年１０月～Ｈ１８年９月）

島根県「五感指標による宍道湖・島根県「五感指標による宍道湖
中海湖沼環境モニター調査」

調査は 湖沼 環境を 人 感 見る 聞く 嗅• 調査は、湖沼の環境を、人の五感－－見る・聞く・嗅
ぐ・味わう・触れる－－の各項目で評価する。

• 湖水の澄み具合・ゴミ・景観・音・臭気・魚介類・湖水
の感触という７つの項目を採点し、その合計点に
よって湖沼環境をＡ・Ｂ・Ｃとランク付けする。

• 水だけではなく、周囲の様子も含めた総合的な湖沼水だけではなく、周囲の様子も含めた総合的な湖沼
環境の評価の目安として、現在、中海で５地点、宍
道湖で６地点、計１１地点で調査が進められている。道湖 点、 点 調 。



中海と宍道湖１１ポイントの測定中海と宍道湖１１ポイントの測定

『音・かおり・光資源百選』ガイドブック
平成２０年３月発行



「浜松市音・かおり・光環境創造条例」「浜松市音・かおり・光環境創造条例」

唯 条 「浜松市は 平成１６年、日本で唯一の条例「浜松
市音・かおり・光環境創造条例」を施行。

潤 や安らぎを与え くれる音 かおり 光＊潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・光
資源の保全

＊人に不快感や嫌悪感を与える騒音、悪臭
及び感覚公害の防止及び感覚公害の防止

第一条第 条

「人に潤いや安らぎを与えてくれる音・かおり・
光資源を保全するとともに、市民及び事業者光資源を保 する も 、市民及び事業者
の日常的な生活や事業活動に伴って発生す
る人に不快感や嫌悪感を与える騒音 悪臭る人に不快感や嫌悪感を与える騒音、悪臭
及び光害（以下「感覚公害」という。）の防止
に 市民 事業者及び市が協働して取り組んに、市民、事業者及び市が協働して取り組ん
でいくための各々の責務を明らかにし、もって

が 創市民が求める快適な生活環境の創造に資す
ることを目的とする」



音資源の例音資源の例



かおり資源かおり資源

光資源光資源



百選に選ばれた場所をつなぐ百選に選ばれた場所をつなぐ

長野県松本市－かおりとまちづくり長野県松本市－かおりとまちづくり

信州を象徴する木「しな
の木」を街路樹に使っ
花 香 を楽 むて花の香りを楽しむ

「かおり風景１００選」に選
ばれた大名町通り

「花いっぱい運動」を継
続してきた経験が 市続してきた経験が、市
民に定着



「かおりの街作り」企画コンテスト「かおりの街作り」企画コンテスト

「 街作 企 成 年• 「かおりの街作り」企画コンテスト 平成１９年

長野県松本市とＮＰＯ法人信州ビオトープの会が企
画した「奈川地区『かおりとチョウの森』づくり」が環
境大臣賞受賞

チョウの食樹を含む１５種類ものさまざまな「かおりチョウの食樹を含む１５種類ものさまざまな かおり
の樹木」計２５０本。アゲハチョウやキチョウ、オオミ
スジなどのさまざまなチョウを、かおり樹木で呼び寄スジなどのさまざまなチョウを、かおり樹木で呼び寄
せようという、ロマン漂う森づくり。

「かおりとチョウの森」７ha「かおりとチョウの森」７ha



東京駅周辺「大丸有」
クールシティづくりの取組



打ち水プロジェクト打ち水プロジェクト

クールシティ中枢街区パイロット事業クールシティ中枢街区パイロット事業

問題対処として 「温度を下げる ヒ トアイランド対策問題対処として 「温度を下げる」ヒートアイランド対策

１ 地表面被覆の改善

都市形態 改善２ 都市形態の改善

３ 人工排熱の低減

４ ライフスタイルの改善

提案として 「心地よい感覚環境」をどのように再生していくのか

↓

涼感を楽しむまちづくりへ



風の道風の道

• 東京湾から吹き込んでくる海風を活用して大東京湾から吹き込んでくる海風を活用して大
丸有地区を涼感あふれるエリアにしようという
計画 現在 「風の道」構想は 東京駅の中計画。現在、「風の道」構想は、東京駅の中
央、行幸通りで計画中。散水計画や保水性
舗装を施し 六列に連なる並木道を整備舗装を施し、六列に連なる並木道を整備。

「風の道」づくり



大阪「水都・OSAKAαプロジェクト」
ほたるまち

隈研吾設計の朝日放送新社屋隈研吾設計の朝日放送新社屋

• 再生木材を合成して
作ったルーバー。

従来と比較して日射面
で約６度、日影面で約４
度、温度を下げること
ができる



「涼しさに 四ツ橋を四つ わたりけり」
元禄期の俳人・小西来山

「ないものねだり」から、
「あるもの探し」へ

「五感」を使って、五感」を使って、
まちの魅力を発見していく方法

人 人の「違い を問題にすることから一人一人の「違い」を問題にすることから、
「共感探し」へ共感探し」



心地よさとは心地よさとは

富士山の稜線 指数曲線「y=ex」富士山の稜線 指数曲線「y=ex」



「心地よさ」とは、
一人一人感じ方が違うのか？

感 「 「 が• 感じ方には、「違い」と「同じ」がある

共通性・客観性をともなう場合も？共通性 客観性をともなう場合も？

＊相手の顔の表情がわかる限界距離

＊白銀比 「１：√２」＊白銀比 「１：√２」

＊富士山の稜線の秘密

＊同じ反応が引き出されてしまう

環境に潜む意味－アフォーダンス環境に潜む意味－アフォーダンス

白銀比 法隆寺「１：√２」



「感覚環境のまちづくり」感覚環境のまち くり」
へのアプローチ

「感覚環境 まちづくり 響きあう要素を• 「感覚環境のまちづくり」に響きあう要素を、
各地のまちづくりから発掘し、事例として学ぶ
とこと

• 五感・感覚を使ってまちを調査し、自分のまち
歴史・文化や心地よさを再発見すること歴史 文化や心地よさを再発見すること

• 環境資源・環境価値を共有していく、合意形
成の方法をさぐること


