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１．コンセプト 
１－１ 環境デザイン原理 

環境デザイン原理として、「自然は語らない─語るのは

人である」を定立し、経験的に検証可能な内容として「環

境デザイン的立場」から、以下を提案する。 

１－２ 環境デザイン的立場 

つくられる「もの」は、その作り方にも依ることから、

この計画のコンセプトは、敷地のデザインと共にデザイ

ン方法の提案である。 

「環境デザイン的立場」とは、「人が環境をデザインす

る」のではなく「環境がデザインする」という立場であ

る。というのは、人は、既に、環境によってデザインさ

れている。いかに人がデザインすると言っても、人は環

境の中に生まれ、環境において成り立っている。ある「も

の（物・者）」にとっての「環境」は、他の「もの」その

ものではなく、それらのものの位置（position）、布置

（configuration）、働きである。 

21 世紀のあらゆるデザインがなされることにより、

100年かけて世界が再治され、22世紀に新地球が芽吹 

くことを志向する。 

２．背景と基本的考え方 
２－１ 現在的状況 

「現在」という時代を以下の警句（アフォリズム）か

らはじめる。 

A：昼間に提灯をつけて探し回るほど「神の死」に

よる深い夜の到来（ニーチェ 1882年）の時代 

B：暗闇で提灯をつけ闇を探している時代 

C：人類はロスタイムに入っている（福岡 2001

年）時代 

A は、ニヒリズム（市民社会の産み出す毒）の立場であ

り、「神がいないならば、人は何をしても許される」こと

になるが、それを克服するための方法的状況が、B であ

り、そのことの気づきが、 

C である。このような状況から脱出する方法が「環境が

デザインする」という立場に立つことである。これらの

ことを、自然大地と人間との関係で表す 
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The Earth Community Save Boat

. Concept 
.1 Environmental Design Principle 
The concept proposed here is based on 

racticable thoughts following Environmental 
esign Principle: Even though Nature says 
othing,  humans behave like main actors in 
he Nature. 
.2 Environmental Design Standpoint. 
The conceptual plan proposed here from the 

nvironmental Design Stand point is for the 
esign of the proposed site as well as it’s the 
ethod of environmental design. Environmental 
esign Stand point means “Design by 
nvironments rather than design the 
nvironments by human beings”. Because every 
uman beings born within the environments, 

earn from the environments and live in the 
nvironments that is already designed. The 
nvironment for everyone is not things 

hemselves surrounding him, but their own 
osition, configuration and function. 22 century’s 
arth is actually the production of new world 
rom the product of everyone’s design for 100 
ears in 21 century. 
. Background Philosophy 
-1 Present situation 
resent time has started from below mentioned 
emarks (aphorism). 

A: We must use the lantern in day time 
because of complete darkness as God turns 
into death. (Niche, 1882) 
B: It is as if with the lantern in darkness 
searches for darkness. 
C: Mankind has entered into loss time age. 
(Fukuoka 2001) 

 is from the standpoint of nihilism (Poison as
he product of civil society), we permits to do 
nything without god, B is as if the method to 
vercome A. C is the awareness of the situation 
f B. The method of the escaping from this kind 
f circumstance is the standpoint of 
environmental design.” We give another



   

 

Ｄ：自然大地：「原初性」/ Earth & Nature: “aboriginality” 

矢印は、活動（循環）をあらわす/ arrows show activities and/or circulations 

と、人間は、本来、自然大地（「原初」：ここでは、仮に

も「原初性」の現成とする）と共に、渾然一体的にある

（Ｄ）。 

しかし、人間は、いつの間にか、自らを自然大地から

遊離させ、切り離し、その傷を被覆するかのように、自

然大地との間に多くの人工的な層(stratum)を介在させ

るようになる（Ｅ）。都市化の波は、このことの現れであ

る。 

 

Ｅ：現在：都市化/ Present: Ur

 

21 世紀は、この遊離を解消し、再び自然大地に接地

する立場から、すなわち、自然大地（「原初性」）から生

活環境が再建されねばならない（Ｆ）。しかし、原初とし

ての自然大地は、それに向かうと、もはや人工となり、

原初性は隠れ伏す。したがって、自然大地「から」考え

ることが肝要である。このことを、「環境から脱するとこ
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illustrations. 
Humankind is essentially with Earth & 
Nature(D). (We say temporally it is the 
concrescence of aboriginality.) 

But artifacts are displaced in connection with 
natural ground and the human. However, 
human did not notice, human being has been 
separating from the natural ground and 
 

banization in these cenuries 
insulation of artificial bed intervened by the 
wave of urbanization in between two (E). This 
kind of separation needs to be corrected with 
reconstructing the living environment. (F). But 
natural ground itself as “aboriginality” has 
already escaped from our hands if we try to face 
it, so it’s important to think from it. This we 
symbolize by the phrase “escapes from 
environment”.  



   

ろ」というタームに象徴させる。 

 

Ｆ：提案：接地/ proposal: earth 
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２－２ 地球のタネ：多様性＝［多と差異］ 

まちづくりのはじめを考えることは、すでにまちづく

りがはじめられている。真の「はじめ」は、はじめの「は

じめ」、すなわち、まちづくりのはじめでないところから

でなければならない。それを象徴するものとして、自然

大地のタネ、「地球のタネ」のイメージからはじめる。 

１ タネ：原種と栽培種 

一般に植物のタネは、特定の環境条件に合わせて原

種から人工交配によって栽培種が造られる。しかし、

そのようにして造られたタネは、そのときの「環境条

件」に合わせられている。（ここに「環境がデザイする」

立場の形骸化された姿が現れている。）環境条件が変わ

れば、別のタネをつくらねばならない。 

２ タネ・大地・水 

動物（含人間）は、自らの活動を維持するために植

物の実りを消費している。植物の生産形式：光合成［水

と炭酸ガスと日光を利用してブドウ糖を生産する］の化

学式 

12Ｈ２Ｏ＋6ＣＯ２＋Ｓｕｎ → C6H12O6（ブドウ糖）

＋6H2O＋6O2＋Ｑ／Ｔ（熱エントロピー） 

を見ると、余分なものとして熱エントロピーが発生する。

これは水を蒸散させることにより、植物の体内から大気

圏に移され、宇宙に放散される。エントロピーの発生と

いう熱力学的メカニズムは、単に植物に限らず、動物や

無生物（自動車、工場、都市など）のあらゆる活動に含

まれ、その活動が持続するためには、絶えず熱エントロ

ピーを吸収する「水」を必要とし、その水は大地にある。 

このように植物の活動は、地球上のあらゆる活動の根
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2-2 Seed of the earth: Varieties= Many and 

ifferences 

Starting to think about urban design is to have 
lready begun. The true “starting ” is 
on-starting or “before-starting”. We begin with 
e seed of the natural ground symbolizing the 
age of “before the earth”. 
1. Seed: Parent and Cultivated species 

As for the seed of the plant, generally the 
ltivated species are made from the parent by 

rtificial breeding. The seed prepared in that 
ay was generally adjusted with the 
vironmental condition of that time. The 
vironmental design stand point here needed is 
 make new seed adjust in new environment 
ithout damaging the natural ground. 
2. Seed: Ground: Water: Atmosphere 

Animals consume plants, namely depending 
pon them. The chemical equation of 
hotosynthesis in Chlorophyll is:  
O2 + 6H2O+Light Energy → 

 C6H12O6 (Glucose)+6O2 +Q/T 
ntropy)  
ot only plants, animals as well as well 
animate objects like automobile and factories 
 the city also entropy occurs during the 
ermodynamics mechanism. This gives rise the 
mperature for balancing it the water 
aporation by the plant has important role. The 
ater is under the ground, Mr. Fukuoka says. 
he earth and seed are two bases for the 
roduction of plants. Mr. Fukuoka developed the 
iginality concept of Seed ball as seed of earth. 
he model Seed ball approximately of diameter 
cm and weight 7 grams contains the seed 



   

本であり、福岡の創案になるタネを粘土で包んだ粘土団

子（seed ball）は、地球のタネの触知可能なモデルセッ

ト（重さ：7g、直径：約2センチ、成分：粘土とタネ）

であり（G）、それを撒くことは、まちづくりの真の「は

じめ」である。 

G：粘土団子/

 
２－3 計画敷地の「はじめ」 

本敷地の梅田貨物ヤードは、江戸時代に埋め立てられ、

難波の七墓の一つとされたことから始まる。そこで「埋

め田」を出発点としつつ、環境デザイン的立場から、一

段と踏み込み、「埋め田」でないところを「はじめ」とす

る。つまり、「梅田のはじめでないところ」を、デザイン

志向の「はじめ」とする。そこは、1 万年前には地上で

あり、現在は地下 30m の天満層である。現在の大阪駅

を支える支持杭の先端が、やはりこの層に達しているの

で、現大阪駅の「はじめ」とも一致する。 

現在、大阪駅では、総数として一日当たり利用客数

230万人を見る。これは、本計画にとり巨大圧力である。

この総数をどのように計画と関わらせるか。総数でない

ところとしての一人一人は、家族のメンバーである。そ

して、一人一人とその家族のはじめは、ご先祖である。

そこで、「ご先祖のはじめでないところ」として子孫を採

る。そして、ご先祖を子孫に渡す乗り物、あたかも「宇

宙船地球号に搭載される救命ボート」の設計図として本

提案を位置づける。 

３．土地利用 
３－１ 敷地周辺状況と土地利用の可能性 

敷地の高低差は北から南へ、約 1/1000 の下り勾配

である。 

敷地の南側で東西方向に走る辺を「南辺」、敷地の東側

で大略南北方向に走る辺を「東辺」、敷地の西側を南西か

ら東北方向に走る辺を「斜辺」とそれぞれよぶ。 
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inside, clay protecting the seeds from worms, 
insects and birds (G). This eventually creates a 
new plant in the earth naturally at its suitable
 

Seed balls
growth time and places if they are scattered.  
2-3 The starting position of Planning Site 

The planning site has a long geological history 
totally unbelievable for the present generation. 
In Edo period (before c. 300 years) the target 
area and around it were dried up and filled with 
soils to use as cemeteries. 10000 years ago 
Osaka ground is below 30m the present Osaka 
(called the Tenma Stratum). The stratum of 
bearing piles of Osaka station is resting on this 
layer which is catering 2.3 Millions people each 
day. This enormous human load is passing by the 
piles to the original ground of the Osaka. How 
far is this possible to bear the ever increasing 
human loads? Thus, this planning site has 
proposed a environmental design method living 
in harmony with nature.  

People as an individual has their ancestor and 
the starting position of  the non-ancestor-hood 
is the heir, so our proposal is to be the design 
drawing of the life save boat in the spaceship 
“the Earth” which transports the present to the 
heirs which has anchored to Tenma Stratum.  
3. Land use 
3-1 Site circumstances  

The ground of proposed site is downward slope 
from North to South approximately 1:1000. The 
site is more or less in triangular shape. The side 
of this site running from South West to North 
East form Hypotenuse on the western side. 
Regarding other two sides, one passes from West 
to East on Southern part and other runs from



   

１ 南辺ゾーン 

幅員約 18m の主要地方道九条・梅田線を介して大阪

駅に相対する。したがって流出入者のはじめは、大阪駅

に辿り着く人々である。大阪駅に辿り着く人々の一部は、

新たに敷地内に設置を計画するなにわ筋線の北大阪駅に

現れる。 

現大阪駅は、地下階、地上階、2～3階、ホーム階の4

層構成である。そのそれぞれのレベルにおける流出入に

対処する。それに加えて九条・梅田線からのの流出入が

あり、その中に車と歩行者とがある。 

地上レベルでは全面的に敷地へ人々を流出入させ、3

階レベル以上の数カ所で、道路を立体的に横断する陸橋

を設けることにより、現在の大阪駅側の閉じた面を開放

的に再デザインすることより相乗的に賑わいを見せるシ

ョッピングモールを提案する。 

２ 東辺ゾーン 

東辺に接する南北路の北端は、中津方面からとルート

176の分流が合する口であり、現在その道路は南行き一

方通行であり、交通量は少ない。東側には大小のビルが

建ち、北の方から高層の済生会病院、ＪＲ西日本ビルな

どがある。このゾーンの東は、交通量の多い道路（ルー

ト176）を介して、茶屋町などの賑わい地へと続く。そ

れと機能的に補完する施設を敷地内に配置することによ

り、東側からの人々の流入が期待できる。メインアクセ

スポイントは、敷地の真ん中を東西に走る道路であり、

西側は、敷地内の真ん中を南北に走る道路により画され

る。南端には、ヨドバシカメラビルが止めとしてそのボ

リュームを見せるが、その足元北側は、駐車場広場とな

っている。 

３ 斜辺ゾーン 

現道路は狭く（幅員6m）、交通量も少なく、路駐を許

している。町工場などもあり、テニスコート、日通の貨

物の積み卸し場など、低層の雑多な建物群が狭いゾーン

を形成している。その西側には、歩道が整備された、交

通量の多い道路があり、高さ170mの梅田スカイビルな

どの高層ビルが突出し、辺りを支配している。その辺り

で、敷地を東西に横断する地下通路があり、絶えず歩行

者が流出入している。この狭いゾーンを敷地に取り込ん

で一体化して開発することが考えられるが、それは計画

的に行き過ぎ、人為的に単相化してしまうリスクがあり、
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south to North on Eastern part.  
1. South Zone: 

The side which runs east to west faces on the 
southern part of the site. The side which faces 
the Osaka Station, passes a main road of about 
18m passes, carrying the high traffic load as well 
as passengers’ inflow and outflow of the Osaka 
station. Therefore this side is the high public 
flow zone. The present Osaka station consists of 
underground 4 floors with 2-3 floors as 
platforms. At terrestrial level, very high flow of 
the people incoming and out coming for which 
there are provision of nine gates. The third floor 
has a lot of shopping malls. The North South 
road proposed here could be linked with the 
Osaka station by Bridge so that passengers can 
be diverted to this area. 
2. East Zone: 
On the Eastern part, there is a road 

connecting the North of this site and southern 
part main road. The traffic density is very small. 
At the eastern part of this zone as Route 176 
passes high traffic density and lies busy area 
like Chaya Machi district. The high influx of 
the people can be considered for the plan at this 
side of this zone. On east side there is hospital 
and at north JR west building. The main access 
point is designed at the center site intersection of 
North-South road and East-West proposed main 
road within the site. At south edge there is 
Yodobashi camera building as eye stop which has 
open space of parking area at foot. Looking 
potentiality, near to it a commercial zone and 
parking area has proposed. 
3. Hypotenuse zone 
The road is narrow (width 6m) and traffic 

volume is also small. There factory buildings and 
whole sale market. Around this area low rise 
buildings are found. Near by it there are a 
landmark buildings named Umeda Sky Building 
with height 170m and other. The road passes to 
it has high traffic volume and sidewalk is on the 
west side. The underground passage serves the 
people to cross east-west. Considering the 
narrow space, if looked from the environmental 
design point, the site is left for future to develop 
according to the people’s need. In this plan,



   

環境デザイン的立場、「環境がデザインする」立場から、

狭さを敷地の固有な特性として温存し、将来における固

有なデザインの余地を残すことを選ぶ。本計画では、こ

の斜辺の内側は、林間パークとして、市民運動公園、市

民自然農園として構想し、将来性を保存する。この林間

東端は、地下に設けられたなにわ筋線の駅施設に続く。

また、掘り出された船渠水路が、レトロなサンクンガー

デンとしての雰囲気を醸し出す。 

３－２ 敷地の断面計画 

北端から南へ自然大地が広がり、南から北へ人工層

が半ばかぶさると捉える。 

４．施設・機能 
４－１ 空間イメージ 

敷地は、北から南へ、自然大地地区─市地区─邑（ム

ラ）地区に分節する。そして、住居部分（住居群）が、

自然農園の中、さらに市地区と邑地区にまたがって配

置される。 

 

1 

4 

5

5

H 空間イメージと施設配置/Spatial Ima
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inside this hypotenuse, retain promising future 
as a camp park, the civic movement park and the 
citizen natural farm. Thus underground 
facilities to the station are provided in this area. 
In addition, the old dock waterway which will be 
excavated, engenders atmosphere as 
Sanken-garden. 
3-2 Section Plan of the Site 

As the natural ground spreads from the north 
edge to south, from south artificial layer is 
covered halfway to north. 
4. Facilities and Function 
4-1 Spatial Image of the Site 

From North to South, the three zones are 
articulated. They are Houses of the farm families 
are arranged in the midst of rice fields. 
4-2 Natural earth-Aboriginality: The place 

where one can enjoy with environment 

1. Memorial Mountain:  

This memorial mountain also has the 
3
2
1 メモリアルマウンド/memorial mound 
2 環境源医学研究施設/natural medical treatment 
research facilities 
3  砂漠・都市緑化研究施設 /desert & city 
6

forestation research facilities 
4  自然農園と住居 /natural farming field & 
houses 
5

 

5 NPO/NGO オフィスと商業施設 /NPO/NGO 
office & commercial facilities 
6 住居棟/housing facilities 

ge of the Site 



   

 

４－２ 自然大地地区─原初性：「環境を享受するとこ

ろ」 

１ メモリアルマウンド 

この地区の北端にメモリアルマウンド（「平成山」）

を構想する。かつて法隆寺に奉納された 100 万塔の

ように、先祖を子孫に渡す乗り物の象徴として、家族

のカプセルスペース 100 万個が大地に接地する形式

で収納される。頂上近くに、2001年 9月 11日を象

徴するメモリアル設置の場を予定する。麓には、屋外

集会場が設けられ、敷地を南北に貫く道路が、トンネ

ルで貫通し、北側の道路に接続する。 

２ 環境源病医学研究施設 

自然農園（無耕起・無肥料・無農薬）に囲まれ、環

境源病（例 シックハウス症候群など）のための医学

研究施設が配置される。 

３ 砂漠・都市緑化研究施設 

福岡による自然農法の応用として地球環境再生の手

始めとして砂漠緑化ならびに都市緑化研究施設の建物

群が点在する。 

４ 住居群 

自然農園の中に住居が点在する。 

４－３ 市地区─未来性：混沌：order from/to disorder 

未来に向けての空間であり、「ベンチャー」・「楽」・

「インフォーマル」・「フリーマーケット」また、「混

沌」を固有語とし、祝祭場の機能を持たせる。 

４－４ 邑地区─現在性：「環境から逃れるところ」 

１ 第 2市役所としての NPO／NGO 団体オフィス施設群 

２ ２０世紀博物館と付属研究施設（含制作復元修理

工房） 

化石燃料依存の 20 世紀文明・文化的価値の転回を

志向する本計画では、20 世紀文明・文化博物館を必

要とする。 

展示のはじめは、分類と配列であるが、そのはじめ

の「はじめ」は、「分類と配列でないところ」であり、

手に取り、生活の中で使用したりすることである。こ

のような展示形式をサポートする修理復元制作工房が

付設される。 
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provision of small clear water pond around 
which people can take rest and realize about the 
human civilization in peaceful environment. 
This place is proposed to provide people 
memorizing the past and realizing the present 
and shaping the future. The far view of tall 
buildings symbolize the modernization of past 
20th Century and a close look demonstrating  a 
new way of  sustainable lifestyles in the farm 
village. A summit is proposed for a common 
agreement from which this propose area can be 
seen towards the path of sustainable future. 
1. Natural medical treatment research 

facilities: 

The natural farms,  farming with the method 
of no ploughing, no chemicals and no fertilizers 
will become the research fields surrounded near 
by the houses. 
3. City Forestation Facilities: 

The part of this site is proposed to use for the 
application of the Natural Farming Method 
proposed by Fukuoka as the beginning of 
reconstructing the city environment.  
4-3 City Area ‒ Future potentiality (Disorder to 

/from order) 

These are the spaces for the future like 
Offices, Informal sector, Flea market, language 
and cultural exchange celebration place. 
4-4 Area- Contemporary (The place where we 

escape from the environment) 

1. NPO/NGO office as the second Municipal 

office  

2. 20th century museum and research

facilities for the restoration. 
The space of the museum exhibits the 20th 

century civilization, culture and fuel 
dependent industrial revolution. The 
associated research facilities also help to 
restore it. 
3. Setback Residential Facilities with 

veranda  
4-5 Traffics Planning 

1. Rail way line: As the alternative line of 
the Umeda cargo line the Naniwasuji line runs 
through the area from the south to the north. 



   

３ 階段状のテラスを持つ住居棟が計画されている。 
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４－５ 交通計画 

１ 鉄道線 

梅田貨物線の代替線として、敷地の中心を南北に

貫くなにわ筋線を計画し、しかるべき後に、梅田貨

物線の地下化を実現する。 

２ 敷地内の道路 

５．先行開発可能地域の開発について 
市としての広場とその下に、 

地上階は、駅上広場 

地下 1 階は、バスターミナル（大阪駅南側の既

存のものを移設） 

地下2階は、なにわ筋線の北大阪駅（新設） 

地下3階は、中央新幹線大阪新駅（構想） 

の三層構造とする。 

６．都市環境、アーバンデザインについて 
生活環境は、産業革命以後、特に顕著に都市と農

村とに分かれてきたが、本来一体のものである。「大

量」「効率」「部分の集積」「分解可能」「余剰化」と

いう人工的価値が人々のものの考え方を支配し、都

市だけでなく農村も席巻している。その考え方を、

揚棄・克服すること、例えばエントロピー発生量、

ＣＯ２発生量を因子として加えた効率により再評価

することによる都市環境整備を提案する。 

７．その他の提案 
南北問題に象徴される20世紀的世界問題は、文

明・文化の衝突である。日本語、英語によるプレゼ

ンテーションは、その解決・解消の基本的前提であ

る相互理解をはかるためであり、このコンペの地平

に接地する。 

 

7. Other Aspects: 
The problems of 20th century symbolizing to North

and culture it is decided here to present the proposal b
mutual understanding which is prerequisite for the 
horizon of this competition. 
1. Design Pattern: The proposed plan is conceptualiz

the infrastructures will be less. 
2. Balance of Work, Leisure and Living: This plan h

Leisure and Living together in balancing the 
environmental design mind. 

   - 8 - 
This line will be moved to the underground 
Umeda cargo line in future. 
2. Roads: The big cross pattern with traffic 

ircle  system is adopted. 
 Phased Program for 
development of Initial site 

The initial phase area is designated in our 
roposal as commercial zone which is close to the 
saka Station and popular shopping center 
odobashi Camera. A high rise building is 
roposed here with realizing the commercial 
otentiality and economic value of the land 
arefully with balancing Floor Area Ratio and 
uilding Area Ratio from planning point of view 
ompatible with the surrounding high rise 
uildings and this is the Land Mark building of 
he area that can be seen straight while coming 
om Jyusou (Amagasaki), Sannomiya Kobe. 
Under ground Floor 1: Bus terminal 
Underground Floor 2: North Osaka Station of 
Naniwasuji line in futre 
Underground Floor 3: Central Shinkansen 
Osaka New Station. 
. Urban Environment & Urban 
esign 
Regarding the city environment, with the 

eginning of the industrial revolution, present 
ity is away from the farm village but 
riginally these are composite body. People are 
igrating at rapid pace to the city as well as has 

 trend of loss of agricultural land. Now the 
ituation is unbalanced between rural and 
rban. The waste and CO2 produced in city has 
o place to absorb, so to create a new balanced 
ity environment farm land is also proposed 
ere. 
-South problems and conflict of civilization 
oth in Japanese and English for assuring the 
solution and the proposal is earthed to the 

ed in radial pattern so that the basic cost for 

as based on the idea of creating the Work, 
ecology and economy computing from the 
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