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Abstract :  Low carbon society is proposed as a future type of city according to the 
sustainable urban development. The sustainable development can be discussed 
economically as well as socially in addition to the environmental sustainability.  The 
decision making for human activity should be required in the urban planning and 
environmental planning to create the sustainable society. Infrastructure planning 
with value of regional mentality has been proposed over twenty years.  Many 
analysis methods for mental climate with Buddhism theory and psychology have been 
proposed.  In the study, several applications of Buddhism concept are introduced 
such as psychotherapy, project evaluation, the system design of Mandala and so on.  
On the other hand, the psychoanalysis based on unconscious can be applied to create 
urban planning concept.  The attitude of civil engineer would be altruistic according 
to Bodhisattva concept.  Description of Mandala might be applied to develop the smart city 
as an realistic example of low carbon society with mentality evaluation referring to 
the current complex society.  
 
 

     

１．はじめに 

現在のわが国は、少子高齢社会・人口減少社会

であり、継続的な発展を前提としない都市社会基

盤の基本的理念を再構築する必要がある。特に、

昨今の基本的な都市形成の理念として、持続可能

性（sustainability）が取り上げられる。すなわち、

持続可能な都市の創成を目指すという都市構成の

パラダイムに基づいて、低炭素社会型の都市シス

テム構築に関する各種の議論が重要となっている。 
本稿では、これらの動向を踏まえて、低炭素社

会における都市システムの構築に関して、基本的

な計画理念を形成することを目的とする。 
すなわち、社会資本計画における、持続可能な

都市システムの理念的な側面を明確にする。この

とき、都市市民による低炭素型の生活様式と都市

システム基盤との有機的構成を根源的な問題であ

ると考える。そのため、現実的な都市システム計

画のいくつかの局面に対して、都市社会構築の点

からの理念形成について具体的提案を行う。  
このとき、従来型の都市システムの計画アプロ

ーチに内包される計画理念（西洋的理念）に対し

て、実践的なアプローチとして、大乗仏教と密教

の思想を基本として、東洋的な都市システム計画

理念を形成するための方法論を紹介する１）。 
 本稿ではまず、社会資本計画における西洋科学

的方法論（キリスト教的世界観）とわが国におけ

る潜在的な思想としての仏教的世界観について言

及する 1)-3)。つぎに、低炭素社会の都市システム

構築のため、公共意識を菩薩行とする解釈可能性

に言及する。これは、低炭素社会の構築について

の基本的な動機付けを行うものである。また低炭

素社会を目指した都市システム計画に関する思想

的な考察に加えて、現実的な検討を行うため、こ

こでは、マンダラを用いた低炭素社会の構成につ

いて具体化の過程を示す。これは都市システム計

画の新規の方向性を提示するものである。 



 

 

２．都市システム計画における科学的方法 
都市システムの計画（社会資本計画）は通常、

都市社会の基盤を形成するための計画であり、①

計画代替案の作成、②計画代替案の合理的評価を

踏まえて、計画案が策定される。 
さらに、③住民参画と合意形成過程を経て、事

業化に至ると考えられる。このとき、科学的な分

析を用いることで、「合理的」判断が実行され、こ

の意味で説明責任（accountability）を果たすと

考えるのが一般的であろう。 
しかしながら、現在われわれが直感的に「科学」

と認識している技術は「西洋的科学技術」あるい

は「キリスト教的近代科学技術」であると考えら

れる。すなわち、欧米的思想である、神による万

物の支配、唯一神と人間との対立の意識に基づい

た科学が支配的である。このキリスト教的世界

観・人間観（西洋科学）は確かに多数の近代的技

術をもたらした。わが国においても、近代科学は、

ひとびとの生活を便利にし、快適にした。一方で、

これは「人間の欲望の充足を目的に発展してきた

もの」ともいえる 4)-6)。 
わが国における科学技術の問題は、キリスト教

的思想を包含する西洋科学技術を近代化として受

け入れたことである。東洋的（日本的）自然観・

人間観との科学技術の関係性に関する議論は必ず

しも十分とはいえない。近代的西洋科学では、要

素還元論が支配的であり、意思決定結果は画一的

になると考えられる 7)。 
 一方で東洋的思想として、仏教思想を取り上げ

ると、万物は因縁より生じるとされる。ここで、

因縁とは縁起ともいう。すなわち「因」は原因で、

結果に対する直接の力である。また「縁」とは因

を助けて結果を生じせしめる間接の力である。一

切のものは互いに無限の関係において存在してい

る。また因縁によってできている一切の事物、五

蘊の集合、物と心の和合によって成り立っている。

このような世界には、永遠にそのまま存在するも

のはなく、常に変化して流転する。すなわち諸行

無常である。 
低炭素社会では、環境持続可能性に加えて、持

続可能経済（low-carbon economy）の概念が提起

される。さらに持続可能な社会を構成するために

は、多様な価値観が混沌と混在しており、各要素

が複雑に融合する過程を考える必要があり、西洋

合理的な思想を超えて多様な解を許容する思想が

必要ではないかと思われる。 

３．低炭素社会の公共意識 
持続可能な都市システムの構築には、基本的な

計画目標の妥当性と公共的計画についての思想が

必要である。都市システムの低炭素化に関して、

計画目標は合理的に設定され、目標達成のための

合理的計画が有用である。 
 このとき、個人の利益と社会の利益が必ずしも

一致しない社会的ジレンマの状態において、いか

に対応すべきかを考える。説得により環境持続可

能性に関する公共意識を高揚し、合意形成を達成

することが妥当な方法論であるだろうかを考える。 
東洋的思想として、わが国の仏教思想を考える。

ここで、大乗仏教とは、従来の仏教が修行者本人

の個人の救い（解脱）のみを求めていたのに対し

て、（救いを求める大衆の願いも受けて）自分ばか

りでなく多くの人を救うものが真の仏教だとして、

その教えを 大乗（大きな乗り物）に譬えたもので

ある。このため、釈迦に由来しない多くの経典を

創作したため、自己の解脱のみを目指す保守派（上

座部）大乗非仏説という批判の声も上がった。し

かしながら、仏陀は限りない慈悲をもって万人を

救済する。仏陀の慈悲と智慧を信ずる以上は、菩

薩の道は誰にでも開けるはずである。 
このとき、宗教的完成（悟り）を得た仏を「如

来」と称し、求道者の意味で用いられる「菩薩」

がある。自分は仏となることを放棄して、あくま

でも「菩薩」のまま、真理をたずさえてこの世に

出現して、一切衆生のために、慈悲利他行を実践

しながら、真理に導く（救済する）という思想で

ある。 社会的な利益という意味での公共意識に

対して、利他行・菩薩行としての公共意識は相違

するように思われる。 
 
４．マンダラのシステム構成 
 宗教的な絶対の真理は、言語表現を絶ったとこ

ろに存在するという見方がある。仏教ではこれを

言語同断という 8)。  
 大乗仏教では四智を説く 8),9)。①大円鏡智、②

平等性智、③妙観察智、④成所作智である。一方、

密教ではこれに、⑤法界体性智を加えて、五智と

する。ここで、①大円鏡智は、鏡が現実世界に存

在する一切の事物を映し出すように、現実世界の

一切を包含する絶対の智恵である。②平等性智は、

現実世界に存在する千差万別の事物の中から共通

性・均質性などの平等な面を重点的にみる智恵で

ある。③妙観察智は、一切の事物のなかに異質的



 

 

なものを読み取っていく知恵である。④成所作智

は、一切の事物の活動的な性格のもとになる知恵

である。これらの性質をすべて備えたものが、⑤

法界体性智とされる。 
これらの思想に基づく世界観を具体的な姿とし

て図像化したものがマンダラである。マンダラは、

サンスクリット語の「全体」「円」「集合」語源的

には「本質を有するもの」「完成されたもの」であ

る。したがって、密教に伝わっている「到達した

い憧れの仏の世界」の全体を表現したものが曼荼

羅。これらは、仏の世界＝宇宙の本来の姿（すな

わち宇宙の全体図）を表象するものである。  
特に金剛界マンダラの五仏の概要を図－１に示

す。五智に対応して、マンダラにおける空間的位

置（東・西・南・北）や色彩（青・赤・黄・白・

緑（黒））あるいは現象（地・水・火・風・空）が

規定されている。このため、宇宙のすべては５種

類の性質でできているとする。を宇宙の物質面を

表す５つの姿である。人間も宇宙の一部であるか

ら、人間の身体も五大でできているとする。また、

五仏の色彩は、単に美的な観点からつけられたも

のではない。色彩が思想を表現している。 
胎蔵マンダラの中台八葉院の五仏は金剛界マン

ダラの五仏と名称は異なるが対応して構成されて

いる。表－１は両者の関係を示したものである。 
 マンダラに関して深層心理学者の C. G. ユング

は、自己の内面的な象徴的表現として、精神患者

の夢や幻想などに登場することを述べている
10),11)。すなわち、マンダラの意味は、ユングの考

える自己表現との一致度が高い。東洋の場合、マ

ンダラは宗教的観想の対象として存在するもので

あり、普遍的な意味が高い。一方でユングの場合

は、ある個人の夢や幻想から得た個人的なもので

ある。すべての人間が、このような形象を心の奥

底に持っており、これを「元型」と呼んでいる。

ユングは個人的無意識と集合的無意識とに区別す

る。無意識の深層には、地域・国・民族・人類全

体に共通すような集合的無意識があると考える。

人間の心に生じるイメージや夢は、元型の力のは

たらきによるもので、その元型は、集合的無意識

から生まれると考える。この関係を図示したもの

が、図―２である。したがって、マンダラは集合

的無意識の表象のひとつであると考えられる。 
 
５．スマートシティの計画理念 

低炭素社会の都市システムとして、具体的な提 
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図―１ 金剛界マンダラ五仏の関係 

  
表―１ マンダラ五仏の対応関係 

如来部（金剛界） 如来部（胎蔵界）

五 智 自性輪身 自性輪身

中 尊 法界体性智 大日如来 大日如来

東 尊 大円鏡智 阿閃如来 宝幢如来

南 尊 平等智 宝生如来 開敷華王如来

西 尊 妙観察智 無量寿如来 無量寿如来

北 尊 成所作智 不空成就如来 天鼓雷音如来  

個人的
無意識

集合的
無意識

● 元型

意識

 
図―２ 個人的無意識と集合的無意識 

 
案であるスマートシティを検討する 12)。一般的に、

スマートグリッド（次世代送電線網）を社会基盤

に据え、再生可能エネルギーや電気自動車などの

交通システム、省エネ型のビルや住居など都市機

能や全体を環境配慮型にした都市の考え方を「ス

マートシティ」と呼ぶ。 
 西洋科学的な思想に基づいて、都市システムの

最適計画案を構成することは可能であると思われ 
る。しかしながら、都市システムとしての精神性

を含んだ生活質の向上を図る必要がある。 
 本稿ではマンダラの思想に基づいて、スマート



 

 

シティの構成論を具体化した。金剛界マンダ 
ラの具体的な様式を用いて、具体化した。これを

図―３に示す。マンダラの五大の意として、地・

水・火・風・空に対応づけられる、スマートシテ

ィに対して、①地は、基本となる都市基盤（都市

インフラ）、②水は、循環する人とエネルギー、③

火は、都市活動を支えるエネルギー供給、④空は、

環境質として自然環境に対応すると考えた。また

最終的な目標として、⑤再生可能な持続可能社会

を目指している。これは、宗教的に期待される法

界体性智（仏の境地への再生）の思想的背景を有

するものと考えられる。 
 

６．おわりに 
 本稿では、低炭素社会の都市システムにおける

計画理念の形成を東洋思想の視点から検討した。

同様の公共計画思想の再構築は、関連する都市シ

ステム計画にも指摘できる。これらの主要な話題

を要約して、計画理念形成の提案としたい。 
① 都市における現象は、本来は一切が「空」で

ある。したがって、都市システム計画の目標

も本質的には執着の定式化であることを理解

して、計画を遂行する必要がある。 
② 多数の諸仏（個体）が相互に関連し宇宙を創

出するマンダラは、エージェントの複合体と

して社会現象の記述を目指す複雑系（complex 
system）の有用性を示唆している 13)。 

③ 住民参画による合意形成過程では、説得では

なく、自己実現・アイデンティティ形成を目

指すカウンセリングの方法論が必要である。 
④ 地域の精神風土を踏まえた個性的な計画立案

においては、集合的無意識層を前提にした深

層心理的な分析が必要となる 14)。 
⑤ 社会的な環境変化は、人格障害の時代を構成

している。計画的な人格障害が増加している

ことから、社会環境の検討が可能である。 
⑥ マンダラの思想と四神相応（都市計画思想と

しての風水）には、空間的な配置の点で、類

似性があり思想的に関係するものである。 
 

本稿で期待するところの低炭素社会の創成に

おいては、都市のアイデンティティが共有された

社会における協調関係が必要となる。このような

真の意味での社会的合意の形成のためには、都市

システム計画論の体系的な見直しが求められよう。 
 

 
図－３ スマートシティの構成思想 
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