
豊かな都市づくりのための理論とそれに基づく分析例について

地域景観ユニット

１．はじめに

　近年、地方都市の活力低下が危機的な状況となり、
地域活性化や地方創生の推進が強く言われている。そ
の際には、地域の魅力を高め、その地域に暮らすこと
の魅力を人々に訴求していくことが欠かせない。
　では、その地域に暮らす魅力、その地域を選ぶ理由
とはなんであろうか？
　これには、個人個人の家族構成やライフスタイルの
違いが大きく影響すると考えられ、なかなか統計的に
示すことは難しい。しかし一例としては、住宅選択時
に重視した項目を尋ねたところ、戸建住宅に住むファ
ミリー世帯では「周辺環境や緑」の回答が最も多かっ
たとする報告1）や、市民に同じ市域に「住み続けたい」
と思う理由について聞いたところ、「自然環境が豊か
である」「周辺の居住環境が良い」「長年住み慣れてい
る」の各項目が、「日常の買い物が便利である」や「交
通の便がよい」などの項目に比較して2倍前後の票を
集めたとする地方自治体の調査報告2）などがある。
　このことから、優れた都市環境が、地域の魅力の大
きな一因となっていると考えられる。
　本稿では、都市の魅力や都市環境の視点から、都市
の望ましいあり方に関する代表的な理論のいくつかを
紹介するとともに、それに基づく道内都市の分析例を
紹介する。

２．都市の望ましいあり方に関する理論

　都市の望ましいあり方については、都市の問題が特
に顕著となった20世紀以降、様々な理論が示されてき
たが（写真－1）、大きくは二つに整理される。
　一つは自動車の普及（モータリゼーションの進展、車
社会の到来）を契機に、人間が車におびえることなく
暮らすにはいかに都市や街路を構成すれば良いかを論
じたものである。これには、1920年代以降の、ル・コ
ルビュジェの「輝く都市」論や、エベネザー・ハワー
ドの「田園都市」論、C.A. ペリーの「近隣住区」論、
コーリン・ブキャナンのいわゆる「ブキャナン・レポ

写真－1　都市に関する代表的な著作の例

ート」などがある。
　もう一つは、都市に関する計画の純度が増すに連れ
て、都市が整然かつ機能的に計画・建設されるように
なった反面、都市から人間らしい暮らし、人間が暮ら
す環境としての魅力が失われていっていることへの疑
問から生まれた流れである。これらでは自動車と人間
の関係性を超え、人間の生活環境のあり方に主たる目
が向けられている。これらには、ケヴィン・リンチの
「都市のイメージ」論、クリストファー・アレグザン
ダーの「パタン・ランゲージ」論、ジェイン・ジェイ
コブスの「アメリカ大都市の死と生」論などが挙げら
れる。
　以下では、これらのうちの「近隣住区」論と「都市
のイメージ」論、「パタン・ランゲージ」論について、
要点を紹介する。

解　説
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２．１　近隣住区論とラドバーンスタイル

　20世紀に入り、自動車が大衆に普及するにつれ、人々
の生活は自動車に脅かされるようになってきた。そこ
で誕生してきたのが、いかに自動車交通と人々の生活
環境の棲み分けを図るかに関する計画論である。その
代表的なものが、C.A. ペリーが発表した「近隣住区論」
であり、その実践版ともいえるラドバーンの都市計画
であり、そのような計画手法を指すラドバーンシステ
ムである。
　ラドバーン（Radburn）はニューヨーク郊外に1920年
代末に建設された住宅団地で、「自動車と共に生きる」
時代の都市として、以下の5つの方針によって計画さ
れたとされている3）。

①�典型的な長方形の街区の代わりに、スーパーブロ
ックを採用する。

②�街路システムは、主要幹線道路（通過交通、高速道
路・パークウェイに接続）、集散道路（スーパーブ
ロックを囲む）、サービス道路（住宅に直接アクセ
ス）の3段階から成る。サービス道路はクルドサッ
ク（袋小路状）を基本とし、一切の通過交通を拒絶
する。

③�歩行者と自動車を完全に分離する（立体交差の歩行
者専用道路など）。

④�住宅の向きは、居間・寝室を庭園・公園に面し、

ガレージ・玄関・台所はサービス道路に面する。
⑤�公園を近隣住区、コミュニティの骨格とする。

　後世のブキャナン・レポートにも引き継がれる、こ
の計画の要点は上記の①と②で、都市における居住環
境地域の確保、そこから不要な自動車交通を排除する
ための外周道路と段階的な街路構成である。これらは、
日本のつくば研究学園都市や多摩ニュータウン、港北
ニュータウン（横浜市）などの新都市開発にも適用され
た。

２．２　ケヴィン・リンチの「都市のイメージ」論

　「都市のイメージ」は、1960年にアメリカの都市計
画学者であるケヴィン・リンチにより発表された著作
であり、日本でもまちづくりや景観の分野を中心に、
必須教養に等しい理論として広く知られる。
　「都市のイメージ」（翻訳版）4）の序文には、「この本
は、都市とその外観にはいったいどんな重要性がある
のか、またこれを変化させることはできるのか、など
について述べたものである。都市の風景にはいろいろ
の役割があるが、そのひとつには人々に見られ、記憶
され、楽しまれることである。」とある。
　リンチは、都市のイメージ（外観：眺めや外見）の
「明瞭さ、わかりやすさ、Legibility、Image-ability」
が都市環境にとって決定的な重要性を持つ、と主張し、

図－1　ケヴィン・リンチによる「都市のイメージ」の5つのエレメント（右下凡例）

に基づく函館のイメージモデル（筆者作成）　　　　　　　　　　　
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設計の手引」という副題がつけられている。
　アレグザンダー自身は、「A�Pettern�Language」と
これに関連する著作の中で、このような計画理論に至
った経緯等について解説していないが、前出の訳本の
訳者あとがきには以下のように記されている。
　“都市環境の真の変革は、広範にまたがる無数の小
さな建設行為によって達成されるとの考えから、それ
ら個の建設行為の際に配慮されるべき事項を「都市環
境を組み立てる道具としてのある種の共通言語」とし
て整理したものである。”
　つまり、アレグザンダーは都市の全体計画よりも、
個の空間の質に着目。豊かな生活を可能とする都市環
境、生活環境の姿を具体的な「パターン」という形で
明らかにし、個々の建設行為の際に参照されるよう手
引きという形で整理したものである。このパターンに
は、「町」「建物」「施工」という3つのレベルで、全
253のパターンが整理されている。これらのパターン
で示されたような空間を生活空間に作り出していくこ
とで、都市や地域の魅力が高まっていくとした。
　この「パタン・ランゲージ」という考え方は、建物
の高さや壁面の位置などしか規定できない法律による
都市計画を補完するものとして、日本でも建築物等の
景観形成ガイドラインなどに採用されている。図－2

はその一例、神奈川県真鶴町の「真鶴町まちづくり条
例・美の基準・デザインコード」6）からの引用である。

「特色があってしかもわかりやすい環境」は、都市で
の生活や行動を円滑にする上での貴重な手がかりであ
り、さらにはそれが、「集団のコミュニケーションの
シンボルあるいは共通の思い出に仕立て上げる役割も
果たす」としている。このような考えの下、リンチら
は都市のイメージの「アイデンティティ」と「ストラ
クチャ」に着目し、人々が都市をどのように記憶して
いるか、全体像をどのように把握しているかについて、
市民アンケートなどをもとに調査と分析を行っている。
　その結果から導き出されたのが、人々が都市の成り
立ちを認知する際の手がかりとなる、「パス（Path）」
「ランドマーク（Landmark）」「エッジ（Edge）」「ノー
ド（Node）」「ディストリクト（District）」の5つの要素
（エレメント）である。
　図－1は、この5つのエレメントを用いて、函館（西
部地区）の都市構造を図化してみたものである。一度
しか訪れたことのない函館であっても、函館のまちが
印象的に心に残るのには、このような都市構造の明確
さ、明瞭さがひとつにあるとリンチの主張からは読み
取れる。

２．３　C. アレグザンダーの「パタン・ランゲージ」

　「パタン・ランゲージ（A�Pettern�Language）」は、
アメリカで活動した都市計画家・研究者、クリストフ
ァー・アレグザンダーによる1977年の著作である。
1984年に発刊された平田翰那による訳本5）には「環境

図－2　真鶴町　美の基準（目次と、C･ アレグザンダーの「パターン」にあたる「キーワード」の一例）
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３．２　街路のヒエラルキーの不明確さ

　街路の段階的構成については、２．１節の計画論で
解説したところである。さらに、景観用語事典7）の「街
路の格」の項には以下のようにある。「都市の中にさ
まざまな格の街路が存在し、それらが格に応じた景観
を呈していることが都市に多様性や奥行を与えるとい
ってよく、これを忘れると平板な味気ない都市になっ
てしまう。」
　しかしながら、北海道の都市内には歩行者専用ある
いは沿道アクセス専用の街路は存在しないことが一般
的である。幅員20m 程度（4車線あるいは幅広2車線）
の幹線道路・目抜き道路以外は、幅員10m 前後の容
易に車2台がすれ違える街路で市街地全体が構成され
ていることが多く、街路のヒエラルキーが視覚的にも
機能的にもあいまいである。

３．３　希薄な「都市のイメージ」

　北海道の一般的な都市は、平場の土地に直交グリッ
ドが配置され、中心から遠ざかるにつれてグリッドが
疎になり、農地的な土地利用に移行していくパターン
である（図－3）。したがって、ケヴィン・リンチの言う、
明確な「エッジ」が存在しないケースが多い。
　街路のヒエラルキーが欠如しているため、街路に個
性がなく、「パス」として認知されるような街路は、
前述の幹線道路とそれに直交する目抜き通り程度に限
られる。
　商店街や中心市街地の衰退により、明確な「ディス
トリクト」が存在しない。または、あったとしても前
述の幹線道路により分断されている。車社会化が進行
し、鉄道の廃線や地位低下により、鉄道駅が「ノード」
として機能していない都市も多い。役場や公園が多少
の「ランドマーク」として存在するのみである。
　このため、都市の姿がはっきりせず、都市の印象が
弱く、「街」というものが内外の人々に意識されにく
いと言える。

３．４　C. アレグザンダーの「パターン」の欠落

　２．３節で紹介したクリストファー・アレグザンダ
ーの「パターン」にも、北海道の一般的な諸都市には
合致するものが少ない。
　例えば、３．１節や３．２節と重複にはなるが、アレ
グザンダーによって示された「パターン」のうち、「49.
ループ状の地区道路」や「50.�T 字路」、「100. 歩行者
街路」はほとんど見られない。「97.見えない駐車場」（＝
大規模な駐車場は、何らかの自然な壁（建物、さかい壁、

３．分析例1：北海道の都市の典型

　以降の３．章と４．章では、これまで見てきた都市に
関する理論をもとに、都市の現状や課題について分析
する方法を一例として紹介する。
　このうち本章では、具体の都市ではなく、北海道の
都市の典型例を想定して扱う。
　北海道の内陸部には開拓使（19世紀末頃）の時代に骨
格から計画的につくられた都市が多くあり、規模の大
小はあるものの一例として図－3のような形態をして
いる。いわゆる「グリッド・パターン」の市街地で、
古くは中国の長安や日本の平城京の時代から、新都建
設の基本パターンとして採用されてきたものである。
近世近代に入っては、原野の開拓の際などに多く採用
され、北海道同様、アメリカにもこの形態の都市が多
い。
　このような形態の都市については、前述の都市計画
理論と照らし合わせることで以下のような課題を抽出
できる。

３．１　通過交通排除の不在

　“住居に最も近いところには、歩行者専用あるいは歩
車共存の街路があり、人々の徒歩生活圏からは通過交
通が排除される。徒歩生活圏の外周には、これを保障
するための幹線道路が走る。”これが、２．１節で整
理したモータリゼーション時代の都市計画論である。
　一方、北海道の諸都市では、都市間を結ぶ幹線道路
（国道等）と、それに直交する目抜き通り（商店街）が都
市の中心となりそこから面的にグリッドが敷かれ、市
街地が広がる構造となっていることが多い（図－３）。
　したがって、都市の核心部を、都市間を走る通過交
通が往来する構造であり、生活環境を守る構造となっ
ていない。

図－3　北海道の一般的な都市構造
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盛土など）で隠す）などの配慮はまったくといっていい
ほど意識されていないし、「60. 手近な緑」もあまり見
られない。多くの都市から賑わいが失われた結果とし
て、「57. 都市の子供」や、「58. カーニバル」なども失
われている。
　建築のレベルでいえば、無落雪構造の屋根が普及し
たために「116. カスケード状の屋根」（＝折り重なる
屋根）や「117. 守りの屋根」は一部の都市を除いて存
在していないが、上川町層雲峡のキャニオンモール、
当別町のスウェーデンヒルズの街並み、黒松内町の公
共建築群、開拓時代の農村景観の象徴でもあるギャン
ブレル屋根などからも、その重要性は十分に理解でき
るところである。

４．分析例2：富良野の中心市街地

　つぎに、道内の具体の都市を対象とした分析例を紹
介する。本来であれば、複数の都市を対象とした分析
を掲載したいところであるが、紙幅の都合もあり、富
良野の中心市街地のみを扱う。

４．１　富良野の中心市街地と通過交通

　富良野の中心市街地は、国道237号・38号と JR 根
室本線に囲まれた三角形形状のエリアである（写真－

2、図－4）。市役所こそ国道を挟んだ三角形のエリア
外にあるものの、エリアの外周を国道が囲む形となり、
都市間の通過交通は中心市街地から遠ざけられている。

４．２　都市のエレメント

　次にケヴィン・リンチの5つのエレメントについて
見ていく（図－5）。
　中心市街地北東の三角形の斜辺部分には JR富良野
駅およびバスターミナルがあり、「ノード」として機

写真－2　富良野の中心市街地　　　　

　　　　　東5条通りとフラノマルシェ 2

図－4　富良野の中心市街地　略図

図－5　富良野の中心市街地のイメージモデル
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と期待される。

５．まとめ

　以上、本稿では、過去に発表された豊かな都市づく
りのための理論のいくつかと、それを用いた都市の分
析例について解説してきた。
　都市とは、民間／公共を含む複数多数の施設の集合
体であり、旧来ハコモノ施設として揶揄されたような
個の施設の魅力で、都市全体の魅力が改善するもので
はない。事例に挙げた富良野のフラノマルシェも、中
心市街地に人の流れをつくるためのきっかけとしての
位置づけとされる8）。
　都市の魅力向上のためには、本稿で解説したような
都市の理論も参考にしつつ、都市を構成する要素を有
機的に結びつけて、「全体」と「個」の双方の視点か
ら計画を行っていく必要がある。

（文責：笠間　聡）
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能している。その前面には駅前広場と公園があり、や
わらかな「ディストリクト」が形成されている。
　一方、国道沿いに2010年にオープンしたフラノマル
シェは、観光客にも地元客にも利用される「ランドマ
ーク」の地位を獲得し、車利用の観光客を東側に接す
る東5条通商店街や中心市街地に誘導する「ノード」
としての役割も担っている。
　富良野駅前から伸びる富良野の目抜き通りが東5条
通りである（延長約500m）。2002年に電線類の地中化
と景観整備が行われているが、沿道に魅力が少ないな
どもあり、集客の改善はこれまで限定的であった。し
かし、前述のフラノマルシェと、その北側に2015年に
オープンしたネーブルタウン（フラノマルシェ 2）によ
り沿道の魅力が大きく向上したため、今後は「パス」
としての存在感も強まっていくと考えられる。
　今後、東5条通りの「パス」としての存在感が強ま
ると、フラノマルシェのエリアと富良野駅前のエリア
が結びつけられ（図－5に青で図示）、中心市街地全体
が「ディストリクト」として強い存在感を持つように
なることが期待される。
　なお、まちへのインパクトが十分に発揮されていな
い施設としては、2002年からの土地区画整理事業およ
び市街地再開発事業で整備された複合施設（中心街活性
化センター）と歩行者系街路（無頭川モール）がある8）9）

（図－5に赤で図示）。それぞれ「ランドマーク」「パス」
として機能すべき存在であるが、他の東5条通りや富
良野駅前のエリアとの直接の接点がないこともあり、
内外の中心市街地利用者に対して強い印象を持つ施設
とはなっていない。今後はこれらの施設（要素）との結
びつき強化が期待される。

４．３　街路のヒエラルキーと街路の格の多様性

　近代都市計画論の街路のヒエラルキーの考え方から
は、街の中核に向かって自動車交通量が漸減していく
ような街路構成が望まれる。
　富良野の中心市街地では、前述のように都市間の通
過交通は遠ざけられており、さらに JRに沿って走る
市道と道道253号が次のレベルの分散路として機能し
ているため（図－4の白ドット）、その他の街路や中心
市街地の背骨にあたる東5条通りの自動車交通量は比
較的少ない。
　緑道や歩行者専用または優先の街路は、前述の無頭
川モール程度であるが、今後、無頭川モールにつなが
る無頭川の河川沿いや東5条通りなどが歩行者のため
の空間として整備されていくと街に奥行きが出てくる
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