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コンパクトシティ実現に向けた都市居住モデルの提案

一都市規模と居住形態に関する研究一

主査桑田仁*1

委員南泰裕*2,太田浩史*3,樫原徹*4

高齢化の進展,都市中心部の居住人口の減少,世帯構成の変化および地球環境問題に対応しうる持続可能な都市像として,コンパク

トシティに対して近年関心が高まっている。本研究ではコンパクトシティや持続可能性の取り組み事例として著名なヨーロッパ都市と,

日本の都市について交通,オープンスペース,商業・オフィス,境界という視点から比較・検証を行った。結果として都市内活動者の

類型化を導き出し,それぞれの類型に属する都市内活動者の交流・空間共有を促す必要性を指摘した。最終的にはこれらにもとついて,

地方中ノ」・都市のサンプルとして選定した桐生市を対象としてコンパクトシティ実現のための都市居住モデルを提案した。

キーワード1)コンパクトシティ, 2)LRr,3)ネイバーフッド,4)オープンスペース,

7)ラウンジスペース

5)中心商業地域,6)歩行者専用区域
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1.はじめに

1.1研究の背景と目的

「コンパクトシティ」という概念は70年代に初めて提唱され

た。1980年代以降,とくに90年代に入りアメリカの先進的な都

市やヨーロッパ諸国において,持続可能な都市空間の形成・再

生が都市計画の重要なテーマとなってきたことを背景に,持続

可能な都市・地域空間を実現させるひとつのモデルとしてコン

パクトシティが再び注目された。現在ではその理念や効果,お

よび実現手法を巡って研究が蓄積され,都市政策にも影響を与

えてきている。中でもイギリスでは,政府による調査チーム「ア

ーバンタスクフォース」がまとめた調査報告書や,現労働党政

府の都市再生への取り組みの基本方針において,コンパクトシ

ティの実現を積極的に目指すことをうたっている。

ひるがえって我が国でも,高齢化の進展,都市中心部の居住

人口の減少,世帯構成の変化および地球環境問題に対応しうる

持続可能な都市像として,コンパクトな都市・地域空間に対し

て近年関心が高まっている。国レベルでは将来の市街地形成の

方向としてコンパクトで多機能な機能を有する市街地を想定し,

その意義効果を検証することが有益である,と位置づけてい

る注lL方,一部の地方自治体ではすでにコンパクトシティ構想

を都市マスタープラン等の中で提案している。特に地方都市で

は,空洞化が懸念される中心市街地の活性化,および中心部へ

の人口回帰の促進を目論んで,コンパクトシティが「あるべき

市街地像」として提案される例が多く見られる注2)。

しかしながら,これまでいくつかの都市マスタープラン等で

言及されてきたコンパクトシティに関して,具体的な空間像や

活動者・居住者像が見えてきていないといえる。

そこで本研究は,コンパクトシティの実現に向けて,コンパ

クトシティや持続可能性の取り組み事例として著名な海外都市

と,日本の都市について現地調査による比較・検証を行う。次

に得られた知見を用いて居庄者を含めたコンパクトシティにお

ける都市内活動者の類型化と,それに対応した空間像の提案を

行うことを目的とする。

*1芝浦工業大学助教授*2アトリエ・アンプレックス主宰;i3東京大学国際都市再生研究センター特f壬研究員*4樫原徹建築設計事務所
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1.2研究手順

調査対象都市の選定と現地調査

調査対象都市の選定に当たっては,日本において多数存在し,

かつ今後都市間競争に直面するであろう人口30万人以下の地方

中ノ」・都市注3>においてコンパクトシティモデルを提案することを

念頭に,日本4都市(桐生・足利・多摩・武蔵野),およびヨー

ロッパ22都市を選定し調査を行った。日本の都市に関しては人

口規模に留意しつっ,地方中小都市で,かっ自立的な都市圏を

形成している都市注4)という観点から桐生市・足利市を選定し,

さらにコンパクトシティの形成にとって重要な交通問題に関し

て先進的な取り組みを行っている武蔵野市と,近隣住区論にも

とつく計画市街地を有する多摩市を選定した。ヨーロッパにっ

いてはコンパクトシティ政策や総合交通政策等において先進的

な取り組みを行っている都市を対象とした注5)。

調査の方針としては,都市を絞りこみ綿密な調査を行うより

も,外来者に対する明示性の評価という視点を持って事例を数

多く訪問することとし,コンパクトシティを構成する重要な要

素(交通・オープンスペース・商業・オフィス)として設定し

た19項目(4,まとめ参照)についてチェックを行いっつ,デザ

インボキャブラリの収集をおこなった。

2.ヨーロッパ都市調査の概要

2003年7月26日～8月6日まで,図に示すイギリス12都市

の調査および清報収集を行った。次に2004年3月1日～3月

24日まで,同じく図に示すフランス・ドイツ・オランダ10都市

について調査および清報収集を行った注6)。
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紙面の制約上,これらの調査対象都市のうち9都市について,

都市の概要を説明する。

Aミルトン・キーンズ:車依存型都市の発展形

グリッドに沿って建設される住居 ミルトン・キーンズ都市図

ミルトン・キーンズはロンドン北西のニュータウンとして

1970年代から開発が進められてきた人口12万人ほどの新都市で

ある。都市自体が,1950年代の高速道路M1の開通の落とし子で

あるように,徹底的に自動車利用の面から都市デザインを発想

しており,イギリスの諸都市の中でも他に例を見ない計画論を

持っている。グリッド状になった街区ブロックにはイギリスで

最も長いと評される商店部総延長5㎞のショッピングセンター

「ザ・セントラル」があり,最盛期には1日16万人の来客を集

めるなど,都市活動に大きな影響を与えている。

商業ゾーン,行政ゾーンとゾーニングされた地区の隣には高

速道路にかかるブリッジを隔てて,約5万人の人口を想定した

長大な集合住宅が計画されており,都心居住の一つの類型の姿

を見せている。住戸形式は長屋形式であり,各戸に1台ないし

2台分の駐車場が設けられているのが観察された。自動車依存

の都市であっても,郊外の戸建住宅ではなく,中心市街に徒歩

で行ける距離に集合住宅を積極的に建設するという機能的ゾー

ニングに,コンパクトさに対する意識を見ることもできた。巨

大ショッピングセンターの設置により,近隣都市圏において商

業都市としての卓越性を有しつつ,徹底した自動車主義と成長

管理を進めようとする小都市ミルトン・キーンズは歩行空間や

公共空間のデザインから都市再生をはかろうとするコンパクト

シティ論のひとつの発展形を示している。

Bバーミンガム:運河再生と微細な交通ルート

運河沿いの歩道と集合住宅
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バーミンガム者肺図

バーミンガム南部の運河地区はもともとは工業地帯であり,

治安の悪さ,土壌の汚染によって開発が遅れていた地域であっ

た。この地域において都市再生プロジェクトが始動したのは

1980年代なかばのことであり,ECの運河再生プロジェクトと連

動する形で職住近接の集合住宅が建設されている。

この地域における最も最新の開発事例は総面積7haのブリン

ドレー・プレイスであるが,この地域はRSA(RegionalSelective

Assistance=地域選択的補助)対象地となっており,職住のバラ

ンスの良い地域計画が採用されている。運河を隔てれば,長屋

形式の集合住宅やフラット型住宅が並び,ブリンドレー・プレ
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イスが創出する雇用の受け皿となっている。

調査の過程で着目されたのは,ローボートと呼ばれる船を利

用した水上居住や,計画的にデザインされたサイクリング・ロ

ード,通り抜け可能な遊歩道が運河再生の特徴として計画され

ていたことである。住戸形式もこれらの再生手法と連動してお

り,運河に着き出したテラスや,住民専用の裏庭,運河を越え

る専用ブリッジによるエントランス経路など,さまざまな演出

を見ることができた。このほかにもブリンドレー・プレイスの

駐車場(900台駐車可能)を使ったパーク&ライド,ペデストリ

アン・ゾーンの設置など,多様な交通手段が住居の前提となっ

ているのが分かる。そのデザイン手法の多様性は水辺を多く持

つ日本のノ」郵市にも応用可能なものが多いと考えられる。

Cニューキャッスル:自立型都市の広域交通戦略

薦籍・欝鍵蹴
1鐡織諜態轡轡饗・ ～

グリッドに沿って建設される住居
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ニューキャッスル都市図

ニューキャッスルはイギリス北部の人口26万人ほどの都市で

あり,ミルトン・キーンズやバーミンガムのようにコナベーシ

ョンに立地する都市ではなく,ロンドンから400㎞,エジンバラ

から150kmと,近辺に大都市をもたない自立した地域中核都市

である。もともとは豊富な石炭資源を活かした鉄鋼業に加え,

オランダや北欧などへの貿易港として繁栄した都市であるが,

時代の要請とともに産業転換に迫られている。

ニューキャッスルの都市戦略は,大きく3つの手法に拠って

いる。ひとつはノーザンラインと呼ばれる鉄道の民営化によっ

て,ロンドンからのアクセスを強めること。次に貿易の玄関で

あるタイン川地区を,文化地区,集合住宅の開発地区へと再生

すること。第3に歴史的中心市街にペデストリアン・ゾーンを

設け,活性化をはかることである。地域に大都市をもたない都

市自立型都市として,都市独自の魅力を高め,ロンドンやエジ

ンバラ,コペンハーゲンやアムステルダム(航空直行便が就航

している)からの訪問者を誘致していることは,日本の地方小

都市再生に大きな示唆を持つと言えるだろう。

ニューキャッスルは,タイン川を隔ててゲイツヘッドという

都市と双子都市となっている。都市再生の象徴となったのはこ

の双子都市を結ぶ歩行者と自転車専用のミレニアム・ブリッジ

であり,このブリッジの両端に広場や美術館,音楽ホールなど

が点在する。これらの文化施設の設置により,護岸は遊歩道と

なり,日曜日には市が立つなど,都市再生の効果が如実に表れ

ていた。

Dニーム:古代遺構と現代建築を活用した歩行空間

地中海沿岸に位置するプロヴァンスの都市,ニームはガリ

ア・ロー一マ時代に起源をもつローマ都市であり,1～5世紀の古

代都市の遺構を17～18世紀に形成された中心市街地の内外に
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広場を挟みメゾン・カレと正対するギャレ・タLルニーム都市図

多く残している。LRT導入など公共の交通システムの整備に取り

かかり難い人口規模のニームでは中心市街地の歩行空間充実を

重点としてコンパクトシティ的都市整備を行っている。主な手

法は点在する古代遺構を公共アクティビティの拠点として活用

することであり,マルシェ広場ほか豊富なオープンスペースと

街路とリンクしてネットワークを形成することである。その際,

現代建築を補完的に起用することで古代遺構のアクティビティ

を向上させる。例えば,ギリシャ風の古代神殿メゾン・カレと

ノーマン・フォスター設計のミュージアム,ギャレ・ダールは

正対することによってその間の空間を屋外広場に仕立て上げ,

都市の中心ともいうべき場所を演出している。また,古代競技

場は屋根が取り付けられ,一年を通じて利用可能なイベントス

ペースとしてリノベーションされた。

郊外に建設されたジャン・ヌーベル設計の公営集合住宅,ネ

モーサスはメゾネット形式の住戸の外部にベンチにも使える手

すりがついた共同テラスのような幅広の前面廊下を備えており,

コンパクトシティにおける複合利用のセミパブリックな緩衝地

帯であるラウンジスペース(後述)のデザインに重要な示唆を

与えるものであるという感想を得た。

Eナンシー:フランスのトラムリバイバルの最新成果
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郊外でバスへと変態したゴムタイヤトラムナンシー都市図

18世紀中期に造営されたナンシー中心市街地はスタニスラス

通りとレオポルド通りという直交する都市軸から派生するグリ

ット上の街路網と広場,庭園などを数珠つなぎに連続させたオ

ープンスペースとの絡まりあいにより形成されている。明解さ

とダイナミズムを合わせ持ったバロック式都市計画の典型とし

て知られる。

金属彫刻を中心とする装飾芸術が盛んな土地であり,都市の

中心である世界遺産スタニスラス広場を飾り立てるロココ様

式の門扉装飾やアールヌーボーの地方的展開であるナンシー派

による壁面装飾が施された建築が街路に立ち並ぶ。

ナンシーも近年,フランス全土を席巻するトラムリバイバル

の潮流を追随し,2001年に統合的交通システムST梱を導入する。

トラム,連続バス,ミニバスなどから構成されるそのシステム

でなによりも特徴的なものはモノレールに上を走行するゴムタ
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イヤトラムであり,車線数など道路の状況の変化に対応してト

ロリーバスへと変態する。これはほぼ下限に近い人口規模の都

市の比較的貧弱な道路インフラでLRTを運営するための工夫で

ある。

STANはグランザンサンブル時代を象徴する400m超の長大なフ

ァサードの団地が存在する郊外と華やかに装飾された旧市街中

心を連絡することによって再統合している。

Fストラスブール:交通モデルによる都市の再編
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中心市街地を走るトラムと,その駅舎

聾繋
ストラスブール都市図

フランスとドイツの国境付近に位置するストラスブールは,

戦争のたびにドイツ領シュトラスブルグとして,その帰属が何

度も変わった都市である。世界遺産に指定されている,運河に

囲まれた歴史的中心部と,その周辺領域,という明快な都市構

造からなり,EUの議会本部を有している場所でもある。こうし

た立地と遺産を活かしながら,現在ではこの都市は,フランス

のみならず,ヨーロッパの都市再生における最良のモデルとし

て注目を浴びている。

1980年代に大量の車による都市問題で悩まされていたストラ

スブールは,1990年の,「コンセルタシオン」と呼ばれる市民と

の事前協議を契機に交通体系の整備に着手し,車の利用量を減

らしつっ都心を再生することを目指した。

その中心をなしたのが1995年より本格始動したトラムの導入

である。ここでは低床式と専用パスを組み合わせることで乗降

時間を短縮し,効果的なネットワークを組むことでスムーズな

利用を可能としている。また,電気ミニバスの導入や自転車専

用道路,および「ヴェロカシオン」(貸自転車)や「ヴェロパー

ク」(貸駐輪場)の本格整備により,いわゆるパーク&ライドを

他の都市に先駆けて押し進めた。これにより,多元的な交通体

系を準備しつつそのシームレス性(連携卜生)を効果的に実現し,

都心部から車を排除して歩行者によるアクティビティを取り戻

すことに成功した。さらに,LRT(ライト・レイル・トランジッ

ト)としてのトラムは現在も延長計画が進んでおり,国境を越

えてドイツにまで延びることも検討されている。ここでの都市

のコンパクト性は,その意味できわめて柔軟性を持っており,

都市の「凝縮と拡張」と言う両者をにらんだ都市整備が今も進

められている。ストラスブールの周辺領域を含んだ,ストラス

ブール広域共同体は,2010年を目標に35キロのトラム路線構築

計画が進められており,その交通システムは単一の都市にとど

まらない,立体的な進展をにらんだものとなっている。

こうした都市再編に際し,ストラスブールではトラムの駅舎

や中心広場など,重要な都市施設や公共空間をコンペティショ

ンにより創り直した。また,トラムやバスのデザインを著名な

デザイナーに依頼するなど,都市デザインにカを注ぎ,そうし

た試みが都市再生に果たした役割も大きい。

Gフライブルク:交通政策主導による欧州環境首都
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フライブルク都市図

ドイツの南方,「黒い森」に隣接する人口20万人の都市が1991

年9月に「連邦環境首都」として選ばれた主な理由は自動車の

利用を制限し公共交通の利用を促進するために発行された「地

域環境定期券」の導入による。格安で入手可能の定期券はフラ

イブルグ市とその隣接郡の地域内約2200k㎡内,延べ延長2369km

の4系統のLRTシステムとバス路線からなる公共交通機関に共

通して利用可能であり,パーク&ライドを一般化させている。

市街中央直径約600mの環状線内をトランジットモールとして車

両立ち入り排除とすることにより空気汚染や渋滞などの環境問

題を緩和するとともにその再活性化に成功した。他にゴミの排

出量抑制を目的とした「ゴミシール」の導入,モースバース池

のビオトープの保全,市民団体を担い手とした学齢期児童への

環境教育など環境問題への多面的かつ先進的な取り組みで知ら

れる。

Hヴッパータール:懸垂式モノレールの小都市

難1、

河川に沿って上空を走る,懸垂式モノレールヴッパタール都市図

ドイツ北部,ルール工業地帯の工業都市であるヴッパーター

ルは,1901年に完成した世界最古の懸垂式モノレールを有して

いることで有名である。このモノレールは全長13,3㎞,計20駅

からなる単線の交通機関で,ヴッパー川の上空約8m～12m付近

を,河川をなぞる形で設置されている。それにより,河川を覆

う独特のスペクタクルをなすと同時に,谷を中心に抱いた都市

全体の骨格を作りあげ,街のユニークなランドマークとして

人々を魅了している。

ヴッパータールは,IBAエムシャーパークと呼ばれる,ドイツ

独特の都市再生モデルの延長線上にあるノ」・都市である。IBA(国

際建設展覧会)エムシャーパークは,ルール地方,エムシャー

川隆起一体の再整備計画を指し,そのための公社が1989年に,

州により,10年の期限つきで設立されている。これは地域によ

る様々な自主的プロジェクトをもとに,都市を再生しようとす

るものである。ヴッパータール自体はこのIBA文橡領域からわ
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ずかにずれるものの,炭坑および製鉄を申心とした都市の形成

と,重工業時代の衰退以降における都市のあり方,という都市

的課題は共通している。ここでは都市間交通としてのモノレー

ルを街の象徴と位置づけ,都市資産として積極的にアピールす

る戦略が取られている。河川に沿って東西に延びるモノレール

を軸として,都市域自体は適度に南北に広がり,その中心部に

駅前広場や教会,市庁舎が配され,都市のアクティビティが集

約的に現れている点は,いわゆる典型的なドイツの都市と同じ

である。

1ユトレヒトランドシュタットの中核都市

騰撫.
駅と中心商業地をつなぐ屋内コンコースユトレヒト都市図

オランダは国家全域に分布する都市群が,中央にエコバラン

スをはかるために残された緑の湿原状の後背地(グリーンハー

トという)を包囲しつつ,都市機能国家機能をネットワーク

状に分担している。このような多極分散型都市システムをラン

ドシュタットと呼んでおり,ユトレヒトは商業と交通の中枢都

市都市として経済,文化,芸術の中心地アムステルダム,商工

業の中心である港湾部市,ロッテルダム,王家の所在地であり,

政治,行政の中心地,デン・ハーグとともに四大都市を形成し

ている。それぞれの主要都市は約60㎞ずつ離れており,電車で

約1時間の距離にある。都市一後背地の「図と地」の関係が反

転したランドシュタットの都市間連携モデルは都市が後背地を

媒介せず連続している日本の都市連続体において,コンパクト

シティ論の適用に重要な示唆を与えるだろう。駅から中心商業

施設を立体的に連続する屋内コンコースを抜け,トラムに乗っ

て郊外へと向かう一連の移動のシームレスさと都市風景は圧巻

であった。

ユトレヒト郊外への3万人規模の都市拡大プロジェクト,ラ

イツェ・ラインではインデックスシステムというユニークな手

法により都市計画をおこなわれている。人口密度と配置,建築

規則を関係づけ,時間的可塑性を導入した,ゾーニング主体の

従来の方法よりきめ細かく柔軟性に富む方法である。

3.日本の都市調査概要

2回にわたるヨーロッパ都市調査と平行して,日本国内にお

いても人口規模10～20万人規模の都市調査も実施し,その現状

を考察した。期日は2003年11月22日～24日に,群馬・栃木地

域にまたがるコナベーションを形成する足利(栃木県),桐生(群

馬県)を調査し,2004年4月22日に多摩市,5月8日に武蔵野

市(以上東京都)の調査をヨーロッパと同様の手法で行った。

たとえば桐生市においてはアートインレジデンスや歴史的建築

の再生事例などが見られるなど,ヨーロッパと共通する都市再

生手法が部分的に見られるものの,武蔵野市をのぞいては都市

中心市街に人の往来は少なく,都市空間デザインに大きな課題

があることが観察された。

J桐生市・自動車による中心市街の分断

》、/窓

/磯
桐生の中心商店街

繋
北関東の都市圏と桐生

桐生市はながく織物の街として知られ,特に大正期に人綿織

物の工場生産によって繁栄した都市である。しかし近年では近

隣の足利市や太田市,伊勢崎市などとの都市間競争,東京への

人口流出,そして基幹産業である綿織物業の衰退によって,都

市から活気が失われ,抜本的な都市再生が火急の課題となって

いる。さまざまのNPOが活動を行っており,醸造蔵をコンバー

ジョンした有隣館での各種イベント,オープンスペースである

ジョイタウン広場の設置,手作り的なタウン誌の発行,インタ

ーネットを用いた情報共有など,住民が高いコミュニティ意識

を持って都市再生に取り組んでいる。

しかしながら,これらの熱心な取り組みと相反するように,

都市中心市街には賑わいが見られない。その大きな要因は自動

車の交通量の多さに比べ,歩行者空間が整備されておらず,人

影が圧倒的に少ないことと,中心市街の建物の老朽化が深刻で

あり,シャッターを閉じている商店が多いことなどであるが,

これらは桐生の都市再生において,物理的環境の改善こそが必

要であることを示すものである。また,市内に駐車されている

車のナンバーに県外である栃木県,埼玉県のナンバーが散見さ

れたことから,桐生の中心市街の利用者が,群馬・栃木のコナ

ベーションを車で巡る「移動者」としての性格を持つことが予

想された。ヨーロッパの事例で言えば,ミルトン・キーンズや

ユトレヒトのような広域都市圏への対応を,いかにヒューマン

スケールの空間と両立させていくかが重要であると考えられる。

K武蔵野市緑のネットワーク溺
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グリレド状に整薗された道泌網

武蔵野市における緑のネットワーク

武蔵野市はJRの線路をまたぐようにして東西に伸びる東京都

内の都市である。東京圏内に属するその地理的特性から,高密

度な居住地域を形成しJRの駅前を中心に高いアクティビティを

有した都市となっている。市域自体はグリッド状に整備された

道路網によって構戒されており,10万人規模の都市としては,
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きわめて高い人口密度を保持している。ここでは,自立型の小

都市とは異なり,隣接する都市部と切れ目なく連続することで,

東京圏という大規模なコナベーションを形成している。

交通については,ムーバスと呼ばれるコミュニティバスや,

ムーパークと呼ばれるパーク&ライドの拠点等を日本全国に先

駆けて整備し,歩行者によるアクティビティを重視したまちづ

くりを強力に推進してきた。特に,JR吉祥寺駅を中心に市内を

循環するムーバスは,一定の評価を受けている。

しかしそれにも増して,武蔵野市において特筆すべき点は,

その充実した緑のネットワークである。この都市においては,

生産緑地や公共施設,集合住宅における緑地の整備はもちろん

のこと,それに加えて重層的な緑道のネットワークを様々な街

路に張り巡らせており,ヒューマンスケールの街区に,途切れ

ることのない自然のネットワークを生み出している。実際の調

査においても,そうした緑が都市景観や都市内活動者に対して

積極的に寄与している状態が確認できた。

4.ヨーロッパと日本の都市調査のまとめ

4.1調査結果

ヨーロッパ,日本の計26都市を通観すると,日本の都市空間

において,中心市街地の公共空間における賑わいが圧倒的に不

足していることが最大の印象として浮かび上がってくる。この

印象は同時期に行われたタイの小都市調査注7)と比較しても同様

であることから,活性度の低さが,必ずしも東京への人口流出

や人口規模の小ささだけに由来するものではない,という状況

把握をもたらすこととなった。なかでも桐生において見られた

自動車交通への過度の依存と物理的環境の貧困は,ヨーロッパ

におけるトラムやペデストリアン・ゾーンの復権などの総合的

交通政策の対極にあることから,交通論こそが最重要の論点で

あることを示唆している。

4.2課題の整理

以上の認識から,下記の4つの課題を中心に調査の整理を行

った。

4.2.1都市の境界と都市連関

調査対象都市においては,河川・運河・海岸といったウォー

ターフロントを持っ都市が大部分を占めており,これらが都市

形態の拡張方向を規定し,コンパクト化を促す要因となってい

る。また,ニューキャッスルやユトレヒトにおいてはグリーン

ベルトが設置され,都市の拡張が明確に抑えられている。この

ように都市の境界を明確に規定しつつ,それぞれの都市をコナ

ベーション,もしくはシティ・リージョンとして捉える施策を

見ることができた。つまりコンパクト化とネットワーク化は同

時に進行する現象であり,このことが都市における必要とされ

る新たな交通論の前提となっていると思われた。日本において

は同じ渡良瀬川流域である桐生と足利の都市戦略が行政区の違

いによって連繋していないなど,コナベーションに対応した視

点が不足しているように思われる。

4.2.2交通について

公共交通に関しては,ヨーロッパではナンシーのように人口

10万人台でもLRTを運営している都市が存在する。またペデス

トリアン・ゾーンの設定に関しては,人口の多少に関わらず,

調査対象のうちほとんどの都市において実施されていることが

分かった。これらの施策が中心市街の再生に直結していること

から,日本におけるコンパクトシティ・モデルの具体的提案に

ついても,交通論を基盤としたアプローチが中心となると思わ

れる。ただし後述するように,この場合の交通は,トラムやペ

デストリアン・ゾーンなど近隣での交通から,コナベーション

や外国の都市といった広域の都市問交通も含むものであり,精

緻なモデル化が必要であると思われる。それらの両立の可能性

は,たとえばミルトン・キーンズやストラスブールなどの都市

計画に見ることができた。

4.2.3商業・オフィスについて

ショッピングセンターと既存中心市街の空間的連続をはかる

事例については,ヨーロッパの調査対象都市の大部分において

見ることができた。なかでもイギリスに見られるように,ペデ

ストリアン・ゾーンの一端に大規模駐車場を設けたショッピン

グセンターを配し,パーク&ライドの拠点とする手法は活陛化

に大きな効果があり,バリアフリーによる高齢者および乳母車

の湧出などがこれらに重ね合わされている。日本における中心

市街地と比較すると,インターネットカフェやフランチャイズ

の飲食店・商店などのグローバル企業の進出が多く見られ,都

市が地域産業とは別種の情報発信の場となっていることが観察

された。

4.2.4tr-一プンスペースについて

都市外のオープンスペース(後背地の保護およびグリーンベ

ルトの保護)に関しては,明示的に保護政策を実行している都

市が多かった。都市内オープンスペースに関しては,カフェな

どの市民にとってアメニティとなる施設が面したオープンスペ

ースをヨーロッパの都市では全て有していた。重要なのは,こ

れらのオープンスペースがネットワークを形成し,人びとの自

由な移動を保証していることである。この効果は武蔵野市の緑

のネットワークにも現れており,改めてオープンスペースの再

構築の重要性を認識させるものとなった。

4.3まとめ

以上の課題をまとめ各都市の特性を描出した(表4-1)。表か

ら日本の諸都市における問題点を考察すると,まず鉄道と自動

車以外の交通の種類が少なく,オープンスペースの絶対量とネ

ットワークの貧困がその傾向に拍車をかけているということが

わかる。それにより徒歩や自転車といった微細な交通が意味を

持たず,都市中心部に人がいないという状況を作っていると考

えられ,オープンスペースの必要性が理解される。さらにもう1

つ,日本においては都市空間における「選択可能1生」の欠如,

つまり,我々が特定の交通手段によって特定の場所に赴き,特

定の目的を果たすことしか出来ていないことも指摘できる。
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×,調査からは把握できなかった事項存在が判明した場合:鯵,存在しないことが判明した場合表4-1都市調査のまとめ

          墓礎櫓螺交通オープンスペース商鍵・オフィス郵市の境界蔀市間蓮繋

          」田網驕鋸1建需予モロ寳≦く壽麗駆ロ魍く聾宝§離雛ll皿翠六鐸無1ら[廼燃耗卦Hギ{・hl「、R(卜灘、⊥鼠量腺郵藤のi1督「儲i±讐1ぞ靱灘黙Ii融e合,λ1て十・n
          イギリス2003/07/282003/07/292003/07/302003/07/312003/08/012003/08/022003/08/032003/08/04ミルトン・キーンズA12万人308.66.8×鯵欝x×鯵鯵《×x鯵×一一圃一一一`一r一一一一×××ム馴馨r-一一T一酬盒馨欝

          バーミンガムB99万人267.837.1欝鶴爵鯵鯵欝馨盒鯵×馨鯵鯵鯵馨鯵

          リバプール44万人111.839.5鯵鯵鶴×欝鯵盒盒鯵鯵鯵翻鯵×鶴鯵盒i嚢豊一豊          チェスター12万人448.02.6一.一×鯵××欝馨盒《.嗣一鯵鯵翻鯵鯵盒×x圃一一了一r-一一一一一一一一一《盒鯵轡塾一1          マンチェスター42万人115.736.5鯵欝×鯵駒鯵欝愚鯵鶴馨馨一一一一盒ム1鯵
          グラスゴー一一一一rr63万人175.036.01剛r}鯵鯵馨×鯵鯵鯵盒鯵鯵馨鱒鯵馨鯵馨鯵幽i鯵

          "一、"エンンパフ43万人264.016.3鯵鯵××鯵馨鯵鶴《鯵馨x盒鯵馨鶴璽馨塵蓉鯵          ニューキャッスルC一.　信闇一26万人113.422.9鯵馨鯵×鯵鯵鶴ム鯵馨鯵×馨鯵鯵鯵鯵

          フランス2004/03/062004/03/072004/03/082004/03/092004/03/14モンペリエ23万人56.939.6盒爵×鯵馨欝翻鯵一馨x馨鯵一一一隔`鱒馨欝×盒血鱒          ニームD13万人161.98.2　盒鯵×鯵欝欝盒盒鯵鯵鱒鰯一一圃一×鯵鯵×一一一一一一食金阜.竺          一阿`rナンシーE10万人15.069.0一一一圃一一盒馨×鯵霧鯵盒ム鯵×馨欝一一一一鯵鯵鶴x塵盒
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          日本2003/11/23足利16万人177.89.2×鯵×x鯵××x×鯵××X××皇・1・膿          2003/11/24禰生J11万人137.58.3×鯵XXX鯵X鯵x鯵xxXX×盒x】x鯵
          2004/04/221多摩14万人21.167.0×鯵×鯵鯵××××x欝×x鯵馨皇××鯵
          2004/05/08賦蔵野K13万人10.7122.4×鯵××鯵鯵x×鶴鯵霧×鯵馨鶴《×鯵馨

と居住者を,それぞれtripper(Tri)およびstayer(St)と定

義する。任意行為は,特定の用事なく「ぶらぶら」と歩く時に

生じる偶発的な発見や出会いなどを指す。さらに,任意行為に

加え,社交的な行為(社会行為)を行う活動者をlounger(Lo)

と定義する。Loのレベルにおいては,通過者と厨主者の区別は

あいまいとなり,活動者相互のコミュニケーションは活発とな

り,都市中心部における滞留時間は最も長くなる(図5-1)。

禽

相互のコミュニ
ケーション量

居住者

Dweler

通過者

Traveler

Tripper Stayer

Lk)unger

　

必要行為

任意行為

社会行為

移動速度

都市中心部での
滞留時間

図5-1都市内活動者モデルの設定

5.2桐生市における都市内活動者モデルの適用

これらのモデルに従い,桐生の中心市街地における都市活動

の類型を行った。

5.桐生市におけるコンパクトシティモデルの提案注8)

前章までの調査結果をふまえ,我々はまず都市内活動者のモ

デル化を行い,それにもとついたコンパクトシティモデルの提

案を行う。提案対象として,地方中ノ」都市の1例である桐生市

を選定した。

5.1都市内活動者モデルの設定

4.3で,我々はオープンスペースの絶対量とネットワークの貧

困と,都市空間における「選択可能性」の欠如を指摘した。こ

のような問題に対する空間論からの重要なアプローチとしては

J.ゲールによるオープンスペースにおける人間の行為の類型

化注9),すなわち「必要行為necessaryactivities」と「任意行

為optionalactivities」および「社会行為socialactivities」

という3類型の提示がある。なかでもゲールは任意行為と社会

行為の豊かさが都市の物理的環境に大きく影響されることを指

摘し,それらを増やすことが都市再生に必要だと述べている。

我々は,ゲールによる行為の3類型を参考に,まず都市内活

動者の類型を提案する。必要な行為としての通過・居住を行う

活動者を,それぞれtraveler[通過者][Tra]およびdweller[定

住者][1珂と定義する。現況ではこれらの活動者相互が同じ空間

に留まることがほとんどないこと,そしてコミュニケーション

が不足していることが指摘できる。次に任意行為を伴う通過者
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5.2.1桐生市の交通における[Tra]の潜在的多数性

桐生市は群馬と栃木,埼玉北部にまたがる広域のコナベーシ

ョンの一核として,自動車による多様な来街者が訪れる都市で

ある。鉄道を例に取れば,旧市街側にはJR両毛線の桐生駅,わ

たらせ渓谷鉄道桐生駅,少し離れて上毛電鉄の西桐生駅の3駅

が,新市衝則には東武桐生線の新桐生駅と,4っの駅が存在し

ている。つまり中心市街地はさまざまな距離を持っ鉄道網のノ

ードの中間地帯に位置していることとなり,多様なバックグラ

ウンドを持つ[Tra]を迎える可能性があることが見て取れる。

しかしながら,これらの分散した都市核の連関はもっぱら自

家用車による交通に頼っており,随意的な行為とともに都市を

利用することは難しい。市では「おりひめバス」という循環バ

スを運行しているものの,運行頻度も低いため,市内に分散す

る諸施設に[Tri]として件むことは事実上不可能となっている。

5.2.2[Dw]〔Tra}のためのオープンスペース

旧市街にはジョイタウン広場という小広場が用意されており,

舗イベントに利用されている。新市街には桐生柿賊化舗

を中心に公園や広場などのオープンスペースが設けられている。

しかしそれらを連関させる遊歩道などの整備は遅れており,安心

して歩ける街とはなっておらず,前述の公共交通の不足とともに

中心市街から人を遠ざける結果となっている。

このオープンスペースの構造は,イベントに参加する,もしく

は公園で遊ぶといった使用目的を持つ[Dw]や[Tra]にとっては機

能するものの,買い物がてら広場で休む,もしくは家から出て散

歩をするという[St],[Tri]にとっては労を要するものとなって

いる。さらに目的なしに停んている際に知り合いにふと出会うな

どと,社交的行為が可能になる[め]のための広場については,そ

の存在は見ることができない。先述のジョイタウン広場がそれに

最も近いものの,ショッピングセンターやカフェなどといった都

市施設の配置と重なっていないために,イベントなどの特定の時

期においてのみ賑わいが発生している。

5.2.3商業・オフィスにおける[St][Tri][Lo]の疎外

桐生市の中心市街地においては物販の比重が多く,飲食店が

あったとしてもカフェなどの滞在型店舗が少なく,長時間停む

ことの出来る場所が少ない。そのため桐生の特産品である綿製

品の販売に注力し,[Tra]の来街に期待を寄せたとしても,それ

が[St][Tri],[Lo]へと展開しないという構造が存在している。

一方で,賑わいの中心である本町通りと末広通りの交差点付近

には,空き店舗を利用した高齢者のための碁会所,まちづくりの

NPOが運営するカフェなど存在し,小さな賑わいの核として機能

している。これらは[Lo]のための社交的な空間として謂面できる

ものであるが,多世代混合,居住者と来街者の混合といったさら

に進展した社交空問となるには目的が限定されており,規模も小

さい。商業は価値の交換であり,都市における最も重要なコミュ

ニケーションであるから,[St][Tri]が気楽に立ち寄り,[Lo]と

して長時間停むことができる物理的環境が必要である。しかしな

がら商店街の衰退と自動車交通の空間的分断によって,商店街を

ぶらつくこと自体が難しい。

5.3桐生市市街におけるコンパクトシティモデルの適用

このように,都市内活動者モデルの精緻化によって,桐生市に

おける都市活動を累計することが可能となった。これらの知見を

用いて,具体的空間像の導出を試みる。

5.3.1都市間連携・桐生=足利ツインシティ構想

近年,中小都市の間では周辺大都市への対抗手段として都市間

連携による競争力強化の必要性が認識されつつある。コンパクト

シティ導入による都市核の維持強化と都市間連携による都市機

能の共有は都市間移動に明確な目的と目的地を与え,[Tra]を

[Tri]へと変える相互捕完的な手だてなのである。桐生は現在,

コナベーション・桐生広域圏組合,シティリージョン・東毛地方

拠点都市整備推進協会を組織しているが,ここでは新たなネット

ワーク構想として足利市との関係強化を提案する。両者は渡良瀬

川と関東平野の北限を画する山地に挟まれた隣接都市であり,か

つて紡績産業が栄えた都市であること,両毛線によりつながれて

いること,DIDが連続することなど,地理・産業・文化・交通な

どあらゆる側面において連続性が強く,都市間連携の必然性とメ

リットが高い。ライン=ルール・シティリージョンのエムシャー

パークプロジェクトのように点在する産業遺構の共同再生利用

や,ランドシュタットのグリーンハート保護プロジェクトである

干潟再生のように渡良瀬川流域沿岸の環境保護を一体的に行う

ことができるだろう。

群馬一栃木県塊
東武禰生瞭
JR両毛繍
渡艮瀬川

圃遭5G号練

A'桐生広域都市組合

B東毛地方疑点都市肇備推進脇会

C,摘生=・足利ツインシティ

図5-2二桐生を含む広域都市圏構想

5.3.2市街地のゾーニングと交通システムの再編

桐生市街全域におけるコンパクトシティモデルの適用を段階

的に記述する。

1)自動車を中心市街地からできるだけ締め出す。通過交通を国

道50号線に集中させることと市内にアクセスする車両のために

市内外縁にパーク・アンド・ライドの拠点を配置することがそ

の方策となる。その上で,末広通りと本町通りが直交する現商

店街部分に,ペデストリアン・ゾーンを導入する。

2)次に南北をつなぐ本町通りに,トラムによるLRTシステムを

配置する。都市間交通の拠点である東武桐生線新桐生駅と市街

北端群馬大学工学部を結ぶ。これによりメインストリートを解

放しながら,アクティビティを中心市街地へと集約させる。

3)さらに,JR桐里駅から中心市街地へ向かうエリア全体に貸自

転車を対象とした「ヴェロパーク」を計画的に整備し,駅から

中心市街地への微細なアクセスをサポートする。

4)本町通りと末広通りを中心とした半径500mのエリアを中心市

街とする(図5-3A)。ペデストリアンゾーンとした商業エリア
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であり,LRT軌道を含み,JR桐IEIeqRなど既存交通システムの拠

点と接している。また,複合利用の観点から居住領域としての

ネイバーフッドをそこに重ねあわせる。500mという規模は交通

拠点からの歩行圏域距離から導かれた範囲であり,都市のアク

ティビティとコンパクト性,およびネイバーフッドを考える上

で,分かりやすい規模であると考えられる注1°)。

5)中心商業地を包囲する五つの領域を設定し,既存都市施設の分

布にしたがって特定の都市機能を与える。中心市街地と同様,居

住のためのネイバーフッドを重ねあわせ,それぞれの中心を「お

りひめバス」を発展させた環状バス路線でリンクする。(図5-3

B-F)

6)西側の桐生川,東南の渡良瀬川,北側の山地により市街の境

界を画定する。開発領域は自然の境界の内部に限定する。

鳳一礎鷺M撫・幽畿灘野ンク〉
鍬r婁'ノP!l鵬鱒リア
・㊥・、勿卵 　ぽ　　　ぼ　エリア

　洩濠・鵡・蔓統必,?:1肇鷺禁誌ア
灘⑤Gビクニツクフィー'1ド

鷺魂∴・搾勢一/、講;1;繍
〔二]ペデストリアンモール

製/携/懇騨
/梅憲ぐ饗芦

図5-3:桐生中心市往弛のマスタープラン

5.3.3ラウンジスペースの創設

以上の手続きにより地域に定住する[加]と車両により街を通

過していく[Tra]をモビリティの観点から少しずつ近接させ,

[St]と[Tri]としてこの両者を関連づけた。両者が留まり,とも

に過ごす空間をつくることが次なる課題となる。都心磯能と居住

の複合利用の緩衝空間でもあるその場所のイメージをラウンジ

スペース[Lo]と総称することにする。[Lo]を都市空問各領域に用

意することが日本型コンパクトシティを成功に導く鍵である。以

下,市街各領域における[Lo]の展開について述べたい。

5.3.4中心商業エリア(図5-3A)のモール化

ペデストリアン・ゾーンと位置づけた末広・本町両商店街の交

差部分周辺をモール化する。モールは屋根に覆われた半屋外空間

とし,街の内外から訪れた人々が,気候が安定した空間の中でそ

れぞれの時間を過ごすことのできる場所としてラウンジスペー

スのイメージを体現する。イギリスではシーケンシャルアプロー

チによる大規模ショッピングセンターの都心立地と,ペデストリ

アン・ゾーンの設置をコンパクトシティ戦略の切り札的手段とし

ており,ショッピングセンターの郊外流出により衰退した多くの

都心の賑わいを回復した。桐生の中心商業地(A)にモールを導入

する場合,市内交通および商業の中心である末広,本町両商店街

交差点付近がその立地に適するといえる。

5.3.5ネイバーフッド(図5-3B-F)ステーションの導入

コンパクトシティ論ではネイバーフッドを都市を構成する基

本単位としている。アーバン・タスク・フォースのモデルではト

ラムやバスなどのステーションがネイバーフッドの核と位置づ

けられている。境界は中心からの徒歩距離によって定義される。

桐生の中心商業地区を囲む循環バス路線にネイバーフッドステ

ーションを設け,同心円状に広がる都心機能・居住エリアの核と

しつつ,その中心性の強化のために,他の都市機能を重合するこ

とが重要である。ヴェロステーション,資源ゴミ回収所などサス

ティナビリティを志向する多機能型都市施設とすること,カフェ

の併設によって時を過ごす場所としてラウンジスペースの属性

を与えることがステーションの利用を促進する上で重要である。

5.3.6ウォーターフロント(図5-3G)の利用促進

河川は都市の発生・発展条件であると同時に,街を分断する境

界でもあり,沿岸両地域の交通不活性と開発格差を生む。コンパ

クトシティ論は架橋や水上交趣踏蒲により,両岸のリンク強化

と沿岸の親水アメニティ空間化により境界=周縁としてのウォー

ターフロントを都市のにぎわいの中心へと反転する。

桐生中心市街の南限を画定する渡良瀬川は氾濫への対処のた

め幅広の河川敷を有し,ノ」梅琴平公園やサッカー場など多目的公

園として利用されているが,ピクニックなどのアクティビティを

持込むことで社交空間化=ラウンジスペース化することが可能

である。庁舎裏の河川敷(G)を芝化やキオスクなど関連施設設置

などの整備を行いピクニックフィールドとすることを提案する。

5.3.7街区と居住スペースの構成(図5-4A-D)

用途混合のネイバーフッドを形成する街区の具体的な構戒を

示す。外周ストリートに面した部分の低層を商業,オフィスなど

業務系の用途に供する。その上階部分を[Tri]のための居住エリ

アとして,外部のアクティビティとモビリティに近接させる。リ

ビング,キッチン,ダイニングなどを共有・集約してラウンジス

ペース化することにより,居住者相互の交流,外部アクセスを受

け止める場所とする。[St]のための住居はストリートから後退さ

せることでプライベート性を高める。

道路幅員の小さなコミュニティ道路によってストリートへと

アクセスする。植栽がしつらえられたコミュニティ・コートを挿

入し,屋外での食事,ガーデニングや菜園などのアクティビティ

をおこなうラウンジスペースとする。

A

一」刊v合T耳

    一旧　r一一嘱Pη一'鞠纒吻¢w重提ひ厚

    

    馴π卜一i-1」B}o街路。妻戸η℃醗
    一輌辱聖β",

    ト___一     一一置一一一

<街区の構成>

A'[ST]の居住工リア

B「rri]の居住エリア
Cペデストリアン

D'公共交通路線および車道

くラウンジスベース>

Llコミュニテfガーデン

L2.[ST1/「「rL】の纏南領域

L3'「「rl]の共用スペース

コミュニティ道路

図5-4:街区居住エリアの階層的構成

5.4コンパクトシティ化に向けた中心市街地の再編

次に,5.3.2で定義した中心市街地に焦点を当てる。中心市街
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地は交通システムに呼応させる形で都心居住領域およびネイバ

ーフッドの再編成を行う。すなわち,地域に定住する[Dw]と[Tr]

をモビリティの観点から少しつつ近接させ,[St]と[Tr]として

この両者を関連づける。図5-5で示されたエリアは,西側に道

路幅員の小さなコミュニティ道路を有し,東側に大通りを有す

る形となっている。さらに南側にはサイクリング道路を介して

緑地や公園を隣接させる。こうした周辺のコンテクストを読み

込んだ上で,この南北に長い領域を用途混合の中心エリアとし

て明確に輪郭づけ,[St]と[Tri]のための居住スペースを準備す

る。コミュニティ道路を有する西側は,中心駅からのアクセス

をにらみつつ,既存街区に即して凹凸のある形で境界を設定し,

主として[St]のための居住ゾーンとする。一方で本町通りに面

した東側は,都市のもっとも中心的なアクティビティを誘発す

る領域に面しており,かつLRTと関連付けられていることから,

モビリティの高い[Tri]のための居住ゾーンとする。以上を踏ま

え,中心市街における交通システム・中心商業地・オープンス

ペースについて具体的な空間像を提案する。

圏、/

瀬
＼《

㍉
撃

弊
肩調

trlpp前の
領域/

＼汚、

ノ脳撃.

/・
/

ノ醜のア多テイビティ
・を集約し引ぎ寄せる

図5-5桐生市中心市街提案図

5.4.1中心部における交通システムの再構築

「動く者」と「動かない者」の居住を緩やかに分節しつっ混

合させ,中心市街地の活性化を自然に導出し得る交通システム

を構築する。動かない人[be]には動きを誘導し,通過者[Tra]に

は留まることを促す緩やかな交通システムを考える。さらに,

その延長で,[St]と[Tri]を混合させつつ関連づけ,[Lo]への移

行を促す。こうした再編成を支える交通手段として,トラムや

パーク&ライド,ヴェロパーク,ペデストリアン,カーシェア

リング等の交通システムを導入する。トラムに関しては,既に

ヨーロッパにおける数多くの都市で採用され,桐生とほぼ同程

度の人口を有する都市でも導入されている。今後の高齢化の進

展や,桐生の地形的な起伏の大きさを考え,本町通りを運行す

るLRTを提案する。利用を促進するためには,物理的なバリア

フリー化だけでなく,ゾーン制や罰金制の導入といったソフト

面からみての「つなぎ目のなさ」=「シームレスさ」が必要であ

る(図5-6参照)。

5.4.2中心商業市街地へのアプローチ

都心部商業地域をさらに魅力ある空間とするために,次の2

つの提案を行う。

dweliii)9traveling
dwellertravele「

、動かない人通過する人

stay

stayer
留まる入

 鑑ゆ

ん,ibper
/軽快に歩く人

lounger
ぶらぶらする人

トラム、パークアンドライド、ヴェロパーク、
ベデストリアン等の交通システム

図5-6動きから見た都市内活動者の段階的再編成
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図5-7導入されるLRTのイメージ

A)歩行者専用空間の面的な整備・拡張によるパーミアビリティ

の向上

桐生には短冊状に長く延びる,近世より継続されている敷地

割が残存する。この敷地割を活用し,線的な歩行者専用区域を

導入するだけでなく,街区内に残る細い路地との連結を図る。

このように回遊性を有する面的な歩行者専用空間を,末広通り

と本町通りの交差点付近から広げていくことを提案する。

B)大規模商業施設内で体験される「快適さ」の外延化

建築物外部の影響(風雨・寒暖)の遮断,っまり快適な室内

空間の外延化に対する要求については,今後,低環境負荷がま

すます必要とされる中で,大きなエネルギー消費を伴う技術的

な対応を行うことでは持続可能性が維持できない。しかしなが

ら,都市スケールの集約効果を想定することも可能である。こ

こでは建築物群を透明材による屋根で覆い,外部気候を内化し

てコントロールする環境調節装置を提案する。低層部では小型

の空気熱取得,中層ではオープンアトリウム,高層ではダブル

スキンの技術が応用されると考える。これにより都市空間の気
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候は快適化され,居心地の良いラウンジスペースが出現する。

桐生においては,末広通りと本町通り交差点東南のジョイタウ

ン広場に対しては,特にその導入を提案する。

・:・、
{＼・』、・く

＼4'㌧・,・
 く靱

v'■ww"WWtnv

毛、〆'モ
ヒぼモソへ　
キくセサ

雛蟹漏二＼葬∠1
駈謡議蕪為・、/濠髭

難顛瓢
図5-8外部気候を内化しコントロールする壬貿境調節装置

54.3中心部におけるオープンスペース

桐生におけるコンパクトシティ・モデルにおいては,オープ

ンスペースは[Lo]の社会的混合を促進する装置と考えることが

肝要となる。4-1,4-2,4-3で触れられたべデストリアン・フィー

ルドはその中心的な装置であり,オープンスペースのネットワ

ークの中心となる。

図5-9オープンスペースのネットワーク

A)緑地

ペデストリアン・ソーンの延長状に,緑地Parkを設ける。こ

の場合,緑地Parkは景観向上のための,見るための庭園Garden

ではなく,[Lo]の社会的混合を誘発する都市空間として設ける。

存6,

.ヤ、騎・磁

撫編

B)ラウンジユニット

都市住民[Dw]の発展形としての「動くことを前提とした」[St]

においては,都市内での社会的混合を促進する空間的仕掛けが

重要となってくる。ペデストリアン・フィールドはそれを端的

に示した都市空間であるが,社会的混合のアイディアをさらに

敷術すると,住居においても同様の仕掛けが発想されることと

なる。すなわち,他者である[Tr1]との社会的混合を行う住居の

外縁として,ラウンジャ・一一[Lo]ための空間を敷設し,そこを居

場所にする住居形態が考えられる。ラウンジ・ユニットは内化

された公共空間であり,ペデストリアン・フィールドからさら

に選択的・限定的な混合を目的とする空間である。

このラウンジ・ユニットは,建物の狭小化が進み,応接室な

どの社交空間を捨象した現代の都市居住において,カフェや居

酒屋などの店舗が代替している機能であるが,社会的混合のた

めには,これらを公共空間としてより積極的に都市に設置する

べきであると考える。さらにその利用者つまり[Lo]を想定する

ことによって,[St]と[Tri]としての都市居1主様態からの連続r生

をより明快に設定することが重要である。すなわち,都市に居

住する[St]の住居の外縁として,そして居場所を探してペデス

トリアン・フィールドを歩く[Tri]の滞留場所として,都市と住

居の中間領域にペデストリアン・ユニットが定位される。

図5-O中心市街の緑地

藻

熱

5-11ラウンジ・ユニット

6まとめ

本研究においては,コンパクトシティというヨーロッパ発の

概念を出発点として,リチャード・ロジャースほかによる都市

論の読解をもとにヨーロッパ都市調査を行った。注2)その上で,

日本における中小都市に照準をあて,群馬県桐生市を対象に,

コンパクトシティを実現する上でありうべき都市居住モデルの

提案をいくっかの観点から行った。

ヨーロッパおよび日本の都市調査からは,日本では鉄道と自

動車以外の交通の種類が少なく,オープンスペースの絶対量と

ネットワークの貧困がその傾向に拍車をかけているということ

がわかった。さらに日本においては都市空間における「選択性
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可能性」の欠如,つまり,我々が特定の交通手段によって特定

の場所に赴き,特定の目的を果たすことしか出来ていないこと

も指摘した。このような認識にもとづき,J.ゲールによる,オ

ープンスペースにおける人間の行為の類型化を参考として,都

市内活動者に対してtraveler,dweller,tripper,stayer,

10ungerという類型を設定し,さらにこのモデルを軸に,桐生市

におけるコンパクトシティ実現に向けた居住モデルを提案した。

空間像と都市内活動者像の両者が結びついた居住モデルの提案

は本研究の成果であると考える。

コンパクトシティの居住空間像に関して,特に交通システム,

歩行者専用空間化を伴う中心商業地,オープンスペースに焦点

を当て具体的な市街地像を提案したが,実際にヨーロッパの都

市調査を振り返ってみても,例えばストラスブールの劇的な都

市再生事例に代表されるように,交通システムの再編を通した,

歩行者空間の再生が重要な鍵となっている例が多い。モータリ

ゼーションの有効性と効率性は一概に否定できないものの,日

本の都市も,そうした「歩行者」「生活者」のための都市を本格

的に再考すべきときにきていると言える。

本研究では都市内におけるコンパクトシティの実現に向けて

の空問像を提案したが,複数の都市が連関する都市圏における

コンパクトシティのあり方については十分に考察することがで

きなかった。都市内域および都市間ネットワークの両面からコ

ンパクトシティを考察・提案していくことが今後の課題である。

<注>

1)国土交通省都市地域整備局街路課を事務局とする市街地整備

研究会が文献1)中にて,コンパクトな市街地形成を進めるべき

であると述べている。

2)例えば青森市,福井市,神戸市,金沢市他文献2)pp.210-219

参照。

3)国土交通省では,地方中心・中ノ」都市圏地方圏(東京圏,関

西圏,名古屋圏の三大都市圏以外の地域)における人口が概ね

30万人未満の都市を地方中心・中小都市と定義している。

http://wwv.mlit.go.jp/yougo/j-t2,htm!参照。

4)桐生市・足利市に関しては,両毛広域都市圏総合整備推進協

議会などを通じ,一体的な都市圏としての連携を深める活動を

行っている。

5)ヨL一ロッパの先進事例については,本研究グループが翻訳し

出版された文献3,および文献3,文献4,文献5等を参考に選定

した。

6)イギリス都市調査メンバーは桑田仁,太田浩史,松田達(研

究協力者),フランス・ドイツ・オランダ調査メンバーは南泰裕,

樫原徹,松田達,日高郁子(研究協力者)であった。なお,こ

の都市調査については,本研究メンバーおよび研究協力者によ

り文献6にまとめ発表している。

7)本研究に先行する研究として,2003年3Hに南・泰裕,太田浩

史によりタイの小都市調査が行われている。この都市調査にっ

いては文献17に結果が報告されている。

8)桐生市の都市再生モデルについては,本研究メンバーおよび

協力者を含めたグノレープにより,「SmallCitySet」というタイ

トルの元にまとめられ,「南洋堂書店エヌプラス」(東京・お茶

の水)にて2004年7月1日□28日の1か月に渡って展覧会を行

った。

9)J.ゲールは,都市における任意行為,社会行為を促進させる

ものとしてペデストリアン・ゾーンや広場が挙げている。文献

18参照。

10)例えばリチャード・ロジャースは,ネイバーフッドを示す圏

域として,500mおよび600mという数値を挙げている。文献3参

 照。
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