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台溝における計画麟住宅地關発の課題と計画講

一既婚女性の購i買施設利用から一
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日本及び台湾では戦後の住宅不足に対処するため,近隣住区論にもとつく住宅地開発が各地で進められた。これらの住宅地では,経

年による居住者像の変化や社会経済状況の変イヒによる生活様式の変化によって,住宅地内の施設と現在の生活ニーズに乖離が生じてい

る。そこで,本研究では,台湾の住宅地開発について,中興新村民生コミュニティ,成功国民住宅,天母コミュニティを対象事例と

して,開発当時参照された計画論を再考し,近隣施設の主な利用者として想定されている既婚女性の購買施設の利用状況を中心に,近

隣住区論が抱える今日的課題を明ら掴こし,計画的住宅地の問題点を考察しようとしている。

キーワード:1)既婚女性,2)近隣…住区論,3)購買施設,4)台湾,5)都市住宅地,6)日常生活
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1.はじめに

1.1研究の背景

日本及び台湾では,戦後の急激な都市化に伴う住宅不

足に対処するため,計画的な住宅地開発が各地で進めら

れた。住宅地開発にあたっては,当時の最先端の住宅地

理論であった近隣住区論にもとつく欧米の開発事例が参

照された。その際に,欧米の開発方式をそのまま取り入

れるのではなく,それぞれの国の固有の歴史,文化,社

会的背景の下で,その国の事情に応じた計画論の実践が

行われている。また,その後の急激な社会経済の変化で,

住宅地の中心的な位置にある近隣施設は,当初想定した

居住者像や生活様式と,徐々に乖離が出てきている。

本研究に関連した先行研究では,特に近隣センターの

役割や未来性に関するものは数多く見られる。例えば,

高見ら(1999)文1)は,近隣センター育成による自動車

利用削減効果を分析している。また角谷ら(2005)文2)

は,ニュータウンにおける近隣センターの存在理由や今

後のあり方に注目している。そのほか,台湾における住

宅開発については,行政院経済建設委員会都市.住宅発

展処(1989)文3)が台湾における14のコミュニティの商

業施設について,現代の買物行為からみると,スーパー

が伝統市場注1)の役割を果たす可能性があること,民間

が開発した住宅地では,伝統市場が設置されていないこ

と,そして今後の住宅地開発では,スーパーが伝統的な

市場や店舗の代わりに設置される可能性があると提案し

ている。

1.2研究の目的

以上を受けて,本研究では,台湾の計画的住宅地開発

である中興新村,民生コミュニティ,成功国民住宅,天

母コミュニティを対象に,購買施設に着目した近隣施設

の計画的な整備の状況を整理し,施設の主な利用者とし

て想定されている既婚女性の購買施設利用行動の分析か

ら,計画的住宅地の問題点を考察することを目的として

研究を行う。
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1.3研究の流れ

本研究では,まず文献調査により,各対象地の計画論

の概要と違いを整理する。既婚女性の各近隣施設の利用

実態,行動特性などをアンケート調査とヒアリング調査

により明らかにする。

2.台湾における住宅地開発および近隣住区論の展開

日本と台湾では,第2次世界大戦後の都市への急激な

人口流入による住宅不足に対応するため,各地で住宅地

が開発された。その際,最も基本的な理念となったのが,

近隣i住区論であり,住宅地の住区規模や施設配置の決定

に大きな影響を与えている。ただし,両国とも,欧米の

基準をそのまま取り入れているわけではなく,各国の実

情にあわせた開発の工夫が行われている。例えば,日本

では,コミュニティの核として,集会所,公民館などの

施設が用意され文4),サークルなどのグループ活動,医

療活動,保育サービスなどの場として使われている。一

方,台湾では,住宅地の核として,商業施設と小学校を

中心とした計画論が実践されている。

台湾のもっとも大きな都市である台北市は,最も急激

な人口流入を経験し,受け皿としてさまざまな住宅地が

開発されている。清治時期(1683-1895年)の市街地

である淡水河東岸の艦騨・大稻埋・台北城を核として,日

治時期(1895-1945年)には東(東門外),南(南門

外),と北(三板橋,今日台北市林森北路の林森公園付

近)に市街地が広がっていった(図2-1内「戦前の市

街地」)。

戦後,共産党に負けた中国国民党が台湾に移ってきて,

台湾省政府の所在地であった台北市に中華民国臨時首都

を設けた。それによって,人口は一気に増加し,1946

年の27万人から48万人になった。人口の集中地域は清

治・日治期の旧市街地を中心に東や南に拡散した。1961

年には人口94万人に達し,台北市は住宅難に直面する

こととなった(図2-1内「戦後省轄市期の市街地」)。

1)ニュータウン開発:中興新村

住宅難問題解決とともに,首都機能分散化の必要性か

ら,軍部は1955年に防空計画を定めて台湾省政府を台

湾中部に移転させることを決定し,1956年に台湾中部

での中興新村でのニュータウン建設が始まった。中興新

村の主要なプランナーの一人であった侃世椀は,当時,

台湾に初めて近隣…住区論を紹介し,中興新村の開発実践

を試みた文5)。また,同時期に開発が進められた台北市

の西辺の中永和郷都市計画(主要計画)においても,近

隣住区論の導入を行っている。中興新村も中永和郷都市

計画も,侃の近隣住区論の解釈にしたがって,各近隣住

区に小学校,市場,公園を一一'・一つずっ設置した文6)。中興

新村の建設の後,各市鎭注2)が都市計画の新訂及び修正

を行う際,住宅地域の計画に近隣住区論の概念を導入す

るようになり文5),中興新村は台湾において初めて近隣

住区論にもとつく住宅地開発が行われた事例として位置

づけられる。その後,1964年の都市計画法の改正で,

住宅地域を近隣住区単位で画定することが定められ(第

30条),住宅地の計画に対する近隣住区論の位置づけ

が法的にも確立された。

2)区画整理による住宅地開発:民生コミュニティ

国や地方の厳しい財政状況の中,用地買収による住宅

地開発だけで急激な人口増加に対応することは困難であ

り,公共施設用地の買収は非常に難航していた。そのた

め,大規模な用地買収を必要としない事業として,戦前

日治時期に行われたことのあった区画整理事業の活用が

検討されることになった。1964年,台北市政府は民生

東路新社区建設委員会を成立し,当時は台北市西北の郊

外で,人口密度が一番低かった松山区で,区画整理によ

る住宅地開発を行うことを決定した。対象となったのは

民生コミュニティの118haで,戦後の台北市における最

初の区画整理として,45,000人を収容する住宅地の開

発が計画された注3)。開発設計にあたっては,アメリカ

の援助を受けて,近隣住区論による計画が行われており,

台北市内においては初の近隣住区論にもとつく住宅開発

地となった(図2-1内「戦後省轄市期の市街地」)。

3)面的整備による住宅地開発:成功国民住宅

1967年に,台北市は台湾省の管轄から国に直接に管

轄される直轄市に昇格した。昇格した時点で,台北市で

は都市計画を定めた面積が65%に達していなかったた

め,国注4)は国連から台湾に派遣された専門家の協力を

得て,台北綱要計画(台北市綱要計劃)を完成した。そ

の計画は中心商業地域,鉄道,幹線道路システムを台北

市発展構想の基本とし,250万人の収容人口を予想した。

台北市の建設もそれを基づいて,都心部(元台北市の範

囲)の幹線道路,補助幹線道路などを整備した。

1973年の都市計画法改正で,公共施設用地を取得す

る手段の一つとして区画整理事業が定められ,各地で区

画整理が実施されるようになったが,その多くは,事業

面積は前述した民生コミュニティより小さいものであっ

た(図2-1内「直轄市期の市街地①」)。また,同年

の改正第45条で,公共施設について,中小学校,社会

教育場所,市場,郵政,電信,変電所,衛生,交番,消

防,防空などは,近隣住区を単位として配置すべき施設

であるとの条文が追加された。ただし,日本の住宅地開

発で近隣施設として整備されている集会所文4)は,台湾

では近隣施設に含まれていない。

1970年代の石油危機によって,台湾,特に台北市で

は,地価が高騰した。住宅市場を調整し地価を抑えるた
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めに,国(内政部)は1975年に国民住宅条例を定めた。

その中では,国民住宅政策については,主に政府が直接,

計画することとされており,台北市政府もそれに基づい

て1976-1981年の国民住宅建設6ヵ年計画をたてた。

この時期に国が直接的に計画・建設した国民住宅は,台

湾の住宅開発におけるコミュニティ計画に大きな影響を

与えている。特徴的だったのは,多くの専門家が,近隣

住区論とスーパーブロックの概念を用いた住宅地開発に

よって,居住環境を改善しようとしていた点である。

1977年に,内政部営建署はこの概念にしたがって,

「国民住宅社区計画及び住宅設計規範」を作成した。台

北市の国光(1977),国盛(1980),国興(1980),成

功(1981),興安(1981),大安(1981)などの国民住

宅コミュニティはその設計規範に基づいて開発されてい

る文7)。「国民住宅社区計画及び住宅設計規範」は,

1984年に「国民住宅社区計画及び住宅設計規則」に改

められ,より拘束力の強いものとなった。国民住宅は,

郊外部ではなく,主に都心部の再開発で実施されている

(図2-1内「直轄市期の市街地①及び②」)。

4)細部計画に基づく住宅地開発:天母旧市街地地域

これまでに取り上げた3つの住宅地開発は,台湾にお

ける近隣住区論の実践に大きな影響を与えたものであっ

た。最後に取り上げるのは,住宅地開発に対する公的介

入が最も弱い,細部計画に基づく住宅地開発である。細

部計画とは,日本の都市計画制度では,用途地域と地区

計画の中間的な内容と役割を担う仕組みで,対象地区の

土地利用の方針と規制,公共施設の位置と内容を定める

ものである。公的機関が住宅地を直接的に開発・建設で

きる面積は限られていることから,近年の台北市の市街

地の多くは,細部計画にもとついて,民間が開発を行う

タイプが主流となっている。

1967年に台北市が直轄市に昇格した際,周辺の6区

(士林,北投,内湖,南港,木柵,景美注5))も台北市

に合併された(図2-1内「直轄市期の市街地①」)当時,

松山区以外の行政区(現在の都心部)では既に市街化が

進行し,今後の開発可能地域はわずかであったため,新

たな開発は郊外部で主として行われており文9),その多

くは細部計画にもとつく開発となっている。本研究で対

象として取り上げる天母地区は,1950年代にアメリカ

軍春属宿舎として利用されていた計95haの地区で,現

在は閑静な住宅地として発展している地区である。

以上を踏まえ,3～6章では,選定した4タイプの住

宅地事例にっいて,計画概念と土地利用の現況を整理し,

そして既婚女性の日常買い物行動から近隣施設の利用状

況を分析する。

3.ニュータウン關発:中興新村

前述したように,1955年の防空計画で,台湾省政府

を台湾中部に移転するとの決定を受けて,台湾で初めて

のニュータウン建設である中興新村の開発が始まった。

建設は二期に分けられる。1956年に開始された第一期

は,法定都市計画の制定より早く,行政区注6),コミュ

ニティセンター,2つの近隣住区(第一,第二近隣住

区)からなる4つの地域があり,面積は105haにのぼっ

た。その後,1958年に,既定の範囲が拡大し,行政区,

コミュニティセンター,5つの近隣住区で構成される7

っの地域が新たに開発されることとなった。この計画は,

1961年に「中興新村都市計画」として,総面積

253.62ha,計画人口17,770-24,700人として予定された。

しかし,実際に建設に至ったのは,1956年の第一期の

建設と,1971年の第二期の第三近隣住区及び第二行政

区だけであった。西側の第四と第五近隣住区は,土地買

収も行っていなかったため,乱開発が進行してしまった。

◎台北駅
台北市の境界線

〔市街地の範囲
饗藤区画整理事業の分布
△国民住宅の分布

lllMill][照削1　購台北モノレール路線

戦前の市街地
(～1944)

戦後省轄市期
の市街地
(1945-1966)

竜

臨紫謙,

直轄市期の市街地①
(1967-1986)

慈

△△、

直轄市期の市街地②
(1987-2005)

図2-1台北市各時期の発屡範囲
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3.1計画概念と現況

中興新村は主にイギリスのガーデンシティの概念を参

考として計画されている注7)。これは,プランナーの中

に欧米への留学経験がある侃世椀氏がいたことも,大き

な影響を与えていると考えられる。

この地区の開発は省政府の移転を目注的として計画さ

れたため,コミュニティの両端に省政府の立地を想定し

た行政区を配置し,その間にある近隣住区に,公務員の

ための住宅を供給するという職住近接タイプのニュータ

ウン開発を予定していた。実際に建設された中興新村の

規模は142haであり,新たな都市を建設するというより

は,住宅地開発的な規模にとどまっている。地域内の施

設は地区全体を対象としたコミュニティレベルと近隣レ

ベルの2つのレベルに分けられる。コミュニティレベル

の施設は,第一と第二近隣住区の間に配置された集会堂,

中学校注8),運動場,児童公園,商業地域(スーパー,

飲食店,店舗),郵便局,交番,保育所注9),図書館,

病院などからなり,中興新村のコミュニティの中核とも

いえる。近隣レベルでは,小学校と市場を中心として,

住区内の住宅から小学校までの距離は550m以内,市場

までは680m以内となるように計画されている。緑地は

点在するように配されている。(表3-1と図3-1)

表3-1中興新村の概要

現地調査により,近隣住区に配置された市場用地はす

でに伝統市場として整備されていることが把握できた。

日用消耗品を提供しているスーパーは,コミュニティレ

ベル施設として,コミュニティセンターに立地している。

スーパーでは野菜や果物の販売は行っていないが,スー

パーの建物の外に,野菜などを売る露店が集まっている。

中興新村の西南3㎞には南投市市街地が,北3㎞に

は草屯鎮市街地があり,既存の集落も比較的近郊に存在

している。そして,それらの市街地には伝統市場,スー

パー,大型量販店注10)などがいくつかある。1998年の精

省による地方自治制度の再編や1999年の地震921の被

害で,中興新村は不況になった。
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1954竺台湾中國93戦
王955隼防空誹画が定められた(台湾
省政府が台湾中部に移転決定)。
1956年中興赫村の建設が始まった。
1957年第一期建設が完成(第一,第
二近隣住区,行政区,センター1。省
政府が申興款村へ移入。
1961年中興新村都市計画を実施(第
三,第四,第五近隣住区)
1964年内漉都市計画を実施(第二行
政区)

1968年南内槻都市計画を実施(第六
近隣注区)

197三年第工期建設が完成(第三近隣
住区,第二行政区)
第一期建設 第一近隣27ha
105ha 第二近隣゜31ha

第一行政区16ha

鑛繍纏篶

箋鞍縫灘灘灘
懇霧繊驚鵜.

撚17鑑髪タ第
奪円!,罫'ド・∫

講臓講携　・
覆簾警綴蹟

第二二期建設37ha

計画されたが,計
画通り完成しなか
った

センターエリア31ha

第三三う丘隣24ha

第二行政区・13ha
第四近隣34ha
第五近隣38ha
第六近隣64ha

計画に基づく開発した第一,第二,第三近隣住区(光華里,
光栄里,光明塁)
光華里,光栄塁,光明里の合暑2222人/6038世帯
(20051231)

」
◎
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上
9994898479廻

696459544944393429241914適
唄

鼠
一
一
噂
一
験
一
一
一
鴨
朧
一
胴
胴
騨
一
一
■
一
5
0

◎
Q
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

一1「Jeo

圭に,一階建てや二階建てアパート
賃貸(公務員宿奢)

ISO 300

第二近隣住区

第三近隣佐区
⑳!・
侵〆、＼〃

図3-1中興新村の施設分布

3.2既婚女性の近隣施設の利用状況

中興新村の既婚女性の近隣施設利用状況を把握するた

め,アンケート調査を行った。調査概要は次ページの表

3-2に示す。回答者の属性は次ぺ・・一一・一ジの図3-2に示す。

50代以上の回答者は全体の半数を超えており,60代

以上だけでも30%となっている。高齢の回答者が多い

こともあってか,回答者の中の有職者の割合も50歳未

満の割合と近い48%である。前にも述べたように,当

該地区の居住者の多くは職場近くに居住しており,有職

者のうち61%の就職先は中興新村内である。したがっ

て,有職者の日常生活の地域完結性は高いと考えられる。
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褻3-2中興新村で行ったアンケート調査概要

  轟鵬離Ψボスティング
  酔γγ蹴勾儲麟犀1鷲葦郵送法

  購肇欝礎κr伊1)本人・家族属腔,2)家事分担,3)買物行動,4)近隣施設利用状況,5)その催の外出行動

  噸w憩雛費,麹鹸製瞭慕渦w獺灘鋳2006年1月18目・玉9日865通86通9了1%

地区外の施設を利用する人も多い。生鮮食品に比べると

地区内施設の利用は少なくなっているが,今でもコミュ

ニティ内で日用品を売るスーパーが重要な役割を果たし

ていることは否定できない。

鍵護篇
四 ℃鱒励霧銚磯

 O隠

乱

譲 口30-39

口40-49

口5◎-59

鰹60-69

趣70一

難霧擬奨織難聯

 O摺84

52% ロ導粟主婦

鐵有職餐

灘贋鰐藏輝㈱擁魏鷹誓拳

ズ

囲
12婆戴 6錨

口中興新村

日草屯鎮

口衛役市

欝他の市麟・

尋.区画整理による住宅地開発:民生コミュニティ

台湾のプランナーたちが,欧米の都市計画の文献を模

索しながら計画した中興新村注11)とは違い,民生コミュ

ニティの計画は,アメリカの資金および専門家の協力で

実現している。台北市の既成市街地への人口集中の問題

を解決するため,台北市政府は1967年に市地重画の方

法を用いて,純粋な住宅地である民生コミュニティを開

発した。当時の都市計画人材や資金が不足していたこと

もあり,計画策定にあたっては,アメリカから技術や資

金の援助を受けている。表4-1には民生コミュニティ

の概要を示す。

図3-2中興新村の回答者の属性
ge4--1民生コミュニティの概要

次に既婚女性の購買行動について分析する。表3-3

をみると,伝統市揚を利用して生鮮食品を購入する回答

者の割合は,伝統市場のみで買う人だけでも58%,伝

統市場とスーパーを両方利用する人をあわせると86%

にものぼり,伝統市場への利用度が高いことがわかる。

これらの施設の立地については,半数以上の回答者は,

近隣住区にもとついて地区内に計画された伝統市場のみ

を利用しており,地区内外の施設をともに利用している

回答者の35%を合わせると,地区内の施設利用が高い

ことがわかる。有職者にとって,日中12時ぐらいで営

業が終了してしまう伝統市場で買い物をするには,時間

的制約が大きいと考えられるが,職場が近いので,出勤

前に買い物を済ませたり,あるいは昼休みに買い物をし

て家に帰り,またオフィスに戻ることも可能である。こ

のことから,有職者の生鮮食料品購買場所(タイプも所

在も)に,専業主婦の場所と大きな違いは見受けられな

 い。

一方,日用品の購入については,スーパー,大型量販

店,ドラッグストアなどの現代的な商業施設を利用して

いる回答者が多くなっている。中興新村のスーパーはコ

ミュニティセンターのスーパーしか存在していないので,

裏3-3生鮮食料品の購買場所のタイプと所在

     i・驚纏繍、≦麟繊雛1.1雛難1融瞬・

     議〆グ伝統市場のみ58篇5髭     伝統市場もスーパーや大型量販店も28託3(葺毛

     スーパーや大型量販店のみ9%65懸

     宅配5巽0撃」

     欝響村内"伝統市場のみ一51覧o鶉     スーパーのみ1覧27%

     伝統布場とスーパーのみ5鶉7属

     村外の伝統市場とスーパー施設のみ5%15瓢

     村内外の施設とも利用する35粍46話

犠畿
騨灘禦灘
灘磯欝驚㌧

難醸鷲諺.

顎雛纏霧擬
欝難雛奪鰯罫

1964年台北市長が国に「アメリカの擾助で新住宅地を開
発」を提案。「民生東路新コミュニティ建設委員会」が成立
1967年アメリカにローンを申し込んだ。
1968年都市計画細部計画が定められた。
1968-1976年区画整理を行った。
1971年建設が始まった。
1993年蔑生コミュニティセンター一・es成した。同年,艮生コ
ミュニティ自治会(発展協会)が成立した。

第一近隣
第二近隣87ha
第三近隣
第四近隣89ha
第五近隣12.4ha
第六近隣166ha

第七近隣…156ha

センターエリア幹線道路沿いは12階建ての高層集合住宅,そ
の他は主に四,五階建ての中層集合住宅。

4.1計画概念と現況

民生のコミュニティ全体は7つの近隣住区に分けられ

ている(図4-1)。1968年の細部計画によると,公園

は近隣レベルで配置されているが,小学校は近隣に1ヶ

所ずつ配置されているわけでなく,コミュニティと近隣

の中間的なレベルで整備されている。中興新村では近隣

住区ごとに配置されていた市場については,民生コミュ

ニティでは1ヶ所しか計画されていない。コミュニティ

全体のための主な商業機能は,西側の入り口の近くのセ

ンターエリア(交番,郵便局,銀行,商業施設)と,東
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十

内湖
.汐

鮮食料品を購入している。具体的な伝統市場名として,

すべての回答者が広合市場をあげている。表4-5の

「行く理由」によると,計画的に整備された東社市場で

なく,自然発生的に整備された広合市場を選ぶ理由は,

品揃えの差であると考えられる。

衰4-2民生コミュニティで行ったヒアリング醐査概要

図4-1民生コミュニティの施設分布

裂4・-3民生コミュニティの回答者の属性

にある副センターエリア(商業施設)の2ヶ所となって

いる(図4-1)。っまり,民生コミュニティの近隣施

設の計画概念は,商業施設を近隣レベルではなく,コミ

ュニティレベルで集中させて整備するものとされている。

住民の購買行動をセンターエリアと副センターエリアに

集中させ,住宅地域では店舗の設置が禁止されるという

計画内容は,アメリカからの計画資金援助の条件であっ

たという文10)。

このように,民生コミュニティにおいては,近隣住区

レベルの近隣センターの概念は明確とはいえないが,コ

ミュニティレベルでは,明確な中心地を有している。

1980年の「台北市民生東路新社区建築管制要点」注12)

の第5点で,前面道路の幅員が12メートル以上の建物

については,1階及び地下階での商業使用ができるよう,

規制が緩和された。これによって,現在では,当初計画

されたセンターエリアだけでなく,幹線道路沿いにも商

業施設が立地している。また,日常の買い物に係わる市

場についても当初の計画とは離れて,富錦里の住宅街に

伝統市場として発展している。

1991年より基隆河の河道直線化工事が実施された。

その後,対象地域の東にある内湖区にいくっもの大型量

販店ができている。生鮮食品から目用品まで幅広く扱う

大型量販店の出店は,既婚女性の日常的な買物行動に,

多少の影響を与えると考えられる。

また,この地区は開発から30余年程度経っているコ

ミュニティではあるが,人ロピラミッドが示すように,

人口構城が高齢者に偏ることがなく,若年者も少なくな

く,居住者の入れ替えができているといえる。

4.2既婚女性の近隣施設の利用状況

民生コミュニティでヒアリング調査を行った。調査概

要は表4-2に示す。回答者の属性は表4-3に示す。

表4-4の購買場所のタイプと表4-5の「買う品物」

によると,回答者は主に伝統市場あるいはスーパーで生

褻4-4日常買物の場所とそのタイプ
    伊巨號i』

    ◎広合◎コースコ(内湖)◎
    ◎広合◎大濁憂(内湖)

    ・◎広合

    ◎広合◎カルフール◎内湖は休日にたまに行く
    ◎民生など

    .◎広合◎カルフール

    ◎属生,松青
    ■◎カルフール

嚢4-5購翼場所別の購買行動
    婿「騨

    `跨…旛

    曾野菜のみ(1:宅翰生鮮(5、7)翰飲料(4:カルフー㊨有機野
    配に補足)ル)菜(1)
    畠お惣菜などの既㊧日用品(6,8:カ

    ・'成食料品(2)ルフール)
    ⑭生鮮食料品麟日用品,野菜,
    (3.4.6)パン(1:Costco)

    ㊤自転車(1,3)麟徒歩(7)翰他人が運転する
    車(1)

    鯵朝に来るので,曾衛生(5)㊨品物の質が自分⑫自分で
    新鮮(6)鐙品揃えが多いにとって使いや行く必

    li萄お惣菜の種類が(5)すいし,品揃え要がな
    ・多いので,便利頓品物がパックが多い。(1:いので

    (2)したので,下Co$tco)便利(1)
    窃慣れた(4)遡備が楽(5)㊤広い,大きい,
    ㊧自家産の農産物動営業時聞が長選択が多い(2:
    が多いので,安いので便利(2)大潤発〉
    心(4)窃安い(7:民生爵飲料の冷たさが

    ㊧品揃えが多い(3:農産▽S訟脊足りる(4:カル
    広合市場VS.東働品物の質が高フールVS伝統
    社市場)い,ほかのと市場〉

    ㊤選択が多い,多ころにない品
    様化,売る人は物が多い(7;
    変えているので松脊VS.畏生
    面白い(2:伝統市農産スーパー)
    場VS.スーパー)

    @安いけど雑乱(7)爲品物が特にい歯車がないから不
    曾子供を遮れて行いわけでない便(既,8)
    くので,雑乱なのに高い(1:鶴品物の量が多す
    伝統市場に行く民生農産スーぎる(8)

    鐵のは不便。(7)パー〉
    ㊨品物の来源が不

    明(7)
括弧内の数字は回答者の恥,
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地域内の大型量販店であるカルフールは,主に日用品

の購買場所として利用されている。また,カルフールよ

りはるかに規模が大きい内湖の大型量販店は,車でもバ

スでも15分くらい範囲に立地しているが,表4-5の

「買う品物」からみると,生鮮食料品の購買は補足的に

とどまり,主に日用品の購買場所として利用されている。

表4-5の「行く理由」と「行かない理由」を見ると,

回答者にとって伝統市場の利点は,品物の新鮮さ,品揃

えの充実度と多様性などであることがわかる。一方,ス

ーパーを利用している人は,売り場の清潔度,買物の利

便性(例えば,営業時間の利便性,子供を連れて行くと

きの利便性など)を重視していることがわかる。地域内

外の大型量販店については,生鮮食品の購入場所として

ではなく,日用品など生鮮食料品以外のものの購買場所

として使われている。

5.面的整備による住宅地開発:成功国民住宅

1975年に「国民住宅条例」が制定されるまでの国民

住宅政策は,政府が地主にローンを提供する形であった

が,条例制定によって,国民住宅政策は主に政府が直接,
計画・建設する方式に変わった。それに先駆けて,1974

年には,台北市政府に国民住宅処と台北市国民住宅ファ
ンド注13)ができている。1976-1981年度に,国民住宅処

は国の「国民住宅条例」と「六年国民住宅計画」政策に
基づいて,台北市の「六年国民住宅計画」を策定した。

その計画では,1976-1981年度に,18,000戸の国民住宅

を計画することがあげられ,1)公有土地を利用して,

新しいコミュニティ建設と古いコミュニティ更新と同時

に進む原則;2)住民が住宅に順応する原則注14);3)単

位住宅面積を12,16,20,24坪とする原則が定められ
た文11)。1976-1981年の六年国民住宅建設計画に建設さ

れた成功国民住宅は,国民住宅の開発の中で一番面積が

大きく如2),近隣住区論とスーパーブロックの概念を用

いて,居住環境の改善を試みた事例の一つとされている

文7)。

現在,成功国民住宅には,人口7898人,2937世帯が

居住している。高齢化率は台北市の11%より高い13%

である。2005年末の人ロピラミッドは表5-1に示す。

所,郵便局,区民活動センター,周りには公園,市場,

図書館(市場用地における複合利用)が配置されている

(図5-1)。

計画書には,駐車場を平面に配置するとされていたが,

自動車保有率の上昇もあり,現在はブロックの西側と建

物の地下一階に駐車場を整備している。建物は全38棟

で,7階,15階,17階,19階建ての高層集合住宅から

成る。

1980年の計画では,この住宅開発の範囲を近隣住区

としていたが,小学校など近隣住区にあるはずの施設は

開発地区内ではなく,もう少し広域を対象としたコミュ

ニティレベルで用意されている。図5-1には,成功国

民住宅の地区内の施設整備状況と,コミュニティレベル

の近隣施設の整備状況を示す。1980年の計画に占めさ

れている市場用地は,スーパーとして整備された。コミ

ュニティレベルの伝統市場は2ヶ所であるが,どちらも

計画市場用地ではなく,計画道路用地(成功市場,国民

住宅の東辺),あるいは商業地域(信維市場,コミュニ

ティの北側)に位置している。

裟5-1成功團民住宅の概要
台湾台北市大安区
都心
戦後対象地域が軍巷村として,成功新村ができた。
1975年「国民住宅条例Jを定めた。
1976年國の「六年國民住宅計画」が始まった。
1979年成功漸村が老朽化で,陸軍総部と台北市敷府に
国民住宅として建替えることが決められた
1980隼「台北市大安区成功斬村周り地区細部欝画変蔓
案」ができた
1981隼完成

5.1計画概念と現況

1980年に成功国民住宅の建設のために作った「台北

市大安区成功新村周り地区細部計画変更案(攣更台北市

大安匪成功新村附近地匝細部計畿案)」文13)には,国民
住宅範囲を中心とする1つの近隣住区を対象とした,ス
ーパーブロックの概念による建設計画が示されている。

建蔽率は低くとどめ,中央に大きなオープンスペースを

残し,ブロック内は歩車分離とする。国民住宅敷地内に

は広揚,スーパー,店舗(閉店中),児童遊び場,保育

主に7階以上の高層集合住宅
分蔽住宅

潤一地域境界纒
圏公園睡翻幼櫨

。隣難熱懇雛』翠。,
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図5一で成功團民住宅の施設分布
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5.2既婚女性の近隣施設の利用状況

欧家鍮(2000)文14)は,成功国民住宅の既婚女性の環

境知覚について調査し分析している。ここでは,その調

査の結果を使って,国民住宅の既婚女性の近隣施設利用

状況について,ほか3つの地域の結果と比較しながら論

じていく。調査概要は表5-2に示す。回答者の属性は

図5-2に示す。

裟5-2成功国民住宅のアンケート調査概要文14)
  冨鐡繊ボスティング

  鞭騰.1郵送法

  螺髄購D本人・家族属性,2)交通行動と環境知覚,3)外食行動と環境知覚,4)買物行動と環境知覚,5)レジャー行動と環境知覚
  灘購i雛騨懲緩2000年1-3月343

図5・-2成功国民住宅の回答者の属性文14)

前に説明した中興新村や民生コミュニティの結果と同

じように,成功国民住宅の調査でも,伝統市場(成功市

場)で生鮮食品を購入する人が多いとの結果が出ている

文14)(図5-3)。

成功市場は中興新村における伝統市場と同じ朝市であ

り,回答者の生鮮食料品購買の時間帯も,朝と回答した

割合が71%にものぼり(図5-3),伝統市場を指向す

る特性を示している。中興新村の職住近接と違い,成功

国民住宅の回答者では,有職者の就職地域はコミュニテ

ィー近隣住区の範囲内より範囲外の方が多いので,有職

者は専業主婦と比べると,時間制約の低いスーパーで買

う人の割合が若干高い(図5-2)。しかし,伝統市場

である成功市場を主な購入場所として回答した人は,全

体の3/4を超えるので,有職者もスーパーで買うより

伝統市場で買うことを好んでいると考えられる(表5-

3)。

1980年の計画でスーパーとして整備された国民住宅

地内の頂好スーパーと市場用地における軍公教センター

は,日用品の購買場所として使われていることが図5-

3からわかる。しかし,成功市場が位置するのは計画市

場用地でなく,計画道路用地である文13)。1980年の計画

書によると,その道路用地は,「車両通行に所要スペー

ス以外は,すでに緑化し歩行道路として整備する文13)」

予定である。計画の通りその歩行道路を整備したら,既

婚女性は国民住宅に近いスーパーを利用するか,国民住

宅と0,8-1キロ離れる伝統市場(信維市場)を利用しな

ければならなくなる。欧家鍮(2000)文14)のヒアリング

調査結果によって,国民住宅の高齢の既婚女性は,若い

既婚女性より,伝統市場を使う傾向を示している。高齢

者率13%の成功国民住宅に住む既婚女性にとって,成

功市場がなくなることは目常に生鮮食料品の購買にかな

り影響を与えると予想される。
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図5--3生鮮食料品の購買場所とそのタイプ文14)

裂5-3生鮮食料品購買場所タイプの比較文14)
   葦鎌蒙義織騰1饗薮雛達・・遜襲戴舞一

   鱒纐霧需嚇84、3亮96.9騰
   畷繍雛_15.7%3.跳
   灘.100篇1◎0覧

x2=8.94P=0,003

6.細部計画に基づく住宅地開発:天母旧市街地地域

天母旧市街地地域(以下「天母地域」)は台北市の都

心部から北約10㎞における住宅地域である。全地域は

「天母旧市街地細部都市計画」の範囲に属し,面積

90.48haである。1950年中米共同防禦条約の結びと

1951年駐台アメリカ軍顧問団(U.S.Military

AssistanceAdvisoryGroup/RepublicofChinaon

Taiwan)の成立を契機に,アメリカ軍は,陽明山山仔后

とこの地区に春属宿舎を建てた。そのことによって,天

母地域の所管機関であった陽明山管理局は1953年に

「天母営建計画」を策定している。台北市に合併後,
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1979年にこの「天母営建計画」にもとついて,「天母

旧市街地細部都市計画」がつくられた。その計画説明書

文8)では,1)公共施設が主に1953年の「天母営建計

画」に計画されたこと;2)1979年の時点,当該地区の

住宅の規模は主に1,2階の建物であり,「台北市に比

較的閑静な住宅地域」であったこと;3)幅の広い幹線

道路と住区道路が1970年の「士林北投両地区主要計

画」に定められている。当時の建物高さは前面道路に決

められたので,副の広い道路が計画されたことによって,

当該地区の建物の可能の高さも伸びた。

1970-80年代規制の緩和と不動産の景気による開発ブ

ームで,当地区でも開発当時の戸建住宅が,次々に中高

層マンションへ建て替わっていった。元に1ヶ所しか計

画されていなかった小学校(天母小学校)は足りなくな

ったため,1993年地域の東南辺の三玉小学校の開校と

ともに,天母地域は二つの学区に分けられた。

表6-1における人ロピラミッドから見ると,対象地

域にいる40歳～54歳と5歳～24歳の人数が多いことも,

1980年代が人口成長期であることを示す。一方,台北

市と比べると,30歳～39歳の人口の割合が低い。その

人口の割合も,近十年の人口移入の停滞を示す。その人

口の停滞は対象地域の開発の飽和と関係があると考えら

れる。

地図に示していないが,中心から南へ約1.5㎞には,大

型量販店(カルフール)が出店している。

裏6--1天母地域の概要

台湾台北市士林区
lekm

l950年中米が典同防禦i袋約を結んだ
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6.1計画概念と現況

1953年の「天母営建計画」で,当地区の中に1つの

小学校を配置することによって,ここは最初は1つの近

隣として計画されたと考えられる。しかし,当地区の面

積と人口数は,前述した3つの地域と比べると,近隣住

区レベルというより,コミュニティレベルの計画に近い

といえる。例えば,細部計画の計画図をみると,地域内

には2つのセンターがあり,1つはコミュニティの入り

口に,もう1つは真ん中に近いところに計画されている。

入り口のセンターには入り口と示す広場,市場などがあ

る。真ん中のセンターには市場と店舗を設置させるため

の商業地域がある。両方の市場用地はスーパー(頂好ス

ーパー,善美スーパー注15))として整備された。小学校

は入り口のセンターと少し離れているところに配置され,

コミュニティの中心は,市場などの商業施設を中核とし

ている。(図6-1)

1995年,台北市の商業地域の見直し案によって,天

母の商業地域は南側の境界線である幹線道路沿いに帯の

ように増設された。市街地の現況からみると,商業は幹

ル)がある。線道路沿いに発展してきた。地域内は私有

伝統市場1ヶ所(天母市場)があり,住宅地域に位置す

る。西南側の商業地域にはまた伝統市場1ヶ所(華瑛市

場)がある。天母地域の中心から南へ約1㎞には,公

有伝統市場(士東市場)とデパート(高島屋)がある。

図6-1天母地域の施設分布

6.2既婚女性の近隣施設の利用状況

天母地域でアンケL-一一・ト調査を行った。調査概要は表6

-2に示す。回答者の属性は次ページの図6-2に示す。

図6-3によると,天母地域の回答者は,生鮮食料品

は主として伝統市場を利用しており,ほかの食料品と日

用品にっいてはスーパーで買うことがわかる。成功国民

住宅の結果と同じ,有職者は,専業主婦と比べると時間

裏6--2天母地域で行ったアンケート調査概要

  繊i;'縫'へ'"F垢り　四咋ハ71漁監嵯、　ご㌘㏄…鞭　榊"…"P季(マ凹厘A鬼Cr㎡咽n甜凹"り輩墜～タ・電話調査  2003年9月20日から2003年10,琴董9日

  薩1ヨ1>本人・纂族属駐,2)家纂分樗,3)買物行動,4)送迎や食事用意なと家事のぞ冶箏実熊,5)その他の外出行動  178
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團6-3生鮮食料晶の購買場所とそのタイプ

利用する回答者が多い(図6-1,6-3)。表6-3の施

設特性から見ると,士東市場の生鮮食料品の提供時間は

限られている。しかし,ここの面積は大型量販店である

カルフールよりも大きく,生鮮食料品中心の営業形態は

生鮮食料品の購買場所として,品揃えが優れると考えら

れる。

地域にスーパー及び小さい伝統市場があることにもか

かわらず,既婚女性は遠いがよく整備されている伝統市

場を好むことがわかる。特に頂好スーパーは時間と空間

的な利便性とも持っているが,生鮮食料品の購買場所と

しては好まれていない。回答者にとって,地域内のスー

パーや地域外の大型量販店は目用品の購買場所の役割を

果たすにとどまっている。

以上の天母地域の結果から,生鮮食料品の購買場所の

選択には,距離と時間の制約など利便性の要因より,ほ

かの要因が重要であることがわかる。

7.まとめ

台湾における近隣住区にもとつく4つの住宅地開発の

例から,以下のことがわかった。

1)台湾の近隣住区論は商業施設を中心とする近隣住区

をとっていること

ここでとりあげた4つの地区の開発当初の計画では,

主に市場用地(中興新村,天母地域)や商業地域(民生

コミュニティ),あるいは商店街(成功コミュニティ)

が,住区及びコミュニティの核とされていた。ペリーの

原論文16)および目本の住宅公団文4)の住宅地開発で近隣

の核とされているシビックセンター,あるいは公民館と

いった施設は,台湾の場合,コミュニティレベルの施設

として整備することが多い。例えば,中興新村の集会堂

と図書館,民生コミュニティのセンタービル,天母地域

の区民活動センターと図書館などがこれにあたる。
裟6-3生鮮食料晶の購翼場断の施設特性

     _.鰯懸懇離灘膨郷鞍鰻羅舞馨灘羅醐礁撫
     莱彫布揚伝統市場800生鮮食料品,お惣菜8-15

     聾i輿スー・パースーパー1000生鮮食料品,一般食料品,日用品8-21
     頂好スーパー一スーパー1000生鱗食料品,一般食料品,目用品24hr
     華瑛市場伝統市場2000生鮮食料品,一般食料品,お惣菜7/14
     働東市場伝統市場6300生鮮食料品,一般食料品,お惣菜生緯:了畦4その他:7一鐡
     高島慶㈱下一階)スーパー1800生鮮食料品,一般食料品,お惣菜,鎚用品9-22
     カルフーヅレ大型貴販店4600生鮮食料品,一般食料品,お惣菓,日用品9-23

制約の低いスーパーで買う人の割合が若干高いが,やは

り伝統市場で買う人が,仕事の有無に関係なく多くなっ

ている。

購買場所をみると,地域に近い天母市場と華瑛市場よ

り,地域中心から1㎞も離れている士東市場のほうを

2)既婚女性にとって,伝統市場が日常購買行動に重要

であること

中興新村では,もともと近隣住区単位で伝統市場を配

置しており,回答者もそれらの伝統市場を頻繁に利用し

ている。しかし,成功国民住宅と天母では,近隣センタ

ーの商業施設として計画されている市場用地には,スー

パーが出店している。成功国民住宅の場合,伝統市場は

国民住宅の隣の敷地を使って営業しているので,既婚女

性にとってはまだ便利といえる。しかし,天母の場合,

一番利用されている生鮮食料品の購買施設は,地域中心

から1㎞も離れている公有伝統市場となっている。

就労状況を考えてみると,中興新村,成功国民住宅,

天母の結果からは,有職者の伝統市場の利用割合は,専

業主婦よりも相対的に低いことがわかっているが,絶対
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的な割合は50%を超えており,依然,伝統市場への依

存が高いことがわかった。

民生コミュニティでは市場用地を伝統市場として使っ

ているが,ヒアリング調査で,人気があるのは住宅地域

における広合市場(伝統市場)であることがわかってい

る。品揃えは計画市場より人気の理由といわれている。

行政院経済建設委員会都市.住宅発展処(1989)文3)

は,近年の買物行為について,スーパーが市場の役割を

果たすことができることと,民間開発コミュニティに市

場が設置されていないことで,今後のコミュニティ開発

にスーパーが市場や店舗の代わりに設置すべきであるこ

とを提案しているが,本研究の結果からみると,伝統市

場は今にも既婚女性の生鮮食料品の購買場所として不可

欠な施設である。

3)購買施設の多様性を確保すべきこと

前述から伝統市場の生鮮食料品の購買における重要さ

がわかるが,スーパーの存在自体を否定しているわけで

はない。4つの地域の結果から,スーパーなど近代に出

てくる購買施設は,日用品の購買場所としての重要な役

割を担っていることがわかった。車社会の現在,郊外の

大型店にまとめて買う購買習慣が出てくるとよくいわれ

ているが,既婚女性にとって,主な日用品の購i買場所は,

やはり近所にあるスーパーである。

また,調査結果から,多くの有職既婚女性が伝統市場

で生鮮食料品を買っていることを示したが,天母のよう

な約1/3の有職の回答者がスーパーも利用していること

も無視できない。確かに,営業時間が伝統市場より長い

スーパーは,有職の既婚女性にとって,主な生鮮食料品

の購買施設でなくても,急に何かほしいときの補完施設

としても役立つはずである。したがって,伝統市場かス

ーパーかどちらか一方のみを近隣センターに立地させる

選択でなく,どのように近隣の購買施設の多様性を持た

せるのかが,今後,都市住宅地の再編及び規制のあり方

を考える上で,重要な視点となる。

今回の研究は購買施設の利用状況が中心であったが,

ペリーの近隣住区論はもともと利便性を推進するだけの

提案ではなかった。都市における地域社会の再構築を考

え道路や施設を配置することは,ペリーの近隣住区論の

真意であるといえる。今回の予備調査では,民生センタ

ービルの利用率が高いこと,近隣単位で構成されたコミ

ュニティ発展協会の活躍から,近隣およびコミュニティ

の住民が地域社会に交流や帰属意識を求めることとみえ

る。台湾の当初に近隣住区論の実践に省略された地域社

会参与の部分が,これからどのように近隣に取り込まれ

るのかは,今後の都市住宅地の再編の課題として研究を

行う予定である

<注>

1)伝統市場とは,生鮮食料品,日用品など日常生活にか
かわる品物を売る店舗がいくつを集中する場所である。
対面商売は特徴である。

2)台湾の行政区分の階層構造は,国一省(直轄市)一県
(省轄市)一市(鎮,郷,区)である。都市計画法第
10条によって,首都,直轄市,省会(省政府所在),
省轄市,県政府所在地,県轄市,鎮には,市鎮計画を
定めるべきである。

3)当時援用した法律は「実施平均地権条例」であった。
4)行政院国際経済合作発展委員会都市建設及び住宅計画

グループ(行政院國際経濟合作髄展委員會都市建設及
住宅計劃小組)が担った。

5)士林,北投は元陽明山管理局に属した。内湖,南港,
木樒,景美は元台北県に属した。

6)行政区には省政府の官庁や台湾銀行,電信局などの公
用建物が入った。

7)呂芳上ら(2000)文15)が劉永耕へのヒアリングには,
「民国43年(1954年)に,省政府の移転のことを聞
いて,…イギリスの都市計画に基づいてニュータウン
を作ってあげようと思っていた。(中興新村の)都市
計画を担った侃世椀は(アメリカから)修士号をとっ
てきた。彼と胡兆輝と私など数人でイギリスのカーデ
ンシティを参考して(中興新村)計画した。」と載っ
 た。

8)1970年までは中学,高校一貫制の学校であったが,
1970年にここは高校になった。それ以降,村内の中学
生は村外東南部の南内輔地区にある中興中学校に就学
してきた。

9)1973年に増設した。省政府職員限定の施設である。
10)大型量販店とは,営業面積750坪(2,500m2)以上,駐

車場づき,大量に食料品や日用品などの商品を販売す
るセルフサービス式の小売店である。大型量販店とス

ーパーの違いは,面積が大きく,品揃えが多く(平均
約20,000種類),食料品以外の商品の割合が高い
(約50%,ス・一一・・パーは約20%)文18)。

11)張景森(1991)文19)に侃世椀へのヒアリングには,
「本から得た概念をできるだけを応用した」,「近隣
は…最も基本だ」と述べた。

12)参考文献14)の資料三
13)台北市の国民住宅政策に財源を提供するためにできた

ファンドである。

14)国民住宅処が国民住宅を建てる際,現有の公有土地の
位置に限られるので,市民の希望や需要を配慮して満
たすことが難しいと述べられた文14)。

15)調査を行った時点のスーパL-一一・であった。2006年10月
の時点には,経営権が頂好スーパーに貿収された。
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