
アル後には南蛮文化を伝える大友像・ザビエル像、

イベント舞台などがあるゆったりとした歩行者空

間が設けられ、人に優しい交通結節点、景観に配

慮され魅力的な都市空間が創出されている。面

積 16,200㎡、事業費 14 億 8 千万円、供用開始

2015 年。設計は「大分いこいの道」と同じ。

■祝祭の広場

繁華街を通る中央通りに面して 4,300㎡の「祝

祭の広場」がある。駅からも近く、かつては大分

パルコが営業し、大分の文化・ファッションの先

端地と言われた場所に、2019 年に供用された都

市公園。可動式大型屋根、ステージ、芝生広場、

移動式植栽コンテナ、トイレ、駐輪場、ガーデン

チェアが設けられ、オープン時にはラグビーワー

ルドカップの特設会場としてパブリックビューイ

ングや国際交流イベントが数多く行われ、多くの

人で賑わった。大小２基からなる高さ 11m×幅

18m・高さ 8m×幅 16mの可動式大型屋根は街

のランドマークとなり、新たな都市空間を創出し

ている。事業費 5億 6千万円、設計は建設コン

サルタントサニー・ヒュマス・ヨコミゾマコト建

築設計事務所・都市企画工房共同提案体。

（文責：尾辻信宣）
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約 11 年前、カリフォルニア大学バー

クレイ校の客員研究員をしていた頃、２

つの街路について考えさせられた経験が

ある。1つは研究事例としても扱い、整

備プロセスとその効果を検証したサンフ

ランシスコのオクテイヴィア並木通りで

ある。本通りには当初、高架高速道路が

通るはずであったが、並木通りへの整備

に計画が変更され、沿道の治安改善と周

辺に住む人々の生活環境を劇的に変化さ

せた経緯がある。通りの終点部には元々

あった街路のグリッド・パターンを継承

しながら「ヘイズ・グリーン」と呼ばれ

る公園が設置され、周辺街区における不

動産価値の向上や飲食店増加といった

様々な波及効果が導き出された（本成果

は 2012 年の日本都市計画学会論文集に

掲載）。2つ目はサンフランシスコの周

辺にあり、治安の悪いことでも知られる

リッチモンドという街のカッティング通

りである。当時、私は SWAというラン

ドスケープの設計事務所に通っていて、

本通りが事務所に向かう近道であったた

め、深夜以外はよく車で走っていた。カッ

ティング通りに入った途端、沿道に建つ

店の窓には鉄格子が張られ、通り自体の

雰囲気も殺伐とし、緊張しながら運転し

ていたことを今でも覚えている。

実はこれら2つの街路の現場経験から、

都市デザインに関するいくつかの着想に

至った気がしている。オクテイヴィア並

木通りからは、活性化を目的とした、特

に地方都市のデザインに求められる重要

な考え方として「日常性（いかに普段か

ら使われる場所となり得るか）、波及性

（整備された空間だけで人の動きや消費

活動が完結せず、そこを拠点に周辺への

回遊やまち全体に広がる効果を導き出せ

るか）、継続性（長期にわたる利用や運

用を目指し、市民の愛着や従前利用者に

好まれた場所や空間は持続できないか）」

を認識するに至った。覚えやすいように

駄洒落で恐縮ながらこれら3点を「N・H・

K」と呼び、様々な現場で説くだけでな

く、福岡市中心部にある警固公園のデザ

インなど、自身の設計活動においても実

践を心がけてきた。またカッティング通

りの経験は、ルフェーブルが指摘した「空

間と社会の生産・再生産」の関係を想起

させた。すなわち、魅力ある「社会」が

構築・生産されることで、魅力ある「空

間」が生産され、そしてその「生産され

た空間」によって、さらに「社会がより

魅力的に再生産」されていく循環関係で

ある。カッティング通りは、治安の悪い

社会的状況が、空間として鉄格子のある

風景を作りだし、その殺伐とした空間の

雰囲気がより沿道の治安悪化を招いてい

る、上記とは逆の「負の循環」と捉えら

れたのである。

令和に入ってまもなく、新型コロナ

ウィルスの感染が拡大し、都市に暮らす

人々の「日常」は大きく変わってしまっ

た。多くの人々が不安を抱え、疲弊し、

移動、活動の自粛によって、気軽な回遊

や飲食店等に対する経済的「波及」効果

も導きにくい状況にある。コロナ禍およ

びポストコロナの都市デザインが担うべ

き役割は、そうした社会状況を改善する

「正の循環」を促す都市空間の生産では

ないか。またこうした状況だからこそ、

「N・H・K」のうち残る「継続性」が重

要とも感じている。杞憂かもしれないが、

コロナ禍が及ぼした人々の意識や価値観

の変化から、空疎な都市空間が生産され

ないよう、これまで当たり前に愛されて

きた都市ならではの活気、つながり、そ

れを支える空間や施設をいかに守り、作

り続けていくか、改めて問われていくよ

うに思う。

10 年くらい前から東京都屋外広告コン

クールの審査委員をさせていただいている。

そのまとめを昨年長崎県佐

世保市の看板広告の勉強会

で紹介した。単純に魅力的

なデザインや景観への効果

などでの評価と考えてきたのに、佐世保の

事例と比較すると「東京らしいデザイン」

であったことに気づかされた。第 11～ 12

回では審査委員長を拝命し、総評をまとめ

た。2020 年度の第 12 回は 2019~20 年の

2年間の作品の応募であったが、まち歩き

の楽しさを支援するような事例が多く、驚

かされた。コロナ禍で近所で過ごす機会が

増え、散歩したり、まちの探索を

したりといった新しい生活に早速

対応しているような広告がたくさ

ん見られた。屋外広告は、地域の
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大阪大学大学院工学研究科で施設マネ

ジメントを担当しています。教育研究の

発展に施設が寄与するよう、当たり前の

教育研究環境の形成と維持に励むという

とても地味な仕事です。例えば、目下の

最大の課題は、空調機の更新を持続可能

なものにする方法の確立。こんなことが

どうして問題になるのか不思議に思われ

る方もいるでしょうが、いくつかの理由

があって、そんなことになっています。

こうした課題に日々取り組んでいます

（地味だが大切な仕事であることは理解

しています。念のため。）。そういう人間

が JUDI で何をしているのか？

基本的には仕事と関係のないこと、

日々の業務では得られない経験や知識、

センスを得たいと思い活動しています。

ここ 10 年くらいは震災復興や歩行者

空間、伝統的な集落の調査などのプロ

ジェクトに関わり、多くの方との交流を

通じて様々なことを学びました。

編集後記 : 南米のクリチバ市を都市デザインの力で
大変革させ、同市を世界的に有名にしたジャイメ・
レルネル氏が 5 月 27 日に永眠されました。アメリ
カの都市計画家を対象とした「世界で都市計画に最
も影響を与えた 100 人」というアンケートでジェイ
ン・ジェイコブスに次いで二位に選ばれたレルネル
氏ですが、あまり日本では関心をもたれていません。
これは海外の都市デザイン情報が日本であまり発信
されないからでしょう。まだ、国際委員会も続けな
くてはいけないのかもしれません（JUDI 国際委員長：
服部圭郎）

大分市は、キリシタン大名・大友宗麟が治めた

地であり、瀬戸内に面した温暖な気候で観光県の

県都として48万人の人口を擁し発展してきたが、

長年懸案とされた鉄道高架化を含む大事業を契機

に、高容積志向の大都市とは一線を画した都市づ

くりに取り組んでいる。

戦後の戦災復興にいち早く取り組んだ大分市

の都市計画は、全国の中でも優等生であったが、

鉄道による南北市街地の分断、駅裏（駅南）経

済の停滞、踏切渋滞が長年の懸案となっていた。

1970 年の大分市国鉄路線高架促進期成同盟会の

発足が端緒となり、その後の紆余曲折を経て、「百

年の大計」と言われた大事業が大分駅付近連続立

体交差事業（1996 ～ 2013 年度）、大分駅南土

地区画整理事業（1996 ～ 2016 年度）、庄の原

佐野線等関連街路事業（1996 ～）を三位一体と

する大分駅周辺総合整備事業として県・市の協力

のもと実を結び、大分の都心に魅力的な都市空間・

都市景観を創出している。

■大分都心南北軸

大分市は都市計画マスタープランに「都心の顔

となるメインストリート」として中央通り、大分

駅前広場、シンボルロードからなる延長 1kmの

『都心南北軸』を位置づけ、2010 年にトータル

デザインを担う設計者をプロポーザルで選定し、

魅力的な都市空間の創出に取り組んできた。

■シンボルロード「大分いこいの道」

大分駅南側に伸びる延長 444m、幅 100mのシ

ンボルロード「大分いこいの道」は、県が発案し

市が実施した大分駅南土地区画整理事業で整備さ

れた。4車線・幅 19 ｍの車道を西側に集約配置

することで、幅 60m、延長 400 ｍの広大な芝生

広場が広がり、駅前の都心一等地に市民が憩える

空間が生み出されている。日常的には多くの市民

が散歩や休憩をしたり、園児が自由に遊んでいる。

隣接する複合文化交流施設「ホルトホール大分」

との間には一体的な広場空間が設けられ、様々な

イベント・文化行事が行われている。事業費 10

億円、供用開始 2013 年。設計は西村浩（ワーク

ビジョンズ）＋パシフィックコンサルタンツ＋東

亜コンサルタント。

■大分駅北口駅前広場「府内中央口広場」

馬蹄形のロータリーと高質なデザインのシェル

ターが特徴的な景観を醸し出している。従前は駅

直近に広大な一般駐車場、その北にロータリーが

あり、歩行者には優しくなかった駅広が、リニュー

若本　和仁
わかもと　かずひと

本当に感謝しています。

専門性の異なる会員同士が自由に議論

できることが、JUDI の良さの一つだと

思っています。これからも積極的に関

わっていきたいと思いますので、みなさ

ん、どうぞよろしくお願いします。

（関東ブロック　色彩研究家　杉山朗子）

都市をデザインする

柴田久（しばたひさし）
1970 年生まれ。福岡大学工学部社

会デザイン工学科教授。主な著書

に『地方都市を公共空間から再生

する : 日常のにぎわいをうむデザイ

ンとマネジメント』『土木の仕事ガ

イドブック』（学芸出版）など。

大阪大学大学院工学研究科

魅力を伝え、時代の変化の中で生活の面白

さを提案する機能を持っていることに改め

て気づかされた。東京屋外広告協会のサイ

トの受賞作品の紹介をご覧いただきたい。

http://www.toaa.or.jp/okukou/kon_12_1.shtml

大分駅北口駅前広場大分いこいの道

オクタビア並木通りの「ヘイズ・グリーン」

祝祭の広場

地方都市のデザインに求められる重要な考え方「N・H・K」


