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私はまちが好きだ．あちこちのまちを訪れ，魅

力的な街並みや人々の営みを目にすると高鳴る

気持ちが抑えられずに走り出したくなり，歴史

的に積層した都市構造を強化 / 補完する絶妙な

位置に絶妙な建築や広場が配されていると感嘆

の声を上げたくなる。そして，それぞれのまち

が輝きを放つ美しい瞬間をたくさん記憶に留め

ている．JUDI 通信読者の皆様なら，こうした

感情にきっと共感してくれることだろう．

　都市は，住む人にも訪れる人にも，様々な感

情をもたらす．それが好ましい感情であってほ

しいと，どの都市も希求する．市民が能動的に

地域に参画することが求められ，一方で，都市

ツーリズムがますます盛んになる現代社会にお

いては特に，人と都市との感情的な結びつきは

重要性を増している．つまり，「エモーショナ

ルな都市」であることは今や重要な価値なのだ．

　地理学でも emotional geographies（感情の

地理学）という新たな分野で議論が交わされて

いるように，これまで理性 / 感情の二元論で感

情は一段下に置かれる傾向があったが，それが

見直されつつある．場所や空間がときに強い感

情をもって生きられていることは明らかだ．

　計画技術やマネジメントなどの手段の有効性

を否定するものではない．そうした技術・手段

を用いてどのような都市を目指すのかというと

きに，機能性や持続性だけでなくエモーション

を考えることは有用だ．では，エモーションを

喚起する都市デザインとは何か．

　たとえば参加が開かれていて，それが空間に

表れるようなデザイン・マネジメント．完全に

作り込まれた空間ではなく使いこなされながら

改変されていく余地を残したり，空間づくりの

作業に参加できることで，この場所が自分の場

所だと感じられ，愛着や共感が生まれる．　

　たとえばその都市らしい印象的な風景とそれ

を眺められる場所の空間配置．日本の都市デザ

インには，まちを見渡せたり見せ場を作ったり

する視点場の意識が弱いように感じられる．富

士見坂のようにただ「見える」場所ではなく，

心地良く時間を過ごせるような視点場を戦略的

に配することで，生活の中で都市アイデンティ

ティが感じられ，ひいてはシビックプライド（都

市に対する市民の誇り）が醸成されるだろう．

　英国ニューカッスル / ゲイツヘッドの都市再

生では，生まれ変わった川辺の景観を臨む視点

場を両岸に配している．ゲイツヘッド側には一

段高い広場と，ノーマン・フォスター設計の音

楽ホールのコンコースがある．コンコースは公

共の通路にもなっており，川辺のパノラマを背

景に無料コンサートも行われる．ニューカッス

ル側では橋のたもとにカフェ・バーが配された．

緯度の高い英国では薄暮の時間が長い．空を映

していた音楽ホールが次第に内なる光を放つよ

うになり，橋を行き交う人々がシルエットに

なっていく．バーで語らいながら，ゆっくりと

しかし劇的に変わっていくまちの様子を眺める

時間の何とエモーショナルなことか．

　日々の生活に美しいシーンを作り出し，エ

モーションを喚起し，人々が力を注ぎたいと思

う都市へ．そのために都市デザインに期待され

るところは大きい．

昨年 11 月に「柏の葉アーバンデザイン

センター（UDCK）」が設立 10 周年を迎

えた。初代センター長の故北澤猛先生が

創設者となり公・民・学連携のアーバン

デザインの拠点組織としての

活動も既に 10 年が過ぎた。私

自身は 3 代目のセンター長を

約 6 年間務めているが、この

間だけでも同地区のハード整備、ソフト

施策の盛り沢山の事業に関わってきた。

　横浜市役所に代表される行政内の調整

組織（私は第一世代の組織と呼ぶ）でも

なく、いわゆるまちづくりセンターと呼

ばれる行政の外郭団体（第二世代の組織

と呼ぶ）とも異なる「公・民・学連携」

の運営体制のセンターが注目されるよう

になり、今では UDC の組織は全国各地

15 カ所ほどに増え、自治体などから組

織化の相談も受けている。

そこで UDC の組織化など

を支援する「UDC イニシアチブ」を三

牧浩也さん、信時正人さん、後藤良子さ

んらと共に 11 月に設立した。第三世代

の組織として、どのような実績を後世に

残せるか挑戦は続く。
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　私は富山県魚津市出身で、工学院大学・大学

院建築学専攻を修了後、竹中工務店に入社し

ました。入社後名古屋支店設計部配属、その

間 20 年間建築設計の他、街路や広場空間の設

計も携わりました。1991 年ニューヨークの設

計事務所の HLW に 1 年間留学、2001 年から

2 年半ブダペストやプラハにて日系企業のプロ

ジェクトの設計に携わっていました。12 年前

から開発営業で企画・再開発、技術営業、まち

づくりなどの仕事をしています。

　４年前に代表幹事に推薦され、２年間務めさ

せていただきました。昨年再度推薦をいただき、

現在再び理事となっております。

　私自身、業務に関連づけ、錦二丁目まちづく

り協議会で 10 年程度地域でのまちづくりに関

わり、地域主導のマスタープラン作成や、様々

なプロジェクトの活動に参画しています。都市

の木質化プロジェクトでは、産官学連携で、地

元林業を育成し、環境配慮のまちづくり活動で

ストリートウッドデッキや、公共空間のベンチ

をつくりました。

　低炭素地区会議の環境アカデミーでは街区全

体での低炭素実現に向け地元での勉強会を重ね

編集後記 : JUDI の存在意義が問われている中、組
織をなくす話をする前にやることがあるんじゃな
いか、と始めた『JUDI 通信』。無事に三号目も出
すことができました。今回は、東京理科大学の伊
藤先生を始め、UDCK のセンター長、副センター
長という千葉県北西部の方を中心にご寄稿いただ
きましたが、予算もない中、コンテンツは相当、
充実しているのではないかと思います。これも
JUDI が社会的にある程度信頼されているからで
はないでしょうか。今後も何とぞ、宜しくお願い
申し上げます。

（JUDI 国際委員長：服部圭郎）
 

柏の葉キャンパスエリアは、秋葉原－つくば

間に 2005 年に開通したつくばエクスプレスの

沿線開発地区である。千葉県・柏市・東京大

学・千葉大学・三井不動産といったまちづくり

のキープレイヤーが共同で策定した将来ビジョ

ン「柏の葉国際キャンパスタウン構想」のもと、

連携拠点であるＵＤＣＫ（柏の葉アーバンデザ

インセンター）を中心に、10 年にわたり都市

デザインに取り組んできた。ＵＤＣＫによる都

市デザインは、①ガイドラインの策定、②個別

開発のデザイン協議、③公共空間の高質化デザ

イン、④公共空間のマネジメントスキームの構

築、⑤情報発信と啓発、と多岐にわたる。本稿

ではこれらのうち③および④について、二つの

高質化事業を例にご紹介したい。

（１）柏の葉キャンパス駅西口駅前

キャンパス駅西口は柏の葉に立地する千葉大学

や東京大学のキャンパスにつながるまちの玄関

口である。鉄道開通時の整備計画において、す

でに隣接建物と道路を横断的につなぎ人々の滞

留を促す意欲的なデザインコンセプトが示され

ていた。県施工・市管理という整備枠組みの

中、当初実現したのは一部にとどまっていたが、

2011 年頃から本格化した三井不動産による駅

前街区の整備にあわせて、民間出資による一体

的な高質化が発意され、集中的なデザイン協議

を経て、2014 年春に高質化事業が完成した。

路上をまちの生活空間の一部にすべく提案され

たファーニチャーは、都市再生特別措置法の枠

組みによる道路占用の特例許可を活用して実現

した。また高質化部分の維持管理・運営につい

ては、ＵＤＣＫを同法に基づく「都市再生推進

法人」に指定し、ＵＤＣＫを要としながら、柏市、

ＵＤＣＫ、隣接地権者（三井不動産）の三者に

よる管理運営体制を構築した。

（２）二号調整池「アクアテラス」

駅西口で構築したやり方をベースに、これをさ

らに発展させる形で、事業地区内の雨水調整池

を「まちの親水空間」に仕立て上げる工事が

2016 年 11 月に完了した。駅から徒歩 5 分、

池に隣接した地区には複合用途型開発を進めよ

うとする大規模敷地が存在する好立地でありな

がら、当初計画では、一般的な調整池同様に、

高いフェンスで囲まれ、草が伸び放題の低管理

空間でしかなかった。高質化工事によって、周

囲に散策路やカウンタスツール付きのデッキ空

間が整備され、水辺まで下りることのできる階

段が随所に設けられた。親水ステージやブリッ

ジ、噴水など、水辺の活動を促す仕掛けも取り

入れた。この整備のポイントは、なんといって

も雨が降ればすぐに水位があがる治水施設を、

様々な安全対策とＵＤＣＫによる管理スキーム

によって開放したこと、そして、個人も含む池

隣接地権者が共同で必要な管理費を負担する仕

組みを構築していることにある。

　全体最適を志向し事前確定的な公共事業と、

個別最適を志向し「気まぐれ」な民間投資を連

携させることは簡単ではない。これをつなぐう

えで、柏の葉においては地元に密着して地域の

状況や関係各者の意向をとらえながら、計画の

軌道修正や機動的な連携をコーディネイトする

ＵＤＣＫが重要な役割を果たしている。

　本稿で述べた二つの事例はあくまで一例であ

り、ＵＤＣＫでは日々、公・民・学の主体が入

り乱れ、新たな事業やプロジェクトにかかわる

協議が行われている。

（ＵＤＣＫ副センター長（東京大学非常勤講師）　

三牧浩也）

伊藤香織：東京生まれ．東

京大学大学院博士課程修了

後，東京大学空間情報科学

研究センター助手を経て，

現在，東京理科大学教授．

東京ピクニッククラブ共同

主宰．シビックプライド研究会代表．

河崎泰了
かわさき　やすのり

株式会社竹中工務店

ています。まちづくり活動を通じ、専門家もつ

ながり JUIDI 会員も若干増えています。今年は

中部ブロックの岐阜で全国大会が開かれる予定

であり、多くの関係者を繋げ、ブロック活動の

活性化に努めたいと思います。

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授　出口敦）

写真１　ソファ型ベンチが設置され人々で賑わう西口駅前

通り

写真２　水辺を感じながら憩い・集まるための様々な仕掛

けを取り入れたアクアテラス

ゲイツヘッド・ミレニアムブリッジ越しに見る川辺のカフェ都市をデザインする


