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都市をデザインする
人類は古代都市の形成から、中世、近世、近代

へと時代の推移の中で、地域の気候風土や民

族、宗教なども含め、独自の都市の姿を築き上

げてきた。それが 18 ～ 9 世紀の産業革命を経

て、車の発明や建築・土木技術の進化をととも

に、新たな都市の姿を構築していく。それがイ

ンターナショナルスタイルとして定着するの

が 20 世紀のことである。それを主導したのが、

近代建築国際会議（CIAM）であり、1933 年の「ア

テネ憲章」がその理論的支柱となる。それは新

たな機能都市の構築そして既成の都市の改造を

促していった。しかし、その機能主義的な近代

都市計画に対する批判が 20 世紀後半から各地

で巻き起こる。

　切札として登場したのが「都市デザイン」で

あり、行き過ぎた自動車社会を見直し、新たな

時代の都市のあり方を模索することとなった。

それは 1960 年代以降、欧米諸都市において試

行され、都市空間総体の人間中心社会の実現に

向けて、都市計画制度やゾーニングなどの見直

し、そして交通システムも含め、身近な都市空

間のデザインすなわち人々を惹きつける環境形

成へと大きく花開く。車に占拠されて来た街路

を歩行者空間に改造し、また工業生産や物流の

場と化していた水辺は市民に開放されていく。

その成果が顕れていくのは、試行から十数年を

経た 80 年代以降のこと、多くの都市では「生

活街」が復活し、街なかには老若男女の集う活

気のある光景が実現されて来た。その代表が街

なかのオープンカフェや青空市の復活である。

　逆にわが国は「アテネ憲章」を範とする新都

市計画法を 1968 年に制定し、全国諸都市に機

能都市への転換を誘導する。大都市は効率化が

促進され、その集積ゆえに大きく発展する。地

方部では完全に自動車社会が定着し、市街地の

拡散の末に、中心部の空洞化をもたらす。その

間、残念ながら「都市デザイン」は都市の美容

形成術としての地位に留められてしまった。そ

れが 21 世紀の「環境革命」の大きなトレンド

のなかで、脱自動車社会のうねり、緑空間の保

全整備、そして水辺開放の機運が高まり、心地

よい魅力ある都市空間への期待が、大きく膨ら

んで来たと言っても過言ではない。その意味で

は「都市をデザインする」ことを担うべき職能、

すなわち都市デザイナーが認められる時代が到

来しつつある。

　都市デザインとは、個々の建築や土木、都市

計画、ランドスケープ、プロダクトデザイン、

照明やサウンドスケープ、環境色彩などの各専

門分化した職能、そしてファイナンシャルな面

も含め、時間・空間を超えて、それらを統合化し、

総合的な調整によって広く市民の感性に訴えか

ける行為なのである。その成果は市民の間で共

有され、その空間の維持補修そして運営へと昇

華していくこととなる。そのハード、ソフトそ

して時間軸も含めた都市のデザインが今求めら

れていると言えるだろう。

　今各地で市民の居場所づくり（プレイスメイ

キング）が注目されつつあり、都市デザイナー

の活躍する舞台が、世界各地で花開きつつある

ようにも思える。あらためて、わが国でも都市

デザインの面白さを市民にアピールする時代と

したいものである。

いわば人文学的な都市デザイン論を確立したケ

ビン・リンチは、環境を評価する５つの指標の

一つに「アクセス」をあげている。アクセスビ

リティのアクセスだが、リンチは「人へのアク

セス」も視野に入れていた。つまり友だちがで

きやすいかどうかという観点も環境

の評価に含まれており、そのことを

知った時、さすがリンチだなと思っ

た。確か 1987 年ごろのことである。

　都市化の進展につれて生じる孤独や社会的な

無関心が、世界中で問題視されている。ちなみ

にヨーロッパ都市計画家協会は、「人間同士の

ふれあい」を都市づくりの重要課題として認識

している。

　一方近年では、ウェブ上の社会ネットワーク

やプラットフォームがコミュニケーションの多

くの部分を支えるようになり、人びとは情報の

満腹状態にある。このツールを使って大勢の人

びとが操作的に集められる現象が頻繁に起きて

いる。そのうち、こうしたイベ

ント開催が都市デザインだと主張する者も出て

くるかもしれない。

　都市デザインのプロにとっても自分自身の

「人へのアクセス」が必要である。振り返って

みれば「都市環境デザイン会議」は「プロ同士

のふれあい」を目指して設立された。今流にい

 四季雑感 　

えばプラットフォームづくりである。「孤独な

切磋琢磨と和気あいあいの連携」がモットーで

ある。

　もし、あなたが、取り組みたい課題があるの

だがなかなか一人ではできないとする。それな

らばぜひメンバーになって、皆に呼びかけて欲

しい。テーマが面白ければ絶対仲間が集まる。

それが「都市環境デザイン会議」の活用法であ

る。そうすればあなたの本物の社会ネットワー

クも広がるに違いない。（鳴海邦碩）

中野恒明：1951 年山口県生まれ、74 年東京大学

工学部都市工学科卒業、74 ～ 84 槇総合計画事務

所、84 ～アプル総合計画事務所代表、

2005 ～芝浦工業大学システム理工学

部環境システム学科教授

ボストンの歩行者区域、ダウンタンクロッシングの風景

ケビン・リンチが、優れた都市の形状につ

いて論じた『Good City Form』。都市空間

を評価する５つの指標は、現在でも貴重な

示唆を与えてくれる

 「都市環境デザイン会議」の活用法
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私は、1995 年、大阪大学環境工学科鳴海研

究室、1997 年同大学院を卒業して、故郷で

ある福岡市に戻り、まちづくりコンサルタ

ント会社勤務などを経て、3 人の共同代表で

LOCAL&DESIGN という事務所を立ち上げまし

た。あとの２名も福岡県内の津屋崎や田主丸町

といったローカルで地域デザインを実践されて

いる方です（津屋崎ブランチ代表の山口覚氏と

地域デザイナーの高山美佳氏）。

　阪神大震災を経験して、「住民参加」と呼

ばれていたまちづくりに興味を持ち、ワーク

ショップなどを行いながら、いろいろな町に関

わってきましたが、近年は、エリアマネジメン

トや地域住民自身をエンパワーメントして、「自

分事」としてまちづくりに関わっていけるよう

な組織・体制づくりの仕事に関わっています。

具体的には WeLove 天神協議会というエリマネ

団体での業務や、現在は、福岡市に隣接する那

珂川町で、駅前ビルの活性化から町全体の活性

化を考える「こととば那珂川」というプロジェ

クトに従事しています。

　今後、まちづくりでは、空間づくりにいかに

住民が関わりながら、さらにその維持管理など

編集後記 :『JUDI通信』という PDFメディアを JUDI国際

委員会からゲリラ的に年４回を目標に発行することにしま

した。メディアを発行できる組織を有していること、そし

て、それを編集する仲間がいることは大変、恵まれている

ことだと思います。質素でちらしのようなメディアではあ

りますが、これを一つの契機として、今後、JUDI内外の人々

の交流を促すような機会をつくっていきたいと考えていま

す。何とぞ、宜しくお願い申し上げます。ちなみに JUDI

とは Japan Urban Design Institute の略です。日本語だと

都市環境デザイン会議です。（JUDI 国際委員長：服部圭郎）

 

警固公園は、九州一の繁華街で福岡市の都心に

位置している。東に西鉄福岡駅が隣接し、ソラ

リアプラザ、三越など商業施設が取り囲み、南

には警固神社に接している [ 図 1]。2012 年に

再整備されて多く人々が憩い語らう場となり、

周囲の施設へ行き交う人々の往来の場として、

福岡の都心を元気づけている都市公園。

　再整備前は池にイベント広場、フラワーテラ

スなどが円形に配置された古典的な都市公園で

あった。高い築山や老朽化したトイレ、繁茂し

た樹木等による死角や暗がりが多く、見通しの

悪い園内の通路や施設には落書きや無許可での

ポスターの掲示なども多かった。深夜にはハン

ト族と呼ばれる集団がたむろし、さらにはレイ

プ事件や薬物売買等の悪質な行為も横行するな

ど、夜間にはほとんど人通りが見られない危険

な公園であった。その事態を打開すべく、福岡

県警によるパトロールや市民と周辺企業による

防犯ボランティアの活動も行われていたが、効

果的な問題解決にまでは至っていなかった。

　そこで、警固公園の治安対策の協議を行って

いた福岡県警より声がかけられたのが、福岡大

学工学部景観まちづくり研究室の柴田久教授

だった。柴田教授は、研究室総出でヒアリン

グ調査と昼夜間の利用実態調査を 2010 年の冬

から 2012 年正月にかけて計７回の実地調査を

行っている。その結果を「動線および利用実態

調査結果」としてまとめている [ 図 2]。

　カリフォルニア大学バークレー校のランドス

ケープ学科に留学していた柴田教授は公園利

用者の一人一人の動線をアナログ的に赤鉛筆

で引いたものを全て重ね合わせて作成してい

る。同学科のピーター・ボッセルマン教授によ

ると、人の動きを可視化する場合には、アナロ

グな手法の方がよりリアルに多くの人に訴えか

けるのだという。定量化された数値やデジタル

な CG などよりも格段に訴えるのだ。柴田教授

は、この利用実態調査をベースに、警固公園の

リニューアル案をデザインする。

　テーマとして掲げたのは「防犯と景観の両

立」。防犯上の問題を解決するためだけの見通

し改善ではなく、公園の「日常的な利用」を念

頭に、公園利用者の動線や滞留場所、個々の振

る舞いに対し、園内ならびに周囲との「見る・

見られる関係」をいかに創り出し、魅力的に見

せるか、を課題にしてデザイン案が練られた。

圧巻だったのは、再整備前の動線の課題を読み

きったかのごとく、北西の角から南東の角に抜

ける動線を新たに、それも大胆な通りとして設

けている点だ [ 写真 1]。

　その他にも、様々な仕掛けや設えがあるのだ

が、紙面の関係上、割愛させていただく。ただ、

来福された折には、是非とも「警固公園」に立

ち寄っていただきたい。幾つかの軸線と適度な

間隔で配置された施設と公園の中で営まれるア

クテビティが、適度に見る見られる関係を保っ

ていることを確認できるでしょう。そして、確

固たるスタディの上に描かれた都市空間には、

生き生きとした都市環境デザインが息づいてい

ることを感じていただきたい。（尾辻信宣）

（参考：JUDI 九州まちづくりセミナー「PUBLIC 

DESIGN #1」柴田久教授講演（2016.6.25）より）

■設計データ

基本設計・監修 : 福岡大学工学部景観まちづくり研
究室（柴田久教授）
実施設計 : アーバンデザインコンサルタント
事業主体 : 福岡市
竣　　工：2012 年 12 月
規 模 等：11,400㎡ / 近隣公園 / 商業地域
所 在 地：福岡市中央区天神２丁目

福田 忠昭
ふくだ ただあき

LOCAL ＆ DESIGN 株式会社
代表取締役

HP: http://local-design.co.jp

継続的に運営する仕組みを構築できるかといっ

た総合的な視点と、そこに地域の歴史や文化を

いかに取り込むかが大事だと考えています。

[ 写真 1] 北側のソラリアプラザより警固公園を

望む。新たに設けられた動線が写真右下より左

手に伸びている。

[ 図 2] 再整備前の「動線および利用実態調査結果」

[ 図 1] 警固公園の位置


