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■背景と目的、位置づけ
　本研究は、来るべき定常化社会に向けた都市改編（再生）の中で顕在化するであろう様々な地域的事象に
対し、新世代コミュニティがいかに貢献していけるのかを多角的に分析考察することを目的としている。定
常化社会のまちづくりにおいては「地域」として顕在化するコミュニティの存在が重要である。そのための
核となり、まちづくりの牽引役となるのがテーマコミュニティとしての「新世代コミュニティ」ではない
か、というのが本研究の仮説である。この仮説を理論的分析と事例分析を通じて検証していく。
　昨年度の研究では、青山学院大学社学連携研究センター（SACRE）及びその拠点である「アスタジオ」
を対象として、青山地区において大学とクリエイターによって行われた「まちづくりへの関わり」について
の分析考察を行った。
　今年度の研究では、アスタジオのように「拠点」としての活動ではなく、「エリア」としての広がりをも
った新世代コミュニティの活動にフォーカスを当てる。これにより、昨年度の研究成果も含めた包括的な視
点からの分析考察を試みている。こうした事例の位置付けについては 1‒2 節に整理しているので参照してほ
しい。
　また、2011.3.11 の東日本大震災をきっかけにして、街づくりに関する考え方や実践の質も少しずつ変化
がおきている。これを受けて本研究も、新世代コミュニティのまちづくりとして東日本大震災をどう考える
のかという視点からの分析考察も要所に加えている。本研究がこれからの日本の都市社会のあり方を考える
一助となることを願っている。

■用語整理
　「コミュニティ」という用語や概念についての理解や定義は多様である。コミュニティという用語は、社
会学者 Gヒラリーがその定義例を集めたところ 94 通りもあったとされる（日端 2008）。ここでは、広井良
典（コミュニティを問い直す、ちくま新書）による「コミュニティ：人間が、それに対して何らかの帰属意
識を持ち、かつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶助（支え合い）の意識が働いているような
集団」とする定義が本研究の意図にも近いため、これを採用する。本研究の根底には、そうした人と人の緩
やかなつながりが、生活や人生の質に関わる豊かさをもたらす元になるのではないか、という問題意識があ
る。
　かつて地域には地縁にもとづく「地域コミュニティ」が存在していた。地域コミュニティは元来、地域の
自然条件や社会条件を基盤として形成されてきた。土地に帰着する生活共同体であった。しかし、第二次産
業や第三次産業など地域の資源に直接的に依存しない産業構造への転換、あるいは自動車交通の発達など人
のモビリティの高まりなど「都市化」を背景にして、地域的なまとまりが薄れるとともに、地域コミュニテ
ィが持っていた地域資源と生活の緊密な関係が失われてしまった。多くの地域社会における個人は、地域か
ら遠く離れた企業等に就業の場を持ち、地域との関係は希薄だった。個人の能力や経験が地域にいかなる貢
献が可能なのか、試す機会はなかった。個人は地域社会から乖離し、帰属意識を失っていった。（さらに、
地域環境との関わりの希薄化は、地域への愛着や参加意識の喪失という弊害ももたらした。）その代わり、
現在の日本社会には様々なNPOや社会起業家等々の多様な活動・事業や実践、あるいは SNSや FBに見ら
れるように『新しいコミュニティ』づくりに向けた多くの試みが生成するようになった。これらは『ミッシ
ョン（使命）』指向型ないしはテーマ型のコミュニティと言われる。

はじめに
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　コミュニティ研究者の広井（2002、2009）は、「地域」というコミュニティがこれからの時代に重要なも
のとして浮かび上がるだろうと指摘する。なぜなら、戦後から高度成長期を経て最近までの時代とは、一貫
して「地域」との関わりが薄い人々が増え続けた時代であり、それが現在は、逆に高齢者など「地域」との
関わりが強い人々が一貫した増加期に入るためだ。そのため、これからの日本社会においては、テーマ型コ
ミュニティがいかにして地域とつながりをもつか、あるいは、テーマ型コミュニティが地域コミュニティと
どのような形でクロスしていくのかが大きな課題になってくると考えられる。
　本研究では「都市生活者」のつくる緩やかなコミュニティを「新世代コミュニティ」と呼んでいる。ここ
で言うところの「都市生活者」とは、地権者や住民だけでなく、その街が生活の一部として欠くことができ
ない人々、すなわち消費来街者、就業就学者、つまり居住以外にその「街」に居場所を持つ人々などの総称
である。こうした人々は、街で長い時間を過ごす人々であり、実際には街の主役となって都市の文化や通り
の賑わいをつくってきた当事者でもある。あるいはもっと単純に、街の居心地の良さや愛着をうみだす人々
でもある。都市生活者はその感覚やスタイルを共有し、街の中に可視化していく存在である。従って、新世
代コミュニティは、地縁に根ざした「地域コミュニティ（空間コミュニティ）」ではない。しかしながら、
新世代コミュニティは「街」という「地域」への共感が集団の帰属意識のもとにある。人々は、場所に制限
されず、自由な意志で自由な行動をとり、情報の共有・交換によって空間を越えたネットワークを構築し、
新たな交流を生み出していく。地縁的な要素にしばられない「テーマコミュニティ（時間コミュニティ）」
としての属性をもった集団なのである。
　本研究が、都市生活者のコミュニティをあえて「新世代」コミュニティと表現する理由は、「都市生活者」
のコミュニティが持っている、地権者や古い住民によって構成される古い意味での地縁的なコミュニティと
は本質的に異なる、いわば「新参者」のコミュニティとしての属性が、都市再生のまちづくりにおいては重
要だと考えているからである。
　まちづくりにおいて地権者や古い住民、行政の役割や働きは極めて重要だが、その両者だけで都市再生を
成功させるのは（無理ではないが）難しい。その理由は、衰退した（地域）社会を再生することは、その
古い社会構造を再構築することに他ならないからである。米国の有名な都市論者ジェイン・ジェイコブス
（1977）は、コミュニティは定住者と一時的な居住者とを融合させることで社会的に安定する、そして長期
間その場所に留まる人々が継続性を提供する一方で、新参者はクリエイティブな融合を生み出す多様性と相
互作用を提供するという議論を行った。すなわち、コミュニティの社会構造を再構築するための牽引者とし
て、これまで我が国のまちづくりに十分関わってこなかった新世代コミュニティが役割を果たせるのではな
いか、という問題意識が本研究の仮説の基になっている。
　詳細は本文 2‒3 節に譲るが、これらの問題意識や仮説を裏付ける一つの成功例として米国都市のダウンタ
ウン（中心市街地）がある。衰退空洞化から立ち直った米国のダウンタウンは、従来の同心円的構造をもっ
た一体的な市街地の姿ではなく、魅力的なエリア（＝部分）の集積した市街地の姿に転換した。それぞれの
再生テーマごとに手法もケースバイケースであるが、どの地域においても共通するのは、地権者・住民と行
政だけで全てを再構築したのではなく、NPOや CDC（場合によっては新しい民間デベロッパー）などの新
たな推進組織が加わり、まちづくりを進める体制が構造的に変化するところから進みはじめた点であった。



■研究体制
　本研究は、以下の研究体制で行った。

　　　研究企画／コーディネイト
　　　　・LLPまち・コミュニケーション研究会
　　　調査実施／分析
　　　　・遠藤新（工学院大学建築学部　准教授）
　　　　・榎本元（株式会社読売広告社　都市生活研究所所長）
　　　　・友田修（LLPまち・コミュニケーション研究会）
　　　研究協力
　　　　・工学院大学　遠藤新研究室
　　　研究幹事
　　　　・仙洞田伸一（公益財団法人ハイライフ研究所　主任研究員）
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　本研究は全 5 章の議論によって構成され
ている。

都市再生はどこに向かうのか？
　第 1章では「都市再生と新世代コミュニテ
ィ」について論じている。

■都市再生を巡る課題
　我が国に形成した製造業と消費を基軸と
する「20 世紀型」の都市は、1980 年代から
のバブル経済と崩壊と時代が移り変わる中
で、1990 年代以降急速にその魅力や活力を
失っていった。2000 年代に入ると当時の小
泉政権が打ち出した「都市再生」が注目さ
れるようになったが、国の都市再生本部が
進めた都市再生は、経済構造改革を目的と
して実践的かつ実効的な枠組みのなか、ハ
ード整備主体のプロジェクトを推進するもの
であった。都市のビジョンや戦略を欠いたも
のであった。
　今日本は全国的な人口減少時代を迎えて
いる。また、2011年 3月11日に発生した東
日本大震災からの復興という大きな課題も背
負っている。空洞化、縮小していた都市を
未来に向けていかに持続可能な姿に改編す
るのか、という都市の存続が問われている。
　諸問題を前に我が国の都市再生はどこに
向かうべきか。様々な議論や構想のなかで
度々提示されるのは「賑わい」「創造性」「多
様性」「環境持続性」という4つのキーワー
ドである。従来型の都市開発、あるいは国
の主導する都市再生プロジェクトは経済開発
としての側面が強く、土地の高度利用とイン
フラの普及に力点をおいてきた。しかし新世

代コミュニティが求める都市再生まちづくり
は、4つのキーワードが示す方向へと価値観
や方法を大きくシフトしていかねばならない。
　都市生活者である新世代コミュニティは、
地権者や古い住民によって構成される古い
意味での地縁的なコミュニティとは本質的に
異なる新参者のコミュニティである。従って、
新世代コミュニティによるまちづくりは、土地
の所有（地権）から得られる果実ではなく、
土地の利用から得られる果実（交流、賑わ
い）を求めていく。そうした果実をインフラ
ではなく、地域（エリア）から育成していく
のが新世代コミュニティによるまちづくりであ
る。

■�都市再生における新世代コミュニティの
ポジション

　新世代コミュニティによるまちづくりについ
て理解を深めるため、旧来型の都市再生プ
ロジェクトとの違いという視点での 2 つの価
値観を軸に平面座標をつくり、新世代コミュ
ニティのまちづくりを概念的にポジショニング
してみる。横軸に「街の土台」に対する考え
方をとり、縦軸にはまちづくりの「目標」（何
を最大化したいのかという視点での目標）に
対する考え方をとる。ここでは、前者は「土
台＝basis」の頭文字をとって B 軸（あるい
は「土台軸」）、後者は「目標＝goal」の頭
文字をとってG 軸（あるいは「目標軸」）とよ
ぶことにする。さらに、B 軸のマイナス側は
従来型の都市開発がもとめた「インフラ」を、
プラス側は新世代コミュニティが求める「エリ
ア」を位置づける。一方、G 軸のマイナス側
は従来型の都市開発がもとめた「ボリューム」

研究の概要
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を、プラス側は新世代コミュニティが求める
交流や賑わいの源泉、つまり「テーマ」を位
置づける。このような整理のもとにできたの
が図 1（p．25 図 1．1）である。
　この座標において、新世代コミュニティの
まちづくりは「エリア×テーマ」によって特徴
づけられる第一象限にあると考えられる。新
世代コミュニティにとって「テーマ」は重要な
属性である。例えばアートのようなテーマが
エリアに顕在化して、関連する活動に従事す
るクリエイターや、場合によっては企業とか
役所、あるいは市民としてそういうものをサ
ポートする人が集まり、それが一つの空間（エ
リア）を緩やかに形成している。
　座標の第二象限にあたるゾーンは「テーマ
×インフラ」によって特徴づけられる。イン
フラなどの基盤整備や骨格となる都市空間
整備がすでに完了している場所でのソフト面
に力点をおいた交流や賑わいの促進等がこ
れに該当すると言える。座標の第三象限に
あたるゾーンは「インフラ×ボリューム」によ
って特徴づけられる。ここに該当するのは、
従来型の都市開発や国主導の経済対策とし
ての都市再生プロジェクト等である。座標の
第四象限にあたるゾーンは「ボリューム×エリ
ア」によって特徴づけられる。
　高ボリュームであることに起因する都市的
活動の集積（密度の高さ）を強みとして、エ
リアとしての魅力や特徴を強めていくような
街づくりがこれに該当すると言える。

新世代コミュニティは都市に何をもたらす
か？
　第 2 章では「テーマとエリアからの都市再
生」について論じている。

■テーマの価値
　新世代コミュニティのまちづくりにおいて具
体的にテーマになり得るもの（テーマとして
顕在化し得るもの）は「街」という場所を体
験する中から実際に認識できるものだと考え

られる。現実空間としての街を体験する中で
テーマを認識していくには、街の体験を概念
化する「物語性（ストーリー）」が求められる。
　街での体験を「物語性（ストーリー）」と
して概念化するには、その街がある種の物
語性をもって形成されてきた市街地環境（生
活環境）であることが必要となる。通常は、
街の形成過程が物語性を形成する過程とな
っている。このことを街の問題として考える
には、環境のテーマ化という行為（ある種の
物語性をもって生活環境を構築すること）を、
文化やライフスタイルの問題として考えること
が必要である。表層的にディズニーランドを
倣い、記号化されたテーマだけをちりばめた
「テーマパーク都市」をつくっても、そこには
街としての魅力を感じないのは多くの人が認
めるところだろう。

■エリアの価値
　エリアとは新世代コミュニティが共有して
いる「街」としての空間を抽出する概念であ
る。ある街に新世代コミュニティが形成して
いるということは、当該エリアと他エリアとの
差異が、当該エリアの「固有性」として認識
されているということだ。このような固有性
を説明する概念に「ブランド」という概念が
ある。従来はマーケティング用語であったも
のが、近年は地域（エリア）自体やその名称
にもブランド概念を当てはめるようになり、そ
こから「エリアブランド」「地域ブランド」と
いった用語も生まれてきた。地域ブランド（＝
エリアブランド）とは、地域を主に経済的な
側面から捉えたときの、生活者が認識する
さまざまな地域イメージの総体として説明さ
れる。エリアブランドは観光資源、特産品、
生活資源と結びついた「個別ブランド」の構
築に支えられたものである。

■テーマとエリアを結ぶもの
　従って、新世代コミュニティのまちづくりに
は「テーマ」と「エリア」という各概念が必
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要であり、テーマを顕在化させるには街の体
験を概念化する「物語性（ストーリー）」が、
エリアを顕在化させるにはエリアの固有性を
認識させる「ブランド」がそれぞれ重要とい
うことになる。
　「テーマ」と「エリア」の両者を結びつける
活動としてはどのようなものがあるか。第一
に、コミュニティ・ビジネスである。個人が
地域との関わりを取り戻す中で、地域におけ
る様 な々役割や仕事を見いだし、個人も地域
も豊かになっていく。自らの活動可能な範囲
として地域というエリアを再認識することにな
り、地域に眠る様々な資源の発掘と活用が、
地域における多様なテーマの活動の創出につ
ながり、多元的なライフスタイルの創出につ
ながっていく。第二に、テーマを用いたエリ
アのブランド化である。あるエリアにテーマ
コミュニティが形成し、さらにそのエリアが
ブランド化されているようなケースの典型例
に中目黒の目黒川沿いのリノベーション店舗
群がある。第三に、コンテンツとエリアのプ
ロデュースである。ここでは、「何のために」
をエリア価値向上と位置づけることによって、
「テーマ」と「エリア」を結びつけるまちづく
りが可能になると考えられる。

米国に学ぶテーマとエリアをつなぐまちづ
くり
　第 3 章では「新世代コミュニティの空間」
について、米国都市の中心市街地（＝ダウ
ンタウン）に形成したテーマ・ディストリクト
（Theme District、テーマ地区）の分析を通
じて、テーマとエリアをつなぐ新世代コミュ
ニティのまちづくりによって形成した場の特徴
を明らかにしている。

■米国ダウンタウンの再生
　米国のダウンタウン（＝中心市街地）再生
の中で形成してきた「テーマ・ディストリクト
（Theme District、テーマ地区）」とは、土
地利用や空間利用、建物の外観などにある

種の共通性が見られることによって周辺の市
街地から差別化されているようなエリアのこ
とである。テーマとエリアが結びついて形成
した街の典型的な例とも言える。
　もともと米国におけるダウンタウン再開
発（修復や改修等も含む広義の意味）は、
1920 年代から始まる都市の「郊外化」とそ
の裏返しとしての都心の「空洞化」現象によ
って引き起こされた「自治体の税収減」「ダ
ウンタウンの深刻な荒廃（blight）」を克服し
ていくための取り組みとして始まった。
　かつての米国都市の空間構造は、都市的
土地利用の密度が同心円状に徐々に薄くなっ
ていく構造として理解できた。つまり、中心
部には中心業務地区（CBD）があり、周辺
にはCBDよりも土地利用の密度が低い「遷
移的な領域」が広がっていた。しかし、ダ
ウンタウン再開発がビジネス街としての再生、
都心観光の創出、都心居住の拡大という3
つの変化をダウンタウンにもたらした、ダウン
タウンの荒廃した空間は同心円状の構造か
ら転換していく。結果として、再生していく
エリアとそうでないエリアに断片化してゆき、
結果として多様な「テーマ・ディストリクト」
が出現することとなった。

■個性的なエリアとテーマ地区
　テーマ地区を拡張した概念として「個性的
なエリア」という領域概念がある。個性的な
エリアとは複数のテーマ地区が集積したエリ
アである。
　テーマ地区にはダウンタウンの空間特性に
即した「中心業務型」「歴史的環境型」「新
規開発型」という3 つの類型が存在する。
この類型とダウンタウン再生を示す三つの現
象（ビジネス街としての再生、都心観光の創
出、都心居住の拡大）との関係を考えると、
中心業務型は「ビジネス街としての再生」「都
心観光の創出」を目的とした再開発がテー
マ地区を形成、一方で、歴史的環境型と新
規開発型はともに「都心観光の創出」と「都
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心居住の拡大」を目的とした再開発がテー
マ地区を形成していると考えることができる。
　新世代コミュニティのまちづくりに求めら
れる「テーマ」と「エリア」の二つに着目して
みると、テーマ地区を構成している「テーマ」
は「ビジネス街としての再生」「都心観光の
創出」「都心居住の拡大」という3 つの取り
組みの中から生まれ、一方のテーマ地区を構
成する「エリア」については「中心業務地区」

「滅びた建物群」「滅びた空地」という異な
る場所性がもたらしていると見ることができ
る。

■日本のまちづくりへの視点
　個性的なエリアをつくることは、ダウンタ
ウン自体をテーマ地区の重層化した市街地へ
と転換していくことに他ならない。多様なテ
ーマ地区を抱える「新しいダウンタウン」とオ
フィスおよび中心商業に頼る「古いダウンタ
ウン」の最大の違いは、経済・社会環境の
変化に対するリダンダンシーが増大している
点にある。多数の個性的な地区を包含する
ダウンタウンは、多様な外的変化に耐え、そ
こから再活性化する蘇生力を備えた「強いダ
ウンタウン」になっている。
　日本の地方都市における中心市街地にお
ける施策や活動実態について考えると、米国
ダウンタウン同様に我が国の中心市街地も少
なからず断片化が進行すると思われる。この
趨勢を中心市街地空間の再編機会と認識す
るならば、顕在化した地区を個性的なエリア
に転換するための計画的で能動的な対応が
行政や街づくり組織には求められよう。

新世代コミュニティを育成するまちづくり
手法とは？
　第 4章では「エリアを個性化する新世代コ
ミュニティまちづくり」について論じている。

■系を再生するまちづくり
　都市は多様な秩序と無秩序が複雑に入り

交じった存在だと思われるが、今そこにある
現実の都市空間というのは、その秩序・無
秩序の諸々が色々あるにせよとにかく統合さ
れ、ひとつのかたちをなしたものである。都
市空間の背後には、建物やインフラの仕組
み、自然体系や生態系、文化や風習、諸々
の社会的制度、表裏の社会的関係など、異
なる秩序に従うさまざまな「系」がある。テ
ーマコミュニティも一つの系と言える。それ
らがさまざまなスケールで何層にも重なり相
互に動的に関係した結果として今の都市空間
が成立している。
　都市空間をつくるということは、ある「系」
をレイヤーのように可視化し、「系」内の整
合性と「系」間の調整を図りつつ、つまりそ
れら複数の「系」を有機的に関連付けなが
ら、ひとつの空間に統合することだと理解で
きる。しかし、全体を可視化できる「系」は
（物理的なシステムや制度などに）限られて
いるから、実際には系の不可視部分の変動
を許容する動的なプログラムと合わせて、動
的に都市空間を制御していくことになる。
　縮小する地方都市に目を向けると、既存の
さまざまな「系」が断片化、縮退し、失われ
つつあることがわかる。従って、地方都市の
再生にあたっては、まずこの「系」をいかに
再生するかが問題となる。「系」の再生には
3 つのアプローチが有効であろう。
　ひとつは、地域資源を有機的に紡ぐことに
よる、新たな「系」の創造。地方都市の現
場において地域資源に着目した取り組みが地
域の再生に有効であることは既に多く指摘さ
れている。地域資源は空き家や空き地、食
材や自然、人材、文化などさまざまな要素が
潜在的な地域資源である。要はその価値を
発見し、新たな系としての有機的な関連づけ
ができるかどうかである。次に、既存の「系」
の編集である。断片化・脆弱化した系を再点
検し、将来性の観点から地域資源の関係を
再構築し、イノベーションと共に新しい「系」
を創造していくこと。最後に、「系」の広が

序章　研究の概要
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りを市街地の限られたエリアに誘導するなど
の、「系」の集中化である。多様な「系」の
つくる各エリアの集合体として都市を再構築
する手法は､ 実は米国にある空洞化した中
心市街地（ダウンタウン）の多くが再生する
ために進めてきた手法でもある。
　縮小する地方都市の場合、その都市空間
に現れる「街らしさ」を維持・再生していく
ためには、都市空間の形成に際して 3 つの
基本的な戦略を必要とする。
　第一に、土地の所有区分で単純に空間を
区切らず、多様な利用に開かれた都市空間を
形成すること。交流人口や来客数の増加に
よる「賑わい」の創出がしばしば都市再生の
目標のひとつに掲げられる。人の集まる「賑
わい」に街らしさを感じるのは人の密集度合
いによるものではなく、その場所が多様な人
に開かれていることを感じさせるからである。
単純に数を増やせばよいのではなく、その開
かれた状況をいかにつくり出すかが都市空間
形成の課題となる。
　第二に、空間（ハード）を支える仕組み
（ソフト）を育みながら都市空間を形成する
こと。これにより「街らしさ」をより持続的
なものにできる。都市空間の利用者は住民、
行政、来街者そのほか多様であるため、都
市空間（の持つ街らしさ）を支える仕組みの
構築には協議と合意形成が必要である。地
域のルールをつくるということは新たな公共
的価値を醸成するプロセスであるから、短
絡的に端折るべきではない。ただ、まちづく
りの協議にも弱点はあるので、それを補完す
るため話し合いで合意しきれない部分を、都
市空間というひとつの姿にまとめて空間的に
解決する方法を実験的に示す「社会実験（実
証実験）」のアプローチが時に有効となる。
社会実験を通じて新しい空間秩序を一時的
に示し、その空間秩序を維持するのに必要
な仕組みをそこからバックキャスティングして
考えるのである。
　第三に、連鎖的に都市空間を形成するこ

と。これにより、ある人の行為が共感を呼び、
点から面へと広がっていくように、「まちらし
さ」も点から面へと広がっていく。連鎖的
な都市空間の形成は、その背後にある「系」
の連鎖的な成長と表裏一体の関係にあり、
従って地域資源に着目した空間形成を図るこ
とが連鎖を促す上でも効果的だと思われる。
　「系」の再生と統合による都市空間の形成
プロセスは動的なものである。ここには、長
い年月かけて複数のプロジェクトをまたぎ、
多様な主体が関わっていく中で、いかにして
動的に都市空間を統合・制御するのかという
問題がある。これに対する基本戦略のひと
つは、一元的なアーバンデザインを円滑に実
現するための「パワーストラクチャー」の構築
である。パワーストラクチャーとは計画対象
エリアにおいて、アーバンデザインの主体が
地域住民や事業者など個々の関係者に対し
て長期間影響力を持ち続けていくための「力」
の「構造」である。それが安定的であるほ
ど長期間にわたり一元的なアーバンデザイン
を実現できる。ここでの「力」とは、ソフト
パワーとハードパワーが複雑に絡み合い、信
頼関係や役割関係、契約関係などに支えら
れて構築されるものである。安定的なパワー
ストラクチャーを得ることにより、臨機応変
に動きながら、まちづくりに関係する多様な
主体の協力を取り付け、より首尾一貫した都
市空間の形成を進めることができる。
　また、縮小する地方都市の抱える問題は
多様なテーマに及ぶ複雑で根の深いもので
ある。これに対応するには、専門家が主導
しつつも、まちづくりのための開かれた拠点
として人・活動・資金が集まる場を持つこと
が有効だろう。こうした開かれた拠点は欧
米・アジアの各都市で組織化され「アーバン
デザインセンター」と呼ばれている。地方都
市においては多様な専門家と都市空間形成
の機会を継続的に繋ぐ組織の存在は重要で
ある。アーバンデザインセンターでは、セン
ター化することによって初動段階から継続的
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かつ全方位的な首尾一貫した専門家の関わり
が可能になっている。

■新世代コミュニティによる「系の空間デ
ザイン」
　Historic Third Ward 地区（ミルウォーキ
ー市）とEastern North Philadelphia 地区

（フィラデルフィア市）を事例とする分析考察
から、新世代コミュニティによる空間デザイ
ンのまちづくり手法について以下の知見を得
た。
　第一に、エリア特性を踏まえた空間デザイ
ンのマネジメントについて。街の空間デザイ
ンにあたっては、街づくり組織が果たす役割
が大きい。街づくり組織は個々の再開発を地
区に相応しいものへと誘導することで、テー
マ地区の形成やエリアの個性化を促進する。
街づくり組織は、事前協議による早期の課
題整理、協議を通じた事業の枠組み改善、
エリア全体と調和するデザインという３つの
観点から能動的に再開発事業のあり方をマ
ネジメントしていく必要がある。
　第二に、都市の縮小に対する未利用地マ
ネジメントの応用可能性について。都市縮小
の局面では、経済や人口規模の縮小から、
再開発の見込めない未利用地の今以上の増
加が危惧される。全ての未利用地の再開発
は現実的でないため、それら未利用地をい
かにマネジメントするかが我が国都市におい
ても大きな課題になる。
　第三に、空間のビジョンと実現ルールにつ
いて。エリアとしてどのような空間をもった
地区にしたいか、これを実現するには空間の

「ビジョン」と実現のための「ルール」が必
要になる。デザインのルールやビジョンは決
められて与えられたから、それを使わなきゃ
いけないというのではなく、都市生活者と地
元の人たち関係者が肉付けしていくというも
のであることが望ましい。それによってガイ
ドラインが実体化する。ただしデザインコン
トロールは、地域も地権者もメリットを受け

る形に仕立てることが成功のポイントである。

■�新世代コミュニティによる「系のマネジ
メント」

　Lowertown地区（セントポール市）のビジ
ネスコミュニティ「サイバービレッジ」と芸術
家のコミュニティ「アートディストリクト」の事
例分析、Main Street 地区（バッファロー市）
まちづくりの事例分析から、新世代コミュニ
ティによるエリアのマネジメント手法について
以下の知見を得た。
　第一に、エリアのマーケティングについて。
建物単体ではなく地区全体をどうするかとい
うアプローチを取るからこそ、テーマコミュ
ニティとエリアを結ぶことができる。
　第二に、アート活動の活性化支援につい
て。ハード整備は必然性の高いプロジェクト
に絞り込み、一方で多様な芸術家が地区内
で活動する機会そのものを持続できるような
諸事業を展開すること。例えば、芸術家に
よるイベントの継続支援やアートプロジェクト
の創出、芸術活動の支援につながる様々な
団体を誘致などが、多様な芸術家の活動を
受容する機会を拡大していく。
　第三に、エリアの価値向上について。エリ
アの価値向上を図るためには、対象エリアの
設定がまず課題となる。さらに、そのエリア
をプロデュース／マネジメントする組織が必
要である。新世代コミュニティがこれに関わ
り、来街者の目線（外の冷静な目線）から
街に魅力づけをしていく、あるいは街の魅力
を可視化していく体制との共存も有効だと考
えられる。

■�新世代コミュニティによる「系の空間活
用」

　富山市八尾町の旧町地区における「坂の町
アート」と岩手県大野村の大野地区における
「大野夢市」の事例分析から、新世代コミュ
ニティによるエリアの空間活用手法について
以下の知見を得た。

序章　研究の概要
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　第一に、まちづくり実験の波及効果につ
いて。まちづくりの社会実験は､ 新しいテー
マやプロジェクトを生み出すきっかけになる。
このことが､ 新世代コミュニティによる空間
利用を促進する。
　第二に、まちづくり実験による協働進化に
ついて。一般に、まちづくりの計画は住民に
とっては目的や方針含めて全てがクリアに理
解できるものではないことが多い。まちづく
り実験はこのうち一部を実験的に実施する
ことによって、体験的に理解できる機会をも
たらす。また、行政にとっては政策効果の見
通しを得るための検証の機会になる。これ
を実行するのが第三者としての、新世代コミ
ュニティ（事例の場合はいずれも大学）であ
る。住民と行政だけで実行するには手間の
面、技術的な面、等の様々な困難要因があ
る。だからこそ新世代コミュニティという第
三者の役割が大きい。第三者が入ることによ
って、住民と行政の協働を進化させることが
できる。
　第三に、まちづくり実験のコミュニケーシ
ョン効果について。まちづくり実験には、大
学研究室の学生に対する教育効果と地域住
民に対する教育効果がある。

■新世代コミュニティまちづくりの戦略
　以上のまちづくり手法に関する分析を踏ま
えつつ、新世代コミュニティのまちづくりは
「テーマ」と「エリア」という二つの要素が重
なる領域に成り立つことを勘案すると、新世
代コミュニティを育むまちづくりの戦略には、
「テーマからエリアをつくる戦略」と「エリア
からテーマをつくる戦略」の二つがあると考
えられる。
　エリアマーケティングとエリア特性ふまえた
デザインマネジメントはともにエリアの価値を
高める手法であったことからもわかるように、
エリアの価値を高めることが当該エリアのま
ちづくりにおいて有効である。従って、「テー
マからエリアをつくる戦略」というのは、テ

ーマの育成を通じたエリアの付加価値化とい
う戦略として考えることができる。
　テーマを顕在化させるものは、街の体験
を概念化する「物語性（ストーリー）」であ
る。あるエリアの中でどのような物語（ストー
リー）が形成し得るのか、そのストーリーの
文脈を明確にしていく取り組みが有効だと考
えられる。従って、「エリアからテーマをつく
る戦略」というのは、そのエリアにおいて物
語化する文脈を可視化していく戦略として考
えることができる。

まちづくりの牽引役としての新世代コミュ
ニティの展望
　最後に、第 5 章において「新世代コミュニ
ティの新たな展開」を論じている。

■�震災後の新世代コミュニティをどう考え
るか

　東北の被災地では、被災した市街地や集
落の復興計画を立案する作業が続けられて
いる。各集落や地域では個別のまちづくりが
動きだそうとしており、それを支援する専門
家も含めて、全体が混沌としながらゆっくり
と動いている。そんな復興の現場にも新世
代コミュニティは形成しつつある。ボランティ
アやNPOなど復興支援活動を目的として関
わり始めた人、あるいは震災がきっかけで活
動の拠点を被災地に移した人、むかしから
三陸が好きで今回の震災復興にたいして何ら
かの関わりをもちたいと思っている人のつな
がり等々である。
　復興の計画調整やまちづくりの場に新世
代コミュニティはいかに関わりをもっていける
か。一つは「外の人」なりに、東北という自
然や文化の豊かな地域に対して、様 な々東北
体験の魅力をツーリズムとして掘り起こすよ
うな活動が考えられる。もう一つは仮住まい
へのアプローチ。仮設住宅は様々な問題が
顕在化しつつある。地域コミュニティは大事
だから接していくが、その距離感を選べるよ



15

うなスタイルを新世代コミュニティが実践的
に示していくことも考えられる。最後に、街
らしさの再建である。街の復興に際しては、
量的なことや緊急の最低限のことだけでな
く、総体として街らしさをいかに再建するか
も本質的な課題であるが、国と自治体、地
権者の議論だけではなかなか生まれてこな
い。これを提示し、実践的に生み出していく
ことが新世代コミュニティの本来的な意義だ
と思われる。

■新世代コミュニティまちづくりの要件
　新世代コミュニティは「今ある街の使い方
を少しずつ変えていく」ようなまちづくりを得
意とする。今の街を「このように使う方が楽
しい」と実践していくことで、街を変えてい
くムーブメントをつくるのである。そのために
は良質のストックが必要になる。これまでの
都市計画のあらゆる制度は、フローをコント
ロールすることによってストックの質を上げよ
うという施策に基づいていた。しかし、フロ
ー（つまり変化）に依存することは今日の日
本ではすでに現実的ではない。フローに頼
らなくても暮らせるストック社会をつくってい
くことが、新世代コミュニティによるまちづく
りを更に活性化させると思われる。また、今
あるものを変えるときに規制や採算等の問題
に直面する。建物や街の使い方を変えていく
ときに、所有者等とコンセンサスをとり、街
全体としてマネジメントできるかどうかが重
要になる。社会実験など新世代コミュニティ
なりの実験的かつ街をうまく使い回す活動を
通じて、規制を乗り越えるアイデアや事業性
を高めるアイデアを創造していくことが望ま

れる。
　新世代コミュニティのまちづくりは、街を使
うフローの話だけにおわるのではなく、その
多様な活動に対応できるだけのストックをい
かに形成していくかが問われている。
・例えばリノベーションによるまちづくりは、
高さやボリュームは大きく変わらず、したが
って街の姿を大きくかえるわけではない。こ
の場合には、デザインガイドラインを用いた
景観コントロールなど既存の街並み形成手法
はあまり有効に機能しないと思われる。市街
地が「地」であれば、リノベーションは「図」
である。変化を魅力的に見せていくことによ
って、その後に最初のリノベーションが示し
たスタイルがエリア全体に連鎖・波及・展開
していく。こうした展開は新世代コミュニティ
にとっては、ある種のライフスタイルや空気
感みたいなものとして察知されているものと
思われる。あるエリアに支配的な空気感やス
タイルとしてデザイン作法のようなものがうま
れてくれば、そのエリアのイメージ（＝テーマ）
というのは、強化されていくことになる。
　新世代コミュニティのまちづくりは、じわ
じわと点からエリア全体に連鎖・波及・展開
していくまちづくりとして理解することがで
きる。これを支えているのは、「かっこいい」
「おしゃれ」「楽しい」というキーワードに見
られるような街の空気感だろう。新世代コミ
ュニティの「かっこいい」「おしゃれ」「楽し
い」が、いかに感化される環境をつくるかも
課題である。こうした空気感は、お金の価
値じゃないところで人を突き動かす原動力に
なることもある。その強さが新世代コミュニ
ティにはあると思われる。

序章　研究の概要
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1‒1．都市再生を巡る課題

■20世紀型の都市
　1960 年代の我が国は、道路や港
湾などの公共インフラは貧しく、それ
を速やかに改善することが近代的な
工業国家として生まれ変わるための急
務であった（簑原 2011）。産業振興、
特に工業振興のために道路、港湾な
どの基礎的なインフラを整備する必
要があり、中央官僚主導の 55 年体制
のもと、それを実行してきた。その結
果、大消費地に近く、原材料の搬入
と製品搬出に便利な港湾部には、鉄
鋼・石油化学など工場が立地し、陸
上輸送が便利な場所には機械電気な
ど組み立て工場が立地した。そして、
工業活動を支える業務・商業・居住
機能が整備され、道路や鉄道等イン
フラ整備がそれらを広域移動や流通
面で支えた。水資源やエネルギー、
食糧なども広域インフラの整備によっ
て都市への安定供給が担保された。
こうして、我が国には製造業と消費を
基軸とする「20 世紀型」の都市が形
成したのであった。
　しかし1980 年代からのバブル経
済と崩壊と時代が移り変わる中で、
1990 年代以降、我が国の 20 世紀型
都市は魅力や活力を急速に失った。
東京等の大都市は国際競争力を失
い、地方都市では中心市街地空洞化
が深刻な状況となった。

■国が主導した都市再生
　我が国で都市再生という言葉が注
目されたのは2000年代に入ってから、
当時の小泉政権が打ち出した都市再
生プロジェクト（2001年 4月小泉首
相を本部長とする都市再生本部が設
置）が我が国の各地で行われたこと
が背景にあるだろう。1990年代以降、
の都市衰退に歯止めをかけるべく都
市再生プロジェクトが各地で導入され
たわけだが、そこで目指していたもの
は何だったのか。少々古い文献だが、
UFJ総合研究所（2002）が、国の都
市再生本部が進める都市再生の特徴
を次の 4つに整理している。
　第一に都市再生を経済構造改革の
ための重点課題、つまり経済再生を
目的として捉えている点。本来、都
市は多様な側面を持つものであるが、
都市再生本部は都市を「我が国の活
力の源泉」、大都市を「我が国の牽引
役」と限定的に位置づけ、都市への
民間投資を誘発することを最大の狙
いとした。第二に都市再生本部の取
り組みには地方都市も含まれているも
のの、その殆どは東京、大阪を始め
とする大都市をターゲットにしている
点。戦後の国土政策が「国土の均衡
ある発展」を最大の課題として、地
方に厚い公共投資を一貫して続けて
きた反動として、第五次全国総合開
発計画（1998）において「大都市の
リノベーション」が打ち出され、大都
市重視という国土政策の転換が見ら

第1章
都市再生と新世代コミュニティ



19

れたことが背景にある。第三にハー
ド整備主体のプロジェクト志向で推
進されている点。都市再生本部がプ
ロジェクトそのものを行動計画と位置
づけ、統一的な方針のもとに、官と
民がそれぞれの立場で具体的な行動
を展開する枠組みをつくった。第四に
都市再生を進めるにあたって、都市
の将来像を示さなかった点。よく言え
ば絵に描いた餅となりやすい中・長
期的な都市像を描くことはせず、課題
対応型の極めて実践的、実効的な取
り組みを進めようとした。
　都市再生本部では対応すべき都市
の基本課題を二つ整理していた。一
つは災害に強い市街地や、慢性的な
交通渋滞、長距離過密通勤の解消な
ど「20 世紀の負の遺産の解消」、も
う一つは国際競争力のある世界都市
づくりや、安心して暮らせる美しい街
づくりなど「21世紀の新しい都市創
造」である。しかし、実際に都市再
生本部が進めた都市再生は、経済構
造改革を目的として、実践的かつ実
効的な枠組みのなか、ハード整備主
体のプロジェクトを推進する、都市の
ビジョンや戦略を欠いたものであった
と言える。
　その結果として実現した都市再生
プロジェクトが果たして都市の魅力や
活力を取り戻す切っ掛けになったかと
言うと、そうした評価よりもむしろ新
たな政策課題が浮き彫りになったと
する評価のほうが目立つように思われ
る。例えば大西隆（2011）は、（都市
再生特別措置法に基づく）これら都
市再生プロジェクトによって創られた
新たな都市空間は、事業収益性のみ
ならず、機能の複合性、交通手段と
の連携、デザイン、省エネや環境共
生等の点で既存のビルよりも優れたも

のが多いとする一方、地方都市の再
生に手懸かりをつかむことと公民の連
携をより本格的に実現することが課題
として残されたと指摘している。また、
小泉秀樹（2011）は、市民・住民の
視点からは、都心部でのオフィス・住
宅の大量供給、都心部での地価の上
昇、郊外部での下落、都心部への人
口集中、交通混雑率の横ばい変化、
コミュニティや街並みの喪失、高層マ
ンションの乱立による建築紛争などが
もたらされたと指摘し、マンション紛
争などが地区レベルで活動するまちづ
くりNPOを生み出したことが成果だ
とアイロニカルな評価のみを加えてい
る。

■�少子高齢化、都市縮小、東日本大
震災

　今日本は全国的な人口減少時代を
迎えている。首都圏においても、近
年は毎年数万人ずつ増加数は激減し
ており、やがて減少に転じると考えら
れている。人口減少の原因は少子化
である。少子化の主な直接原因は晩
産化の進展による女性一人あたりの
生涯出産数の減少にあり、晩産化が
進む背景として、女性の就労機会の
上昇などライフスタイルの変化によっ
て結婚・育児の人生における優先順
位が低下する中、結婚や育児・教育
環境に高い条件を求める傾向が強ま
っていることが指摘されている。
　更に人口減少の動向を年齢層別に
見ると、65 歳以上の高齢者が急速
に増加する傾向が見られ、高齢化が
人口減少を加速している。我が国は、
平均寿命、高齢者数、高齢化のスピ
ードという三点において、世界一の高
齢化社会を既に迎えている。日本の
少子高齢化の原因は、出生数が減る
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一方で、平均寿命が延びて高齢者が
増えているためとされる。また、第 1
次ベビーブーム（1947〜1949 年）の
人達が、もう間もなく高齢者の仲間
入りをするため高齢化は確実に進展す
る。少子高齢化と人口減少は、経済
縮小、公的年金制度の崩壊、老人医
療費の増大など我が国社会に大きな
問題をもたらす。
　もう一つ、我が国の将来にとって
大きな課題は、2011年 3月11日に発
生した東日本大震災からの復興であ
る。発生以降、震災からの復興に対
して建築家や都市計画の専門家に何
ができるかという議論が重ねられてい
る。時間が経ち、被災地の状況が変
わるにつれ、こうした議論の質も徐々
に変わっている。ただ、東日本大震
災からの復興は単に津波によって破
壊された街を再建するだけではなく、
空洞化し縮小していた都市を未来に
向けていかに持続可能な姿に改編す
るのか、という都市の存続計画の問
題であることには変わりない。今地方
都市で起きていることは、矢作弘氏
が『「都市縮小」の時代』（2009 年、
角川書店）の中で論じているように、
都市が縮小する文脈の中でいかに賢
く縮小するのかという問題として認識
すべきである。地方都市では空き家
や未利用地が増え、維持管理しきれ
ず放棄状態になっているものも多い。
読売新聞調査によると11月時点で
全国 9自治体が、空き家の適切な管
理を義務付け、撤去規定を盛り込ん
だ「空き家条例」を制定した。長崎
県長崎市のように、防災・防犯の観
点から土地建物の寄付を受け、市費
で廃屋の解体を行う自治体も現れた。
さらには、依然として深刻なのは商店
街など中心市街地の衰退空洞化であ

ろう。その街が持っていた「街らしさ」
が維持できない状況に対して、何も
有効な手が打てていない。この問題
は複雑な要因がからみ、諸施設や住
宅の流出・郊外化と連動した都市計
画の問題だけでなく、商店街では個
店そのもののあり方（そもそも補助金
の投入が競争力を削いできたのだろ
うか）に起因する問題でもあり、根
が深い。

■成熟時代に向けた都市ビジョン
　都市再生プロジェクトが明確な都
市ビジョンを示さない一方で、都市ビ
ジョンに関する議論や提言は重ねら
れ、実際の都市政策への導入も行わ
れている。諸問題を前に、我が国の
都市再生はどこに向かうべきか。ここ
では、新世代コミュニティと親和性が
高く、かつ我が国の将来を考える際
に必須と思われる4つのキーワードに
ついて、関連する都市ビジョンととも
に概略整理したい。

『賑わい』
　一つ目は「賑わい」である。この
言葉は、我が国の特に地方都市の
中心市街地再生の現場や構想に必ず
出てくる。ただし、単に空洞化した
中心市街地にかつての賑わいを取り
戻す（元に戻す）のではなく、新た
な賑わいの姿をいかに構想するかが
問われている。この点に関して橋爪
紳也（2002）は「集客都市」という
本の中で、新たな「にぎわい」を用
意することが可能なら、都市は新た
な姿に転身することができるのでは
ないか、という問題提起を行った上
で、都市を住民だけが占有するもの
ではなく、ビジネス客や観光客など
広い意味でのビジターが観光に訪れ
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る場所として再生していくべきだとし
て、「賑わい」を生み出す契機として
の「装置」や「演出」などいわば「仕
掛け」といってよい文化的な技術が重
要だと論じている。住民が減り、工
場も市外に転出し、商店街も活気が
なくなり、都市が空洞化する。この
サイクルから脱するには、密度が下が
った都市空間にビジターの活動を受
け入れ、ひいては観光や観光産業等
の振興をはかることによって、都市を
再生させるという考え方である。こう
した考え方は例えば Dennis Juddと
Susan Fainsteinによる“The Tourist 
City”（1999）、John Hannigan によ
る“Fantasy City”（1998）など、海
外の先進諸国でも1990 年代後半か
ら議論・提唱されてきた。
　新世代コミュニティは街に「賑わい」
をもたらす主体の一つであり、賑わい
の存在が街に新世代コミュニティをさ
らに引きつける。

『創造性』
　二つ目は「創造性」である。これ
は 20 世紀型の都市がグローバル化や
大量生産工業社会から知識情報化・
脱工業化へと転換していくことを背景
として、消費の場としての側面を強く
したことに対する反省でもある。今世
紀に入り世界中で創造都市（creative 
City）という都市像が注目されるよう
になった。我が国でも、横浜、大阪、
神戸、京都、金沢などが創造都市に
向けた都市政策を行っている。創造
都市については理論化や研究も進ん
でおり、欧米ではピーターホールやチ
ャールズランドリー、リチャード・フ
ロリダが、国内においては佐々木雅
幸などによって形成されてきた。我が
国における創造都市論者の第一人者

である佐々木雅幸は「創造都市とは、
人間の創造活動の自由な発揮に基づ
いて、文化と産業における創造性に
富み、同時に脱大量生産の革新的で
柔軟な都市経済システムを備えた都
市」とこれを規定している。欧州の
創造都市論が後述するとおり文化政
策、産業政策を中心とした概念であ
るのに対して、福祉分野においてもそ
の可能性をがあることを指摘し、概
念を拡張している。一般に創造都市
論では広義のアート（芸術文化）の果
たす役割を重視する。まちづくりにお
いて近年は地域の歴史・文化を大切
にしようとする考え方が大きくなって
きた。源流には文化がその地域固有
の価値を有するものという考え方があ
り、芸術文化や都市の歴史的遺産に
対する価値意識がまちづくりへの展開
につながっている。
　創造都市論を世界的に普及させた
チャールズ・ランドリーの「創造的都
市：都市再生のための道具箱」にお
いて彼は、都市問題に対する「創造
的解決」の必要性、そのために創造
的環境である「創造の場」をいかに
つくりあげるかが重要だと主張してい
る。一方、リチャード・フロリダは現
代経済の新たな担い手としてのクリエ
イティブ・クラスの登場に着目し、こ
れまでの企業重視の政策から、人的
資本に着目した政策への転換の必要
性を主張している。ここでは、先進
国の経済は製造業から、人間の才能
と創造力を基盤としたクリエイティブ・
エコノミーへと移行しつつあり、この
クリエイティブ・エコノミーの担い手で
あるクリエイティブ・クラスは従来型
の組織に縛られず、個人志向、実力
主義、多様性と開放性を求める傾向
にあることを指摘している。フロリダ

第1章　都市再生と新世代コミュニティ
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は「スーパークリエイティブコア（科学
者、技術者、大学教授、詩人、小説
家、芸術家、エンターテイナー、俳
優、デザイナー、建築家など）」「ク
リエイティブ・プロフェッショナル（ハ
イテク、金融、法律、医療、企業経
営など、様々な知識集約型産業従事
者）」からクリエイティブ・クラスは成
るとして、1999 年時点で全米には約
3830万人、全就業者数の30％を占め
るとしている。
　新世代コミュニティは「都市生活者」
として街の感覚やスタイルを共有し、
可視化していく存在である。人々は、
場所に制限されず、自由な意志で自
由な行動をとり、情報の共有・交換に
よって空間を越えたネットワークを構
築し、新たな交流を生み出していく集
団である。新世代コミュニティはまさ
に創造性を街にもたら集団と言える。

『多様性』
　三つ目は「多様性」である。都市
の魅力と活力の源泉は、都市の多様
性にある。都市の多様性の意義を先
駆的に指摘し、近代都市計画の原理
を批判したジェーン・ジェイコブスは、
都市が多様性を持つための条件とし
て「混用地域の必要性」「小規模ブロ
ックの必要性」「古い建物の必要性」
「集中の必要性」の 4つを指摘した。
この指摘の重要性は、ジェイコブスの
思想が現在の「まちづくり」の源流に
あることを考えれば議論の余地はな
いだろう。こうした多様性の考え方に
基づく都市のビジョンとしては「アーバ
ンビレッジ」が広く知られている。ア
ーバンビレッジとは、都市空間の中
に、様々な刺激に満ちた現代的な都
市的生活を維持させながら、かつて
の村落が有していた人間性豊かなコ

ミュニティ生活を回復させようとする
コンセプトである。近年、欧米の多く
の都市再開発や郊外住宅地開発にお
いて導入されている。アーバンビレッ
ジの中で「多様性」は、都市空間の
中に多様な用途・機能を組み込むこと
によって、多様な人々を呼び、多様な
活動を促す重要な理念として扱われ
ている。このほかに「人間性」すな
わち、人間の身の丈に合った都市空
間を形成することによって都市空間の
中に人間性を回復させること、「内発
性」すなわち、都市空間の中で活動
する多様な人々の内発的な力を最大
限活用することによって都市の活力を
高めること、という二つの理念が加わ
ってアーバンビレッジの考え方が形成
されている。その具体的な都市像とし
ては、まちの歴史的な連続性、歩行
者中心のヒューマンスケールの都市空
間、住宅を含む適度な用途の混合、
多様な交流機会、コミュニティへの帰
属意識や誇りの存在などが挙げられ
る。
　米国では「ニューアーバニズム」と
いう理論的かつ運動論的なアプロー
チが都市デザインの領域において近
年注目されている。ニューアーバニズ
ムとは米国における都市の郊外化に
よってもたらされた新たな都市の課題
を解決し、よりヒューマンで快適な都
市コミュニティを実現しようとする都
市づくりの動きである。米国の建築
家、プランナー、ジャーナリスト、法
律家、公務員、市民達の中で、伝統
的な近隣居住地の良さを再評価して、
市街地の再構成や新規開発に適用し
ようとする潮流が 1990 年代から強く
なってきた。ニューアーバニズムの考
え方は、自動車の利便性によって市
街地が拡大して、徒歩で自由に移動
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できなくなり、路面電車が駆逐され、
町が分断されたという状況に対して、
コンパクトで密度の高いコミュニティを
再生することを目的としており、古き
良き時代の地域コミュニティの復権を
目指し、伝統的なコミュニティが有し
ていたまちの空間的な質を積極的に
評価し、新しい開発やまちづくりにお
いてそれを実現しようとするところに
特徴がある。
　「はじめに」で述べたとおり、コミ
ュニティは定住者と一時的な居住者と
を融合させることで社会的に安定す
る、そして長期間その場所に留まる
人々が継続性を提供する一方で、新
参者はクリエイティブな融合を生み出
す多様性と相互作用を提供するという
ジェイン・ジェイコブスの指摘にある
とおり、新世代コミュニティは街に多
様性をもたらす大きな役割を担ってい
る。

『環境持続性』
　四つ目は「環境」である。1992
年リオデジャネイロで開催された地
球サミット以来、環境と調和した持
続可能な社会 づくり（sustainable 
community）が国際社会のキーワー
ドとなっている。環境に対する配慮の
重要性については今更説明するまでも
ないが、日本の都市にとって大事なこ
とは、今この縮小する時代において、
縮小することを積極的に利用して、開
発圧力が高かったこれまで 20 世紀
型都市計画の時代にはできなかった、
都市と自然との共生というような、失
われつつある価値を再生する都市づく
りを目指すべきという考え方である。
　こうした都市づくりの考え方からは
幾つかの都市像やコンセプトが生まれ
ている。

　まず、「サステイナブルコミュニティ」
とよばれる持続可能な地域社会像が
ある。そこに生活する住民が生き甲
斐を持ち、将来への可能性を犠牲に
することなく、環境に負荷を与えず、
再生不能な資源を消費せずに、安心
かつ安全に生活できるコミュニティを
意味する。近代の都市づくりの反省の
もとに、資源の有限性や環境とのバラ
ンスに配慮し、より人に優しい、人々
が誇りに持てる都市開発やまちづくり
を目指している。その実現方策として、
建物への自然換気、緑化やパッシブ
ソーラーなど省資源システムの導入、
歩行、自転車、公共交通を優先した
脱自動車型の生活スタイルへの転換、
化石エネルギーに代わる太陽や風力
などの自然エネルギーの積極的な活
用、コンポストを初めとするコミュニテ
ィレベルでのリサイクルシステムの構
築、生態系の保全、等が提案されて
いる。「コンパクトシティ」とは、主に
欧州で発生した都市デザインの動きで
ある。激しい都市の郊外化が進み、
さらに大きく成長した複数の都市が連
単しながら成長し続けている先進国
の都市の状況に対して、移動のため
のエネルギーや空間の消費などその
将来における問題を指摘し、分散型
都市構造ではない集中型都市構造の
有用性を主張している。
　一方、低炭素や資源循環、環境負
荷の低減等の面で徹底的に配慮した
都市を「新たに」建設する取り組みと
して「エコシティ」という都市像があ
る。エコシティの特徴は主に三つあげ
られている。第一に、ハード・ソフト
両面での環境配慮型の都市であるこ
と。再生可能エネルギーや省エネル
ギーの技術の活用だけでなく、施設
の配置や機能の工夫により環境配慮

第1章　都市再生と新世代コミュニティ
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型の生活スタイルを追求すること。第
二に、最適なシステムを追求していく
こと。既存の都市では、思い切った
インフラ整備やルールづくりが難しく、
資源の循環利用等の障害となってい
る場合があるが、新たに開発する都
市の場合、最適な施設配置や新技術
の一斉導入など、個別の取り組みだ
けでは難しい効率的な取り組みが可
能である。第三に、地域内で多くの
機能が完結されていること。工業団
地やニュータウンのような居住地単体
の機能だけでなく、住宅、商業、産
業、公共施設等の機能のバランスの
取れた街をつくり、地産地消型の社
会の実現が目標となっている。もとも
とは、環境問題に配慮し、人間と自
然が共生する事を目指す都市像とし
て1993 年に国交省（当時建設省）が
開始した環境共生都市事業の中で提
唱されたものであるが、近年は環境
技術の発達とともに新市街地の建設
の際のコンセプトとして導入されつつ
ある。
　環境を切り口とする都市政策は
多 あ々るが、日本での最近の取り組み
では平成 22 年 6月18日に閣議決定
された新成長戦略において、21の国
家戦略プロジェクトの一つに「環境未
来都市」が位置づけられている。こ
こでは環境や超高齢化などの点天で
優れた成功事例を創出し、それを国
内外に普及展開することで、需要拡
大、雇用創出などが目指されている。
　更に、環境の持続可能性の問題を
経済成長の成熟という視点からとらえ
た考え方として「定常型社会」という
社会像がある。定常型社会とは経済
的成長を至上目的としない社会、す
なわちゼロ成長社会のことである。経
済成長の究極の源泉である需要その

ものが成熟ないし飽和状態に達しつ
つあること、高齢化ないし少子化と
いう動きと不可分のものとして人口そ
のものが 2007年をピ−クに減少に転
じていること、資源や自然環境の有
限性が自覚されるようになり経済活動
それ自体の持続性ということを考えて
も、経済の規模の定常性が要請され
るようになってきたこと、が定常型社
会を目指す背景にある。従って、定
常型社会とは「高齢化社会」と「親
環境型社会」というふたつを結びつ
ける社会像でもある。
　先進諸国などの成熟した社会にお
いて、環境持続性への配慮はすでに
共通の価値観となっているように思わ
れる。新世代コミュニティが街に対し
て環境持続性に配慮することはすで
に常態化しつつあると言って良いだろ
う。

■�新世代コミュニティがもたらすパ
ラダイムシフト

　バブル崩壊以降、我が国の各地で
「都市再生」のプロジェクトが行われ
た。民間による開発だけでなく公共
による周辺整備と連動したものも多か
った。ただ、多くのプロジェクトは街
をどう再生するかという実質的なシナ
リオを持たず、街のなかの「点」とし
ての敷地・街区の再開発や基盤整備
に力を入れすぎたように思われる。そ
こでは、敷地周辺との諸関係は十分
に考慮されず、事業採算性がことさら
大きな要件となり、結果として規模や
形態の最大化を優先的に考えたもが
出現している。
　我が国の従来型の都市開発、ある
いは国の主導する都市再生プロジェク
トは経済開発としての側面が強く、土
地の高度利用とインフラの普及に力点



25

をおいてきた。しかし新世代コミュニ
ティが求める都市再生まちづくりは、

「賑わい」「創造性」「多様性」「環境
持続性」というキーワードが示すとお
り従来型のものとは、二つの点におい
て大きく考え方を異にしている。
　一つは、「目標」に対する考え方、
つまり何を最大化したいのかという点
である。旧来型の都市再生プロジェ
クトによるまちづくりは、土地「所有」
に対するキャピタルゲインの最大化（容
積率緩和型の都市再生）、所与の土
地（敷地）に対して開発のボリューム

（延床等）を最大化することが最優先
であった。定常化社会に向かうこれ
からのまちづくりにおいて、新世代コ
ミュニティという土地所有にしばられ
ない新参者が求める価値は、その土
地（街）への共有を介して生まれる多
様な交流・交換（賑わい）の最大化
である。新世代コミュニティは土地の
所有ではなく土地の利用、つまり街を

「使う」ことで共有感を拡大していく。
環境持続性（かつ定常型社会）とい
う観点からもボリューム依存型の都市
開発でない方向性が求められている。
　もう一つは「街の土台」に対する
考え方である。旧来型の都市再生プ
ロジェクトによるまちづくりにおいて、
これまで、土地区画整理事業や街路
事業などにより道路等のインフラを
改良・充実することが、都市の再生
に必要だと考えていた。インフラが
街の土台をつくるという価値観があ
った。しかし、価値観が多様化する
中で、道路が広く便利だから建物が
立つ、という単純な図式で魅力ある
街ができているわけでないと多くの人
が気づくようになった。成熟社会・定
常化社会においては、成長を尺度と
する座標軸そのものが背後に退くとと

もに、各地域の風土的多様性や地域
性が再認識され、新しい価値や意味
をもって顕在化してくる。つまり、地
域性を育み、可視化する「エリア」と
いう場の存在が意味を持つようにな
る。ある種の都市的機能を担保する
インフラではなく、多様性、創造性、
街らしさを育む場として地域（エリア）
が注目されるのである。

　このように、都市生活者である新
世代コミュニティは、地権者や古い住
民によって構成される古い意味での
地縁的なコミュニティとは本質的に異
なる新参者のコミュニティである。従
って、新世代コミュニティによるまち
づくりは、土地の所有（地権）から得
られる果実ではなく、土地の利用か
ら得られる果実（交流、賑わい）を
求めていく。そうした果実をインフラ
ではなく、地域（エリア）から育成し
ていくのが新世代コミュニティによる
まちづくりである。

1‒2．都市再生における新世代
コミュニティのポジション

■まちづくりの「土台」と「目標」
　新世代コミュニティによるまちづくり
について理解を深めるため、1‒1 節の
最後に整理した旧来型の都市再生プ
ロジェクトとの違いという視点での２
つの価値観を軸に平面座標をつくり、
新世代コミュニティのまちづくりを概
念的にポジショニングしてみる。また、
位置づけを明確にするため都市再生
の様々な成功事例も同座標に位置づ
けを試みる。
　まず、横軸に「街の土台」に対す
る考え方をとり、縦軸にはまちづくり
の「目標」（何を最大化したいのか

第1章　都市再生と新世代コミュニティ
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という視点での目標）に対する考え
方をとる。ここでは、前者は「土台
＝basis」の頭文字をとって B 軸（あ
るいは「土台軸」）、後者は「目標＝
goal」の頭文字をとってG 軸（あるい
は「目標軸」）とよぶことにする。さ
らに、B 軸のマイナス側は従来型の
都市開発がもとめた「インフラ」を、
プラス側は新世代コミュニティが求め
る「エリア」を位置づける。一方、軸
のマイナス側は従来型の都市開発が
もとめた「ボリューム」を、プラス側
は新世代コミュニティが求める交流や
賑わいの源泉、つまり「テーマ」を位
置づける。このような整理のもとにで
きたのが図 1.1である。

■「エリア×テーマ」のまちづくり
　新世代コミュニティのまちづくりは
「エリア×テーマ」によって特徴づけ
られる第一象限にあると考えられる。
　新世代コミュニティにとって「テー
マ」は重要な属性である。例えばア
ートのようなテーマがエリアに顕在化

して、関連する活動に従事するクリエ
イターや、場合によっては企業とか役
所、あるいは市民としてそういうもの
をサポートする人が集まり、それが一
つの空間（エリア）を緩やかに形成し
ている。
　新世代コミュニティのまちづくりとし
ては、例えば国内首都圏では横浜馬
車道界隈（写真 1.1）や黄金町などの
界隈（写真 1.2）、あるいは東日本橋
のCentral East Tokyo（写真 1.3）と
よばれるエリア、中目黒の目黒川界隈
（写真 1.4）などがあげられる。中目
黒のまちづくりは、近年ボリュームの
ある超高層開発が駅前に 2 本完成し
ているが、駅前以外にはこうした開発
はみられず、街としての魅力は新世代
コミュニティが育むそのテーマ性やエ
リア性にあると考えられる。黄金町、
Central East Tokyo、中目黒等は、
空間的にはボリュームの大きなものを
作っているわけではなく、今あるもの
を使い回す既存建物のリノベーション
／コンバージョンによって（街のボリュ

写真 1.1　横浜馬車道界隈
（http ://machi - j iman.net/wp-content/
uploads/2010/10/kitanaka.jpg）

写真 1.3　Central East Tokyo エリア
（http://www.assos-pstokyo.com/img/cet_
img_003.jpg）

写真 1.2　黄金町界隈

写真 1.4　中目黒の目黒川界隈

テーマ（Ｇ軸）

ボリューム（Ｇ軸）

インフラ
（Ｂ軸）

エリア
（Ｂ軸）

新世代
コミュニティ
まちづくり

拠点から広がる
まちづくり

経済開発としての
都市再生 繁華街まちづくり

　図 1.1　新世代コミュニティまちづくりの位置づけ
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ームを変えず）、新たな活動が生まれ、
その集合体として街が変化している。
　一方、国外では例えば米国のダウン
タウン（中心市街地）において、再生
する中で生まれてきた多くの芸術地区

（art district）、歴史観光地区等がこ
れに該当する。

■�「テーマ×インフラ」のまちづくり
　座標の第二象限にあたるゾーンは

「テーマ×インフラ」によって特徴づ
けられる。インフラなどの基盤整備
や骨格となる都市空間整備がすでに
完了している場所でのソフト面に力点
をおいた交流や賑わいの促進等がこ
れに該当すると言える。
　青山学院大学のアスタジオ（写真
1.5）や横浜馬車道のBankArtなど
は「拠点」から街の活性化を図ろうと
するものである。場所としては街の中
の一個の点であるが、この場所で創
造的な活動を展開することによって、
今までその場所になかったテーマ（馬
車道の場合は文化芸術）を街の一帯
に広げている。ここでは街路や広場
など新規の基盤整備を行わず、既成
市街地の中に置かれた拠点の活動が
周辺に波及することが意図されてい
る。このような「拠点から広がる街づ
くり」がテーマ×インフラのまちづくり
の典型と言えよう。

■��「インフラ×ボリューム」のまち
づくり

　座標の第三象限にあたるゾーンは
「インフラ×ボリューム」によって特
徴づけられる。ここに該当するのは、
従来型の都市開発や国主導の経済対
策としての都市再生プロジェクト等で
ある。たとえば西新宿の超高層ビル
街（写真 1.6）がある。空洞化に悩む

地方都市においても（例えば岐阜市な
ど）、主要鉄道の駅前など区画整理
等によって街路や広場等を整備して
きたエリアでは、直近に超高層住宅
等開発や市街地再開発が行われてい
る。経済対策としてのみ行われた都
市開発の多くは、周辺市街地への「つ
ながり」や「広がり」に対する配慮に
欠いている。

■�「ボリューム×エリア」のまちづ
くり

　座標の第四象限にあたるゾーンは
「ボリューム×エリア」によって特徴づ
けられる。
　高ボリュームであることに起因
する都市的活動の集積（密度の
高さ）を強みとして、エリアとして
の魅力や特徴を強めていくような
街づくりがこれに該当すると言え
る。例えば東京ならば、新宿歌舞
伎町、渋谷、六本木（写真 1.7）な
どの繁華街が、地方都市ではその
都市最大の繁華街等がこれに類する。
夜のカルチャーによって周囲から差別
化されている場所が多く、そのエリア
名称自体がある種のブランドとなって
いる。計画的・協調的なまちづくりと
いうより、地権者・事業者による個々
活動の総体としてエリアが形成してい
る。
　一方で、これを計画的・組織的に
進めようとする動きとしては、日本橋
まちづくり（日本橋地域ルネッサンス
100 年計画委員会）、銀座まちづくり
（銀座まちづくり会議）などの繁華街
に見られる（写真 1.8）。高ボリューム
の開発を志向しているが、単体での
大規模開発を自由に行うのではなく、
エリアとしての価値を高めることを目
標にデザインガイドラインづくりやコン

第1章　都市再生と新世代コミュニティ

写真 1.6　東京西新宿の超高層ビル街
（http://www.area-zubari.com/wp-content/
uploads/2007/11/img_0569.JPG）

写真 1.7　東京の巨大繁華街の一つである六本
木界隈

写真 1.5　青山学院大学アスタジオ
（http://www.renkei.aoyama.ac.jp/common/
img/img_astudio.jpg）

写真 1.8　日本橋まちづくり
（http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/35/90/
ys_yoko068/folder/68933/img_68933_437
46151_2?1282040184）



28 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

セプトづくり等を行っている点が、従
来型の経済対策優先の都市再生と大
きく異なる。
　大手町・丸の内・有楽町地区（写真
1.9）については、東京駅前にある日
本の中心的なビジネスセンターという
立地もあって、ボリュームを最大化す
るいわゆる「マンハッタン計画」と呼
ばれるようなことを1980 年代や1990
年代には推進してきた。今もその延

長で大規模開発が徐々に進んでいる
が、近年はエリアで働くビジネスマン
等を主対象とするエコッツエリアの取
り組みなど、環境をテーマにしたまち
づくりを進め、環境配慮とのバランス
をとることでエリアの付加価値を高め
る方向に軸足が移っている。「ボリュ
ーム×エリア」から「エリア×テーマ」
のまちづくりに移行しつつあると言え
よう。

写真 1.9　大手町・丸の内・有楽町地区
（http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/33/9
f/7c7289445c684fa07c2dc4a25f4a395c.
jpg）
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2‒1．テーマの価値

■テーマを顕在化させるもの
　新世代コミュニティのまちづくりに
おいて「テーマ」となり得るものは何
だろうか。そのテーマは地域にどのよ
うな価値をもたらすのだろうか。
　新世代コミュニティは「街」をテー
マとするテーマコミュニティとしての属
性を持つ。テーマコミュニティという
側面では、場所にとらわれないコミュ
ニティである。しかしながら「街」と
いう場所と何らかのつながりをもった
存在である。テーマはそれを人々が
共有することによって顕在化すること
から、人々の認識に大きく依存した概
念である。従って、新世代コミュニテ
ィのまちづくりにおいて具体的にテー
マになり得るもの（テーマとして顕在
化し得るもの）は「街」という場所を
体験する中から実際に認識できるも
のだと考えられる。
　このように現実空間としての街を体
験する中でテーマを認識していくに
は、街の体験を概念化する「物語性

（ストーリー）」が求められる。例えば、
芸術地区などにおける「芸術」という
テーマは、その地区において芸術を
介して形成する何層ものコミュニティ
が存在し、来街者はその街（地区）
を訪れることで、ギャラリーで作品に
触れ、アトリエ等でのものづくりに加
わり、アーティストと出会い、その街

の歴史を聞く等しながら、その地域に
どのような芸術（や芸術家）がいかに
して根付いてきたのか、そのストーリ
ーを理解することになる。

■「物語性」としてのテーマ
　街での体験を「物語性（ストーリ
ー）」として概念化するには、その街
がある種の物語性をもって形成されて
きた市街地環境（生活環境）である
ことが必要となる。通常は、街の形
成過程が物語性を形成する過程とな
っている。
　例えば、その場所での体験と物語
性が一体的な空間の典型としてディズ
ニーランド（写真 2.1）、ハウステンボ
ス、USJ、などのテーマパークがある。
その先駆的な例であるディズニーラン
ドの成功は単なる遊園地ではなくディ
ズニーという物語を体験する（＝買う）
「大規模商業施設」としての成功にあ
った。環境に徹底的に物語性を付与
することで商品やサービスを情報に変
換し、潜在する需要を喚起した。
　このことを街の問題として考えるに
は、環境のテーマ化という行為（あ
る種の物語性をもって生活環境を構
築すること）を、文化やライフスタイ
ルの問題として考えることが必要であ
る。表層的にディズニーランドを倣い、
記号化されたテーマだけをちりばめ
た「テーマパーク都市」をつくっても、
そこには街としての魅力を感じないの
は多くの人が認めるところだろう。

第2章
テーマとエリアからの都市再生

写真 2.1　ディズニーランド：物語性を体験で
きる空間



30 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

　このことについて、橋爪（2002）に
よ る Mark Gottdiener（1996） の
著 書「The Theming of America: 
Dreams, Visions, and Commercial 
Spaces（図 2.1）」の分析と考察が面
白い。「The Theming of America」
は、近年の米国における日常的な環
境デザインの中に、巨大なショッピン
グモールやラスベガスのホテル群など
を例に、いかに「テーマパーク的な手
法」が多く採用されるようになったか
を論じたものである。ある時期から
米国の商業施設では、特定テーマ（大
西部、南海の楽園、古代文明、アラ
ビア風、等）を設定する環境造形が
主流となったが、この種のテーマ化さ
れた環境の存在そのものが、従来な
かったような象徴的な意味を日常の生
活に多少なりとも加えたとして、生活
スタイルにまで影響を与えていること
を指摘したものである。
　橋爪はGottdiener がこの著書の中
で、テーマパーク的な環境演出を「ビ
ジネス」や「マーケティング」の課題
に留まらず「文化」の問題として検討
する論点に発展させて分析した点を高
く評価している。その上で、日本にお
ける都市のテーマ化は、安易な流行
などで成し遂げるべきでなく、数十年
先の次世代に影響力を及ぼす新たな
文化創造だという認識のもと、文化と
経済に橋を架ける「公共性」を、そ
れぞれの都市毎に語ることが重要だ
と論じた。
　さらに橋爪は､ 物語性の演出とは
すなわち、その場に相応しい時間消
費の有り様を示すこと、すなわち新し
いライフスタイルの提案も含んでいる
べきだと考察し、都市のテーマ化と
は、施設の整備やソフトに物語を援
用すれば、それで事足りるものではな

く、都市文化を既存の枠組みから解
き放ち、都市を「ライフスタイル創造
の場」と改めること、あるいはビジタ
ーの立場から言えば「ライフスタイル
発見の場」とすることが重要と論じて
いる。
　また、同じく橋爪（2002）はテー
マ性のある街の例として「歴史的環
境を保存した地区（写真 2.2）」をと
りあげて、物語性について次のように
考察している。すなわち、「歴史的環
境」とはいわば「参照する環境」で
ある。つまり、復元された過去の風
景と、普段生活している街との距離
を測ることで、私たちは自らの日常を
相対化することができる。歴史的環
境に身を置くことは、自らの生活環境
のありようについて、ひいては自分自
身の生活習慣や生き様について考え
る、格好の契機になっている。生活
空間を対象化する装置と見なすことに
よってはじめて、偽物と本物の狭間に
ある「歴史的環境」の本質を理解す
ることができるのではないかと論じて
いる。そこで何かに気づくこと、でき
れば自己を再発見することこそが重要
だと論じている。歴史的な地区は「か
つて」の環境をそのままに保存・再現
した「本物の街」であるはずなのに、
その土地に暮らす人は、生活感がない
「偽物の街」としか評価しない、しか
し初めて訪れた若者にとっては、（街
のリアリティの如何はどうでもよく）そ
こは単に「学習の場」なのである。
このことから、物語性とは本物と偽
物の狭間にあるものであり、気づきや
自己の再発見をもたらすものであるこ
とが重要だと指摘している。
　街の物語性を高めるには､ 例えば
生活様式に根ざした「時間」との組
み合わせが効果的であることは良く

図 2.1　The Theming of America

写真 2.2　歴史的環境を保存した地区（例：金
沢の東茶屋街）
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知られている。初詣、花見の名所、
夕涼みの名所、紅葉の名所など季節
という時の限定によって名所となり得
ている。夜景の綺麗な場所、深夜の
エンターテイメント空間、これらは特
定の時間だけ、物語性が立ち現れる。
生活文化とのつながりが重要である。
例えば、ケビンリンチ風の地域イメー
ジ調査や建築指導による景観コントロ
ールを行っている街があったとする。
だが記号化し、要素に分解して処理
する作業は一般解を抽出しやすいが、
土地に根ざした生活文化からは遙か
に遠い答えを誘導するだろう。そこか
らは、誰もが理解でき、大多数の人
が心地よいと思える様な、中途半端な

「物語性」しか生まれない。

2‒2．エリアの価値

■エリアを顕在化させるもの
　新世代コミュニティはどのような「エ
リア」に形成するのだろうか。新世代
コミュニティが形成するエリアには何
が求められるのだろうか。
　新世代コミュニティは、土地ではな
く、ある「空間」を街として共有して
いる。この「街」を抽出する概念の
一つが「エリア」である。例えば不動
産業界には「敷地に価値なし、エリ
アに価値あり」という考え方があると
される。エリアの抽出には「スケール
感」が必要である。ここでいうエリア
とは徒歩５分圏内、半径 200 ｍの円
の範囲のことで、この範囲がエリアと
しての特徴を持てる限界と考えられて
いる。実際にテナントは不動産を選ぶ
とき、敷地ではなくエリアを選ぶ。敷
地の中だけでは幾ら頑張っても得ら
れない価値というものがエリアにはあ
る。

　ある街に新世代コミュニティが形
成しているということは、当該エリア
と他エリアとの差異が、当該エリアの
「固有性」として認識されているため
と考えられる。エリアの価値もエリア
の「固有性」をもたらす要素の一つと
考えられる。

■「ブランド」としてのエリア
　このような固有性を説明する概念
に「ブランド」という概念がある。そ
もそもブランドとは、ある財・サービ
スを、他の同カテゴリーの財やサービ
スと区別するためのあらゆる概念であ
る。米国の経営学者、マーケティン
グの第一人者であるフィリップ・コトラ
ー（2006）はブランドを「個別の売り
手または売り手集団の製品やサービ
スを識別させ、競合する売り手の製
品やサービスと区別するための名称、
言葉、記号、シンボル、デザイン、あ
るいはこれらの組み合わせであり、
買い手に対して特定の特徴、ベネフィ
ット、サービスを継続して提供すると
いう売り手による約束の印」として説
明している。当該財サービスと消費
者の接触点で接する当該財サービス
のあらゆる角度からの情報と、それら
を伝達するメディア特性、消費者の
経験、意思思想なども加味され、結
果として消費者の中で当該財サービ
スに対して出来上がるイメージ総体と
して説明される。ブランドは消費者に
心象的イメージを想起させるものであ
り、製品やサービスに付加価値を加
えることができる。従来はマーケティ
ング（マーケティング・コミュニケーシ
ョン）の世界の用語であったものが、
近年は地域（エリア）自体やその名称
にもブランド概念を当てはめるように
なり、そこから「エリアブランド」「地

第2章　テーマとエリアからの都市再生
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域ブランド」といった用語も生まれて
きた。
　地域ブランド（＝エリアブランド）
とは、地域を主に経済的な側面から
捉えたときの、生活者が認識するさ
まざまな地域イメージの総体として説
明される。特産品や観光地など実体
のあるものばかりではなく、“食べ物
がおいしいそう”とか “ 海がきれい”
などのイメージを連想させる地名や地
形その他無形の資産も地域ブランド
に含むことがある。地域ブランドとし
て代表的なのは、特定の地域で産出
される野菜や果物・魚や肉などの生
鮮特産品やそうした特産の素材や伝
統の技術を活かして製造される加工
食品等の商品、あるいは、特定の地
域で提供される温泉地やリゾート地な
どのサービスのブランドである。この
ようなブランドとしては、地域名と商
品・サービス名が結びついたブランド
ネームが典型である。
　矢野（2007）によると、エリアブ
ランドは観光資源、特産品（地域食
品、伝統工芸品など）、生活資源（快
適な生活をおくることのできる周辺の
自然環境など）と結びついた「個別
ブランド」の構築に支えられている。
ブランドの開発は「意味の開発」で
ある。成功しているブランドは、多く
の事項を消費者に連想させる。それ
ゆえ、消費者は成功したエリアブラン
ドから、当該産地の農水産物、加工
品、景勝地、商業地などに関するイ
メージを次々連想する。これらは、当
該地域から発信される様々な情報を、
消費者が感情や概念を伴いながら一
連の意味として捉える要素になってい
る。この「意味の開発」を豊かなも
のにし、当該地域へ訪れることを消
費者に促す役割をエリアブランドとそ

れを支える下位層にあるブランドが持
っているとされる。 
　電通 abic project 編（2009）の地
域ブランドマネジメント論は、地域ブ
ランドの価値構造について分析してい
る。すなわち地域ブランドの価値構
造とは、イメージ的要素の観念価値
と感覚価値、物理的要素の便宜価値
と基本価値という4つの価値（以下）
から形成する。ブランドの価値構造に
はイメージ的視点と物理的視点、つま
りソフトとハードの両側面がある。

＜エリアのブランドを形成する４つの
価値＞
（1）観念価値……歴史性：歴史的背

景や地区形成のシナリオ
（2）感覚価値……視覚性：集積する

特定の商業店舗・施設間におけ
る視認性

（3）便宜価値……地形的特徴：山や
海、河川などの地理的配置

（4）基本価値……建物等：存在する
特定の商業店舗・施設の集積

　ブランドのもとになるイメージ的要
素と物理的要素の関係について、福
井・篠原による「グレイン論」を用い
た都市イメージの分析研究が興味深
い。これは、特定のイメージ形成に
寄与する共通の属性を持った施設や
要素をグレイン（粒）と呼び、グレイ
ンの密度や分布に着目してまちのイメ
ージを分析する議論である。「グレイ
ン論に基づく街路の下町イメージに関
する研究」においては、都市のイメー
ジはどのような条件で形成されるかと
いう問題意識に基づき、グレイン論
を用いて「下町らしい」イメージを感
じさせる街路の条件を定量的に明ら
かにすることを試みている。具体的に
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はまず下町に関する文献調査によって
「下町イメージ」を形成する要因とし
て （1）生活感が感じられること、（2） 
住民の連帯感が感じられること、（3） 
歴史性が感じられることの3点を示し
た。その上で街路画像の露出実験に
基づき、下町イメージの形成に寄与す
る要素である「下町グレイン」として
植木、看板、格子窓など 23 種類を
示した。さらに下町イメージの評価と
下町グレインの定量的な関係を分析し
た結果、下町イメージの評価が、 下町
グレイン数を街路面積で割ったグレイ
ン密度とほぼ線形関係にあることを示
している。

2‒3．テーマとエリアを結ぶもの

　前 2 節では、新世代コミュニティの
まちづくりには「テーマ」と「エリア」
という各概念が必要であり、テーマ
を顕在化させるには街の体験を概念
化する「物語性（ストーリー）」が、エ
リアを顕在化させるにはエリアの固有
性を認識させる「ブランド」がそれぞ
れ重要であることを確認した。本章
の最後に､ テーマとエリアを結びつけ
るにはどのような視点があるか、幾つ
かの新世代コミュニティまちづくりを
通じて俯瞰したい。

■地域資源を活かすストーリー
　テーマとエリアを結びつけるところ
に成立している活動としては、テーマ
性とエリア性を核心にして街の再活性
化に取り組む活動の一つである「コミ
ュニティ・ビジネス」が挙げられる。
　我が国コミュニティビジネスの第一
人者である細内信孝（2010）による
と、コミュニティビジネスとは、地域
の問題解決を目的とした住民主体の

地域密着型ビジネスである。多くは、
地域のニーズに気づいた住民やグルー
プがその解決のために自発的に起業
したものである。地域の問題や課題
に対してビジネスとしての解決を試み
る。利益追求が主目的ではないので
規模もあまり大きくならないし、極端
に儲かることはないが、比較的小規
模であるからリスクも最小限に抑えら
れる。一定収入が得られるため構成
員にとっても無理なく長期的に続ける
ことが可能である。「営利第一」のビ
ジネスと「無償奉仕」のボランティア
の中間に位置し、行政の提供するサ
ービスとも異なる位置づけを持つ。初
動期には自治体による意識的な業務
のアウトソーシングや雇用開発や企業
支援などが求められるが、行政や企
業が受け持っていた業務のうち、地
域に密着した小規模な部分をコミュ
ニティ・ビジネスが受け持つことによ
り、行政や企業のアウトソーシングが
進み、全体的に社会コストや環境負
荷を引き下げるなど、合理的で能率
良く小回りのきく組織が再編成される
のが特徴である。地域の雇用が促進
され、地域の中で賃金やサービスが
循環し始めると、地域内で経済活動
が活性化するので、地域力が向上し、
自立的な地域社会に貢献することが
できる。
　これまで都市においては、多くの
地域社会における個人は、地域から
遠く離れた企業等に就業の場を持ち、
地域との関係は希薄だった。個人の
能力や経験が地域にいかなる貢献が
可能なのか、試す機会はなかった。
個人は地域社会から乖離し、帰属意
識を失っていった。これに対してコミ
ュニティビジネスでは、個人が地域と
の関わりを取り戻す中で、地域におけ
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る様 な々役割や仕事を見いだすことに
よって、個人も地域も豊かになってい
く。「自らの活動可能な範囲」として
地域を再認識することになり、地域に
眠る様々な資源の発掘と活用が、地
域における多様な活動の創出につな
がり、多元的なライフスタイルの創出
につながる。
　テーマコミュニティとしてのNPOな
ども、自ずと「地域」と深く関わる領
域を活動内容とするようになってきて
いる。ここに、テーマとエリアの交点
がある。
　コミュニティ・ビジネスにとって「テ
ーマ」とはビジネステーマそのもので
ある。「エリア」はビジネスが密着す
る「地域」そのものということになる。
従って、コミュニティ・ビジネスにおい
てテーマとエリアが結びつける核とな
るのは、ビジネスチャンスをもたらす
「地域資源」である。地域資源とは、
自分の暮らす地域に存在する特徴的
なもので、まちづくりに利用可能なも
のの総称である（表 2.1）。人間の生
活や産業など暮らしの諸活動のため
に利用可能なものであり、近年の地
域活性化、まちづくり、ご当地商品ブ
ームなどにおいてその重要性が広く認
識されるに至っている。
　まちづくりにおいて地域資源には固
有性が求められる。その物の固有性
を活かすことが、他地域に真似ので
きない活動を生むことになる。また、
地域資源を活用することで、地域ら
しさのある街づくりが可能になる。そ
のためには地域らしさを消費しない
こと、地域らしさを育てる（強めてい
く）まちづくりが必要になる。地域資
源は身の回りにある資源という点にお
いて、市民が親しみを持てる、まちづ
くりへの参加意欲を高める、参加の

ハードルを下げる、価値を共有しやす
いといった導入メリットがある。また、
地域が育んだ資源は地域のために還
元するという考え方に理解が得られや
すく、地域のための街づくり活動に展
開しやすいメリットもあると考えられ
る。
　補足的ではあるが、「テーマ」と「エ
リア」を結ぶ活動としてコミュニティ・
ビジネスを活用しようとする考え方に、
「テーマコミュニティの森」（タイセイ
総合研究所＋細内信孝、ぎょうせい
2002）という提案がある。これは、
個人の豊かさこそ都市創造の基本で
あるという視点から、個人の豊かさの
実現ー個人と地域とのダイレクトな関
係の再構築と地域における多様性、
透明性を創造することで、地域社会
の基礎としてのエコシステムの再構築
とトータルな社会コストの効率化がも
たらされるという考え方のもとに、地
域資源を基盤とした「地縁コミュニテ
ィ」と情報化社会の情報資源を基盤
とした「好縁コミュニティ」（※本研究
の「テーマコミュニティ」とほぼ同義）
とのリエゾンによる新たな共同知にも
とづくコミュニティとしての「テーマコ
ミュニティ」を地域において多数創造
し、それらが連鎖（ネットワーク）す
ることによって新たな都市を生み出し
ていこうという提案である。この提案
の中では「テーマコミュニティ」とい
う語を、特定の地域・場所に結びつ
いたテーマ型のコミュニティのような
意味合いで使用しており、一般的な
意味でのテーマコミュニティとは異な
る点において分かり難さがあるが、あ
る地域とつながりをもったテーマ型コ
ミュニティの連鎖的集積として都市を
再生していこうというストーリーは明
快に描かれており、テーマとエリア（地

資源の例 項目

建物資源
使われていない建物、コミ
ュニティが利用する施設

（公民館など）

歴史的資源
古い蔵や町家、歴史的な石
垣、古い樹木、藩政期の町
割、など

文化的資源 文化財（建物等）、など
風景・景観
資源

街並み、山並み、眺望、な
ど

土地・空間
資源 空地、未利用地

自然資源 樹木・森林・緑地、水・河川、
特徴的な地形、など

その他
（広義）

特産品（→ブランド牛や魚、
米など）、人的資源（有名人、
作家等）

表 2.1　
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域）に着目したまちづくりの一つの姿
を描いていると言える。個人の豊かさ
というものが地域を構成する大切な要
素であり、個人が豊かさを感じるに
は、個人の存在が社会に認められ、
安心で安全な暮らしが実現できること
が大切である。そのために透明性が
高く、自らの影響度・貢献度を感じる
ことができる地域社会の創造が必要
なのである。

■テーマを用いたエリアのブランド化
　あるエリアにテーマコミュニティが
形成し、さらにそのエリアがブランド
化されているようなケースの典型例に
中目黒の目黒川沿いのリノベーション
店舗群がある。
　中目黒には 2010 年調査で約 100
件のリノベーション店舗が存在してい
る。中目黒の周辺には代官山や恵比
寿等の賑わいある街があり、その賑
わいから派生して当時地価の安かっ
た中目黒に店舗が進出してきたと考
えられている。用途地域が準工業地
域であり、町工場や住宅が混在して
いる。新たな店舗の事業者は建物を
改修し、そのまま活用してショップや
飲食店などを出店しているケースが多
い。看板のない店舗、発見しづらい
場所にある店舗、など一風変わった
店舗が目黒川沿いの市街地には数多
い。駅南の目黒銀座商店街にも新し
い店舗が進出する。新しい店舗の変
化が激しい反面、昔ながらの店舗は
老舗として長く残り、新旧の両者が混
在した街となっているのが中目黒の魅
力である。
　中目黒はアクセスの良さ、自然の豊
かさ、若い経営者が挑戦しやすい街、
芸能人に人気の街、などの性格を持
ち東京ウォーカー誌による「2011年・

住みたい街ランキング」では第７位に
ランクインしている。現在は公示地価
では隣接する代官山と並ぶほど価格
が上昇するなど、その人気が数字にも
裏付けられている。
　中目黒は東横線沿いという立地条
件に特徴づけられ、多くのデザイナ
ーやカメラマン、クリエイターが住む
といわれる。いわゆるカフェの集積も
多い。中目黒におけるカフェ集積の始
まりは「オーガニックカフェ」だとされ
る。地元完全密着型の新しいスタイ
ルのカフェとしてオーガニックカフェは
1998 年に中目黒にオープンした。も
ともとは家具屋だったが、オーナーが
こだわりの家具を利用したカフェに業
種転換したことからスタートした。そ
の当時、カフェといえば青山、表参
道など地下鉄でもアクセスしやすい場
所に見られたフレンチスタイルのカフェ
が主流であった。それに対してオーガ
ニックカフェは私鉄沿線、代官山の
外れにある中目黒、という街のフリン
ジに立地していた。しかしこの差別
化戦略があたり、高感度なクリエイタ
ーたちのたまり場になっていった。中
目黒には１９９８年以前からクリエイ
ターは暮らしていたが、カフェが彼ら
の「たまり場」として顕在化したのは
オーガニックカフェの存在によるとこ
ろが大きい。
　クリエイターが集うテーマコミュニテ
ィの存在を可視化しているのがカフェ
の存在だ。そのカフェが中目黒に集
中し、中目黒エリアのブランド化に一
役買っている。

■コンテンツとエリアのプロデュース
　CET（セントラルイースト東京）と
いうエリアがある。もとは東京神田、
裏日本橋の問屋街であるが、2003 年



36 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

から2010 年の毎年秋に開催している
空きスペースを活用したアートイベント
をきっかけに、シェアハウス、クリエ
イティブオフィス、ギャラリー、カフェ
等がまちに進出し始めた。さらにはこ
れらが集積し、ＣＥＴエリアという名
前で呼ばれるエリアが誕生した。
　CET エリアは CasaBRUTUS や
BRUTUSなどメディアでも取り上げ
られるようになり、このエリア内にＣ
ＥＴの影響ででてきた店舗が 2010 年
で 55 軒、2011年では 80 軒近くある
と言われている。また、益子焼の販
売店が東京１号店を出店する際、渋
谷や表参道周辺ではなく、このエリア
に出店したというエピソードもある。
　再開発による新しい建物にしろ、
既存の建物にしろ、建物のデザイン
は重要だが、それだけでなく建物の
コンテンツが極めて重要で、まちを変
える力を持っていることをCETエリ
アは示している。コンテンツの一番の
中心は人である。初期段階にどういっ
た人を呼び込むことができるかで、ま
ちの性格は大きく左右される。コンテ
ンツが面白く、つまったまちを作るに
は、人を集め動かすことができる人を
何人か呼び集めることが一つの決め
手になると考えられる。
　CETは民間だけ（補助金無し）で
取り組んだプロジェクトであり、街の
変化にはスピード感があった。活性
化を目指すまちづくりにおいては、民
間の力でスピーディーに物事を進める
ことは重要だと思われる。民間の力
であっても､ 地元住民や商店街、不
動産オーナーたちが多様に加わるこ
とで、パブリックな活動となる。これ
に新世代コミュニティが関わることで、
パブリックさがさらに増すことになる。
　CETエリア内では現代版の「家守」

とよばれる活動が展開されている。
家守とは江戸時代にあった不在地主
の土地建物の管理や、そこから出る
糞尿を周辺の農家に売ること等で生
計をたてていた職業で、最盛期には
1,600 程ある町に対し、20,657 名の
家守がいたと言われている。
　CETエリアにおいては民間主導で
まちを変えていくため、３つのアプロ
ーチが行われた。一つ目はエリアをプ
ロデュース、マネジメントするまちづく
りチームの設置。エリアマネジメント
だけでは既存のものを効率的に管理
するだけというイメージに捕らわれが
ちである。まちづくりにイノベーション
を作り出し変化をもたらす、また再投
資の方針をコントロールするために、
エリアをプロデュースする組織がもう
けられた。二つ目は、エリアヴィジョ
ンやまちづくりのガイドラインを作るこ
と。三つ目は、ガイドラインを実現す
るアクションプログラムの作成。この
アクションプログラムの素早い実行が
街を魅力的に変えていくもとになる。
プロジェクトでは「何のために」、「い
かに」、「何をするか」を考えることが
重要である。「何のために」がないた
だの建替えプロジェクトではエリアが
衰退したままである。
　「何のために」をエリア価値向上と
位置づけることによって、「テーマ」と
「エリア」を結びつけるまちづくりが可
能になると考えられる。CETのケー
スから、エリア価値向上には単体プ
ロジェクトの採算性とそれらが連続し
ていくプロジェクトを実現していくこと
が重要であることがわかる。「何のた
めに」はまちづくりの報告性を示すも
のであり、それがエリア内のコンテン
ツを物語化する文脈を提供することに
なる。
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第3章
新世代コミュニティの空間
（米国ダウンタウンのテーマ・ディストリクトから）

3‒1．米国ダウンタウンの再生

　テーマとエリアが結びつくときに、
どのような街が生まれるのか。一つ
には、米国のダウンタウン（＝中心市
街地）再生の中で形成している「テー
マ・ディストリクト（Theme District、
テーマ地区）」にイメージを求めるこ
とができる。テーマ・ディストリクトと
は、土地利用や空間利用、建物の外
観などにある種の共通性が見られる
ことによって周辺の市街地から差別化
されているようなエリアのことである。
例えば日本においては、高円寺が「古
着屋の街」、下北沢が「劇場の街」と
いうように、街そのものがテーマと強
く結びついてブランド化している場合
がこれに該当する。
　米国では都市再生に向けてのまち
づくり的な取り組みの中から、こうし
たテーマ・ディストリクトが多数生ま
れてきた。本章では米国のダウンタウ
ン（中心市街地）に形成したテーマ・
ディストリクトを題材に、テーマとエリ
アをつなぐ新世代コミュニティのまち
づくりによって形成した場の特徴を分
析する。

■ダウンタウン再開発とは何か
　米国ダウンタウンのテーマ・ディスト
リクトの空間を形づくるのは「再開発
プロジェクト」である。但し、ここで
言う「再開発（redevelopment）」と

は修復や改修等も含む広義の意味に
とらえている点には注意が必要だ。
再開発を狭義に理解するならば、そ
れは都市再開発事業を指すと考えら
れる。しかし、米国ダウンタウンで行
われている都市づくりの取り組みと成
果は多様であり、狭義の解釈による
再開発だけに注目しては、ダウンタウ
ン再開発の本質に近づくことができな
い。
　米国の国際経済開発会議（IEDC）
が著した米国経済開発庁認定マニュ
アル「不動産開発および再活用」に
は、広義の解釈として「再開発とは前
に開発された不動産をより高度利用、
より生産性の高い利用に開発すること
である。（中略）再開発とは不動産の
復興（rehabilitation）を含む広範囲
な活動をカバーする。復興とは、既
存の物的構造体、特に歴史的価値を
有する不動産の維持管理及び再利用
を含む」とある。本章でもこの定義
を用いることにする。

■ダウンタウン再開発の背景
　米国におけるダウンタウン再開発の
背景には1920 年代から始まる都市の
「郊外化」とその裏返しとしての都心
の「空洞化」現象がある。郊外化の
進展には 3 つの要因が指摘されてい
る。
　第一に急速なモータリゼーション。
自動車所有の大衆化と第二次世界大
戦後に始まった州間高速道路の建設
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は、モータリゼーションを加速した。
その結果、商業集積は郊外や幹線道
路沿いへと移動し、列車に依存する
必要がなくなった工業も郊外へと転出
した。
　第二に新規住宅需要の拡大。ベ
ビーブームと退役軍人による住宅需
要を背景に、郊外戸建て住宅の整備
とその取得を促進する優遇制度の創
設が郊外住宅地の整備を促進した。
1940 年代には、多くの大都市で都心
部の平均家賃が郊外のそれを下回る
か、同程度の水準にまでなっていた。
1950—1960 年の間、大半の大都市
のダウンタウンで 10％前後の人口減
少、郊外でそれを遙かにしのぐ人口
増加を経験したのだった。
　第三に北部・西部の工業都市で、
黒人、移民、若者など新来者の都心
への大量流入。それまで都心に暮ら
していた中産階級の白人達の多くは
新来者を避けて都心から郊外へと移
動し、それがまた産業を郊外へと移
動させた。南部黒人の「大移動」と
大量の移民を背景に、都心部には黒
人等少数民族で占められるスラム地
域が発生したといわれている。

■ダウンタウン再開発の目的
　ダウンタウン再開発の目的は、空洞
化によって引き起こされた二つの問題
への対応であった。
　第一に自治体の税収減。収入の大
半を都心部の財産税に依存する地方
自治体の財政は危機に瀕した。例え
ばメリーランド州ボルチモアでは、市
の郊外（市域の外側）に位置する環
状幹線道路沿いにオフィスや商業が
流出し、これが自治体の税収減に直
結した。そこで、ダウンタウンにおけ
る不動産の価値向上を図りたい地元

ビジネスリーダー達と、地価の高い中
心部から安定した税収を確保したい
自治体との思惑が一致して、公共と
民間の協働体制の下で同エリアの再
開発が計画されることになったと言わ
れている。自治体とビジネスリーダー
達によるダウンタウン開発の最大の目
的は空洞化した土地の有効活用・資
産価値の向上（＋税収増）にあった。
　第二に、ダウンタウンの深刻な荒廃
（blight）。空洞化した都心には郊外
に移住できない貧困層だけが残され
た。維持管理されない老朽化した建
物、平面駐車場が一面に広がり、火
災や犯罪等の温床となっていた。
　ダウンタウンの荒廃という点に関し
ては、連邦政府の主導した「アーバン
リニューアル政策」について触れてお
く必要がある。多くの都市でアーバン
リニューアル政策がダウンタウンの空
洞化を更に深刻にさせたという批判
は根強い。アーバンリニューアル政策
とは連邦都市再開発事業による都市
改造である。連邦都市再開発事業と
は、1949 年連邦住宅法修正によって
導入された、いわゆるスラムクリアラ
ンスを促進する仕組みである。補助
事業の受け皿となる主体として都市
再開発公社あるいは都市再開発局を
設立し、州法によって荒廃した土地
の収用・造成・民間への売却の権限
を認めて大量の連邦補助を適用する。
再開発公社・再開発局が主体となっ
て再開発事業を実施するのである。
　問題は、同事業においては、取り
壊しの決まった建物に暮らす住民は
市内の他所に移住させられる点にあ
る。再開発は計画範囲に含まれる地
権者を１人ずつ説得する必要があり長
い年月を要したため、住民の退去に
は建物毎に時間差があった。そのた
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め、再開発の着手から完了までの長
い時間、計画対象地は人の気配がほ
とんどないエリアになってしまった。
当然周辺の店舗等は成り立つはずも
なく、コミュニティも成立しなくなって
しまう。また、再開発後には殺風景
な空地に囲まれただけの大規模なオ
フィスタワーが出現し、街路を中心と
する生活者のための都市空間は完全
に喪失してしまった。オフィスのみの
再開発は必ずしも都心に賑わいをも
たらさず、夜間は無人のエリアだけを
出現させ、ダウンタウンの空洞化をよ
り深刻にしてしまったのである。

■荒廃したダウンタウンの空間特性
　荒廃したダウンタウンの一般的な空
間特性を見てみよう。18〜19 世紀に
成立したダウンタウンの空間構造は、
20 世紀中頃の再開発を始める以前ま
で大規模な改造を経験していないた
め、バージェス（1923）がシカゴ都市
圏の土地利用分析からモデル化した
ような、中心業務地区から郊外に向
かって都市的土地利用の密度が徐々
に薄くなっていく同心円状の構造とし
て理解できる。
①中心業務地区
　同心円状の空間は中心部と周辺部
に分けることができる。まず中心部
には中心業務地区（CBD）がある。
CBDとは、米国の都市が居留地か
らオフィス・商業・政府機能の密集
するビジネス拠点へと成長したことに
より生成した領域である。マーフィー

（1972）が全米の 9 大都市を対象に
1954 年に行った調査によると平均し
て約 75％程度の床が業務と商業によ
って利用されている 。つまりCBDと
は大部分が業務機能（金融、官庁等）
と商業機能（店舗、サービス等）によ

って構成された場所として特徴づけら
れる。
　しかし、商業機能はその後の郊外
との競争に破れてゆく。一方で業務
機能についてはアーバンランド協会が
1985 年に 28 大都市圏を対象に行っ
た調査によると、全ての都市が 1930
年代頃から約 20 〜 30 年間は高層オ
フィスが建設されない時代を経験し
た。1929 年の大恐慌を発端として
1930 年代に多くの企業倒産が続き、
オフィス開発が途絶えてしまったため
だ。
　一般に米国のオフィスビルはA、B、
C の 3クラスに格付けされる。立地
が良く設備等クオリティの高いビルは
クラスA、5 年以上の修繕等がなさ
れずクオリティの低くなったビルがクラ
スB、さらに現代的な設備を持たず
1940 年以前に建設され老朽化して競
争力をほとんど持たないオフィスビル
はクラスCに格付けされる。一般に
クラスBはクラスAより賃料が平均
して約 20%下がり、クラスCはクラ
スBおよびAのオフィスに対して競争
力を持ち得ない。つまり、空洞化して
1930 年代には成長が止まった CBD
の建物は著しく資産価値が下落して
おり、これが再開発の動機付けにな
ったのである。
②遷移的な領域
　一方、CBD 周辺には CBDよりも
土地利用の密度が低い「遷移的な
領域」が広がる。ここにはCBD 内
のビジネス機能と関連が深いが、地
価の高い CBDには立地できない機
能が集積していたとされる。フォード
（1994）は、遷移的な領域を「同化し
ていく領域（zone of assimilation）」
と「 放 棄 さ れ た 領 域（zone of 
discard）」に大別している。前者は

第3章　新世代コミュニティの空間
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裕福層が暮らす住宅、店舗、教会等
が立地した良好な近隣界隈によって
特徴づけられるが、後者は古い工場
や倉庫、古いホテルやオフィス、古い
劇場などの商業建物等で特徴づけら
れ、再開発の主対象として認識され
ている 。放棄された領域は、使われ
ない古い建物が多数残る「滅びた建
物群（Lost Buildings）」と広大な空
き地と化している「滅びた空地（Lost 
Space）」とに分けることができる。
　「滅びた建物群」の例としては、旧
居留地に形成されたスキッド・ロウ
（Skid Row）と呼ばれるドヤ街、格
付けの低いオフィスビル、老朽化した
商業ビル、使われない工場や倉庫、
使われない駅舎、市役所、博物館、
市場等の公共的な建築がある。滅び
た建物群の中には、歴史的に価値の
高い建築も含まれ、連邦政府や自治
体政府による歴史地区またはランドマ
ーク建築の指定を受けて修復保全・
活用が図られる。意匠的に優れた公
共建築だけでなく、スキッド・ロウや
産業遺産である工場・倉庫が面的に
残る場合もこれに該当している。しか
し、建物の資産価値が低く使われな
いまま放置されていることから再開発
が望まれた。
　一方、「滅びた空地」 には、鉄道
操車場跡地、ウォーターフロントの工
場跡地、フリーウェイ高架下の未利
用地、建物撤去後の青空駐車場、米
軍施設跡地等がある。広大な未利用
地で幹線道路へのアクセスが便利と
いう点において開発可能性はあるが、
広大すぎるために生かし切れないこと
と既成市街地の空間的・社会的な非
連続性を生じていることが問題とされ
再開発が望まれた。遷移的な領域に
は高速幹線道路（フリーウェイ・ルー

プ）や鉄道などの広域交通インフラ
用地が整備されている。広域交通網
の外側には低所得層向けの住宅地が
広がり、この「内側」が一般的には
ダウンタウンと見なされている。

■�ダウンタウンにおける 3つの空
間変化

　再開発プロジェクトはダウンタウン
にどのような空間変化をもたらしたの
か。まず、再開発による米国ダウンタ
ウンの再生は次の 3 つの現象を通じ
て確認できる。
　第一に、ビジネス街としての再生。
ビジネスセンターの象徴であったオフ
ィス街には新たな超高層オフィスや、
現代的なオフィス空間に加えてオフィ
スビジネス機能を補完するような飲食
店舗やホテル等を備えた複合開発が
出現した。超高層オフィス開発ブーム
の背景には 1980 年代に起きた都市
開発分野での規制緩和など民活化の
存在がある。自治体財政の悪化と企
業による経済活動の拡大志向を受け
て連邦政府がとった各種の公共サー
ビスに対する市場原理の拡張と導入
の結果、1980 年代からダウンタウン
再開発のプロジェクトは民間投資に依
存するようになった。
　一方、オフィスビジネスと並んでダ
ウンタウンの柱となるビジネスであっ
た商業は、大半が郊外との競争に負
けて壊滅的な状況になったが、幾つ
かのダウンタウンではメインストリート
沿いの既存の大型店舗に並んで「ダ
ウンタウン型のショッピングモール」
を整備し、中心業務地区の商業を再
生させている。
　第二に、都心観光の創出。以前の
ダウンタウンには見られなかったよう
な、文化、スポーツ、アミューズメン
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トなどのエンターテイメント空間が出
現し、多くの観光客を引きつけるよう
になった。都心観光の創出は大きく
分けると、大規模集客施設の開発、
歴史資源の修復活用、ダウンタウンの
マーケティング、ウォーターフロント再
開発という４つの取り組みの中から生
まれてきた。1980 年代には民活化が
是とされ、補助金が削減される中で
いかにして再開発プロジェクトを実現
させるかが課題になり都市間競争の
時代へと突入した。ダウンタウンでは
オフィスビジネスだけに頼らず、新し
い産業を育成することが課題とされ、
そのために各地でダウンタウンの新し
い経済開発基盤として、また地域の
中心地としての格付けを取り戻すため
に「都心観光」がダウンタウン再開発
の戦略として掲げられた。
　第三に、都心居住の拡大。歴史的
環境を保全して高級感の漂う伝統的
な集合住宅、天井の高い倉庫を転用
したロフト付き住宅、眺望のよい水際
のタウンハウス等々、ダウンタウンに
おける住宅の多様なオプションが新た
に出現し、高齢者から若い世代まで
多世代の住まい方をダウンタウンが受
け入れるようになった。都心居住は、
古い倉庫など未利用の業務用建物の
住宅転用、古い住宅界隈の再生、ウ
ォーターフロントにおける新しい住宅
地の開発という３つのアプローチによ
って拡大した。
　発端となったのは 1970 年代頃
の「都心回帰運動（back to the city 
movement）」である。ダウンタウンの

「滅びた建築群」として放置されてい
た古い倉庫等が居住空間として注目
され、居住者が徐々にダウンタウンへ
と戻り始めた。全米各地で都心居住
の傾向が顕在化するのは 1990 年代

である。1990 年代後半になると、長
期金利の低下もあって、従来からの
住宅購入層だけでなくシニア層や若
年層も住宅を求めるようになり、古い
倉庫地区や川沿いの工場跡地におい
て民間による住宅開発圧力が高まっ
ていった。

■ダウンタウンの断片化
　こうした 3 つの現象によるダウンタ
ウンの変化は、米国都市のポストモダ
ン化と同時期に進んでいる。ポストモ
ダン化する米国都市についてはエド
ワード・ソージャ（1995）やシャロン・
ズーキン（1988）など様々な論者によ
る議論があるが、概ね共通するのは
都市の「断片化」に関する指摘であ
る。ここで言う都市の断片化とは「ダ
ウンタウンの断片化」とほぼ同義だと
考えて良い。ダウンタウンにおける機
能と空間の変化はダウンタウンの断片
化をもたらしたということである。断
片化の議論では、ダウンタウンを「テ
ーマパーク」に喩える論調が目立つ。
例えば、建築家のマイケル・ソルキン
（1992）は、歴史等からデザインを記
号化して引用した建築空間によって周
辺から差別化された地区がダウンタウ
ンの都市空間を特徴づけていると指
摘し、ダウンタウン全体をディズニー
ランドのようなテーマパーク空間に見
立てた。テーマパークという言葉には、
来街者の消費を喚起するための表層
的な部分において都市を特徴づけて
いる印象がある。しかし、一歩引い
てダウンタウンを見るとそこはビジネス
の場があり居住の場も生まれ、決し
て消費の空間だけに特化していない
ことがわかる。
　この点を踏まえて現代のダウンタウ
ンの空間的特徴を論じたのが都市地



42 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

理学者のラリー・フォード（2003）で
ある。フォードは 1990 年代末頃に全
米の主要な16 都市におけるダウンタ
ウンの整備実態を調査した結果、「ほ
とんど全てのダウンタウンは、かつて
はビジネスセンターがつくるコア領域
とそれを囲む領域という同心円構造
で認識されていたが、現在は各々が
独特の性格を持つ 5 〜10 の地区に
分かれている」として、そこには共通
して、金融地区、商業地区、倉庫地
区、スポーツ地区、高級住宅街、同
一民族の暮らす界隈、エンターテイメ
ント地区、劇場地区、博物館・アート
ギャラリーによる文化地区、ホテル及
びコンベンションセンター地区が出現
していると指摘した。ダウンタウンに
生成したこのような地区をフォードは
「テーマ地区（Theme district）」と呼
んでいる。フォードの解釈に従うなら
ば、テーマ地区とは、空間的あるい
は機能的に特定のテーマを有する建
物が集積することで生成した周辺と
は異なる面的領域と考えることができ
る。
　このように、再開発プロジェクトは
テーマ地区の形成を通じてダウンタウ
ンの断片化をもたらしたと理解するこ
とができる。断片化には二つの意味
があると考えられる。一つは、複数
の異なるテーマ地区の出現によるダウ

ンタウンの断片化、もう一つは再開発
の進んだエリアと空洞化したまま取り
残されたエリアの断片化である。
　テーマ地区は再開発プロジェクトの
集積の結果としてダウンタウン内に形
成した。ダウンタウン内で行われる再
開発プロジェクトは各都市でほぼ共通
し、表 3.1のようなプロジェクトが行わ
れている。

3‒2．個性的なエリアとテーマ
地区

　テーマ地区を拡張した概念として
「個性的なエリア」という領域概念が
ある。個性的なエリアとは、テーマ地
区が重層化した区域である。例えば、
ニューヨークのソーホー地区の場合
は、「倉庫の修復転用によって出現し
たギャラリー群」や「ロフト付き住宅」
の集積エリアであり、そこで展開され
る「新しい消費およびファッショナブ
ルなライフスタイル」がエリアの性格
をより明確にさせている。言い換える
と一つのエリアに「倉庫地区」「ギャ
ラリー地区」「高級住宅地区」「店舗
地区」など複数のテーマ地区が重な
り共存して現在のソーホー地区を形成
している（写真 3.1）。このように、個
性的なエリアとは複数のテーマ地区
が集積したエリアとして理解すること
ができる。複数のテーマ地区がほと
んど重なり合っている場合もあれば、
大きくずれる場合も考えられる。
　米国の都市地理学者 Larry Ford
（2003）によると、テーマ地区には多
くの種類がある。ダウンタウンで行わ
れる再開発プロジェクトは、通常は場
所特性を読み込んで行われる。つま
り、目的に即して有利な場所に立地

表 3.1　米国ダウンタウン内で行われた再開発プロジェクト

分類 構成要素

オフィス系 超高層オフィス開発、オフィス・商業・ホテル・住宅などの複合開
発

商業系 デパート、ダウンタウンモール、商店街の歩行者モール化、フェス
ティバル・マーケット・プレイス

集客施設系
スポーツ施設（スタジアム、アリーナ等）、文化施設（博物館、劇場等）、
コンベンション施設（ホテル、コンベンションホール、展示ホール）、
その他のアトラクション（アミューズメントパーク、マリーナ等）

居住系 ロフト住宅、コンドミニアム、賃貸住宅、高層住宅

歴史保全系 ランドマーク建築保全（駅舎、劇場、等）、ドヤ街の修復保全、倉
庫地区の修復保全、産業遺産の修復保全、近隣住宅地の修復保全

インフラ整備系 高速道路の高架撤去、河川沿いの公共空間整備

写真 3.1　ニューヨーク・ソーホー地区
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   表 3.2　テーマ地区の類型と特徴 

類型 特徴 再開発プロジェクト例

中心業務型

オフィスや商業など古くからダウンタウンに立
地していた用途が比較的高密度に集積すること
で、周辺とは異なる性格を生み出している。
一般的には、中心業務地区の内側、ダウンタウ
ンの中心的な通り（メインストリート）の界隈
に立地する。

超高層オフィス、オフィス＋
ホテル＋商業等の複合開発、
ダウンタウンモール、歩行者
モール、等

歴史的環境型

古い建物等による歴史的環境を面的に保全する
ことで、周辺とは異なる性格を生み出している。
歴史的環境が観光資源として集客の要素となっ
ている。あるいは文化的資源として居住地の風
格を高めている。
一般的には、中心業務地区の外側に立地する。

「滅びた建物群」が地区を形成する要素になっ
ている。

フェスティバル・マーケット・
プレイス、古い劇場の保全、
倉庫群の保全、駅舎・産業遺
産の保全、倉庫群の保全、伝
統的住宅の保全、ドヤ街の保
全

面的開発型

大規模な低未利用地の面的な再開発を行うこと
で周辺と異なる性格を生み出している。面的な
再開発によって、ビジネスや観光のための集客
拠点が生まれている。あるいは、新たな居住者
のための生活拠点が生まれている。
一般的には、中心業務地区の外側に立地する。
フリーウェイランプからのアクセスに優れる場
所、ウォーターフロント等の開放的な場所に立
地することが多い。

スタジアム、アリーナ、コン
ベンションホール、ホテル、
博物館、アミューズメント施
設、水際の住宅開発、等

しようとする。こうした再開発プロジ
ェクトがテーマ地区を形成していると
考えれば、テーマ地区にはダウンタウ
ンの空間特性に即した 3 つの類型が
存在することになる（表 3.2）。各再開
発プロジェクトとダウンタウン再生を
示す三つの現象との関係を踏まえれ
ば、各類型には次の特徴があること
がわかる（図 3.1）。まず、中心業務
型は「ビジネス街としての再生」「都
心観光の創出」を目的とした再開発
がテーマ地区を形成している。但し、
都心観光といっても中心業務地区に
おける商業観光のためのテーマ地区
と考えられる。一方で、歴史的環境
型と新規開発型はともに「都心観光
の創出」と「都心居住の拡大」を目
的とした再開発がテーマ地区を形成し
ている。但し、前者は「滅びた建物
群」を利用した歴史的な環境をテー
マに反映させ、後者は「滅びた空地」
だからこそ可能な大規模な再開発が
地区のテーマを骨格づけている。
　新世代コミュニティのまちづくりに
求められる「テーマ」と「エリア」の

二つに着目してみると、テーマ地区を
構成している「テーマ」は「ビジネス
街としての再生」「都心観光の創出」
「都心居住の拡大」という３つの取り
組みの中から生まれ、一方のテーマ
地区を構成する「エリア」については
「中心業務地区」「滅びた建物群」「滅
びた空地」という異なる場所性がも
たらしていると見ることができる。

3‒3. 典型的なテーマ地区

　以上のような再生のまちづくりから、
ダウンタウンにはどのようなテーマ地
区が形成したのか。幾つかの典型的
なものを概観する。

■中心業務型のテーマ地区
①超高層オフィス地区
　中心業務地区の中央付近に超高層
オフィスが林立したスカイライン（ス
カイスクレイパー）が地区を特徴づ
けている。超高層のオフィスは 1900
年代初頭に誕生した建築形態では
あるが、中心業務地区に林立する
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図 3.1　類型別に見るテーマ地区の例

ようになったのは 1960 年代後半か
ら1980 年代である。30 大都市圏で
は、1960 年から1984 年の間に、約
1300 本の新しいオフィスビルが建設
された。この数は、1960 年以前に
建設されたオフィスビルの総数を上回
り、1980 年代前半には 1970 年代の
２倍のオフィスビルが建設されたと言
われる 。1970 年代までは、市及び
公社が土地を取得してクリアランスし、
民間デベロッパーがこれを安く購入し
て開発する方式が通常であった。し
かし、1980 年代のレーガン政権によ
る都市開発の民活化政策により、政
府の主な役割が「土地造成」だけで
なく、開発容積の割り増しなどインセ
ンティブゾーニングやUDAG（Urban 
Development Action Grant；都市開
発包括補助金）等の公共と民間のパ
ートナーシップを前提とした補助金制
度へとシフトした。その結果として、
超高層オフィスの建設が促進され、
超高層オフィス開発が中心業務地区

の特に中央付近に林立した結果、周
辺エリアと比べて際だって高いスカイ
スクレイパーの景観を持つ地区が形成
された。
②ダウンタウンモール地区
　ダウンタウン内に郊外と対抗できる
ショッピングモールが整備されたこと
によって形成されたのがダウンタウン
モール地区である。ダウンタウン型シ
ョッピングモールの開発に合わせてビ
ジネス客や買い物客向けの歩行者空
間が整備され、通り沿いには店舗が
並んで賑わいを形成し、これが地区
としての一体感を演出する要素となっ
ている点が特徴である。整備のポイ
ントは郊外のショッピングモールとの
差別化や利便性向上のための工夫が
行われているかどうかにある。超高層
オフィスとホテルとの複合型再開発を
行うケース、歴史的建造物をモール
の一部に組み込むケース（写真 3.2）
など、ダウンタウンならではの環境を
生かしたデザインによる差別化が行

写真 3.2　ダウンタウンモール地区（インディ
アナポリス）
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われている。
③中心商店地区
　古くからダウンタウンに存在する中
心商店街が再活性化して生まれたの
が中心商店地区である。商店街として
の一体感を作るために二つのタイプの
歩行者空間を整備している。一つは
歩行者モールである。1960 〜 1970
年代に 200 以上の都市における主要
なショッピングストリートにおいて整
備が行われたと言われる。歩行者モ
ールの整備は街路空間の改修として
行われるため、連邦都市再開発事業
と異なり民間の土地・建物の収用と
居住者の強制移転をする必要がない。
したがって、比較的安いコストで商業
環境が改善できることから自治体の
ダウンタウン商業活性化策の一手とし
て重宝された。バス交通だけを許し
ているミネアポリスのニコレットモー
ルが有名である（写真 3.3）。歩行者
モールの整備は、商業の客足を増や
すこと以上に、商業地区の活力と賑
わいのあるイメージを形成する効果が
大きいと言われている。
　もう一つの歩行者空間整備は上空
レベルに歩行者専用通路をつくるス
カイウェイである。オフィスおよび商
業の建物群を面的にネットワークさせ
ることで歩行移動時の利便性を高め
る。ミネアポリス（写真 3.3）ではス
カイウェイ沿いに多数の店舗が多数
並ぶため、中心商店街としての一体
感が強く表れている。

■歴史的環境型のテーマ地区
①フェスティバル・マーケット・プ
レイス地区
　フェスティバル・マーケット・プレイ
スの整備によって形成されたのがフェ
スティバル・マーケット・プレイス地区

である。フェスティバル・マーケット・
プレイスとは、使われなくなった大
型の歴史的建造物に飲食店を中心と
する専門店を配置し、建物内外では
イベント等の催しで来客を楽しませて
くれる歴史的雰囲気とエンターテイメ
ント性の強い商業空間のことである。
1970 年代から1980 年代に全米に広
まった。ダウンタウンに賑わいを取り
戻すという点において最も成功した再
開発の一つであろう。店舗はエンター
テイメントと飲食を中心に、基幹店を
置かず、専門店の集積によって構成
されている。外部と内部の空間は連
続的で市場のような空間形態を持ち、
これが地区としての賑わいを生み出す
要因となっている。建物全体として建
築等のつくる歴史的な雰囲気が重視
され、これが周辺にも配慮されてい
る。成功例としては、ボストンの古い
市場を修復転用したクインシーマーケ
ット（写真 3.4）が有名である。
②劇場地区
　主として 1920 年代頃に出現したダ
ウンタウン内の古い劇場街において、
客数の減少等から劇場の閉鎖・取り
壊し等が進められていた。その劇場
の保存修復をきっかけとして地区全体
の歴史的な雰囲気の保全的整備が行
われたことから形成されたのが劇場
地区である。全体が街並み観光も楽
しめるような文化およびエンターテイ
メントの地区として再生している。例
えば、ミネアポリスのヘネピン通り（写
真 3.5）は地区の一帯が市および連
邦の歴史地区に指定されて、劇場群
の修復と周辺の歴史的環境の保全的
整備が行われている。周辺に交響楽
団・オペラ・バレー・現代演劇の劇団
等の活動拠点となる舞台芸術センタ
ーを整備する場合や、周囲に小規模

写真 3.4　フェスティバル・マーケット・プレ
イス地区（ボストン）

写真 3.5　ヘネピン通りの劇場地区（ミネアポ
リス）

写真 3.3　中心商店街の歩行者モール（ミネア
ポリス）
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なギャラリーやミュージアムショップ
等の店舗が集積している場合もあり、
これらがダウンタウンの文化的な拠点
を形成している。
　また、閉鎖された個々の劇場の修
復・運営には大規模な資金調達能力
を有する必要があるため、一般に地
元企業家、民間の財団、市の開発公
社等がこの役割を担い、地区全体の
計画も手がけることが多い。例えば、
バークレーのアジソン通り沿いでは、
市とダウンタウン・バークレー協会が
中心となって「芸術地区」の計画を
策定した。計画実現のため市は 500
万ドル（約 5 億円）で街路整備を実
施し、民間が 3000 万ドル（約 3000
万円）の開発投資を行った。
③歴史的観光地区
　ダウンタウン内で最も古いエリアや
産業遺産など歴史文化的価値の高い
建物が残るエリアにおいて街並み整
備を進めることによって形成されたの
が歴史的観光地区である。かつては
老朽化して使い道のない建物の集積
と見られていた「滅びた建物群」に対
して、デベロッパーがその商業利用の
価値に気づき、全米の同様な界隈で
修復転用（アダプティブリユース）が
進められたことが地区の形成に拍車
をかけた。
　そのダウンタウンの起源となった歴
史地区や産業遺産を保全活用した地
区等が主に形成している。これらの
地区では、全体の歴史的雰囲気の維
持が観光資源としての必要条件とな
るため地区内外のデザイン・コントロ
ールが重要な課題となっている。例
えば、サンアントニオのアラモ地区（写
真 3.6）は当時の建物やサインのデザ
インに基づく徹底的なデザイン・コン
トロールを行っている。ただし、歴史

的な街並みを残すことと、観光地とし
ての店舗から生まれるデザインとはし
ばしば相容れないところがあり、歴史
的な地区としての真正性が問題となる
場合もある。
④倉庫地区
　古い倉庫を改修してロフト空間を設
けた「ロフト付き住宅」が出現し、都
心居住の受け皿として定着していく中
で形成されたのが倉庫地区である（写
真 3.7）。これらのロフト付き住宅で
は、天井高に余裕がある倉庫としての
空間特性を生かし、キッチンやリビン
グのあるフロアの上部に寝室等をロフ
トとして設けている。一方で、倉庫と
しての外観には歴史的価値を見出し
て保全している。都市社会学者ロバ
ータ・グラッツ（1999）は、全米の主
要なダウンタウンに存在する古い倉庫
街で、取り壊しを免れた倉庫群が店
舗やロフト付き住宅等に修復され、地
区の全体が再活性化する現象を報告
している。こうした現象はニューヨー
クのソーホー地区が先駆けとなって全
米に広まったことから「ソーホー症候
群（SoHo Syndrome）」と呼ばれる。
1960 年代前半にロフト付き住宅で暮
らす人は僅か数千人だったが、1970
年代の後半には全米で約五万人に急
増したと言われている。
⑤芸術地区
　滅びた建物群として放置されてい
た建物は賃料が安かったため、芸術
家が創作活動と居住の場として利用
するケースが増加し、幾つかのダウン
タウンでは芸術家のコミュニティが生
まれていった。芸術家のコミュニティ
が呼び水となって、ギャラリー、芸術
専門学校、芸術の支援組織、画材店
などの関連施設等が集積したのが芸
術地区である。芸術地区では、地区

写真 3.7　倉庫地区（フィラデルフィア）

写真 3.6　歴史的観光地区（サンアントニオ）
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内に芸術家達のパブリックアートが配
置され、芸術関連のイベントを開催
するなど芸術関連の活動が地区の個
性を生み出している。セントポールの
ロウアータウン地区では、古い倉庫の
改修によってロフト空間を設けて居住
スペースを確保し、メインフロアには
スタジオやアトリエ等の創作スペース
を設けた「リブ・ワーク型」の芸術家
専用住宅（写真 3.8）が複数登場し、
これが芸術地区の拠点となっている。
⑥歴史的住宅地区
　もともとは中低所得層の暮らしてい
た住宅界隈が、歴史的環境の保全さ
れた住宅地として再生したのが歴史
的住宅地区である。家賃上昇に伴っ
て高所得層の居住する界隈へと転換

（ジェントリフィケーション）する中で、
高級住宅地区として形成された。20
世紀の前半までは労働者の居住区だ
った地区かイタリアやドイツなど外国
人の旧居留地区において多数見られ
る。歴史地区として、その都市の形
成期から現在まで歴史物語を引き継
いでおり、既存の住宅界隈が有する
歴史的環境を生かすことで魅力的な
住宅開発地区を形成している。ボスト
ンのイタリア人街であるノースエンド地
区（写真 3.9）は、旧外国人居留地
が住宅界隈として再生している例であ
る。

■新規開発型のテーマ地区
①コンベンション施設地区
　ダウンタウンのビジネスセンター機
能の強化を目的とするコンベンション
ホール整備によって形成されたのがコ
ンベンション地区である。ダウンタウ
ンはレストランやホテルが近いという
点でコンベンションホールの整備に有
利である。1980 年代末までに 331施

設が、1995 年までには434 施設がダ
ウンタウン内に整備されている。ただ
し、核施設となるコンベンションホー
ルについては周辺市街地へのインパク
トを考慮して、大規模な壁面の分節、
周辺建物と軒線の揃えや外壁素材の
揃え、通り抜け通路の整備など、周
辺との調和が工夫されている。サンア
ントニオ（写真 3.10）では、リバーウ
ォークがコンベンションセンターの一
部を通過するデザインとなって周辺と
の連続性を生み出している。
②スポーツ施設地区
　郊外に転出していたプロスポーツの
メジャーリーグチーム（アメフトNFL、
野球 MLB、バスケNBA、アイスホ
ッケーNHL）の本拠地となるスポー
ツ施設が、ダウンタウンに戻ってくる
ことによって形成されたのがスポーツ
地区である。トレーシーとジョナサン
（2000）の調査によると、過去 30 年
の間にいずれのメジャーリーグもチー
ム数を増加させ、その大半がダウンタ
ウン内に本拠地を置いている。メジャ
ーリーグチームの本拠地になるという
ことは、スポーツ観戦と周辺観光等
が生み出す消費（＝経済的側面）と
ステータス（＝心理的側面）の二つを
その都市にもたらしてくれる。そのた
め、全米の多くの都市がチームの獲
得競争を繰り広げた。
　1990 年代以降に整備されたスポー
ツ施設では、既存市街地との調和を
図るデザインが追求されている。先駆
けとなったのは、1992 年にボルチモ
アのダウンタウンに完成したオリオー
ルズ・パークである（写真 3.11）。旧
鉄道操車場（カムデン・ヤード）の跡
地再開発によって生まれた当スタジア
ムでは、旧駅舎の建物が修復されて
店舗および博物館に活用されている。

写真 3.10　コンベンション施設地区（サンア
ントニオ）

写真 3.11　スポーツ施設地区（ボルチモア）

写真 3.9　歴史的住居地区（ボストン）

写真 3.8　芸術地区にあるリブワーク型の倉庫
（セントポール）
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線路沿いの巨大な倉庫は観戦できる
貸し切り部屋と、球団事務所および
店舗に転用された。新しいスタジアム
の外観は倉庫や駅舎にあわせてレト
ロな意匠を採用している。
③文化地区
　1980 年代から都心観光が注目さ
れる中で、文化的施設の整備をダウ
ンタウン内に集中したことから形成さ
れたのが文化地区である。好んで整
備された施設には、水族館、科学博
物館、歴史博物館、図書館、情報セ
ンター、交通博物館、アートギャラリ
ー、舞台芸術センター、産業博物館、
船舶博物館、子供博物館等がある。
ダウンタウンのイメージを改善させる
こと、地区全体として文化的なイメー
ジを形成することが地区整備のポイン
トになっている。シンシナティの文化
地区に整備された現代美術館は、周
辺の街並みと連続感をつくることで地
区の文化的な雰囲気を強めている（写
真 3.12）。
④エンターテイメント地区
　それまで郊外の開発に用いられて
いたカジノやシネコン等の娯楽施設
が、1990 年代に入ってダウンタウン
に整備されるようになったことから形
成されたのがエンターテイメント地区
である。娯楽施設には店舗やレストラ
ンを複合させて一体的な都市環境が
つくられ、場合によっては隣接するス
ポーツ施設や文化施設との空間的な
関連づけを行うなど、エンターテイメ
ント機能をひとまとまりの地区としてパ
ッケージ化する整備が行われている。
エンターテイメント地区は、ウォータ
ーフロント（海・湖・河川）に整備さ
れることが多い。多くのダウンタウン
は水際に立地しており港湾関連産業
を有していたが、産業の転換によって

関連用地が未利用となった。そこで、
水際を観光資源として一般市民に開
放するために再開発が行われた。特
に1980 年代以降の民活化政策の中
で、民間資本によるエンターテイメン
ト施設やホテル、レストラン等の商業
的利用が進められた。プロビデンス
では鉄道ヤード跡地の再開発に併せ
てダウンタウン沿いの河川位置を付け
替え、発生した空地を用いて水を囲む
ようにホテルやショッピングモール等
の開発が行われている（写真 3.13）。
⑤ウォーターフロント住宅地区
　1980 年代頃からの都心居住需要
を受けて、中高所得層向けの新しい
集合住宅がウォーターフロントに集中
的に整備されるようになったことで形
成されたのがウォーターフロント住宅
地区である。ダウンタウン内の大規
模な空地での集合住宅開発としては、
アーバンリニューアルの時代にスラム
クリアランスによって低所得層向けの
公営住宅を整備したケースもあるが、
これらは魅力的な住環境を提供して
いると言えるものが少ない。これに対
して、1980 年代頃からウォーターフロ
ントの大規模空地が集合住宅の開発
地として注目されるようになったのは、
大規模空地の確保が可能というだけ
でなく、立地上の特性から水への眺
望が得られ、親水性の高い公園を併
設することで、質の高い屋外環境を
持った魅力的な住宅地区の計画が可
能になったことも理由であった。イン
ディアナポリスの運河地区では、運河
沿いに公園が整備され、水際の歩行
者空間に沿って多様なタイプの低層集
合住宅が並んで、親水性の高い住宅
地区を形成している。
　ウォーターフロント住宅地区は、工
場跡地などのため比較的まとまった土

写真 3.13　エンターテイメント施設地区（プ
ロビデンス）

写真 3.12　文化地区（シンシナティ）
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　図 3.2　米国主要都市の位置

地が確保しやすい等の利点がある一
方で、汚染可能性のある工場跡地（ブ
ラウンフィールド）に建設される場合
が多いため、事業化に際しては、事
業資金の確保と事業の市場性、法律
面での信頼性、汚染に関する情報、
開発時間についての不確実性といっ
た問題がつきまとう。

3‒4．日本のまちづくりへの視点

■個性的なエリアをつくる意義
　個性的なエリアをつくることは、テ
ーマ地区の重層化した市街地へとダウ
ンタウンを転換することに他ならない。
多様なテーマ地区を抱える「新しいダ
ウンタウン」とオフィスおよび中心商
業に頼る「古いダウンタウン」の最大
の違いは、経済・社会環境の変化に
対するリダンダンシーが増大している
点にある。
　仮にオフィス地区の活気が低迷して
も、観光地区や住宅地区が活気を維
持できれば、ダウンタウン全体として
の活力が失われることはない。ウォー
ターフロントにある集客施設地区の活

気が低迷しても、倉庫地区の集客が
維持できれば、ダウンタウン全体とし
ての集客が完全に失われることがな
い。多様なテーマ地区の集積したダウ
ンタウンに転換したことで、経済や社
会など外的環境の変化によってダウン
タウン全体としての活力を失うリスク
が減少したと考えられる。半世紀に
およぶダウンタウン再開発の取り組み
は、1つでも活力を維持した地区があ
れば、そこから再び連鎖的にダウンタ
ウンが活力を取り戻せることを実証し
た。多数の個性的な地区を包含する
ダウンタウンは、多様な外的変化に耐
え、そこから再活性化する蘇生力を
備えた「強いダウンタウン」だと言え
る。

■「断片化」への対応
　日本の地方都市における中心市街
地における施策や活動実態について
考えると、米国ダウンタウン同様に我
が国の中心市街地も少なからず断片
化が進行すると思われる。たとえば、
中心市街地活性化基本計画の扱う中
心市街地の範囲が広すぎたため、事
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業化範囲についてはモデル地区や重
点地区等に絞り込みをかける傾向が
多くの都市で見られる。都市再生整
備計画等の対象範囲も広く設定され
る傾向にあり、同様の選択と集中が
予想される。また、歩行者にとっての
利便性を作ることが中心市街地のアド
バンテージの一つになることが広く認
識されつつあり、集客拠点や生活拠
点等から歩行回遊できる地区の範囲
が整備等の計画対象となっているケ
ースもある。都心観光の戦略や歩い
て暮らせるまちづくり等の施策もこれ
を後押ししている。加えて、中心市街
地活性化のための地元民間による組

織的な活動は、具体的課題が共有で
きる旧都心や商店街あるいは旧町名
といった地区の単位で結束する傾向
が強い。地区ごとの個性、やる気や
議論の成熟度の違いが、結果として
地区の単位で見えてくる。
　こうした取り組みは、中心市街地
を断片化（計画対象としての地区を顕
在化）させる。この趨勢を中心市街
地空間の再編機会と認識するならば、
顕在化した地区を個性的なエリアに
転換するための計画的で能動的な対
応が行政や街づくり組織には求めら
れよう。
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第4章
エリアを個性化する新生代コミュ
ニティまちづくり

4‒1．系を再生するまちづくり

　本章では、新世代コミュニティを育
成するためのまちづくりの手法につい
て、理論的な整理と事例分析を通じ
て考える。コミュニティというものを
抽出・記述するための方法論は社会
学を始め様々な試みがなされてきた
が、その全体像を把握することは難
しい。コミュニティとは生態系のよう
なものと考えることができる。生態系
は複雑であるため、それを再活性化
するには、個々の生物への直接のア
プローチだけでなく、生物の育つ環
境を整えることが重要になる。本章
ではこのような視点から、新世代コミ
ュニティに対する直接的なアプローチ
だけでなく、新世代コミュニティを育
む空間や新世代コミュニティの育成に
関わりをもつ街づくり組織などについ
ても考えていく。

■動的に都市空間を制御していくこと
　まず都市の再生から考える。都市
は多様な秩序と無秩序が複雑に入り
交じった存在だと思われるが、今そ
こにある現実の都市空間というのは、
その秩序・無秩序の諸々が色々ある
にせよとにかく統合され、ひとつのか
たちをなしたものである。都市空間
の背後には、建物やインフラの仕組
み、自然体系や生態系、文化や風習、
諸々の社会的制度、表裏の社会的関

係など、異なる秩序に従うさまざまな
「系」がある。テーマコミュニティも一
つの系と言える。それらがさまざまな
スケールで何層にも重なり相互に動的
に関係した結果として今の都市空間
が成立している。
　アメリカの造園学者、イアン・マク
ハーグ氏はわれわれを取り巻く環境
を自然と社会の総和として考え、諸
条件をレイヤーとして重ね合わせるオ
ーバーレイ手法によって都市をモデル
化して見せた。そのような認識に立て
ば、都市空間をつくるということは、
ある「系」をレイヤーのように可視化
し、「系」内の整合性と「系」間の
調整を図りつつ、つまりそれら複数の
「系」を有機的に関連付けながら、ひ
とつの空間に統合することだと理解
できる。しかし、全体を可視化できる
「系」は（物理的なシステムや制度な
どに）限られているから、実際には
系の不可視部分の変動を許容する動
的なプログラムと合わせて、動的に都
市空間を制御していくことになる。そ
して、このように動的に都市空間を統
合・制御する行為がすなわちアーバン
デザインである。

■「系」を再生する3つのアプローチ
　縮小する地方都市に目を向けると、
既存のさまざまな「系」が断片化、
縮退し、失われつつあることがわか
る。従って、地方都市の再生にあた
っては、まずこの「系」をいかに再生
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するかが問題となる。「系」の再生に
は 3 つのアプローチが有効であろう。
　ひとつは、地域資源を有機的に紡
ぐことによる、新たな「系」の創造。
地方都市の現場において地域資源に
着目した取り組みが地域の再生に有
効であることは既に多く指摘されてい
る。地域資源は空き家や空き地、食
材や自然、人材、文化などさまざまな
要素が潜在的な地域資源である。要
はその価値を発見し、新たな系として
の有機的な関連づけができるかどう
かである。
　例えば各地に広がっているエコツー
リズムは（2008 年に施行されたエコ
ツーリズム推進法の後押しもあって）、
自然環境、文化・歴史などの地域資
源を観光の対象にしながら、その持
続可能性を考慮したツーリズムを展開
している。ここでは、観光対象となる
資源がさらに宿泊や食などの地域資
源と結びついてひとつの系を形成して
いる。地方都市の再生には「地域性」
そのものの再生という側面がある。
地域性は計画者や設計者が外から与
えるようなものではなく内発的なもの
であり、従って地域に眠る資源をいか
に活用できるかが鍵になってくるとい
うわけだ。
　次に、既存の「系」の編集である。
断片化・脆弱化した系を再点検し、
将来性の観点から地域資源の関係を
再構築し、イノベーションと共に新し
い「系」を創造していくこと。
　例えば、米国のフィラデルフィアで
は、縮小する中で市内に発生した無
数の未利用地をどうするかが積年の
課題となっているが、自然領域の増
強、水循環の促進（雨水流出抑制）、
食問題の改善（コミュニティガーデン）
というこれまで別々に扱われていた 3

つのテーマを「未利用地の緑化利用」
という観点から結び付け、市の総合
計 画（Citywide Vision Philadelphia 
2035）を通じて、未利用地を空間資
源として有機的に関連付けた新たな
系に育てようとしている（写真 4.1）。
　最後に、「系」の広がりを市街地
の限られたエリアに誘導するなどの、
「系」の集中化である。例えば、商店
街のコンパクト化の議論はこれにあた
る。多様な「系」のつくる各エリアの
集合体として都市を再構築する手法
は､ 実は米国にある空洞化した中心
市街地（ダウンタウン）の多くが再生
するために進めてきた手法でもある。
　例えば、米国の中心市街地の一角
（多くは倉庫街）には、空洞化から立
ち直る中で、クリエイターの活動する
アトリエやスタジオ、住居、アート関
連店舗、カフェなどの飲食店舗など
が集まる「アートディストリクト」が形
成したケースが幾つもある。中心市
街地で活動をしていたアーティストた
ちと、街の外れにある捨てられた倉
庫群が結び付いて、そこに店舗や住
居が乗っかって新しい系（新しいコミ
ュニティ）が形成したのだ。こうした
アートディストリクトは発端は自然発
生的であっても、市民に認知されてい
るようなエリアには必ずそのエリアの
みを対象に何らかの計画的な介入が
あって系を育てている。

■「街らしさ」を育む空間形成の戦略
　縮小する地方都市が、その都市空
間に現れる「街らしさ」を維持・再生
していくためには、都市空間の形成
に際して 3 つの基本的な戦略を必要
とするだろう。
　第一に、土地の所有区分で単純に
空間を区切らず、多様な利用に開か

写真 4.1　コミュニティガーデン（フィラデル
フィア市）
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れた都市空間を形成すること。交流
人口や来客数の増加による「賑わい」
の創出がしばしば都市再生の目標の
ひとつに掲げられる。人の集まる「賑
わい」に街らしさを感じるのは人の密
集度合いによるものではなく、その場
所が多様な人に開かれていることを感
じさせるからである。単純に数を増や
せばよいのではなく、その開かれた
状況をいかにつくり出すかが都市空
間形成の課題となる。例えば街路空
間であれば、人が歩きたくなり（過度
の密集は逆効果）、多様な土地利用
がならび、民地から街路への滲み出
しがあり、地元の住民だけでなく来
街者とも自然と顔を合わせるような空
間だ。
　具体的な手法としては、ある都市
空間を形成する際に、その領域を含
むひと回り広いエリアでの「土地利用」
の計画（及び規制）と合わせた空間
計画の立案が考えられる。
　例えば近年の米国では、ルイビル
市のように中心市街地から水際までを
繋ぐ新しい公共空間として、水際の
大規模工場跡地等の全体をそのまま
公園として整備した事例が幾つかあ
る。これらは両場所を繋ぐ公園のデ
ザインに加えて、元もとの産業用地が
持っていた開発可能な容積を減じな
がら用途を変更するダウンゾーニング、
工場側に対して背を向けていた建物
を公園側に向かせるための建物・用
途変更といった土地利用計画と共に
実現したものである。
　また、ミルウォーキー市では都心
のミルウォーキー川沿いにリバーウォ
ーク（散策路）を整備する際、元も
と倉庫などに利用されていた川沿い
の建物を商業などの活動的な土地利
用に転換する計画を進めている。こ

こでは建物整備時にはリバーウォー
クから建物低層部への 4つのパブ
リックアクセス（① Physical Access 
② Psychological Access ③ Visual 
Access ④ Economic Access）を確
保するよう空間計画（デザインガイドラ
イン）を策定し、市ゾーニング条例に
基づくリバーウォーク地区のデザイン
審査を通じて実現を進めている。こ
れにより、川沿いの歩行者空間には
川沿いの建物から歩行者空間へ直接
アクセスでき（①）、川に向かって開
放的な店舗や集合住宅等が並び（②）、
市街地内側から川への眺めが確保さ
れ（③）、オフィス・集合住宅・店舗
など多様な用途が立地する（④）よう
になり、開かれた空間が実現している
（写真 4.2）。
　わが国の地方小都市には（例えば
東日本大震災の被災地がそうだが）
漁村や農村など集落が拡張して市街
化した地域が多い。このような場所
では、自然や微地形を詳細に読み取
って、集落としての空間秩序を保全・
再生していくようなミクロな空間計画
をベースに、土地利用を計画すること
が望まれる。元もと農村集落におい
て山は入会地であり水田は共同管理
の場所である。共通の水利施設によ
って水を配分する必要性から、取水
の順番や水路の管理方法など、集落
の人びとの間に決まりごとが生まれ、
水によって結ばれたコミュニティが集
落内に形成されている。つまり、集落
はその原初形態に公共領域（共有領
域）の土地利用と結び付いた空間秩
序を組み込んでいるのであり、自然
や微地形に寄り添う空間計画がその
空間秩序を引き出すことになるからで
ある。
　第二に、空間（ハード）を支える仕

写真 4.2　リバーウォーク（ミルウォーキー市）

第4章　エリアを個性化する新世代コミュニティまちづくり
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組み（ソフト）を育みながら都市空間
を形成すること。これにより「街らし
さ」をより持続的なものにできる。例
えば地方都市の「祭」は、地域の伝
統を継承しつつも開かれたハレの場
であることが魅力の根底をなし、地
方都市において街らしさを強く感じ
るできごとのひとつだと言える（写真
4.3）。祭は街の中の決められた空間
（ハード）を用いて行われる。場所と
順路（山車なら巡行ルートやその見せ
場など）には意味がある。また、準
備から当日の活動、後片付けまで誰
がどの役割を担うのか（ソフト）もす
べて決められている。祭はソフトとハ
ードの総体によって支えられ、それら
は長い時間をかけて地域社会が形成
してきたものである。それらを履行
することが地域の伝統の継承となり、
祭という「街らしさ」を持続していく
という構図ができている。
　都市空間の利用者は住民、行政、
来街者そのほか多様であるため、都
市空間（の持つ街らしさ）を支える仕
組みの構築には協議と合意形成が必
要である。ただ慎重な協議プロセス
を通じて、体制やルールその他すべて
の仕組みの合意形成を得ることは長
い時間と労力を要し、事実上きわめ
て困難である。場合によっては、地
主の意見を聞きすぎて「街らしさ」と
かけ離れた歪んだ秩序（唐突な施設
配置、規制の緩和など）が空間化さ
れてしまうことも起こってしまう。かと
いって、道路や広場あるいは公共施
設の整備を地域住民の関心を喚起せ
ず淡 と々行政が進めてしまうと、地域
の無関心を拡大するか､ 後から問題
となり地域に対して大きな禍根を残す
かいずれかの問題を大抵は生んでし
まう。地域のルールをつくるというこ

とは新たな公共的価値を醸成するプ
ロセスであるから、短絡的に端折る
べきではない。
　まちづくりの協議が持つこうした弱
点を補完するためには、話し合いで
合意しきれない部分を、都市空間と
いうひとつの姿にまとめて空間的に解
決する方法を実験的に示す「社会実
験（実証実験）」のアプローチが時に
有効である。社会実験を通じて新し
い空間秩序を一時的に示し、その空
間秩序を維持するのに必要な仕組み
をそこからバックキャスティングして考
えるのである。
　岩手県の大野村では官民協働で中
心市街地の計画を作成するに際して、
まちらしさ（人の気配）を感じる中心
部の公共領域のあり方を協議するた
め、普段とは違って人の気配を感じ
るような「ファサード」「灯り」「休憩
空間」「空き家活用」などを組み合わ
せて新しい空間秩序を示す社会実験
（まちづくり実験）を行った。話し合
いでは「共通の言葉」を持たず平行
線だったのだが、まちづくり実験を通
じて関係者はひとつの都市空間の体
験を共有することができた。この結
果を住民と検証し、通常の防犯灯や
公衆街路灯がつくる光環境ではない、
民地内の灯りを基本とするまちらしさ
を感じる光環境等の整備につなげて
いくことができた。このように、仕組
みに支えられながら形成された都市
空間の「街らしさ」は、その仕組み
が続く限りは安定的であり、持続的
なものになる。
　第三に、連鎖的に都市空間を形成
すること。これにより、ある人の行為
が共感を呼び、点から面へと広がっ
ていくように、「まちらしさ」も点から
面へと広がっていく。

写真 4.3　地方都市の祭（富山市八尾町の「曳
山 祭 」）（http://takaoka.zening.info/Toyama/
Yatsuo_Hikiyama_Matsuri/photo/Dsc_6734_
m.jpg）
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　空洞化していた古い倉庫街の中に
ロフト付き住宅のリノベーションが連
鎖的に広がっていった米国ミルウォー
キー市サードワード地区の調査から、
連鎖には協調型（隣り合う建物等の
相互調整）、波及型（インフラや環境
整備から派生）、玉突き型（土地建物
の売却・購買の連鎖）、複製型（成功
モデルの伝播）という4つのタイプが
あることが分かっている。また、連
鎖を促すには、まちづくりの初動時に
は、エリア全体に広がるインパクトの
強い事業を仕込む必要がある。
　連鎖的な都市空間の形成としては、
例えば、東京の中目黒は近年カフェ
やセレクトショップ、美容院などのリ
ノベーション店舗が目黒川沿いを中心
に集積し、個性的な都市空間を形成
している。これは元もとモダンデザイ
ンを扱う家具店のリニューアルとして
1998 年に誕生した「オーガニックカ
フェ」がインテリアにモダンデザイン
を取り入れたカフェの前衛的存在とな
り、同様のデザインを持つカフェやシ
ョップが相次いで進出する中で形成し
たものである（写真 4.4）。また、東
京イーストサイドと呼ばれる裏日本橋
や神田エリアには、2003 年から2005
年まで毎年行われた（東京 R 不動産
らの仕掛けによる）アートイベントを
触媒として、ギャラリーやアトリエが
集積する都市空間を形成している。
　他にも、地方都市中心市街地の再
生に成功した有名事例である滋賀県
長浜市の中心市街地においては、北
国街道沿いの古い町家を中心に、リ
ノベーション店舗による連鎖的な街
並み形成が黒壁によって進められてき
た。横浜市の馬車道界隈では、芸術
家の活動拠点BankARTの整備が楔
となって、衰退していた界隈がクリエ

イターを惹き付けるようになり、「象の
鼻パーク／テラス」などの水際の都市
空間形成（「創造界隈」の形成）に繋
がっていった。
　このように、連鎖的な都市空間の
形成は、その背後にある「系」の連
鎖的な成長と表裏一体の関係にあり、
従って地域資源に着目した空間形成
を図ることが連鎖を促す上でも効果的
だと思われる。

■地区再生の具体的な取り組み
　「系」の再生と統合による都市空間
の形成プロセスは動的なものである。
ここには、長い年月かけて複数のプ
ロジェクトをまたぎ、多様な主体が関
わっていく中で、いかにして動的に都
市空間を統合・制御するのかという問
題がある。
　これに対する基本戦略のひとつは、
一元的なアーバンデザインを円滑に実
現するための「パワーストラクチャー」
の構築である。パワーストラクチャー
とは計画対象エリアにおいて、アーバ
ンデザインの主体が地域住民や事業
者など個々の関係者に対して長期間
影響力を持ち続けていくための「力」
の「構造」である。それが安定的で
あるほど長期間にわたり一元的なアー
バンデザインを実現できる。ここでの
「力」とは、ソフトパワー（優れたデ
ザインを生み出す構想力、地域での
立場等から生まれる発言力、臨機応
変な提案力、コンセンサスをつくる説
明力、適切な専門家等を巻き込む人
脈力、地元での信用力など）とハー
ドパワー（制度の持つ強制力、契約
の持つ強制力など）が複雑に絡み合
い、信頼関係や役割関係、契約関係
などに支えられて構築されるものであ
る。安定的なパワーストラクチャーを

写真 4.4　中目黒のカフェ
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得ることにより、臨機応変に動きなが
ら、まちづくりに関係する多様な主体
の協力を取り付け、より首尾一貫（よ
り長期間、より広範囲）した都市空
間の形成を進めることができる。
　例えば 1978 年から 30 年近く米
国セントポール市のロウアータウン
地区の再生に取り組んできたロウア
ータウン再開発会社（Lowertown 
Redevelopment Corporation， LRC）
の取り組みがある。LRC は行政外
NPO 組織であったが、当時の市長
が設立したという歴史的経緯とそれ
に起因する政治的人間関係（の優位
性）、そして長期間にわたる地元まち
づくりへの貢献から生まれた信用力を
背景にして、四半世紀以上にわたりア
ーバンビレッジの構想に基づく地区の
アーバンデザインを進めてきた。ここ
でのLRCは「デザイン」「融資」「マ
ーケティング」という3 つの機能を持
って、地区内プロジェクトの連鎖的な
関係をつくる触媒的な役割を果たして
きた。その結果、芸術地区、倉庫改
修によるロフト付き住宅の集積、街並
み型の集合住宅の集積、IT系スモー
ルオフィスの集積などそれまで地区に
なかった新しい「系」を積層させた
都市空間を形成し、地区の再生に大
きく貢献した。
　アーバンデザインの専門家には、行
政と事業者と市民を繋ぎながら、空
間形成の目標と戦略を示し、システム
を構築し、プロセスを持続的に展開
する力が求められる。動的に都市空
間を統合・制御するため、地域への
継続的な関わりがきわめて重要にな
るが、地方都市にはまだまだアーバ
ンデザインの専門家が不足しているの
が現実である。
　そこで通常はプロジェクト単位で、

都市計画系のコンサルタント事務所な
どへのアーバンデザイン計画検討業
務委託、あるいは行政委員会などへ
の地域外の専門家の登用、プロポー
ザルコンペなどにより選定した建築家
を公共施設等整備計画のデザイン監
修者として登用する方法などが行われ
ている。こうした手法には、優れた
デザインを仕上げながらも、業務の
仕様や委員会の役割を良い意味で越
えて、まちを持続的に改善していく推
進役となることが長期的には期待され
る。その意味では日本建築学会（サ
スティナブル・エリアデザインとコミュ
ニティ・アーキテクト特別研究委員会、
まちづくり支援建築会議）が提唱す
るような、地域の持続環境を実現す
るための計画システムならびにその体
制の担い手となる「コミュニティ・アー
キテクト」を地元に育てていくなど人
材育成の仕組みまで含めた包括的な
都市再生の戦略を持つことが地方都
市には求められよう。
　縮小する地方都市の抱える問題は
多様なテーマに及ぶ複雑で根の深い
ものである。これに対応するには、
専門家が主導しつつも、まちづくりの
ための開かれた拠点として（フラット
かつフリーな）人・活動・資金が集ま
る場を持つことが有効だろう。こうし
た開かれた拠点は欧米・アジアの各
都市で組織化され「アーバンデザイン
センター」などと呼ばれている。
　わが国では千葉県柏市の柏の葉ア
ーバンデザインセンターUDCK（写真
4.5）や福島県田村市のUDCT、郡
山市のUDCKoといった先駆的事例
がある。これらセンターはアーバンデ
ザインの専門家が中心となって運営
し、受注、受託、委員など業務単位
ではなく地域の空間に関わる諸々を丸

写真 4.5　柏の葉アーバンデザインセンター
UDCK（http://www.udck.jp/about/000247.
html）
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ごと引き受ける点が特徴である。
　UDCKは柏の葉国際キャンパスタ
ウン構想に基づいて、柏市・柏の葉
地域を中心に、まちづくりを市民、行
政、NPO、企業、大学が共にまちづ
くりを考え実行する場として 2006 年
11月に開設した。法人格を持たない
任意団体で、独自の事業費持たず構
成団体が自事業・人件費など持ち寄
って協働方式でプロジェクトを進め
る。多様な関係者が集まることで実
行力のある空間計画（柏市北部中央
地区まちづくり推進方策など）を策定
する一方、アーバンデザインや建築、
アウトリーチや ITなどの専門家が集
まる場として、調査研究、社会実験、
教育、エリアのプロモーション、情報
発信などの役割を一元的に進めてい
る。
　海外では、例えば台北ではUrban 
Regeneration Station（都市再生前進
基地）と称する開かれた拠点が多数
設けられ、コミュニティの交流促進や
実験事業を進めるなどソフトアーバニ
ズムを推進している。米国では建築
家協会AIA が各地域の支部活動の
一環としてCenter for Architecture
という機関を設け、主要な都市に開
かれた拠点を持ち、建築家による地
域のデザインセンターとして計画やデ
ザインの素案づくり、教育啓蒙、情
報発信等のサービスを行っている。こ
のほかにもヨーロッパ各地やオースト
ラリアなどで同様の活動が展開してい
る。
　地方都市においては多様な専門家

（人材・活動・資金）と都市空間形成
の機会を継続的に繋ぐ組織の存在は
重要である。アーバンデザインセンタ
ーでは、センター化することによって
初動段階から継続的かつ全方位的な

首尾一貫した専門家の関わりが可能
になっている。あるいは大学のように
継続的な関わりが可能な専門機関が
センター的役割を担うことも可能で、
わが国でも地方都市では大学の都市
計画系研究室などがサテライト研究
室をまち中に設置するなどアーバンデ
ザインを推進する重要なプレイヤーに
なっている。

　以上、系という考え方からそれを
再生するための戦略、方法について
検討してきた。新世代コミュニティは
一つの系をなすものと考えることがで
きる。冒頭に述べたとおりコミュニテ
ィはある種の生態系であるとの認識
から、以降はその街づくりを空間（デ
ザイン）／ 法制度や仕組み（マネジメ
ント）／使い方（テーマ・コミュニティ）
という三つのレイヤーに分けて立体的
に考えていくことにする。

4‒2. 新世代コミュニティによ
る「系の空間デザイン」

　本節では新世代コミュニティのまち
づくり手法について、空間デザインの
視点から分析考察する。

4.2.1．事例解題：ミルウォーキー市 
Historic Third Ward エリアのまち
づくり

■３つの街づくり組織（HTWA、�
BID、�ARB）

　地区の名称である「サードワード」
は、1846 年ミルウォーキー市誕生時
に創設された４つの区のうち 3 番目
の区（ワード）という意味である。地
区の名称と範囲は現在まで受け継が
れ、コミュニティの自治意識も高い。
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　サードワード地区の街づくりを推進
するのはヒストリック・サードワード協
会（HTWA）、BID 組 織（BID#2）、
建築審査会（Architectural Review 
Board、ARB）という3 つの街づく
り組織である（図 4.1）。HTWAは地
区内の様々な問題を協議して解決策
を議論する「場」である。地区の将
来像を構想し、再開発やまちづくり
等の計画を立案し、実行可能な取り
組みに着手していく。日常的な活動
の中心は地区のマーケティング活動
である。BID#2 は事業財源を持ち、
HTWAの計画等と整合した公共空間
整備や活性化等の事業を実施する。
BID#2 の事業計画に位置づけられ
たマーケティング活動は全て HTWA
に外部委託する形で実施されている。
ARBは HTWAの計画に即して策定
したデザインガイドラインを用いて、
地区内の建築行為を審査する。役割
分担の明確な３つの組織が相互に連
携して地区の街づくりを進めていく。
BID#2とARBは市から幾つかの権
限を委譲されており、これが地区の街
づくりを推進する上で大きな力となっ

ている。
■ヒストリック・サードワード協会
　（HTWA）
①地域に根ざした組織
　HTWAは地区内の企業経営者、
住人、建築の専門家を中心に構成さ
れた非営利組織である。連邦歳入法
501条 (c)(3) 項の規定する税額控除
資格を保有している。
　サードワード地区では、市と民間デ
ベロッパーが 1970 年代前半に連邦再
開発事業によるクリアランスと跡地の
エンターテイメント系施設再開発を計
画したところ、地区内の企業経営者
が反対運動を展開して計画を中止さ
せる出来事があった。これを契機に、
衰退した地区の再活性化を図る組織
として 1976 年にHTWA が設立され
た。反対運動を通じて地区の建物の
歴史的な価値と商業的利用の可能性
に気づいたことが HTWA設立につな
がったとされる。
　HTWAは地区に関心を持つ者で
あれば誰でも会員になれる開かれた
組織である。また、BID#2 の指定
地区内に不動産を所有し、不動産税

図 4.1　三つの街づくり組織の関係
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を支払っている者は自動的にHTWA
の会員になることが定款に記されてい
る。
　組織の意志決定は理事会が行う。
理事会は会員投票によって選出され
た 23人によって構成される。任期は
3 年で１年ごとに7〜 8人ずつ交代す
る。理事会は必要に応じて HTWA
内に各種委員会を設置し、地区の再
活性化を目的とする各種事業を実施
する。2003 年には商業者委員会、イ
ベント促進委員会、立体駐車場運営
委員会など、地区のビジネス環境の維
持改善を目的とする委員会が運営され
ていた。このほかにも90 年代は、戦
略的計画委員会や、リバーフロント開
発委員会、立体駐車場プロジェクト委
員会等が設けられていた。
　HTWAの年間予算は 2002 年度実
績で約 26 万ドル（約 2600 万円）で
ある。収入内訳は BID#2 から約 22
万 2 千ドル、市補助が約1万 8千ド
ル、会員からの年会費が約1万 9 千
ドルである。支出内訳は約12万 8千
ドルが人件費で、約 5 万 4千ドルが
事業費、残り約 7 万 8千ドルが事務
費や家賃等の必要経費である。
　HTWAには事務局長をはじめ 4
人の常勤職員が勤務する。この他
に BID が所有管理する２つの立体
駐車場を運営する契約社員が 5 名
と、各種イベント時に活躍するボラン
ティア登録された学生 50 〜 70人が
HTWAを支えている。ボランティア
の大半はミルウォーキー芸術・デザイ
ン学校（Milwaukee Institute of Art 
and Design）の学生で地区内に暮ら
している。地区最大のイベント「サマ
ーフェスタ」では約180人のスタッフ
が働くなど、イベント時には多くの人
がボランティアに参加する。

②計画策定とマーケティング活動
　HTWAは 1986 年に「ヒストリック・
サードワード・都市デザインおよび開
発ポテンシャル調査」と題するレポー
トを作成している。これは古い倉庫
の修復活用、街路空間整備、リバー
フロント整備等を計画しており、2004
年に新しい計画が策定されるまで地
区の全体計画として位置づけられてき
た。
　HTWAの最も重要な活動は地区の
マーケティング活動である。HTWA
は 1990 年代前半までは街路や立体
駐車場など歴史的環境に合わせた公
共空間整備に促進に力を入れてきた
が、1995 年頃から地区内の商店主・
事業者・住民のための場所づくりに
活動目的を移行している。地区のイベ
ントも単なる活性化のためのイベント
から、ターゲットを絞り込んだ戦略的
な「マーケティング・イベント」へと方
向転換した。具体的なマーケティング
活動は、地区の環境維持、地区のプ
ロモーションやPR 活動、ダウンタウ
ン内の他組織との活動協力など多岐
に及ぶ（表 4.1）。活動は全て BID#2
からの委託事業として（つまりBID#2
の財源を用いて）行われている。

■BID組織（BID#2）
①地域の事業主体
　BID#2は HTWAの策定した1986
年の整備計画を、地域の経営者や地
権者が自ら実践するにあたって「事業
財源を確保するための仕組み」とし
て1988 年に指定された特別地区であ
る。名称に付けられた「#2」の符号
は市内で 2 番目に古いことを表してい
る。ウィスコンシン州 BID 法の制定
は 1986 年になる。指定範囲はサード
ワード地区の一帯である（図 4.2）。
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表 4.1　HTWA によるマーケティング活動

目的 活動内容
地区の環境維持 ・落書き除去プログラム

・バナー設置プログラム：「サードワード芸術地区」のバナーを既存の
ポール（街路灯等）に取り付け（サードワード地区外の湖岸通りまで
拡充）

・サードワード地区をダウンタウンにおける「フラワー地区」にするた
めの街路美観プログラム（ガーデニング・クラブ）：75 本のポールに
150 の花かごを設置、22 箇所の駐車場に花の鉢を入れたコンテナ等
を設置（5 月設置、11 月撤去）

・歴史地区内にある建物の除雪プログラム（歴史的建造物や高齢者所有
建物等の雪下ろし）

地区のプロモーション
や PR 活動

・空き建物リストの公開（Space Available Listing）
・ダウンタウン・トローリーバス・システムの誘致
・サードワード芸術協会の活動支援（2000 年から）
・イベントの段取りと調整：ジャズイベント（A Summer Sizzle）、

クリスマスイベント（Christmas in the Ward）、アートイベント
（Gallery Nights）

・サードワード地区のオフィス機能：(1) 空き建物の賃借や購入に関す
る問い合わせへの対応、(2) 刊行物やその他メディアを通じた活動情
報の発信促進、(3) 防犯および治安維持（特にイベント期間中）、(4)
警察官に緊急時通報用ポケットベルの提供（継続）、(5)B to B 向け
の名簿・小冊子・その他宣伝用資料の発行・改訂・配布、(5) 特別イ
ベントの計画・調整、(6) 新しいビジネスの紹介と情報提供を行う地
区のニュースレター（Streetscapes）の準備と会員および関係機関
配布、(7) ウェブサイトの継続的更新

他組織との活動協力 ・ミルウォーキー・ワールド・フェスティバル社：イベント期間中の人
混み整理、交通渋滞、犯罪や掃除等の問題解決に向けた協働

・協働的ダウンタウン協会：小売り商業およびマーケティング戦略の開
発協力

・BID#21 組織のダウンタウン駐車場および交通委員会：交通戦略の開
発

・イーストタウン協会：ダウンタウン・トローリーバス・システム導入
のために地元店主やギャラリーの説得

その他 ・社内簿記、給料支払い名簿、財務報告システム、会員の利益になること、
HTWA 戦略的計画の策定に関する研究と計画調整

図 4.2　BID 指定範囲
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　BIDの運用に関するの意志決定は
BID 組織の理事会が行う。ただし地
権者は地区内の不動産評価額の 50
％に相当する支持が得られれば、理
事会の決定を覆すことができる。理
事会は事業運営計画の実行責任を負
う。計画実現のために交渉や契約締
結などができる。理事会は９人で構成
され、そのうち7人は地区内の不動
産所有者によって構成されなければ
ならない。サードワード地区では 7人
全てが HTWAの理事から選出されて
いる。9人の理事は任期を３年として
毎年 3人ずつ更新する。
　ウィスコンシン州のBID 法には地
権者の負担金に関する規定がない。
したがって、負担金の額は BID 理事
会が決定する。BID#2では徴税総額
を20万ドルと定め、地区全体の資産
評価額に対する個別資産評価額の割
合に比例して各不動産所有者の負担
金が決められる。
　BID#2 の歳入は 2002 年度実績で
約111 万ドル（約1億 1100 万円）と
なっている。その内訳は徴税収入 20
万ドル、BID#2 の所有する2 台の立
体駐車場の収入が約 80万 8千ドル、
駐車場併設店舗から得られる家賃収
入が約 6 万ドル、利子収入が約1万
7 千ドル、市債から約 2 万 9 千ドル
となっている。実に 7 割以上が駐車
場経営によって得られていることにな
る。
　2002 年 度 運 営 計 画 を見 ると
BID#2 の事業には（1）公共空間整
備、（2）地区の環境維持、（3）地区
のマーケティング活動、（4）他組織と
の協同、（5）その他（HTWA会員サ
ービス受託等）がある。このうち（2）
〜（5）は、HTWAに委託され、（1）
をBID#2 が直接実施している。

②安定した自主財源の確保
　BID#2 設置の背景には、市の財
政悪化によって再開発公社の再開発
債による資金調達やUDAG および
CDBGなど従来型の補助事業の実施
が困難になってきたことがある。その
ため、地元地権者が一定の事業リス
クをとって自ら地区の再開発を継続的
かつ総合的に進めていく仕組みが求
められた。サードワード地区には大
規模な建物から小規模な建物まで混
在していた。したがって、地権者個
別の取り組みを誘発するだけでは地
区全体の再開発を動かすことは困難
と考えられていた。加えて、BIDの導
入によって地元地権者が公共による
資金調達を保証することが可能にな
り、再開発債の発行や TIF 等の補
助事業を地区内に新しく導入すること
が可能になるということもBID 導入
の強い動機となっていた。また、BID
が従来の特別徴税地区と異なり、多
様なハード整備やソフト事業に適用
可能であるということもサードワード
地区に相応しい制度と考えられた。

■建築審査会（ARB）
①地域らしさを育てる組織
　ARBとは、審査の迅速化と地区
に固有なデザインの確立（地区の歴史
的な環境を保全）を目的として、本
来は市が担う歴史地区のデザイン審
査の権限を市から委譲された機関で
ある。市ではなく地区内の経営者や
住民が主導して建物のデザインをコン
トロールする仕組みと見ることができ
る。ミルウォーキー市では、HTWA
の要請に応ずる形で、1991年 7月に
建築審査会条例（Sec. 308‒71 of the 
Milwaukee Code）が公布され、同
条例に基づいてサードワード地区に
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ARBが設置された。ARB の設置と
廃止は市議会が行う。ただし、市内
でARBを設置する地区はサードワー
ド地区だけとなっている。
　ARB は市長の任命する9 名の委
員が構成する。内訳は市建物審査
課の建築許可担当者１名、市の歴史
保全委員会の職員1名、市議会議員
１名、残りは HTWAの会員（建築
家 3 名、不動産業者1名、企業経営
者1名、住人 1名）である。HTWA
会員に相当する 6 名のうち、4 名は
BID#2 の理事、2 名は HTWAの理
事も務める人物である。ARBの運営
に必要な事務作業は HTWAの常勤
職員が行い、必要経費は BID#2 が
負担する。ARBの委員は無報酬であ
る。
　ARB の審査対象エリアは BID#2
の事業対象エリアに等しい。対象エ
リア内で建物・構造物・敷地の変
更・移転・新規建設を行う際には、
事業者は ARBによる計画案の審査
を受け、ARB の発行する「適正証
明（Certificate of Appropriateness、
C of A）」を取得しなければならな
い。ARB の審 査には、HTWA が

1990 年に策定し、市議会および州議
会の承認を得たデザインガイドライン
（Design Guidelines for the Historic 
Third Ward District）が基準として
用いられる。ただし、地区の整備状
況と開発環境の変化を受けて 2004
年に大幅な内容改訂を行っている。
このガイドラインは、ウィスコンシン州
歴史保全協会の協力の下、連邦歳入
税法に基づく税額控除（Tax Credit）
を得るために必要な修復基準を満た
す内容とされた。米国では、連邦ナ
ショナルレジスター登録物件あるいは
同等の歴史的建造物を一定の基準に
したがって修復した場合に、修復費
用の 20％を税額から控除される。所
得控除（deduction）ではなく税額控
除（credit）である点がポイントであ
る。サードワード地区は 1986 年に
連邦歴史地区（National Register of 
Historic Places）に登録されているた
め、地区内の建物修復でこの税額控
除が利用できる。
②審査プロセスの合理化
　ARB による審査の流れは図 4.3
の通りである。まず事業者が必要書
類を揃えて市の都市開発局にあるデ

図 4.3　ARB 審査プロセス
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ベロップメント・センターに開発また
は建築行為を申請すると、市職員が
書類内容を確認してARBを招集す
る。ARB の審査は三段階に分かれ
る。まず、新築の場合は配置計画を
審査する。次に、新築・修復ともに
建物形態の審査を行い、最後に意匠
細部の審査を行う。そして審査に合
格すれば、ミルウォーキー市条例第
308‒71 節に基づいてARBは適正証
明を発行する。適正証明が得られれ
ば、事業者は市のデベロップメント・
センターから建築許可（Permission）
を得ることができる。ARBの審査結
果に不満があれば申請者は市議会に
訴えることができる。ARBの審査は
一般公開されている。
　ARBは審査プロセスが円滑に進む
ことを重視している。ARB の開催頻
度は原則 2 週間に1回である。2001
年度の実績では毎月2〜 3 回のペー
スで年間 26 回の審査会が行われた。
事業数の多かった 1990 年代は個々
事業の〆切にあわせて随時開催して
きた。実際の審査は 5日前までに窓
口で受理した案件を対象に、HTWA
のオフィスで12 時から開始される（写
真 4.6）。ARBには市の歴史保全委
員会スタッフと建物審査課の建築許
可担当スタッフが加わるため、ARB
の適正証明が発行されると、翌日に
は市が建築許可が発行される。
　HTWA がサードワード地区に
ARB の導入を求めた最大の理由は、
歴史地区の審査プロセスの合理化を
図るためであった。このことが、上
述のような円滑な運用の背景にある。
一般に、市の歴史地区に指定された
場合、外観変更を伴う地区内の建築
行為については市の歴史保全委員会

（HPC）による審査を受ける必要が出

てくる。しかし、ミルウォーキー市の
HPCは審査プロセスが遅いという問
題があった。3 週間に1回程度の頻
度で開催されるが、審査件数が多い
ため審査案件としてリストアップされ
るまで月単位の時間がかかる。更に、
要修正等の場合には 2〜 3ヶ月が追
加で必要になり、最終的に審査を通
過するまで 1年近くかかるケースもあ
った。サードワード地区は 1984 年に
連邦ナショナルレジスター歴史地区の
指定を受けたことで、市の歴史保全
委員会等から市の歴史地区に指定す
るよう要請されてきた。しかし、地区
の再生を進める必要のあったサード
ワード地区にとって、上記のような「柔
軟さに欠ける」審査プロセスが加わる
ことは、地区内の再開発を進める上
での足かせになるとしてHTWAは反
対していた。そこで解決案として登場
したのがARBという制度であった。

■３つの組織の相互関係
　組織の相互関係を3 つの視点で見
てみよう。
　第一に「機能的関係」である。3
つの組織は密接に連携し、相互
補完的に機能している。BID#2 は
HTWAの計画した各種事業整備
事業を自ら実施することができた。
ARBは HTWAの作成したデザイン
ガイドラインにしたがって、地区のデ
ザインをコントロールする。HTWAは
BIDが整備してARBがデザインをコ
ントロールした空間（環境）をマーケ
ティングすることで地区の活性化を進
めている。BID#2 の事業のうち、ソ
フト関連事業は全て HTWA が実施
している。
　第二に「人的関係」である。3 つ
の組織は理事が多数重なっているた

写真 4.6　ARB 審査風景
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め、情報や認識の共有が容易である。
そのため、密接に連携しながら地区
再生に取り組むことが可能で、これ
が相互補完性を高めていると考えられ
る。一方、3 つの組織が存在するこ
とで、地区の再生に関わる人の広がり
が多様になっていると見ることもでき
る。BIDは地権者だけで構成される
が、HTWAにはそれ以外の企業経
営者、住民や学生も主体的に関わる
ことができる。ARBには市職員が委
員として加わっている。
　第三に「力関係」である。３つ
の組織には構造的な力関係がある。
ARBはデザインの審査機関であり、
その権限や活動領域は限定的であ
る。 また、ARB は HTWA によっ
て運営されている。一方で BIDと
HTWAは財源を持ち事業実施能力
がある。しかし、HTWAとBIDと
は、予算規模と意志決定の質に大き
な違いがある。予算規模については
BID のそれは HTWAの約 6.3 倍も
あるし、そもそもHTWAの収入は大
半が BIDからの事業委託による。意
志決定の質については、HTWAの場
合、意志決定のメンバーが 23人と多
数で、その決定内容には実質的な拘
束力があまりない。HTWAは誰もが
参加できて、会費も罰則規定もないた
め基本的には本人の意志によるとこ
ろが大きいからである。一方で、BID
の場合は 9人の理事会の決定が、地
区内の地権者に対して法に基づく強
制力を持つ。こうした状況から、BID
の理事会は地区内の事業に対して相
対的に大きな主導権を握っているの
である。
　ちなみに、現地調査を行った 2003
年時点でBID#2の議長を務めるのは
アイナー・タンジェン氏である。タン

ジェン氏は弁護士を本業として近年は
ファイナンシャルプランナーのコンサ
ルティング事務所を経営する有能な人
物である。1995 年からHTWAの理
事を務め、地区の改善のためにボラ
ンティア活動も精力的にこなしており、
それゆえに地域住民からの信頼も得
ている。サードワード地区にある3 つ
の組織が巧みに連携・機能できてい
るのは、組織間の人的関係や構造的
な力関係だけでなく、能力と熱意を
兼ね備えたリーダーの存在によるとこ
ろも少なくないと思われる。

■エリアの全体構想と実現方策
　サードワード地区の街づくりは連邦
再開発事業の反対運動とHTWAの
設立から始まる。その後、1984 年の
連邦歴史地区指定をきっかけにして、
HTWAはエリアの全体構想を策定
することになった。その作業成果が
1986 年に作成した「ヒストリック・サ
ードワード・都市デザインおよび開発
ポテンシャル調査」と題する構想の
報告書である。この構想では古い倉
庫の修復活用、街路空間整備、リバ
ーフロント整備等が計画された。これ
らの事業について報告書では２つの
実現方策が提案されている。一つは、
連邦歴史地区の指定にあわせて、市
条例に基づく歴史地区の指定も行い、
倉庫の修復活用を通じて地区の歴史
的特性を強化することである。この
提案が元になってARBが設置され、
倉庫地区の形成につながっていった。
もう一つは、民間投資を誘発する仕
組みとしてのTID 指定と地権者組織
によるBIDの設置である。TIDとは
TIF 事業を実施可能にする地区の指
定である。二つの財源を元に公共空
間の整備を進めて民間投資を誘発す
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ることが提案された。このスキームに
従って、街路空間整備とリバーフロン
ト整備（リバーウォークとして事業化）
が BID 組織による地区の重点事業と
して実施され、個性的なエリアの形
成を促進した。
　エリアの全体構想とテーマ地区の
関係を見ると、倉庫地区については
全体構想の中で明確な位置づけを持
つが、倉庫地区と住宅地区について
は当該構想に記述がない。ただ、芸
術地区の場合は次節で紹介するとお
り地元のデザイン・芸術専門学校が
主導するためである。倉庫地区に芸
術関連の施設等を拡大していく同学
校の取り組みに対して、HTWAは地
区のマーケティングを行う観点からバ
ックアップするという関係にある。ま
た、住宅地区の場合は倉庫地区にロ
フト付き住宅が集積したことから地区
外縁部の空地において住宅整備が進
んでいる。これを受けて 2005 年に
策定された新しい全体計画「サード
ワード：近隣のための計画」の中でエ
リア南部が「南住宅地区」に位置づ
けられた。このように、両地区はいず
れも明確な計画的位置づけを持って
こなかったが、倉庫地区が足がかり
となって形成し、その過程で街づくり
組織による計画的位置づけを得たの
である。

■テーマ地区としての倉庫地区の計画
　 倉 庫 地 区の計 画は 1990 年に
HTWAが策定した「ヒストリック・サ
ードワード地区のためのデザインガイ
ドライン」において具体化されている。
これは ARB がデザイン審査の基準
とするデザインガイドラインでもある。
同ガイドラインは、HTWA、BID#2、
市の都市開発局、ウィスコンシン州歴

史協会の 4 者による3ヶ月の作業を
通じて作成された。サードワード地区
の特性とは何であるか、地区内で新
しく建築するときにはどうするか、地
区内の建物を修復するときにはどうす
るか、という3点について、地区全
体のスケール、個々の建物スケール、
建物のサブシステム（細かな意匠やテ
ナントが決める要素）という3 つの
レベルで基準を明らかにしている（図
4.4、図 4.5、図 4.6）。
　同ガイドラインは個々の建物の歴史
的意匠や周辺との調和の考え方だけ
を規定しているのではなく、地区全
体の空間特性を強化するためのアー
バンデザインを詳細に規定している点
が特徴的である。例えば地区全体の
スケールでは、建物外形線の連続性
をつくることや街路の囲み感をつくる
ことは、地区が歴史的に継承した空
間特性の一つとして推奨している。ま
た、地区を保全的に整備するために
既存の建物がつくるスケール感を重視
し、街路沿いの駐車場など空地には
インフィル型の開発を行うことを推奨
している。

■テーマ地区の動向
　HTWA が設立された 1976 年から
現地調査を行った 2003 年までに地
区内では 63 件の倉庫の修復事業と
8 件の新規開発事業が行われ、地区
内には倉庫地区が形成されている（図
4.7）。一方、2003 年時点で地区には
約 480人が住んで、住宅地区を形成
している。住宅整備にともない1990
年代の中頃から居住者が増えだした。
居住者は若い独身専門職（これが大
半）、若い夫婦もしくは離婚した単身
者や、春夏など季節のいい期間をサ
ードワード地区で暮らしている退職高

図 4.4　街路空間形状のガイドライン

図 4.5　インフィル型開発のガイドライン

図 4.6　周辺と調和する高さのガイドライン



66 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

齢者（比較的裕福な独り者）が多い。
いずれも少ない部屋数で事足りる居
住者と言える。サードワード地区では
都心居住ブームの始まる1998 年頃か
ら倉庫を転用した分譲住宅の市場が
注目されるようになった。賃貸住宅は
割高感があり、賃貸住宅から分譲住
宅に転換されるケースもあった。

■HTWAによる地区のマーケティング
① 継続的な情報発信
　HTWAの最も重要な日常的活動は
マーケティング活動である。HTWA
のマーケティング活動には 3 つの戦略
がある。一点目は継続的な情報発信
を行うこと。1990 年代前半は地区内
に住宅が 2 軒しか存在せず、サード
ワードは居住する場所とは考えられて
いなかった。そのため、人々の認識
を変えるための継続的な情報発信が
重要課題であった。「サードワード地
区は住み、働き、訪れ、学ぶために

最適の場所である」「ニューヨークの
ソーホー地区のようなロフト付き倉庫
住まいが可能である」といったメッセ
ージを発信し続けることで、HTWA
はデベロッパーや居住者を探してき
た。
　1995 年頃のサードワード地区はダ
ウンタウン内の別の地区「オールド・
ワールド・サード・ストリート」と名
前を間違えて訪問してくる客が多数い
た。しかし、現在は両地区の違いが
認知されているようで、間違い訪問客
はいなくなった。また、地区の南西側
に隣接するウォーカーズ・ポイント地
区が 2003 年に地区名称を「フィフス
ワード地区」に変えた。このように、
HTWAの継続的情報発信が功を奏
して、ミルウォーキー内ではサードワ
ードという名称が一つのブランド（ア
イデンティティ）として認知されるよう
になったのである。
　日常的な情報発信はパンフレットや
ウェブサイト、雑誌、新聞、ラジオな
ど様々なメディアを通じて行われてい
る（写真 4.7）。HTWAは２週間ごと
にサードワード地区に関する積極的な
物語（positive story）を発信するよ
う努めている。例えば、2003 年の 9
月には、リバーウォーク建設に関する
2 つの記事、3 つの新聞記事、ラジ
オ、ＴＶ、計画中の公設市場に関し
て雑誌の特集、ビジネス雑誌（small 
business times）のインタビュー記事
が発信された。例えばビジネス誌で
は、2002 年の地区全体の資産評価
額がついに 240 万ドルを突破したこ
と、2003 年の整備でさらに 3000 万
ドルの資産評価額増加が見込まれる
こと、2003 年秋にはリバーウォーク
が完成すること、次のステップとして
サードワード地区と中心業務地区の中

ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
通
り

シカゴ通り

シカゴ通り
立体駐車場

北
ウ
ォ
ー
タ
ー
通
り

ウォーター通り
立体駐車場

街路景観整備

リバーウォーク整備

ミルウォーキー公設市場

連邦歴史地区

TID#11

TI
D
#3
4

BID#2

新規整備

改修・修復

計画中（2003年）

BID事業

住宅（分譲）

住宅（賃貸）

芸術関連（専門学校所有）

芸術関連（その他／ギャラリー・店舗等）

写真 4.7　多様なメディアを通じた情報発信

図 4.7　エリアの再開発・修復の動向
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間領域になっている高速道路高架下
の土地の開発に着目していて、ここに
公設市場を整備する計画が進行して
いること等が説明されている。同様
に、リバーフロント整備が進み始めた
1990 年代後半頃の新聞（Milwaukee 
Journal）を見ると、リバーウォーク
の整備やリバーフロントの住宅整備を
紹介する記事が多く見られる。これ
らの記事では「川に面したテラス」を
持ち、「川に暮らす」というライフスタ
イルの提案が発信されている。ウェブ
サイトでは、地区のニュースと地区内
の空き建物リスト（Space Available 
Listing）が公開されている。HTWA
は会員からの情報提供によって地区
内の建物の空室状況を常に把握して
いる。
　HTWAはシーズンごとに大きなイベ
ントを行うが、これは重要な情報発
信の場と位置づけられている。イベン
トを行う場合は、前後の時期に複数
の雑誌や新聞で記事に取り上げても
らう。HTWAによるイベントの最大
の目的は、地域に賑わいをつくること
ではなく、地区内のイベント活動を通
じて「地区が安全であること、問題
は何も起こらないこと、レストランや
バー、ギャラリー等がたくさんあるこ
と」を実際に見てもらうことにある。
サードワード地区で暮らすことの快適
さを実感してもらうのである。
　このように、HTWAの継続的な情
報発信はサードワード地区を居住の
場としてマーケティングすることに大き
な力を注いできた。このことが今日の
住宅地区の形成に結びついていると
考えられる。
② 住民に対するきめ細かい対応
　二点目は地区住人への細かな対応
を怠らないこと。住人が暮らしやすい

と感じて、それを自らの言葉で発信し
てくれることが、重要なマーケティン
グになるというHTWAの考え方が根
本にある。地区住人が何を欲してい
るのか常に気にかけることが HTWA
のモットーとなっている。落書きの除
去や１人暮らしの高齢者宅の除雪な
ど細かなケア、その他にも細 と々した
問い合わせが多数 HTWAには寄せ
られるが、一つずつ真摯に対応して
いる。落書き除去と除雪は問い合わ
せ件数が多いため、HTWAによるプ
ログラムとして毎年予算を確保してい
る。例えば、落書き除去プログラム
については、住民だけでなく事業者
など地区内に暮らす人であれば誰でも
利用できる。落書きを発見し除去を
依頼したい場合は、HTWAに連絡し
て落書きの状況を伝えると、HTWA
の街路美観スタッフが連絡から24 時
間以内に駆け付けて落書きの除去を
行ってくれる。もし、HTWA スタッ
フでは除去できない落書きであれば、
HTWAが専門業者を紹介してくれる。
この場合、除去にかかる費用に対し
て HTWAと市が最大 50ドルずつの
助成を行う。
　近年は地区内に住宅が増えてきた
ことから、住民への各種対応が日常
活動の中で大きな割合を占めるように
なってきた。一方でこのことが新たな
問題を顕在化させている。HTWAが
地区のマーケティング活動として行う
これらの住民対応の予算は全て BID
からの委託事業によって確保されて
いる。しかし、BIDは分譲住宅に対
して徴税しているわけではない。つま
り、BID 納税者はサービスを受けず、
BID 非納税者が受けるサービスが
相対的に拡大しているのである。た
だ、暮らしやすい地区をつくることは

写真 4.8　芸術地区（MIAD 周辺の様子）
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HTWAの目的の一つでもあり、それ
が地区の資産価値向上にもつながっ
ている。この点は BIDの抱えるジレ
ンマであり、居住者に対する徴税地区
（Residential Improvement District）
を創設すべきだとの議論も出ている。
③ サードワード芸術地区
　三点目はミルウォーキー芸術・デ
ザイン 学 校（Milwaukee Institute 
of Art and Design、MIAD） との
連携を柱とした「芸術地区」形成の
促進である（写 真 4.8）。MIAD の
存在は地区に対して「芸術」「デザイ
ン」というテーマ性を与え、かつ学
生や若者をもたらすという点でサード
ワード地区にとって重要な存在であ
る。MIADはサードワード地区最大
の地権者として、HTWA設立当時か
ら常に１人が HTWA 理事を務めて
いる。しかし、MIADは教育機関で
あることから所有する土地・建物は非
課税扱いとなり、そのためMIADは
BID#2に対して直接的な発言力を持
たない。そのためMIADは HTWA
と連携しつつ地区の街づくり等に関わ
っていくのである。
　実際のところ芸術地区の形成を牽
引する中心はMIADである。MIAD
による具体的活動としては、芸術地
区のプロモーション、リバーウォーク
整備への協力、キャンパス整備、パ
ブリックアートの設置（地区内に多数
の彫刻（写真 4.9）、壁画などアート作
品を設置（写真 4.10）、劇場運営（写
真 4.11）、ギャラリーナイト（芸術祭）
の参加等が挙げられる。芸術地区の
形成に対して大いに貢献していると言
える。2000 年には、MIAD が中心
となって、地区内の劇団、ダンス事
務所、ギャラリー、アーティスト等を
呼びかけ、芸術地区のプロモーション

を行う組織「サードワード芸術協会」
を設立した。協会の活動に対しては
HTWA、ウィスコンシン州観光局、
連邦舞台芸術基金（民間財団）等が
資金助成等の支援を行っている。ま
た、HTWAは協会設立時に合わせて
「サードワード芸術地区（Third Ward 
Art District）」と記されたバナーを
地区に設置した。
　HTWAによる芸術地区の促進とし
て重要なのは毎シーズンの定期イベン
トである。まず、毎年４月と10月に２
日かけて「ギャラリー・ナイト＆デイ」
というアート等の展示イベントを実施
している（写真 4.12）。このイベント
は HTWAとダウンタウンのミルウォ
ーキー川東側エリアのビジネスオーナ
ー達で結成するイースト・タウン協会
の共催で行われる。2003 年には、ダ
ウンタウンの東部一帯で 68 のギャラ
リー、博物館、スタジオ、建築事務
所、カフェやレストランとMIADが参
加し、展示やオークションなど様 な々
催しを行った。期間中はサードワード
地区と中心業務地区を結ぶ回遊バス
が特別運行され、各会場をつないで
いる。サードワード地区内は一つの
拠点となり20カ所で催しが行われた。
　また、8月には 2 日かけて「サ
ードワード・ジャズ祭（“Summer 
Sizzle”）」という音楽イベントを実施
している。地区中央の北ブロードウ
ェイ通りにステージを設けて路上ジャ
ズライブを行う。さらに、12月には
2日かけて「クリスマス・イン・ザ・ワ
ード」を実施している。2004 年で 16
回を数える伝統イベントとなっている。
賛美歌、大道芸、路上店舗やギャラ
リー展示、宝くじ、オークション、ク
ッキー販売等が行われる。定期イベ
ント以外では、例えば 2000 年には

写真 4.9　MIAD 学生による屋外彫刻

写真 4.10　MIAD 学生による壁面アート

写真 4.11　MIAD が運営する劇場

写真 4.12　ギャラリー・ナイトの様子
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HTWAとMIADが協力してリバーウ
ォーク整備のプロモーション・イベン
トが実施され、コンセプトデザインを
作成した芸術家のお披露目、参加者
全員での川沿いウォーキングが行われ
た。
　このように、MIADの存在が核と
なって芸術地区は形成され、MIAD
および HTWAによるソフト事業的な
取り組みの継続が芸術地区としてのコ
ンテンツを充実させてきたと見ること
ができる。

■BID#2による公共空間整備
　BID#2 は地区内の経済開発につ
ながる様々な事業を実施する。ソフ
ト系の事業は HTWA が委託業務と
して行い、BID#2 が直接行うのは公
共空間の整備事業である。これまで
に行われた公共空間整備は、主要な
通りの街路景観整備、立体駐車場整
備２棟、ミルウォーキー川沿いのリバ
ーウォーク整備、ミルウォーキー公設
市場の 5 軒である（写真 4.13、写真
4.14、写真 4.15、写真 4.16）。
　BID#2による公共空間整備は二つ
の点でテーマ地区の形成と関連づけ
ることができる。
　第一に、4 件の整備はいずれも住
宅地区としての環境改善を行っている
こと。街路景観整備は歩道の舗装整
備、街路灯、植栽、ベンチなどが配
置されて歩行者にとって快適な街路
へと改善されている。かつては卸売り
倉庫の並ぶサービス道路だったブロー
ドウェイ通りを快適な休憩空間のある
街路に変えた。リバーウォーク整備
は複数地権者の土地に一続きの公共
空間を整備して川沿いの新しい歩行
者空間を創出している。川沿いを歩
いて中心業務地区までアクセス可能

になり、地区の歩行者回遊機能を向
上させている。リバーウォーク沿いに
は4 棟の分譲住宅が整備されている。
２つの立体駐車場については、地区
内居住者は優先的に月極契約できる
ようになっている。そのため、立体駐
車場完成後に整備された倉庫改修等
の分譲住宅は、専用駐車場を容易に
確保できるようになり、これが事業化
の手助けとなった。
　第二に、建築として整備された２つ
の立体駐車場は倉庫地区のつくる歴
史的環境との調和が図られているこ
と。立体駐車場は店舗を併設したイ
ンフィル型整備で、外壁にはレンガが
使用され、歴史的な街並みを強化し、
街路に賑わいをつくっている。
　このように、BID#2 による公共空
間整備はテーマ地区としての住宅地区
と倉庫地区を形成する上での基盤施
設整備として作用したと言える。

■ ARBによるデザイン審査と事業促進
　サードワード地区内でARB の審
査を受けていない建物は 2件だけで、
大部分の建物がARB の審査を受け
て歴史的環境と調和するように形状
や意匠の調和が図られている。この
意味で歴史的な環境を保全する倉庫
地区の形成にはARBが大きく貢献し
たと言える。
　ARBの審査は表 4.2 の項目に対し
て行われる。新規整備の場合、街区
に対するインフィル型で 5〜 6層程度
が基本、外壁は地区の歴史的建造物
と調和するようレンガタイルが基調と
なる。インフィル型以外の整備はデザ
インガイドラインで許容されていない。
駐車場が新しく整備される時にもイン
フィル型が強く推奨されている。例え
ば、北ブロードウェイ通り沿いの倉庫

写真 4.13　ウォーター通り立体駐車場

写真 4.14　シカゴ通り立体駐車場

写真 4.15　街路景観改善

写真 4.16　リバーウォーク整備
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改修（写真 4.17）では、北側の空地
が駐車場として整備されることになっ
たが、ARBは審査を通じて駐車場に
外壁を設けて壁面線を揃えるよう指
導した。修復整備の場合は、地区の
歴史的環境に適するかどうかがガイド
ラインをもとに審査される。過去の審
査では、建物配置、素材や色彩、細
部のデザインが主な争点になった。例
えば、北ウォーター通り301号（写真
4.18）ではサインの設置場所・色・デ
ザインは承認したが、外壁照明のブ
ラケット部分のデザイン変更がARB
によって指導された。
　ARBの審査はサードワード地区の
周辺にまで及ぶ。ミルウォーキー川沿
いの対岸で分譲住宅の開発が行われ
た際は、ARB の審査対象地区外に
も関わらず、周辺建物も歴史地区の
建物と調和させることが歴史的環境
を守る上で不可欠だとしてARBは事
業主に対してサードワード地区の建物
とデザインを調整するよう申し入れを
行った。その結果サードワード地区に

面するファサードはデザインの調和が
図られている（写真 4.19）。
　ARB の審査はデザインガイドライ
ンの記述に適合するか否かの原則論
が徹底されている。例えば 2003 年
9月18日に行われたARB 審査会で
は、デベロッパーが川沿い倉庫の修
復について現状の 3 層から２層増築
し、住宅に転用するプランを提案して
きた。増築部分については８フィート
後ろに下げて開放的なデザインとする
か、ガラス張りにするかの二案が提
示された。これに対して、両案ともデ
ザインガイドライン51頁目の項目に適
合しないとする意見と、増築だけであ
ればデザインを許容すべきとの意見
が対立した。最終的には原則論を優
先し、増築部分のデザインを再検討
することで継続審議となっている。
　一方で、デザインガイドラインに明
確な記述がなければ、歴史的環境
の保全を第一としつつも、事業者の
意向も踏まえつつ双方にとって望まし
い整備が実現するよう、柔軟な判断

写真 4.18　ARB 審査を経た建物（N.301）

　表 4.2　BID による公共空間整備事業

事業（完成年） 内容
街路景観整備

（1992）
地区の中央を南北に走るブロードウェイ通りは、自動車道線を変
更し、島状の駐車場と休憩スペース、街路灯、噴水広場、ランド
スケープ、公園広場等を整備して歩行者骨格とした。地区への入
口となる交差点には地区の再生を象徴するゲートを設置。周辺
８街区には歩行者空間の舗装改修、街路灯・ベンチ・ゴミ箱な
どストリートファニチャを設置。地区内 80 人の建物所有者と地
権者が関与した。事業総額は約 340 万ドル。資金調達には市の
TIF が利用されている。

シカゴ通り立体駐車場
（1995）

500 台収容の５層立体駐車場で、シカゴ通り沿いには店舗（360 
F）が併設されている。事業費総額は約 550 万ドル。

ウォーター通り立体駐車場
（1998）

430 台収容の５層立体駐車場で、北ウォーター通り沿いには店
舗（165 F）が併設されている。事業費総額は約 572 万ドル。
資金調達にはミルウォーキー市再開発公社の特別歳入債融資が
用いられている。

リバーウォーク整備
（第一期 2003）

全長約 1640 ｍのミルウォーキー川沿い歩行者空間整備。ダウ
ンタウン中心業務地区に整備されたリバーウォークの第二期に位
置づけられる。アーティストを招いて地区の独自のデザインを実
現した。事業費総額は約 1055 万ドル。資金調達には市の TIF
や BID の追加徴税（川沿い地権者のみ）、民間財団からの寄付
など多数。 

ミルウォーキー公設市場
（2005）

ダウンタウンの中心業務地区とサードワード地区を分断している
フリーウェイ高架の足下にある駐車場用地に２階建てのマーケッ
ト（農産物売り場、飲食店舗、フードコート、等）を整備する。

　  表 4.3　ARB によるデザイン審査項目

チェック項目
デザイン原
則について

建物用途、街路沿いファサー
ド（街路沿いの表情として）、
建物形状として：軒高、ファ
サード以外に見える側面、リ
バーフロント側のファサード、
立面構成（上層部・中層部・
低層部）、屋根の勾配、街並
みにおけるリズム、高さと幅
のプロポーション、ヒューマン
スケールとの関連づけ、機械
および安全設備

ディテール
および素材

窓、扉、サイン、キャノピー、
庇、オーニング、素材（全て
の材質と色）

提出資料 外観写真、スケッチ、立面ド
ローイング、各階平面図、隣
接する建物等を記した敷地計
画、設計仕様書、外壁サンプ
ル、その他必要と判断される
資料

写真 4.17　ARB 審査により駐車場壁面を設置
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が行われる場合もある。例えば、地
区内の全ての分譲住宅の窓にはバル
コニーが設置されているが、これは
ガイドラインに規定されていない。最
初のケースとなった 1997年の北ウォ
ーター通り141&201号の改修（写真
4.20）では、これは歴史的建物のフ
ァサードを損なうとする意見と、バル
コニー付の住戸は高く売れるとするデ
ベロッパー側の主張を擁護する意見
が対立した。デザインガイドラインに
はバルコニーに関する明確な規定が
なかったため、最終的にはデザイン
を工夫して設置することとなった。し
かし、このケースがきっかけとなって
その後 6 年間で７件のバルコニー付
分譲住宅が倉庫の修復転用によって
地区内に整備された。
　デザイン審査をスムースに進めるた
めの事前打ち合わせは重要である。
ARBは公開審査方式のため、その
審査過程は原則としてオープンでなけ
ればならない。そのため、デベロッパ
ーは HTWAと非公式の事前打ち合
わせを持ちたがる。ここで、ARB 委
員ではなくHTWAに事前相談を行う
ところが一つのポイントで、HTWA
理事を務めるARB 委員であれば、
形式的には ARB の事前審査にはな
らないが、実質的にARBと同等の
意見交換ができる訳である。HTWA
理事のタンジェン氏によると約 9 割の
デベロッパーが、自らHTWAに事前
相談に来るとのことである。ただ、こ
の事前打ち合わせでは原則として可
否判断は行わず、ガイドラインの読み
方や審査のポイント等を指摘するの
みに止めている。例えば、1993 年に
改修されたスカイライト・オペラ劇場

（67ページ写真 4.11）のケースでは、
1993 年 5月 5日付で HTWA からデ

ベロッパーに対して、事前の非公式打
ち合わせを了承する旨の手紙が出され
ている。ARBに事前に提出された図
面等を分析した上で、提案の一部で
ある前面窓へのチントガラス使用は、
デザインガイドラインに明らかに反し
ていると指摘し、この点を含むデザイ
ン案の変更をHTWAの名前で要請
している。併せて、窓枠、窓ガラス、
南壁面がARBでの議論の焦点にな
りそうだと指摘し、これらの件に関し
て、もしデベロッパー側が望むのなら、
事前打ち合わせで説明を行うことが
可能だと記している。
　事前打ち合わせには、ミルウォー
キー市内にコネクションを持たない外
部デベロッパーが自由に地区内の開
発事業に参加する機会を広げる意味
もある。1980 年代までは、外部のデ
ベロッパーがミルウォーキー内である
程度大きな開発事業を実施するため
には、市長に話をつけ、地元コミュニ
ティに話をつけ、地元の有力者に話
をつけることが必要で、これが新規
参入デベロッパーにとって大きな障害
となっていた。しかし1990 年代以降、
地区の再開発が本格化してくると市外
も含む多様なデベロッパーを地区に
引きつけることが必要となった。その
時にHTWAとの事前打ち合わせは、
特定の個人やコネクションが大きな力
を発揮するのではなく、誰もがある程
度容易に開発機会や情報を得られる
仕組みとして有効に機能したと言われ
ている。

4.2.2． 事 例 解 題：Eastern North 
Philadelphia エリアのまちづくり

■エコ・コミュニティのまちづくり
　フィラデルフィアでは、同都市圏

写真 4.20　歴史的建造物に取り付けられたバ
ルコニー

写真 4.19　ARB が修正要求を出した隣接地区
の住宅



72 これからの都市生活を考えていくための新世代コミュニティの研究

で活動するNPOのペンシルバニア造
園協会（Pennsylvania Horticultural 
Society, 以下 PHS）が 1974 年から
現在まで未利用地等の緑化再生プ
ログラムを全市的に継続展開し、こ
れが荒廃した近隣を再生に導く取り
組みとして多くの成果が報告されてい
る。PHS の取り組みは未利用地の緑
化を単なる運動論に終わらせず、全
市的に展開可能なプログラムとして
確立している点に応用可能性があり、
都市縮小の時代における我が国の未
利用地問題に対しても多くの示唆を与
えると考えられる。
　PHS は近隣再生を目的とする未
利用地の緑化のための各種取り組み
を2000 年代から未利用地マネジメン
ト事業（Vacant Land Management 
Project, 以下、VLM 事業）との呼
称で幾つかのプログラムに集約して
いる。VLM 事業は未利用地の緑化
を通じたエコ・コミュニティのまちづく
りと考えることができる。本節では、
PHSによるVLM 事業の取り組みを
分析し、未利用地再生手法としての
仕組みと運用の実態を明らかにしな
がら、VLM 事業の近隣再生に対す
る有用性と都市縮小への応用可能性
について考察する。

■�未利用地再生を目指す緑化や空地
整備の構想

　PHS はVLM 事業を「対象となる
近隣の未利用地を『清掃および緑化
（cleans and greens）』すること」と
説明している。推進組織体制の違い
に着目すると、未利用地再生のため
の主な手法には（a）再開発公社やラ
ンドバンクなど公的機関が中心となっ
て未利用地の取得・処分を進める手
法、（b）民間デベロッパーが中心と

なって未利用地の取得・処分を進め
る手法、（c）NPOなど民間組織が中
心となって未利用地の維持管理を進
める手法の３つがある。VLM 事業
は（c）の一つに位置付けられ、維持
管理の一環として未利用地の「緑化」
を進める点に特徴がある。緑化を通
じた未利用地の再生という観点から
PHSは市と協働で「グリーンシティ戦
略」を2003 年に策定した。これが
市とPHSによる協働の枠組みとなり、
VLM 事業は市施策と連動しながら
展開している。

■PHSによる未利用地マネジメン
ト事業の経緯

　PHSによる未利用地マネジメント
事業は1974年から続くフィラデルフィ
アグリーンプログラム（以下、PGプロ
グラム）の一環であり、自主財源によ
る緑化を通じた空地整備が特徴であ
る。
　フィラデルフィアでは 1960 年代の
連邦都市再開発が維持管理を想定し
ない住民不在の空地を整備し結果と
して荒廃を招いたことの反動として、
1970 年代にコミュニティガーデン運動
が広がった。PGプログラムは貧困コ
ミュニティのための自給用菜園づくり
の実施と技術提供から始まった。荒
廃したコミュニティを再生する上で未
利用地の緑化と菜園づくりの効果が
市に認知されるようになると、1980
年代後半には市近隣計画に緑化を通
じた未利用地再生が位置づけられ
る。その最初の計画である北フィラデ
ルフィア計画（1987年）では地元コミ
ュニティによる未利用地の緑化と維持
管理が近隣再生の手法として位置づ
けられた。
　PHSによるコミュニティガーデン整
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備は市の住宅及びコミュニティ開発室
の補助により1980 年代に多数実現
した。1986 年にはコミュニティガー
デンの安定的な整備を図るために土
地の保有を目的とするNeighborhood 
Gardens Association が 設 立され、
その後のフィラデルフィアにおけるコ
ミュニティガーデン整備の中心的役割
を担った。しかし、コミュニティガー
デンは地域住民自身がその維持管理
を担う必要があるため、夥しい数の
未利用地全体に対応できないという
弱点があった。更に1993 年に市が
財政危機を理由に PGプログラムへ
の補助金を打ち切ったことから、コミ
ュニティガーデン整備によるコミュニ
ティの再生という試みは頓挫してしま
った。
　そこで PHS は未利用地再生の新
手法を開発するために、市と協働
で 1996 年から1998 年まで北フィラ
デルフィアのニューケンジントン地区
を対象とする未利用地再生のパイロ
ット事業に乗り出した。同地区では
1996 年当時 1100 箇所の未利用地が
あり、その 7 割が民間所有の租税滞
納状態だったが、同パイロット事業に
よって 1100 箇所の未利用地のうち、
370 箇所が清掃・緑化、108 箇所が
建物の前庭に転換、62 箇所がコミ
ュニティガーデンや菜園に転換され、
未利用地の 50％が地元 CDC（New 
Kensington CDC）と地域住民によっ
て維持管理されることになった。
　そして、同事業を通じて構築された
未利用地の緑化整備の取り組みから、
現在の未利用地マネジメント事業に
つながる以下２つの手法が確立した。
第一に、地元 CDCとの協働作業を
通じ、地元組織が主体となって未利
用地の維持管理を行うCLCプログラ

ムの基本的仕組みが確立した。第二
に、1100 箇所もの未利用地全体に
対応するため『暫定整備』という手
法が考案された。通常、未利用地再
生のための権利の取得は土地処分を
目的にして行われる。しかし、土地
処分の目処は立たないが夥しい数の
放棄地をそのままにできない。そこで
未利用地の荒廃状態をとりあえず取
り除き、その状態を維持管理する手
法が考案され、これが VLSプログラ
ムとして仕組み化された。これら２つ
の手法を市の施策に位置づけるため
PHSはグリーンシティ戦略を考案し、
2003 年に市が PHSと協働で市内の
緑化を行う戦略として正式に策定し
た。

■�フィラデルフィアにおける未利用
地再生手法とPHSの役割

　租税や市各種サービス料金を滞納
するなど問題を抱えた民間所有の未
利用地は通常の民間取引による自主
的な再開発が進まない。このような
未利用地を再生する場合の手法につ
いて、未利用地再生における3 つの
課題とそれに対応する手法の関係を
主体別に表したものが表 4.4 である。
　このような未利用地の権利取得に
ついてフィラデルフィア市では未利
用地審査委員会 (Vacant Property 
Review Committee、以下 VPRC）が
①租税等滞納不動産の競売、②租
税等滞納不動産の寄付、③不法妨害
の緊急除去（Emergency Nuisance 
Abatement Program、以下 ENAP）
という３つの手続きを用意している。
　PHSの行うVLM事業は③ENAP
の手続きを活用し、未利用地の荒廃
除去、維持管理、空地整備を行う権
利を取得している。ENAPとは市の
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不動産維持管理条例 309 条に基づい
て、民有放棄地の荒廃状態を改善す
る諸権限を第三者に付与するものであ
る。荒廃状態の除去を必要とする近
隣住民やNPO 等が、荒廃除去方法、
資金計画、タイムスケジュール等を明
らかにした不法妨害除去計画を市の
許可・調査局に提出、それが承認さ
れると申請者に対して不法妨害を除
去するための土地進入や構造物等の
撤去など計画実行に必要な行為が認
められる。市議会の指定する不法妨
害緊急除去エリア内の租税を滞納し
ている荒廃状態の民間所有地に対し
て適用される。
　未利用地の維持管理について
は、PHS が 運 用 する Community 
LandCare Program（以下、CLCプロ
グラム）とVacant Land Stabilization 
Program（以下、VLS プログラム）
がある。VLM 事業はこの二つのプロ
グラムを用いて行われる。共に近隣
の安全性向上と再開発の促進を図る
ことを主目的としている。
　未利用地の処分には、大別すると
空地の整備と建物の再開発がある。
再開発は市の再開発関連公社（住宅
再開発公社 PHA、都市再開発公社
RDA、産業開発公社 PIDC、フィラ

デルフィア開発公社 PDC および地元
住民等が設立するコミュニティ開発会
社（CDC）が行う。これらの再開発
に対して PHSは屋外空間の緑化・植
樹、園庭づくり、それらの技術支援
等を行う。一方、空地整備としては、
PHS は市の近隣公園整備や地元住
民等によるコミュニティガーデン整備
に対しての技術支援等を行っている。
これらの空地の日常の維持管理は近
隣住民やボランティアが通常は担う。

■VLSプログラムの仕組み
　VLSプログラムは PHS が未利用
地の緑化・空地整備を行い、その維
持管理を行うものである。未利用地
の緑化・空地整備は、①整備場所の
選定、②所有権の確認と整備に必要
な法的手続き、③緑化・空地整備の
平面計画、④建物構造物および廃棄
投棄物の撤去、⑤空地の整備（表土
入れ替え、芝生舗装、樹木設置、木
製柵の設置）の手順で進められる。
　整備内容は必要最小限に抑えられ
る。標準的な空地（地盤面の平坦化、
植樹、木製柵設置）の場合、整備単
価は 1〜1.5ドル/sft 程度が目安と
されている。緑化・空地整備を行っ
た未利用地の維持管理は、3月から

表 4.4　フィラデルフィアにおける未利用地再生の取り組み
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10月まで 2 週間おきの頻度で清掃等
が行われる。作業は、同じ郵便番号
(zip code) の地域に含まれる未利用地
をひとまとめにして PHSが外部業者
に委託する。対象となる空地数が多
いため大手の業者が受託している。
　未利用地の緑化・空地整備には（1）

“Curb Appeal”の改善（2）居住人
口の維持（3）新規の居住者の呼び込
み（4）地域に対する投資の呼び込み

（5）浸透による地下水涵養といった
効果が期待されている。そのため整
備対象となる未利用地はグリーンシテ
ィ戦略のターゲットエリアの中にあっ
て「主要な通りに対して視覚的に好影
響が想定されること、地域にある住
宅および商業施設の周囲を美化する
こと、学校やコミュニティセンター等
の近隣施設の周囲を安全にすること」
の基準を満たすものの中から、地元
住民組織や市議会議員など有力者等
とPHS が協議調整を行い戦略的に
選定される。
　VLSプログラムによる未利用地の
緑化・空地整備はENAPの手続きを
利用することで可能となっている。但
しENAP では不法妨害の除去が行
われても当該土地の譲渡先が決まら
なければ再開発等の処分手続きに進
めず、現実問題として市内大半の未
利用地がそのままでは再開発が見込
めないため処分手続きが進まない。
そこで未利用地の荒廃を防ぎつつ将
来の再開発等につなげるため、維持
管理を行う観点から暫定的な整備を
してしまうのが VLSプログラムであ
る。
　暫定整備のため整備単価と手間は
最小限に抑える。但し、ここでの「暫
定」は空地として固定するのではなく
将来の開発も許容するという意味であ

り、「暫定」の期間を定めているわけ
ではない。こうした「暫定戦略」を採
用したことにより年間 700 件におよぶ
多数の整備が可能になっている。な
お、空地は誰でも利用可能で、例え
ば近隣住民によるパーティやスポーツ
等の利用もある。

■CLCプログラムの仕組み
　CLCプログラムは空地としての整
備をPHSが行わない代わりに、地元
住民組織に対して地域内の未利用地
を自ら維持管理する機会を提供する
プログラムである。事業費は PHSが
負担する。PHSは同プログラムをコミ
ュニティ再生の機会と位置づけ、地
域から100人以上の雇用を創出して
いる。作業員の半数以上が元収監者
であり同プログラムを通じて清掃・除
去活動の能力開発を行っている。
　CLCプログラムが維持管理の対象
とする未利用地は、VLSプログラム
のように整備までは予算がかけられな
い未利用地である。CLCプログラム
では未利用地一筆に 8 回あたり350
ドルを基本単価として合計 200 筆 7
万ドルを上限として PHSが外部委託
を行う。PHS は地元組織を中心に、
業務遂行能力も勘案しながら受託組
織を選定する。標準的な作業報酬は
時間単価に換算すると作業チームの
規模、経験、勤務日数に応じて 8〜
12ドル／時間程度になる。
　委託はエリア単位で発注される。
多くの未利用地は複数筆が空間的に
連続しているので、実質的には 50 〜
80 箇所程度のまとまった未利用地が
対象になる。清掃・除去活動は 3月
から10月までの 8ヶ月間に合計 8 回
（VLSプログラムの半分）の頻度で
行われる。全ての瓦礫等を除去し、
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雑草は長さ8 インチ以下になるよう
除草が行われる。実際の作業はリー
ダー1名と作業員3〜 5 名の小規模
なクルーを組織して行うのが一般的
である。作業の質を維持するために
PHSは年 2 回の評価会（達成点と課
題の聞き取り、中間審査と終了時審
査）と技能講習（設備機器、植樹や
庭園造りの技術、安全に関する説明
等）を各組織に義務づけている。

■�東部北フィラデルフィア地域にお
けるVLM事業の成果

　Eastern North Phildelphia（東部
北フィラデルフィア地域）を対象に、
PHSによるVLM 事業の成果分布を
示したのが図 4.8 である。地域鉄道

の東側に多数分布している。VLM 対
象地は建物に挟まれた小規模な一筆
の土地や、街区から建物が歯抜け状
態になった不整形な土地など、その
ままでは再開発に適さないものが多
数見られる。
　PHSによる同地域のVLM事業は、
市や連邦政府、地元コミュニティによ
る４つの地域再生の取り組みと深く関
連している。
　一つ目は連邦政府と市、地元事業
者等が運用するAmerican Street 
Empowerment Zone（ 以 下ASEZ）
である。アメリカン通り界隈はかつて
集積していた製造業の空洞化により
多くの荒廃地・未利用地が生じてい
た。そこで一帯 5.2haを対象とする

図 4.8　PHS による VLM 事業の成果分布



77

第4章　エリアを個性化する新世代コミュニティまちづくり

エンパワーメントゾーンが 1999 年に
指定された。ASEZでは深刻な未利
用地問題への対応が急務とされたこ
とから、隣接するニューケンジントン
地区で成果を出していた PHSが招聘
された。2001年〜 2003 年まで毎年
約 300 万ドルの補助金が拠出された
結果、VLSプログラムを通じて423
箇所の緑化・空地整備が行われた。
　二つ目は市のNTI 事業である。
2003 〜 2007 年まで NTI 事業から
PHS のVLM 事業に年 400万ドルが
拠出された。そのためVLSプログラ
ムの適用箇所の大部分が NTI 事業
区域内に分布している。
　三つ目は地元コミュニティ組織
Association Puertorriquenos en 
Marcha（以下APM）による近隣再
生である。APMは 2010 年までに 6
番通り7 番通り沿いを中心にアフォー
ダブル住宅（計 2.42ha、全 346 戸）
の開発と持ち家購入の支援、5 番通
りとBerks 通りの交差する街区に銀
行支店やコインランドリーの誘致、ス
ーパーマーケット（44,000sft）の開
発を行った。PHSは APMと協働し
て、APM活動エリアのアフォーダブ
ル住宅開発にあわせた植樹、VLSプ
ログラムによる未利用地の緑化整備、
CLC 組織への業務委託を行った。
VLM 事業の成果は APMの住宅・
商業開発の周辺に多数分布しており、
居住環境等の向上に寄与していると
考えられる。
　四つ目は地元コミュニティ組織
Village of Arts & Humanities（以下
VAH）による近隣再生である。VAH
はアート活動を通じた地域やコミュニ
ティの再生を目的とするアーティスト・
コミュニティの組織である。VAHは
未利用地の菜園・公園整備、彫刻

等アートの設置、市のMural Arts 
Programを用いた壁画の作成等によ
りエリアの環境改善に貢献している。
Mural Arts Programではアーティ
ストと地元コミュニティ組織が設置場
所を協議調整する。東部北フィラデ
ルフィア全体には多数の壁画がある
が、このうち26 箇所は未利用地に面
する（写真 4.21）。PHSはこれら未利
用地に面して壁画が作成される場合、
VLSプログラムを用いて当該地の緑
化・空地整備を行い、アートによる地
域再生の活動と積極的に連携した環
境改善に取り組んだ。

4.2.3．手法解題

■�エリア特性を踏まえた空間デザイ
ンのマネジメント

　街の空間デザインにあたっては、
街づくり組織が果たす役割が大きい。
街づくり組織は個々の再開発を地区
に相応しいものへと誘導することで、
テーマ地区の形成やエリアの個性化
を促進する。そのために各再開発の
デザイン（表層的な意匠の意味だけ
でなく空間の計画など含む広義のデ
ザイン）をマネジメントする必要があ
る。デザインのマネジメントには三つ
の段階があると考えられる。
　第一に「事前協議」の段階である。
地区内の再開発事業に対する網羅的
な関与の仕組みをいかに構築するの
か、という課題を街づくり組織は抱え
ている。これに対してデザイン審査
等のプロセスを利用していくことが求
められる。サードワード地区において
はデザイン審査およびプレ審査のプ
ロセスそのものを地元組織 ARB が
運用していた。また、公式なデザイン
審査に先立って地元組織による非公

写真 4.21　壁面アートのある未利用地
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式のプレ審査が設けられている。プ
レ審査には、実質的な審査機会の増
大、論点整理による作業時間の短縮、
地区内にコネクションを持たない外部
デベロッパーの自由な参入機会の創
出等の効果があり、プレ審査を街づ
くり組織に依頼することは地権者や
地区内外のデベロッパーにとって一定
のメリットがあると言える。
　街づくり組織はデザイン審査を入口
にして事業化の課題を突き止め、フィ
ジビリティ調査の導入、計画修正へ
の柔軟な対応、資金調達や地元調整
など必要とされる支援につなげてい
く。プレ審査など早い段階で事業に
関わることで、事業への多様な対応
の可能性が高まる。
　第二に「枠組み協議」の段階であ
る。この段階では、事業に先立って
街づくり会社が事業者に素案を提示
するか、現在進行中の再開発事業に
対して街づくり会社が代替案を提示
するか、何れかの進め方で両者の協
議が進められる。ここでは、事業者
を協議の場に引き入れるための提案
力が街づくり会社に試されることにな
る。提案のポイントは、エリア特性を
踏まえたデザイン方針の提示、追加
の資金調達やコストダウンと連動した
デザイン方針の提示、より効率的な
事業化プロセスの提示等である。
　サードワード地区では（プレ審査を
含む）デザイン審査の場に、事業の
効率化のための場という新たな意味を
見出している。1980 年代まではデベ
ロッパーが大きな再開発を実施するた
めには、市長に話をつけ、地元コミュ
ニティに話をつけ、地元の有力者に話
をつけることが必要であり、これが地
域外のデベロッパーにとって大きな障
害となっていた。事前の密室交渉や

特定の個人が大きな裁量を発揮する
プロセスが常態化していたのである。
しかし、政治的介入や不透明な交渉
は、特定のデベロッパーに得をさせる
だけで、エリアの再開発を活性化す
ることに必ずしも結びつかない。再開
発を活性化させるためには、個人の
意見が問題になるのではなく、許認
可の基準に適合しているかどうかが
問題にならなければならない。ルール
と手続きに従い、政治的な意志決定
の排除が必要との考えから、ミルウ
ォーキーのARBは「プロセス」「ガイ
ドライン」「対話」を遵守したデザイ
ン審査の仕組みを構築した。当然な
がら、プレ審査は対話を徹底するプ
ロセスの一つであり本審査前交渉は
行わない。
　第三に「詳細協議」の段階である。
この段階では、優れたデザインを創
造するために事業者と街づくり組織が
細部の調整を行う。街づくり組織は
事業者に対して、デザイン審査の基
準や第二段階で定めたデザイン方針
に準拠しているか、他との一体感を
つくるデザインか、歴史的環境や眺
望の保全あるいは街並みの形成など
エリア特性を生かすデザインか、隣
接敷地と調和するデザインか、といっ
たエリア全体との調和という観点から
事業者に対してデザイン案の変更を
求めていく。
　このように街づくり組織は、事前協
議による早期の課題整理、協議を通
じた事業の枠組み改善、エリア全体
と調和するデザインという３つの観点
から能動的に再開発事業のあり方を
マネジメントしていくのである。
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■都市の縮小に対するVLM事業の
応用可能性

　都市縮小の局面では、経済や人口
規模の縮小から、再開発の見込めな
い未利用地の今以上の増加が危惧さ
れる。全ての未利用地の再開発は現
実的でないため、それら未利用地を
いかにマネジメントするかが我が国都
市においても大きな課題になる。これ
に対して PHSによるVLM 事業は次
の２つの観点から応用可能性を我が
国に示唆している。
　第一に、高齢化や人口減少が進む
中、住民組織が主体となって持続的
な街づくり活動を効果的に展開する
ことが困難な地域は多く、都市縮小
の局面ではその傾向は一層深刻化す
ると考えられる。このような場合に地
元・行政による地域再生の戦略を、
PHS のように地域外から招聘または
新設する専門家組織等が、未利用地
のマネジメント事業として具体的に展
開するという協働の仕組みは我が国
でも応用可能だと考えられる。
　ただし、フィラデルフィアではエン
パワーメントゾーンによるPHS への
補助があったように、民間の専門家
組織が継続的に地域に関わるための
公的位置づけと財源確保が課題にな
る。
　また、ENAPのように民有放棄地
の荒廃状態を改善する諸権限を第三
者に付与する仕組みは日本では法制
化されていない。現行法制度では公
衆衛生改善を目的とする行政代執行
のような手続きが考えられるが、手続
きの手間や時間を考えると夥しい数
の未利用地への適用は現実的とは言
えない。民間組織が放棄地の荒廃撤
去を効率的に手がけられるような法制
度の整備は検討すべき課題と考えら

れる。
　第二に、膨大な数の未利用地に対
処するためには、個々の未利用地を
見るのではなく、地域という広がりの
中で未利用地を捉える視点が必要で
ある。この視点を具体的な施策に反
映させるには、ターゲットエリア設定
による計画・事業範囲や推進体制の
官民共有、地域特性に合った低コス
トの空地整備・維持管理の推進が課
題である。
　具体案としては、ターゲットエリア
とそこでの事業を都市計画マスター
プラン等に位置づけるなど既存計画
への反映、未利用地問題への対応を
主目的とする地区計画制度等（未利
用地整備の暫定戦略を方針に位置づ
け、地区整備計画に未利用地の再開
発と暫定空地整備の方策を定める等）
の新設、街路や公園など公共財だけ
でなく未利用地にも対象を拡充したア
ダプト制度の導入など既存制度の拡
充が検討課題と考えられる。

■空間のビジョンと実現ルール
　エリアとしてどのような空間をもっ
た地区にしたいか、これを実現する
には空間の「ビジョン」と実現のため
の「ルール」が必要になる。デザイン
をルール化する際には、建物と道など
の公共空間との間の「中間領域」を
魅力的にすることが重要である。歩
行者と店舗のコミュニケーションがあ
るかどうかで通りの魅力が決まってく
る。それがまちらしさにもつながって
いく。
　建物と道路の間に「中間領域」と
呼ぶものがある。建物なのか道なの
か、公共空間でもあり民間の空間で
もある曖昧な場所であるが、ここをど
うつくるかが重要である。中間領域

写真 4.22　VLS プログラムによって緑化され
た空地
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の連なりが街並みをつくる。それを
産み出すために規制やルールがあり、
デザインの取組みというものがある。
既存の街らしさがあるところを新しい
建物がどのようにつなげていくのかと
いうことが重要。となりのデザインや
立ち並び方とどうつなげていくか、リ
ズム感などをどうしていくかという工
夫、既存の街並の文脈を読み取りつ
つ、新しいものが既存のものとどう調
和するかが課題となる。
　来街者の交流促進という点では回
遊空間のデザインが重要になる。こ
のときに、エリア内の拠点や要所がど
のようにつながって連続しているか、
その範囲によってエリアの価値が大き
く変わってくる。
　デザインのルールやビジョンは決め
られて与えられたから、それを使わな
くてはいけないというのではなく、都
市生活者と地元の人たち関係者が肉
付けしていくというものであることが
望ましい。それによってガイドライン
が実体化する。与えられるものではい
けない。ビジョンやルールは一回作っ
て終わりではなく、成長させることが
重要である。
　ただしデザインコントロールは、地
域も地権者もメリットを受ける形に仕
立てることが成功のポイントである。
街のデザインを考える場合、地域住
民からすると地域貢献性を高めてほし
いと思うのが常である。しかし、実
際に検討すると採算性がバッティング
してくるという問題がある。ここで最
終的に求められるのは地域貢献性と
採算性の両立である。関係者はこの
１点に向かってのみ議論をしていくこ
とが必要になる。双方がどちらかだ
けを求めて議論すると不幸な関係に
なるが、これらを突き詰めていくと合

致するポイントが出てくる。それがま
ちづくりの方向性である。

4‒3．新世代コミュニティによ
る「系のマネジメント」

　本節では新世代コミュニティのまち
づくり手法について、エリアのマネジ
メントの視点から分析考察する。

4.3.1．事例解題：St. Paul ロウアー
タウン地区のまちづくり

■空間化したビジネスコミュニティ
　米国ミネソタ州セントポール市のロ
ウアータウン地区には、サイバービレ
ッジ（Cyber Village）と呼ばれるビ
ジネスコミュニティが形成している。
サイバービレッジとは、ロウアータウ
ンの倉庫街に IT企業が多数立地し
た状態を指す呼称である。倉庫街に
は（少々古いデータだが）1998 年時
点で 30を越えるIT企業の入居が確
認されている。建物単位で見ると、パ
ークスクエアコートに 5 社、ギルバー
トビルディングに 4 社、ホームスタイ
ルズに 3 社など特定の建物に集中入
居している。入居する業種は ISP、マ
ルチメディア、ウエブデザイナー、オ
ンラインサービス、データベース出版、
グラフィックデザイナー等である。こ
れらIT企業群がビジネスをきっかけ
とした緩やかな連合体として「サイバ
ービレッジ・グループ」を結成してい
る。このグループの存在がテーマコミ
ュニティとしてのサイバービレッジを実
体化している（写真 4.23）。
　サイバービレッジ・グループは IT
をベースにしたビジネスコミュニティと
して、マーケティング、メンバーのビ
ジネス・データベース作成、イベント

写真 4.23　サイバービレッジのオフィス

表 4.5　サイバービレッジ基本原則

サイバービレッジの基本原則

・ 開かれた組織である。
・ グループの活動に対する活動的な参加を

促進する
・ グループを通じて新しいビジネスのつなが

り、より良いビジネスの繋がりを目指す。
・ 活動やイベント等を実施する場合はロウア

ータウンで優先的に行う。
・ ロウアータウン地区の物的な資産価値とバ

ーチャルな資産価値の両方を高める。
・ ビジネスや活動に際しては道徳的に振る舞

うこと。
・ 競争を重んじ（respect）、協働を尊重す

る（value）こと。
・ 適切に用いられる限り、IT 技術は助けに

なると信じて活動すること。
・ 生活・労働・遊びのバランスづくりにつと

めること。
・ 活動がゆくゆくはコミュニティのためにな

ると信じて活動すること。
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　図 4.9　サイバービレッジ構想

等のアナウンスやビジネス等の情報交
換、ウェブサイト運用、ネットワーク
づくり、ITに関する学習機会の提供
などを行っている。2001年のメンバー
リストによれば ITの関連企業も含め
て全 72 社が CVG に加盟している。
サイバービレッジ・グループは、表 4.5
に示す10 項目をグループの活動原則
に定めている。こうした原則の範囲内
で緩やかに連携し、メンバーのボラ
ンティアによってグループは運営され
ている。
　そもそも当該倉庫街にサイバービ
レッジというコミュニティが形成し
たきっかけは、地元ケーブルテレビ
局KTCAの地区内進出である。こ
れを契機に IT 関連の中小企業がロ
ウアータウン地区の倉庫街に進出し
始めた 1995 年頃、地元のまちづく
り会社 Lowertown Redevelopment 
Corporation (LRC) が掲げた地区づ
くりの新しい考え方がサイバービレッ
ジ構想（図 4.9）を打ち出した。これ
は、ロウアータウン地区の倉庫に IT
企業（当時の呼称ではハイテク・オフ
ィス）が進出して小規模オフィスへ転
用され始めている当時の状況を地区

再生の機会と捉えて、光ケーブルなど
通信インフラの整備や同種の企業に
対してエリアをマーケティング等行い、
更なるIT企業の集積を促進する構想
である。LRC が地区の再生に乗り出
した 1978 年から、実は「アーバンビ
レッジ」という構想を掲げていたが、
その構想において「地区内の就業機
会の拡大」を基本方針として位置づ
けている。サイバービレッジ構想はそ
のを具体化策と言える。
　LRCによるIT関連企業の誘致は、
デベロッパーとしての IT関連企業誘
致とテナントとしての IT関連企業誘
致の二つの側面がある。前者につい
ては、差額融資や融資保証を行い、
後者については建物所有者への仲介
等を行うなどして誘致を実現させてき
た（表 4.6）。
　デベロッパーとしての IT関連企業
誘致について、LRC が行った重要な
取り組みが二つある。第一に、サイ
バービレッジ形成の発端となったロ
ーカルケーブルテレビ局KTCAの誘
致。KTCAの進出は、IT系の中小
企業に対してビジネスの発注者側と
なるマスメディア系企業が地区内に進
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出したことを意味する。KTCAの進
出がきっかけになって 3Mコム 、ゴ
ー・ファースト社、ブルックス・ファイ
バー社、U.S.ウェスト社など、それ以
前は地区内に立地していなかった IT
系の企業がロウアータウン地区に進出
し始めた。KTCAは 1989 年に LRC
が誘致を成功させた。KTCAがロウ
アータウン地区に進出した背景には、
隣接するミネアポリス市との激しい誘
致合戦があった。この過程でLRCは
KTCAに対して 65 万ドル（約 9750
万円）の差額融資と1000 万ドル（約
15 億円）の融資保証を行っており、
これが KTCAの誘致成功に大きく貢
献した。

　第二に、通信インフラ整備を行うブ
ルックス・ファイバー社の誘致。ロウ
アータウン地区の多数の建物は、マル
チメディアに対応した高容量の光ファ
イバー回線がネットワーク整備されて
いる。この他にもスイッチング・ステ
ーション、衛星放送用アップリンク設
備等が地区内に整備され、優れた IT
環境を地区内の建物に提供している。
これら通信インフラは何れもLRC が
誘致したブルックス・ファイバー社が
整備したものである。LRCはサイバ
ービレッジ構想を受けて同社を地区
に誘致し、1997年 12月に光ファイバ
ー回線の整備が完了した。
　一方、テナントとしての IT 関連企

表 4.6　テナント、デベロッパー誘致実績

ビル名称 LRC の取り組み
Mears Park Center ツインシティ都市圏協議会（Metropolitan Council）の本部が入居

する。LRC がアトランタからデベロッパーを誘致し、テナントとして
同協議会を引き合わせた。

Freight House コンピューター管理関連の企業が入居している。職住一体型の暮らし
が可能な建物を探していると同企業から相談を受けたため、LRC は
地区内で空いていたこの建物を企業に推薦した。

Railroad Print Bldg IT 企業の GoFast 社が入居する。LRC が同社を地区に誘致し、賃貸
契約に際して建物所有者と同社を仲介した。

Army Corps of
Engineers

米国陸軍技術工兵隊（Army Corps of Engineers）の所有するビル
の１F に LRC が通信インフラ会社ブルックスファイバー社の切り替え
センター（サーバー群）を誘致した。同ビルの 2・3 ＦにはＩＴ企業の
カム・ワークスがテナントとして入居した。

Homestyles
 Publishing（1995）

IT 企業の同社が建物を購入し、オフィスに修復転用した。LRC は総
事業費 170 万ドルに対して、12 万 5000ドルを融資した。

表 4.7　IT 企業に発信する地区の魅力

魅力 項目
通信インフラの充実 マルチメディア対応の高容量光ファイバー回線、スイッチング・ステー

ション、衛星放送用アップリンク設備等
開かれたビジネスコミュ
ニティ

サイバービレッジ・グループの各種活動、IT 活動に従事して職住近接
を実現するなど価値観を共有できる仲間

資金援助 セントポール市内の中小企業は、市の補助金（STAR grants、500
〜10000ドル）、商工会議所による融資・助成、ロウアータウン地区
内にオフィスを整備する場合であれば LRC による差額融資・融資保
証を受けることができる。

アメニティ 芸術地区、歴史地区、倉庫地区、ミアーズ公園、地区暖房システム完
備、スカイウェイ整備（オフィスから駐車場まで屋内を歩いてアクセス
可能）、アフォーダブル住宅

オフィス賃料 中心業務地区と比較して安い賃料／クラス B・C レベルの手頃なオフ
ィス賃料

メディア系大企業 KTCA 社（ ロ ウ ア ー タ ウ ン 内 ）、First-TV 社、Continental 
Cablevision、３Ｍ、BMCIndustries, Lawson Software（以上、
ダウンタウン内） 

立地 ダウンタウン中心業務地区に隣接（歩ける）、高速道路へのアクセス
が容易
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業誘致については多数の取り組みが
ある。LRC は 1978 年の設立から
2003 年までに全 23 件のプロジェクト
でデベロッパーやテナントの誘致を行
っている。このうちKTCA 以前に関
与した 7件は大規模再開発、住宅開
発、商業開発等のデベロッパー誘致
であるが、KTCA 以降に関与した16
件については内 9 件が IT企業の進
出に関連した誘致であった。
　LRCは複数のメディアを用いてサイ
バービレッジに関する情報発信を徹
底的に行い、IT 関連企業などへの
マーケティング活動を実践している。
LRCは IT 関連企業に対してロウア
ータウン地区の魅力を印象づけるよう
に情報を発信している（表 4.7）。主な
情報発信ツールとしては、印刷物・パ
ンフレット、ウェブサイト、印刷広告
物（ビジネス雑誌やハンドブックに掲
載）、新聞などのメディア記事がある。
新聞にはLRCから積極的に記事を売
り込んでいる。例えばセントポール・
パイオニア・プレスの1997 年 3月 9
日号では、サイバービレッジの特集記
事が組まれ、ITの先進企業（ファー
ストTV 社 , ポイント -2- ポイント社
, ゴー・ファースト・ネット社 , ホーム
スタイルズ社 , 等）が進出しているこ
と、アーティストのコミュニティがあり
ITのビジネスチャンスが生まれている
こと、地区暖房・空調システム等があ
りオフィス環境として快適であること、
高速通信の可能な充実したインフラが
あること等、この地区で ITオフィス
を開設する魅力を伝える記事が掲載
されている。この特集記事は LRCか
らパイオニア・プレスに働きかけて執
筆・掲載を実現している。

■アート・ディストリクト
　同じくロウアータウン地区には、サ
イバービレッジとは別にアーティストの
コミュニティが形成している。ロウア
ータウン地区には、倉庫を改修した４
棟・167 戸の芸術家向けロフト付き住
宅（以下、芸術家ロフト）が整備され
ている。他の建物を含めて全体で約
500人の芸術家が地区内で活動して
いると言われている。街路沿いにはカ
フェや店舗があり、芸術家ロフトの一
つ「ノーザン・ウェアハウス」の１Fに
あるカフェは芸術家のたまり場となっ
ている。
　先のサイバービレッジのケースと同
様に、LRCはアーバンビレッジ構想
の具体化策として「アート・ディストリ
クト」を形成する構想を持っていた。
「芸術を資源とする賑わいある地区」
「芸術家のコミュニティを基盤とする
芸術拠点」を形成するものだ。LRC
は構想を実現するため「倉庫を改修
した芸術家向けロフト／スタジオ付き
住宅の実現支援」「芸術家の活動に
対する助成」「芸術関連団体の誘致」
の3 つの取り組みを推進した。
　なぜロウアータウン地区のにアーテ
ィストのコミュニティが形成したか。
もともとこの地区は空洞化していたこ
ともあって、計画当初から芸術家が
地区内の古い倉庫に暮らしていた。
それは安い家賃で広いスペースが得
られることが理由とされた。しかし、
通常の再開発によって家賃上昇など
発生すると、芸術家達は住み続ける
ことが難しくなる。空洞化した地区か
ら更なる住人の転出は避けねばなら
ず、それ故に芸術家のコミュニティを
維持するための、彼ら芸術家のための
「アーティスト・イン・レジデンス」を
実現することが喫緊の課題となった。
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　芸術家ロフトのプロジェクトは、地
元芸術家達の組織する「セントポー
ル・アート・コレクティブ（SPAC）」
が中心となって進めた。これに、倉
庫の修復による芸術家ロフトのプロジ
ェクトを専門にするNPO 団体の「ア
ート・スペース社」がデベロッパーと
して加わり、技術的にプロジェクトを
主導した。彼らの動きを多方面から
支援する役割として LRCと市の計画・
経済開発局（アートマネジメント室）
がプロジェクトチームに加わった。
　芸術家ロフトの整備は、極めて困
難なプロジェクトであった。実は 1985
年にロウアータウン・ロフト（写真
4.24）が完成するまで、3 つの同様
なプロジェクトが失敗している。しか
し、同ロフトの成功がモデルとなって、
地区内には同様の芸術家住宅がその
後立て続けに３件が実現したとされ
る。４棟の芸術家ロフトの実現に対
して LRCが行った支援は表 4.8 の通
りである。デザインと融資といった根
幹的な役割だけでなく、芸術家に対
するきめ細かい支援まで行っている。
1993 年に完成したティルスナー・ビル
ディングの実現において LRC が特に
重要な役割を果たしている。LRCは
デベロッパーから差額融資を求めら
れたため改修計画案の審査を行った。
その結果、デザイン面での問題点を
修正させ、かつコスト削減を実現し

た。結果的に融資額を20万ドル（約
2000 万円）まで圧縮させ、プロジェ
クトのリスクを減少させたのである。
　ロウアータウン地区における芸術家
の活動としては、地元芸術家による
パブリックアートの制作・設置と、定
期的なアートイベントが行われている。
これに対して、LRCは地区内での活
動機会の提供と、活動のための助成
を行い、地区内の芸術家とともに、
街の賑わいづくりや街路景観の演出
を進めてきた。
　まず、LRC が作成費を一部助成し
て地区内に設置されたパブリックアー
トとしてはスカイウェイ内のアート（写
真 4.25）、建物壁面のアート、街路歩
行者空間の路面アート等がある。い
ずれも、芸術家・市・NPO 等との共
同プロジェクトとして制作・設置され
ている。
　一方でイベントについては、地区内
に暮らす芸術家達が地区内のギャラ
リーやスタジオに各自の作品を飾り一
般人に開放する「アートクロール」と
呼ばれる２日間のイベントが春と秋に
開催される（写真 4.26）。70 年代末
から現在まで継続的に行われてきた。
当初は、地区中央のミアーズ公園で
の芸術祭だったが、90 年代後半から
は地区全体を展示会場とする芸術祭
に発展した。このような芸術関連行
事が定期的に行われることは芸術家

表 4.8　エリア内芸術家専用住宅と LRC の関わり

写真 4.25　スカイウェイ内に設置されたアー
ト作品

写真 4.26　芸術イベントの様子

名称（完成年） LRC の関与
Lowertown Lofts

（1985 年）
デ ザインのレビュー、 デ ザインコンペ 開 催 の支 援、 差 額 融 資

（$177,000）、デベロッパーによる資金調達の支援、クライアントで
ある芸術家の日常活動の支援

262 Stuido
（1986 年）

特になし。（建物所有者が市から融資を受け、自主事業として実施し
た。）

Northern Warehouse
（1991 年） プロジェクトの企画に関与。芸術家に対する講習会の開催。

Tilsner Building
（1993 年） 計画案改善、コスト削減の提案、差額融資（$200,000）

写真 4.24　ロウアータウン・ロフト
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のコミュニティが存在することの裏付
けでもある。このイベントに対して、
LRC は毎回 1 万ドル（約 100 万円）
程度の助成を行っている。市は当該
イベントに助成した実績がなく、唯一
LRC だけが 20 年以上継続して芸術
家コミュニティの活動を資金的に支援
してきた。
　地区の芸術家の活動に対するLRC
の助成財源は、1980 年代前半の場
合は芸術支援系の民間財団（National 
Endowments for Arts）から 25 万
ドル（約 500 万円）の助成金を獲得
してこれを助成基金として運用してい
たが、近年は、市・LRC・芸術支援
NPO が協働で資金を出し合い、地
区内のアート活動を促進するための助
成プログラムを運用している。LRC
は芸術家に代わって、国内の様々な
財団等から資金調達を行っている。
　さらに LRC は地区内に芸術系団
体等を誘致して、芸術家の活動拠点
づくりとアーティストコミュニティの強
化に貢献している。ロウアータウン地
区には、12 のギャラリー、２つの芸
術学校（バレー１、工芸１）、6つの
芸術系財団・NPO・協会等など、芸
術家の活動をサポートする施設や団
体の本拠地がある。芸術系団体につ
いては、ミネソタ州芸術協会とジュロ
ーム財団の２つは LRCが地区内に誘
致してきた。2 つの団体は地区内イベ
ントのスポンサーを行うなど地元の活
動にも直接的に貢献している。二つ
の団体は、ミアーズ公園に面したパー
ク・スクエア・コートという建物の空
室を埋めるためにLRC が誘致した。
LRC は更なる空き床を埋めるため
に、中国コミュニティの劇団（Chinese 
American Dance）も合わせて誘致
し、同建物を一つの芸術活動拠点へ

と転換させている。

4.3.2．事例解題：Buffalo メイン通
りエリアのまちづくり

■ダウンタウン再生
　ニューヨーク州バッファロー市は人
口 282,864 人（2004 年）を有する州
内第二の都市である。エリー郡とナ
イアガラ郡を合わせた都市圏人口は
1,170,111 人に達する。エリー湖の東
端に接しており、ナイアガラ川の始点
をもつ。ナイアガラ川はナイアガラ滝
を経てオンタリオ湖に達する。そのた
めバッファローはアメリカ側におけるナ
イアガラ観光の拠点となっている。ま
た、エリー湖とハドソン川を結ぶエリ
ー運河の起点でもあり、五大湖の水
上交通においても重要な都市である。
1825 年にエリー運河が開通すると、
バッファローはニューヨーク市と水路
により直結されたことでその商業上の
価値を増した。20 世紀初頭のバッフ
ァローは、人口 50万を超え、アイル
ランド、イタリア、ドイツ、ポーランド
からの移民が多数住む拠点都市にな
った。バッファローはナイアガラの電
力を利用した工業が盛んである。とり
わけ、20 世紀初頭では鉄鋼都市とし
て知られた。また、製粉工業でも知
られ、穀物倉庫が多い。その他、化
学、電器・機械工業などがあるが、
今日では地位が低下している。
　ダウンタウンの中心業務地区はオ
フィスビルと駐車場が目立つ。中央
付近をほぼ南北に縦断するメイン通
り（Main）はライトレールと歩行者
だけが通行可能なトランジットモール
になっている。このメイン通りが商
業の中心であり、路面店が並ぶ。主
要企業、銀行、高級ホテル等もこの
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通りに面しており、メイン通りは町の
中心となっている。メイン通りの北
端は古い劇場建築が 7 つ面してい
る。この界隈は劇場地区と呼ばれ
る。劇場地区と直行するチッペワ通
り（Chippewa Ave.）には、バーや
カフェなどの飲食店舗が多数集積し
ている。レンガ造りの古い建物が改
修されてそのまま活用されている。こ
の通り沿いはエンターテイメント地区
と呼ばれている。通りの中央付近に
は公立学校があり、西端には再開発
によって出現したホテルが位置してい
る。ダウンタウン内の大規模集客施
設としては中央付近にコンベンション
センター、メイン通りの南端にスポー
ツアリーナHSBC Arena、そのやや
北側に球場Pilot Field がある。ダウ
ンタウン内の住宅は主として２種類あ
る。第一に中心業務地区の一帯で古
いロフト建築等をコンバージョンした
住宅。第二に中心業務地区の外側に
ある住宅。中心業務地区の東・西・
北側は主として低層の集合住宅がつ
くる界隈になっており低中所得層が暮
らすコミュニティになっている。北側
の一角には病院のキャンパスがある。
中心業務地区の南から南西側はエリ
ー湖に面したウォーターフロントであ
る。一部は再開発され面的な住宅エ
リア（Waterfront Village）が出現し
ている。ダウンタウン内には歴史的な
建造物が多数存在し、かつてエリー
湖畔の一大拠点として栄えた歴史を
偲ぶことができる。代表的な建築とし
ては D. バーナムの設計した Ellicott 
Square Building（1895‒1896）（写
真 4.27）や、セントアンソニー教会
（1891）、旧郡庁舎（1871‒1876）、バ
ッファロー銀行（1901）、バッファロー
市役所（1929‒1931）、等がある。ウ

ォーターフロントにはバッファロー灯台
（1833）、バッファロー川沿いにはラー
キン社の穀物エレベーター（1924）な
どの港湾関連の歴史資源も多数見つ
けることができる。また、ダウンタウ
ンの北側のエリアにはフランク・ロイ
ド・ライトの設計した住宅（George 
Barton House（1903‒1904）、Walter 
V. Davidson house（1908）、他）も
少なからず残されている。このように、
バッファローのダウンタウンは歴史的
建造物の宝庫なのである。
 
■中心業務地区のまちづくり
　中心業務地区（CBD）はメイン通り
のトランジットモールが軸となってオフ
ィスビル等が集積して形成されている
（図 4.10）。周辺は平面駐車場で囲ま
れている。南端にはフリーウェイのイ
ンターがあり、アリーナやスタジアム
等の大規模集客施設が面している。
総じて、周辺からは孤立したビジネス
エリアとしての様相が顕著である（写
真 4.28）。
　中心業務地区がこのようなビジネス
エリアとなった理由としては、米国内
の他都市と同様 1960 年代頃に行わ
れた連邦都市再開発事業が大きく影
響していると考えられる。同事業に
よって中心業務地区でのオフィス等の
大規模再開発とエリー湖畔の面的な
集合住宅開発が行われた。同事業が
1961年に策定された同事業の計画書
を見ると、中心業務地区では約 92ha
もの街区が荒廃地区として再開発の
対象となっている。同事業によって３
本のオフィスビルやコンベンションセン
ター等が完成したものの、いまだに
空地で平面駐車場に利用されている
敷地も少なくない。
　このような連邦都市再開発などの

写真 4.27　Ellicott Square Building（中央）
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　図 4.10　ダウンタウンの空間構成

ダウンタウン開発を民間の側から後
押ししていたのが、一般に成長連合

（Growth Coalition）と呼ばれる企業
ネットワークである。約 50 の企業が
参加していたと言われている。1950
年代から1980 年代にかけて、その中
心にいたのは商工会議所とGreater 
Buffalo Development Foundation
である。1993 年に両者は統合して
Greater Buffalo Partnership  （現
Buffalo Niagara Partnership）とな
り、現在ではバッファローのみならず
都市圏全体の経済開発を促進する重
要な役割を担っている。

■トランジットモール整備の計画
　トランジットモールは 1984 年から
1987年にかけてバッファロー市によっ

て整備された。このモールはダウンタ
ウンから郊外のバッファロー大学のキ
ャンパスを結ぶ区間を走る鉄道路線
の一部である。大半は地下だが 1.25
マイルに相当するダウンタウン中心業
務地区部分が地上を走るトランジッ
トモールとして整備されている（写真
4.29、写真 4.30）。モール内では乗車
賃は無料である。モール整備の計画
は古く1971年の計画 “The Regional 
Center: a comprehensive plan for 
Downtown Buffalo, New York” に
までさかのぼる。当時はメイン通りを
アーケード化し、鉄道は郊外と同じ
く地下化する計画案だったが、地元
商業者らと市との度重なる協議を経
て、現在のトランジットモール案に落
ち着いた。1982 年に、モール整備を

写真 4.29　メイン通りの修景された歴史的建
造物

写真 4.30　メイン通りのトランジットモール

写真 4.28　ダウンタウンの鳥瞰写真：中央が
メイン通り（Buffalo Place, Inc. 提供）
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契機とするダウンタウン中心業務地区
の活性化を目的として、後述する組
織 Buffalo Place, Incを設立し、BPI
を中心としてモール整備計画が実践さ
れた。当時の計画書によるとトランジ
ットモール化には、(a) 歩行者・バス・
ライトレールによるダウンタウンのツー
リズム環境をつくること。(b) ダウンタ
ウンでの諸活動とバスおよびライトレ
ールの発着所間の安全で便利で快適
な歩行者移動を生み出すことでライト
レールの活用増を促進すること。(c)
ライトレール関連の経済開発に焦点
をあてたモール整備によって長期間の

ライトレール活用を促進していくこと。
(d) メンテナンスと運用経費の負担と
相殺する上での足しになるよう収入を
生む様々な活動を提供すること。(e)
バッファローの冬の厳しさを考慮した
デザインをすること。(f) 路上犯罪を
減少する環境デザイン技法を適用す
ること。等の目的があった。

■Buffalo�Place,�Inc.
　中心業務地区で活動するテナント
及び地権者等はダウンタウン中心業
務地区の活性化を目的として Buffalo 
Place, Inc.（BPI） を 設 立 して い

図 4.11　特別徴税地区の範囲（Downtown Pedestrian/Transit Mall Special District）
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る。BPI は選挙による８人のプロパ
ティオーナー、市長と郡長（county 
executive）それぞれによって選ばれ
る２人のテナント、市長、郡長（ま
たは部長 department head）、市議
会によって選ばれる市議会メンバー、
エリー郡の議員、NFTA（Niagara 
Falls Transportation Authority）理
事の15人から構成される理事会によ
って運営されている。BPI は 1982 年
に、ライトレールのトランジットモール
整備を主目的として設立された。BPI
はエリー郡の特別徴税地区制度を用
いて指定地区内から上乗せの不動産
税を得て、これを財源としている。い
わゆる州法に基づくBIDと同様の仕
組みである。
　BPIの主な機能は地区のマーケテ
ィング、維持管理、計画、安全対策

（Marketing, Operation, Planning, 
Security）の４つである。地区のマー
ケティングとしてはイベント実施、商
店主等とのコミュニケーション、マー
ケットリサーチ、広報、広告掲載等が
行われている。イベントは“Thursday 
at  t he  Squa re”、“Downtown 
Country Market”、“Buffalo Place 
Rocks the Harbor”、“Downtown 
Holiday Tree Lighting”、“Free 
Ice Skating/Rotary Rink”、“St. 
Patrick ’s Day Party”、“Buffalo 
Bike Blast”等がある。“Thursday 
at the Squar”は特に大きなイベ
ントとして定着しており、年間の経
済効果は 4,514,520ドル（毎週あた
り300,968ドル）である。これは、
BPI がイベントに投資する額 1ドル
につき6.38ドルが地域経済に還元
されている計算になる。その他のイ
ベントの誘致・運営・支援としては 

“Gus Macker”、“Taste of Buffalo”、

“Curta in Up !”、“Buf fa lo Ba l l 
Drop”、 “First Night”、“Winterfest/
Auto Show”、 “Blue Friday、“Turkey 
Trot”、“Guitar Fest iva l”、“St . 
Patrick’s Day Parade” 等がある。
また、5月から10月末まで２週間お
きの火・木曜日8 時から15 時の時間
帯でファーマーズ・マーケットを開催
している。ダウンタウンからは多くの
路面店が消えてしまったので、マー
ケットは効果的である。ランチタイム
に人がたくさん来る。広報宣伝として
は “Buffalo Place E‒Report” を発行
している。社内で編集して、毎週オ
ンラインで発行するニュースレターで
ある。約15,000 の個別アドレスに配
信している。2005 年には同サイトに
約127,000 のアクセスがあった。記事
の内容は Buffalo News Homefinder
（毎週土曜日の不動産情報誌）の情
報源になるなど、地元でも信頼されて
いる。地区の維持管理としては、除
雪、イベント支援、モールのアメニテ
ィ管理がある。除雪は費用がかさむ
ため問題となっている。地区の計画
としては、公共空間の計画が行われ
ている。近年では第一に口述するダ
ウンタウンプラン「Queen City Hub 
Plan」の策定支援、駐車場整備計
画（路上パーキングメータ設置など）、
「Erie Canal Harbor」の計画作成支
援がある。また、交通基盤アクセス
委員会の設置、サインと道案内標識
プログラムの実施といった実績があ
る。一方で、ダウンタウンの居住促
進にも熱心であり、ダウンタウン内で
行われた住宅開発に対して、居住者
及び潜在的な居住者のサーベイ、住
民用のウェブページ作成、デザインの
ガイドライン作成、歩行者空間の修
繕、住民用駐車場の許可プログラム、
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等を展開して住宅整備を促進してい
る。地区の安全対策としては、銀行
等の護送、地区内パトロール等を行
っている。護送は 9 年間で18,000 件
以上の実績がある。地区内では窓破
りと車上荒らしが最も多い犯罪である
ことから駐車場がパトロールの主眼と
なっている。その他の安全対策とし
て Secure‒Net ラジオシステムが 25
の主要な建物にて運用され、毎日朝
と夕に放送されている。また、BPIの
安全委員会が、公共および民間のセ
キュリティ業者（providers）を招いて
毎月ミーティングを開催するなど継続
的な啓蒙活動も展開している。

■�メイン通りからチッペワ通りへの
賑わい再生

　メイン通りモール部分の北端 2 街
区は古い劇場建築が集積すること
から劇場地区と呼ばれている（写真
4.31）。1983 年にバッファロー市の保
全地区に指定され、その後修復事業
が進められた。現在、Buffalo Place, 
Inc.や Theater District Association
等の地元組織が地区の活性化のた
めに取り組みを展開している（写真
4.32、写真 4.33）。この地区ではグリ
フィン市長時代の1978 年に市・バッ
ファロー大学・地元が協働して劇場地
区再生のための計画を策定している。
　Chippewa 通り沿いは Delawre 通
り交差点付近からメイン通り交差点付
近までの一帯にカフェやバー等の飲
食店舗が集積して、町に賑わいをも
たらしている（写真 4.34）。この界隈
は 1980 年代までは、いわゆる売春
街（red light district）として知られ、
犯罪も耐えないエリアであった。しか
し、1990 年代後半に地元のデベロッ
パーMark Goldman 氏が地区内の空

きビル３棟を購入し、レストラン（The 
Calumet）をオープンしたことから、
劇的な変化が始まった。新しいレスト
ランが触媒となって小さなバーが集積
し始めた（写真 4.35、写真 4.36）。同
時期に、市が舗装や街路灯などのイ
ンフラを再整備し（写真 4.37）、1990
年代末にはホテル開発 (Hampton 
Inn) が行われた。また、メイン通り
沿いでは劇場地区の修復や高級ホテ
ルの再開発が行われるなど、通り周
辺の環境が徐々に改善しつつあった
点も、Chippewa 通りの再生に少なか
らず影響を与えたと考えられる。

4.3.3．手法解題

■エリアのマーケティング
　サイバービレッジというテーマコミ
ュニティとロウアータウン地区の倉庫
街というエリアを結ぶのは、地元まち
づくり会社 LRCによる一連の取り組
みだったと考えられる。LRCによる
活動のポイントは、相対的に優位な
建物だけをマーケティングしたのでは
なく、倉庫街というエリア全体をマー
ケティングしたことにあったと考えら
れる。
　具体的には 3 つの方法を展開した。
第一にいち早く明確なビジョンを打ち
出したこと。地区内に始まっていた
IT企業集積の動きの意味と将来性を
いち早く解釈し、地区の将来像を明
確にしたことが、IT企業集積の動き
を決定づけたと言える。第二に戦略
的な誘致活動。IT企業そのものを
誘致するだけでなく、IT企業が集ま
りやすくなる環境を整備したこと、そ
のための必要な企業を誘致したこと。
第三にインフラや安価なオフィス賃料
だけを売りにするのではなく、整備が

写真 4.32　メイン通り沿いの様子

写真 4.33　新規オフィスは地区の街並みに調
和するデザイン

写真 4.31　Shea's Buffalo 劇場

写真 4.34　チッペワ通りとデラウェア通りの
交差点：交差点に面したカフェには無線 LAN
が整備されている
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写真 4.35　チッペワ通り沿いの飲食店舗：古
い建物を修復活用している

写真 4.36　チッペワ通りから周辺に店舗が広
がる（フランクリン通り沿い）

写真 4.37　チッペワ通り沿い界隈には街路灯
とバナーが整備

進められてきた地区のアメニティ環境
やコミュニティの存在を、IT企業にと
ってのメリットとして読み替えて、地区
全体の魅力を位置づけなおしたこと。
このように、建物単体ではなく地区全
体をどうするかという視野を常に持っ
ていたからこそ、テーマコミュニティ
とエリアを結ぶことができたと考えら
れる。

■アート活動の活性化を支援
　アーティストのコミュニティとロウア
ータウン地区の倉庫街というエリアの
つながりは、その場所がアーティスト
の活動にとって好都合だったところに
端を発している。しかしその活動や
居住の持続性を高める上で、地元ま
ちづくり会社 LRCによる一連の取り
組みは少なくとも二つの点において評
価すべきだろう。
　一つ目は、ハード整備は必然性の
高いプロジェクトに絞り込んでいるこ
と。芸術家ロフトのプロジェクトは、
芸術家が地区に住み続けることが可
能になるという点で必要性が高い。ま
た、地区の資源である倉庫の利用とい
う点で具体性が高い。かつ、地区の
居住人口や賑わいを維持するという
点で LRCにとっても望ましい。必要
性が高いからこそ、市やNPOなど多
くの協力者を巻き込むことができた。
必然性の高いプロジェクトだからこそ、
一つの成功モデルが三つの後続事業
へと派生したと考えられる。当初は失
敗が続いたが、長期的視点に立てば
初動期の試行錯誤は、成功のための
ステップなのである。
　二つ目は、多様な芸術家が地区内
で活動する機会そのものを持続でき
るように取り組んだこと。芸術家によ
るイベントの継続支援やアートプロジ

ェクトの創出だけでなく、芸術活動
の支援につながる様々な団体を誘致
するなど、芸術家にとって活動しやす
い環境を地区に作り出した。これが、
多様な芸術家の活動を受容する機会
を拡大していると考えられる。

■エリアの価値を高める
　エリアの価値向上を図るためには、
そのエリアをプロデュース／マネジメン
トする組織が必要である。こうした組
織には “地権者が参加している”こと
がまちづくりにおいて非常に有効に働
いている。地権者は一生懸命やれば
やる程、自分の不動産の価値が高ま
る可能性が出てくるため、まちづくり
に力が入るからだ。だが一方で、新
世代コミュニティがこれに関わり、来
街者の目線（外の冷静な目線）から
街に魅力づけをしていく、あるいは街
の魅力を可視化していく体制との共存
も有効だと考えられる。
　対象エリアの設定がまず課題とな
る。エリアが決まらなければ、関係す
る地権者を割り出すことも出来ない。

4‒4．新世代コミュニティによ
る「系の空間活用」

　本節では新世代コミュニティのまち
づくり手法について、空間活用の視点
から分析考察する。

4.4.1．事例解題：富山市八尾町まち
づくり「坂の町アート」

　富山県富山市八尾町は「おわら風
の盆」の舞台として、その名を全国
に知らしめている。富山市の中心部
から南へ約 15kmの山間に位置し、
旧八尾町地域には約 21,000人が住
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む。八尾町の旧町地区では毎年10月
上旬の約４日間に「坂の町アート」と
呼ばれる催しが行われている。住人
から提供されたスペースに芸術家が
作品を展示するイベントで今年は第
10 回目になる。通常展示スペースに
は八尾型住宅と呼ばれる新旧町家住
宅内の一角が提供され、八尾らしい
空間の中で芸術家と来場者の交流が
繰り広げられる。「アートとまち空間の
融合、そして人と人の交歓」というキ
ャッチフレーズが示す通り、芸術家と
の交流が来場者にとっての楽しみの
一つになっている。
　2006 年、坂の町アートは 10 年目
を迎え、所謂マンネリを打破する新た
な展開が求められていた。このような
状況に対して、八尾町を研究フィール
ドとしてきた大学研究室を中心とする
メンバー（教員1名＋学生 26 名）が、
新世代コミュニティとして坂の町アー
トへの直接参加を企画し、まちなか
交流促進の仕掛けづくりを実験プロ
ジェクトとして行った。坂の町アート
への学生の参加は大学研究室から八
尾町商工会（旧来より地域振興に精
力的に取り組む中心主体）および坂
の町アート実行委員会への働きかけ
から始まった。実行委員会は町の観
光協会を事務局として、地元で活躍
する芸術家が中心となって構成する。
本プロジェクトは同実行委員の同意を
得て、坂の町アートの連携企画として
進められた。
　実験プロジェクトは､ 現地調査に
よって町の中から坂の町アートで活用
できそうな（活用したい）場所を探し
出し、その場所の空間演出を行った。
第一に「町家カフェ」。八尾町の諏訪
町通りに面した間口二軒・奥行き九
軒の町家を活用して、アートイベント

時の休憩所（カフェ）を実験的に設
けた。持ち主によって維持管理されて
いるが、日常生活には利用していな
い。ここを、坂の町アート時の交流拠
点にするプロジェクトであった。本企
画と連携して、八尾町商工会が中心
となって町内数軒の御菓子屋に呼び
かけて八尾の新しい名産品を目指して
の新作スイーツの開発を行い、このス
イーツの試作品を提供する実験カフェ
として来街者に提供した。
　第二に「街角オブジェ」の設置。
普段人通りの少ないエリアに人を回遊
させるため、エリア入り口のアイストッ
プになる場所に目立つ作品を設置し
た。オブジェをたどることによってエ
リアを回遊できるよう、石垣、階段、
路面、屋根、などの各所に設置した。
第三に「軒先オブジェ」の設置。八
尾町は調和のとれた揃った町並みが
美しい。通りの軒先に沿って､ オブジ
ェを設置することにより、町を歩く人
の目が軒先に向くようにした。

4.4.2．事例解題：岩手県大野村大野
地区のまちづくり実験「大野夢市」

■�新世代コミュニティによる「まち
づくり実験」

　まちづくりの実践を目的として、計
画内容を検証するため地域ぐるみで
行われる実験を総じて「まちづくり実
験」と呼ぶ。近年「まちづくり」の現
場では計画作成の手段として、計画
内容を可能な範囲内で実験的に再現
して効果を検証するプロセスが少なか
らず適用されている。例えば交通の
社会実験、オープンカフェの設置運
営実験、放置された蔵や空き家空き
店舗の実験活用といった実験が国内
各地で行われている。こうした実験
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写真 4.38　町家カフェの実験

写真 4.39　街角オブジェの設置実験

写真 4.40　軒先オブジェの設置実験

　表 4.9　「夢市」の個別実験内容と大野地区の整備事業

分類 夢市 2001 夢市 2002 夢市 2003 夢市 2004 事業実施

旧米蔵活用
（おおの博物館）

ミニ映画館 蔵映画館 ―

― （計画中）

蔵ジャズ コンサート
一人一芸展 ― ―
ま ち づ くり
企画展示 ― ―

ビアガーデン 蔵ビアホール 蔵ビアホール
ま ち づ くり
討論会 まちづくり討論会 ―

空地の活用
（大野マーケット）

手作り市場 手作り市場 ―
西大野広場

（2003 年）街角広場 街角広場 街角広場
コンサート

町家の活用
（まちなかスクー
ル等）

ま ち づ くり
研究室 まちづくり教室 ―

― （計画中）

交流喫茶 まちなかサロン まちなかサロン
郷土料理教室

―
裂織教室
歴史教室
まちなかギャラリー

表通り演出 光環境実験 光環境実験 ― ―
街路灯整備

（2001〜
2002）

は、地域住民の参加やまちづくりに
対する意識を高める効果があるとされ
る。実際の「まち」を実験場とするこ
とで地域住民を巻き込み、参加者の
交流機会すなわちコミュニケーション
を生み出す点を実験者側は少なから
ず期待していると考えられる。
　ある町を研究フィールドとして長年
深く関わる大学（研究室）というのは、
その町にとっての新世代コミュニティ
といえる。大学研究室がまちづくり実
験に取り組む場合、学生にとって、実
際の街との関わりによる体験学習や自
らの企画案の検証等の機会を得られ
るため、一つの有効な教育手段にも
なる。大野村では 2001年から街づく
り活動が本格化しているが、その計
画作成のプロセスにおいて、まちづく
り実験「大野夢市」が重要な役割を
果たした。計画策定後の整備事業も
一定の成果が上がっていることから、
まちづくり実験が有効に機能した事例
として注目される。

　大野村では 2001年と 2002 年に、
とある大学の研究室が「大野夢市（以
下、夢市）」を企画し、地域住民と
協働で実践してきた。その後は地域
住民の手でまちづくり初動期の 2004
年まで「夢市」は継続した。ここで
は大学研究室が関与した 2001年と
2002 年の夢市を、新世代コミュニテ
ィによるまちづくりとして分析したい。

■大野村まちづくりの経緯
　大野村は岩手の県北地域に位置す
る人口 8000人程度の小さな村である
が、学校給食器に代表される大野木
工で全国にその名を広めている。きっ
かけは 1980 年に提案された一人一芸
の村計画である。村では一人一芸の
村計画の理念を振興するために大野
村産業デザインセンターを拠点施設と
して整備し、地域資源を活かした高
質なものづくり文化と新たな地場産業
の創出を進めている。デザインセンタ
ーは 20 年近くかけて多数施設を併設
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し、現在は「おおのキャンパス」とし
て年間 30万人超の観光客を迎えるま
でに成長した。
　大野村では「大野村総合発展計画」
を平成 7年に策定し、これに基づい
て村政の運営を進めてきた。平成 12
年に見なおし時期を迎えたことから、
次の 5 年間の目標として「キャンパス
ビレッジ構想」を策定した。これは
大野キャンパスを中心として円環状に
立地する各集落が、各々特色をつく
り有機的に連携し、全体を一つのキ
ャンパスとする考え方であり、大野キ
ャンパスの強化、周辺集落のむらづく
り、大野キャンパスおよび周辺集落の
関係づくり、という3 つの要素によっ
て構成される。この考え方は大学研
究室と村民とのワークショップにおけ
る議論から生まれた。キャンパスビレ
ッジ構想に基づくまちづくりの第一段
階は大野キャンパス周辺で最大の集
落であり商店街の空洞化が著しい「大
野地区」を対象に進められることに
なった。
　大野地区では 2000 年 9月から地
区再活性化の施策検討調査事業が
大学研究室によって開始された。翌
2001年 3月には調査の報告会を兼ね
て大野地区のまちづくりを考えるワー
クショップを地域住民と行った。この
ときの成果は「大野まちづくり宣言」
にまとめられている。そして、ワーク
ショップで生まれた数々のアイデアを
実験的に試みて効果を検証しようとい
う発想から「大野夢市」のアイデアが
生まれた。当初は地区中心の使われ
ていない古い米蔵（写真 4.41）を再
活用するだけのアイデアだったが、大
野地区全体の活性化という大目標の
下、米蔵周辺の空き地の有効活用実
験、蔵周辺の空き家等の再活用によ

る賑わいの再生実験、光環境など表
通りの空間演出実験という３つのアイ
デアが加わった。これら実験の全体
を一度に実施するためのイベントとし
て「大野夢市」が企画されたのであ
る。

＜大野まちづくり宣言（2001 年 3 月）＞
1．デザインセンターを中心として円

環状にならぶ各集落が、それぞれ
の特長を生かして相互に連携しあう

「キャンパスビレッジ」の実現を目
指す。

2．まちの中心部には、空き家を再
活用し、大野のモノづくり技術を
活用し、ギャラリーが並び川沿い
に桜の散策路を通し、「市」を村民
参加で発展させる。

3．商店主、住民、行政など、地元
大野に暮らす様々な人々が協働して
むらづくりを進めるために、自由に
意見交換を行う場として「（仮）大
野まちづくりフォーラム」を設置す
る。

4．まずできることから実行していく。
街路灯設置を最初のパイロット事
業とする。

■「夢市」における新世代コミュニ
ティのコミュニケーション

　2001年と2002 年のまちづくり実験
「夢市」における新世代コミュニティと
しての大学のコミュニケーションの効
果を分析したい。第一に、大野地区
のまちづくりプロセスの分析。「夢市」
は大野まちづくり宣言を具体化するた
めの一つのアプローチである。従っ
て、大野地区まちづくりの大きな流れ
の中で「夢市」がどのように位置づけ
られるかを分析することで、「夢市」
がまちづくりの実践や計画づくりの過

写真 4.41　まちづくり実験で活用された古い
米蔵
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写真 4.42　旧米蔵内で行われたまちづくり討
論会の様子

程で地域住民や行政のコミュニケー
ション機会として機能したかどうかを
明らかにできる。第二に、まちづくり
実験の実施過程の分析。まちづくり
実験は全て大学研究室が企画してい
るが、段取りや実施には地域住民も
関わっている。実験の準備から実施
までの役割を分析することで、学生
と地域住民のコミュニケーションの様
子を明らかにできる。第三に、まちづ
くり実験に対する印象の分析。夢市
2001年および 2002 年のアンケート結
果分析から来街者と夢市実施者との
コミュニケーションの実態を明らかに
できる。

■「夢市」からまちづくりへの過程
　大野地区では 2001年 3月のワーク
ショップ後に大学研究室による二度
の現地調査と7月26日の「大野・村
づくり21推進会議」設立を経て 7月
31日から 8月5日にかけて大野夢市
2001を実施した。夢市は住民やメデ
ィアで好評を得たため、次年度以降
も順次実施することとなった。2001
年から2004 年に夢市の中で実施され
た個別実験内容は表 4.9 の通りであ
る。内容は実施場所によって４つに大
別できる。旧米蔵の活用実験と町家
の活用実験は、まちづくり実験の成
果が計画作成に反映されている。実
験の成果が 2001年・2002 年の最終
日に行った「まちづくり討論会（写真
4.42）」で報告され、そこから素案が
まとめられている。まちづくり実験で
の体験を論拠に、住民は討論会で議
論し、その結果が計画素案に反映さ
れるのである。つまり、まちづくり実
験は、計画作成過程で地域住民と大
学研究間のコミュニケーションを生じ
させる仕掛けとなっているのである。

　一方で、空地を活用した実験と表
通りの演出を行った実験は計画にと
どまらず整備事業まで行われている。
空地を活用した実験では、2002 年に
実験を行い、2003 年にはその空地
が実際の広場として整備された。翌
年は、その広場を利用してコンサート
等が行われている。この広場の整備
案は 2002 年に行った「まちづくり教
室」の中でデザインワークショップを
行い地域住民と共に検討した経緯が
ある。つまり、まちづくり実験が起点
となって、空地の利用可能性を探り、
大学研究室と住民が整備案を共に模
索し、実際に整備された広場をその
後も住民が活用するプロセスがここに
生じている。表通りの演出実験では
2001〜 2002 年に実施した光環境実
験の成果が、大野地区の街路灯整備
に直接的に反映された。元々、地域
住民が街路灯整備事業を村役場に要
望していたことから、地域住民があ
るべき灯りの姿を自ら検証し、事業
に意見を反映させる機会として光環境
実験を導入した経緯がある。このよ
うに、まちづくり実験は、計画や整備
事業の作成に必要とされるコミュニケ
ーションを生成させる触媒としての役
割を果たしたと言える。

■「夢市」の実施
　2001年と 2002 年の夢市は大学研
究室の学生によって準備が行われた。
準備過程を企画・段取り・実施の３要
素で捉えた上で主体の違いに注目す
ると、（類型 1）大学研究室が企画・
段取り・実施、（類型 2）大学研究室
は企画、地域住民が段取り・実施、
（類型 3）大学研究室が企画、大学
研究室と地域住民が協働で段取り・
実施の3タイプに分類することができ
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表 4.10　個別実験における企画・段取り・実施の役割分担（該当する類型に○印を記入）

写真 4.43　郷土料理教室

年次 催しの名称 実施項目 類型 1 類型 2 類型 3 企画・運営の要点

夢市
2001

おおの博物館
（旧米蔵活用）
（空地活用）

ミニ映画館 ○ 大学研究室が企画し、上映業者
を誘致。

一人一芸展 ○
大学研究室が企画。推進会議を
通じて村民に出展呼び掛け。計
８人全 22 点が出品。大学研究
室が会場の設営。

まちづくり
企画展示 ○ 大学研究室による研究成果の展

示発表。

ビアガーデン ○ 大学研究室が企画。商工会青年
部が実施。

まちづくり
討論会 ○ 大学研究室が企画。地域住民、

行政と共に円卓会議を実施。

町家の活用
（大黒屋）

まちづくり
研究室 ○

大学研究室による研究成果の展
示発表。模型を用いてプレゼン
テーション。

交流喫茶 ○ 大学研究室が企画。場所の設営。
家主がお茶サービス。

表通り演出 光環境実験 ○
大学研究室が企画。地域住民と
設置場所の設定、灯具の協働作
成。住民が電源貸与。期間中に
皆で街を歩き光環境の評価。

夢市
2002

大野マーケッ
ト

（旧米蔵活用）
（空地活用）

手作り市場 ○
大学研究室が企画。推進会議の
とりまとめにより地域住民から
６店舗が出店。

蔵ジャズ ○ 大学研究室が企画し、ジャズ奏
者を誘致。

蔵ビアホール ○ 大学研究室が企画。商工会青年
部が実施。

蔵映画館 ○ 大学研究室が企画し、上映業者
を誘致。

街角広場 ○ 大学研究室が企画（休憩場所の
レイアウト等）し、実施。

まちなか
スクール

（町家活用）

郷土料理教
室 ○ 大学研究室が企画、地域住民の

飲食店が実施。

裂織教室 ○ 大学研究室が企画、地域住民の
裂き織り経験者が実施。

歴史教室 ○ 大学研究室が企画、村教育委員
会と村史編纂委員会が実施。

まちづくり
教室 ○ 大学研究室が企画、まち歩き、

広場のワークショップを実施。

まちなかサ
ロン ○

大学研究室が企画、場所の設営。
研究成果の展示や休憩所の設置
などを実施。家主がお茶サービ
ス。

まちなかギ
ャラリー ○

大学研究室が企画、展示の御願
い、出展ギャラリーのマップ作
成を行った。住民はギャラリー
の展示を行った。

まちづくり
討論会 ○

大学研究室が企画。地域住民、
村民、行政が参加して円卓会議
を実施。

表通り演出

のれん設置 ○
大学研究室が企画し、材料を調
達。地域住民が暖簾を作成。学
生と地域住民が協働して暖簾を
取り付け。

光環境実験 ○
大学研究室が企画。地域住民と
設置場所の設定、灯具の協働作
成。住民が電源貸与。期間中に
皆で街を歩き光環境の評価。
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る（表 4.10）。
　類型１は全ての準備を大学研究室
が単独で行っているため準備段階で
両者のコミュニケーションが発生して
いないが、類型 2と類型 3 では大学
研究室と地域住民が協働で準備して
いるため、学生と地元住民のコミュニ
ケーションが発生していると考えられ
る。
　まず類型 2 は、米蔵前の空き地
で行われた「ビアガーデン（ビアホー
ル）」と「手作り市場」、町中の店舗
や住宅を用いて行われた「郷土料理
教室（写真 4.43）」「裂織教室」「歴
史教室」がある。「ビアガーデン」と

「手作り市場」は、大学研究室がアイ
デアを出して以降は、それぞれの実
施主体である商工会青年部および推
進会議に全ての準備作業を全て任せ
て実施に至った。その理由は、まち
づくり実験としては「米蔵前の広場で
賑わいのある使い方を実験すること」
が目的であり、広場の使い方そのも
のは実験の機会を利用して飲食物の
販売を行う実施主体側の判断に任せ
たためである。一方の「郷土料理教
室」「裂織教室」「歴史教室」の3 つ
は、個 人々の町家住宅・町家店舗内
で教室を行う企画であった。そのた
め、まちづくり実験の目的に沿って、
街路から内部の様子がわかるように
町家の土間を使って教室を実施して欲
しいこと等を実施者に御願いする等、
場所と実施方法について大学研究室
と実施者とが調整を行った。つまり、
この場合は、大学研究室と実施主体
である地域住民との間に、まちづくり
実験の目的を共有するためのコミュニ
ケーションが発生している。
　次に類型 3を見ると、米蔵で行っ
た「一人一芸展」と「まちづくり討論

会」、町家を活用した「交流喫茶（ま
ちなかサロン）（写真 4.44）」「まちな
かギャラリー」、表通りの建物沿いに
行った「光環境実験」「のれん設置」
がある。「まちづくり討論会」は学生
の提案を題材に、学生と地域住民が
大野地区のまちづくりについて討論す
る場である。両者のコミュニケーショ
ンが発生しているが、これそのもの
は実験ではなく、実験結果の報告・
検証の場であるので他とは性格が異
なる。「一人一芸展」は蔵の内部をギ
ャラリーとして使うことを実験の目的
としており、会場の設営を大学研究
室が行った。ただ、出展者と学生と
の必然的なコミュニケーションは発生
していない。「交流喫茶」は個人所有
の町家の土間スペースを借りて学生が
会場設営した。この会場設営の過程
で学生と家主のコミュニケーションが
発生している。まちづくり実験の目的
として、町中に空きスペースを持つ個
人が地域のためにそれらの空間を将
来活用するかどうかが問われている。
従って、会場設営の過程で学生は家
主からニーズを聞き出し、家主のイメ
ージに合う空間利用を完成させ、ある
いはなぜ使われない空間が残されて
いるのか等の経緯を聞き出す等の作
業に取り組んだ。ここに学生と家主の
コミュニケーションが必要になるので
ある。「まちなかギャラリー」は、学
生が各戸を訪問して参加者を募った。
まちづくり実験の目的、街路から様子
がわかるようにギャラリーを設けて欲
しい旨、等を学生が住民に説明した。
「光環境実験」「のれん設置」は、灯
具および暖簾の作成を学生と地域住
民が協働で行った。民地内の取り付
け作業は学生だけでなく地域住民の
協力が必要であった。大学研究室の

写真 4.44　まちなかサロンで語らう住民
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描く目標風景像を、地域住民の暮ら
す住宅・店舗が構成する表通りにお
いて実現させるためには両者の協力
が必須であり、ここにコミュニケーシ
ョンが発生している。

■「夢市」のアンケート評価
　 夢 市 2001 年と 2002 年 は 全 体
の印象について、夢市 2002 年は
個別実験について、実験参加者に
対するアンケート調査を行った。こ
れらのアンケート調査は用紙を複
数の個別実験会場に設置し、来
街者に対してその場でアンケート
記入を御願いした。まず、全体の
印象に関するアンケート結果を見ると、
まちづくり実験を「地域の賑わいをつ
くり、まちづくりについて考えるイベ
ント」と位置づけた上で、もう一度こ
のような企画があれば参加したいか、
という問いに対して 2001年は回答者
54 人中 48人が是非参加したいと回
答した。中でも8人は運営側として関
与したいとの回答だった。2002 年は
回答者 20人中 20人がもう一度参加
したいと回答した。中でも2人は企
画運営段階から参加したいとの回答
だった。
　以上のことから、夢市は、「地域の
賑わいづくりと街づくりを目的としたイ
ベント」に対する地域住民の関心を
充分に喚起したと言える。次に個別
実験に対するアンケート結果について
見てみよう。2002 年の個別実験のう
ち、大野マーケットの「手作り市場」、
まちなかスクールの「まちなかギャラ
リー」「歴史教室」「裂き織り教室」
「郷土料理教室」、表通り演出の「街
角広場」では、参加者相互や実施者
とのコミュニケーションが発生するこ
とを、期待していた。そこで、これら

の個別実験については各々に参加し
てどのような感想を持ったかという問
いを設定し、いずれも複数回答を可
能とする形式で回答を求めた。その
結果以下の回答が得られた。手作り
市場では回答者 79人中 15人が「店
の人と話をできて楽しかった」と回答
した。まちなかギャラリーでは回答
者 38人中 8人が「お店の人の話を聞
けて良かった」と回答した。歴史教
室では回答者 25人中 9人が「近所の
人や知らない人と話す機会になって楽
しかった」と回答した。裂き織り教室
では回答者 25人中 6人が「近所の人
や知らない人と話す機会になって楽し
かった」また別の 6人が「裂き織りを
体験できて楽しかった」と回答した。
裂き織りの体験もスクールの講師とな
る地域住民との交流という点でコミュ
ニケーション行為に対する評価と考え
られる。郷土料理教室では回答者14
人中 2人が「近所の人や知らない人と
話す機会になって楽しかった」と回答
した。街角広場では回答者 30人中 5
人が「近所の人や知らない人と話す機
会になって楽しかった」と回答した。
以上のアンケート結果から、全ての催
しでコミュニケーションが発生し、か
つ、各々のコミュニケーションの「質」
について一定の評価が得られているこ
とがわかった。住民相互や住民と実
施者側のコミュニケーションそのもの
に「楽しさ」が内在していることが、
コミュニケーション促進の一要因にな
っている可能性が伺える。

■「夢市」における新世代コミュニ
ティのコミュニケーション
　以上の分析から、まちづくり実験
「夢市」には三種類のコミュニケーシ
ョンが生じていることが明らかになっ
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た。
　第一に、地区の計画作成や整備事
業実施に必要な地域住民及び行政間
の協議としてのコミュニケーションで
ある。地域住民がまちづくり実験を
体験したことによって、地域住民を含
む「まちづくり討論会」がコミュニケ
ーションの機会となり得た。つまり、
まちづくり実験の実施が、計画作成・
事業検討のプロセスに地域住民・行
政・大学研究室によるコミュニケーシ
ョンの機会を組み入れさせる結果を
導いたと言える。
　第二に、実験を企画した学生と実
験の場を提供した地域住民との間の
コミュニケーションである。町中を実
験場として使用することによって、実
験目的共有のための話し合い、民地
内での設営、モノづくり等の協働作
業に伴うコミュニケーションが発生
した。まちづくり実験を地域にとって

「ヨソ者」である学生が企画する場合、
実施のために地域内事情に沿った調
整が必要となる。そのため、企画側
の意図を丁寧に実現しようとすれば、
ここに企画者である学生と地域住民
のコミュニケーションが必要となる。

すなわち、まちづくり実験の準備・実
施過程そのものが両者のコミュニケー
ション機会になったと考えられる。
　第三に、実験の実施者である地域
住民と実験参加者（地域住民および
来街客）とのコミュニケーションであ
る。今回のまちづくり実験では、町中
に賑わいを生み出すことが建物や空
地を実験活用することの目的の一つと
して設定されていた。実験を通じて
発生した、市場での買い物や歴史教
室・裂織教室等の体験を通じて行わ
れる実施者と客との対話、催しの休
憩場所として設置された広場での近
隣住民との対話は、それ自身が実験
目的の一つであった。つまり、まちづ
くり実験が地域住民相互および来客
とのコミュニケーション生成を実験目
的として内在化する場合、実験の遂
行そのものがコミュニケーション機会
になると言える。近年は、空洞化した
中心市街地における対話や賑わいづ
くりが多くの街で課題となっているこ
とから、コミュニケーション生成を目
的に内在するまちづくり実験のケース
は決して「夢市」に限ったことではな
いと考えられる。

図 4.12

新しいテーマ／プロジェクト
総合化

まちづくり実験 

（八尾町の場合） 
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4.4.3．手法解題

■まちづくり実験の波及効果（図 4.12）
　八尾のケースでは空間演出の結果
が、町並みの整備や回遊路整備の基
本計画に結びついた。また、カフェ
実験がまちなかの空き店舗活用計画
に結びついた。さらに、アートを切り
口にしたまちづくりとして「まちなか
芸術地区構想」を後に大学と地域で
考えるきっかけになった。このように、
まちづくりの社会実験は､ 新しいテー
マやプロジェクトを生み出すきっかけ
になる。このことが､ 新世代コミュニ
ティによる空間利用を促進するといえ
る。

■まちづくり実験による協働進化
　（図 4.13）
　一般に、まちづくりの計画は住民に
とっては目的や方針含めて全てがクリ
アに理解できるものではないことが多
い。まちづくり実験はこのうち一部を
実験的に実施することによって、体験
的に理解できる機会をもたらす。また、
行政にとっては政策効果の見通しを

得るための検証の機会になる。これ
を実行するのが第三者としての、新世
代コミュニティ（事例の場合はいずれ
も大学）である。住民と行政だけで
実行するには手間の面、技術的な面、
等の様々な困難要因がある。だから
こそ新世代コミュニティという第三者
の役割が大きい。第三者が入ること
によって、住民と行政の協働を進化さ
せることができる。

■�まちづくり実験のコミュニケーシ
ョン効果

　まちづくり実験には、大学研究室
の学生に対する教育効果と地域住民
に対する教育効果が存在すると考え
られる。
　第一に、大学研究室の学生に対す
る効果としては、実験過程を共有す
る地域住民から直接に意見や感想を
もらうことができるため、自らの作業
を客観視しやすくなるし、迅速な改
善作業を行う事ができる。そのため
学生個人が PDCAサイクルを回すこ
とを容易にさせる効果が期待できる。
また、学生は誰のために計画を作っ

図 4.13
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ているのか目に見えて明確になる。そ
のため、計画づくりの目的認識や問
題認識を深めることを容易にさせる効
果が期待できる。
　第二に、地域住民に対する効果と
しては、具体的な場所を実験的に使
うことで住民がその体験を共有でき
るため、計画作成や事業検討時に住
民による的確で濃密な議論を行うこ
とが容易になる効果が期待できる。
更に、まちづくり実験によって生まれ
る学生とのコミュニケーションそのも
のが、地域コミュニティの活性化の一
助となることが期待される。このよう
に、まちづくり実験を通じて生まれる
コミュニケーションは学生・住民の両
者にとっての教育効果を多分に期待
できると言える。

4‒5． 新世代コミュニティまち
づくりの戦略

　手法に関するこれまでの分析を踏
まえ、本節では新世代コミュニティを
育むためのまちづくりの戦略について
考察する。新世代コミュニティのまち
づくりは「テーマ」と「エリア」という
二つの要素が重なる領域に成り立つこ
とを２章で確認した。そのことから、
新世代コミュニティを育むまちづくり
の戦略には、①「テーマ」から「エリ
ア」をつくる戦略、②「エリア」から

「テーマ」をつくる戦略、の二つがあ
ると考えられる。

■テーマからエリアをつくる戦略：
テーマの育成を通じたエリアの
付加価値化

　エリアマーケティングとエリア特性
ふまえたデザインマネジメントはとも
にエリアの価値を高める手法であった

ことからもわかるように、エリアの価
値を高めることが当該エリアのまちづ
くりにおいて有効である。従って、「テ
ーマ」から「エリア」をつくる戦略と
いうのは、テーマの育成を通じたエリ
アの付加価値化という戦略として考え
ることができる。
　具体的には、エリアの価値を高め
る方向でまちづくりのテーマを育成す
ることである。例えば、テーマに関す
る拠点の設置は有効であろう。ネット
ワーク理論の一つに、新しい考え方
の伝播における「弱い紐帯」が強み
（"The strength of weak ties" ）とい
うものがある。あるテーマの拠点を設
けると、そこがそのテーマに関連する
ネットワークの起点になっていく。こ
のように、ネットワークの拠点を意識
的にあるエリアに集めることでテーマ
内容も深化するし、テーマからエリア
へのまちづくり展開も期待できる。
　また、あるテーマに関するプロジェ
クトを、近隣で（つまりエリアの広が
りの中で）連鎖的に展開するよう促
すことも考えられる。テーマから広が
る街づくりは、そのスタイルや価値観
を共有できるかどうかがポイントにな
る。モデルになるプロジェクトがあっ
て、それが当たると面的にエリア全体
に広がっていく。例えば、フィラデル
フィアでは未利用地が多数あるエリ
アにおいて未利用地を緑化するプロジ
ェクトが汎用性を持っていたことから
連鎖的に進み、一つのエココミュニ
ティが生まれていった。あるいは社会
実験はエリア的にも実施主体的にも
周辺に波及していく効果があるため、
連鎖型まちづくりの展開に効果的と考
えられる。
　また、個性的なエリアは単一のプ
ロジェクトによって完結的に整備され
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ることはなく、時間をかけて多数のプ
ロジェクトが組み合わさってエリアを
形成していく。自治体による再開発
の計画が発端であっても、その周辺
で地元地権者など民間主体による再
開発が続かなければ、地区やエリアと
しての広がりを生み出すことができな
い。このように考えると、あるエリア
において多様な主体の参画を持続的
に引き出すことがテーマからエリアを
形成するための必要条件だと言える。
新世代コミュニティによる内発的な取
り組みや行政と民間による協働の取り
組みなど、多様な主体による様 な々活
動が積み重なって初めて個性的なエ
リアが形成可能になるということであ
る。

■�エリアからテーマをつくる戦略：
エリアの中に物語化し得る文脈の
可視化

　テーマを顕在化させるものは、街
の体験を概念化する「物語性（ストー
リー）」である。あるエリアの中でど
のような物語（ストーリー）が形成し
得るのか、そのストーリーの文脈を明
確にしていく取り組みが有効だと考え
られる。従って、「エリア」から「テー
マ」をつくる戦略というのは、（空間
資源と地域差に着目して）そのエリア
において物語化する文脈を可視化し
ていく戦略として考えることができる。
　例えば、税制優遇など他と違うイン
センティブが働く区域指定、優遇措
置を得られる空間資源の含まれる区
域の指定など、あるテーマを優遇する
計画的な区域の設定というのが考え
られる。アートディストリクトで言えば、
その区域指定がアート活動をプロモ
ーションしたりマーケティングをする領
域の設定になる。

　また、あるエリアを歩くことそのも
のを楽しくさせることも、文脈の可視
化に有効であろう。歩くことによって
初めて物語を体験できるからだ。エ
リアというのは、人が歩ける領域を形
成することでもある。従って、新世代
コミュニティのテーマに関連づけた歩
行者空間の整備、歩ける範囲内での
拠点整備とネットワークづくりなどの
整備計画もテーマからエリアを構築す
るまちづくりの戦略になると考えられ
る。歩行者空間のネットワークを形成
するためには、その全体計画を官民
が共有し､ 行政による公共空間の整
備だけでなく、民間による公共空間
の整備も推進する仕組みが求められ
る。ミルウォーキーのリバーウォーク
整備のように、民地の所有と利用を切
り離して街づくり組織が地役権のみを
譲り受け、歩行者空間の維持管理を
行う方法は応用できる。行政と協働
で、俯瞰的視点からネットワークの全
体像を構想し､ 規制・誘導を図ること
も必要だろう。
　新世代コミュニティのまちづくりに
おいては、エリア特性を踏まえた空
間デザインのマネジメント、空間ビジ
ョンと実現ルールづくりが効果的な手
法として挙げられた。一定のイメージ
をもたらす空間デザインの実現は、物
語の文脈を可視化することにつながる
と考えられる。デザインのマネジメン
トには、事業主体あるいは設計者と
街づくり組織がデザインを協議する場
を設けることが有効である。我が国
においても、条例等に基づいて設置
された専門家委員会等が行政組織（制
度運用の事務局）と連携しながらデ
ザインの審査を進める仕組みが広く用
いられるようになり一定の成果を上げ
ている。大規模再開発等であれば事
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前協議も導入され、より深いデザイン
の協議が実現している。こうしたデ
ザイン審査・協議のプロセスに街づく
り組織が関与していくことで、デザイ
ンのマネジメントを進めていくことが
望まれる。 しかしながら、歴史地区
等の街並みが残る場所以外ではきめ
細かいデザイン基準やガイドラインの
作成が困難なことや、事前協議のプ
ロセスに乗らない案件では建築計画
の進捗上大幅な設計変更の要求が事
実上困難になるケース（例：予算やス
ケジュール等の制約により設計変更に

伴う構造計算等の追加作業が行えな
い）が少なからず生じる等の問題も生
じており、仕組みの改善も必要となっ
ている。この点については、審査側
が個別の建築計画に関与していくタイ
ミングの前倒しとそれを可能にする体
制づくりが課題となるが、一つの解
決策として、再開発プロジェクト企画
段階からの相談（企画段階など初期
からの事前協議）を受けることが可
能な「地域のデザインセンター」等の
体制づくりが有効である。
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5‒1．震災後の新世代コミュニ
ティをどう考えるか

■�伸縮性のあるコミュニティ暮らし
の実践

　東北の被災地では、被災した市街
地や集落の復興計画を立案する作業
が続けられている。2011年度は減災
と復興の観点から、復興交付金の補
助事業を念頭においた土木や土地利
用計画といった街の骨格や基盤が主
な作業課題となっている。地権者と
自治体が協議をしながら、土地利用
などの調整を進めている。地域のコミ
ュニティに対して、どのような街を具
体的に再建していくか、その街の姿
を具体的にイメージしながら議論、詳
細な設計を行うのは 2012 年度の作業
となる見通しだ。そうしたスケジュー
ル感でうごいている一方で、各集落
や地域では個別のまちづくりが動きだ
そうとしており、それを支援する専門
家も含めて、全体が混沌としながらゆ
っくりと動いているのが復興の現場の
状況である。
　復興の現場にも新世代コミュニティ
は形成しつつあるように思われる。ボ
ランティアやNPOなど復興支援活動
を目的として関わり始めた人、あるい
は震災がきっかけで活動の拠点を被
災地に移した人、むかしから三陸が
好きで今回の震災復興にたいして何ら
かの関わりをもちたいと思っている人

のつながり、等々である。被災地だ
けでなく東京に新世代コミュニティが
生まれているケースもある。例えば首
都圏に住む岩手県釜石市出身者たち
十数人が中心になって「釜石応援サ
ミット」というイベントを2月に開き、
300人が集まるなど被災地を思いなが
らの活動を展開している。
　復興の計画調整やまちづくりの場
に新世代コミュニティはいかに関わり
をもっていけるか。一つは「外の人」
なりに、東北という自然や文化の豊か
な地域に対して、様々な東北体験の
魅力をツーリズムとして掘り起こすよう
な活動が考えられる。エコミュージア
ムやグリーンツーリズム、あるいは被
災地訪問支援自体がツーリズムになる
ような活動もあり得る。ちょっとした
草花を植えたりアートをつくったりし
ていくだけのことでも、身近な生活環
境を改善することにつながる可能性は
ある。
　もう一つは仮住まいへのアプロー
チ。仮設住宅は様々な問題が顕在化
しつつある。プライバシーの問題、健
康の問題、などなど。濃密な共同生
活の場に対して、外の人だからこそ
「つなぎ役」「聞き役」になることもで
きる。また、被災地は広いのであえ
て濃密に暮らさなくてもよいかもしれ
ない。仮住まいの場でいかにして、ゆ
るやかに生活の場をつくっていくか、
そのスタイルや考え方を実践的に示
し、背中を後押しすることも外の人だ

第5章
新生代コミュニティの新たな展開
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からこそできることかもしれない。極
端ではあるが、たとえばキャンピング
カーや幌馬車のような「それぞれの家
族で移動ができる仮設住宅」を新世
代コミュニティが実践する事も考えら
れる。「今日は向こうの山で暮らした
い」「今日は海辺でもいいじゃないか」
等のゆるやかな暮らし方が可能にな
れば、地域コミュニティとの距離感も
非常に伸縮的になる。地域コミュニテ
ィは大事だから接していくが、その距
離感を選べるようなスタイルもあるか
もしれない。
　最後に、街らしさの再建である。
街の復興に際しては、量的なことや
緊急の最低限のことだけでなく、総
体として街らしさをいかに再建するか
も本質的な課題であるが、国と自治
体、地権者の議論だけではなかなか
生まれてこない。これを提示し、実
践的に生み出していくことが新世代コ
ミュニティの本来的な意義であるとも
言える。

■震災を経て考える地域再生への道筋
　自分の暮らす地域を愛さない建築
家や都市・まちづくりの専門家はいな
いだろう。東日本大震災の被災地も
同様、衰退縮小する地方都市におい
て、個々別々に起きている動きはいず
れも、自分の手で地域を何とかよくし
たいという思いの結果である。こうし
た動きが、ひとつの街の再生に向か
って結び付いていくには、どのような
道筋があるか。
　ひとつ目には、地方都市再生の鍵
となる「系」の再生について。都市
空間の背後にある「系」の再生にお
いては、地域資源の発見と評価が欠
かせない。これには地域の現況に対
する複眼的な評価や「気付き」が重

要であるため、個々別々の動きが逆
に力になる可能性がある。そのことを
念頭に、個々別々に起きている動きを
「系」の可視化の呼び水とするところ
から、地方都市再生の道筋を描くこ
とはできないか。
　ふたつ目には、街らしさを持続
するには空間（ハード）を支える仕
組み（ソフト）を育みながら都市
空間を形成する戦略が有効である
旨を論じたが、各地域で独自に動
く建築家などが各々地域について
理解を深める中から、空間そのも
のではなく、空間を支える仕組み
を積極的に提案してもらうところから、
地域再生の道筋を描くことはできない
か。但し、仕組みの提案が活きるか
どうかは、提案する内容だけはなく、
それを誰が受けて、だれが実現させ
ていくのか、という受け手側の対応
が極めて重要になる。建築家と地域
住民との信頼関係だけに頼って提案
するのではなく、受け手としての地域
住民の潜在能力を引き出せる専門家
や技術者との協働作業が望まれるだ
ろう。
　三つ目には、まちづくりの合意形成
プロセスを厭わず、専門家として積極
的に関わっていくこと。地域の将来に
禍根を残さないためには議論を尽くす
ことが必須だ。行政や専門家は出し
うる情報の全て開示し、その中で地
域住民らと共に可能なまちづくりの案
を考え、地域の合意形成を進めなけ
ればならない。この土俵に建築家は
他の専門家と共に力を結集していくと
ころから、地方都市再生の道筋を描
くことはできないか。
　東日本大震災後の復興計画づくり
の現場では合意形成の難しい問題に
多々直面している。例えば、巷に言
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われる高所移転による街の再建が場
所・資金・時間的に現実的でない場
合、被災した元の場所での再建を考
えなくてはならなくなる。この時、防
潮堤の高さをどうするか、多重防御の
仕組みをどう作るかなど、津波リスク
に対する備えが重要課題の一つにな
る。具体的には、土地利用や都市施
設の計画素案に対して今次津波（3.11
震災時）相当のシミュレーションを回
し、想定される被害状況や安全性を
確認しながら、計画案の修正を繰り
返していく作業の積み重ねによって解
答を探ることになる。津波シミュレー
ションは原則として「最悪のシナリオ」
を想定し、その被害状況を確認して
いく。例えば津波の大きさは発生時
の潮位にも影響するため、3.11 震災
時潮位を越える潮位の「塑望満潮位」
を条件にシミュレーションを行う。し
かし、地域によってはこの条件（つま
り3.11 震災時よりも過酷な津波が押
し寄せる条件）でシミュレーションを
行うと、それこそ居住可能な平地（浸
水深 2m 以下となることが一つの目
安）がなくなってしまうという話も聞
く。それでもこの地に住むのかどう
か、確率論的には 500 〜 1000 年に
1回の頻度でしか発生しない津波かも
しれないが、津波浸水のリスクをとれ
る議論ができるかどうか。さらには、
自分たちがいかに住まうかだけでな
く、直接津波を体験していない子孫
に何を残すべきか。非常に高度な合
意形成が試されている。このような状
況を乗り越えていくのは簡単ではない
が、専門家による空間の構想力がこ
れを突破する足がかりになると信じた
い。

5‒2．まとめ：新世代コミュニ
ティまちづくりの要件

■ストック型社会を目指して
　新世代コミュニティがまちづくりに
おいて「得意技」とするのは「今ある
街の使い方を少しずつ変えていく」と
いうことだと思われる。今の街を「こ
のように使う方が楽しい」と実践して
いくことで、街を変えていくムーブメン
トをつくるのである。その実践であり
今後益々発展する分野が建物のリノ
ベーションを通じたまちづくりであろ
う。都市の再生に求められているの
は、何らかの手段を持って、「人が集
まる状態を作る」とか、「活性化させ
る」とか、「商売がうまくいくようにす
る」状態を創り出すため、街を変え
ていくことである。
　リノベーションと言っても、実質は
テナントが代わるだけの軽微なものか
らスケルトンに対してインフィルを変え
るような大がかりなものまで多様にあ
る。この多様性をいかに引き出すか
が重要だ。そのためには良質のストッ
クが必要になる。西村（2010）が指
摘するとおり、これまでの都市計画
のあらゆる制度は、フローをコントロ
ールすることによってストックの質を上
げようという施策に基づいていた。変
化が起きることが前提としてあったか
らである。変化を誘因するために種々
のインセンティブが用意されたが、そ
のことがインセンティブを最大限活用
するために都市計画を利用するという
本末転倒の状況を作り出してしまった
ということも少なくない。しかし、フ
ロー（つまり変化）に依存することは
今日の日本ではすでに現実的ではな
い。フローに頼らなくても暮らせるス
トック社会を作り上げる必要がある。
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　また、今あるものを変えるときに直
面するのが規制や採算等の問題であ
る。建物や街の使い方を変えていくと
きに、所有者等とコンセンサスをとり、
街全体としてマネジメントできるかど
うかが重要になる。社会実験など新
世代コミュニティなりの実験的かつ街
をうまく使い回す活動を通じて、規制
を乗り越えるアイデアや事業性を高め
るアイデアを創造していくことが望ま
れる。
　新世代コミュニティのまちづくりで
は、街を使うフローの話だけにおわる
のではなく、その多様な活動に対応
できるだけのストックをいかに形成し
ていくかが問われている。

■「かっこいい」「おしゃれ」「楽し
い」という街の空気感

　例えばリノベーションによるまちづく
りは、高さやボリュームは大きく変わ
らず、したがって街の姿を大きくかえ
るわけではない。この場合には、デ
ザインガイドラインを用いた景観コント
ロールなど既存の街並み形成手法は
あまり有効に機能しないと思われる。
市街地が「地」であれば、リノベーシ
ョンは「図」である。変化を魅力的に
見せていくことによって、その後に最
初のリノベーションが示したスタイル
がエリア全体に連鎖・波及・展開して
いく。こうした展開は新世代コミュニ
ティにとっては、ある種のライフスタイ

ルや空気感みたいなものとして察知さ
れているものと思われる。あるエリア
に支配的な空気感やスタイルとしてデ
ザイン作法のようなものがうまれてく
れば、そのエリアのイメージ（＝テー
マ）というのは、強化されていくこと
になる。
　このような街全体に連鎖・波及・展
開していくまちづくりを支えているの
は、「かっこいい」「おしゃれ」「楽し
い」というキーワードに見られるよう
な街の空気感だろう。「かっこいい」
「おしゃれ」「楽しい」からそのスタイ
ルの真似をする。それがエリア全体
に広がり、集積して街を変えていく。
「かっこいい」「おしゃれ」「楽しい」
は時に、経済的な価値判断を越える
ことがある。シビックプライド、つま
り市民が都市に対して抱く誇りや愛着
心が近年まちづくりでも注目されてい
るが、これに通じる考え方だろう。お
金の価値じゃないところで人が動く、
その原動力になることもある。その強
さが、新世代コミュニティにはあると
思われる。
　「かっこいい」「おしゃれ」「楽しい」
と思う価値観の問題は、固く制度的
に言えば「教育」の問題、緩く言えば
いかに感化される環境をつくるか（新
世代コミュニティとの付き合いを通じ
てその周りの人が感化される、そうい
う機会や場所）という問題としても考
えることができよう。

第5章　新世代コミュニティの新たな展開
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1．エリアを個性化する条件

1.1 街づくり組織による 5 つの取り組み
　個性的なエリアは、それが自然発生的に形成
されたように見える場合でも、その形成過程には
街づくり組織（行政や地元組織、あるいは特定の
民間デベロッパー）による長期的で主体的な関与
を見つけ出すことができる。個性的なエリアは、
何らかの主体が多かれ少なかれ「エリアをつくる
意図」を持って主体的に取り組んだ結果の産物
なのである。
　個性的なエリアに対する街づくり組織の取り組
みには幾つかの共通点が見られる。個性的なエ
リアをテーマ地区の形成とその重層化という二つ
の段階に分けて考えてみると、テーマ地区の形成
段階には「地区の再生計画」「初動期の重点事
業」「誘導のための地区指定」の３つが行われ、
さらにテーマ地区の重層化の段階では「エリアの
全体構想」「つなぎ空間の整備」の２つが行われ
ている。こうしたテーマ地区の形成からエリアの
個性化までの一連の取り組みを中心的に担う主
体として「街づくり組織」を位置づけることがで
きる。

1.2 テーマ地区の形成を促す取り組み
①　地区の再生計画
　一般に、米国の都市ではダウンタウンの再開発
と保全のために「ダウンタウン開発計画」等の全
体計画が策定される。この下位計画として、ある
区域の再生を進めるための計画（＝地区の再生
計画）が策定される。
　このような計画は 2 種類に大別できる。一つ
は、ダウンタウン計画の一部として策定する計
画である。1990 年代のダウンタウン開発計画
では全体スケールの都市構造等よりも地区スケ
ールの再生を主眼とする計画が、ミルウォーキ
ー 市（Milwaukee Downtown Plan 1997）、 セ
ント ポ ー ル 市（St. Paul on the Mississippi : 
Development Framework 1997）、ピッツバーグ
市（The Pittsburgh Downtown Plan 1997）な
ど多くの都市で採用されている。各地区の特性を
強める計画によってダウンタウンの断片化を積極
的に位置づけている。もう一つは、ダウンタウン
計画を受けて、次段階の具体的な事業化を進め
るために策定する計画である。例えば、荒廃した

地区において狭義の再開発を進めるために、市
の再開発公社が当該区域を対象とする開発計画
等を策定し、これが土地収用等の法的措置の根
拠になる。あるいは、テーマ地区そのものを計画
して、具体的な民間事業の誘導を図る場合もあ
る。ダラス市では音楽ホールと美術館を中心とし
て周辺に民間開発を誘致する「ダラス芸術地区」
を1982 年に計画している。
②　初動期の重点事業（リーディングプロジェクト）
　テーマ地区を形成する呼び水として初動期に導
入されるインパクトの強い大型再開発プロジェク
トが「重点事業」である。周辺の再開発等への
波及効果が期待されている。中心オフィス地区で
は、地区の全体計画を策定するのではなく、重
点事業として大規模オフィスを含む複合再開発プ
ロジェクトを計画し、それをダウンタウン開発計
画の中で位置づけているケースが目立つ。例え
ば、ミネアポリス市の IDSセンター再開発はダウ
ンタウンにオフィス再開発の集積をはかるための
重点事業として当時のダウンタウン開発計画に位
置づけられている。オフィス再開発以外では、ロ
バートソン（1997）によると、ダウンタウンモール
整備、フェスティバル・マーケット・プレイス整備
や、コンベンションホール、スポーツ施設、博物
館、娯楽施設等の整備が典型的な重点事業とし
て挙げられている。
③　誘導のための地区指定
　これは、テーマ地区を計画する区域において、
民間再開発を促す仕組みとして地区指定が導入
される。再開発プロジェクトの実施に有利な金
銭的・制度的メリットの得られる区域を指定する
ことによって、当該区域内における民間再開発を
促進することが目的である。公共団体による地区
指定としては、補助事業を活用できる地区の指
定（再開発地区、TIF 地区、エンパワーメントゾ
ーン、ブラウンフィールドの指定、等）、規制を緩
和する地区の指定（エンタープライズゾーン、等）、
形態規制などの規制強化と引き替えに減税等の
規制緩和措置を受けられる地区の指定（歴史保
全地区、特別デザイン地区、等）などがある。
その区域の空間特性を踏まえた地区指定が行わ
れる。指定を受ける区域では、民間再開発の目
指すべき方向を緩やかに示した地区の目標図が
通常は描かれる。この目指すべき方向性に照らし
合わせて、地区にふさわしい民間事業に対して助

資料1．米国都市再生におけるエリアの個性化
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成等を行っている。
　例えば、1990 年代中頃以降のニューヨークの
ロウアーマンハッタンに瞬く間に形成された「シリ
コンアレー」においては、ロウアーマンハッタンと
呼ばれるエリア一帯に、自治体による減税やイン
フラ整備などの規制緩和を行う地区が指定され、
IT関連オフィス誘致の施策が行われていた。
　一方では民間財団が地区を指定して当該地区
内の再開発事業に資金提供をする場合もある。
例えば、セントポールのロウアータウン地区では
地元にゆかりのあるマクナイト財団が地区内で行
われる再開発のために1000 万ドルの助成基金を
設立した。ピッツバーグの文化地区におけるピッ
ツバーグ文化財団とクリーブランドの劇場地区に
おけるプレイハウススクエア財団は、ともに地区
内に残る劇場建築の修復活用のための基金を用
意している。

1.3. 個性的なエリアの形成を促す取り組み
①　エリアの全体構想
　テーマ地区の重層化を進めるために、あるエリ
アにおいて複数の整備テーマ（コンセプト等）と
エリア全体の将来像を描いたものが「エリアの全
体構想」である。上位計画を具体化（事業化）
するための計画ではなく、コンセプトや基本方針
によって緩やかに表現された誘導目標となってい
る点が「地区の再生計画」とは異なる。
　エリアの全体構想とテーマ地区の重層化の関
係には２つの種類がある。一つは、エリアの全
体構想を最初に策定し、その後の整備によって
対象とするエリア内に複数のテーマ地区が重層
的に形成する場合である。本書の第 3 章で紹介
するセントポールのロウアータウン地区の場合は、
当初から現在の個性的な地区を含むエリア全体
が計画対象となっている。ただし、アーバンビレ
ッジというコンセプトのみを明確に打ち出し、整
備内容は「緩やかな計画」にとどめてあるため、
複数のテーマ地区の形成にも柔軟に対応できてい
る。計画策定から30 年近く経過したが、コンセ
プトと整備方針は現在でも地区の中で適用されて
いる。もう一つは、別々に形成した複数のテーマ
地区に対して、その全体を含む新しい目標像とし
てエリアの全体計画が策定され、重層化を促す
場合である。例えばミネアポリスのヒストリック・
ミルズ地区の場合、1960 年代に整備された住宅
地区に隣接する地区で 1990 年代末に再開発が
始まった際に、両地区を含むエリアの基本構想が
策定され、地区としての一体化が図られている。
②　つなぎ空間の整備
　複数のテーマ地区のつながりを強化するために

整備される広場や通路等が「つなぎ空間」であ
る。例えば、複数地区に広がる歩行者空間のネッ
トワークの補強は歩行者の回遊性を高め、エリア
としての一体感を強めることができる。ミルウォ
ーキーではダウンタウンの中央を流れるミルウォ
ーキー川沿いに形成した複数のテーマ地区に対し
て、川沿いの歩行者空間（リバーウォーク）がつ
なぎ空間として機能し、その全体が個性的なエリ
アとしての一体感を形成している。複数のテーマ
地区を結ぶ街路の街並み景観を一体的に整備す
ることも、エリアの一体性を強めるという点でつ
なぎ空間の整備と考えることができる。

2．エリアを個性化する街づくり組織

2.1．街づくり組織とは何か？
　地区の再生計画やエリアの全体構想を実現す
るためには長い期間を必要とする。その間、刻々
と変化する事業環境に対応してエリア内の整備事
業等をマネジメントしていく主体の存在が望まれ
る。この役割を担うのが「街づくり組織」である。
街づくり組織には表に示す 6つの形態がある。
　街づくり組織の関わり方とエリアの個性化の関
係は次の３つに分類できる。一つ目は、市もしく
は市が設立した再開発公社・再開発会社がテー
マ地区の重層化を進めるタイプである。これは、
荒廃した地区の再開発を開始する段階で地元に
再開発を推進する組織やその母体が存在しなか
ったために市が街づくり組織を設立・導入した街
づくり組織である。二つ目は、地元の事業者や
地権者などを構成員とする「コミュニティ・ベース」
の街づくり組織がテーマ地区の重層化を進めるタ
イプである。これは、オフィス地区のように民間
活力を用いての地区の再活性化か、倉庫地区ま
たは劇場地区のように建物保存運動などのグラス
ルーツな活動から地区整備が始まったことから生
まれたコミュニティ・ベースの街づくり組織である。
三つ目は、上記二つの組み合わせであり、長い
時間をかけて地区の整備が進む中で、市の組織

空洞化したダウンタウンから個性的なエリアの形成へ
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から地元コミュニティ・ベースの組織へとテーマ
地区の重層化を進める主体が移行するタイプであ
る。この場合は、市が全体計画の策定を主導し
た後、事業化の段階になって地元コミュニティ・
ベースの組織がエリアのまちづくりの中心的な役
割を担うようになっている。例えば、クリーブラン
ドのユークリッド・ゲートウェイ地区では全体計画
の策定と重点事業（スタジアム、アリーナ等）は
市が主導し、整備後は地区全体に広がる歴史的
な建物の改修をコミュニティ・ベースの街づくり組
織である歴史的ゲートウェイ地区開発会社が主導
している。

2.2．主な街づくり組織
①　再開発公社
　 再 開 発 公 社（Redevelopment Authority/
Agency）とは狭義の再開発事業を実施するため
に、地権者に対する土地収用の権限、再開発地
区の指定および地区内の計画策定の権限、再開
発事業の財源確保ための公社歳入債の発行の権
限が州法を根拠として与えられた準行政組織であ
る。州法によって権限を与えられたボストン再開
発公社や再開発事業に関する一連の自治体権限
を委譲されたミネアポリス・コミュニティ開発公社
等がこれに該当する。これら再開発公社は、市
の策定するダウンタウン開発計画に即して、荒廃
の著しいエリアを再開発地区に指定し、必要に
応じて土地収用を行っていく。つまり、この地区
指定が再開発公社による個性的なエリア形成の
最初のアプローチとなる。地区指定後は、再開
発債や TIF 債を発行して地区内のインフラなど
公共施設の整備、またはリーディングプロジェク
トを実施していく。再開発公社による当該地区へ
の先行投資が、民間再開発を誘引するのである。
②　再開発会社
　再開発 会社（Redevelopment Corporation）
とはダウンタウン内の保全や再開発等の事業を促
進する非行政組織である。再開発公社が有する
ような公的権限は与えられず規制緩和や再開発
債発行等の手法はとれないかわりに、再開発を
進めるべき地区やエリアが定められると、市長や
自治体、地元有力企業、地元商業者等の後ろ盾
を拠り所として、事業の基本構想提案、事業者と
の計画案の調整、資金調達の支援、テナント等
の誘致といった方法を通じて、民間事業の誘致
や地権者による事業化を促進する。例えば、セ
ントポール市のロウアータウン再開発会社やクリ
ーブランド市のヒストリック・ゲートウェイ近隣会
社がこれに該当する。再開発会社の多くは、市
長など行政の意向や後押しを受けて設立される

ことから行政組織とのつながりは深い。ただ、
準行政組織の再開発公社がデベロッパー機能を
期待されているのに対して、再開発会社は非行政
組織として設立され、地区内の民間事業を促進
する「触媒」としての機能が期待されている点に
違いがある。
③　民間の公的デベロッパー
　文化振興を目的として劇場等の取得改修を行う
民間財団や、低所得層向けの住宅開発等を行う
コミュニティ開発会社（CDCs）などは、民間であ
りながら公的な性格の強い事業に取り組むデベ
ロッパーと位置づけることができる。
　前者の場合は、古い劇場や倉庫等の集積する
地区において、こうした組織が文化振興等を主目
的としながら地区の再生計画を策定し､ 劇場や
倉庫等の取得と保存修復等の再開発を進めてい
く。例えばピッツバーグ文化財団はモノンガヘイ
ラ川沿いの劇場や倉庫が集積するエリアに文化
地区としての再生計画を策定した。劇場群の修
復や芸術系専門学校の誘致等による劇場地区の
形成、隣接するペン通り沿いの倉庫改修等によ
る歴史的観光地区の形成などを推進し、個性的
なエリアとしての再生に貢献している。
　後者の場合は、主としてダウンタウン外縁部（イ
ンナーシティー）でのアフォーダブル住宅整備等
に取り組む。CDCs（Community Development 
Corporations）とはコミュニティベースの街づく
りの担い手として出現した民間組織の総称であ
る。1974 年に連邦住宅・コミュニティ開発法の
可決によって設立されたコミュニティ開発統括補
助金（Community Development Block Grants, 
CDBG）が荒廃地区の建物を撤去するのではなく
修復活用することを重視したこともあって、1970
年代以降は自治体等のコミュニティ組織育成・助
成プログラムの支援を受けた専門性の高いCDCs
の数が増加し、事業力を急速に高めていった。
④　BID 組織
　BID（Business Improvement District）とは
州法に基づく特別地区である。BIDの事業計画
を実践する組織をBID 組織と呼ぶ。1990 年代
末以降から中心市街地活性化の切り札的手法と
して注目されている。BID 指定を受けると、地区
内の不動産には通常の不動産税にプラスαが上
乗せ課税され、上乗せ分の税収を財源として地
区内不動産の資産価値を維持・向上するための
各種事業が行われる。上乗せ課税されるプラス
αの税額は州によって異なるが、通常は評価額
の1〜 3％の範囲内である。米国で古くから利用
されていた特別徴税地区（Special Assessment 
District）と同様の仕組みだが、適用可能な事
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業の範囲が自由になった点が異なる。
　事業計画は地方政府の一つに位置づけられた
BID 理事会が策定し、事業計画を実施するため
に別途 NPO 等の地元組織が設置されるケース
が多い。地区内の清掃や防犯パトロール、フラワ
ーポットやバナーの設置、イベント等のソフト事
業から、街路改修、立体駐車場整備などのハー
ド事業まで各地で多様な事業が行われている。
　地区に人を集めて資産価値を高めるためには、
荒廃のイメージを払拭し、地区に訪れる際の心
理的な抵抗感を減らすことが望ましい。そこで、
安全で楽しい地区のイメージをプロモーションす
る活動や、ダウンタウン内の各地区を相互に関係
づけて来訪者の回遊を促すためのプロモーション
活動が行われる。ダウンタウンの商業については、
1980 年代までにほぼ崩壊したと言われていたが、
BID の運用が功を奏して 1990 年代後半頃には
ギャップ, バナナ・リパブリック、スターバックス
等の有名チェーン店舗が郊外ではなくダウンタウ
ンに出店し始めたとされる。統一されたロゴとコ
ーディネイトされた色彩、ユニフォームを着た街
路清掃員と雇用された道案内人を地区内に配置し
たことが、地区のブランド化を進めたと言われて
いる。BID の指定は当該地区またはエリアの一
体感を高める作用をもたらしたのである。
⑤　協議会型のコミュニティ組織
　ある地区やエリアの商工業者、中小企業経営
者、地権者らが活性化等を目的として結成する協
議組織（ビジネス・アソシエーション）や地元有
力企業経営者等がダウンタウン再活性化の促進
を目的に結成する協議組織は協議会型のコミュニ
ティ組織と位置づけることができる。
　前者の場合は、意見集約と調整を主な機能と

する。事業遂行能力には限界があるものの、近
年は BID やメインストリートプログラム等の補助
事業を通じた地区のマネジメントに力を発揮して
いる。地域に根ざした事業者の手による内発的
で継続的なまちづくりが実践され、個性的なエリ
アの形成に寄与している。例えばミルウォーキー
市のヒストリック・サードワード協会がこれに該当
する。同協会はエリア内にBIDを導入して事業
を実践している。
　後者の場合は、1940 年代から 60 年代頃にか
けてダウンタウン再開発における計画策定と推進
の中心的役割を担っていた。自治体とパートナー
シップを形成して成長連合（Growth Coalition）
と呼ばれる勢力を形成していた。市役所の政治
力と銀行や商工会議所の経済力を背景に、1959
年までに各地で約 700 の中心業務地区の計画を
策定したと言われている。ピッツバーグのコミュニ
ティ開発アレゲニー会議やバッファローの大バッフ
ァロー開発財団がこれに該当する。
⑥　デザイン審査等に関わるコミュニティ組織
　歴史的環境型のテーマ地区において景観規制
のための歴史地区が指定され、そこでの建物の
デザイン審査に地元のコミュニティ組織が関わっ
ていくケースが少なからず見られる。本書の第 4
章で紹介するサードワード地区の建築審査会が
これに該当する。コロンバス市のジャーマンビレ
ッジ地区では、地権者等の構成するジャーマンビ
レッジ協会が、市条例に基づいて「ジャーマンビ
レッジ委員会」を協会内部に設置し、同地区で
の建築行為に対するデザイン審査を行っている。
地権者の意志を反映した徹底的なデザイン・コン
トロールが歴史的環境型のテーマ地区の特徴強
化につながっている。

資料1　�米国都市再生におけるエリアの個性化

準行政組織 非行政組織

デベロッパー機能を担う組織
再開発公社（再開発地区指定・土地取得・
再開発債発行）、経済開発公社（再開発債
等の発行）

民間財団（文化系財団が事業展開）コミ
ュニティ開発会社

地区の再開発を総合的にマネ
ジメントする組織

BID 組織（地方政府の扱い、地元ベース
の理事会が予算・事業計画）

再開発会社（補助プログラムの受け皿に
もなる）

ステークホルダー間の意見集
約・調整を行う組織

デザイン審査等に関わるコミュニティ組
織

活性化協議会（ダウンタウン実業界の全
体が協働、ビジネス機能の強化、ビジネ
ス環境の改善）

表　地区の再開発を持続させる街づくり組織
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A STUDY ON THEME DISTRICTS WHICH HAVE FORMED IN URBAN 
AREAS 

23 wards of Tokyo metropolis as research objects  
 

 
Rieka MADACHI 

 
This study surveys existing clusters of particular businesses or “Theme district” in 23 wards of Tokyo by the method of theme integration. 
And the origination of theme district is analyzed by time background, chronological order and ambient environment. As a result, the 
present state and origination of theme district shows spatial diversity. In addition theme districts of pre-World War 2 and postwar are quite 
different. It is important to consider these differences for sustaining and promoting the theme districts. 
 

Keywords : Theme district, Cluster Origination, Spatial characteristics 
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