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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　日本の地方都市では、人口減少・少子高齢化が本
格化すると同時に、高齢者などの交通弱者の発生や、
都市の郊外化・低密化によるインフラ維持コスト増
大などの問題も深刻化しつつある。モータリゼー
ションとともに拡大志向を歩んできた都市を畳む、
コンパクトシティへの転換が一層強く求められてい
る。その際、中心市街地では歩いて暮らせることが
重要になる。福祉施設や子育て施設などの機能配置

に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと

特集●モビリティデザインの未来／論説

街路におけるつくる／つくらないデザインの動向
─空間・利活用のデザインとコミュニティ形成に係る論点─

　1.　はじめに

Trends in Construct/Non Construct Designs for Urban Roads :
Issues in Spatial/Activity Design and Community Formation

尾﨑　信＊

Shin OSAKI＊

　本稿は、遅い交通への転向が進む近年の都市部街路に関する実践・研究成果から、そ
の空間デザインと利活用デザインの動向を概観し、地域のコミュニティ形成に関する今
後に向けた論点を抽出するものである。利活用デザインについては、コミュニティ形成
を主眼としたエリアマネジメントに関する知見の整理や、直接コミュニティデザインに
踏み込む試みに関する知見の拡充など、さまざまなチャンネルからコミュニティデザイ
ンへの接続が求められる一方、空間デザインについては、「遅い交通」のための空間デザ
イン論を構築していく必要があるとした。

　This paper provides a general overview of trends in spatial design and activity 
design derived from practical applications and research results regarding the shift 
towards slow transportation in urban roads, and extracts discussion points on the 
future of regional community formation. Activity design requires connections to 
community design from a wide range of channels, such as the coordination of 
knowledge of area management whose principle objectives are community 
formation or the expansion of knowledge into efforts that venture directly into 
community design. Spatial design, on the other hand, requires the construction of a 
spatial design theory for “slow transportation”. 
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誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと
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誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や

　2.　街路におけるデザインの 3視点の整理

　3.　街路における空間デザイン

Fig.1　街路におけるデザインの3視点の整理

 物理的空間

 利用（滞留・コミュニ
　　　　ケーションetc）
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 人々のつながり  担い手
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を
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木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

＊1

＊2

パークレットとは、2010 年よりサンフランシスコ市が独
自に行っているプログラムであり、道路の駐車ロットに
ベンチやプランター、囲いといったファニチャー類を設
置することで、簡易的なポケットパーク状空間を創出す
るものである。市のHP９）にマニュアルや実例等が整理さ
れている。
大阪市長を会長として、行政、経済団体、観光振興団体、
エリアマネジメント団体、道路関係団体の代表者で構成

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

Fig.2　花園町通りの社会実験（写真提供・松山市）

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。
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　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会
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における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

Fig.3　花園町通り平面図（部分）（松山市提供の図面に一部筆者加筆）

Fig.4　花園町通り横断面図（松山市提供の図面に一部筆者加筆）

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　日本の地方都市では、人口減少・少子高齢化が本
格化すると同時に、高齢者などの交通弱者の発生や、
都市の郊外化・低密化によるインフラ維持コスト増
大などの問題も深刻化しつつある。モータリゼー
ションとともに拡大志向を歩んできた都市を畳む、
コンパクトシティへの転換が一層強く求められてい
る。その際、中心市街地では歩いて暮らせることが
重要になる。福祉施設や子育て施設などの機能配置

に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと

誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

　4.　街路における利活用デザイン

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報をFig.5　荷捌きスペース Fig.6　オープンカフェ（西側・ウッドデッキ） Fig.7　毎月開催するマルシェ（東側）

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと

誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙
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げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気
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もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

Fig.8　多様なファニチャー類（写真提供・土橋悟氏） Fig.9　子供の遊び場空間（写真提供・土橋悟氏）

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・
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街路におけるつくる／つくらないデザインの動向

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　5.　おわりに

　日本の地方都市では、人口減少・少子高齢化が本
格化すると同時に、高齢者などの交通弱者の発生や、
都市の郊外化・低密化によるインフラ維持コスト増
大などの問題も深刻化しつつある。モータリゼー
ションとともに拡大志向を歩んできた都市を畳む、
コンパクトシティへの転換が一層強く求められてい
る。その際、中心市街地では歩いて暮らせることが
重要になる。福祉施設や子育て施設などの機能配置

に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと

誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や
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づかされた。
　次に横断方向へと視点を移すと、駐輪スペースが
車道側へ寄せられ、オープンスペースと沿道施設が
直接向かい合う配置となっており、マルシェなどの
イベント時にはモール状の空間が出現する（Fig.7）。
これに加えて、沿道施設の間口（東側は狭く西側は
広い）に呼応するように、東のオープンスペースは
細かくその様相を変化させ、西側にはまとまった広
場が配置されている。これらの配置とスケール操作
によって、オープンスペースと沿道施設の親密性が
高まり、歩道空間があたかも前庭のような場所と
なっている。つまり、花園町通りの空間デザインは、
街路内に閉じて考えられたのではなく、周辺環境の
ポテンシャルをできるだけ引き出すように、沿道空
間との関係性から導かれた部分が大きいように思わ
れる。言い方を換えれば、「公」の道路空間に、沿
道施設という「個」が飛び出していきやすい状況を
つくり上げている。「個」がその殻を飛び出すことは、

「共」すなわち人々のつながりが生まれる必要条件
である。花園町通りにおいてなされている綿密な空
間デザインは、沿道施設の中に閉じていた個々の活
動を街路空間へと引き出し、新たなつながりを生み
出すというコミュニティデザインまで射程に入れた
上でなされていると考えられる。
　3-4　沿道建築物を含めたデザインマネジメント
　花園町通りの東側では、老朽化したアーケードを
撤去した後の店舗ファサードに、統一的な形状のテ
ント地の庇を付けるなどの事業が行われ、沿道建築
物も含めたトータルなデザインマネジメントが行わ
れており、街路そのもののデザインの効果をより一
層高いものにしている。
　三浦12）は、多主体によるストリートデザインの
マネジメントについて、沿道民間組織同士の連携が
重要であるとしているが、花園町通り東側のファ

サード整備では、公・民・学連携の下に設立され、
常駐専門家を擁する松山アーバンデザインセンター

（以下、UDCM）がその調整を行っており、必ずし
も沿道民間組織ではないものの、行政と住民の間に
入り、質の高いデザインの実現を可能にした。
　また、野原ら13）は、ストリートデザインマネジ
メントには、事業以前の地域コミュニティの活動実
績が、その後の計画・共有プロセスに大きな影響を
与えるとし、その上で勉強会やビジュアル・ガイド
ライン等を用いたイメージの共有や専門家等による
調整支援が重要であるとしている。花園町通りでは、
事業以前の地域コミュニティ活動は必ずしも活発で
はなかったものの、UDCMがWSのファシリテー
トを行い、イメージ共有の促進を図った。
　このように、花園町通りにおける沿道建築物を含
めたデザインマネジメントには、UDCMという中
間組織が奏功している。花園町通りの空間デザイン
の特徴の3点目は、行政と地元の間をつなぐ専門家
組織が活用された、沿道を含めたトータルなデザイ
ンマネジメントである。

　4-1　海外実績の吸収
　次に、利活用デザインに関する昨今の動向につい
て論点を整理していきたい。街路空間における利活
用は、2011年の都市再生特別措置法の一部改正や、
2013年の国家戦略特別区域法に基づくエリアマネ
ジメントの民間開放が追い風となり、実践事例に注
目が集まっている。また、公共空間の利活用事例を
中心的に取り扱うメディアの出現（例えば、ソトノ
バ14））も話題性を高めている一因であろう。これら
のメディアにも頻繁に取り上げられている通り、利
活用の実践は海外実績に学びを得てきた。
　例えば、ニューヨーク市のプラザプログラムが挙

げられる。これはブルームバーグ市政の下、2008
年に開始されたもので、車道や駐車帯などを簡易的
で安価な装置を用いてコミュニティの拠点や公共交
通結節点における歩行者空間（プラザ, Plaza）に転
換するプログラムである。店舗や周辺への経済的効
果が認められる事例が指摘されている15）他、地域
課題に応じた利活用テーマを設定することで、地域
コミュニティの意識変化が生じているという16）。ま
た、サンフランシスコ市でも、2009年より同様の
制度が始まり、遠藤17）は、2010年に試行が開始し
たパークレットとともに人間的で好ましいアメニ
ティが達成されていると評価し、渡邉ら18）19）は、パー
クレットのデザインや手続き、費用等について情報
を整理するなど、その仕組みに関する理解が進んで
いる。国内の御堂筋パークレット、神戸市のKOBE
パークレットなど、空間像だけでなく、名称・概念
から導入する事例も見られる。
　このような米国の先進事例に加えて、それらの取
り組みに関連する概念や方法論がよく整理されてき
たことの影響もあろう。プレイスメイキング

（Placemaking）という方法論は、1975年に設立さ
れた米国のProject for Public Spaces（以下、PPS）
という非営利組織の活動によって認知度が高まっ
た。PPS20）はコミュニティ協働型で地域の公共空間
の価値を高める創造的な利活用の推進を提唱してい
る。その方法論としてLighter（簡単に）、Quicker（素
早く）、Cheaper（安く）という三原則を掲げ、実
践にあたっての運営ハードル（コスト面、リスク面
等）を下げ、創造的な取り組みの促進を図っている。
また、そうした小さなアクションを踏まえて、長期
的に大きな都市空間デザインへと結実させようとす
る概念がタクティカル・アーバニズム（Tactical 
Urbanism）である。これを提唱するM. Lydonら21）

は「Short-term Action for Long-term Change」と
いうキャッチフレーズを掲げており、泉山ら22）は、
この概念と方法論の整理を行っている。方法論とし
ては、誰でもできる短期的イベントから始め、パイ
ロット事業、暫定デザインを経て都市整備へと至る
階段状のプロセスを想定し、各ステップにおいて、
Build-Measure-Learnサイクルと呼ばれるデータに
基づく検証サイクルを回しながら、徐々にステップ
アップを目指していくものである。従来型の都市整
備事業との相違点は、ビジョンやプランニングから
検討を始めるのではなく、アクションから始め、そ
の検証をしながらハード整備へとつなげていく点で

ある。
　プレイスメイキングとタクティカル・アーバニズ
ムの共通点の一つは、最初から空間整備を行わず、
既存都市空間に簡易で暫定的なアクションを起こす
ことを奨励するという点にある。プラザやパーク
レットの利用者中心的で魅力的なデザインに加え、
これをできるだけ簡便な方法で試行することに意義
を認めた概念と整理された方法論が、近年の街路空
間における利活用を促進していると考えられる。
　4-2　利活用のための空間デザイン
　そのような利活用デザインにおいて、プログラム
の設定とともに重要となるのが、利活用のための（一
時的な）空間のデザインである。ここでは、プレイ
スメイキングから政策提言を行っている点におい
て、上述のタクティカル・アーバニズムの一つとし
て位置付けられる静岡市青葉シンボルロードで行わ
れた「プレイスメイキング・アクション in 静岡」
を参照したい。幅員約20mの青葉シンボルロード
中央部を対象に、2014年より、WSとシンポジウム
を重ねて活用方策を検討し、2016年9月9日から19
日のオクトーバーフェストと同時期に活用実践がな
された。ここでは、出店ブースの他に、人工芝のカー
ペットの上に可動のイス・テーブルやロングテーブ
ル、ハンモック、子供向け遊具などを配置しており

（Fig.8、Fig.9）、飲食空間と子供の遊び場空間を創
出している。街なかに求められるプログラムを厳選
した上で、それらをシンプルでわかりやすく配置し、
さらに多様なファニチャー類や植栽等による空間分
節によって、人数や滞在時間など、さまざまな利用
ニーズへのフックをつくっている。いわば、滞留を
呼び込むためのデザインである。人が滞在している
風景が呼び水となって、また人が集まるという循環
が生まれる。故に、このような街路利活用デザイン
において、その空間に設置する施設やファニチャー
は重要な要素である。関連する研究として、Suzuki
ら23）はインナーロンドンにおける路上マーケット
を対象として、店舗テント（Stall）の形態やその配置、
歩行者天国化有無などの諸条件から類型化し、好ま
しい空間構成について言及している。また三友ら24）

は、道路空間に可動椅子を設置した場合の通行者の
利用行動について調査し、ベビーカーなどのケース
も含めて、通行者の柔軟な利用を可能にする可動性
を評価している。
　このような利活用空間のデザインに関する客観的
な評価を伴う研究は、利活用の主体に有益な情報を

木質舗装材による歩行位置の変化４）、合意形成経緯５）

に関するものは見られるが、そのデザインについて
詳しく解説しているものはほとんど見当たらない。
ここでは松山市花園町通りの道路空間再配分の事例
をもとに、そのデザインの特徴から利活用・コミュ
ニティ形成へとつながる論点を抽出したい。
　花園町通りは、市内最大の乗降客数を誇る松山市
駅と松山城の麓に広がる堀之内公園を結ぶ幅員約
40mの道路である。道路中心部には路面電車軌道が
走り、その外側に片側二車線の車道、副道、歩道を
有し、そこへ商店街が面していた。2000年に堀之
内公園内に立地していた球場や競輪場といった集客
施設の郊外移転が始まったことや、2008年に郊外
型大型商業施設が開業したことなどにより、交通量
が減少した花園町通りは、老朽化したアーケードの
下に放置自転車があふれ、空き店舗が目立っていた。
このような状況を受け、松山市は2011年より、道
路空間再配分に関する説明会やワークショップ（以
下、WS）を継続的に実施し、2012年11月には、11
日間の社会実験として自動車用の車線を片側一車線
化（一部の副道は残存）し、自転車専用通行帯を設け、
歩道のオープンスペースにはウッドデッキを設置し
て、賑わい創出を行うなどした６）。さらに地元住民
への丁寧な事業説明を重ね、合意形成が進められた。
また、東側商店街アーケードの撤去が決まり、撤去
後の店舗ファサードを統一的なデザインで整備する
ファサード整備事業が実施された。そして、2017
年9月に車道を片側一車線化し、残り二車線分を自
転車道と歩道へ再配分する事業が完了した。
　3-2　社会実験による利活用イメージの先取り
　花園町通りの空間デザインの特徴の1点目とし
て、社会実験による利活用イメージの先取りを行っ
ている点が挙げられる。吉谷７）８）によれば、社会
実験では、空間改変の効果や安全性の検証を行うだ
けでなく、広くなった歩道空間の活用、沿道と一体
的となったアクティビティの可能性を探ることも、
その目的の一つとして位置付けられた。具体的には、
歩道にウッドデッキが仮設され（Fig.2）、沿道のテ
ナントによるオープンカフェやフラワーアレンジメ
ントなどの講座、ライブ演奏などの演出が行われ、
来街者に好評を博した。この社会実験の成果は、道
路の機能面での効果検証や、それに基づく合意形成
促進といった従来型の社会実験の範疇を超えてい
る。道路の利活用のイメージや可能性を強く印象づ
けるものであったと同時に、沿道テナントという担

い手を見出すことにもつながっている。このような
ハード整備プロセスにおいて、利活用デザインやコ
ミュニティデザインを取り込んでいる点は、極めて
重要である。
　なお、このようなプロセス論の観点からは、近年
では大阪市御堂筋の事例が積極的である。御堂筋で
は、2013年の社会実験、2016年の一部区間モデル
整備を経て、2017年10月に自転車通行空間を圧縮
し歩道空間にファニチャー類を設置する社会実験を
行い、続く11月には、その発展形ともいえるパー
クレット（Parklet）＊1の社会実験を行っている。こ
れらの主催は、御堂筋完成80周年記念事業推進委
員会＊2であるが、共催ないし企画運営として、ミナ
ミまち育てネットワークなどの地元企業・商店会・
個人をメンバーに含む団体が組み込まれている。そ
れ故に、この立て続けに行われている社会実験を通
して、地元組織が利活用のノウハウを獲得し、担い
手としての地力を増強する機会をもたらしていると
考えられる。ハード整備プロセスにおいて、利活用
デザインの機会を複数設けることで、より入念な担
い手のコミュニティデザインが可能になるのではな
いだろうか。
　国土交通省による「まちづくり活動の担い手のあ
り方検討会」の取りまとめ成果10）においても、ハー
ドとソフトを一体的に検討し、成熟した都市型社会

における多様化した市民ニーズに対応することの重
要性が指摘されているように、今後、ハードとソフ
トの一体的なデザインは増加していくと考えられ
る。その際、いかに将来の担い手となるコミュニティ
を巻き込んでいけるかが重要となる。しかし、資金
調達や行政協議など、プロジェクトのマネジメント
における成功要因を分析する研究11）は見られるも
のの、現状ではコミュニティデザインの方法論に関
する知見が乏しく、この点が今後の課題であろう。
　3-3　周辺環境に呼応した多様な「場」
　花園町通りの空間デザインの特徴の2点目は、単
一断面ではない、周辺環境に呼応した多様な「場」
が形成されている点にある。Fig.3に示すように、
わずか100m程度の延長の中でも、ウッドデッキ広
場や芝生広場、ベンチに囲まれた場所、子規の庭（正
岡子規の生家を示す石碑がある）など、さまざまな
性格の場所が存在している（Fig.4の滞留空間、緑地、

駐輪場の範囲）。
　縦断方向に見ていくと、沿道施設への荷捌きス
ペースを確保しつつも、その延長を抑え、歩道部と
同質の舗装材の採用や、車止めのみで区切られ段差
のないフラットな境界部によって、歩道空間の広々
とした印象を創出することに成功している（Fig.5）。
また、新たに挿入されたオープンスペースには、L
字型ベンチ1基の1人で気兼ねなく座れるものから、
ベンチがコの字配置でグループでの利用にも堪えら
れるもの、芝生やウッドデッキなど広々とした使い
方ができるものと多彩であり、人々のさまざまな利
活用を促し、また受け止めることができる仕掛けと
なっている。実際に筆者も、ベンチで休憩する高齢
者やウッドデッキでのオープンカフェ（Fig.6）、芝
生でキャッチボールをする親子の姿を目にしてお
り、日常の利用、休日の活用両面において、極めて
多様な活動を受け入れる街路となっていることに気

もたらすだけでなく、道路管理者側に納得できる素
材を提供しうるという観点からも重要であり、今後
の蓄積が待たれる。利活用実績の少ない自治体では、
いくら海外での実績が豊富であるとはいえ、国内法
制度の運用を任されている管理者として何をどこま
で許容すべきか、判断に迷うことが少なくないよう
に思われる。そのため、国内での利活用実績やその
評価は特に重要であろう。
　4-3　利活用のための装置のデザイン
　一方で、利活用のためのファニチャーそのものを
開発・デザインする事例も散見される。小田原市中
心市街地におけるプレイスメイキングの実践活動団
体によるプレイスメイキングキットの開発25）や、
柏の葉キャンパス駅前や近隣の大学キャンパス内
で使用するコミュニティ屋台の開発事例26）などで
ある。
　筆者の関与する事例として、先述の花園町通りに
おいて屋台を製作している。花園町通りの道路空間
再配分整備が2017年9月に完了することを受けて、
UDCM、東京大学、愛媛大学防災情報研究センター
が、「移動する建築」と称する移動式のまちづくり
拠点のデザインを求める設計コンペを同年8月から
行った。花園町通り部門で最優秀賞を獲得したキム・
テボンの提案は、4種の機能別屋台を製作し、多様
な配置組合せによって、さまざまな活動を喚起する
というコンセプトである。UDCMが中心となり、
設計者のキム、デザイン監修の南雲勝志とともに、
近隣住民・小学生、沿道テナントを中心としたWS
を重ねながらデザインを詰め、伊予匠ノ会という地
元の若手職人集団の協力を得ながら、2018年3月の
完成を目指して現在製作中である。
　これは利活用の装置の設計製作プロセスを住民参
加型とし、参加者に将来の担い手としての意識形成
を促す目的を持っている。その意味で、利活用デザ

インでありながら、同時にコミュニティデザインで
もある。その特徴は、住民参加型で「プログラム」
を決めるのではなく、「ものづくり」を行う点にある。
初めの2回のWSでは、花園町通りで行ってみたい
プログラムの検討から始まり、そのプログラムを実
現するために必要な屋台の形態イメージを議論し
た。これらのイメージを踏まえて、設計者のキムが
さまざまなプログラムに応用できる柔軟な意匠の4
つの機能別屋台のデザインを行い、3回目のWSで
は実際の屋台に取り付ける棚箱の組み立てと塗装を
参加者で行った。プログラムそのものの検討フェー
ズでは、個人で関心にばらつきがあり、必ずしも
WS参加者全体の一体感は生まれなかったが、さま
ざまなプログラムを実現する屋台をつくることを
ゴールに据えたことで、WSが進むにつれて、具体
化する屋台の姿を共有することができ、参加者に一
体感が生まれていった点が印象的であった。
　なお、このWSには、花園町通りの活性化を目的
とした地元組織である「花園まちづくりプロジェ
クト協議会」（地権者とテナントで構成）のメンバー
も参画しており、またUDCMからもWSや設計の
経過報告を協議会へ行うなど、利活用へ向けた密
な連携が生まれ、担い手形成に向けて歩みを進め
ている。屋台完成後の実際の利活用に注視する必
要がある。
　4-4　街路空間におけるエリアマネジメント
　公共空間や一定のエリアにおける利活用のマネジ
メント論としては、エリアマネジメントに関する実
践事例・研究が豊富である。しかし、街路の利活用
については、札幌や天神地区、大阪うめきた地区、
大丸有地区27）などの大都市の都心部における事例
を取り扱うケースがほとんどである。特にその収益
事業のマネジメント28）や、利活用によって得られ
る収益をハード整備に事前投資するなどの制度論・

方法論は、資本力のある事業者がプレイヤーとして
加わる大都市の商業業務エリア以外の適用は困難で
あろう。中心市街地が空洞化し、苦境に喘いでいる
多くの地方中小都市において適用できるマネジメン
ト論の充実が待たれる。その際、事業採算性の確保
も重要な観点であるが、街路を舞台としてコミュニ
ティおよび担い手をいかに形成するかという点に踏
み込むことが肝要である。また、より発展的には、
マネジメント論と空間デザイン論の接続により、持
続的な利活用を可能とする空間形成に向けた包括的
な知見の充実が望まれる。

　本稿では、昨今の都市内街路における空間デザイ
ンと利活用デザインの動向を概観し、今後、コミュ
ニティや担い手の形成へつなげていくための論点を
抽出してきた。最後に全体を整理しておきたい。
　空間デザインの分野においては、①社会実験によ
る利活用イメージと担い手形成の先取りに関する方
法論、②沿道環境との関係性を取り結び、コミュニ
ティ形成を促す空間デザイン論、③その効果を一層
高めるトータルなデザインマネジメント論という3
点について触れた。ただし、①は利活用を通じてコ
ミュニティデザインを行うための方法論が求められ
ているため、空間デザインそのものに関する論点は
②と③の2点に限られる。
　利活用デザインの分野では、④国内制度下におけ
る利活用空間のデザイン論、⑤利活用装置の開発な
どを通じたコミュニティデザインへの踏み込み、⑥
コミュニティ形成を主眼とした、利活用のエリア
マネジメント論、⑦マネジメント論と空間デザイン
論の接続の4点を指摘した。①を合わせると5点で
ある。
　街路空間の物理的形状を決定する空間デザインが

「つくるデザイン」であるとすれば、街路空間の上
で展開する利活用とコミュニティのデザインは、「つ
くらないデザイン」と呼べるであろう（Fig.1）。コ
ミュニティと担い手の問題は、同じ「つくらない」
ジャンルである利活用と直接的に結びつくことが多
い。①⑤⑥などが、その種の論点である。一方で、「つ
くるデザイン」である空間デザインが、コミュニティ
デザインと直接的に結びつくことは容易ではない。
しかし、街路空間内に閉じずに周辺環境との関係性
を取り結んでいった花園町通りにおける空間デザイ
ンが、人々のつながりや担い手形成に全く寄与して

いないとは思えない。また、このような空間デザイ
ンは、その整備プロセスにおいて利活用の試行を前
倒ししたからといって、必ずしも導かれるものでは
ない。つまり、空間のかたちを決める論理としての
空間デザイン論そのものは、どのようなプロセスを
経ようとも必要になる。その意味において、街路空
間デザイン論の蓄積が不足している点は、今後の大
きな課題であろう。
　以上、概括すれば、街路における「つくらないデ
ザイン」は、さまざまなチャンネルからコミュニティ
デザインへの接続が求められる一方、「つくるデザ
イン」は遅い交通のための空間デザイン論を構築し
ていく必要があると言えよう。
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　日本の地方都市では、人口減少・少子高齢化が本
格化すると同時に、高齢者などの交通弱者の発生や、
都市の郊外化・低密化によるインフラ維持コスト増
大などの問題も深刻化しつつある。モータリゼー
ションとともに拡大志向を歩んできた都市を畳む、
コンパクトシティへの転換が一層強く求められてい
る。その際、中心市街地では歩いて暮らせることが
重要になる。福祉施設や子育て施設などの機能配置

に関する議論もさることながら、モビリティの分野
では近年、自動車や軌道系から自転車や徒歩などの
より「遅い交通」への転向の議論が進んだ。遅い交
通は、移動そのものを目的とする速い交通よりも、
滞留やコミュニケーションといった多様な活動可能
性を潜在的に持つ。疲弊した中心市街地ににぎわい
や交流を取り戻し、暮らしの場としてふさわしい環
境とするための必要条件として、人々の多彩な活動
を引き出すことは極めて重要である。
　さらにモビリティのあり方は、社会のあり方とも
通底する。近代日本社会では、地域の共同体を解体
し、人々が自由な個人であることを良しとしてきた。
車を中心とした個人的で閉じたモビリティ空間の普
及もまた、その「個」の殻をより厚く硬いものへと

誘ってきたといえよう。「共」の解体と「個」の促
進の結果、人々と地域社会とのつながりは希薄にな
り、孤独死やひきこもりといった社会問題が常態化
している。人々のつながりとしてのコミュニティを、
現代的なかたちで取り戻していく必要がある。そし
て、遅い交通がもたらす人々の滞留やコミュニケー
ションは、そのための貴重な機会をもたらす。モビ
リティとコミュニティは無縁ではないのである。
　すなわち、モビリティを支える都市空間、とりわ
け都市内の街路空間の物理的形状（ハード）のデザ
インは、その上で展開する人々の活動（ソフト）に
影響を与えるだけでなく、人々のつながり（コミュ
ニティ）を再構築できるかという現代的な課題にも
及ぶといえよう。しかし、ハードやソフトに関する
言説は多いものの、いまだコミュニティ形成にまで
踏み込んだものはほとんど見られない。三浦１）に
よると、歩行者空間をめぐる2000年以降の動向と
しては、交通空間再配分（ハード）と利活用（ソフト）
に特色があるという。本稿では、この傾向を踏まえ
つつ、近年の都市部の街路に関する実践・研究成果
から、ハード・ソフトのデザインを通じたコミュニ
ティ形成について、今後に向けた論点を抽出したい。

　本論に入る前に、上述の3視点それぞれの、また
相互の性質を整理しておきたい（Fig.1）。まず、い
わゆるハード整備事業における物理的な空間のデザ
インがある（A）。これによって人々の活動（B）が
さまざまに誘起されるが、これは歩いたり立ち止
まったり会話をしたりする人々の自然な振る舞いと

しての「利用」と、イベントやオープンカフェなど
の積極的な「活用」に大別できる。また活用は、そ
れによって普段とは異なる利用が発生することを意
図して能動的に行われる以上、巧拙はあれど、必ず
デザインがなされる。これを利活用デザインと呼ぶ
こととする。
　そして、これらの活動を通じて人々のつながり

（C）が醸成されていく。なお、醸成の速度は、活
動の質や量によって千差万別である。また、人々の
つながりをつくり出すことをコミュニティデザイン
と呼ぶ。山崎２）は「コミュニティデザイン」を「人
のつながりのデザイン」と位置づけ、ハード整備に
寄らずに地域の課題解決や魅力創出、ひいては地域
住民が自律的・持続的にそれらに取り組む力を養う
ことが可能であるとしている。そのようにコミュニ
ティがいわゆる「自治力」を身につけ、主体的に定
期イベントなどの活用を運営したり、管理を行うに
至った場合、このようなコミュニティを「担い手」
と呼ぶこととする。担い手は街路の活用が単発イベ
ントで終わることを防ぎ、持続性をもたらすという
点で極めて重要であるが、地方都市では高齢化の進
行やコミュニティの希薄化から、担い手確保が難し
いケースが多く、行政頼みとなりがちであるのが実
情である。

　3-1　花園町通りにおける道路空間再配分
　上述の通り、街路整備を主軸とする空間デザイン
に関しては、近年、道路空間の再配分の事例が増え
ている。研究分野では、自転車の走行快適性３）や


