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まちにおける場所性の更新方法と将来の伝達方法の課題

Issues of how to renew and communicate place inherency in the city in the future 
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While there has been redevelopment in pursuit of comfortable spaces in the city, there has been a lack of consideration 
for place inherency, which is the history of a place, such as the event of grass and trees growing in the street. However, 
since places are landscapes and spaces formed in the course of daily life, it is necessary to update methods that 
emphasize views, considerations, and place inherency. In order to do this, we will use Christopher Alexander's pattern 
language, which presents a collection of theories of generally comfortable spaces, for critical verification, and we will 
try to clarify the spatial characteristics of place by having those involved in the renewal process learn about place by 
recording a large number of spaces with regard to the point of accepting the erasure of place. We sought a method of 
renewal by recording many spaces, learning about places, and improvising. 

Keywords: place inherency, view frame, impressions, spatial types, exterior space 

場所性、景観、印象、構成要素、外部空間

1.はじめに 

 現代のまちづくりにおいて公園や広場に関わらず、それに付

属する歩行空間として道路空間が重要視されている。それによ

り、緑化やストリートファニチャー等の設置でその場を心地よ

い空間にすることや、整備の面での持続可能性や効率化を追求

した再開発が行われている。従来の道路空間では自動車や歩行

者の安全かつ円滑な通行を主な目的としていたが、ウォーカブ

ルな人を中心とした空間にすることに目的が変化している。国

土交通省1)でも良好な道路景観の形成や民会団体等との連携によ

る価値向上するといったニーズの変化に伴い、歩いて楽しめる

道路空間の構築を行うために、2020年には歩行者利便増進道路

の制度を創設するといった転換期にある。一方で、道路空間で

の草木が生えている事象や物が置かれているといった場所の履

歴である場所性への配慮が欠けている。道路空間では日常生活

の中で形成された景観や空間が多く存在するものの日常的であ

るために認知されておらず、ニーズの高まりに合わせた心地よ

い空間の追求が行われた結果、どの場所でも同じような雰囲気

になっている。そのため、認知という面での場所性に対する見

方や配慮、転換期の中での場所性を重視した更新方法が求めら

れる。場所性に関する既往研究では、場所性と記憶に関する研

究2)、場所性への愛着に関する研究3)、場所性を空間相関分析に

取り込む研究4)がなされているが、空間構成や場所性を重視した

デザイン方法について明らかにしたものは見当たらない。 

 このような現状に対して本研究では、ヒューマンスケールで

のまちづくりの手法を提示したものの、人が心地よいと感じる

空間を普遍化し固定化してしまったと考えられる『パターンラ

ンゲージ』5)を批判的に検証した上で、場所性の空間特性を明ら

かにし、一貫した更新ではなく場所性というその時々の状態に

合わせた更新方法を模索することを目的とする。 

2.先行研究と本研究の位置付け 

2-1.パターンランゲージの概要 

パターンランゲージは1970年代に建築家クリストファー・ア

レグザンダーが提唱した人々が心地よいと感じる環境を253パ

タンにまとめた理論集である。名づけぬ質をパタンにすること

によって具現化した共有知ができ、問題解決の適合する場所や

状況が説明されていることによって住まい手やまちの住民が解

決できるようにしている。 

2-2.有効性の分析 

 一方で、問題がすでに公認、明確になっていることが前提で

あり、演繹法による理論の構築がされていることによって一般

的に人の心地よい良い環境を普遍化し、本にて固定化してい

る。その要因として、理論の構築の際には人間には多種多様な

感覚があり、ある条件下においての行為や感情も各自で相違が

あることについて考慮されていないことが挙げられる。また、

アレグザンダーの過去の経験を踏まえた上で抽象的にルールを

まとめているために支援を行うことに過ぎず、作成する人の能

力や創造性が求められる。 

 実際にパターンランゲージを参考にまちづくりの規範形成し

ている事例である真鶴町の「美の基準」6)と川越市の「川越一番

街町づくり規範」7)を分析した結果、書き換えの際には、コンテ

クストと地域の良さが既に周知されていることを前提に、規範

を作成する者が、幾重にもその場を経験し学んで当てはめるパ

タンの項目を明確化する、という応用が可能であることがわか

った。しかし、良さが周知されていない空間経験が乏しい場所

の場合では、パタンの項目が曖昧であるために書き換えができ

ず、結果として一定の感覚を当てはめるため場所性を崩すこと

となり、パターンランゲージの適用が難しくなっている。ま
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た、パターンランゲージの抽象的な定義に具体性を加える利用

者側の能力が必要となっている。 

 

2-3. 本研究の位置付け 

 前述した有効性の分析の結果から、項目を固定した閉鎖的な

解法では他の場所に当てはめることで場所性を消すことになっ

てしまう。そのため、観察からデザインに落とし込むアプロー

チによって構築を図るため、場所の認識や更新に関わる人が空

間を学び、経験からデザインを行うことで、場所性を重視した

更新手法の構築を体現できると考えられる。 

 本研究では客観性から普遍化に落とし込む研究や事例とは異

なり、場所の認識や更新に関わる人が空間を学ぶという方法を

筆者自らに被験者として課すことで、明確になっていない場所

性の空間特性や構成、場所性を重視した更新方法の構築を試行

する。 

 

3.方法 

 まず、場所性の空間特性と構成を明らかにする分析と更新方

法の構築する分析の二段階に分け、自身を被験者とすることで

主観的で一面的なデータしか収集できなくなるため、空間経験

を行う主観的立ち位置と形態を分類する分析での客観的立ち位

置、研究対象の設定を行う。 

 

3-1.空間特性と構成の分析 

 場所性の空間特性と構成を明らかにする空間分析での自身の

立ち位置と方法としては、主観的立ち位置では現地踏査での空

間データの収集を行い、認識できる空間で自身が〈印象〉に残

ったものを写真で撮影し、視覚として与えてくる景観だけでな

く写真を収集した要因となった空間認識をする際の初期段階と

なる〈印象〉も記録していく。客観的立ち位置では現地踏査で

得た空間データを空間要素ごとに分解することで共通点から分

類を行い、分類項目に沿って自身の空間経験で得たデータを図

式化することで場所性の空間構成の傾向と特性について明らか

にしていく。 

 

3-2.更新方法の構築の分析 

 場所性の更新方法の構築するための場所性の設計では、その

場での観察の中での気づきや現状に対する印象といった自身の

直感が重要であり、初期段階で即興的に形にしていく視座が必

要であるため、その時その場での微妙な間合いによって形状を

体現することや初期段階での思考であるが偶発的に形状を生み

出すことを可能にする即興的立場を応用し、現在経験している

空間がどのようになることが望ましいか、付加的要素を空間絵

図で描いていく即興設計によって行う。自身の立ち位置と方法

としては、主観的立ち位置では現地踏査で自身の直感によって

即興設計を行い、現状と印象、設計での空間絵図を記録として

蓄積していく。客観的立ち位置では現地踏査での即興設計で得

た空間データを空間要素ごとに分解することで更新での自身の

視点とそれに沿った設計でのプロセスを明らかにし、即興的に

形にしていく視座を含めた更新方法の構築を行う。 

 

3-3.研究対象の設定 

 研究対象地の設定では、道路空間は路面の線状に対して両側

の土地利用された建物や田畑によってその景観が特徴付けられ

るため、土地利用から行う。土地利用では田畑や森林といった

自然的土地利用と居住地や公共施設といった都市的土地利用が

あり、都市的土地利用では特にその場所が位置する都市計画法

で定められた用途区分の条件が絡んでいる。しかし、用途区分

は多面的に空間データを得る尺度とした際に地域によっては白

地地域が多く存在するため、対象地を設定する際の指標として

は判断がし難い。また、景観という面では形状に現れてくるこ

とはなく、用途地域ごとにどのような建物が存在するかの判断

でしか活用ができない。一方で、立地という面での条件となる

地形では市街地や住宅形成の際に水平的に拡大する場合、平地

での拡大だけでなく山地や台地といった傾斜面をどのように利

用していくか検討がされ、宅地造成では傾斜面に合わせた形状

が景観として現れる等、地形によって景観の相違が出てくる。

また、人口密度では高いほど市街地形成は加速し、住宅地での

住宅密度はもちろん、宅地形成は水平面だけでなく垂直面でも

まちの景観構成として影響が出てくる。そのため、研究対象地

としては様々な地形と人口密度の元での空間データを幅広く収

集できることが重要となる。そこで、沖積低地から多摩丘陵や

相模原台地、足柄や箱根の山地が存在し、駅を中心とした商業

が発展している市街地がありながらも住宅や農地、貿易面での

工場が混在している政令指定都市の横浜市がある神奈川県を研

究対象地とする。対象での現地踏査の視点としては、生活の営

みが色濃くありながらも認知されていない潜在的な空間が存在

すると考えられる生活道路を道路空間として対象とするが法令

上では定義がないため、【図-1】のように路面を中心にした両側

の建物のファサードや壁までを道路空間とし、生活道路の持つ

物理的特性とそれに伴う付加的要素を線形に沿って捉えること

で現状を把握していく。 

 

4. 結果 

4-1. 空間特性と構成の分析 

 現地踏査の結果、研究対象地とした神奈川県の全域32市町村

と横浜市の18区を含めた50地域で行い、各地域の生活道路に

【図-1】現地踏査での道路空間の視点 
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て計3,220ヶ所の空間データを写真で収集することができた。 

 分析では、まず収集した空間データを空間要素ごとに分解し

た結果、要素として【図-2】のように線形に沿った景観にはま

ちでよく見かける擁壁や壁、階段や溝等に生活の営みで配置さ

れたものや、意図せずに年月と共に形成されたものだと考えら

れる植物や看板、鉢植え等が存在していた。そのため、擁壁や

壁等のよく見られる要素を〈土台〉、植物や看板等〈土台〉に付

属するような形で配置や形成されていることから〈付属物〉と

定義する。また、同様の〈付属物〉でも【図-3】のように配置

や形態が異なるため、配置や形態を〈様態〉と定義し、分類を

行った。 

 

 

 

 次に、空間データとして収集に至った要因について分析を行

った結果、〈土台〉はすでに空間経験の中で認知を重ねてきてお

り、〈付属物〉はあくまで植物やものであるためその場を構成す

る1つの要素となるが、〈付属物〉の〈様態〉、つまり植物やも

のがどのように存在するか掛け合わさることによってその場の

特性を高め、空間データとして収集に至っている。また、住民

が配置したものや意図せずに存在するものであり、営みの中で

築きあげられた履歴、場所性である。そのため、【図-4】のよう

にデータに見られた〈土台〉ごとに〈付属物〉の〈様態〉の分

類を行った。 

 

4-2.空間構成と地形・人口密度での関係分析 

 ここでは、空間構成と研究対象地を決定する要素となった地

形及び人口密度がどのように関係しているかについて各地域で

の空間データを地形及び人口密度でそれぞれ分類し、分析を行

った。分析では、空間構成である〈土台〉、〈付属物〉、〈様態〉

ごとに各地域でどのような空間データを収集できたか、写真枚

数を指標とし、撮影した写真枚数は地域ごとに異なるため、分

類項目と地域ごとの全体枚数の割合を指標として分類した。そ

の結果、地形では傾斜の有無という面では差異があり、傾斜の

ある山地、丘陵地、段丘、台地、微高地では、宅地造成の際に

設けられた〈擁壁〉や〈階段〉はそれぞれ【図-5】、【図-6】の

ように傾斜の有無によって地形ごとの写真枚数と全体枚数の割

合が変化している。その要因として〈擁壁〉や〈階段〉は〈付

属物〉が配置される余白が多くあるために〈様態〉でのさまざ

まな特色が見られたためである。また、人口密度でも人口密度

の高低差を開発度の度合いと見た際に、【図-7】のように水路は

人口密度の低い地域で残っている傾向があった。ほとんどの水

路は暗渠として路面や段差として残り、水域として見かける割

合が少ないため、開発度合いが高いほど暗渠になっており、人

口密度の低い地域に多く見られた。 

【図-2】空間分解図1 

【図-3】空間分解図2 

【図-4】空間構成の図式の一部 

【図-5】〈擁壁〉における地形ごとの写真の全数に占める割合 
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4-3. 更新方法の構築の分析 

 即興設計では【図-8】のように「現状、…印象、→更新する

ために行う行為」、付加する要素は絵図として記載しデータを得

ることができた。 

 分析では、得た空間データの空間要素ごとの分解を行った結

果、その場を向上させることや残すための操作、形状としては

板や植栽などを付加することやその場を強調させるといった行

為を絵図で記録していた。つまり、その場をどのようにするか

を更新としたとき、〈行為〉と板や植物といった〈付加的要素〉

との組み合わせによって形成しており、〈行為〉は現状と印象に

よって位置付けているために印象と〈行為〉、〈付加的要素〉の

組み合わせによって即興設計を行っていた。そのため、空間デ

ータで見られた〈付加的要素〉と〈行為〉を分類した結果、〈付

加的要素〉は板、椅子、掲示板、植物、着色、鉢植え、紐、ブ

ロック、棒の9つ、〈行為〉は改善、活用、向上、保持の4つあ

り、組み合わせによって36通りの更新方法があった。 

 

5. 考察 

 研究の結果としては、場所性は各所の特徴を持った空間であ

るため、その時々の状態に合わせた解放を個々で導き出すこと

が可能だと考えられたが、同じ空間構成に同様の〈付加的要

素〉と〈行為〉を位置付けているものが多く見られた。その要

因として、現地踏査の際に自身を被験者として行っているた

め、自身の〈印象〉の集合体になっており、空間を学ぶ場合、

ある程度これまでの経験を含めながら見ている。そのために、

前に体験したことが活かされており、同様の空間を好む傾向に

あった。つまり、短期間では場所の認識の面で知識量に限界が

あるため、好む場所を機械的に捉えている傾向にあるため、位

置付けられた更新方法のバリエーションが乏しくなってしまっ

た。しかし、本研究はあくまで今回対象とした地域と自身の

〈印象〉に残った場所によって空間特性及び構成、即興設計で

の更新方法の構築を図ったものだが、場所性の見方や更新して

いく際の参考の一つとして活用することができる。また、地形

及び人口密度による分析によってある程度その場所の構成要素

を決定することができるため、場所性の見方におけるインデッ

クスとして活用できると考えられる。 

【図-8】即興設計での空間データの一部 

【図-6】〈階段〉における地形ごとの写真の全数に占める割合 

【図-7】 

〈水路〉における人口密度ごとの写真の全数に占める割合 
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6. 終わりに 

 従来の更新では、パターンランゲージのようなデザイン方法

を前提とするも、規範を形成する者が、その固定化された教義

からの解放という形で場所ごとに応用を行っている。しかし、

感覚やその場の特徴を消してしまうという適合の面での問題点

がある。それに対して本研究は、更新をしていく人が場所を体

験することでその時その場所の間合いによって更新方法を変え

ている。場所への誘導や空間経験を得るための視点の一つを提

示することで、開発や整備の際にその場の残し方や活かし方と

いった価値向上の方策の選択肢を増やすという点で参考になる

と考えられる。そのために、【図-9】のように空間特性及び構

成、即興設計での更新方法を「Sokkyou’s eyes」とし、本研究

において筆頭著者が神奈川県で空間経験をとおして成長させた

設計と自身の視点を集積したものを「SHINO’s eyes 2021」と

する。短期間での空間経験とこれまでの知識量で位置付けたも

のであるため場所性の更新方法としては不十分であり、現時点

での自身の見方を提示したものとなるが、手法を共有可能に

し、他の人が他の場所で転用できるようになれば、更新を支援

する利用者は手法を元に独自の視点による「〇〇’s eyes」を

作成することができる。また、「SHINO’s eyes 2021」で明確に

なっていない空間を年月とともに更新していくことや、他の人

の空間経験とこれまでの経験則や知識によって更新することが

でき、「Sokkyou’s eyes」は進化していく。つまり、固定化し

た共通の基盤をもとに書き換えを行うのではなく、「Sokkyou’s 

eyes」を広めることで利用や改善、再配布でき、「SHINO’s 

eyes 2021」での空間データを削除することなく継続的に改良し

続ける場所性の更新方法となる。今後も道路空間では公園や広

場、住宅地や市街地をつなぐ歩行空間として開発が行われると

考えられる。その際に「Sokkyou’s eyes」の手法が広まること

で他の人がこのプロセスを行いながら空間経験を深め、自身の

論理の構築を図りながらも場所の理解や問題解決といった特殊

解を導き出すものとなり、利用者の場所性の見方や更新での設

計が成長することが期待でき、促進が次の課題となってくる。 
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【図-9】場所性の更新方法の伝達 
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