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「散歩」研究の拡がりは、都市デザイン・政策にどのような影響を与えたのか？

What Might the Changing from “Rumbling” to “Walking” Tell Us about the Urban Design Policy? 
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Abstract; The purpose of this paper is to describe the breadth of research on the relationship between "rambling" 
and urban space and urban design. 95 literatures have been organized, and one turning point is the period when 
"urban activity" was established as the definition and purpose of "rambling. As for the breadth of research, studies 
on people have been accumulated, but studies on space and literature, as well as time-series and international 
comparisons, have not been accumulated. Walking with purpose has been applied to actual urban spaces and has 
been incorporated into the planning perspective of "how to make people walk (more). However, when the original 
theory of "why people walk" was first sought, it tended to be freer and bolder in a sense. 
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1. はじめに

近年、世界の都市計画・都市デザインでは、歩くことを目的と

した空間整備が進んでいる。少子高齢化が進む我が国においても、

快適で、歩きやすい空間を都市に実装することは、喫緊かつ重要

な課題である。このため、Walkabilityの概念に代表されるよう

に、経済効果や健康効果などのメリットを示したうえで、より多

くの人々が歩くように働きかけることが求められている。 

 このような同時代、実社会からの要請には、末石が「実は、わ

れわれは、一見自由な都市という牢獄の囚人で、一年間に一年半

分の公共事業に駆り立てられ、モノの浪費に所得を注ぎ込まされ

ている。」(1)と示唆するように、本来の空間整備の目的と利用実

態が乖離する危険性がある。さらに、「現代社会のコンフリクト

は、人間の個人、集団、国家などにとってそれぞれに固有の時間・

空間が、他者によって外部条件として評価されるときの価値観の

相違にもとづいている。」と述べているように、誰かが「歩きた

くなる」、誰かを「歩かせる」、誰かに「歩かされる」といった

客体として操作される側面がある。 

 そこで、歩くことの主体性を再定置するために、吉村による「今

後、現代都市において望まれることは、ヨーロッパやアメリカな

どのミチの形態上の復活や導入をはかるだけでなく、むしろ、も

う一度、人間にとって得体の知れない行動様式である、徘徊を可

能にする都市空間の確立ということができるだろう」(2)という主

張に着目した。さらに、吉村が歩くことの一つの形態であり、無

目的な徘徊として位置づけている「散歩」に焦点をあてる。 

 「散歩」を取り上げるにあたって、吉村は「むだを排除し、一

切を目的に対する効率から価値判断を下す現代社会は、散歩のも

つ意味さえ、とうてい受け入れることはできないに違いない。同

時に、このようなのらりくらりとした散歩とは何かを、現代社会

の成り立ちの構造として定義することさえできかねることにな

る。無理に定義すれば、散歩のもつ動物的体臭はそこなわれてし

まうだろう。」(4)と指摘している。仮に吉村の指摘通りであった

としても、歩く行為の主体性を確認するうえでは、「散歩」とい

う行為とその意味を、現代都市のなかでもう一度、問い直すこと

が重要である。 

 「散歩」の定義には「気晴らしや健康などのために、ぶらぶら

歩くこと。散策。」(5)がある。本研究における散歩の定義は、先

行研究14)をふまえて「当人が散歩と判断した全ての行動」を基本

的な考え方としている。そこで、幅広く解釈するためにも、「歩

くことそのものが手段ではなく、目的として歩くこと」とした。 

 以上をふまえて、本論では、国内で報告されている文献を対象

として、「散歩」に関する研究の拡がりと、都市空間や都市デザ

インとの関係性を示すことを目的とした。 

 本論で扱う文献は、国立情報学研究所論文情報ナビゲータ

（CiNii）(6)で検索した論文のうち、博士論文を除いて、建築・都

市計画・土木・ランドスケープを中心に、情報工学、教育学など

他分野も含めて、都市空間との関連が深い分野の論文を抽出した。

具体的に、分析対象とした論文（以下、対象論文）(6)は、論文の

タイトルおよびキーワード、要旨に「散歩」および「散策」のキ

ーワードを含む論文とした。なお、検索範囲は2021年までの出

版年とし、2021年10月21日から2022年11月１日に実施した。

この結果、95編が対象論文となった。 

 これらの対象論文から、「散歩」の定義、行為特性、環境特性、

空間認識と評価などの研究の視座を、時系列で整理した。このた

め、各論文執筆者の趣旨とは異なる定置をしている場合もある。 

 論文の初出は1967年であるが、1990年、2000年、2010年を区

切りとした４期の時系列で整理をおこなったものが図-1である。
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分析にあたって、論文の審査種別は特に留意していないが、査読

を経た論文（論文）は95編のうち37編であり38.9%を占めてい

る。この論文以外をその他として集計しており、紀要、梗概集、

講演集などが含まれている。合計は、論文とその他を合計したも

のである。 

 

【図-1】 対象論文の時系列、審査種別での整理 

 

2. 「散歩」の定義および政策的展開 

 「散歩」の定義を扱った対象論文は、95編のうち39編あった。

これらの研究における定義の内容は、図-2の８項目に大別された。

「無目的」には「目的を持たずに歩く」、「あてもなくぶらぶら

と歩く」などの解釈が含まれている。「日課」には日常的な活動

や生活行動、「身体活動」にはリハビリ、ダイエットなどの運動、

「養生効果」は気分転換やリフレッシュ、健康維持や増進などの

解釈が含まれる。「学習・体験」には、教育や社会的な交流、「都

市活動」には都市体験や観光体験、まちづくり活動が含まれる。

「犬の散歩」は飼い犬の散歩であり、「その他」の項目には「本

人が散策と判断した全ての行動」20),53)や「遊び方と安全のパレー

ト最適」93)などが含まれている。 

 他の時期および各項目と比較すると、第4期では「都市活動」

が多くを占めている。一方で、散歩の実践者に対して目的や動機

を直接問うことで、実態を捉えようとする研究は13編あった。

第1期ではみられなかったが、第2期では「ひまつぶし、疲れを

いやす、気分を変える、健康のため、楽しみのため、犬の散歩、

理由なし」22),24),25),36),37)、「日課として、なんとなく」26),27）とい

った質問項目が確認された。さらに、第3期には、「散策そのも

の、用事のついで」53)、「子守、買い物がてら」63)、第4期には

「地域交流、趣味、リハビリ」77)、「天気が良い、植栽を観る、

知人に会うついで」85)といった質問項目が確認された。 

 以上から、第4期の「無目的」と「都市活動」に着目すると、

第3期までは、「散歩」の辞書的な定義に含まれる「ぶらぶら」、

「目的を持たず」という部分を「無目的」と解釈したうえで、定

置しようと試みていた。この点は前述の通り、吉村が指摘するよ

うに、無目的という散歩の定義を定置することが難しかったと想

定される。 

 一方で、第4期は、具体的な活動のなかでも、都市における具

体的な活動から定置を試みており、散歩の定義の転換期といえる。

この背景には、実社会の要請に応えるために、「都市活動」が、

散歩の定義に置き換わっていることが推測できる。 

 「散歩」の歴史的経緯や文化的背景について、「そもそも、散

歩は中国では６世紀前半に慣用されており、類義語である散策は

室町時代に中国から日本に移入された。」46)と述べている。しか

しながら、研究が開始した1970年代の論文では、「あてもなく

歩く散歩は、我が国の都市において、ほとんどみられない。」4)、

「従来、散歩は常識的には、余暇消費的活動とされ、教育的にも

重要な意義を認められず、積極的に幼稚園教育要領や保育所保育

士指針のどの領域にも位置づけられていない。」8)と指摘してい

る。 

 この「散歩」の健康面について、散歩の定義「養生効果」とし

て、編数は多くないものの、常に研究は継続している。また、「日

本では19世紀頃に養生的効用が認識され、小学校教育における

運動の一つとして散歩が位置づけられ、明治期に養生的効用が定

着した。2000年ころに歩行運動の有効性がメディアや著書、講習

講演により加速度的に認知されていった」46)と述べている。 

 このような背景をふまえると、散歩の本来の意義である「無目

的」から「都市活動」に置き換わるなかで、健康増進の有効性を

心身に対する養生効果を都市政策の指標や目標として採用、推進

する現在の流れは合目的といえる。 

 
 【図-2】 散歩の定義に関する整理 

 

3. 散歩行為の特性 

 散歩行為の特性について把握するために、分析対象、分析目的、

分析対象者の特性を図-3、図-4、図-5に示す。 

 図-3から、散歩の行為特性を把握するうえで、人を対象とした

研究が編数も多く、継続的に行われている。一方で、文献や空間

から読み解く研究の蓄積は少ないながらも、ユニークな研究が散

見される。例えば、文献を扱う研究には、明治の文豪の記述を扱

った研究55)や平安時代の日記を読み解く研究4)、エッセイやコラ

ムなど都市観察者の解釈から都市の魅力を読み取る研究33)、散歩

の語誌解釈46)などがある。また、空間を扱う研究には、環境教育

の観点から散策路との関係性を捉えた研究16)、ウォーキングコー
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スの空間変化を歩行感覚から読み取り、連続性を音楽表現で再現

した研究51)、歩行者の経験する景域の成立とその形成過程を把握

した研究67)などがある。 

 

【図-3】 分析対象に関する整理 

 

 次に、分析目的は図-4の9項目に大別された。「散歩実態」は

調査対象者から散歩行為そのものを解明する研究、「行動比較」

は複数の対象者の属性や特徴を比較する研究が含まれている。

「地域特性」は散歩行為から対象となる地域の特性を解明する研

究、「地域比較」は複数の対象地域を比較する研究が含まれてい

る。「経路」は散歩するルートや経路を扱う研究、「道」は散歩

する空間としての道や道路を扱う研究、「環境評価」は散歩を通

じて景観や空間などを評価に関する研究が含まれている。「計画」

には、住宅地、散策路、伝統建造物群などの整備計画が含まれて

いる。 

 図-3の通り、人を対象とした研究が多いため、分析目的では、

散歩行為そのものを解明する「行動実態」の編数が多く、研究が

継続されている。 

 行動実態をふまえた散歩の類型化には、「ひなたぼっこ型」、

「ストリートウォッチャー型」、「タウンウォッチング型」、「対

人接触欲求型」、「教養娯楽・情報享受型」、「広域行動型」、

「会話型」、「ショッピング型」の８類型15)、「友人との会話型」、

「高齢者・励行型」、「自宅周辺・気分転換型」、「犬の散歩型」、

「子守り・観察型」、「気まま／ぶらり型」、「買い物がてら型」、

「昼休み・探訪型」の８類型26)、犬の散歩ルートを、「目的型」、

「道草型」、「街型」の３類型70)などがみられる。 

 また、この解明をふまえたうえでの研究は、散歩行為を線的に

解明する「道」や「経路」と、散歩行為を支える空間を面的に解

明する、「地域特性」や「地域比較」の二つの方向性に大別でき

る。 

 このうち、国内の地域比較に関する研究では、都市部と地方部

の比較研究 38)や小京都の意識を扱った研究 50)などがある。また、

国内と海外の比較をした研究には、ブリュッセルの買い物客に対

するアンケート調査36)と国際比較した研究45)、国内とヨーロッパ

の国立公園における自然散策を比較した研究 32)がある。この他、

時系列の比較をした研究では、5年後の行動変化を追跡調査10)し

た研究がある。海外調査は2編、時系列の比較研究は1編と極端

に蓄積が少ない。前者は海外の概念や整備事例を国内で導入する

適合性を確認するため、後者は行動や意識の経年変化を事業評価

や効果測定として用いるためにも、さらなる研究の蓄積が必要と

考えられる。 

 

【図-4】 散歩行為の分析目的に関する整理 

 

 最後に、分析対象者を整理した図-5では、市民や居住者、特定

の場所への来訪者やイベントへの参加者を対象とした研究が多

くみられる。この他、市民や住民ではなく、特定の個人属性に焦

点を当てた研究がみられる。例えば、高齢者を対象とした研究で

は、歩行障害や高齢者区分による行為比較13)、商店街の休憩所の

定点観測による実態解明14),15)、伝統建造物群保存地区の町並み整

備との関係性61)などの研究がある。視覚障害者を対象とした研究

には散策実態71)、観光ガイドを伴った散策効果48),74)がある。また、

犬の散歩に関する研究では、飼い主の交流29)や社会的交流64)、散

歩経路における「地域の目」としての見守り効果を扱った研究86)

がある。この他、保育園の散歩実態を扱った研究では、教育効果

と危機管理をふまえた経路上の街路環境78),93)や地域資源69)との

関係性を扱った研究がある。 

 このように、散歩を行っている人の行為から読み解く研究が主

流である。しかしながら、研究のさらなる拡がりや新たな発想の

多様性を得るために、今後は、散歩が行われている場所や空間、

あるいは文化的背景から読み解く研究の蓄積も必要と考えられ

る。 

 

4. 散歩環境の特性 

 散歩環境の特性を把握するために用いた調査分析手法を整理

したものが図-6である。 

 アンケートとヒアリングが主流である。アンケートで悉皆調査

をおこない、絞り込んだ対象にヒアリングをおこなう、組み合わ

せ型の研究も多くみられる。 
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【図-5】 散歩の行為の主体に関する整理 

 

 現地調査では写真投影法を用いた研究がみられる。例えば、高

齢者に対する散歩マップの効果検証77)、散歩者の河川景観の眺め
42)などがある。この他、連続断面写真を用いた道路景観のシーク

エンス分析3)、視覚障害者に対する音声行動観察を通じた散策ガ

イドの効果48)、熊野古道を五感の感覚ごとに調査する五感マップ

手法34)などがある。 

 事例調査には、まちかどオリエンテーリングから都市体験イベ

ントの有効性をふまえて、まち遊び行動学を提唱した研究11)、水

郷集落における散策路計画23)、観光マップの分析から地域資源を

分析した研究76)などがある。 

 一方で、実験を用いた研究が第4期に増えている。採取した唾

液のストレス反応を用いて、主観評価と組み合わせた研究 60),62)、

GPSログを活用したゲーム開発81)、地図を用いた仮想フィールド

ワーク83)、宝探し要素を組み込んだ散策支援システム87)などがあ

る。ただし、これらの研究は、学生を対象被験者としているうえ

に、あくまで散歩を促す効果を確認するための研究であることに

は留意が必要である。 

 次に、対象論文における分析サンプル数を図-7にまとめた。サ

ンプル数が明記された84編の平均サンプル数は203件となって

いる。最もサンプル数の多い研究は1990年代に実施された814

件26),38)である。調査手法が郵送回収、直接記入など対面形式に限

られていたにもかかわらず、500件以上のサンプル数を確保した

研究が散見されている。近年、オンライン調査や大量のデータを

分析可能なソフト、機器が普及しつつあるなかで、全体的なサン

プルサイズが減少している。この点をふまえると、散歩行為その

ものが変質しつつある一方で、定量的な調査や分析を用いる必要

がある。 

 

【図-6】 散歩行為の分析手法に関する整理 

 

【図-7】 散歩行為の分析サンプル数 

 

5. 散歩を通じた都市空間、都市デザインとの関係性 

 本章では、都市空間や都市デザインとの関係性に焦点をあてて

整理をおこなう。 

 まず、経路特性をふまえた散策路整備と行動変化として、「選

択性のある循環散策路構造への転換」3)や「散策は自由な意思で、

どの道をどれだけ歩くのかを決めている」10)といった観点が読み

取れる。また、選択することが可能なルートと選択された経路と

特性構成率を比較することで選好特性を明らかにした研究28)も
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あり、散歩をする人の自由と主体性を前提として、選択の幅や可

能性が論じられてきた。 

 一方で、「まち散策に重要な要素は目的地、道順、体験の記憶」
81)という指摘や「ウォーキングイベントでは五感を意識した仕掛

けはほとんど影を潜めてしまう」34)という危惧、保育園を対象と

した研究であるが、「リスクを最小限に抑え、ベネフィットを最

大限に得られる行動を理想的な散歩として位置づける」93)という

視点から、主体性と自由の前提が変化、制限されつつある傾向が

読み取れる。 

 散策路整備に関する研究はいくつか見られるなかで、1970年代

には、「河川の埋め立てによる散策道転用は悪銭身につかず」2)

といった指摘がある。また、歩行者空間の整備実態19)や住宅地に

おける散策コースの提案 75)などがみられる。近年では、駅 72),73)、

公園52),84),92)、通学路82)などを含めた居住環境の一部として扱われ

ている傾向が読み取れる。 

 また、自然環境に対する環境認識に着目した研究では、国内と

ヨーロッパの国立公園における自然散策意識32)、京阪神のウォー

キングコースの空間変化51)、北海道の森林公園の利用実態41)など

の比較研究がみられる。この他、釣り人と散歩者の行動比較をふ

まえた港湾整備計画 17)、森林散策 60)や里山散策 62)の心理的研究、

四国八十八箇所の巡礼イベント参加者の風景認識65)などの研究

もある。 

 最後に、散歩を都市全体に位置づける論考としては、「長期的

に散歩都市、遊歩都市の計画体系確立」12)のみである。しかしな

がら、個別の計画や都市デザインとしては、「コミュニケーショ

ン機能をフィジカルプランニングへ還元」9)、「今日の子ども・

遊び・環境の分断構造を乗り越えるための多様な幅広いアプロー

チ」11)などの指摘がみられる。前述の散歩の定義に「都市活動」

が多いことをふまえると、それぞれの研究の前提には「歩いて楽

しい領域があるということは、都市の大きな魅力の一つである」
67)が根底に共通しているとともに、研究に取り組む源泉であると

いえる。 

 

6. おわりに 

 本論では、「散歩」という行為とその意味を、現代都市のなか

でもう一度、問い直すために、国内の文献を「散歩」に関する研

究の拡がりと、都市空間や都市デザインとの関係性の観点から整

理した。 

 95編の文献を整理した結果、散歩の定義として、実社会の要請

に応えるために、具体的活動や目的を伴った歩行が定着してきた。

特に、「都市活動」が定着した第4期が転換期となっている。 

 研究の拡がりの視点では、これまで、人を対象とした研究は蓄

積されているものの、空間や文献を対象とした研究は少ない。遊

歩道や散策路など実装された現実の都市空間だけでなく、都市空

間を舞台とした文献から逆に読み解くことで、都市空間と散歩行

為の結合様式を再解釈し、蓄積していく必要がある。 

 散歩の実態把握に関する研究は蓄積がみられる。対象者を高齢

者や保育園、経済効果や健康効果といった同時代、実社会からの

要請を取り込みつつ、「歩きたくなる」都市空間整備を支えてき

た。多くの研究では、歩くことでどのような効用が得られるのか

に焦点を当てている。このため「散歩」の目的を確認し、効用の

説明変数として分析に用いている。もちろん、この手続きを経て、

認識や評価の基準や指標を取り出し、現実の都市空間に適用する

ことで、「どうすれば（もっと）歩くのか」という計画的視点に

落とし込んできた。しかしながら、「人はなぜ（無目的に）歩く

のか」という原論が求められた初期の方が、ある意味では自由で

大胆な発想が、散見された傾向があるように思える。 

 この他、時系列比較や国際比較に関する研究は蓄積がみられな

い。前者は海外の概念や整備事例を国内で導入する適合性を確認

するため、後者は行動や意識の経年変化を事業評価や効果測定と

して用いるためにも、さらなる研究の蓄積が必要と考えられる。 
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